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日が長くなってきましたね。

可能性の芽を摘む親
先日、自分の言葉に反省させられることがありました。
最近、野球少年の子どもたちに思っていた以上に時間とお金がかかっています。
また、野球に限らないと思いますが、保護者の熱の入れように疑問を感じることもあり、
ある保護者同士の懇親会で、何気なくこんなことを言ってしまいました。
「プロ野球選手になれるわけじゃないのに、ものすごい投資ですよね？」
それに対して、ある保護者のお父さんはこう言いました。
「関根さん家の子の夢がプロ野球選手でないなら問題ない。でももし、夢がプロ野球選手なら、
親がそんなことを言っていたら子どもの可能性の芽を摘むことになる」

いつの間にか・・・夢泥棒に
さらに、
「関根さんは何で事業を始めたの？」と聞かれ、
「やれば出来るだろうという根拠のな
い自信がありました。会社も辞めていたし、失うものはないと思っていました」と答えました。
すると、「子どもなんて全く失うものがない。ウチの子の夢は小さい頃からプロ野球選手。他の
誰かが笑っても、親である自分だけは夢の実現を信じて応援する」と。
恥ずかしかったです。
子どもの前で言わないまでも、内心「なれっこない」と思っていたのは事実でしたから。
私が、会社を辞めるときや開業すると決めたときのことを思い出しました。身内ほど「馬鹿なこ
とするな。お前にそんなことできるわけない」と私を止めました。あのときは「水を指すような
ことばかり言って、もう決めたことなのになんで応援してくれないんだろう？」と苦々しく思っ
た覚えがあります。それなのに、いつの間にか今度は自分が夢泥棒になっていました。

夢を見なければ始まらない
スポーツでも仕事でも、夢は大きな原動力です。甲子園を夢見ていない高校球児がうっかり甲
子園に出場することはありません。「こんな会社にしたい」と夢を抱かなければ、会社は設立さ
れません。新幹線も飛行機もスカイツリーも東京オリンピックも誰かが夢見たことから始まって
実現しているはずです。
子どもも大人も夢を見続けなくてはなりませんね。たとえ夢が叶わなかったとしても、それま
での努力は無駄にはならないと信じます。私のような仕事は、まさに人の夢を信じ応援していか
なければならないと改めて思いました。
反省と決意をこめて。

最新情報

キャリアアップ助成金が拡充されます！

平成 28 年 2 月 10 日に改正された内容を紹介します。増額されているケースもありますので
検討されている場合はご注意ください。

正規雇用等転換コース
助成額（１人当たり）
助成内容

改正前

改正後※

① 有期→正規

50 万円

60 万円

② 有期→無期

20 万円

30 万円

③ 無期→正規

30 万円

30 万円

改正後の金額が適用される
のは、
転換等の日が
平成 28 年 2 月 10 日以降
の場合です

多様な正社員コース
助成額（１人当たり）
助成内容

改正後※

改正前

① 有期→多様な正社員※

30 万円

40 万円

② 無期→多様な正社員※

30 万円

10 万円

③ 多様な正社員※→正規

--------

新規 20 万円

20 万円

20 万円

④ 正規→短時間正社員、
短時間正社員の新規雇入れ

■①②は、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、1 事業所当たり 10 万円加算

．．．
転換等をする前に事前にキャリアアップ計画届の提出が必要です。

最新情報

平成 28 年 3 月分から健康保険料率改定

平成２８年 3 月分（4 月納付）からの健康保険料率が改定されます。
前年と改定時期が変わりますのでご注意ください。

新

潟

県

現

行

平成 28 年 3 月分～

健康保険料率

9.86％

9.79％

介護保険料率

1.58％

1.58％

新潟県では健康保険料率が引き下げとなりました。介護保険料率は据え置き。

トピックス

ふるさと納税制度について

平成 26 年度の寄附は 13 万人超、140 億円を超えました。
ふるさと納税制度の 3 つの意義

1. 納税者の選択により寄附先を決められること。
2. 「ふるさと」の大切さを認識できること。
3. 地方の自治意識を進化させ、地方創生を促すこと。
所得税と住民税の控除額計算
原則として、寄附をした翌年の 3 月 15 日までに、住所地等の所轄の税務署に確定申告。
※控除の対象となる納税額は総所得金額等の 40％が上限
※控除の対象となる納税額は総所得金額等の 30％が上限

※特例控除分が住民税所得割額の 2 割を超えない場合の計算

´
※
´の控除を合計しても(ふるさと納税-2,000 円)
の全額が控除されず、実質負担額は 2,000 円を超える

平成 27 年度上半期 ふるさと納税実績ランキング ！！ 2015 年 4 月 1 日～9 月 30 日（総務省調べ）

1

宮崎県 都城市

寄附金額：１３億３２９３万６１０７円

『日本一の「肉と焼酎」に特化し、
「よいもの」を「より多く」』を大々的にアピール。
牛肉・豚肉・焼酎がお好みの方は、チェック必至です！！
（寄付金 100 万円以上 300 満未満）焼酎 1 年分

2
3

山形県

天童市

＝

365 本！！→

寄附金額：１２億２２２３万８８７４円

ラインナップが豊富かつ豪華。果物は大人気！
地域サッカークラブの「モンテディオ山形」グッズや
温泉施設利用券、伝統工芸品の将棋駒など、地域色も豊かです。

3
3

長野県

飯山市

寄附金額：

９億６３８０万６９１４円

飯山市内に事業所をもつ「マウスコンピュータ」から、液晶モニタやタブレット PC
を出し、瞬く間に品切れを起こすまでに寄附が殺到しました！
（寄付金 10 万円以上 20 満円未満）→

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー
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君の膵臓を食べたい

住野よる

久々に本に夢中になりすぎて家族に怒られました。
一度読み始めたら止まりませんので休日前などに読み始めることを
お勧めします。
明るく人気者の女子高生と孤独を愛する男子高校生の交流と、それによる
心の変化を描いています。
いつもならもう少し内容を紹介するのですが、今回はやめておきます。
気持ち悪いタイトルの本だと敬遠しないで、是非読んでみてください！
読み終わったらきっと、このタイトルも愛おしく思えることでしょう。 本屋大賞にノミネート
されていますが、上位に入ると予想しています。
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情熱にいがた Part2

新潟放送編

2004 年公開
またまた、新潟市の鈴木進治様が送ってくださいました。
BSN 放送の「情熱にいがた」の第 2 弾。本を読んでもいいですし、
付属の DVD で、情熱あふれる経営トップのお話を動画で見ることも
出来ます。 今回、特に印象に残った会社は下記です。
まず、新潟市で｢古町糀製造所｣や｢今代司酒造｣を手がける㈱和僑商店。
伝統の食材の良さを、洗練されたデザインで見せ方を変え、新しい顧客
へアピール。センスのよさと行動力がピカイチです。
次に、阿賀野市に新しい工場が完成した㈱サカタ製作所。
仮設住宅の屋根部品トップシェアの同社は、阪神・淡路大震災や東日本大震災の経験を通じ、
「社会に役立っている」と社員が誇りを持って仕事に向き合うようになったそう。DVD で
「力のタネは？」と訪ねられた社長がキッパリと「社員です。」と答え、
「当社はどこよりも社員
に恵まれています。」と語る様子は本当に感動します。

NHK 連続テレビ小説

あさが来た

幕末から明治・大正にかけて、炭坑や銀行、生命保険、日本初の
女子大学設立など、女性起業家のパイオニアとなる「あさ」と、
そんな妻を支え続けたボンボン夫「新次郎」を描いた物語。夫婦を
取り巻く家族の人間模様や歴史上の偉人たちの登場も面白い。
女優・波瑠さんが演じるヒロイン「白岡あさ」のモデルは実業家
の広岡浅子。その生涯を描いた古川智映子の『小説 土佐堀川』が原案となっていますが、大幅
に脚色して製作されて大人気に。
次々に新事業にチャレンジする「あさ」の様子は、危険な海に最初に飛び込む勇気あふれる「フ
ァーストペンギン」と表現されていて、刺激を受けました。
「なんでどす？」「びっくりポン」の口癖も楽しく、視聴できる昼休みが楽しみです。

