
税理士法人 NEXT 50 周年を記念しての大ゴルフコンペを 4 月 12 日、ぎふ美濃ゴルフ倶楽部に

て開催しました。桜満開のなか 158名のご参加を頂き、40組がビデオカメラに向かって 50周年のお祝

いの言葉を述べてから、ナイスショットを連発？してスタートしました。ドラコンホールではとんでもない飛距

離に驚き、ニアピンホールではあわやホールインワンではないかと思うようなベタピン、チャリティホールではチ

ャリティに協力するために？あえてワンオンさせない方等、楽しいゴルフのひと時となりました。 

プレー後はパターゲームをし本番さながらの意気込みで見事フレッシュレタスをゲットして楽しみました。

表彰式では、成績発表に一喜一憂しながら和気あいあいの中、楽しいひと時となりました。ご参加くださ

いました皆様には心から感謝いたします。また協賛いただきました皆様には本書面をもってお礼申し上げ

ます。 

なお、チャリティホールでの募金は 59,264円となりました。岐阜新聞社を通して寄付をする予定です。 

        

 

参考 

優勝 岐阜商工信用組合 中島 正勝 様 海外旅行券 10万円 

準優勝 株式会社 チェックハウス 草野 哲郎 様 下呂温泉水明館宿泊券 

3位 株式会社 テクオス 尾田 正明 様 レイコップ 

50周年記念 50位 株式会社 サンポーコーポレーション 中村 修一 様 ５０インチテレビ 
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岐阜市本荘中ノ町１丁目１番地 



過ごしやすい季節になりましたが、皆様いか
がお過ごしでしょうか。 
毎年恒例となっております経友会ボーリング

⼤会を本年も開催致します。⽇頃の運動不
⾜解消や社員との交流の場として、ボーリング
⼤会に参加しませんか︖ 
また、本年2月23⽇をもちまして、税理⼠

法人NEXTは創業50周年を迎えることがで
きました。感謝の気持ちを込めまして、豪華
賞品を多数ご用意しております。 

 

当事務所主催の中小企業支援セミナーが３月2９日（水）

にふれあい福寿会館にて行われ、関与先の経営者の方や経

理、総務の方のご参加を頂きました。 

 第1部では当事務所の税理士 田中健一より『平成29年

度 税制改正徹底解説』と題して配偶者控除・配偶者特別控

除の見直し他、の税制改正の内容について説明いたしまし

た。 

 第2部では特定社会保険労務士の小森信雄より『雇用関係助成金を活用した人事労務管理』と題

して、活用しやすい助成金他、助成金活用の注意点等について説明いたしました。 

 第3部では当事務所の中小企業診断士 馬渕智幸より『平成29年度中小企業・小規模事業者関

係政策』と題して IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金等について概要や交付までの流れ等

の説明をいたしました。 

今回、ご参加頂けなかった皆様も、税制改正や、助成金、補助金に興味をお持ちになりましたら、

担当者又は、当事務所までお気軽にお問合せください。 

大変お忙しい中ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご参加頂ける方は、5月19⽇（⾦）までに 

TEL︓058-275-3555までお電話ください。 

⽇時︓平成29年6月3日（土） 
午前10時00分から2ゲーム競技 

場所︓岐阜グランドボウル 
瑞穂市穂積1676 
TEL︓058-326-5122 

受付︓午前   9時30分（現地集合） 
開始︓午前 10時00分 
料⾦︓1人 1,500円 

（ゲーム代込み・ドリンク付） 
※会員・非会員は問いません 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材派遣事業部では、社長様や人事担当者様が抱える、人材に関する悩みを解決します。 

事務職専門で人材派遣業を行っております。ですので専門性の高いサービスをご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■まずはご相談だけでも下さい！派遣についてご説明、ご案内いたします。 

  仕事を探しているスタッフがいます。そのスタッフの力を、御社で発揮させてください！！ 

株式会社 ＮＥＸＴ岐阜 

人材派遣事業部 コーディネートリーダー：坂 

〒500-8364 岐阜市本荘中ノ町 1丁目 1番地 

TEL 058-275-3550 ・ FAX 058-275-3557 

社員の能力不足 

新入社員の早期自己退職 

出産・育児休暇による人手不足 

業務量の増加による人手不足 



 

お問い合わせ先    社会保険労務士法人 ＮＥＸＴ 

電話番号：058-275-3555 



ＩＴツールの新規導入コストが 

１/３に！ 
平成２８年度第２次補正予算で１００億円の補助事業が実施されます！ 

「サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業」のご案内 
 

平成２９年３月３１日（金）より、二次公募の交付申請受付が開始されました。 
 

経済産業省の「サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助金）」は、中小企業者等におけるＩＴツール

（ソフトウェア、サービス等）の導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする事業です。ＩＴ導入

補助金を利用すると、システム導入費用の３分の２（上限額：１００万円 下限額：２０万円）が補助されます。 
 

補助対象となる経費 
 

当事業の承認を受けたＩＴツールのソフトウェア、サービス導入費 

①初期導入費用（ソフトウェア、導入コンサルティング料等） 

②１年分のクラウドサービス等の利用料             など 

※パソコンの購入代金など、ハードウェアにかかる費用は対象外です。 

※交付決定前に導入したソフトウェア等の費用は補助の対象外です。 
 

補助金を受けるにあたっては、いくつかの注意点があります。 

●補助対象者は、日本国内に本社及び事業所を有する中小企業者等です。（ただし、大企業の子会社等は対象外です） 

●補助金の申請は、１補助事業者あたり１回のみです。 

●事務局から認定を受けた「ＩＴ導入支援事業者」から、ＩＴツールの導入支援を受けてください。 

●ＩＴツールの導入による生産性向上の目標を設定して、その目標を達成するための事業計画の作成が必要です。 

●必ず交付決定の後に、事務局から認定を受けたＩＴツールを発注・検収・支払してください。 

●初期導入費用および１年分のクラウドサービス等の利用料は、導入時に一括でお支払いください。 

（導入したＩＴツールを１年未満で解約する場合は、補助金全額の返還が必要です。） 

●補助対象となるクラウドサービス等の利用料は初年度のみです。２年目以降の利用料は補助対象外です。 

●補助事業開始から２０２１年３月まで、毎月３月末にＩＴツールの導入による生産性向上の成果報告（後年 

報告）が必要です。 
 

補助金の交付には、国（事務局）による審査があります。 

お問い合わせ先    税理士法人 ＮＥＸＴ   中小企業診断士 馬渕 智幸 

電話番号：058-275-3555 

実質３０万円以上の案件で利用可能！ 
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一宮市のお茶漬け店 

「ニューヨーク」 

ＴＫＣ岐阜支部旅行で、広島に行きました。

今回の旅行のハイライトは、日本三景の１つ・

安芸の宮島の観光でした。 

この日はやや寒かったですが、快晴でした。

ただ、満潮だったので厳島神社の鳥居近くま

でいけなかったのが残念でしたが。 

今回は、宮島で撮った厳島神社の写真をご

紹介します。 

厳島神社

毎年 4月の第 3土曜日に行われる関祭り

は自治会や子供会、事業所などが作製した大

小 40余基のみこしが夜の街を練り歩き、華

やかさを競う「あんどんみこしコンクール」

が有名です。今年は4月15日(土）に行われ

ました。優勝したのは金龍親友会のあんどん

みこしです。毎年「金龍親友会」と「大門町

自治会」の2強の争いですが、今年はその2

強を脅かすようなみこしも出ており、来年が

楽しみです。みなさんぜひ来年は見に来てく

ださい。 

安江 利至 撮影 

江口 寛純 撮影 

休日に真清田神社でお参りした後、

ずっと行きたかったお茶漬け専門の店

「ニューヨーク」に行ってきました。 

店主は70歳を超えていますが、オシ

ャレな帽子と元気な接客で面白いとこ

ろです。 

高級なお茶と新鮮なお魚で頂くお茶

漬けはリーズナブルで上品なお味でし

た！ 

みなさまもぜひ予約して行ってみて

ください。 
森 進也 撮影 

あんどんみこし 



＜関与先紹介①＞ 

 平成２９年３月３１日（金）の岐阜新聞に株式会社 ケイエムコーポレーション 様の

記事が掲載されましたので、ご紹介させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年４月５日（水）の中日新聞に親和木材工業 株式会社 様の記事が掲載され

ましたので、ご紹介させて頂きます。 

 

ＭＩＮＩ岐阜 

（株式会社 ケイエムコーポレーション） 

 

住 所：岐阜県岐阜市 

西島町１番地７ 

ＴＥＬ：058-215-7732 

ＦＡＸ：058-231-1832 

ＨＰ：http://www.gifu.mini.jp 

 

親和木材工業 

株式会社 

 

住 所：岐阜県各務原市 

須衛町７丁目１７８番地１ 

ＴＥＬ：058-384-8784 

ＦＡＸ：058-370-2859 

ＨＰ： 

http://www.shinwa-m.com/ 

 

 

http://www.gifu.mini.jp/
http://www.shinwa-m.com/


＜関与先紹介➁＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社メイダイ メイダイネット URL http://www.meidai-net.com/ 

〒452-0943     TEL:052-401-0161 

愛知県清須市新清洲６丁目７番地２  TEL:052-401-0170 

 

事務所営業日 
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