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■デザインフェア開催の経緯

　歴史的に旭川家具を振り返ると1970年代から

1980年代にかけてはオイルショックやドルショッ

クなどの経済不況にみまわれながらも企業数・生

産額は右肩上がりに推移し、北海道産の良質な木

材を使った高い技術力・品質が業界関係者やユー

ザーから評価され「旭川家具」のブランドが認知

されてきた時代でした。ただ、1980年代半ばころ

から業界の成長に陰りが見え始め、タンス等の箱

物需要への不安や消費者意識の多様化、安価な輸

入品の脅威など不安も感じ取られるようになった

時代でもありました。旭川家具の主力製品は「婚

礼タンス」が中心でしたが、住環境の変化などに

より、当時から箱物家具であるタンスの需要が減

少することが指摘されていました。

　当時の旭川家具のメンバーは、旭川家具は箱物

の産地として成り立っていた産地ではあるが、箱

物需要が低下することは予想されておりニーズが

高まっていた脚物類への方向転換を検討していま

した。脚物類への移行には、デザインの重要性を

認識しており、この地域にもっとデザイン力を導

入する為には、世界規模の家具デザインコンペを

実施して、デザイナーと旭川地域のメーカーの懸

け橋になることを目的として実施しました。タイ

ミング良く1990年に旭川市が開基百年のタイミン

グということもあり、産学官連携によって記念す

べき第１回目の「国際家具デザインフェア旭川

'90」が開催されました。この事業は、国際家具デ

ザインコンペティション、家具新作展、デザイン

シンポジウムの三本柱からなるもので、ものを製

造するだけでなく産地から新たな生活文化を創造

し提案・情報発信していくという試みでした。

「国際家具デザインフェア旭川」のあゆみ

国際家具デザインフェア旭川開催委員会 会長　桑  原  義  彦

デザインは愛、木とくらし
Design with Love, Life with Wood

記念すべき10回目となる［ＩＦＤＡ］。
　1990年、新しい生活文化の提案と発信を目的に始まった「国際家具デザ

インフェア旭川［ＩＦＤＡ］」は、今年で当初目標としていた第10回目と

なるイベントを今年６月に開催を致しました。準備期間も含め約30年間に

わたり開催したイベントを振り返ります。

第１回目の国際家具デザインフェア旭川'90の様子
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クローズアップ「国際家具デザインフェア旭川」のあゆみ

　第１回目のデザインコンペには19ヵ国・地域か

ら472点の応募がありました。最優秀作品にはフィ

ンランドのデザイナーが受賞するなど話題も多

く、竣工したばかりの旭川大雪アリーナを会場と

して華々しくイベントが開催されました。フェア

の中で開催された併催イベントの「木の家具・百

年百人百選」では旭川家具の進むべき道を探求す

るため、歴史的・世界的視野から100点の木製家具

を選び現物を展示しました。その多くが織田コレ

クションで、これが椅子研究家の織田憲嗣氏と旭

川の縁となりました。

　さて、第１回目のイベント成功をもとに、家具

業界としても今後も継続してデザインフェアを開

催することを決め、３年に１度デザインコンペを

中心としたデザインイベントとして開催し少なく

とも10回は継続して開催することを目標としてい

ました。

　木材という限られた資源を活かし、長い間愛さ

れて使われるような家具をつくりたい、そんな願

いを込めてテーマを「デザインは愛、木とくら

し」とし、１回目から10回目まで変わらないテー

マで実施。メイン事業であるデザインコンペティ

ションには通算で世界75ヵ国・地域から8,841点の

応募があり、旭川家具として製品化された作品は

50点に及びました。２回目以降、景気の変化など

で開催予算の削減などもありましたが、培ったノ

ウハウをもとにイベントを運営しました。国際家

具デザインフェア旭川の開催は、旭川家具の技術

革新を進めると

同時に、旭川地

域にデザイン意

識や国際的な視

点、そして、幅

広い人脈を育て

てきました。

■記念すべき10回目の国際家具デザインフェア旭
川を開催

　国際家具デザインフェア旭川2017

 ［ＩＦＤＡ２０１７］

　日時　2017年６月21日(水)〜25日(日)

　会場　旭川デザインセンター

　　　　(旭川市永山２条10丁目1-35）ほか

　主催　国際家具デザインフェア旭川開催委員会

　記念すべき第10回となる節目の「国際家具デザ

インフェア旭川［ＩＦＤＡ］」。名称も新たにリ

ニューアルされた「旭川デザインセンター」を会

場に、メイン事業であるデザインコンペティショ

ンをはじめ、出展メーカー・団体の新作・新提案

の発表、そしてＩＦＤＡの30年を振り返る特別企

画展など、長くイベントを積み重ねてきたことで

得られた、旭川家具の「30年戦略」の集大成と言

える展示会となりました。

◎主なイベント

デザインコンペティション入賞入選作品展

　世界30ヵ国・地域から応募された683点の作品

の中から、２度の審査会を経て選ばれた入賞６作

品と入選19作品を展示。注目のゴールドリーフ賞

にはフィンランドのミッコ・ハロネン氏による

「コレント」が選ばれ、奇しくも第１回目のグラ

ンプリと同じフ

ィンランド人デ

ザイナーの受賞

となりました。

デザイナー本人

による作品プレ

ゼンテーション

も開催された。

デザインコンペティション表彰式

　今回の表彰式

は、明治時代に

旧国鉄の工場と

して建築された

レンガ造りの建

造物「旭川市市

民活動交流セン

I F D A 1990 木の家具・百年百人百選

I F D A 1990 デザインコンペティション I F D A 2017 デザインコンペティション表彰式

I F D A 2017 作品プレゼンテーション
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クローズアップ「国際家具デザインフェア旭川」のあゆみ

ターCoCoDe」を会場に実施。定員200名の会場

で、立ち見が出るほどの盛況の中、西川将人旭川

市長より受賞者への表彰が行われました。

ＩＦＤＡ記念パネルディスカッション

　記念パネルディスカッションではデザインコン

ペの歴代審査委員長３名が顔を合わせ、足掛け30

年に渡るコンペの歴史を振り返るとともに、旭川

の未来のものづくりについても意見を交わしまし

た。

旭川家具エキシビション

　旭川デザインセンターを会場に、旭川家具・木

工クラフトの47メーカー・団体が新作の展示や新

提案などを行いました。ゼロファーストデザイン

監修のもと、全体レイアウトや展示ブースが一新

された会場では、新規出展の４メーカーを含む各

社が魅力的な製品を出品。

ＩＦＤＡのあゆみ

　1990年に旭川市開基百年記念事業のひとつとし

て開幕したＩＦＤＡ。10回まで続いてきたこのイ

ベントを「ＩＦＤＡ30年の軌跡展」として振り返

り、過去の写真とコンペ最優秀作品を展示しまし

た。また「ＩＦＤＡ記念制作展」では過去９回の

コンペ入賞者により新たにデザインされた18作品

を展示。今回のコンペ入賞入選作品とは対照的

に、ベテランと若手の才能が共演する実験的な作

品を来場者にご覧いただく場となりました。そし

てＩＦＤＡの立役者となった長原實氏の功績を振

り返る「長原實が遺したもの展」では、氏が特に

言葉を寄せたコンペ作品をディスプレイし、モニ

ターではＩＦＤＡの表彰式や審査会などの映像を

流して、長原氏の地域への熱い思いをひもときま

した。

　椅子研究家　織田憲嗣氏のコレクションを活用

し、ＩＦＤＡに合わせて５つもの特別展が開催さ

れ、ＩＦＤＡ2017の併催展として多くの来場者を

魅了しました。中でも北海道立旭川美術館の「デ

ンマーク・デザインの魅力 織田コレクションと旭

川」は、美術館としては2011年の「北欧の美しい

くらし LIFE&DESIGN」に続く２度目の織田コレ

クションの展覧会。今回は織田氏の持つデンマー

クコレクション

を深く掘り下げ

「日本・デンマ

ーク外交関係樹

立150周年」に

あたるメモリア

ルイヤーに相応

しい展示となり

ました。

■今後のＩＦＤＡ

　ＩＦＤＡは、当初から旭川市内だけではなく近

隣地域を巻き込んでさまざまな関連デザインイベ

ントを開催し、旭川地域が「デザイン産地」とし

ての成長を印象付けました。当初から目標として

いた10回目のＩＦＤＡを産学官が力を合わせて開

催し、また、今後も継続してＩＦＤＡを開催しよ

うと考えています。1990年に目標としていた箱物

産地からの脱却。そして、デザインを中心とした

商品開発など、現在の家具産地としては目標を達

成しました。これからは新たな目標をもって世界

からより注目される家具産地を目指して歩んでい

きたいと思います。

I F D A 2017 旭川家具エキシビション

I F D A 2017 織田コレクション

I F D A 30年の軌跡展

ＩＦＤＡ第10回記念・北海道立旭川美術館35周年

デンマーク・デザインの魅力

織田コレクションと旭川
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旭川東税務署　新任幹部紹介

　この度の人事異動で、旭川東税務署長を拝命いたし

ました新村でございます。

　公益社団法人旭川東法人会並びに会員の皆様方にお

かれましては、常日頃から税務行政全般に対しまして

深いご理解と格別のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申

し上げます。

　私は、小樽市出身でその後旭川市に転居し、税務大

学校札幌研修所を卒業して以来、東京国税局へ出向

し、荒川税務署を振り出しに管内各署、同国税局、東

京国税不服審判所におきまして、法人税、徴収、調査

部、官房関係事務等を経験してまいりました。この

度、小中高時代を過ごした旭川の署に勤務することと

なり、大変うれしく、光栄に思っております。

　貴会におかれましては、地域に密着し充実した会活

動を展開されているほか、社会貢献活動にも積極的に

取り組まれていると伺っており、大変心強く思ってお

ります。

　今後も、貴会の皆様と様々な機会を通じて意見交換

を行い、なお一層の信頼・協調関係を深めるととも

に、皆様の信頼に応える税務行政の推進に取り組んで

まいりたいと考えております。引き続きのご支援・ご

協力を賜りますようお願いいたします。

　結びに、貴会の益々のご発展と会員の皆様方のご健

勝とご繁栄をお祈り申し上げ、あいさつとさせていた

だきます。

旭川東税務署

署長

新 村 吉 臣 氏

　この度の人事異動で、旭川東税務署副署長を拝命い

たしました鶴田でございます。

　私は、札幌国税局査察部門での勤務が長いのです

が、平成９年から３年間旭川の勤務経験があり、その

時に旭川地区における法人会の活発な活動に感銘を受

けました。

　旭川は「厳寒地」ではありますが、その寒さゆえ

か、住んでいる方々の「心の温かさ」が感じられる素

晴らしい土地柄であると実感しております。

　さて、平成31年10月の消費税率の引上げと同時に実

施される消費税の軽減税率制度は、多数の事業者の

方々にとって、商品管理や区分経理等のための準備が

必要となるものです。

　こうした新しい制度の準備を円滑に進めていくため

には、法人会会員の皆様のご理解とご協力を仰ぐ必要

を痛感しているところでございます。

　公益社団法人旭川東法人会会員の皆様方とは様々な

機会を通じて意見交換を行

い、法人会活動に対しては微

力ながらご支援させていただ

きたいと考えておりますの

で、今後ともよろしくお願い

いたします。

旭川東税務署

副署長

鶴 田  　満 氏

　この度の人事異動で旭川東税務署にまいりましたが、実は私は、旭川市出身で、数年

前から慣れ親しんだこの地に暮らしております。（ちなみに前任地には単身赴任で勤務

しておりました。）

　これからは、公益社団法人旭川東法人会会員の皆様のお役に立つことができるよう、

努めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

法人課税第１部門

統括国税調査官

原 田 裕 敏 氏

職　　　　　名
氏 　 名 前　任　地 氏 　 名 赴　任　先

新　任（異動後） 退　任（異動前）

東 京 局　調査第四部調査第46部門統括官

札幌中署　特別国税調査官(開発担当)

（留任）

札 幌 局　調査査察部調査管理課総括主査

札 幌 局　課税第二部酒税課連調官

札 幌 局　総務部人事第１課秘書係長

（留任）

岩見沢署　管理運営第１部門総括上席

札幌南署　法人課税第１部門上席

退　　官

国 税 庁　札幌派遣主任監察官

   　　　　　－

札幌中署　特別国税調査官

札幌南署　法人課税第２部門統括官

稚 内 署　法人課税部門統括官

   　　　　　－

旭川中署　特官付連絡調整官

旭川東署　法人課税第１部門調査官(担当変更)

署　長

副署長

総務課長

法人課税第１部門統括官

法人課税第２部門統括官

法人課税第３部門統括官

法人課税第４部門統括官

法人課税第１部門連調官

法人課税第１部門上席

澤田　　基

飯塚　秀都

－

大石　和宏

鈴木　聡一

銭丸　善彦

－

舘田　恒彦

中川　一誠

新村　吉臣

鶴田　　満

大友　博喜

原田　裕敏

岡田　恵理

田賀　洋介

加藤　　晃

村形　朋晃

中田　孝一

旭川東税務署　人事異動一覧（関係分）
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はじめて操作した時の印象はいかが
でしたか？2
　e-Taxシステムを利用するための前準備とし
て、開始届出から電子証明書の取得、e-Taxソ
フトのインストール等々、大変な労力を要しま
したが、操作自体は非常に簡単で使い易い印象
であったと記憶しております。

e-Taxを利用してよかった点はあり
ますか？5
　特に毎月申告納税の「源泉所得税」や「法人
税・消費税中間納税」については、インターネ
ットバンキング（ペイジー）と連動し、時間と
労力をかけずに対応することが可能となり、限
られた人員・時間の中で「効率化のメリット」
を非常に感じています。

利用してみていかがでしたか？3
　経理事務の合理化が図られ、時間的な余裕が
生まれるなどの効率的な事務処理のツールとし
て活用させていただいております。

現在利用している税目を教えて
下さい。4
　法人税、消費税、源泉所得税、法定調書関係
及び納税証明関係を利用しています。

　平成16年10月より始めました。
 きっかけは法人会・間税会の研修会や顧問税
理士のアドバイスの下、既に稼働していたネッ
トバンキングを利用し、手間が省けるメリット
を考慮し導入に至りました。

e-Taxは、いつから始めましたか？1

e-Taxe-Tax

訪問先：株式会社  谷脇組
執行役員総務部部長　大 友 信 久 さん

逆にe-Taxを利用することでマイ
ナスになった点はありますか？6
　法定調書作成時、給与ソフトで作成され
た源泉徴収票をe-taxシステムに転用できな
いため、改めてe-taxソフトへの入力作業が
必要となってしまいました。
　業務重複となってしまい、それを回避す
るため現在は、給与ソフトで作成された源
泉徴収票を法定調書合計表と併せて税務署
に持参しています。

より快適に操作するため、改正
すべきと思う点はありますか？7
　地方税の電子申告・申請システムである
L-taxとのシステム統合を進めていただ
き、受け手側で必要な情報を必要な組織に
届けられるよう送信する側に大幅な効率化
をもたらされるよう期待します。
　法人利用もさることながら、個人利用も
含めて普及を向上させるためには利用前準
備の簡略化が必要と思われます。
　特に年配者やパソコン初心者は挫折する
可能性が高いと考えます。
　過疎化・高齢化が進んでいる北海道にお
いては高齢者が税務署や金融機関に申告、
納税に足を運ぶことが今以上に困難になる
と予想されますので、弱者の味方として、
より利用しやすいツールに進化し続けるこ
とを希望します。

使ってみたら
こんなに簡単・便利
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information&report

熱心に講義に聴き入るセミナーの様子

北見にて第54回北海道法人会税制改正提言全道大会を開催

　８月２日(水)アートホテル旭川において税制改

正並びに民事信託に関する研修会を開催した。

当日は経営者・実務担当者ら90名が出席し、講

師にはふたば税理士法人代表で公認会計士・税

理士の西俊輔氏を招き、自由な財産管理・遺産

継承の手法として近年注目を集める民事信託等

について講義を受けた。最新の資料に基づき分

かりやすく解説してくれた内容に熱心に耳を傾

けペンを走らせる受講者の姿が印象的であっ

た。

　９月29日(金)北見市において第54回北海道法人

会税制改正提言全道大会が開催され、全道30法

人会より約700名が参加した。旭川東・中法人会

からは40名が参加し、税制改正提言事項の実現

状況や新たな提言事項の採択などが議論されると

ともに地域経済の活性化や国家を支える中小企業

の再生など行財政改革が織り込まれた大会決議が

宣誓された。また、全道各地の会員と様々な情報

交換・意見交換が終始盛んに交わされた。大会式

典に引き続き、テレビ等でもお馴染みの弁護士の

菊地幸夫氏を講師に迎え「出会いの人生から学ん

だこと」と題して講演講演会も行われ、一般にも

開放した会場には熱心な聴講者が多数訪れるな

ど、その後の懇談会もあわせて大会スケジュール

は全て盛会裡に終了した。

　尚、来年の第55回全道大会は帯広市にて開催

が予定されている。

経営セミナー開催

　永年にわたる申告納税制度の普及発展と納税

道義の高揚、税務行政への協力、さらには法人

会・間税会などの活動に対して尽力された方々

が納税表彰の栄に浴されました。当会会員企業

からは北北海道ダイハツ販売㈱の元会長（旭川

東間税会副会長）の濱口勝紀氏が札幌国税局長

表彰を受彰されました。その功績に対しまして

衷心より敬意とお祝いを申しあげます。

平成29年度納税表彰

◆札幌国税局長表彰

　(旭川東間税会副会長)

　濱　口　勝　紀 氏

 〈北北海道ダイハツ販売㈱〉

おめでとう

ございます

北見市にて開催の全道大会の様子
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会員企業はもとより一般企業（一部制限あり）の方も掲載いただけます。

登録料・手数料は一切かかりません。

● 配　 布 　先／(公社)旭川東・中法人会会員企業約２,３００社
● 年間発送予定／３月／７月／１０月／１２月
★当会ホームページに詳細・申込用紙などを掲載しておりますので、是非ご覧ください。
　（ＨＰ　http://ash-ho.or.jp）

掲
載
に
関
す
る
内
容 

有効期限：○年○月末日

有効期限：○年○月末日 有効期限：○年○月末日

有効期限：○年○月末日

※右記のクーポンチラシ一覧は、
A４サイズで配布しております。

《掲載イメージ》

企業・お店のＰＲに!

法人会クーポン『掲載企業募集中』

掲
載
費
な
ど
一
切
無
料
！

宣
伝
効
果
間
違
い
な
し
！

お店や会社の広告を封入しませんか?

当会ではＡ４版封筒にて年
４～５回程度、広報誌や研
修会の案内などを会員へ発
送しておりますが、現在、
サービス事業として、会員
企業(非会員企業も可)の皆
様のチラシなどを封入する
サービスをおこなっており
ます。難しい手続きはござ
いませんので、是非ご利用
いただきますようご案内申
し上げます。

（公社）旭川東・中法人会

お問い合せ

TEL (0166)29-3330
FAX (0166)29-3322

〒070-0043

旭川市常盤通１丁目
旭川商工会議所１階

★封入手数料……会員 10,000円（税込）・非会員 15,000円（税込）

★配布先………… (公社)旭川東・中法人会会員企業約２,３００社（親会所属会員のみ）

★チラシサイズ…Ａ４サイズ以内（印刷済のものを持ち込んでいただきます）

★発送時期………３月・７月・10月・12月などを予定

１．事前にお申込いただき、封入チ

ラシの内容等を確認させていた

だきます。

２．発送予定日の１週間前までに印

刷済のチラシを法人会事務局ま

でお届け願います。

３．封入の上、全会員企業宛に発送

いたします。

４．封入手数料をご請求いたします。

・発送時期は１年を通してございますが、その都

度異なりますので法人会事務局までお問い合せ

下さい。

・チラシは原則１枚ものといたしますが、パンフ

レット等の場合はお問い合せ願います。

　(但し追加料金をいただく場合がございます)

・封入希望多数の場合は、先着順により１回につ

き５社までとします。

・一部の地域のみの発送はお受け出来ません。

・チラシの掲載内容について、次のような記載があ

る場合は封入をお断りいたす場合がございます。

　＊誹謗中傷

　＊公序良俗に反するもの

　＊法律上取引が禁止されているもの

　＊その他、封入が適当でないと判断されるもの

●発送までの流れ●
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　法人会では社会貢献活動の一環として、国際

バーサーロペット交流委員会が実施している青

少年文化交流事業の趣旨に賛同し「花いっぱい

運動」に協賛しています。

　写真のフラワー

ポットは６月25日

から約１ヶ月間、

旭山動物園に設置

されました。

花いっぱい運動に協力

　法人会アンケート調査システムは全国的に親

会・青年部会・女性部会が一体となって推進し

ている事業です。全国約80万社の会員企業を擁

する法人会が実施する各種アンケート調査には

行政やマスコミ等から極めて高い評価と期待が

寄せられ、法人会のパ

ブリシティ向上にもつ

ながっております。

法人会アンケート調査システム

行事予定（10月～3月）

10月20日

10月30日

11月１日

11月10日

11月19日

11月28日

12月上旬

12月上旬

12月上旬

１月22日

２月上旬

２月中旬

２月下旬

３月上旬

３月上旬

３月中旬

３月中旬

３月中旬

第18回女性部会全道大会（釧路）

第３回理事会

会員増強運動（〜12/31）

第31回全国青年の集い高知大会

法人会おもしろ税ミナ〜ル2017

税務研修会

青年・女性部会研修会＆きき酒会

経営セミナー

租税教室（〜２月）

新春講演会＆新年交礼会

四団体合同新春研修会＆

　　　　　ニューイヤーパーティ

新設法人説明会

実務者向け税務研修会

春期講演会

女性部会税務研修会＆懇談会

青年部会交流事業（新規）

第４回理事会

広報誌第86号発行

年末調整等説明会のお知らせ

詳しくは当会ＨＰまで（http://ash-ho.or . jp）

平成29年分　年末調整説明会開催日程等一覧表

東神楽町

東 川 町

上 川 町

愛 別 町

比 布 町

当 麻 町

美 瑛 町

旭 川 市

11月15日（水）

11月15日（水）

11月16日（木）

11月16日（木）

11月17日（金）

11月17日（金）

11月20日（月）

11月22日（水）

10時〜12時（受付9時30分）

14時〜16時（受付13時30分）

10時〜12時（受付9時30分）

14時〜16時（受付13時30分）

10時〜12時（受付9時30分）

14時〜16時（受付13時30分）

14時〜16時（受付13時30分）

14時〜16時（受付13時30分）

東神楽町役場　2階研修室2

（旧東神楽町農村環境改善センター　大会議室）

東川町役場　大会議室

上川町役場　大会議室

愛別町総合センター　2階大ホール

比布町図書館　視聴覚室

当麻町公民館　まとまーる

美瑛町役場　4階委員会室

旭川市民文化会館　大ホール
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自主点検チェックシートをご活用ください！自主点検チェックシートをご活用ください！
　企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることはもちろんですが、内部統制面の
強化や経理面の質を向上させることも重要な要素です。「入出金が適切に管理されるようになる」
「内部の不正行為を未然に防止できる」など結果的に企業の成長にもつながることが期待できます。
　法人会では、こうした「自主点検」を簡単にできるようにするため、「自主点検チェックシート・
ガイドブック」を作成いたしました。企業の皆様、自社の成長・税務リスクの軽減のために、
ぜひご活用ください。

企業の税務コンプライアンス
向上のために

お問い合せ先

国税庁後援

法人  太郎

売掛金の回収不能を防ぐた
め、取引先に遅延の理由を
確認するようにした。

確認したところ遅延が1件
あった。

18

　「自主点検チェックシート」は
社内体制のほか、貸借関係や損
益関係等に分かれ、全部で83
の点検項目があります。
　また、企業規模や業種に関
わりなく企業のガバナンス確
保に必要な基本事項を40項目
選定した「入門編」もあります。
　点検結果が「×」であった項
目については、その内容を「点
検結果記入表」に記入し、代表
者に報告します。代表者は点
検結果に基づき、今後の改善
方針を決めます。
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青年部会＆女性部会　活動報告

青年の集い帯広大会の様子

第26回北海道法人会青年の集い帯広大会

　女性部会では全国的に租税教育活動の一環と

して「税に関する絵はがきコンクール」を実施

している。次代を担う子どもたちに税について

関心を持ってもらう機会の一助となればとの趣

旨で行っている活動だが、当地でも各小学校か

ら年々好評を得ている。本年も７月１日より旭

川市および近隣の小学校に

募集パンフレットを配布し

30小学校より275点もの応

募をいただいた。法人会お

もしろ税ミナ〜ル(11/19)

において応募全作品の展示

と表彰式を予定している。

　「感動の大地、十勝・帯広からの挑戦」〜先

人の知恵に学び、新しきを知る〜を開催テーマ

に、本年の全道青年の集いは６月23日(金)帯広市

において開催され、旭川東・中法人会あわせて

40名もの大所帯で参加した。

　今大会には全道30法人会より350名を超える

青年部会員が集結し、昨年の全国青年の集い北

海道大会の成功を共に喜び、「税の使い途」と

いう新たなキーワードをもとに青年部会活動の

軸となる租税教育活動の更なる進化に向けて積

極的な情報交換などを行った。また、野外に設

営された懇談会では初夏の十勝の食材を大いに

堪能しつつ全道青年部会の更なる結束を深めた

充実の大会を終えた。

第9回税に関する絵はがきコンクール

　昨年旭川市において開催された第30回法人会

全国青年の集い北海道大会は、全国441法人会よ

り過去最多となる2,687名もの青年部会員が参加

し盛大に終了したが、当青年部会は旭川東法人

会とともに開催地法人会として、大会誘致から

企画・運営と約３年間にわたり大会主管の中心

的な役割を担った。その功績に対して札幌国税

局長より感謝状

が贈呈されるこ

ととなり、本年

定時総会の折に

酒井部会長に授

与された。

青年部会に札幌国税局長より感謝状

創業52年 （14）第140号

桜 井 商 事 株 式 会 社

宅地建物の売買・媒介に、信頼と実績でお応えします。 相談・査定無料、お気軽に！

旭川市豊岡1条2丁目　Tel.（0166）31-3111・Fax.31-3118　E-mai l :sakurai31@feel .ocn.ne.jp
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青年部会＆女性部会　活動報告

　税務署の定期人事異動にあわせて例年開催して

いる研修会だが、本年は８月25日(金)旭川グラン

ドホテルにおいて開催した。講師には旭川東税務

署法人１部門より新任の原田統括官と中田上席調

査官を招き、国税庁ホームページから税務行政を

取りまく環境やお酒と税に因んだ講義とあわせて

新任の担当官として自己紹介もお願いした。研修

後には講師も交えてテーブルマナー講座も行い有

意義な初顔合わせとなった。

女性部会税務研修会

　４月７日(金)鹿児島市において第12回法人会全

国女性フォーラムが開催され、当部会からは山

田部会長はじめ６名が参加した。当日は全国各

地より1,600名を超える女性部会員が集い、税に

関する絵はがきコンクールの実施状況や様々な

女性部会活動の事例報告が行われ、法人会活動

における女性部会の責務や重要性について議論

がなされた。また、記念講演や地元の文化・食

などにもふれ大いに見聞を広めた。

全国女性フォーラム

　青年部会・女性部会では、部会を上げて会員増強に取り組んでおりま

す。法人会会員企業の方であれば、経営者・社員どなたでもご入会いただ

けます。税務署担当官による研修会や各種異業種懇談会・レクリエーショ

ンなど活発な活動を展開いたしておりますので、お取引先や同業者等まだ

ご入会されていない企業がございましたら、法人会事務局まで是非ご紹介

下さいますようご協力をお願いいたします。

連 絡 先

(公社)旭川東法人会事務局
TEL(0166)29-3330
FAX(0166)29-3322

女性部会税務研修会の様子 全国女性フォーラム鹿児島大会の様子

http://www.kitakari .co.jp/

TEL：0166-48-2144

北海道旭川市永山３条４丁目 1-5

三葉製菓株式会社
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　当社は、建設業の中で「管工事業」を主な仕事にし

ています。みなさんは、管工事業と聞いても仕事の内

容があまりよく分からないのではないかと思います。

　管工事業では、暖房工事・冷房工事・換気工事など

の「空気調和設備」と給水工事・排水工事・給湯工

事・消火工事などの「給排水衛生設備」を主な仕事と

しています。この仕事は、生活をする上で快適な「生

活環境」を作るという事で、みなさんと非常に密接な

関係を有しています。

　私は、社員に常日頃から「顧客満足の向上」を目標

にした仕事をするように話をしています。これは、御

客様が当社の仕事内容に満足して頂けると、御客様と

良好な関係を築くことになり、次の仕事に繋がってい

くようになるからです。それで「御客様」が「顧客」

になり「顧客」が「得意客」になり「得意客」が「フ

ァン」になってもらえるような仕事をしていきたいと

考えています。

　弊社は、平成30年に創業70周年を迎えます。旭川

市内では、管工事業の中で老舗の会社ですねと言われ

るようになってきました。これは、今までの先輩社員

たちが御客様と良好な関係を築き上げてきた結果であ

り貴重な財産であると思っています。

　それから御客様が会社の第一印象を見る時、弊社社

員の対応と仕事の内容が関係していると思います。私

は社員に、体調には十分注意をはらい健康管理を怠ら

ないように会社の朝礼等で言います。それは、健康で

なければ良い仕事ができないと考えているからです。

健康でないと、自動車の運転に支障が出て交通事故を

起こすかもしれませんし、仕事の準備と段取りが悪く

なりがちになります。そして何よりも、御客様に対し

て優良な提案ができないのと、御客様に不安な印象を

与えてしまいます。そうすると御客様は、この会社

（人）に仕事を任せて大丈夫だろうかと思うようにな

ります。

　このような事は「顧客満足の向上」に繋がりませ

ん。その結果、御客様からの「信用」を得る事ができ

ません。てすから「顧客満足の向上」という目標に向

かって、社員は健康であり、御客様に良い仕事内容を

見て頂き、御客様に良い製品（空気調和設備・給排水

衛生設備等）を提供する事でオンリーワンの会社にな

れるよう目指していきたいと考えています。

　運転が出来なければ買物難民になりかねず、こ

の７月に白内障の手術を受けました。ほんの数十

分程の手術で世の中の物がこれほど鮮明に見える

ことが嬉しく思うのです。しかし、お風呂場や魚

焼きの網の汚れなど見えなくてもよい物まではっ

きりと見え掃除が大変です。まして鏡に映った自

分の顔は極力目を背ける以外にないのです…。

　私が小学生の頃、祖母が食器や鍋などを洗い私

が拭く手伝いをしていました。よく洗い残しがあ

り文句を言っていたものです。今思うと祖母は今

の私ぐらいの年齢ですからあまりよく見えていな

かったのでしょう。申し訳ないことをしてしまい

ました。「目」もそうですが「耳」も同様で小型

の補聴器もあり、車椅子もバリアフリーの範囲が

設備されて来ています。これらの医療の技術と機

器などを十分活用して元気に暮らすことが可能と

なったのです。最近は若見えするためのサプリ・

化粧品・運動機具etc　テレビの凄まじいＣＭ。体

に良いこと、若さを保つことへの興味は尽きない

のです。その興味を卒業し、私自身の老化を直視

することに致しました。小言・悪口・文句を聞く

と反論・弁解そして開き直り。最悪は双方「固」

の付く意固地・頑固で柔らかさの欠片すらなく、

廉恥心の低下が表れているのです。思い通りに体

も頭も働かない歯がゆさ、長続きしない根気。あ

せらずとも時間はたっぷりあるのだから、急がず

時をかけてもよいはずなのに巧く出来ないので

す。

　いくつになっても自身のことは自分で！と思っ

て居りましても身体的な不自由さは致し方ありま

せん。人の助けと人の情を受けながらの老後で

も、心の目は曇らせず、人の声に耳を傾け、災い

の口を微笑みの口にして「かわいい老人」を目指

し、老化への心の準備をしていきたいものです。

可能な限りですが心意気だけは十分にあります。

メッセージ

㈱木本動力工業所

代表取締役社長

本 田 道 明

「顧客満足の向上」を

　　　　　　目指して

柿坂商事㈱

取締役

柿 坂 由紀子

老化の受け入れ

　　 準備オーケー
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私は、旭川市内で、会社を経営しております。いわゆる中小企業である私の会社においても、クレーム対

応、少額の売掛金の回収、従業員の雇用に関する紛争など様々な法律問題が発生します。そのような法律問

題について弁護士に相談したいのですが、どのように弁護士にアクセスしたらよいかわかりません。また、

弁護士は一般にフットワークが重いような気がしておりますし、週刊誌を見ていると、本業以外の活動の方

に熱中している若手イケメン弁護士もいるようで、心配です。（熊猫さん41歳・経営者）

　日弁連が行った中小企業の弁護士ニーズについて

の大規模な全国調査（回答企業数3、214社）の結

果、①中小企業のうち約47％が弁護士を利用したこ

とがない、②このうち特に弁護士に相談することが

ないと考えている中小企業が約74％存在する、③約

61％の中小企業に顧問弁護士ないし相談できる弁護

士が存在しないという結果が報告されています。

　他方、中小企業が抱える法的課題について調査し

たところ、全体の約80％が何らかの法的課題を抱え

ており、その相談相手としては、税理士、社会保険

労務士、コンサルタント等で大部分を占め、弁護士

に相談することはほとんどないという結果が出てい

ます。

　このように弁護士に相談する中小企業経営者が少

ない理由としては、①どのような問題に弁護士が役

に立つのかがわからない、②料金がかかる・不明確

である、③弁護士にツテがない等が挙げられていま

す。

　結局、中小企業の経営者の皆様から、弁護士は法

的問題についての相談相手であるとは認識されてい

ないのが現状のようです。

　以上のような現状を打開し、中小企業の弁護士へ

のアクセスを容易にし、中小企業のニーズに応える

ため、日弁連は、「日弁連中小企業法律支援センタ

ー（通称「ひまわり中小企業センター」）を設置

し、平成22年の4月から業務を開始しています。

　さて、中小企業において法律事務所と顧問契約を

締結するメリットとしては次の５つがあります。そ

の中でも①の点をみたす弁護士こそがフットワーク

の軽い弁護士ということができるのではないでしょ

うか。

①弁護士にすぐに相談ができる

　会社において法的問題が発生した場合、通常であ

れば、法律事務所に、相談の予約をし、日程を調整

したうえで、実際の相談に至るという流れになりま

すが、多くの弁護士は多数の案件を抱え、多忙なた

め相談の日程が遅れがちです。

　しかしながら、顧問弁護士であれば、顧問先会社

からの電子メール・携帯電話での相談にも対応して

いるのが通常であり、緊急な相談にも迅速な対応が

可能です。複数の弁護士が所属する法律事務所であ

れば、さらによいでしょう。

②紛争の事前予防

　従来は、法的紛争が実際に発生してから事後的に

対応するのが通常でした。しかしながら、顧問弁護

士がいれば、契約書のチェックや顧客からのクレー

ム対応等によって法的紛争が発生することを事前に

予防することができます。

　契約書のチェックは顧問弁護士の最も重要な業務

のひとつです。

③法務コストの削減

　大企業には、通常、法務部があり、自社の法的問

題に対応しますが、中小企業が独自の法務部を持つ

ことはコスト的に困難です。

　しかしながら、顧問弁護士がいれば、その弁護士

を「中小企業の法務部」として活用することができ

ます。顧問料は、法務部専属の社員を雇用すること

に比べて、はるかに低コストです。　

④顧問先の事情に精通

　顧問弁護士は継続的に顧問先会社からの相談に対

応しているので、顧問先会社の事情に精通していま

す。そのため、個別の事件について単発的に依頼し

た場合に比べて、より適切な紛争解決をすることが

可能です。

⑤従業員の福利厚生

　以上のような会社自体にとってのメリットに加え

て、従業員の法的トラブル（交通事故、離婚問題、

刑事事件等）について、顧問弁護士に相談・依頼す

ることができるというメリットもあります。

　なお、旭川総合事務所は、現在旭川最大の弁護士

４名が所属し、中小企業の経営者の皆様からのご相

談に対応しております。顧問料は税法上の経費とな

ります。熊猫さんも、ぜひ顧問弁護士の活用を検討

してみてはいかがでしょうか。

経営者のための

法律相談 旭川総合法律事務所弁護士　皆川 岳大
永山南中学校、旭川東高校、北海道大学法学部卒業。地元企業の顧問弁護士業務と医療機関の経営コンサルタント業務のほか、

借金問題等の消費者問題にも取り組んでいる。好きなアーティストは長渕剛、吉川晃司。趣味は、居酒屋めぐりとワイン。Profile

̶̶̶̶̶̶̶̶ フットワークの軽い弁護士とは？ ̶̶̶̶̶̶̶̶

A

Q
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株式会社 コ ハ タ

　　代表取締役 木 幡 光 範 氏

　当社は大正13年、木幡　郎によっ

て旭川市２条18丁目にコハタ薬房と

して創業。その後、昭和６年、農薬と

その散布機具の取扱いを始めました。

戦後、農薬取扱いに専念すべく、コハ

タ農薬と改称し、戦後の混乱の原因の

一つになっていた食料不足解消の一助

にと努力してきました。昭和30年、

株式会社に組織を改め、取扱いも時代

の要請する商品へと暫時その範囲を拡

大し、昭和46年に社名を株式会社コ

ハタとしました。現在は、農薬はじ

め、施設・包装・暗渠・防除の各種資

材、種子など農業に欠かすことのでき

ない多岐にわたる商材に幅を拡げてお

ります。この他に、農業を基軸として

農業土木から発展した土木建設業、林

業薬剤散布から始まり物資の輸送業務

から救急医療現場へのヘリコプター使

用事業のサポート業務など、多角的な

経営を行っています。

　近年は農家の高齢化が進行しつつあ

りますが、こうした状況に呼応した産

業用無人ヘリによる請負防除は現代の

農業には欠かせない重要な役割を担っ

ているものと認識し、積極的な展開を

図っています。

　最近ではドローンへの取り組みを開

始し、農薬散布用のドローンに関して

は農林水産航空協会の認定を受けた教

習施設を北海道、東北３県に開設し、

農家の免許の取得、機体の販売、整備

まで一貫して取り組むことで、新しい

技術の普及に努めるとともに、農作業

における労力軽減へ繋げていけると考

えております。

　食の安全や消費者からの信頼確保、

農家が意欲的に取り組めるようにして

いくことが、永続的な農業発展のため

の重要な条件だと考えます。私達は人

間が生きていく為に必要な食料を生産

する農業、その農業の発展へと貢献し

新たな技術と情報を携え、

農業生産者と共に

永山２条３丁目 株式会社コハタ本社

代表取締役　宮 田 晃 彦
旭川市6条通21丁目　電話（0166）代表31−1476番　FAX（0166）31−1475番
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ていくことが社会に対する責任であり、役割だ

と認識しています。今後も先端農業技術の利

用・活用によって、永続的な農業を支え続けて

参ります。

　現社長の木幡光範氏は大学卒業後、大手薬品

会社に約５年間勤務され、昭和62年に㈱コハタ

に入社、平成17年より四代目社長として陣頭指

揮をとっておられます。旭川東法人会の役員と

しては平成23年より理事、平成29年より副会長

に就任され、今後益々の活躍が期待される人材

の一人です。

農薬散布用ドローン｢ＭＧ１｣

雑談・雑学の庭『綱引きは下がったほうが勝ち』
　陸上の桐生選手が100メートルで日本人として始めて

10秒の壁を打ち砕いた。それはそれで結構なことだけ

ど、９秒台の選手は世界で126人目なんだとか。まだまだ

だねー。

　しかし、同じ走りっこでもリレーとなると話は別。

100×４の「400メートルリレー」には日本人は世界に通

用する力を持っている。

　さて、リレーの最終走者をどうして「アンカー」とい

うのかご存じか？ アンカーは船の「碇（いかり）」であ

る。

　ここで話は一転、綱引きのこととなる。

　ずらりと並んだ綱を引く面々。その最後尾の人は体に

綱を巻きつけることが許されている。

　もうお分かりだろう。綱を体に巻きつけた人を船が停

泊するためのアンカーに見立てたのだ。綱引きの最後尾

の人がアンカーと呼ばれ、そこからリレーの最終走者も

アンカーといわれるようになったのだそうだ。

　綱引きは珍しい競技である。それは、後ろに下がった

ほうが「勝ち」ということ。ほかの競技や勝負事は「前

に出る」＝「勝ち」なのに。昔の戦（いくさ）もそう

だ。背走は負けである。　

　いま起こっているアメリカと北朝鮮の問題だが、ここ

は“綱引き方式”を採用して、引き下がったほうが勝者

になることを提案したい！ ん、ん、ん、ダメかな…。

フリーランスライター　藤　木　順　平

企 業 概 要

●設　立　創　業：大正13年

　　　　　法人化：昭和30年

●所在地　本　　社：旭川市永山２条３丁目2-16

　　　　　札幌支店：札幌市白石区流通センター１丁目2-11

　　　　　営 業 所：道内７所、東北５所

●資本金　7,500万円

●従業員　144名

●事　業　農薬部

（殺虫・殺菌・除草剤・生物農薬・植物成長調節剤他）

　　　　　農業資材部

（農業資材・施設資材・包装資材・暗渠資材・種子他）

　　　　　建設工事部（農業土木建築工事他）

　　　　　ヘリコプター部

（物資輸送・救急医療・産業用無人ヘリコプター他）

●沿　革　大正13年　北海道旭川市にて「コハタ薬房」

として創業 

　　　　　昭和30年　株式組織（資本金400万円）に改組

「コハタ農薬株式会社」と称する 

　　　　　昭和36年　全日本空輸株式会社ヘリコプター部

北海道地区総代理店

　　　　　　　　　 （現在は中日本航空株式会社 北海

道地区総代理店）

　　　　　昭和46年 「株式会社コハタ」に称号変更 

　　　　　平成２年　現在の資本金7,500万円へ増資 

　　　　　平成４年　東北へ進出（八戸） 

　　　　　平成17年　秋田県横手市㈱エステー農資を合併

旭川市神居5条11丁目1番16号
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　病気の発症や進展に、食事、運動、喫煙、飲

酒、ストレスなどの生活習慣が大きく影響する一

連の疾患をいいます。具体的には高血圧、脂質異

常症（高LDLコレステロール血症、高中性脂肪

血症、低HDLコレステロール血症）、糖尿病を

指しています。生活習慣病は一般にほとんど無症

状であって、ある日突然、心筋梗塞や脳卒中とい

った命に関わる重篤な病気を引き起こすことか

ら、サイレント・キラーと呼ばれています。心筋

梗塞や脳卒中は、日本人の死亡原因としてがんに

ついで多い疾患です。とくに脳卒中は、その後の

寝たきり状態や認知症の発生、あるいは終末期肺

炎の原因として重要です。これらへの進行予防に

は、減塩食、腹八分目の食事、適切な運動、およ

び禁煙と過度の飲酒を避けることが重要です。

　日本人死亡の第１位の原因であるがんも、生活

習慣の影響が大きい疾患と言えます。がん死亡の

部位別頻度は、男性では肺がん、大腸がん、胃が

ん、女性では大腸がん、肺がん、胃がんです。こ

れらに引き続き、肝がん、膵臓がん、食道がんと

なります。一方、がんの発生頻度では、男性では

前立腺がん、女性では乳がん、子宮頚部がんが多

いがんです。

　肺がんは喫煙の影響が強く、喫煙者の肺がん死

亡は非喫煙者の4.5倍にもなります。胃がんはピ

ロリ菌感染がもっとも大きい原因ですが、塩分過

多の食事習慣も原因となります。大腸がんは肥

満、飲酒＋加工肉摂取との関連がみられます。食

道がんは飲酒習慣・喫煙習慣の両方ともある方に

みられます。とくに飲酒により顔が赤くなる方

で、アルコール度数の高いものを毎日飲酒してい

る方に多くみられます。過食や運動不足による脂

肪肝は、高度の場合は脂肪性肝炎を引き起こし、

肝硬変・肝がんの原因となります。

　人間ドックは、高血圧、脂質異常症、糖尿病と

いった生活習慣病およびそれらの予備群（いわゆ

るメタボリック症候群）、肺がん・胃がん・大腸

がんを無症状のうちに早期発見することを目的と

する自費診療検査です。これらの疾患が見つかっ

た場合、適切な精査・治療へ進めます（保険診

療となります）。また必要に応じて、疾患の発

症予防や進行抑制を目的とした保健指導（食事

１．生活習慣病とは

２．がんと生活習慣

３．人間ドックの役割

HEALTH MATTER

人間ドックと生活習慣病予防について

医療法人社団 慶友会吉田病院　　　　

院長　横　田　欽　一

健康
問題

創業昭和２７年　木材と共に進化する企業

代表取締役　　野村　幸生

〒070-8003　旭川市神楽３条２丁目２番９号
ＴＥＬ0166－61－3611　ＦＡＸ0166－61－3615
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指導や運動指導）を行ないます。当院では保健

師、管理栄養士10名からなる健康サポート室ス

タッフが保健指導に当たっています。

　人間ドックでは、これらの他に高尿酸血症

（痛風）、眼底検査（緑内障）、検尿（慢性腎

臓病）、腹部エコー検査（脂肪肝・胆石症）、

肺機能検査（肺気腫）および聴力検査（難聴）

などを行ないます。

　上部消化管検査で、食道がん、咽・喉頭が

ん、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性

食道炎などが見つかった場合、引き続き適切な

治療を行います。ピロリ菌陽性の慢性胃炎は

胃・十二指腸潰瘍や胃がんの原因になるため、

積極的に除菌治療を行っています。

　人間ドックでは大腸がん検診として便潜血検

査を行っていますが、はじめから大腸内視鏡検

査を受けることもできます。上部または下部消

化管検査には苦痛のない胃3D-CT検査や大腸

3D-CT検査を選択することが出来ます。早期肺

がんや肺気腫を目的とした胸部CT検査、脂肪

肝、胆石、肝胆膵腎がんを目的とした腹部CT検

査があります。

　かくれ脳梗塞やくも膜下出血の原因となる脳

動脈瘤の発見を目的とした脳MRI検査、動脈硬

化を調べるPWVや頚動脈エコー、骨粗鬆症を調

べる骨密度、Ｂ型肝炎ウイルス、Ｃ型肝炎ウイ

ルスのチェック、男性では前立腺がんを目的と

したPSA検査、女性では乳がんを目的とした乳

腺エコー、マンモグラフィー、子宮頸がんを目

的とした子宮頸部細胞診、子宮体がんや卵巣が

んを目的とした腹部エコー検査が用意されてい

ます。

　現状のCEA, CA19-9などの血清腫瘍マーカー

は進行がんで増加するものであるため、早期診

断には役立ちません。早期診断に役立つ可能性

があるのは前立腺がんのPSA、肝硬変患者にお

ける定期的AFP採血（肝臓がん）だけです。数

年後には各種早期がんの血清診断が可能とされ

るマイクロRNA検査が実用化される見込みとな

っています。思惑通りならマイクロRNA検査は

人間ドックの手順を大きく変える可能性を秘め

ています。

４．人間ドックのオプション検査

５．血清腫瘍マーカーとマイクロRNAについて

中央の円は「法人会」のコア(核)である「よき経営者

をめざすものの団体」をあらわしています。そのコア

のもとに集まる「人」の姿を「法人会」の頭文字

“ｈ”に合わせ、企業と社会の健全な発展に貢献する

団体であることを、力強く象徴しています。

●法人会シンボルマーク●

「いぬ」は、チームで行動し、人間のパートナーとし

てのイメージが強く、身近な存在。法人会のメイン活

動の一つである「社会貢献」の「献」＝「ケン」＝

「犬」と結びつくことから親しみやすいキャラクター

としてオリジナルのデザインを作成。愛称は、機関紙

「ほうじん」誌上で公募し、応募総数329点の中から

選ばれました。「けんた」は、全国各地の法人会の会

報やラッピングバス、鉛筆やノートなど数種のオリジ

ナルグッズなどに使用されており、さまざまな場面で

活躍しています。

●けんた●

天然素材を人にやさしい
健康素材に再生させ
豊かな暮らしを提供したい。

住宅事業部

〒078-8212　旭川市２条通23丁目右1号
Tel：（0166）31-3120　Fax：（0166）31-1236

Hp：http://www.showa-lumber.jp/

0120-22-6969
住宅のご相談は下記まで
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医療ジャーナリスト　大 谷 克 弥
高齢者の老化を早めているのは日常の栄養不足高齢者の老化を早めているのは日常の栄養不足

大谷克弥（おおたに・かつや）
医療ジャーナリスト。東北福祉大学講師。日本医学ジャーナリスト協会会員。読売新聞社出身で、在職中に長期連載「医療ルネサンス」を創設。現在はフリーで、著作、

講演活動などに従事。

　近年、老年学の研究者などから、特に70歳以上の高齢

者は日常的な栄養不足から、無気力になったり、老化が

早まったりしているのでは、という指摘が強まっていま

す。中でも不足しているのは、エネルギー源であり、筋

肉や臓器、皮膚、爪などをつくる重要な栄養素のタンパ

ク質とのことです。

　「飽食の時代」における高齢者のこうした実態を示す

のに、通常は「低栄養」という穏やかな表現が使われて

います。なぜかと言うと、当の高齢者は「自分はちゃん

と食べているので栄養状態が悪いはずはない」と信じ込

んでいるケースが多いので、そうした心情も汲んだ表現

になったのかと思われます。

　しかし、そんな生ぬるい言い方ではいけない、お年寄

りに猛省を促すためにも、もっと厳しく注意すべきだ、

という考え方もあります。そこで生まれたのが「新型栄

養失調」という、おどろおどろしい言葉です。超高齢者

の中には終戦前後の食べ物のなかった時代を体験した方

が多いので、栄養失調という用語に強く反応すると見た

のでしょうか。お年寄りにとっては、今や「貧食の時

代」になっている、という説まであります。

　日本は世界でもトップクラスの高齢国家になり、はつ

らつとしたお年寄りが注目される一方で、食が細くな

り、痩せて元気のない高齢者が増えているのも事実で

す。歳を重ねてくると一般的に食欲が落ちてくるほか、

内臓の病気や歯周病の進行で歯がなくなり、食べたくて

も食べられない人も多くなります。

　それらの方々には病気や歯の速やかな治療を望むとし

て、研究者たちが憂慮しているのは、前述の「十分に食

べているつもり」でいる人々のタンパク質不足です。高

齢になると知らず知らずのうちに吸収力が弱くなるの

で、食べたと思っても体が受けつけず、栄養が身につか

なくなります。その

ことを理解し、食べ

る量を増やすとか、

食べ方や献立を変え

るとか、吸収しやす

いように料理の工夫

をするとか、が必要

になるのです。

　もう1つの問題点は、歳をとると肉や脂っこい物を食べ

てはいけない、と固く信じている人の多いことです。「き

ちんと食事をしている」と話すお年寄りに研究者が中身を

尋ねると、大半はご飯とみそ汁に野菜の煮物、漬け物で、

２、３日置きに豆腐、卵を食べることはあっても、肉類は

まず見当たらないそうです。牛乳やバターも敬遠している

人が多いようです。

　これには昭和年代の後半に大ブームになった「粗食長寿

説」が、今も尾を引いていると見られます。「長寿の原点

は肉や脂を食べない粗食にある。しかし粗食は粗末な食事

のことではなく、健康の素になる『素食』と同義語」とい

った説でした。そして一時は各地に「粗食長寿村」が出現

し、都会から食事体験のバスツアーまで組まれましたが、

東京都老人総合研究所の発表した報告書を機に、次々と消

え去っていきました。

　それは東京と秋田で計２千人もの高齢者を対象にした大

規模な健康調査のレポートで、聞き取り調査によると、元

気なお年寄りは３食ともタンパク質をきっちり摂り、牛乳

も毎日のように飲んでいました。そうした人たちは病気に

なることが少ないばかりか、日常生活では歩くのが早く、

握力も強くて、地域活動など社会奉仕にも熱心に取り組ん

でいました。

　報告書の科学的なポイントは、血液検査による血清アル

ブミンの数値でした。アルブミンとは、アミノ酸から出来

るタンパク質の１種です。日常的にタンパク質を多く摂取

する人はアルブミンの数値が高くなると考えられていまし

たが、これら元気印の方々からは、いずれも高い数値が確

認され、タンパク質の重要性が裏付けられたのです。その

後の研究で、血清アルブミンの数値が、体内の栄養状態を

示す指標となりました。

　タンパク質は肉や魚の動物性と大豆を中心とする植物性

に大別されますが、栄養学的にはそれぞれが１対１で、肉

と魚も同じ比率が望ましいとされています。またその後の

研究で、肉類の方がアルブミンをより増やす、青い魚には

認知症の予防効果が強くある、といった説も唱えられてい

ます。

　結びとして、高齢者の食事は「あっさり」ではなく、

「しっかり」が肝心です。体調に注意しつつ、栄養素のバ

ランスを考えて３食きちんと摂るように心がけましょう。

タンパク質の慢性的な摂取減で、
「低栄養」の状態に

お年寄りの食事は、
「あっさり」ではなく「しっかり」と
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産業カウンセラー　柏 木 勇 一
部下対応ー上手な聴き方、話し方部下対応ー上手な聴き方、話し方

柏木勇一（かしわぎ・ゆういち）
1941年生まれ。大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在ＥＡＰ企業でカウンセラーとして活動。産業カウンセラー、家族相談士、交流分析士。

　食品メーカーの製造部門に勤務して10年。30

代のＳさんは後輩への気配りも良く、半年前に

グループ・リーダーになり、業績向上を目指し

て、職場の雰囲気作りをモットーに働いていま

す。リーダーとしての責任と自覚を感じ始め

て、自分はこのような話し方でいいのだろう

か、という悩みを持ち始めました。これまでは

後輩に対して「ＮＯ」と言ってはいけないと思

い、ほとんどが「ＹＥＳ」の発言でした。「相

手に迷惑がかかるのでは？」「関係がまずくな

るかも」というのが理由でした。しかし、業務

上の問題点を解決していくためには、「ＮＯ」

の反応、つまり反対の意見も伝えることも必要

と考え、具体的な話し方を相談してきたので

す。Ｓさんが気づいたように、「ＹＥＳ」と

「ＮＯ」双方を率直に伝え合うことで、職場の

風通しが良くなります。

　ここでのポイント、つまり「ＮＯ」を伝える

際に気をつけたいことは、「何のためにあえて

伝えるのか」という目的が明確でなければいけ

ません。『仕事のどんな問題を解決したいから

伝えるのか』『相手とどんな関係を築きたいか

ら伝えるのか』などの目的をしっかり持つよう

にＳさんにアドバイスしました。

　次のステップです。ちゃんと伝えたはずなの

に協力してもらえない。言えば言うほど相手と

の関係が悪くなる、という場面が想定され、実

際、Ｓさんも心配でした。このような場合は、

自分の要望ではなく、不満の方が強く伝わって

いる可能性が考えられます。不満の裏側には、

自分が望むこと、相手にしてほしいことなどの

要望があるはずです。

　Ｓさんのケースではなく、分かり易い事例を

紹介します。例えば仕事上のミスが多い部下が

います。上司としては困ります。とても不満で

す。その裏にはミスをしないで仕事をしてほし

い、という願いがあります。叱責や注意ではな

く、具体的な要望を出すことが重要です。「今

後は必ずダブルチェックしてほしい」とか「進

捗状況を毎日報告してほしい」などを伝えるこ

と。その際は望むことをひとつに絞ることがポ

イントです。相手への不満ではなく、自分の要

望に焦点を当ててください。

　自分に焦点を当てる点に、上手な話し方の秘

訣があります。Ｙｏｕ（あなた）メッセージで

はなくＩ（わたし）メッセージで話すことで

す。「何度言ったら分かる」ではなく「大事な

ことだからしっかり覚えて置くように」。「報

告しないで、どういうつもりなんだ」ではなく

「途中で進捗を報告してくれると安心だ」など

が望ましい表現です。

　気配りのあるＳさんに、ふだんの聴き方を聞

いてみました。そこで気づいた、改めてほしい

点は、途中で話の腰を折ることでした。「やっ

ぱりいつも忙しいから早く終えたいという気持

がありますから、部下が言っていることは違う

なと思うと、つい口をはさんでしまいます」と

反省の弁を語ってくれました。上手な聴き方の

５つのポイントは、①うなずきとあいづちを入

れる②視線をそらさない③話の邪魔をしない④

否定しない─反論したくても素直に聴く⑤オウ

ム返し技法（大事と思った言葉をそのまま返し

てあげる）で対応する─などです。

　最後にＳさんには、何でも伝えなければいけ

ない、ということではなく、相手が聴ける準備

ができているかも考えるように話しました。

「ＹＥＳ」だけでなく「ＮＯ」を
伝えることも重要

あいづちとうなずきー「私は聴いています」の
姿勢を示すこと

不満と要望をはっきり分けること
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㈱朝日電機製作所〈産業用電気機械器具製造業〉
　〒079-8424 旭川市永山14条３丁目２番39号
　代　表　者　　吉　村　　　諭

㈱エイジー〈土木工事業〉
　〒078-8315 旭川市神楽岡５条４丁目１番13号
　代　表　者　　斉　藤　英　司

エノ産業〈一般産業用機械・装置製造業〉
　〒071-1426 上川郡東川町北町10丁目１番１号
　代　表　者　　小　関　政　敏

エムアール設備〈設備工事業〉
　〒079-8419 旭川市永山９条２丁目６番16号
　代　表　者　　佐　藤　哲　也

合同会社エルピーダ〈小売業〉
　〒078-8239 旭川市豊岡９条５丁目２番５号
　代　表　者　　中　川　恵美子

キットウ㈱〈小売業〉
　〒078-8251 旭川市東旭川北１条７丁目14番１号
　代　表　者　　伊　藤　吉　洋

㈱コーナーＦ〈不動産取引業〉
　〒078-8342 旭川市東光２条９丁目２番４号
　代　表　者　　角　田　　　進

㈱清和エクステック〈一般土木建築工事業〉
　〒078-8234 旭川市豊岡４条８丁目２番１号
　代　表　者　　景　井　和　康

大季設備〈設備工事業〉
　〒078-8244 旭川市豊岡14条６丁目４番４号
　代　表　者　　大　橋　季　生

㈲千葉金属工業〈板金・金物工事業〉
　〒078-8324 旭川市神楽岡14条５丁目１番21号
　代　表　者　　千　葉　剛　義

道央食糧供給㈱〈食料品製造業〉
　〒078-8274 旭川市工業団地４条３丁目795番２
　代　表　者　　伊　原　潤　司

㈱ノースフロンティア〈一般飲食店〉
　〒070-8002 旭川市神楽２条６丁目５番13号
　代　表　者　　桐　原　和　弘

㈱和壱建設〈とび･土工･コンクリート工事業〉
　〒070-8048 旭川市忠和８条５丁目５番23号
　代　表　者　　芝　崎　和　裕

新入会員です　ヨロシク！

この度、当会に入会いただきました新会員の方々をご紹介いたします。　(H29.3.1〜H29.9.30)

流通団地地区
TEL 25-6201
FAX 25-7064

西地区
TEL 74-7866

東光地区
TEL 82-4000
FAX 82-2434

流通団地地区
TEL 24-5219

豊岡地区
TEL 73-7688

東旭川地区
TEL 56-6614
FAX 56-7323

東光地区
TEL 38-6700
FAX 38-6677

豊岡地区
TEL 73-7415
FAX 73-7416

豊岡地区
TEL 33-0184

西地区
TEL 65-0018
FAX 65-0018

工業団地支部
TEL 36-1070
FAX 36-1060

西地区
TEL 73-8274
FAX 73-8274

西地区
TEL 73-7990
FAX 73-7991

　左の２枚の絵を見比べ、７ヶ所の違った部分を

探して下さい。どちらかの絵に○印をつけ、ハガ

キに貼り応募して下さい。住所、企業名、氏名、電

話番号を記入のうえ、11月30日（木）（必着）まで

　〒070-0043　旭川市常盤通１丁目

　　　　　　　道北経済センタービル１階

　　　　　　　（公社）旭川東法人会事務局宛

　料金不足、封書の方は失格です。正解者から30名様

にクオカードをプレゼントいたします。

■作者紹介…神谷一郎（かみや・いちろう）
イラストレーター、デジタルイメージ会員、日本出版美術家連盟会
員など。専修大法学部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。
現在はフリーランスのイラストレーターとして、雑誌・広告・
WEB 等で活躍中。第 35 回集英社 YJ 新人賞、第５１回講談社漫画賞
などを受賞。第４回デジタルアートコンテスト佳作。著作に「マニ
アックサイバー」（グラフィック社刊）。

●親　会

株式
会社

旭川市流通団地１条３丁目

旭川魚卸売市場
北海道公認市場

代表取締役社長　竹　田　　　剛
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４月から９月迄開催致しました当会の主な事業についてご報告いたします。

事　業　報　告

注）※印は旭川中法人会との共催

▲青年・女性部会合同による懇談会

▲親睦チャリティーゴルフ大会

▲名刺交換会の様子

▲通常総会の様子

▲女性部会テーブルマナー講座

租税教育活動連携事業打合せ会

青年部会幹部会議

第12回法人会全国女性フォーラム<鹿児島大会>

第１回正副会長会議／第１回理事会

女性部会第１回役員会

青年部会第１回役員会

租税教育活動連携事業(道の駅ライスランドふかがわ)

青年部会定時総会／女性部会定時総会／合同懇談会

通常総会／臨時理事会／税務講話／懇談会

親睦チャリティーゴルフ大会実行委員会

租税教育活動連携事業(フラノマルシェ２)

第26回北海道法人会青年の集い<帯広大会>

第９回税に関する絵はがきコンクール募集開始※

青年部会親睦ゴルフ大会／ビールパーティ

事務局連絡会議※

役員研修会／名刺交換会※

経営セミナー※

第１回広報委員会※

租税教育活動連携事業打合せ会

親睦チャリティーゴルフ大会

女性部会税務研修会／女性講座／懇談会

第９回税に関する絵はがきコンクール第１次審査※

租税教育活動連携事業打合せ会

租税教育活動連携事業打合せ会

第54回北海道法人会税制改正提言全道大会<北見大会>

４日(火)

６日(木)

７日(金)

20日(木)

26日(水)

27日(木)

13日(土)

15日(月)

29日(月)

31日(水)

10日(土)

23日(金)

１日(土)

15日(土)

25日(火)

１日(火)

２日(水)

７日(月)

８日(火)

24日(木)

25日(金)

１日(金)

４日(月)

22日(金)

29日(金)

４月　April

５月　May

６月　June

７月　July

８月　August

９月　September

創業昭和6年、皆様と共に歩み続けて86年。
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地域
逸品

　上川町は大雪山国立公園の麓、年間平均気温が約5.5℃で人口

3,800人弱の小さな町。女子スキージャンプの高梨沙羅選手の出

身地で「層雲峡温泉」は年間200万人もの観光客で賑わいま

す。そんな町に念願の酒蔵誕生。地元では町民有志による「酒

蔵支えＴａＩ(さかぐらささえたい)」を結成、休日を中心に蔵の

作業の手伝いから草刈りまでボランティア活動を行っていただ

いています。こうした方々のためにも、地域に愛される美味し

い地酒を造って分かち合いたいと思います。

 日本屈指の米どころとなった北海道で、豊かな天然水をつかっ

て、北海道に新しい日本酒の酒蔵をつくることが出来ないだろ

うか。北海道の農業ブランド化や地元の役に立つのではない

北海道に戦後初、

日本酒の酒造会社が誕生

二
〇
十
七
年
　
秋
、
新
た
な
歴
史
を
造
っ
て
い
く
。

代表取締役社長  塚 原　敏 夫

上川大雪酒造株式会社

地元に支えられ、地域に根ざす『地方創生蔵』

大雪山系の冷たい天然水と、

北海道の酒米を使った純米酒だけを醸す酒蔵が

北海道に誕生
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か。三重県で蔵元を営む友人とそんな夢を語

りました。私の生家は祖母の代から札幌のす

すきので各地の日本酒を扱う飲食店でした

し、私の友人は元税務職員だったご尊父が蔵

元となった酒蔵のご子息でした。それから数

年、夢の実現に向けて奔走し、上川町、酒米

生産者や地元関係各所の皆様、その他たくさ

んの皆様の多大なご協力・ご支援のもと、本

年５月、上川町に新しい酒蔵・上川大雪酒造

『緑丘蔵（りょっきゅうぐら）』を誕生させ

ることが出来ました。

 全国的に日本酒の酒造会社、酒蔵は年々減り

続けています。北海道も同様です。私たちは

日本酒の製造を休止していた三重県の酒造会

社を、冬はマイナス20℃にもなる自然豊かな

大雪山系の麓、良質な天然水と広大な農地を

有する上川町に移転し、上川大雪酒造株式会

社を設立しました。酒蔵の無かった土地に酒

蔵をつくり、その土地にこだわった素材で世

界に通用する地酒を醸し「六次産業化地方創

生ビジネス」のイノベーションを目指しま

す。

　日本酒は現在、特定の地域で作られた優良

なブランドの酒造好適米を遠隔地から購入し

て製造するのが主流です。私たちは上川地区

を含む北海道産の酒造好適米と大雪山系の麓

で採取される良質な天然水を原料に、地元産

にこだわった日本酒を造ることで、北海道の

地域ブランドを全国へ、メイドインジャパン

を世界に発信していきます。

　全国の様々な蔵で培った技術と自然に恵ま

れた環境を活かして、手造りの伝統的な手法

で一本一本のもろみを丁寧に仕込む、小仕込

み・高品質の酒造りを行います。生産者と共

に北海道産酒造好適米の品質を上げ、北海道

の豊かな食材・料理と共に味わえる食中酒

「飲まさる酒」、地域に根ざした新しい酒造

りを目指します。

※「飲まさる」とは北海道弁で「ついつい飲

んでしまう」の意

　日本酒造りの原料は水と米。仕込み水は万

年雪を冠する大雪山系の湧水を源流とする酒

造りには理想的な約７℃の天然水。酒造好適

米は厳選した北海道産の彗星、吟風、きたし

ずくの３種のみを使用。上川大雪酒造は北海

道唯一の全量純米蔵で、純米酒、純米吟醸、

純米大吟醸を造っていきます。

日本酒を活用した

地方創生ビジネスのイノベーションを

目指して

北海道にこだわった酒造り

酒に対する想い
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