
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おかげさまで創業５５周年 

日 時 
令和 4 年 1 月 22 日(土)  

16 時 45 分  受付開始 
17 時 30 分  講演会 

18 時 40 分  懇親会 
※経友会役員は、15 時 45 分より役員会 

  17 時 10 分より定時総会がございます。 

会 場 岐阜グランドホテル 
ロイヤルホール 

 懇親会費 1 名様 5,000 円 
※後日ご請求させていただきます。 

定 員 先着 120 名 

▶特別講演 

反社会的勢力にかかわるリスクと企業(個人)としての対応 

オフィスＪＰ２８ 丹羽 幸彦 氏 

懇親会には、ぐるナイおもしろ荘 2021 で

話題のやす子と野田ちゃんの出演が決定! 

〒500-8364 
岐阜市本荘中ノ町１丁目１番地 

税理士法人   

株式会社  

社会保険労務士法人  

TEL．058-275-3550(代) 
FAX．058-275-3557 
E-Mail．info@next-gifu.jp 

TEL．058-275-3555(代) 
FAX．058-275-3556 
E-Mail．info@next-zei.jp 
E-Mail．Sharoushi@next-zei.jp 

行政書士法人      

ＶＯＬ３６８.ＪＡＮＵＡＲＹ.



 
 ２０２２年は『壬寅（みずのねとら）』の年に当たり希望の年と言われています。『壬』は

「妊に通じ、陽気を下に妊（はらむ）」『寅』は「螾(ミミズ)」に通じ、春の草木が生ずる」

という意味があるそうです。そのため『壬寅』は厳しい冬を越えて、芽吹き始め、新しい成

⾧の礎となるとされているようです。私たちはこの２年間、新型コロナウイルスにより今ま

では当たり前であった行動が大きく制約され我慢の時を耐えてきました。感染の拡大は昨年

の秋から急速に収まってきました。何が要因であるかはわかりませんが、日本人古来の教え

である「周りの人たちに迷惑を掛けてはいけない」と云う国民性が要因の一つであるかもし

れませんね。２０２２年壬寅年はコロナ禍から脱却し希望と期待をもって進む年としたいも

のです。 

 自粛中に、ＮＨＫの「最後の講義」という番組の中で、なるほどと感じたことがあります。

立命館大学アジア学⾧出口治明氏の講義の設定であります。大学の講堂で行われたのですが、

１００人程の１０代から３０代の聴講生をＷＥＢ画面に一覧にし、全員ＯＮマイク、ＯＮ画

像にて一人一人の質問に応答形式で講義が行われました。氏の大きな声でもない淡々と話さ

れる声が直接生徒に届き、ＷＥＢ対面で質問に答えられ、お話される様子は、一人一人によ

り説得力があるように見受けられました。ＷＥＢであるからこそ、生徒は臆せずに発言する

ことができ、ＷＥＢだからこそ相手の表情をみて静かに対話することができているのを見た

とき新しいセミナーの方法として、とても良いやり方ではないかと思いました。 

 日本社会のデジタル化は遅れていると言われていますが、このコロナ禍の中でずいぶん進

みそうな様子です。２０００年、今から２２年前、当時シティバンクのジョンリード会⾧が

今後支店は必要無くなるとか、ノキアの会⾧は携帯電話が圧倒的にパソコンを上回るとか、

ソフトバンクの孫氏が２０１８年にコンピュータが脳を上回るとか言われていましたが、今

まさにその通りになっています。おそらく、今後１０年待たずに私たちは海外に旅行に行く

ように月へ出かけることができるようになるでしょう。皆さん楽しみですね。また、宇宙旅

行を企画しておきます。 

今年が良い年になることを祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。 

 本年もよろしくお願い申し上げます。 



あけましておめでとうございます 
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます 

税理士法人 ＮＥＸＴ 
会⾧ 安江靖和 

環境変化が著しい今だからこそブレない経営を! 
バブル崩壊やリーマンショック、東日本大震災、そして新型コロナウイルス感染症の拡大など、これまで私た

ちは幾度となく大きな環境変化を経験してきました。しかし、それらを力強く乗り越えた多くの企業が存在

します。そうした企業に共通しているのは、経営理念や社是に基づき、自社の進むべき道を明確にし、ブレ

ない経営を実践していることです。 

 

人も技術も資金も「経営理念」によりはじめて真に生かされてくる 
パナソニック（旧・松下電器産業）の創業者・松下幸之助氏は、「事業経営においては、たとえば技術力も

大事、販売力も大事、資金力も大事、また人も大事といったように大切なものは個々にはいろいろあるが、

いちばん根本になるのは、正しい経営理念である。それが根底にあってこそ、人も技術も資金もはじめて真

に生かされてくる」と、経営理念の重要性を説いています。 
 
 
 

新年明けましておめでとうございます 
謹んで新年のご挨拶を申し上げます 

社会保険労務士法人 ＮＥＸＴ 

 所⾧ 栗本政彦 
 

 中国の湖北省武漢市で、新型コロナウイルスの感染者が初めて発症したとされる 2019 年 12 月 8 日

から既に２年以上が経過しましたが、昨年末から急激に終息して来つつも、また新しいオミクロン株が発

生し不安なまま 2022 年を迎えることとなりました。 

 昨年は、国民の期待のもと昭和 39 年以来、2 回目となる東京五輪が開催され、選手たちは多くの感

動を与えてくれましたが、残念ながらコロナ禍のもと無観客での開催となり、期待されていた経済効果はほ

とんどないものとなってしまいました。 

 「オリンピックが開催される年には、政変あり」の格言の如く、昨年は新たに岸田内閣が発足し、新たなる

政策に期待するところですがコロナ対策に追われているのが現状のようです。 

 これからは、「新型コロナを克服し、新しい時代を拓く」まさに「WITH コロナ」の時代に突入したと思

います。 

 私たち社会保険労務士を取り巻く環境においても、「働き方改革」にともなう多くの法律改正が施行さ

れ、今後も更なる改正が見込まれております。 

 今年も社会保険労務士法人ＮＥＸＴの職員一体となり、「適切なアドバイス・支援」を発信すること

で、今まで以上に企業のみなさまに信頼される存在になるべく全力で取り組んでいく所存です。 

 本年もどうぞよろしくお願いします。 



消費税インボイス制度と電子取引への対応セミナー 

                      盛大に開催されました 
 

去る１２月２日、３日、７日に「消費税インボイス制度と電子取引への対応セミナー」が税理士法

人ＮＥＸＴ ３階会議室及びＯＫＢふれあい会館で開催されました。コロナ禍でも参加人数が多く、

インボイスや電子取引への関心の高さがうかがえました。 

 第１部では、インボイス制度について消費税の仕組みや請求書

の発行・保存等についてご説明しました。取引先が消費税課税

事業者・免税事業者によって対応が異なりますので注意が必要

です。また、取引先との請求書や領収書等の取り交わしは、経理

担当者だけでなく従業員の方にも影響しますので、どんな制度な

のかを周知するようにしましょう。 

 第２部では、電子取引についてご説明しました。電子取引とは、

注文書や請求書などの書類をインターネットや電子メール等で受

け取った場合や送信した場合に適用される制度です。インボイス

制度と比べて電子取引は該当する企業が多いと思います。自社

にはないと思っていても、詳しく調べると該当するものがあるかもし

れません。どの書類が該当するのか、どのように保存をしていくのか

など、早めの対策が必要です。 

 コロナ禍の中で開催することに不安もありましたが、手指消毒や

体温測定等、皆様のご協力のもと開催することができました。本

当にありがとうございました。 

 参加された皆様には、「制度について理解ができた」「しっかり周

知して対応できるか不安」など、様々なご意見をいただきました。イ

ンボイス制度は令和５年１０月から、電子取引は令和４年１

月から（２年間の猶予期間あり）開始されますので、今のうちに

準備できることはしておきましょう。 

 なお、今回のセミナーにつきましては１月１１

日より NEXT YouTube にて公開いたします。

当日参加ができなかった方はもちろん、もう一度

聞きたいという方はぜひご視聴ください。セミナー

動画に関しては、パスワード入力が必要となりま

す。パスワードは毎月更新しております、NEXT 

YouTube チャンネル情報の閲覧パスワードと同じ

になっております。パスワードを忘れてしまった方は、

監査担当者までお問い合わせください。 

12 月 2 日 NEXT にて 

12 月 3 日 NEXT にて 

12 月 7 日 ふれあい会館にて 

12 月 8 日 岐阜新聞掲載 



【関与先紹介①】 
当事務所の関与先であります、株式会社 ウェイブ様が１１月９日の岐阜新聞に掲載されましたので、ご紹介

させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【関与先紹介②】 
当事務所の関与先であります、関兼次刃物 株式会社様が１１月２０日の中日新聞に掲載されましたので、

ご紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 ウェイブ 
岐阜県山県市 

   西深瀬 179 番地 
☎:0581-22-0115 

HP: 

https://wave-

gifu.themedia.jp/ 

 

関兼次刃物 株式会社 
岐阜県関市西門前町 7 

☎:0575-24-8737 

HP: 

http://www.sekikanetsugu.co.jp/ 
 
 
刀鍛冶 700 年の伝統を受け継ぐ関兼

次は、日本刀の切れ味を現代の包丁

に再現すべく、伝統技術とハイテク

技術を融合して包丁を生産していま

す。 
 



【関与先紹介③】 

当事務所の関与先であります、共立紡機 株式会社様の商品をご紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

税 
NEXT YouTube チャンネル情報 

1 月 1 日より公開予定 
贈与の基礎講座その⑧ ～相続時精算課税制度の活用方法～  

 
事務所営業日 

ＪＡＮＵＡＲＹ                                    ２０２２ 

【編集委員】大塚・浅野・東谷・可児・下斗米 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

      1 

    1 月 5 日まで年末年始休業 

2 3 4 5 6 7 8 

       

9 10 11 12 13 14 15 

 成人の日      

16 17 18 19 20 21 22 

      賀詞交歓会 

23 24 25 26 27 28 29 
       

30 31      

       

お問い合わせ先 

共立紡機株式会社 
岐阜県大垣市南若森町 358 

☎0584-78-2828 

HP: 

https://adlet.kyoritsubok

i.co.jp/ 

 

 

 

オリジナルデザイン作成可

能ですので、ぜひ一度、ご

相談ください! 

トイレ環境を改善して、菌・ウイルス対策をしませんか? 


