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毎月の 《読む実学》 と 《ニュース&データコンパクト》 をあなたへ

■講義ダイジェスト マイナンバー制度への具体的な対応のしかた

■会員お仕事紹介 ASJ渡良瀬ホールディング株式会社 森山 優紀さん

■今月のニュース＆データコンパクト
■経営者のためのインフォメーション

メビウス主宰
浅沼 公子自分人生の充実を！

鳥が選んだ枝

枝が選んだ鳥

（近代陶芸の巨匠 河井寛次郎）

今の仕事を天職と思えるかどうかが、

人生の成功、幸せを決める

この一言に出会ったとき、天恵のように
心に響くものがあった。

鳥と枝との出会いと巡り合い、ごく自然な
巡り合いの内に鳥がその枝に止まり、枝は鳥
を待っていたようにそこにある。この自然な
巡り合いは一方的に与えられたものでもなく、
努力をして作られるものでもない。天の配剤
のようにしっくりとそこにある。

宿命や定めによってその職に就いた場合で
も、その中で自分の資質に合った天職を見つ
けることができるはずである。

“天職”と感じた時、ゆるぎない真摯な確
信とどんな困難も乗り越えていけるエネル
ギーと周囲への感謝の配慮、仕事を磨こうと
する研究心が生まれてくると思う。

【ジョブストーリー】

アメリカ３大自動車メーカーといわれた
クライスラー社の元会長、リー・アイアコッ
カ氏のエピソードである。

ある日家族でレストランに行った。程なく、

ウエイトレスが注文を聞きに来た。料理が
次々と運ばれ、楽しいディナーが終わった時、
そのウエイトレスに彼は言った。

「お料理とても美味しかったよ、ありがとう。

ところで君は何でそんな不機嫌そうな顔を
しているのかね？

ウエイトレスになるのだったら、最高のウ
エイトレスになってくれたまえ。ここは高級
レストランだ。その中で各界の素晴らしい
方々にお目に掛かれるというご縁を頂くチャ
ンスもある。食器も一流。この食器で見識眼
が磨かれ、陶器のコレクターにもなれるだろ
う。それにも増してこの素晴らしい料理だ。
料理は作るだけが仕事ではない。料理を研究
し、料理研究家にもなれるだろう。もっと成
長すれば、飲食業のマネージメントを研究し、
フードコンサルタントになれるかもしれない。

この職場は、君の考え方次第で、可能性の
溢れた他にはない夢の職場だ。もしウエイト
レスが嫌なのなら仕事を変えた方がいいよ。
そうでないと人生がもったいないよ」。

『今選択した仕事を充実させよう』そう
思ったとき、周囲の全てが“可能性”という
ダイヤモンドとなって、きらきらと輝いてく
るだろう。これこそが手ごたえのある人生を
生きることになる。

人生一回性、二度とない自分人生、薄めた
牛乳のような人生を絶対に送らないために、
今の仕事の充実を！と心から願う。



メビウス講義 第167回

マイナンバー制度への
具体的な対応のしかた

去る10月2日、足利市民プラザにて、税理士 富山 広道氏をお迎えし、
メビウス167回『マイナンバー制度への具体的な対応のしかた』を行いました。
ついに始まる「社会保障・税番号制度」（マイナンバー制度）に向けた直前講

義、実務に則した「今なにをすべきなのか」を、時系列でわかりやすく講義して
いただきました。それでは、講義の一部をご紹介いたします。

≪まだ間に合う！10月の具体的対応≫

ポイント１：社員への周知明示

①通知カードの厳重保管の通知

②マイナンバーの利用目的の明示

文書を作成し、各人へ個別に配布・社員食堂や
更衣室などに掲示・またはその両方などの方法
をご検討ください。

（注）この時点で、従業員より「通知カード」の
提示を受けたり、コピーを取る必要はありません。

ポイント2：安全管理措置

①担当者の明確化

・担当者以外がマイナンバーを取扱うことがないように、取扱責任者や事務取扱担当者

など、担当者を明確にしましょう。

②適切な教育

・従業員に対するマイナンバー制度概要の周知など、従業員への教育も大切です。

③物理的・技術的安全管理措置

・シュレッダーなどプライバシーに配慮して書類を破棄できるよう準備

・取扱担当者以外は情報にアクセスできない仕組みづくり

・ウィルス対策ソフトウェア導入、アクセスパスワード設定

・パーテーションの設置や座席の工夫

・鍵付棚の用意 など

≪初めてのマイナンバー取得 11月～12月≫

ポイント１：マイナンバー取得のタイミング

「扶養控除等（異動）申告書」は平成28年度分からは新様式となり、本人及び扶養親族等の

マイナンバーを記入する欄が新設されています。したがって、平成28年度分の「扶養控除等（異

動）申告書」を提出させる時が、従業員から初めてのマイナンバー取得となるはずです。



第168回 会社を守る 社員を守るまず一歩の体験

最新防災体験と3周年を迎える東京スカイツリー絶景のプレミアランチ

10月6日(火)脇田直枝学長と共に、墨田区の「本所防災館」と、

東京スカイツリータウン内にある「東京ソラマチ」30Fのレストラ

ン「ブラッスリーオザミ」で、毎年恒例の外学を開催いたしました。

「本所防災館」は、模擬災害の体験を通して、災害知識や災害時の

行動力を高めることが出来る施設です。体験はツアー形式で、イン

ストラクターの方が1つ1つの場面や動作を詳しく解説をしてくださ

いました。

今回は、煙・地震の模擬体験と応急手当の方法を学びました。 受付にて記念撮影

最高の食材を使った豪快なフランスビスト

ロ料理の「ブラッスリーオザミ」。

本場フランスのエスプリを表現した素敵な

店内で、皆さまお待ちかねのランチタイム。

目の前に迫るスカイツリーを一望しながら、

厳選された食材が彩美しく盛り付けられた

料理を楽しみ、皆様も会話が弾んでいらっ

しゃいました。

美味しい食事と楽しいひと時！
隣はスカイツリー

ポイント2：本人確認

マイナンバーの取得の際には、厳格な「本人確認」を行うことが義務付けられています。

①番号確認 ・ ・ ・ 個人番号は正しいか

個人番号カードまたは通知カード、その他マイナンバーの記載がある住民票等で確認します。

②身元（実在）確認 ・ ・ ・ その番号の正しい持ち主である本人であるか

個人番号カード、その他運転免許証・パスポートなどで確認します。

ポイント3：良くある質問

Ｑ.「本人確認」の際に、通知カードや運転免許証のコピーを取る必要はありますか？

Ａ. 本人確認を行った旨の“記録”や、そのコピーについて残すことは「義務でなく、任意」です。

①.コピーを残す

○ 本人確認の証拠が残る、入力間違いの際修正が可能

△ 安全管理措置をしっかりと取る必要あり

②.本人確認をなにで行ったのか記録に残す（コピーなし）

○ チェック表が証拠になる、管理面での省力化が可能

× 入力間違いの際の照合が出来ない

③.記録やコピーを残さない

○ 管理面での省力化が可能

× 入力間違いの際の照合が出来ない



今月のニュース＆データコンパクト

Ｍ字カーブ緩やかに

一億総活躍社会

自動運転タクシー

2015.10.12 日本経済新聞

2015.10.1 日本経済新聞20年までに実用化めざす

2015.10.12 日本経済新聞

安倍首相は誰もが活躍できる「一億総活躍社会」の実現

に向け、11月末までに緊急対策をとりまとめるよう加藤

勝信一億総活躍相に指示する。人口維持のための少子高

齢化対策や、子育てと仕事との両立支援策などが柱とな

る見込み。

政府は来年初めから、運転手が乗らずに目的地まで乗客を運ぶ自動運転タクシーの実

証実験を始める。乗客の自宅からスーパーまでの間を走り、高齢者などの買い物を支

援する。東京五輪が開かれる2020年までに実用化したい考えだ。神奈川県藤沢市では、

モニターとして参加する約50人の住民を住宅周辺から乗せて、約3㌔の幹線道路を通

出産･子育て期に女性がいったん労働市場から退出する「Ｍ字カーブ」。主要国のな

かでもＭ字カーブが深刻とされてきた日本の風景が変わりつつある。25～34歳の女性

に占める働く人は４人に３人に達し、35～44歳でも過去最高となっている。働き手の

減少をにらむ企業が柔軟な働き方を認めるようになり、保育の受け皿も広がっている

英語表記は…「一億人」省く

りスーパーまで走る。安全面を徹底するため、実験では２人の乗務員が

乗り、不測の事態が起きた場合は乗務員が運転して危険を回避する。た

だ実用化には運転手が座席に座ることを義務付けている道路交通法など

の規制緩和が必要で、政府は法改正に向けた作業を加速する。

柔軟な働き方・保育充実…

ためだ。日本郵政は、結婚や出産などで退職した女性

社員が短時間勤務で復帰できる仕組みを始めた。イオ

ンは千葉市内のイオンモールに初めての事業所内保育

所を開いた。女性の結婚が遅くなっていることも働き

続ける女性が増える一因だ。子育てをしながら働き続

ける女性が増える一方で晩婚化が進んでいるため「Ｍ

字カーブ」が現れにくくなっている。

11月末に緊急対策

政府は改造内閣で新設した「一億総活躍相」の英語

表記を『Minister in Charge of Promoting Dynamic 

Engagement of All Citizens』とした。外国人には

日本の人口規模が伝わりにくいため、英語表記では

「一億人」を省いた。



参院選候補ネットで選出

老後支えるもの

2015.10.1 日経産業新聞

2015.10.15 日本経済新聞

日本にも古くから香道という香りの伝統文化がある。香りにはみやび

な側面がある一方で、においは周りの人に不快感を与えることもある。

2015.10.25 毎日新聞

自民党は来年夏の参院選の比例代表候補を選ぶ際、インターネッ

トによる一般投票で決める方式を初めて導入する。比例候補の一

部が対象で、投票にかける対象者を公募し、その中から候補にし

たい人にネットで投票する。選挙権があれば党員でなくても参加

できるようにする。参院選から選挙権が「18歳以上」に下がるの

老後を支えてくれるのは、子どもよりお金―。名古屋大角谷特任准教授が、日本、

米国、中国、インドの４ヵ国で行われた老後の不安に関する意識調査から、日本人

は家族や持ち家よりも金融資産や年金を重視する傾向があるとの分析結果を米学術

誌に発表した。日本では●貯金などを所有する金融資産が大きい●生活費に占める

年金の割合が高い●年齢が高い●運動する習慣がある―ほど、老後の不安が減ると

された。一方、●子どもとの同居●持家があること●学歴の高さ―は、不安を減ら

してくれないとの結果だった。子との同居が安心につながらないのは４ヵ国共通。

男女ともに配慮必要な時代

若者取り込み狙う

日本人は『お金』

「スメルハラスメント」という言葉もよく聞かれるようになった。香りをとりまく

環境は複雑だ。働く男女を対象に行った職場の身だしなみに関する調査で

「どうにかしてほしいこと」を聞いたところ「体臭」60.4％がトップ。

それに「口臭」57.8％が続き、においに関する項目が上位を占めた。に

おいは、ビジネスや人間関係にまで悪影響を及ぼしかねないということ

か。男女ともに「香り」への配慮が求められる時代だ。

を踏まえ、若者の関心を高めたい考え。ネット投票にかける対象者は、経営者や学

者らを想定している。選挙権がないのに投票したり、１人が何度も投票したりする

のをどう防ぐかなど技術的な課題について対策を詰めたうえで実施する。

『不安が大きいと、将来に備えて貯蓄を過剰なまでに積上げてし、

まい、経済にも悪影響を与える。年金な

どの社会保障制度の果たす役割は非常に

重要だ』と角谷准教授は指摘する。



経営者のためのインフォメーション経営者のためのインフォメーション

ご不明な点は、事務局にお尋ねください！
◆お問合せ先： NPO法人 女性のためのビジネススクール メビウス事務局◆

（栃木県足利市本城2-1901-8 アサヌマビジネスサポート内）
TEL：0284-41-1324 FAX：0284-41-1340 

平成２８年１月に、マイナンバー（個人番号）の利用が開始されます。
今回は事前準備として、通知カードの厳重保管について解説しましょう！

通知カードの厳重保管

マイナンバー 労務ワンポイント

平成２７年の年末調整にあたり、平成２８年分の扶養控除等（異動）

申告書を従業員に提出してもらいます。この時が、マイナンバー取得の

初回となります。この場合、従業員に扶養親族がいる場合には、

本人とともに扶養親族のマイナンバーも記入してもらいます。

マイナンバーの取得時には、本人確認が必要です。この場合、従業員

の扶養親族については、本人確認は従業員が行うこととなりますので、

事業者による本人確認は不要です。

本人確認とは「番号確認」および「身元確認」(顔写真による確認）を

いいます。個人番号カードがあれば、この両方をクリアーできるのです

が、個人番号カードの取得は平成２８年１月以降となりますので、平成

２７年における本人確認は、次の方法となります。

平成２７年における本人確認

「番号確認」････通知カード 「身元確認」････運転免許証等

※したがって、通知カードの厳重保管は、次の理由から必須となります。

① 個人番号カードと引換となる通知カードを紛失すると、個人番号カード

を取得できなくなる。

② 通知カードを紛失すると、本人確認（番号確認）ができなくなる。

上記の理由から、従業員には「通知カードの厳重保管」について
事前通知（通知書・ポスターなど）をしておくことが重要です。



経営には確かな
アドバイザーが必要です。

ビジネスのあらゆる課題に、
豊富な知識と経験で

あなたの身近な強い味方。

ご相談をお伺いするのは…

主宰：浅沼 公子
顧問：関田 恭裕

又は

です。

＜ご相談のお申込み＞

<相談日>
ＡＭ10時
～ＰＭ５時

生命保険のご相談…管理台帳を作りましょう

マネー・ライフ プランのご相談

女性のライフステージの変化…

マネープラン見直しのタイミングです。

ご相談をお伺いするのは…
主幹：三上 洋子 です。

11月10日（火）
<場 所>㈱浅沼経営センター群馬本社

ＡＭ10時
～ＰＭ５時

㈱浅沼経営センター足利本社
<料 金> 無 料無 料

締切り11/12

<相談日>

<場 所>
<料 金>

お電話：０２８４－４１－１３２４ M a i l： o f f i c e @ b s - m e b i u s . n e t

締切り11/9

11月16日（月）

上記の相談日以外でもご相談を承ります。お気軽に事務局までお問い合わせください。

レストランなどで「いらっしゃいませ、○○様」と名前を呼ばれると、少し特別扱いをしても
らった気分になることがありませんか？たくさんの人の雑談の中でも自分の名前は自然と
聞き取ることが出来るともいいます。

『名前』は自分自身が思っている以上に大切なものかもしれません。

大切に使って欲しいから

いろいろな“名入れ”サービス

年末が近づくと、企業名の入ったカレンダーを頂く機会が

増えますが、カレンダー以外にも様々なものに名前や

メッセージを入れることができます！

贈り物の際には名入れサービスが出来るかも調べると

面白いものが見つかるかもしれません。

私も大切に使ってほしいという思いを込めて、来年小学校に上がる姪に

『名前入り色えんぴつ』をプレゼントしました。

花びらにメッセージの入った生花メビウス事務局 大久保 貴恵



〒326-0335
栃木県足利市上渋垂町219-3

TEL ：0284-71-0733
FAX ：0284-71-0889

保険業

ＡＳＪ渡良瀬ホールディング株式会社

営業時間 ：月～金 9：00～18：00
土 9：00～17：00

森山 優紀さん

エリアサポートジャパン（ＡＳＪ）渡良瀬ホー

ルディング株式会社は、損害保険、生命保

険の事務委託を通じて、お客様一人ひとり

のライフステージに合わせた、ご安心いただ

けるプランをご提供させていただきます。

お客様からのご相談を喜びとし、従業員一

人ひとりがお客様とのつながりを大切にした

いと考えております。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

128

問屋団地入口

例幣使街道

定休日 ：日・祝祭日

新幹線 妄想暴走Ｐａｒｔ２
出張帰りの新幹線。自由席でようやく見つけた席に座る。次の駅では中国人観光客が数名乗車

してきた。かなり大きな声で会話を始めたため、本を読んでいた思考は途切れた。これはまま
あることなので、読書再スタート。その５分後に衝撃が走った。

頭上に鉄の塊と思しき物体が落ちてきたのである。真っ赤な顔の中国人が私の顔を覗き込み、
「△※◇◆☆＃・・・」必死に話しかけてくるが、全く理解不能。物体は、ステンレスの魔法
瓶であった。網棚の上でゴソゴソやっていて落としたらしい。私周辺以外は静かな新幹線車内。
ここで騒ぐのも恥ずかしい、と言葉の通じない当該中国人に、私は（無用のトラブルを嫌う日
本人らしく）何故か笑顔を見せ、読書再々スタート。驚いて行動を起こしたのは隣の60代くら
いの女性だった。私の頭に傷が無いか、血が出ていないか、頭皮を懸命に確認し、明日の朝コ
ブができるかもしれない、ズキズキ痛むようなら医者にいったほうがいい、などアドバイスを
何度も続けてくれた。彼女の言葉を受け、私の妄想は暴走し始めた。

数時間経った夜中、吐き気が止まらず、頭痛は激化、意識は朦朧とし、病院に運ばれる。精
密検査で白い影やらできていて・・・原因は落ちてきたステンレスの魔法瓶以外考えられない、
訴えるにも相手は誰かも分からない中国人。私は記憶障害となり、家族が申し出て国際紛争に
発展・・・と留まることを知らない私の妄想暴走。せめて今、英語で「何かあると困るから連
絡先を教えてくれ」と言おうか、いや、むしろ、車掌に言って対処をしてもらったほうが確か
だろうか、など考えているうちに私の降車駅。中国人は既に降りた後だった。

数日経つが何も無く過ごしている。しかし見えない「脳内」のこと。このコラムが後々役に
立つことが来ないことを願う。手荷物ゴソゴソは下でやるべし。 主幹：三上洋子


