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 謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

 今年の年末年始は久々にゆっくり過ごし、「時間が出来たらやりたいこと」 

をいくつか実行できました。その１つ。新潟日報事業社から出版されている 

「新潟県の百年企業」をじっくり読み返してみましたので、ご紹介します。 

 

 

百年以上続くということは、一代や二代では出来ませんから、何代も経営が引き継がれてきた企

業ということになります。長く続くということは「存在が必要とされ続ける」ということ。お客様

や取引先に愛され続ける。社員やその家族の日々の営みを支え続ける。地域に根差し地域の顔とし

て貢献し続ける。…続けるって難しいですね。私はここ数年の間でも世の中の変化のスピードに驚

いていますが、戦中や戦後を乗り越え、現代においても淘汰されずに歴史を重ねてきた百年企業。

その間、どれほど多くの困難があったことでしょうか…図り知れません。 

この本の随所で、当事務所とお付き合いいただいている会社様や「知っ得！通信」を送付させて

いただいている会社様のお名前を目にしました。改めて、心から尊敬の意を表したいと思います。 

 

 

 企業それぞれの成り立ちや歴史、事業の紹介文はとても興味深いものがあります。 

例えば、大名や旗本にちぢみを販売したのが始まりの㈱西脇商店。五代目は日本橋で活躍し、歌

舞伎に登場する主役・縮屋新助のモデルになったとされています。 

また、現在は最新技術でハイテクラベルを製造する越後札紙㈱は、初代の連れ合いが内職仕事と

して「呉服向け値札」を納めたのが始まりとか。面白いですよね～。 

TECH海発㈱の初代は、上杉家にも刃を納めた鍛冶職人。なんと７６０年創業で、明治に油田の

機械修理のために旋盤を導入し、現在の精密機械加工に発展したとのこと。 

銘菓「黄味小判」で有名な㈱松月堂の初代は、織物の仲買人。京都を 

訪れる度に、和菓子の質の高さに刺激を受け、創業を決意したそう。 

小千谷の歴史を感じるとともに、やはり織物から出発して様々な 

起業が育まれたことがわかります。 

他にも、阿部幸製菓㈱、池田屋、㈱たかの、㈱林屋紙器、㈱クラサワ、 

㈱共栄農工社、㈲高由家具店、㈱住吉屋、西義㈱、米岡石油㈱…等々 

紹介しきれないほど沢山の百年企業が身近に存在していることを知り、 

誇りに感じました。 

そして、地元の百年企業が今後も発展するように、もっと多くの百年 

企業が生まれるように、お役に立ちたいと決意を新たにしました！ 

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

百年続く企業とは 

地元の百年企業について 

（企業の敬称は省略させていただきました。ご了承ください。） 

mailto:sekinekyrs@mountain.ocn.ne.jp
http://www.office-sekine.com/


 

 

 

平成２４年８月１０日「労働契約法の一部を改正する法律」が公布されました。この改正の有期

労働契約についてのうち、『無期労働契約への転換』についてご案内します。 
 

●有期労働契約が何度も更新され、契約期間の通算が５年を超えた労働者が希望した場合、使用者

はその労働者との契約を「無期労働契約」に転換しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年４月１日から平成２６年

３月３１日までの雇用保険料率は、 

平成２４年度と変更ありません。 

 

 

 

平成２５年度 

雇用保険料率据え置き 

最新 

情報 

５年 
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※通算５年を超えて無期転換の申込み
をしなかったとき、次の更新以降でも
無期転換の申込みができる 

←
締
結 

労働契約法改正 無期労働契約への転換 トピックス 

！！ 

★施行日【平成 25 年４月１日】以後に開始する有期労働契約が５年のｶｳﾝﾄの対象となります。

実際に転換が生じるのはまだ先のことですが、今から内容を理解しておきましょう。 

無期労働契約の労働条件（職務、

勤務地、賃金、労働時間など）は、

別段の定めがない限り、直前の有

期労働契約と同一となります。 
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Ａ申込み…通算契約期間が５年を超える場合、労働者は、その契約期間の初日から末日までの

間に、無期転換の申込みをすることができる。 

Ｂ転換…申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約が成立。 

無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からとなる。 

Ｃ更新…無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期

転換申込権を放棄させることはできない。 

 



 

 

 

厚生労働省が雇用安定のため企業に支給する助成金制度で、今年度までに総額 

１００億円を超す不正受給があることが同省の調べで分かった。 

従業員の出勤簿を改ざんするなどの手口で審査をすり抜けており、同省は返還を

求めるとともに対策を強化。 

不正受給は０９年度は約７億７０００万円（９１件）、１０年度は約３７億１００

０万円（３５５件）、１１年度は約５１億７０００万円（２９５件）で、１１年度ま

での総額は約９６億５０００万円。１２年度分は未集計だが、「前年度並

みの件数」だという。「当初は膨大な申請の処理で手いっぱいだった。担

当職員を増やし、立ち入り調査などを強化した結果、不正受給が次々に

明らかになった」と説明している。（「2013 年 1 月 5 日 読売新聞」より抜粋） 

 

＜公表されている不正受給の例＞ 
①事業所所在地 東京都 

事業所概要  情報サービス業 

不正受給の概要   金額 １億４８６０万３８３５円 

            内容 中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる 

教育訓練について、実際は教育訓練を行って 

いないにもかかわらず、教育訓練をしたとし 

て支給申請書等を作成し、受給していた。 

②事業所所在地 新潟県 

事業所概要  情報サービス業 

不正受給の概要   金額 １億１２９３万２４６６円 

            内容 雇用調整に係る教育訓練の一部について、 

講師不在等により適正に実施していなかった 

にも係わらず、実施したように偽って申請を 

行い、当該助成金を受給していた。 

 

※実際には教育訓練を行っていないにもかかわらず、実施したように偽り、 

助成金約 370 万円を不正に受け取った事業主が、詐欺罪で懲役 1 年 6 ヶ月 

（執行猶予 3 年）の有罪判決を受けたケースもあります。 

 

 

＜事業所外訓練でも受講を証明する書類の提出が必要になりました＞ 

10 月以降に判定基礎期間の初日がある支給申請からは、事業所外訓練

を行った場合にも、受講者が直筆で作成した書類（受講者本人が記入・作

成し、署名・押印したアンケートや受講レポートで、訓練を受けた日が分

かるもの）の提出が必要になります。 

この書類がそろわない教育訓練は支給対象になりません。 

◆一部の不正受給のせいで、手続きが面倒になっています。ご注意ください！ 

雇用調整助成金等 不正受給１００億円超！ トピックス 

！！ 

 長岡市！ 



 

 

 

 

 

この本は行動科学の視点から「効果的な教え方」について書いています。 

私が普段から取り組んでいるコーチングとの共通点も多く、例えがわかり 

やすいので一気に読むことが出来ました。特に印象的だったのは、次の 2つ。 

 1、教える内容を「知識」と「技術」に分ける 

思いつきで教えていてはダメ。教える方も内容を整理する必要がある。 

「知識」は聞かれたら答えられること、「技術」はやろうとすれば出来ること。 

きちんと整理されていれば、何が不足しているのかもわかりやすくなる。 

2、ほめることは行動を強化する 

行動すれば結果が出るが、すぐに良い結果が得られることなどめったにない。そのため、行動が

億劫になり、ついには面倒でやらなくなってしまう。しかし、行動の後に、ほめられるという望ま

しい結果が得られれば、行動が「強化」され、行動の頻度が増えたり、継続されやすくなる。 

部下のいる人はもちろん、子育て中の方も参考になる内容です。 

 

 

 

 新潟市で司会業をされている鈴木進治様からの贈り物の本。感謝です。 

著者の長谷川さんは化粧品業界ではかなり有名な方。私はこの本で初めて 

知りました。カネボウのブランド化粧品１２年連続売り上げ日本一の 

カリスマ販売員さんです。それもお店は岡山県新見市という田舎町。 

「店舗の立地条件」や「顧客の高齢化」などを言い訳にできませんね。 

 この本で何より驚いたのは、年間２万通の手書き DMです。 

そのうち年賀状が２８００通とのことですから、１日およそ 50 通書く計算。それも手書き！宛名

も手書き！信じられません。私はこの「知っ得！通信」を毎月四苦八苦して出しています。長谷川

さんのような人がいると思うと、まだまだ努力のうちにも入りませんね。はぁ～（ため息） 

 

 

 

 昨年、「プラチナデータ」を読みましたが、天才数学者兄妹や 

もう一人の人格など現実離れした内容が私としては？？でした。 

「麒麟の翼」の本は読んでいませんが、TV放送された映画を 

録画して見ました。こちらは、ミステリーとして純粋に面白かったです！ 

 殺人事件の被害者は瀕死の状態で、日本橋に立つ麒麟像まで歩き、力尽きた。 

容疑者の青年は意識不明の重体。家族に伝えたかった思いとは何なのか？ 

最後に、事件の裏の真実と真犯人にたどり着く大どんでん返し。TV ドラマ「新参者」を見ていた

人は更に楽しめるらしいです。 

配役も豪華。中井貴一さんの表情の演技、さすがです。今、大注目の若手、松坂桃李、菅田将暉

にもくぎ付け。彼らは、私が子供と毎週見ていた侍戦隊シンケンジャー、仮面ライダーW。今では、

実力派俳優になっていて、驚き！最近は、ヒーロー物から活躍していくのですね。 

 映画   麒麟の翼  原作 東野圭吾 

せきねの「気になる」を勝手に情報発信コーナー   

！！ 

書籍   牛に化粧品を売る    長谷川 桂子 

書籍   教える技術    石田 淳 



 

 

 

長岡のケーブルテレビ局エヌ・シィ・ティの TV番組『酒守人』（朝日酒造株式会社様提供）に 

２人で出演しました。１月７日(月）より放送されています。 

  

＜収録秘話＞ 

１１月に「出演しませんか？」という 

お声をかけていただきました。 

しかし、当方は社会保険労務士事務所。 

飲むのは好きだけどお酒とは関係ない業種。 

「酒盛人」ならともかく、「酒守人」に出て 

イイのか？と、心配になりました。 

確認すると、地元の頑張っている人を紹介 

する番組なので OKとのこと。私たちに 

とって、とても記念すべき出来事になる！と、ちょっと恥ずかしかったのですが出演を決めました。 

 

１２月の半ばに収録の運びとなりました。年明け 

１月に放送されるので、お正月っぽく演出。 

 フリーアナウンサーの荒木千賀子さんが、事務所や 

私たちについてインタビューをして下さいました。 

荒木さんはさすがプロ。カメラの前でも普通に 

スラスラとお話しをされます。私たちはそうは 

いきません。でも、「やり直しは何回でも」と言って 

いただき、緊張しながらも何とかお答えしていきました。「知っ得！通信」もご紹介したのですよ。 

 

 この番組の恒例で、最後に「座右の銘」を書くことになっています。これまでの出演者の方は 

四字熟語が多いそう。私は気の利いた言葉が思いつかず悩みましたが、結局、等身大の自分の言葉

で 夢を描く にしました。新しい夢を描き、どうしたら叶えることができるか具体的に計画して、

時系列に紙に書き、実行に移す。そして、あきらめない。資格取得に挑戦していた頃から、いつも

心がけていることです。 

慣れない収録は大変でしたが、記念になりました。朝日酒造様、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

◆あとがき◆  

 新しい年になりました。今年の夢や目標を具体的に描き、年末には達成感を味わいたいと思います！ 

1/10 ●一括有期事業開始届の提出（建設業）  

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満で

かつ請負金額が 1億 9000万円未満の工事 

     ●12 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税

額の納付 

1/10 又は 1/20 

    ●源泉所得税の特例納付（7 月～12 月分） 

1/31 ●12 月分健康保険料・厚生年金保険料の 

      支払 

    ●労働保険料の納付（延納第 3 期分） 

1/31●労働者死傷病報告書の提出（休業 4 日未満の

10 月～12 月の労災事故について報告）  

     ●税務署へ法定調書（源泉徴収票・報酬等支払

調書・配当・剰余金の分配支払調書・法定調

書合計表）の提出 

     ●市区町村への給与支払報告書の提出 

     ●11月決算法人の確定申告・5月決算法人の中

間申告 

     ●２月・５月・８月決算法人の消費税の中間 

       申告 

お仕事 

カレンダー   
 

          当事務所 ＮＣＴケーブルテレビに出演中！ トピックス 


