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　北海道税理士会旭川支部は、創設以来、税理

士としての公共的使命の達成に務め、広く地域

社会への貢献を行っていくことを事業の基本と

し、社会から信頼される税理士制度を維持、発

展させることを目指し、活動を行っています。

　昭和31年にスタートした旭川支部は、創立60

周年という節目を迎え、平成28年10月３日、旭

川グランドホテルにおいて創立60周年記念式典

及び記念祝賀会を開催しました。

　記念式典は、過去30周年と50周年に行われて

きましたが、今回60周年という節目を迎え、会

員からの要望もあり実施することにしました。

　周年事業の実施準備は１年以上前から始めま

したが、試行錯誤の連続、過去30周年、50周年

と記念事業を準備された先輩会員の苦労をあら

ためて実感しました。

■北海道税理士会旭川支部の創設とその歴史

　昭和26年、税理士法が施行され、同年12月末

に阿部喜代蔵、池田秀策、坪沼三郎、中島正

一、中島良治、中林茂三郎、沢田友一、松村尚

雄の８名の会員により旭川支部の前身としての

「税理士クラブ」が創設され、翌年の昭和27年

10月に新たに７名の会員が加わり、初代会長中

島正一氏を含め15名の会員により「社団法人北

海道税理士会旭川支部」として発足しました。

　さらに、昭和31年の税理士法の改正により、

税理士会は税理士法により特別法人となったこ

とから、同年10月に「特別法人北海道税理士会

旭川支部」となり現在に至っています。(現在の

総会はこの年を第１回としてスタートしました)

　旭川支部の管轄区域は、旭川市を始めとし

て、北から稚内、名寄、士別、留萌、深川、富

北海道税理士会旭川支部創立６０周年
地域に貢献する税理士会として６０年の歩み
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良野の７市のほか36町４村で、北海道の行政単

位では上川総合振興局、宗谷総合振興局、留萌

振興局及び空知総合振興局の一部が管轄となっ

ており、また、税務署も旭川中、旭川東、稚

内、留萌、名寄、深川、富良野の７税務署と、

全国一の広域支部となっています。

　支部事務局は、歴代支部長の事務所に置いて

いましたが、昭和57年４月に旭川市内の丸伸ビ

ル２階に専任職員を雇用して設置し、その後、

平成15年３月に道北経済センター５階に移転し

現在に至っています。

　発足当時15名だった支部の会員も、日本経済

の高度成長とともに税理士の事務量も飛躍的に

増大し、そのこともあり昭和53年には100名を

超え、平成９年には181名までに増加しました。

　しかし、平成15年ころから支部管内の人口・

法人の減少などと共に会員数も減少しており、

現在は152名(他税理士法人21社)となっていま

す。(平成28年７月31日現在)

　高度情報化・国際化が進む中、少子高齢化が

大きな社会問題となっていますが、旭川支部に

おいても支部会員の平均年齢が65歳に近づきつ

つあること、65歳以上の会員が50%を超えるな

ど、現在会員の年齢構成が高齢化時代の先取り

をしている感があります。

　そうした中、我々税理士は、税務及び会計の

専門家として必要な知識の習得と資質の向上に

努め、地域の金融機関や経済団体との協力関係

を深め、地域の納税者への貢献も考慮し、地域

の発展を目指し努力をしています。

　高齢化の進展している税理士会ですが、まだ

まだ元気な団塊世代と若い世代の会員がお互い

に協力し「地域に貢献する税理士会」をテーマ

に様々な活動を行っています。

　旭川支部の活動状況の一部を紹介させていた

だきます。

●中小企業支援事業

　日本政策金融公庫、北洋銀行、北海道銀行、

旭川信用金庫との金融懇話会を昨年に引き続　

き開催し、中小企業への金融面からの支援を要

請しております。

●税務支援事業

　「税を考える週間」「税理士記念日」におけ

る無料相談を実施し、多くの会員が従事してい

ます。また、確定申告期における税務支援や無

料相談にも多くの会員を派遣しています。

●租税教育等の積極的な推進

　支部の重点施策の一つとしており、次世代を

担う小学校・中学校・高校の児童・生徒を対象

とした租税教室を行っております。平成20年に

１校から始め、会員の積極的な協力もあり、昨

年度は20校の租税教室を行うようになりまし

た。

　また、次世代を担う税理士の輩出・育成及び

将来の租税教育を担う教員養成を目的として、

日税連が行う大学への「寄附講座」開設にも力

を入れており、現在、来年度に予定している北

海道教育大学旭川校の開設に向けて準備を進め

ています。

●広報活動(社会貢献活動の推進)

　「旭川支部だより」を年３回継続して発行し

ています。また「税を考える週間」や「税理士
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記念日」等の行事について、積極的な対外広報

を展開しています。

　なかでも、税理士の社会貢献活動の一つとし

て盲導犬チャリティーキャンペーン(育成資金募

金活動)を平成12年に旭川冬まつり会場で始め、

毎年継続して実施しており、税理士会の主要な

行事となっています。

　盲導犬育成資金募金活動にあたっては「旭川

中 法 人 会 」・「 旭 川 東 法 人 会 」・「 V・G O L D 」

及び歌手の伊東ゆかりさんの協力もあり募金額

も増え、平成19年７月には最初の盲導犬にニッ

クネームを贈呈し、ユーザーに引き渡されてい

ます。

●官公庁及び関係団体との連携

　国税当局(旭川中、旭川東、稚内、留萌、名

寄、深川、富良野税務署)、上川総合振興局、旭

川市と協議会・懇談会等を開催し、直面する諸

問題について協議を行い、相互に協調を図って

います。

　また、旭川中・東法人会が毎年「税を考える

週間」に実施していますイベント「おもしろ税

ミナ〜ル」に参加(無料相談会)するなど、税務関

連諸団体等の行事に参画し税理士会の社会的使

命に対する理解をアピールしています。

■60周年記念事業について
　60周年記念事業として行われた記念式典につ

いて少し紹介します。記念式典では

　・オープンセレモニー

　・北海道盲導犬協会への寄附金の贈呈

　・特別功労者への表彰

　・歴代支部長の表彰

　・永年勤続会員の表彰

などが実施され、オープンセレモニーは「消費

税について考える」というテーマで、支部の若

手会員により、世界各国の消費税の現状や問題

点などについて研究発表を行いました。

　また、盲導犬育成募金活動に協力していただ

いているバンドの「V・GＯLD」のメンバー４

名、歌手の伊東ゆかりさんに、特別功労者とし

て表彰を行いました。

　次に17代から19代支部長として、税理士会の

会務に尽力頂いた能任・佐竹・小木田会員に感

謝状を贈呈するとともに、勤続30年以上の会員

に永年表彰状の贈呈を行いました。

  記念式典にご多忙の中ご出席いただきました旭

川中法人会川島会長様、旭川東法人会髙橋会長

様に感謝し御礼申し上げます。また、60周年と

いう節目を迎えるにあたり、法人会並びに関係

する皆様の当支部に対するご指導・ご協力に厚

くお礼申し上げます。

  10年後には70周年を迎えますが、益々税理士

の役割が重要となってくると思われます。そし

て、今まで以上に社会的貢献が求められ、税理

士に対する使命は大きくなっていくと感じられ

ます。

  今後とも、会員と共に「地域に貢献する税理士

会」として歩んでいきたいと思います。
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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

しました澤田でございます。

　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、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、ご協力をいた

だいておりますことに厚くお礼申しあげます。

　私は旭川勤務は初めてでございますが、旭川市

は道北経済の拠点として、農業をはじめ二次産業・

三次産業の集積する道内第二の都市であり、また

大雪山系に抱かれた自然豊かな生活環境は大変暮

らしやすい街と伺っており、この地で勤務できる

ことを大変うれしく思っております。

　また、本年9月8日、9日に行われた「第30回法人

会全国青年の集い　北海道大会」に出席させてい

ただく機会を得ましたことを大変光栄に存じま

す。

　水上大会実行委員長様をはじめ、役員の皆様、会

員の皆様、事務局の皆様の御尽力により、盛大かつ

成功裡に大会が終了しましたことを心からお喜び

申し上げます。

　貴会に置かれましては、「良き経営者を目指すも

のの団体」として、各種研修会及び講演会を開催さ

れているほか、地域に密着した社会貢献活動に取

り組まれるなど充実した会活動を展開されており

ますことを大変心強く思っております。

　平成28年分所得税の確定申告からは「マイナン

バー制度」の本格導入が開始されます。

　また、改正消費税法につきましても、消費税率引

き上げ再延期が発表されましたが、軽減税率、イン

ボイス制度の全体像が明らかになってきておりま

す。

　私どもといたしましては、引き続き各制度の周

知・広報に取り組んでいくこととしておりますの

で、今後とも貴会の皆様方と様々な機会を通じて

意見交換を行い、より一層、信頼・協調関係を深め

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。

　結びに、貴会の益々のご発展と会員の皆様方の

ご健勝並びに企業のご繁栄を心から祈念申し上げ

まして、挨拶とさせていただきます。

旭川東税務署 署長

澤 田 　 基 氏

旭川東税務署　人事異動一覧（関係分）

署長

総務課長

法人課税第4部門　統括国税調査官

法人課税第1部門　連絡調整官

札幌東税務署　署長

札幌中税務署　特別調査情報官

札幌西税務署　法人課税第4部門　統括国税調査官

札幌南税務署　法人課税第2部門　統括国税調査官

杉　本　眞　也

鈴　木　　　格

山　本　　　尚

山　崎　和　美

旧 新氏　　　名

《転出者》

署長

副署長

総務課長

法人課税第1部門　統括国税調査官

法人課税第1部門　連絡調整官

法人課税第2部門　統括国税調査官

法人課税第3部門　統括国税調査官

法人課税第4部門　統括国税調査官

法人課税第1部門　連絡調整官

法人課税第2部門　統括国税調査官

法人課税第3部門　統括国税調査官

法人課税第4部門　統括国税調査官

新 旧氏　　　名

《転入者》

澤　田　　　基

飯　塚　秀　都

大　友　博　喜

大　石　和　宏

舘　田　亘　彦

鈴　木　聡　一

銭　丸　善　彦

加　藤　　　晃

札幌国税局　調査査察部　査察管理課長

留任

札幌国税局　総務部　厚生課　厚生専門官

留任

札幌国税局　課税第一部　課税総括課　国税実査官

留任

留任

札幌西税務署　法人課税第3部門　上席国税調査官

information&report
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現在利用している税目を教えてください。4
　法人税、消費税、毎月の源泉所得税（ダイレクト納付
含む）を利用しています。平成28年度の法定調書合計表
の提出も、e-Taxを利用することを社長と相談していると
ころです。

e-Taxを利用してよかった点はありますか？5
　ダイレクト納付は事前にデーターを入力しておくと、
自動的に支払いまでされるので、とても助かっていま
す。

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
　特にありません。

e-Taxは、いつから始めましたか？1
　社長が法人会のe-Tax研修会に出席して説明を
聞いて、源泉所得税徴収高計算書を平成19年か
らe-Taxで始めました。平成23年からは、法人
税・消費税それとダイレクト納付を始めました。

はじめて操作した時の印象はいかがでしたか？2
 法人税・消費税の確定申告は税理士先生にお願
いしていますが、源泉所得税徴収高計算書とダイ
レクト納付は法人でやってますが、思っていたよ
りスムーズに簡単に操作できました。

　国税、地方税（道及び市町村）の申告、納税につい
て、共通のシステムが出来て操作できればより便利に
なるかと思います。

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

年末調整等説明会のお知らせ
平成28年分　年末調整説明会開催日程等一覧表

市 町 村 開　催　日 受付時間 開催時間 会　　　　　　場

美 瑛 町

比 布 町

当 麻 町

東神楽町

東 川 町

上 川 町

愛 別 町

旭 川 市

11月14日（月）

11月15日（火）

11月15日（火）

11月17日（木）

11月17日（木）

11月18日（金）

11月18日（金）

11月24日（木）

13時30分

9時30分

13時30分

9時30分

13時30分

9時30分

13時30分

13時30分

14時00分〜16時00分

10時00分〜12時00分

14時00分〜16時00分

10時00分〜12時00分

14時00分〜16時00分

10時00分〜12時00分

14時00分〜16時00分

14時00分〜16時00分

美瑛町役場　4階　委員会室　

比布町図書館　視聴覚室

当麻町公民館　まとまーる

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

旭川市民文化会館　大ホール

年末調整等説明会のお知らせ

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）

利用してみていかがでしたか？3
 ダイレクト納付は、本当に楽にできるので良か
ったです。
 金融機関に行かないで納付ができることは大変
便利ですし、徴収高計算書も税務署に行く手間も
なくなりました。

e-Taxe-Tax 使ってみたら
こんなに簡単・便利

美浪左官工業株式会社
経理担当　香川 尚江 さん

訪問先
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過去最多！ 2,687名の青年部会員が旭川に集結

　法人会全国青年の集いは、青年部会活動の柱

になっている次代を担う子ども達に対する租税

教育活動について意見を交わしたり様々な情報

交換を行うことで、今後の青年部会活動の更な

る展開や青年経営者としての資質向上を目的と

して開催されている。本年９月８日(木)〜９日

(金)、記念すべき第30回大会が旭川市において

開催されたが、今大会の誘致・企画には数年前

から当時の盛永全法連青連協会長をはじめ旭川

を中心に北海道メンバーが一丸となって検討を

重ねてきた悲願の北海道大会であった。

　「Be Ambitious! Do Action!」をスローガン

に掲げた今大会には、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当地に集結

し、まずは旭川市民文化会館で行われた租税教

育活動プレゼンテーションで大会の幕をあげ

た。全国から選抜された11会の事例発表は、税

金という普段あまり馴染みのないテーマに少し

でも関心を持ってもらおうと、子ども達の視点

に合わせた創意工夫や地域の特色を取り入れた

内容で大変有意義なものであった。

　その後に開催された部会長ウェルカムパーテ

ィでは、北海道の旬の食材を野趣あふれる料理

に仕立て歓迎した。翌日の部会長サミットも同

じ配席で行われるため、各テーブルの懇親を深

める一助となればと企画されたアトラクション

では、旭川観光大使も務めるお笑い芸人「とに

かく明るい安村」が登場しテーブル対抗のご当

地クイズなどに会場は大いに沸き上がった。

　翌日の部会長サミットでは「税の使途に関す

る意見集約と租税教育活動への反映」をテーマ

に、さらに進化した租税教育活動の展開につな

げるため、過去大会の成果や課題を振り返ると

ともに部会長自らが社会保障制度など税の使途

について考え白熱した議論が繰り広げられた。

　大会式典に先立ち旭川大雪アリーナの駐車場

において大規模な物産展が催され、道内各地の

第30回　 法人会全国青年の集い北海道大会第30回　 法人会全国青年の集い北海道大会

租税教育活動プレゼンテーションの様子 (上)

部会長ウエルカムパーティ＆サミットの様子 (下)

URL http://www.takashima-house.co.jpタカシマ1級建築士事務所

旭川市豊岡2条1丁目7－10
　（0166）31－6911

■北海道大会スケジュール

◎2日目　 9月 9日（金）
9：00～12：00 部会長サミット 旭川グランドホテル 3F グランドホール

14：00～15：45 大会式典

16：15～17：30 記念講演
旭川大雪アリーナ

18：00～19：30 懇親会（立席） 道北地域旭川地場産業振興センター

11：00～17：30
11：00～18：00

租税教育活動パネル展 旭川大雪アリーナ 2F

物産展 旭川大雪アリーナ横駐車場

旭川グランドホテル 3F 彩雲の間13：00～14：30 青連協 定時連絡協議会

15：00～18：00 租税教育活動プレゼンテーション 旭川市民文化会館 大ホール

18：30～20：00 部会長ウェルカムパーティ（着席） 旭川グランドホテル 3F グランドホール

◎1日目　 9月 8日（木）
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information&report

大会式典の様子と講師の葛西紀明さん

逸品やグルメに大いに賑わった。式典はプロジ

ェクションマッピングで彩られたオープニング

に始まり、多数の来賓のご臨席の下、プレゼン

テーションの結果発表や部会員増強表彰、水上

実行委員長(旭川東)による大会宣言などが執り行

われた。続く記念講演では「レジェンド」と讃

えられるスキージャンプの葛西紀明氏を講師に

迎え「夢は、努力でかなえる」と題して、自身

の生い立ちや栄光と挫折、家族や良き仲間の支

えから、努力すること継続することの大切さと

志を達成するためのヒントを学んだ。

会場を埋め尽くした大懇親会や物産展の様子

　フィナーレを飾る大懇親会は隣接する旭川地場

産センターで開催され、山盛りのタラバ蟹やイク

ラが並べられたテーブルに何度も歓声が上がるな

か盛大に杯をあげた。全国の同志に北海道の魅力

でいかにおもてなししようかと試行錯誤を繰り返

してきたが、会場には全道のＢ級グルメなどの屋

台もズラリと並べ、冷えたビールや地酒などにも

配慮した。また、大食いタレントのアンジェラ佐

藤さんらも華を添え、最後まで途切れることなく

続いた懇親会の熱気に大きな達成感と大会の成功

を確信することが出来た。

電気工事・情報通信工事・計装工事・各種システム工事

本社　〒078-8220 旭川市10条通22丁目  TEL（0166）32-1488㈹　FAX（0166）32-1883

CO.,LTD
DENGYO
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営業品目

第５３回北海道法人会税制改正提言全道大会

information&report

　９月29日(木)、今年で第53回を数える全道大

会が函館市において開催された。大会当日は全

道30法人会より750名を超える会員が集った。

　午後２時から大会式典が函館市民会館にて開

催され、平成29年度の税制改正提言事項や大会

決議が採択された。式典に続く記念講演では、

「日本を取り巻く国際情勢」と題してコリアレ

ポート編集長でジャーナリストの辺真一氏によ

る講演が行われた。会場を函館アリーナに移し

て開催された懇親会では、マグロの解体ショー

にはじまり函館メンバーによる華麗なダンスと

歌のパフォーマンスなど、道南の山海の幸を存

分に堪能するとともに楽しみながらも全道各地

の会員と交流を深めた。

　７月26日(火)、旭川グランドホテルにおいて

「経営力向上のヒント」をテーマに旭川中法人

会との合同セミナーを開催した。当日は講師に

税理士・中小企業診断士の金谷博光氏を招き、

非会員を含む企業経営者ら約80名は、中小企業

のための会計の活かし方など、会社経営に役立

つ様々な情報に熱心にペンを走らせた。

経営力向上のヒント 実務セミナー

式典で開会宣言を行う川島会長(旭川中)と

次回開催地ＰＲの様子〔上〕

講師の辺真一氏と懇談会の様子〔左〕

熱心に講義に聴き入る受講者たち
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information&report

　５月24日(火)、アートホテルズ旭川において

開催された平成28年度通常総会の議事終了後に

税務講話を行った。講師には旭川東税務署の杉

本署長を招いて、｢消費税法の改正について｣の講

義を行い、出席した約80名の方は真剣な表情で、

時にはメモをとりながら聞いていた。

　その後、総会懇談会を行い、盛会裡に終了し

た。

通常総会後の税務講話

　４月14日(木)、福島県において、第11回目を

迎える全国女性フォーラムが開催され、全国各

地より女性部会員約1,800名が集い、当部会から

も佐々木部会長をはじめ６名が参加した。

　記念講演では、フリーアナウンサーの大和田

新氏による｢伝える事の大切さ、伝わる事のすば

らしさ｣と題した講演が行われた。

　講演後の大会式典では、大会宣言等が採択さ

れ、懇親会では、福島の食を存分に堪能した。

　尚、次回は、鹿児島県において開催される予

定である。

第11回法人会全国女性フォーラム

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２,５００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』

通常総会後の税務講話の様子

掲
載
費
な
ど
一
切
無
料
！

宣
伝
効
果
間
違
い
な
し
！
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代表取締役　窪田　明規夫
〒079-8452 旭川市永山北2条8丁目  TEL 40－1515

女性部会設立３０周年記念式典を開催！

　女性部会は昭和61年10月13日発足以来、本年

記念すべき設立30周年を迎え、６月１日(水)、旭

川グランドホテルにおいて旭川中法人会との合

同による記念式典を開催した。

　式典は両部会を代表して廣野部会長（旭川

中）が式辞を述べ、発足時よりご尽力いただい

た両税務署や卓越したリーダーシップで女性部

会の強い絆を築いてこられた島﨑顧問（旭川中

／初代部会長）山田顧問（旭川東／第２代部会

長）をはじめ諸先輩へ深甚なる感謝と敬意が表

された。記念事業としては、次代を担う子ども

達が健やかに育つ環境づくりのために何か少し

でもお役に立てればとの女性部会の総意で、

佐々木部会長より西川市長に「旭川市子ども基

金」へ寄付金を贈呈した。また、両部会歴代部

会長には感謝状と記念品が贈呈され、島﨑顧問

のスピーチに会員・関係各位への御礼と発足時

の熱き思いや良き仲間との出会いなど30年間に

亘る女性部会の思い出が語られた。

　式典に引き続き多数の来賓を招き祝賀会を開

催し、華やかに飾られた会場に彩りも鮮やかな

料理が祝宴をさらに演出するなか開宴した。ア

トラクションの旭川オペラ劇場で活躍する西島

厚氏のステージや歴代青年部会長による抽選会

もお祝いムードを大いに高め盛会裡に終了し

た。全道からも高い評価を受けている両女性部

会活動の今後益々の飛躍が期待される。

information&report

記念事業の様子と歴代部会長へ感謝状贈呈

記念式典式辞の様子

祝賀会に華を添えた西島氏によるオペラの名曲♪

祝賀会の様子と歴代青年部会長による抽選会
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　２年前の秋、人生初めてのハーフマラソン大会

に参加しました。

  きっかけは、人間ドックの散々たる結果を含め、

医者より「先ず体重を落とせ、このままでは色ん

なものが食べられなくなるよ」との厳しい指摘が

…。食べることが大好きな私にとって、まさに一

大事。てっとり早く健康体を取り戻すべく選択し

た方法が苦手の長距離走、それもまさかのハーフ

マラソンを挑戦することになりました。

  様々な運動をそれなりに経験してきましたので、

なんとかなるだろうという全く根拠のない自信と

自分もマラソンブームに乗ってみようという軽い

“ノリ”でエントリーしましたが、既に大会当日

の２ヶ月半前になっていました。

　今思えば、高校の強歩遠足以来３㎞以上走った

ことのない中年男にとっては、あまりにも準備期

間が短く、かなり無謀な挑戦だったと言えるでし

ょう。

　案の定、本番では10㎞過ぎあたりで既に全身が

辛くなり、何度も心が折れそうになりましたが、

凄い速さのトップランナーも後続の今にも歩きそ

うな方々も同じような苦悶な表情を目のあたりに

し、皆きつい思いをしながらゴールを目指して一

生懸命に走っている姿に急に勇気付けられた気が

しました。速い人に対する劣等感や遅い人への優

越感を抱くことなく各々のペースで走っている様

子に双方の存在から刺激を受け、これがマラソン

の醍醐味だと実感しました。

　かくして、準備不足の中、完走もままならない

のではないかという懸念もありましたが、なんと

か完走することができました。既に２年が経ちま

したが走りきったという達成感は今も残っていま

す。完走した事実は、気合と根性はまだあること

を確認することができ、ほんの小さな自信となっ

て、以前より少しだけ前向きになれたような気が

します。

　この初挑戦がきっかけで、今では走ることが生

活の一部となり健康体は勿論、走り終えた後の冷

えたビールを楽しむ日々を送っております。

　『手の届かない月は水を掬って映すことで掌中

にすることができ、花を摘んで弄べばその香りは

着物の袖に移る』という漢詩があります。何事も

工夫努力でその妙を会得でき、人は環境次第で知

らず知らずの内に染まってしまうので良き師、優

れた友を得て、良き環境に身を置きなさいとの教

えで、私の座右の銘です。

　同じ医師という立場でも、内科・外科など診療

科によって、診療所か高機能病院(いわゆる公的な

大きな病院)かのような診療形態によって、医師の

役割は全く違います。現時点で様々な不都合はあ

りますが、超高齢化社会となり、医療は限られた

貴重な資源と考えねばなりません。

　例えばガンのように病名は一つであっても、患

者さんの希望ばかりでなく、年齢、病気の進行具

合、家族の状況を総合的に判断して、患者さんお

一人お一人に可能な医療を提供する時代です。医

療と福祉の境界は一層不鮮明になりました。

　また、医学は日進月歩で、医師は３年のブラン

クがあると元の職場には戻れない程のスピードで

進歩しています。私も出来る限り新しい病気の概

念、診断、治療を学び続けて来ましたが、法人会

に入会させていただき、更に経済・経営という視

点から医業を見直す機会を得ました。異業種の皆

様との出会いは新鮮で、お誘いいただいたことに

心から感謝しています。

　旭川東法人会女性部会の皆様からは時代の変化

に対応してゆく柔軟性、様々な価値観、逞しい経

営者視点、実行力など、まさに「手に水をすくっ

て月を映す工夫の数々」を学ばせていただいてお

ります。もちろん、優れた師や友を得ました。今

後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

メッセージ

㈱谷脇組

　執行役員総務部部長

　 　 大 友 信 久

「初めての
　ハーフマラソンに
　　　　　挑戦して」

はやし内科胃腸科小児科医院

　副院長　林 　 朋 子

「水掬月在手
　　　弄花香満衣」
(水を掬すれば月手に在り、

　　　　　花を弄すれば香り衣に満つ)
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企
業
訪
問

企
業
訪
問

富
士
コ
ン
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ー
ト
株
式
会
社

富士コンクリート株式会社

代表取締役　岡 田 佑 一 氏

社会に役立つ企業を目指し

良い製品を作ることをモットーに

　当社は昭和33年５月、上川郡神楽

町字神楽農地14号にて、父　岡田健

市氏が個人で創業。翌年、昭和34年

４月法人に改組。

　現在市内西神楽１線14号でコンク

リート製品製造業を営んでいるのが、

今回ご紹介する二代目富士コンクリー

ト㈱代表取締役の岡田佑一氏である。

　実直な岡田社長は、昭和20年11月

20日生まれで大学卒業(東京)後、昭和

44年４月、鍵のメーカー㈱ゴール東

京支店に入社、翌年昭和45年12月に

退社(その間１年９カ月勤務)であっ

た。これには、社長曰く「父親が東京

まで来て旭川に戻って当社に入るよう

強請されました」と言う。「まだまだ

東京で過ごしてみたかった」と当時を

振り返る。思うに早く入社させ一人前

にして二代目を引き継いでほしいとい

う父親の願いであったのではないでし

ょうか。そういうこともあって、昭和

46年４月当社に入社。昭和52年５月

同社専務取締役、昭和62年９月㈱ニ

コフ代表取締役に就任、(コンクリー

ト製品関連資材販売業)である。当社

と同じ住所地にある。その後父親から

バトンタッチを受け、平成３年５月当

社代表取締役に就任現在に至る。

　鉄筋コンクリート管、トラフ、縁

石、ブロック、マンホール等、道路・

河川・農業・下水・環境用製品を分野

としている。また、「事務所職員は若

くなっているが、工場が高齢化してき

ているので工場の若返りを考えなけれ

ばならない」と言う。

　「長年公共工事に依存しているの

で、年々工事量が減ってきているのが

厳しい時代ですね」と言う。

　社訓の問いに「社会に役立つ企業を

めざすとともに自分達のくらしを良く

するため、会社が栄えるようにがんば

ろう」その為に１．常に創造性をもち

医療用不織布製品

〒078-8232 北海道旭川市豊岡２条４丁目４番14号
TEL 0166-32-5320 FAX 0166-33-8749 http ://www.hopes .co . jp/
支店：旭川支店・札幌支店・仙台支店・東京支店・名古屋支店・大阪支店・広島支店・福岡支店
工場：旭川・東川・マレーシア

日本メディカルプロダクツ株式会社
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雑談・雑学の庭 なかなか難しいビールの味比べ

発展向上をめざそう。２．古いものにとらわれ

ず失敗を恐れず新しいものにチャレンジしよ

う。３．惰性に流されず常に良い製品をつくる

ように心がけようと話されました。

　趣味・健康法の問いには「ゴルフを通じて歩

くことで健康を保っているが年々回数も減って

きています」と言う。公職の問いには、「現在

道北農業土木ブロック(協組)理事長、あさひかわ

商工会監事、旭川東地区納税貯蓄組合連合会監

事、旭川地区コンクリート製品(協組)副理事長、

親会の旭川東法人会では重要なポストの監事、

年１回のゴルフ大会の実行委員」にもなってい

ただいている。

　今後とも健康に留意され今後のご活躍をご祈

念申し上げます。

　ビールの大瓶とビアガーデンなどで使われる大ジョッキに注がれたビール、どちらの量が多いか？答は「ぴったり同じ」ら

しい。でも、瓶ビールと生ビールでは味が違うといわれる。

　筆者は以前、勤めていた所でビールの官能検査（艶かしい響きはあるが、残念！人間の感覚で製品の品質を判定する検査の

こと）に引っ張り出されたことがある。５種類のビールを味わい、製品を選別するのである。

　結果はどうか。全部、間違えてしまった。自信があっただけにショックだった。

　その後、企業広報のグループによるビール会社の見学ツアーに参加した。いろいろ説明を受けたあと、案内をしてくれた人

に「目隠しをして飲んで、どこの会社のビールかわかりますか？」と尋ねた。その人は、多少のサービスを込めたのか「会社

からはわかるようにいわれているけど、難しいですよ」といってくれた。

　ほらね？ プロの人でもこうなんだって！

　見学の最後にお待ちかね、ビール飲み放題の懇親会が行われた。酒好きを自認する参加者40数人ほどが、グビグビやり始

めた。

　１時間後、ビール会社の広報の人がこういった「まだ、貯蔵タンク（高さ約20ｍ）にあるビールの２ミリも減っていませ

ん」と。

　酒豪たちの赤い顔が青ざめた…。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリーランスライター　藤 木 順 平

●創　　業　昭和33年５月

●会社設立　昭和34年４月

●本社所在　旭川市西神楽１線14号253番地の８

●資 本 金　3,500万円

●従 業 員　42人

企 業 概 要
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　皆さんご周知の通り、日本は今、

未だかつてない超高齢化社会に突入

し、2035年には国民の３人に１人が

65歳の高齢者になると予想されてい

ます。

　高齢のご家族がいらっしゃる方か

らよく聞かれるのが「どこに相談に

行ったらいいのか分からない」ま

た、「色んなところがあってシステ

ムがよく分からない」という言葉で

す。

　これからの超高齢化社会に向けて

誰もが避けては通れない介護。もち

ろん自宅で家族に介護をしてもらう

のが理想ではありますが、仕事があ

ったり、介護する人の健康問題もあ

ったりとなかなか思い通りにはいか

ない事もあります。ディサービスに

通ったり自宅に訪問介護に来てもら

ったりすることも出来ますが、夜間

の介護や認知症の方の対応等は、介

護をする家族にとって想像以上に過

酷です。

　そういった様々な事情で自宅での

介護が難しくなった時に、施設と高

齢者住宅のどちらを選択するかとい

う事も大きな選択肢の一つです。ど

ちらもメリットとデメリットがあり

ます。私は小さな有料老人ホームと

サービス付き高齢者向け住宅、そし

て訪問介護ステーションを運営して

います。介護保険導入前から海外や

首都圏の老人ホームを数多く見て来

ました。そのような稚拙な経験から

ではありますが、今回は高齢者住宅

に焦点を当て、より良い終の棲家を

どう選んだらいいのかをお話しさせ

て頂きたいと思います。

　まず、旭川市内には11か所の地域

包括支援センターがあります。ここ

は、主任ケアマネジャー、社会福祉

士、保健師などの資格を持つ専門職

員が必要な情報提供やサービス調整

を行ってくれます。また、旭川市の

介護保険課や高齢福祉課などの窓口

に尋ねる事も出来ます。介護サービ

スを利用する際に必ず必要になる

「要介護認定」の申請の仕方等も丁

寧に教えてもらえます。病院に入

院・通院している方の場合は、病院

によって異なりますが院内に退院相

談支援室等、退院後の相談ができる

窓口があります。いずれももちろん

無料です。その他に民間でも介護施

設の紹介を行っている所がありま

す。こちらは無料・有料があります

ので最初に確認するといいでしょ

う。

　老後安心して暮らす場所は大きく

分けて「施設系」と「住宅系」に分

類されます。

「施設系」は、介護保険３施設と呼

ばれる介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム）、介護老人保健施設

（老人保健施設）、介護療養型医療

施設があります。その他、特定施設

入居者生活介護の指定を受けている

ケアハウス（軽費老人ホーム）と養

護老人ホーム、介護付き有料老人ホ

ーム等も施設です。地域に密着した

小規模な施設等として認知症対応型

共同生活介護（グループホーム）が

あります。施設系では生活の中で必

要となる食事や入浴、排せつといっ

た介護サービスを施設の職員が行う

ため、一定の料金負担で受けること

ができます。足腰が不自由で寝たき

りになってしまい、毎日のように介

護が必要になった場合でも、介護の

自己負担額が定額という点は利用者

にとって嬉しいポイントでしょう。

ただし、ディサービスをはじめ外部

の介護サービスを利用できないとい

った制約があります。

　「住宅系」は、“住宅型”有料老

人ホームとサービス付き高齢者向け

住宅が主流になり、国の位置付けは

自宅と同じ「在宅」になります。介

護は基本的に外部又は事業所運営の

訪問介護事業所と契約を交わしま

す。住宅ですので主体的に住むこと

が可能ですから、施設と比べて暮ら

しの自由がさがあると言えます。超

高級な所から庶民的な所まで様々

で、場所によっては入居金や月額利

用料が高額な所もあります。

　施設系と住宅系、意外と知られて

いないのが介護の形態です。

　『施設系』は24時間介護サービス

を施設の職員が行います。また、最

低３人の要介護者に対し、１人以上

の介護または看護の職員を配置する

ことが義務付けられています。ただ

し、「３：１」は要介護者３名に対

する常勤換算した職員の人数です。

この人数で、早番・日勤・遅番・夜

勤・公休とシフトを組んで援助体制

をとることとなります。したがっ

HEALTH MATTER

『高齢者住宅の選び方』

代表取締役　高 橋 一 美

健康
問題 株式会社 至  誠

 １ はじめに

 ２ 介護が必要になったら相談するところ

 ３ 施設と住宅の違いを知っておきましょう

 ４ 施設と住宅では介護の形態が違います
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て、常勤に換算すると10名の利用者

に対し介護員1名程度となります。

　一方『住宅系』は契約により食事

が付いている所が殆どですが介護は

付いていません。では介護が必要に

なったらどうするかというと、自宅

にいるときと同様に「訪問介護事業

所」と契約をして訪問介護を利用す

る事になります。訪問介護では利用

者一人に対し介護員一人という決ま

りがありますので訪問中の介護は手

厚くなります。一方、介護員が訪問

していない時間帯には介護員の人数

基準はありませんので住宅によって

介護員の人数は様々です。ただ、義

務ではありませんが介護員が24時間

常駐して見守りをしている住宅が多

いです。注意したいのは、有料老人

ホームは介護付きと住宅型でこのよ

うに内容が異なりますので、ただ単

に「有料老人ホーム」としか明記し

ていない所は確認が必要です。サー

ビス付き高齢者向け住宅でも特定施

設として運営している所があります

のでこちらも確認が必要です。

　全国でも多いのが有料老人ホーム

とサービス付き高齢者向け住宅で

す。

　有料老人ホームには介護付き、住

宅型、健康型の３種類があります

が、住宅に分類されるのは住宅型と

健康型になります。住宅型有料老人

ホームは、誰でも入居できるという

わけではなく、それぞれのホームご

とに入居条件を設けています。年齢

は、60歳以上又は65歳以上の方を対

象としている所が多いです。月額利

用料の他に入居一時金が必要な所も

ありますが、入居時一時金が無料で

月額利用料のみといった所も増えて

います。

　サービス付き高齢者向け住宅は生

活相談員が常駐し、安否確認・生活

相談サービスがついた高齢者の方向

けの住宅で、一般の賃貸住宅契約と

なります。入居の条件は60歳以上で

あること。基本的には健常者の方か

ら要介護者の方までどなたでも入居

が可能です。

　高齢者住宅の運営はその事業者の

考え方で大きく異なります。ご自分

で入居をする場合もありますが、大

切な親を託す方は殊の外慎重に入居

先を決めなくてはなりません。住ん

でしまってから引っ越すのはかなり

エネルギーが必要です。先述した相

談窓口に数件紹介していただくか、

周りの人からの評判を聞くなどし

て、少なくとも2～5か所は見て比較

しましょう。体調が思わしくなくて

ご自分で見学できない場合はご家族

が先に色々見学して、良いと思った

所を1～2か所に絞ってからご本人が

見学して決めると良いでしょう。

　見学してから料金が合わなかった

のでやめたとか、車が無いのだがバ

ス便が悪く面会が難しいのでやめ

た、等という話しが意外と多いで

す。せっかく気に入った住宅でも事

前の調査が甘いと、見学に費やした

労力が無駄になってしまいます。で

すから、事前にパンフレットには必

ず目を通して自分の条件に合うかど

うかを確認しましょう。ホームペー

ジを持っている所もあります。いず

れも、基本的な料金以外にどのよう

な費用が掛かるのか、面会に行ける

場所か、その他にも介護が重くなっ

ても住めるのか、部屋の広さや食事

の質、レクリエーションの充実、医

療体制など「これだけは譲れない」

という条件があれば確認しましょ

う。さらには運営会社が明記されて

いるかはもちろんの事、経営理念が

しっかりしているかどうかもチェッ

クポイントとしては意外と重要で

す。

　入居してから後悔しないために、

出来るだけ多くの情報を見学の時に

知っておくことはとても重要です。

意外と見落としがちな見学のポイン

トについて例を挙げたいと思いま

す。

外構：ゴミが落ちていたりしていま

せんか。また、住宅専用のゴミ箱を

設置しているでしょうか。高齢者住

宅のゴミにはおむつ等も入っていま

すから町内のゴミ収集に出すのはル

ール違反です。更に夏なら庭やプラ

ンターにお花を植えているなど、近

隣への気遣いがある所でしたら町内

との関係も良好な場合が多いです。

玄関：入ってすぐにそこの雰囲気が

分かるところでもあります。なんと

なく暗い雰囲気だったり、埃が溜ま

 ５ 高齢者住宅は大きく分けて二つあります

 ６ 出来るだけ複数見学しましょう

 ７ 見学の際のポイント～見学前～

 ８ 見学の際のポイント～見学時～
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 ９ 最後に

っていたりはしていませんか。余談

ですが、昼間なのに玄関に鍵をかけ

るのは「拘束」になりますからして

はいけない事になっています。

職員：介護職員、調理職員、事務員

まで挨拶をしてくれるかは基本的な

事です。見学中にさりげなく介護員

の様子を窺って下さい。入居者様へ

の対応は優しく親切か、話し声やた

まに笑い声は聞こえるでしょうか。

和やかで楽しい雰囲気は一朝一夕に

作れるものではありません。車椅子

に乗っている方を無言で介助するの

ではなく「動きますよ」とか声掛け

をするなどは最低限の気遣いです。

相手の立場に立って動作ができる人

である事が介護員として大切で、そ

ういった所に運営会社の方針が反映

されます。反対にスタッフが少なく

て笑顔もなく走り回っているのは職

員不足が考えられます。職員と入居

者様の人数、夜勤帯の職員の人数も

確認してください。（介護職員の常

駐は高齢者住宅では義務付けられて

いませんが、常駐している住宅の方

が安心であると言えます。）

ホール・食堂：まずは清潔で掃除が

行き届いているかをチェックしまし

ょう。意外と壁と床のとり合いの部

分に埃が溜まっていたりします。整

理整頓されているか、貼り物は曲が

ったり破れていないか、カレンダー

も前の月のままではないでしょう

か。嫌な臭いはしませんか。臭いは

ゴミ箱での処理が悪いかおむつが汚

れたままになっている等が考えられ

ます。関係ないように見えて実は介

護の良し悪しに密接に関わっていま

す。ホールは時間帯によって雰囲気

が変わる場所です。食事時に見学に

行くと食事の内容も観る事が出来て

一石二鳥ですね。中々何度も見学に

行く事は出来ませんが曜日や時間を

変えて見学に行くことで、入居者様

が自由に住宅内で過ごしているか、

お部屋に閉じこもったままではない

か、面会者は多いかという事が見え

たりします。

入居者様：認知症の方やご高齢で体

が不自由な方の中には、中々感情を

表情に表すことが出来にくい方もい

らっしゃいます。それでも職員との

関わりを見ていたら嫌そうにしてい

るのか信頼しているのかとか、表情

が穏やかだとか楽しそうだとか硬い

とかなんとなく分かります。住宅の

職員に許可を得て直接話しかけてみ

てもいいと思います。

その他：居室の広さや清潔度、トイ

レ・お風呂の掃除が行き届いている

かも見ましょう。

　部屋に緊急通報装置があるのか、

介護員の研修はやっているか、無資

格者はいないか、行事やイベントの

有無、通院時の料金や緊急時の対応

についても聞いておくといいでしょ

う。

　外出や外泊の自由度も要チェック

です。高齢者住宅に住んだとしても

出来るだけ元気で長生きしたいもの

です。中には介護予防や認知症予防

の取り組みをしている住宅もありま

すので確認しましょう。さらに、訪

問介護を同じ事業所で運営している

場合には、利用者一人に対し介護員

一人の対応がきちんと出来ていると

いう説明があるところの方が信頼で

きます。

　高齢者住宅に住むことになったか

らと言って、今までの暮らしが全く

出来なくなるという事でもありませ

んし、もちろん人生終わったと考え

る事もありません。ですから介護が

必要になって自宅で住めなくなった

時でも、諦めずに自分が自分らしく

いられるための居場所を探すことが

大切です。こちらに挙げたポイント

が出来ていないからと言ってすぐに

悪い住宅という事ではありません。

自分に合った高齢者住宅はどういう

所なのかを見極めるための参考にし

ていただけましたら幸いです。様々

な事情で自宅に住んでいられなくな

った時に、大切な家族、又は自分

が、安心して終の棲家として住む事

になる場所です。後悔しないように

元気なうちから意識しておくと、い

ざという時に慌てないですみます。

皆様が高齢になられた後もお元気で

心豊かに過ごせますよう心よりお祈

りいたします。

15
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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

̶̶̶ 配偶者の不貞行為による離婚と慰謝料請求について ̶̶̶
　私は、旭川市内に住んでいる65歳の経営者です。実は、昨年、還暦を迎えた妻が、隣の家に住んでいる

61歳の男性と不倫関係にあることが判明したのです。当初は、妻とその男性が別れてくれるのであれば夫

婦関係を続けたいと思っていました。しかしながら、妻とその男性の関係は、その後も続いています。

　そこで、妻と離婚して、新たな人生を送りたいと考えるようになりました。このような場合に離婚する

にはどのような方法があるのでしょうか。

　また、隣人男性は、退職したばかりで、退職金をはじめ相当な金額の財産を持っていることから、この

男性に対しても慰謝料を請求したいと考えています。（旭川市　Ｂさん　65歳経営者）

　今回は、配偶者の不貞行為（浮気）を理由とした離婚についてのご相談です。近時、あらゆる年代にお

いて離婚の件数が増加していますが、今回のご相談のような配偶者の不貞行為を理由とする離婚は、その

中でも多数を占めているのが現状です。

　まずは、離婚するための手続について確認しておきましょう。離婚の手続（方法）には、主に①協議離

婚②調停離婚③裁判離婚の３通りの方法があります（なお、家庭裁判所の権限で離婚を成立させる審判離

婚という手続もありますが実際には、ほとんど利用されていません）。

　そこで、日本国内で離婚する夫婦の場合、これらの３つのうちのいずれかの手続で離婚をすることにな

ります。

①協議離婚

　協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚を決定し、離婚届にお互いが署名押印して役所の戸籍係に提出

して成立します。離婚全体の約90％はこの協議離婚が占めています。 

　夫婦間の話し合いによって離婚の合意ができない場合は、②調停離婚③裁判離婚のいずれかの方法で

離婚することになります。なお、いきなり離婚の裁判を提起することはできず、まずは調停をする必要

があります（調停前置主義）。

②調停離婚

　調停離婚は、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、調停委員の立会いの下、話し合

いをし、お互いが納得した場合に離婚が成立します。　

　しかしながら、何回調停を行っても合意に至らない場合は調停が不成立になってしまいます。調停離

婚は、離婚全体の約９％程度です。

③裁判離婚

　裁判離婚は、調停でも離婚が成立しなかった場合の最後の手段です。この場合、一方が離婚に同意し

なくても、法律に定められた離婚原因がある場合には、離婚を認める判決が下されます。

　そして、法律に定められた離婚原因の典型例として、配偶者の一方の浮気（不貞行為）があります。

　したがって、相談者Ｂさんの場合、夫婦間の話し合いや離婚調停によっても、離婚の合意に至らなか

った場合においても、裁判によって離婚できる可能性が高いといえます（もっとも、裁判においては、

不貞行為の存在を証明しなければなりません）。

　さて、次に、配偶者と不貞行為をした相手方に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

　わが国においては、配偶者の不貞行為を根拠としてその相手方に対して、他方配偶者が不法行為（民法

709条）に基づく慰謝料請求をすることができるというのが、一貫した判例となっています（最高裁昭和

54年３月30日判決参照）。

　もっとも、実際に裁判で認められる慰謝料の金額は、一般の方々が思っているよりも低く、50万円から

150万円くらいの間の場合が多くなっています。　

　本件の場合、Ｂさんは、隣人男性に対して慰謝料請求をすることが可能であるといえます。

　わが国の婚姻制度が一夫一婦制をとり、不貞行為が離婚原因とされていることに照らしても、不貞行為

は断じて許されるべきものではありません。Ｂさんが、妻と離婚するのであれば不貞行為の相手方である

隣人男性に対しても慰謝料の請求を検討してみるのが良いでしょう。
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平成28年度

税制改正
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　日本の働きの特性は「ものづくりは、人づくり」

とする風であるとか、“今治タオル”や“おもてな

し”のように“もの”を超えて一見の客を顧客に変

える技術力と品質管理等々だ。いずれも海外の様子

とは、右と左。それがどこから起きるのか。それ

は、日本語の文字種と読みが引き起こす複雑さから

だと考える。

　日本語には漢字、ひらがな、カタカナ、アルファ

ベットという文字種に加えて、漢字には音訓併せて

２つか３つの使い方がある。音訓の使い分けもする

ものだから、母国語が日本語であれば、生まれなが

らに４つの文字種＋音訓３つの７つの疎通手段を使

いこなす宿命を背負っていることになりそうだ。

　その日本語は、同音異義語も山ほど抱えている。

なじみのあるところでは「橋、箸、端」。パソコン

入力時の変換作業に辟易した経験は誰しもあると思

うが、この変換作業、適切な言葉を選ぶには前の文

脈をしっかり捉え、後の文脈を推測できないとうま

くいかない。「端」のところを「橋」と取り違えて

しまうと、後の話が続かない。的確な変換作業には

それだけ言葉の蓄えも必要だ。それについても１つ

文字種の印欧語（英仏伊等）では５千語ほどで済む

ところ、日本語は約４倍半の２万３千語必要だとい

う。言葉は識別の必要性から生まれているので、日

本語では会話に４倍半の識別力を活用している、と

なりそうだ。

　識別と観察は裏表だから、これは「観察力が高

い」ともいえそうだ。この観察力の高さが品質管理

に効いているのは勿論だが、識別や観察を行う時に

は必ず何か基点となるものが必要だ。そこで日本語

では話を聞くとき、「イメージを描く」ということ

をする。相手は何を伝えたいのか。そのイメージが

素早く作れると、話が早い。俗に「ツー・カーの間

柄」といわれるのは、このイメージが共有できると

生まれる現象。「イメージ」を、ズレなく容易に描

くには、相手の心からこちらを眺めることにつき

る。これを体得すると、素早く相手に寄り添う疎通

スタイルが身につき、“おもてなし”も歓待を超え

た質の高い充足感の提供で、客を顧客に変えるので

ある。

　昨今、復活の兆しもあるが社内運動会や社歌、社

訓唱和の朝礼／体操等の組織単位の集団活動は、組

織としてのイメージ共有を活性化し、活動の効率を

上げることに効果的な管理手法だというのが私の見

方だが、１つの文字種で考える欧米では理解できず

に、個性を無視した集団活動と映ったのも分かるよ

うな気がする。日本語は、１つ文字種の人々にはな

じみの薄い、心理と認知の仕組みで成り立っている

のだ。

　2013年OECDが参加国・地域を対象に行った、

通称“大人学力”というテストがある。テストの結

果、国語と数学では日本は断トツトップ。この結果

に米英仏は自国の学習指導要領を見直したという。

この調査は学歴の高低とは関係なく行われたという

から、被験者の共通項は「日本語」となりそうだ。

　国際公用語として英語も重要。しかし、日本語に

も見捨てておけない「力」がある。

㈱アルティスタ人材開発研究所代表　玄 間 千映子
日本語の「力」日本語の「力」

㈱アルティスタ人材開発研究所代表。國學院大学卒。米インマヌエル大学大学院卒後、米スタンフォード大学ビジネススクール修了。

財団法人日本船舶振興会(現日本財団)役員、国会議員各秘書を経て1994年に前身の(有)アルティスタを設立し代表に。2006年現社名に改組。日本大学大学院非常

勤講師、（財）港湾空間高度化環境研究センター監事などを兼任。著書に「ジョブ・ディスクリプション一問一答」「リストラ無用の会社革命」など。

玄間 千映子（げんま・ちえこ）

一般区域貨物自動車運送事業・建設機械資材運送・引越・除雪・事故車故障車の救出作業

〒079-8452 旭川市永山北２条11丁目36番地5

TEL（0166）47-6245番　FAX（0166）47-6092番

営 業 種 目

事故車・故障車の救出作業の御用命は…

TEL（0166）47-6412
24時間営業
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産業カウンセラー　柏 木 勇 一

言葉から生まれる「良好な人間関係」言葉から生まれる「良好な人間関係」

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、日本産業カウンセラー

協会認定キャリア・コンサルタント、家族相談士、交流分析士。

　30代になったＭさんは、自動車部品メーカーの生産

管理部門に配属されて４年。仕事にも慣れて同僚や上

司の信望も厚く、将来も嘱望されていた。ただ、でき

る人間にありがちな傲慢さがないわけではなかった。

　半年前、20代後半のＡさんが生産現場から異動して

きた。現場よりも幅広い視野が求められる。そこはＡ

さんもまだ苦手な部分だった。しかしＭさんは、早く

成長してほしいという思いから「何も知らないのか」

「それじゃ使い物にならないぞ」と厳しい言葉を投げ

てきた。Ａさんは、ここが頑張りどころと対応した

が、なかなかＭさんの期待に応えられず、むしろＭさ

んへの嫌悪感が強くなっていった。

　そんなＭさんだったが、休憩時間にたまたま姿がな

かったＡさんについて、「あいつは覚えは遅いが熱心

な奴だ。時間はかかるかもしれないが戦力になる」と

語った。何気なく語られた言葉だったが、それを耳に

した仲間は、Ｍさんにも本当は心優しい部分があるな

と思い、Ａさんにも伝わった。それを聞いたＡさんも

まんざらではなかった。そして職場で顔を合わせた

時、いつもミケンにしわを寄せていたＡさんの表情や

まなざしも、やわらかく変わっていった。

　

　ひょっとしたら関係が悪化したかもしれないＭさん

とＡさんだったが、「本人のいないところで褒める」

ということが親密になるきっかけを作った。ここには

現代の心理学が認める技法が隠れている。「人は相手

が嫌いだから嫌悪の言葉を語るのではない。嫌悪の言

葉を語るから相手を嫌いになる」という考え方であ

る。裏返せば、この事例のように「好感の言葉で語る

から相手との仲間意識が生まれる」ということ。

　もちろん、Ｍさんがこの技法を知っていたわけでは

ない。職場の仲間も同様だろう。実は、この本人のい

ないところで褒めることを続けていくと、いつの間に

か本人の心の中から嫌な気分が消えていく、心が洗わ

れるという状態になる。指導の時の厳しい言葉だけで

は嫌悪感を生んでしまうが、この技法を使うと好感と

いう関係になる。

　後輩を指導する際の注意点を相談してきたＭさんだ

ったが、このような職場でのエピソードを聞き出し

て、Ｍさんの良さを指摘した。今のままでいいよ、と

肩を押した。その上で、褒め言葉や好感を感じている

という言葉を伝えることができなくても、心の中で唱

えることを日常化することでもいい、とヒントを伝え

た。

　職場ではどうしても好きになれない人はいる。それ

でも、その人の姿を思い浮かべ、長所を見つけて、

「あの人のこんなところは良いな」と唱えることはで

きるはず。発せられた言葉だけではなく、心の中で語

る言葉にも、人間関係を悪化させない力があることを

ぜひ知ってほしい。私たちが毎日交わしている言葉も

使い方ひとつで気分も雰囲気も変わる。言葉の魅力で

あり魔力とも言えよう。だれでもいますぐ実践できる

はずだ。

　もうひとつ真面目なＭさんに、ぜひ身につけてほし

いポイントを伝えた。それは言葉だけではない表情や

仕草の大切さ。例えばＡさんの熱心さを言葉では語れ

なくても、うなずきや態度、雰囲気でも伝わることも

アドバイスした。良好なコミュニケーションのひとつ

の法則として理解している人が多いと思う。

厳しい先輩にも優しい一面が隠されていた

本人のいないところでの褒め言葉で嫌悪感が消えた

言葉以外のメッセージも大事に
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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。(H28.3.5〜H28.10.7)　

新旭川地区

TEL 26-2223

FAX 26-2223

愛別支部

TEL 01658-6-5398

FAX 01658-6-5398

東光地区

TEL 65-1067

FAX 65-1067

当麻支部

TEL 84-5525

FAX 84-5107

東光地区

TEL 82-2419

FAX 82-2458

東旭川地区

TEL 36-8787

FAX 35-1502

東光地区

TEL 92-3427

流通団地地区

TEL 74-5961

新旭川地区

TEL 73-3919

FAX 73-3676

流通団地地区

TEL 73-7484

FAX 30-1305

 豊岡地区

TEL 33-1114

FAX 33-1314

アフラック代理店 高平賢一〈保険媒介代理業〉

　〒070-0027　旭川市東7条9丁目1−1

　代　表　者　　高　平　賢　一

㈱なぎさ〈飲食業〉

　〒078-1412 上川郡愛別町字厚生259番地

　代　表　者　　矢　部　福二郎

㈲エンドレスカンパニー〈小売業〉

　〒078-8372 旭川市旭神2条4丁目9番6号

　代　表　者　　長　勢　　　均

㈲ニッセイ旭川〈廃棄物処理業〉

　〒078-1304 上川郡当麻町4条西3丁目6−35

　代　表　者　　小　西　和　洋

㈱大雪葬祭〈葬祭業〉

　〒071-1423 上川郡東川町東町2丁目2番15号

　代　表　者　　髙　橋　徳　松

㈱メディカルセンス〈医療機器販売業〉

　〒078-8251 旭川市東旭川北1条1丁目2番4号

　代　表　者　　稲　田　良　輔

㈲新和農機販売〈その他の機械器具卸売業〉

　〒071-0215 上川郡美瑛町扇町152番地54

　代　表　者　　佐　藤　和　生

㈱ゆとり北海道〈飲食業〉

　〒079-8416 旭川市永山6条10丁目6番2号

　代　表　者　　小　林　大　祐

㈱奥山内装店・旭川支店〈その他の職別工事業〉

　〒070-0022 旭川市東2条2丁目2番3号

　代　表　者　　奥　山　寿　男

合同会社 ライフ＆ビジネスサポート〈機械器具小売業〉

　〒079-8414 旭川市永山4条12丁目3−19 

　代　表　者　　中　川　　　充

㈱松村建板加工所〈建築板金業〉

　〒078-8234　旭川市豊岡4条8丁目8−19

　代　表　者　　松　村　勇　治

㈱サントラスト〈産業用機械器具賃貸業〉

　〒079-8416 旭川市永山6条6丁目3番6−2号

　代　表　者　　山　田　隼　人

㈱能澤自動車〈自動車整備業〉

　〒078-8233 旭川市豊岡3条4丁目5−26

　代　表　者　　能　澤　悠　多

イーアステック㈱〈その他の職別工事業〉

　〒079-8412 旭川市永山2条1丁目3−10

　代　表　者　　吉　田　隆　行

㈱ユウキ〈解体工事業〉

　〒079-8442 旭川市流通団地2条5丁目46番地

　代　表　者　　石　橋　優　樹

㈱旭川環境リサイクル〈産業廃棄物処理業〉

　〒071-0172 旭川市西神楽南2条4丁目252−68

　代　表　者　　安　藤　　　賢

㈱パールライン〈一般貨物自動車運送業〉

　〒079-8444 旭川市流通団地4条5丁目31番地1

　代　表　者　　宮　本　克　弘

税理士法人 旭川綜合会計事務所〈税理士事務所〉

　〒078-8213 旭川市3条通19丁目左1号

　代　表　者　　一　条　邦　彦

㈱北洋タイル〈タイル工事業〉

　〒070-8011 旭川市神居1条10丁目1番10号

　代　表　者　　美　浪　利　光

アイト産業㈱〈製材業、木製品製造業〉

　〒078-1304 上川郡当麻町4条西4丁目9−1

　代　表　者　　佐　藤　匡　男

㈱Ｂｅクリーン〈清掃業〉

　〒079-8418 旭川市永山8条11丁目6番

　代　表　者　　加　藤　千　善

流通団地地区

TEL 85-7495

FAX 85-7497

 豊岡地区

TEL 34-4336

FAX 56-5731

流通団地地区

TEL 49-6077

FAX 49-6088

流通団地地区

TEL 40-4155

FAX 40-4156

西地区

TEL 85-6688

FAX 85-6770

流通団地地区

TEL 74-6788

FAX 74-6951

東地区

TEL 35-1375

FAX 35-1373

西地区

TEL 61-3006

FAX 61-3181

流通団地地区

TEL 58-8133

FAX 84-2141

流通団地地区

TEL 40-3230

FAX 40-3235

※第30回「法人会全国青年の集い」北海道大会にあわせ
て、青年部会の会員増強に努めました。お陰を持ちま
して45名もの新しいメンバーが加わりました。

●親　会

　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（水）（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）。
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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

４月　Ａｐｒｉｌ

５月　Ｍａｙ

６月　Ｊｕｎｅ

７月　Ｊｕｌｙ

８月　Ａｕｇｕｓｔ

９月　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ

道法連青連協正副会長会議

第11回法人会全国女性フォーラム〈福島大会〉

第１回理事会 

道法連青連協全道部会長会議

青年部会定時総会／女性部会定時総会／合同懇談会

東・中女性部会合同幹部会議※

通常総会／税務講話／懇談会

第30回｢法人会全国青年の集い｣北海道大会旭川幹部会議※

東・中女性部会設立30周年記念式典／祝賀会※

道法連青連協正副会長会議／定時総会／懇親会

第30回「法人会全国青年の集い」北海道大会旭川幹部会議※

道法連青連協正副会長会議／懇親会シミュレーション

親睦チャリティーゴルフ大会

青年部会親睦ゴルフ大会／ビールパーティ

東・中合同研修会【経営力向上のヒント 実務セミナー】※

東・中合同事務局連絡会議※

役員研修会／名刺交換会※

第30回「法人会全国青年の集い」北海道大会旭川幹部会議※

第30回「法人会全国青年の集い」北海道大会旭川実行委員会※

東・中合同第１回広報委員会※

第30回｢法人会全国青年の集い」北海道大会旭川幹部会議※

道法連青連協全道部会長会議

第30回「法人会全国青年の集い」北海道大会旭川幹部会議※

第30回「法人会全国青年の集い」北海道大会大会資料の袋詰め※

第30回「法人会全国青年の集い」北海道大会

第53回北海道法人会税制改正提言全道大会〈函館大会〉

５日(火)

14日(木)

　18日(月)

　22日(金)

17日(火)

　19日(木)

　24日(火)

　27日(金)

１日(水)

  10日(金)

　28日(火)

５日(火)

７日(木)

16日(土)

26日(火)

　28日(木)

１日(月)

　２日(火)

８日(月)

　９日(火)

　17日(水)

　23日(火)

　25日(木)

５日(月)

８日(木)

９日(金)

　29日(木)

▲青年・女性部会合同による懇談会

▲通常総会懇談会の様子

▲ゴルフ大会の様子

▲名刺交換会の様子

▲函館大会懇親会の様子
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地域
逸品

１．永山村の誕生

　永山を語る上において、永山屯田を外して語ることは出来ない。

　明治21年上川屯田の設置が決定され、明治23年９月20日付の北

海道庁令により上川郡永山村・旭川村・神居村の三村が一緒に誕生

した。

　「永山」の村名は屯田兵司令官永山武四郎将軍の姓をとったもの

で、明治21年に明治天皇よりその名を受けたものと伝えられてい

る。

　当初、400戸の屯田兵とその家族2,045名が荒野を切り拓き困難

辛苦に耐え、今日の永山の礎を築いた。昭和29年11月町制が施

行。昭和36年４月旭川市と合併した。

２．永山地区の発展と課題

　屯田兵及びその家族のご苦労により豊かな土地が拓け、農業と商

業の二本の柱が支え合って、永山は物心共に豊かな街へと発展して

きた。昭和50年代後半から昭和60年代には地域の急速な発展は目

に見張るものがあり、人口４万人に達しようとしてきた。

　しかし、地域の発展に伴いいろいろな課題も見えてきた。収穫感

謝祭の位置づけの「農業まつり」は農家人口の減少に伴い縮小を余

儀なくされた。更に商業においても大型店の進出等に伴い規模縮小

の一途をたどり昭和38年から永山商工会などが中心となって実施さ

れてきた「永山夏まつり」も縮小しなければならなかった。

　更に、近々に開基百年を迎えるにあたり、開拓に血と汗と魂を傾

けられた屯田の尊き魂の伝承や貴重な文化遺産の承継をどうすれば

良いのか。又、旧永山住民と新たに住民となる人々とのコミュニケ

ーション醸成を行い、地域住民の一体化を目指す手法を模索してい

た。

３．永山屯田まつり誕生までの経緯

　昭和60年10月頃から、屯田に関わるイベント立ち上げを検討す

る会議が、永山地区の有志や屯田二世会を中心に旭川市も関与し開

催されるようになった。又、旭川市は平成２年の夏に開基百年記念

事業の一つとして各地区ごとに住民主導のイベントを実施するよう

取り組んできた。「屯田まつり」はその市の取り組みを先取りする

形で実施された。

４．永山屯田まつり事業の推移

　第１回　昭和61年「旭川屯田まつり」として二日間開催。永山地

永山屯田まつり
30年の軌跡
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区小・中学校の吹奏楽、バトンガール、旭農工

生が扮する屯田兵、開拓当時の生活服の一団、

各婦人部踊り団体等、約900人が参加。尚、第１

回「旭川屯田まつり」終了後実行委員会にて事

業の反省と今後の方向性を検討した結果、第２

回目より「永山屯田まつり」に名称変更するこ

とが決まった。

改称理由概略

・歴史に忠実な名称が好ましい（屯田兵第三大

隊各中隊の所在地）

（第一・第二中隊〜永山）・（第三・四中隊〜

東旭川）・（第五・六中隊〜当麻）

・屯田兵司令官　永山武四郎将軍の遺族からの

要望があること。

・東旭川地区はこのイベントに消極的で、開基

百年までには充実が困難であること。

・屯田兵出身地の生活、習慣、文化等が異なり

一元化が難しいこと。

　昭和63年に「永山屯田音頭」の決定。「屯田

の歌と踊り」検討委員会の設置。「屯田音頭の

公募」。19点の応募があったが、「屯田の歌と

踊り」検討委員会の選考を経て、実行委員会正

副委員長会議にて決定。

　第３回から「あんどんパレード」の実施。第

４回「開基百年記念事業」。第６回より「旭川

夏まつり」に屯山あんどん参加。第10回記念事

業として、全道一の締太鼓（直径９尺・胴約８

尺・長さ11尺５寸）「永山屯山太鼓」を導入

し、ほぼ現在の「永山屯田まつり」の原型が出

来上がった回であった。第13回「永山屯田まつ

り」西流し（せせらぎ通りあんどん運行）が運

行された。

　第20回目、20周年記念事業として上川管内市

町村の郷土芸能・あんどん招聘・特産品展示即

売会等の事業開催。「永山屯田まつり20年の軌

跡」記念誌作成。

　第24回より第29回まで会場等の都合により

「あんどん西流し」は運行休止となり「あんど

ん東流し」の開催二日となったが、会場が「お

まつり広場」一ヶ所となったことに起因して、

街商組合等の日中からの出店・「あんどんデモ

ンストレーション開催」等の努力により、第

一・南西・南等市民委員会から、遠方すぎると

のご批判もいただいたが、今までにない集客と

まつりの盛り上げに繋がった。

　本年、第30回記念の年となり、出演団体、準

備事務局、市民委員会・町内からのボランティ

アの方々も高齢化を極め、事業承継も進まない

状況下、実行委員会正副委員長会議が打ち出し

た方向は「記念になる事業」ではなく「記憶に

残る事業」。マンネリと呼ばれようが、準備す

る人、支援する人、出演する団体、関連する人

たち全て、第30回があって今日があると言われ

るような事業を行いたいということであった。

　「あんどん西流し」復活。「永山屯田盆踊

り」との共催。「音楽パレード」・「管内太鼓

の共演」の開催。「永山屯田音頭」復活。それ

と北海道に「永山屯田まつり」ここにありとの

広告活動に重点をおいた宣伝活動。全道から永

山に観覧者が増えることを願い、まつりの継続

を祈り「第30回永山屯田まつり」は三日間の開

催を終えた。最終日、メイン事業「あんどん東

流し」は豪雨と激しい落雷の中、安全のため苦

渋の判断により中止となった。

　中止を告げた時の出演団体の何人かは、無念

の表情を浮かべ、「来年こそ」はとつぶやい

た。　
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