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■越後妻有雪花火
３月７日㈯、花火と光のアートで彩る雪の夜の越後雪花火が
開催されました。
2015年は、新十日町市が誕生して10年目。その新たなス
タートを記念して、今年は盛大な雪花火が打ち上げられました。
冬の夜空を彩るのは、雪上花火としては世界最大の三尺玉２発、
二尺玉３発など約1,500発の花火や約２万個のLEDを植えた
光の花畑が演出され、来場者からは花火打ち上げに芸術性やス
トーリーがあり「うわー綺麗」、「感動した」などの声が上がっ
ていました。
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きのとひつじ

「乙未…旧体制の殻を破って創造を伸ばせ」

２年間をふり返る

公益社団法人十日町法人会
会

長

村 山 政 文

２年間の活動をふり返って、総括とお礼そして新年度へのお願いを申し上げます。
会長として、県連・局連・全国大会など様々な会合に出席して各会長さんや役員の皆さんと懇談さ
せてもらいました。皆さんが同様に感じ、考えておられることは、会員減少と財政脆弱化の問題です。
法人会に限らずあらゆる会や組織に共通の課題であり、経済が拡大成長する時代の考え方や組織から
如何にリストラしていくかが問われていることを痛感しました。私は就任に際し「新しい公益法人と
してこれまで以上に地域社会に貢献する団体としての存在が求められている」と考え、第１に組織基
ていしん

盤の強化、第２は組織の活性化、
そして第３は事務の一元化の課題を掲げ「鼎新（包容と自由な造化）」
のテーマで活動を進めてまいりました。この間、会員の皆様、役員、事務局の皆様には深い理解とご
支援をいただきました。誠にありがとうございました。特に事務の一元化については、各地区会総会
に出席し率直な意見交換ができました。その結果、地区会を廃し、親会一本でいくことに決し、事務
会計一元化と新しい体制で平成27年度からスタートすることになります。これまでの地区会総会に替
わる活動報告会や研修会等を開催し、より地区会員の顔の見える活動にしていくことが大切と思って
います。また会費納付について引き続いて口座引落の利用促進をお願い致します。
組織活性化と財政基盤強化については、中々厳しい状況ではありますが、加入率は60％弱で、県下
トップを維持できています。新しい会員加入や再加入等、なお一層の力を入れてお願いしなければな
りません。財政面ではおかげさまで県連・全法連からの助成金が増額されます。当会の福利厚生活動
の成果であり、会社を守り、経営者自らを守る観点からも役員の皆さんを中心に今後とも積極的邁進
をお願いします。青年部会においては、部会員増強で全国表彰を受け、租税教室の開催など多岐に渉
って活発な活動を進めてもらっております。女性部会においても県連女性部会合同セミナーを大盛況
に開催し、県下に「十日町女性部会有り！」と知らしめてもらいました。本当にありがとうございま
した。児玉部会長、岡元部会長はじめ皆さんにお礼申し上げます。
ふり返ると感謝とお礼の言葉以外ない次第ですが、新年度に向けて改めて課題とお願いを記し結び
としたいと思います。
第１に地区会が無くなった新しい体制での活動運営を如何にスムーズに進めるかです。地区の会員、
役員の皆さんとのコミュニケーションを図る事業実施が重要と思います。
第２は、法人会の目的である「税は国家財政の根幹であること」を理解し「企業経営者としての自
己研鑚を図ること」です。財政基盤強化を図りつつ、会員のメリットとして税に関する知識や情報を
得る機会を増やし、企業の財産となる人材育成の場を提供できる企画運営が求められます。
第３は、地域社会への貢献です。これまでの学校への図書の寄贈や福祉施設へのタオルの寄贈、ク
リーン作戦への参加などは継続しつつ、会員企業と経営者が元気になれる活動を行うことが何よりの
社会貢献ではないかと考える次第です。具体的内容は今後の課題ですが、一つ一つ積み重ねて、法人
会への理解と協力を高め、広げていただきたいと念願いたします。
税務署ご当局の変わらぬご指導ご鞭撻と会員各位、役員各位の益々のご発展を祈念申し上げまして、
報告とお礼とさせていただきます。
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税制改正に関する提言

全法連では、平成27年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました。
平成27年度

税制改正
スローガン

○まだ道半ば。 国・地方とも聖域なき行財政改革の推進を！
○厳しい経営実態を踏まえ、中小企業の活性化を図る税制を！
○法人の実効税率を20％台に引き下げ、軽減税率も15％の本則化とする見直しを！
○本格的な事業承継税制を確立し、地域経済を支える中小企業に配慮を！

提言の主な項目
１

国税庁

社会保障と税の一体改革の今後のあり方

①社会保障制度のあり方に対する基本的考え方
②消費税引き上げに伴う対応措置
③財政健全化に向けて
④行政改革の徹底

財務省

⑥今後の税制改革のあり方

２

経済活性化と中小企業対策

①法人税率の引下げ

②中小企業の活性化に資する税制措置
③事業承継税制の拡充

３
４

国と地方のあり方
震災復興

左から

１

行政改革の徹底

①公務員の人員と人件費の削減

２

②議員定数と報酬の削減
地方税関係

①固定資産税の抜本的見直し
②地方税について

する提言」の実現に向け、村山会長及び
小野塚税制委員長が関口市長と川田議長

12月３日、関東信越国税局長「川上尚
貴氏」が来市し、税団会会長である当法
人会村山会長と十日町税務署長室で懇談
を行いました。
会長からは次の主な内容についてお話
をしました。
税団会としての活動状況（納税表彰式
を主催・消費税完納宣言の実施）、法人
会の活動（会計の一元化・会員の増強・女
性部会の県連合同セミナー開催）
、地域
経済の情勢（地場産業、災害復旧工事等
土木関係、大地の芸術祭と観光客誘致等）
左から

を訪れて要望書を渡しました。

水野税務署長、
村山会長、
川上局長

左から 関口十日町市長、
川田議長、村山会長

市長・議長へ要望書を提出

12月５日、「平成27年度税制改正に関

村山会長と関東信越国税局長との懇談

地方自治体への重点項目

横山専務理事、柳田税制・税務委員長、
御法川財務副大臣

右手前から
林長官、佐川次長
左手前から
長谷川税制・税務副委員長、
池田会長、
柳田税制・税務委員長、
横山専務理事

⑤共通番号制度について
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納 税 表 彰 式
国税庁、税務署では、毎年11月11日から11月17日まで
を「税を考える週間」と定め、税務行政への理解と信頼を
高めていただくため、全国で様々な広報・広聴活動が行わ
れます。
十日町税務署管内では、十日町税務署管内税務関係団体
連絡協議会（村山政文会長）と十日町税務署（水野義孝署
長）の主催で、11月13日にラポート十日町において110
名余りの出席者により「納税表彰式」が行われました。
納税表彰式では、税務署長表彰３人、十日町法人会によ
る会長表彰１名、優良経理担当職員表彰６名、十日町青色
申告会連合会会長表彰１名の表彰と中学生の「税について
の作文」９名の生徒が優秀作品として表彰されました。

十日町法人会
受賞者一覧

十日町税務署長表彰
十日町法人会会長表彰

田

村

順

作

小 野 塚

功

小 野 塚

功

高 橋 奈 穂 美
根 津 三 重 子

おめでとう
ございました

優良経理担当職員表彰

公益社団法人十日町法人会監事
〃
〃
㈱

拓

理事
理事・税制委員長

越

〃

涌

井

紀

子

上村建設工業㈱

樋

熊

明

彦

㈱山田屋商店

増

田

武

弘

㈱小嶋屋総本店

瀧

澤

昌

子

㈱フジミック新潟
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第₃₁回 法人会全国大会「栃木大会」
〜 福利厚生制度推進表彰受賞 〜
10月16日、栃木県総合文化センターにおいて全国から
1500名余りが参加して開催され、当法人会からは村山政
文会長が参加しました。
大会では、講演会、平成27年度税制改正提言の報告、青
年部会による租税教育活動の報告及びその年度において顕
著な成果を挙げた県連及び単位会の表彰が行われました。
当法人会は、新潟県では唯一、全国表彰を受賞しました。

経営支援講演会

省の調査データ等に基づき説明された後、「長寿とボ

～認知症を予防し、行動力をアップする食生活～

ケない秘訣～脳を元気にする食生活」としては、バラ

日頃忙しい経営者のみなさんに健康にも気配りをし

ンスのよい食生活の習慣（1日当たり1,650kcal）が

ていただくため、
「税を考える週間」行事の一環として、

重要であり、神経細胞の膜を保護し細胞死を防ぐ効果

11月13日にラポート十日町において、当法人会が主

のあるEPA・DHCが含まれる青魚、アルツハイマー病

管となり日本医療栄養センター所長で医学博士の「井

の原因とされる活性酸素除去作用のある果物、抗酸化

上正子」先生による「認知症を予防し、行動力をアッ

作用のある野菜を意識した食生活と「脳を活性化させ

プする食生活」と題して講演会を行いました。

る趣味を持つ、ジョギングや散歩など適度な運動」、

講話は、
「認知症高齢者の割合と介護が必要となっ

「30 分 以 内 の

た主な原因」
、
「認知症の種類と割合」などを厚生労働

昼寝」等々が長
寿とボケない秘

新春税務研修会・賀詞交歓会

訣だなどと講演
されました。

１月26日、当法人会が主管となり、十日町税務署管
内税務関係団体連絡協議会による新春税務研修会と賀
詞交歓会を初めて実施しました。研修会は、平成27
年度税制改正の大綱について、十日町税務署水野署長
より税制改正の概要等の説明が行われ、廣瀬個人統括
官から所得税関係の改正について、吉田法人税課税統
括官から法人税の改正について説明をいただきました。
研修会終了後、
税団体連絡協議会
による賀詞交歓会
を行いました。

社会貢献活動

児童図書贈呈

地域の子どもたちの安全・安心な居場所として学校
図書館の重要性、また読書により豊かな心の増進に役
立てていただくため、今年も十日町市内の小学校へ児
童図書を寄贈しました。
３月17日、十日町市教育委員会教育長室において、
十日町市内の４小
学校（千手小学校、
橘小学校、松代小
学校、松之山小学
校）へ児童図書
180冊分の目録を
贈呈しました。

十日町法人会だより

（6）

№48

女性部会の活動 第₁₁回 県連女性部会

「合同セミナー」in 十日町

10月 ７ 日 ㈫ 第11回新

当法人会女性部会「岡元眞弓」部会長の開催地挨拶、

潟県法人会連合会女性部

十日町税務署長「水野義孝」様、新潟県法人連合会会

会連絡協議会「合同セミ

長「種田純夫」様の来賓あいさつの後、講演会が開催

ナー」が当法人会女性部

されました。

会の当番で、十日町地域

講演は、大地の芸術祭総合プロデューサー

北川フ

地場産業振興センター

ラム氏による「「美術は地域をひらく」～大地の芸術

「クロステン」において

祭の10の思想～」と題して行われました。

開 催 さ れ ま し た。 県 内

講演終了後、交流会が行われ、オープニングに女性

13単位会155名余りの参

部会会員でもあるソプラノ樋口由佳里さんの歌で始ま

加をいただき、当女性部会員は全員きものを着用し、

り、新保広大寺節保存会の皆さんによる踊り、最後は

抹茶サービスでおもてなし。第1部では、県連女性部

輪になり十日町小唄を全員で踊るなど大成功裡に交流

会連絡協議会「若林千枝子」会長による主催者挨拶、

を深めることができました。

岡元部会長開催地あいさつ

女性部会員全員きものでお出迎え

抹茶サービスでおもてなし

北川フラム氏による講演
新保広大寺保存会による踊り

ソプラノ樋口由佳里の
オープニング
全員で十日町小唄

お疲れ様でした
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学をさせていただきました。近くにある場所で、初め

女性部会研修旅行記

て見たこと知ったこと。雪とともに生活がある私たち

秋も深まった11月18日、小雨まじりの日でありま

にとって、その利用方法で宝になり得る雪の可能性を

したが、女性部会研修旅行にて楽しい秋の一日を過ご

実感してまいりました。先に開催されました「新潟県

してまいりました。
「野の花館」では優しい野の花に

法人会連合会女性部会合同セミナー」十日町開催も無

癒され、身近な野花の美しさや存在感を改めて感じ、

事に成し遂げ、会員一同の大きな自信になりました。

塩沢宿牧之通りを散策。広大な土地に様々な施設を兼

実りのある一日を過ごすことができ更に親睦を深める

ね備えた八海醸造「魚沼の里」では、昨年から稼働し

ことができた

た雪室の見学をさせていただきました。

ことを心より
お礼を申し上

1,000ｔもの雪を利用した氷室型雪室にはまだ大量
の雪が貯蔵され、３年間かけて静かに熟成するお酒が

げます。

眠っている貴重な場所でした。お酒の試飲、粕汁をご



小林房子

馳走になり、魚沼の食材をふんだんに活かした昼食を
いただき、
「越後ワイナリー」へ。ここでも雪室の見
発想・構想、総合的技能）③総合の評価項目を点数制

■ 租税教育活動 絵はがきコンクール

で厳正なる審査を行いました。

租税教育活動の一環
として、小学生の税へ
の関心を高めるため
「第１回税に関する絵

○入選者

おめでとう！（敬称略）

十 日 町 法 人 会 長 賞 津南町立上郷小６年 中 島 穂 香
十日町法人会女性部会長賞

はがきコンクール」を

賞

津南町立中津小６年

渡邊

銀

賞

十日町市立中条小６年

清水雄大

津南町立津南小６年

栁沢英熙

十日町市立中条小６年

青砥空矢

同

津南町立津南小６年

桑原宙舞

同

津南町立津南小６年

涌井綸人

同

十日町市立橘小６年

品田理沙

同

十日町市立馬場小６年

金澤里英

同
銅

町の小学６年生、120点の応募がありました。
２月４日、女性部会正副部会長と中学校の美術講師
奥平百合先生を審査委員長に招き、①税についての理
解度、②描画力（学年の発達、表現への関心・意欲、

■

研修会

〜争続対策〜

小島弥子

金

女性部会（部会長：岡
元眞弓）が主管となり開催しました。十日町市・津南

津南町立津南小６年

賞

倫

■ 社会貢献活動 未使用タオル寄贈活動

２月26日、講師に十日町税務署長の水野義孝

十日町法人会女性部会では、10年以上前からタンス等で

様を迎えて、女性部会恒例の新春研修会を小嶋

保管したままになっている未使用タオルを会員から集め、社

屋和亭において開催しました。

会福祉施設等への寄贈活動を行っています。

演題は「争続対策」、争続とならないための

今年度は、３月４日、十日町福祉会障害福祉サービス事業

相続対策のテーマで、税務署職員としての実体

所「ワークセンターな

験や延納・物納の納税相談実例などを交えた内

ごみ」を岡元部会長と

容の濃いお話をいただきました。

小林副部会長が訪問
し、タオル200枚を寄
贈しました。
左から小林副部会長、岡
元部会長、村山ワークセ
ンターなごみ管理者
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企業訪問

今回の企業訪問は、12月３日、川西地区の㈱松乃井
酒造場を10名の部会員で訪問させていただきました。

■ 第28回 全国青年の集い

秋田大会

〜当法人会青年部会が優秀賞受賞〜

松乃井酒造場は、初代古澤英保（銘柄「澤乃井」古
澤酒造場の次男）が分家して、明治30年に創業した
十日町地域の代表的な地酒として高い人気を誇ってい
る。新潟の日本酒らしく淡麗辛口が特徴の酒で創業以
来、培われた伝統の技を今に伝えている。こだわりは、
ザルによる米の手研き、昔からの和釜での蒸米、機械
に頼らない麹造り、泊まり込みによる、もろみ管理、
吟醸酒以上の酒は全て槽絞り、寒い時期での仕込みな
ど温度管理などにこだわっている。純米大吟醸「英保」
は酒米「越淡麗」を35％まで72時間かけて精米する
などの説

平成26年10月16日、全国青年の集い秋田大会に当

明をいた

法人会から、児玉青年部会長が参加しました。全国か

だきまし

ら2,100人余りが参加し、租税教育活動優秀会の事例

た。

発表、青年部会員増強運動表彰及び講演会が行われま

松乃井

した。当法人会青年部会は青年部会員増強運動表彰で

酒造場は、

優秀賞を受賞しました。

全国新酒
鑑評会で、平成22年（第98回）～平成24年（100回）

■

租税教室研修会

青年部会では、小学生の租税教室だけでなく、中学

と平成26年（102回）で金賞を受賞しており、日本酒
ができるまでの行程やこだわりをお聞きし、松乃井酒
造場の素晴らしさを改めて実感させていただきました。

生の租税教室にも取り組むもうと、10月26日、長岡税
務署で行われた「中学生の租税教室に係る研修会」及
び12月３日行われた中里中学校の租税教室を見学し

■

租税教室

ました。本年度は中

青年部会では、小中学生を対象に租税教室に取り組

学校１校の租税教室

んでいます。今年度は、１月19日より３月中旬まで、

講師を務めるなど租

児玉部会長、馬場副部会長及び宮沢幹事が講師となり、

税教室に意欲的に取

小学校６校、中学校１校の計７校を実施しました。

り組んでおります。

（公社）十日町法人会通常総会のお知らせ

平成27年度

期日 平成27年５月26日㈫ 午後２時より
会場 十日町地域地場産業振興センター【クロステン】

中条小学校

東小学校

吉田小学校

上野小学校

記念講演会（一般公開・入場無料）
△ △

期日
講師

△

演題

平成27年５月26日㈫ 午後３時30分より
㈱ジャーマン・インターナショナルCEO
ルース・マリー・ジャーマン
「世界に誇れる日本の美点
〜日本的なグローバル化を目指して」

十日町法人会だより
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地方法人税が創設されました

地方法人税の概要
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こんにちは

社長さん

ナステビュウ湯の山
社

長

高 橋 樹 男 さん

今回の企業訪問は十日町市松之山にあります、ナステビ
ュウ湯の山様へおじゃましまして、社長 高橋樹男様に
お話をお伺いいたしました。

「ご満足いただける温泉施設を目指して」
☆会社の沿革を教えてください。
高橋社長：
「ナステビュウ」は今年で開業21年目にな
ります。母体は高橋組で、ホテル、ガソリンスタン
ド、旅館を経営していました。これからのライフス
タイルに合うのは日帰り温泉だと思い、当時の高橋
組社長が設立しました。私は元々、高橋組にいまし
たが、７年前に二代目社長を引き継ぎました。
☆日帰り温泉は市内にたくさんありますが、競争も多
く大変だと感じませんでしたか？
高橋社長：今でこそ市内に多くの温泉施設があります
が、21年前はまだ、１、２軒ほど、県内で見てもそ
う多くありませんでした。まさかこんなにたくさん
できるとは思っていませんでした。

度を41℃に下げました。43℃は人が健康に温泉に
入っていただくには少し熱いのです。温泉を運営す

る側として入浴事故は起こしてはならないことです。
それで湯船の温度を下げたのですが、お湯が温いと
お叱りを受けました。また運営の仕組みを変えてい
く中で感覚が合わなくなった古参の社員が辞めてい
きました。これは、大変に辛いことでした。
しかし、仕組みやサービスを変えることで今まで
以上にお客様も増えてきています。一度は離れた常
連のお客様もご理解をいただいて戻ってきてくださ
っています。これからも全てのお客様にゆっくりと
寛いで休んでいただける清潔で快適な環境を提供し
たいですね。

☆社長さんになられてからの苦労話はございますか？
高橋社長：私は観光業、サービス業は初めてでしたの
で仕事の全てが新鮮でした。
反対に従来の運営方法に疑問もでてきました。当
時、ナステビュウではお客様の食べ物の持ち込みを
禁止していませんでしたが、臭いのする食品や漬物
などは持ち込みをお断りすることにしました。お金
を払ってお風呂に入る「銭湯」ではなく、全てのお

客様がゆっくりと寛いでいただける場所を提供しよ
うとしての
ことでした。
常連のお客
様からは随
分とクレー

ムをいただ
きました。
また以前、
43 ℃ あ っ
たお湯の温

館内売店では
人気の温泉ミストも
販売されています

☆どのようなお客様が
多いですか？
高橋社長：やはり地元
十日町のお客様が多いですが、休日になると上越、

小千谷、長岡と全県からいらっしゃいますし、夏は
関東、関西からも多くのお客様がおみえになられま
す。年間10万人ほどです。
また、お湯の温度を入りやすい温度にしたためか、
ご家族でお越しの方も増えました。
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☆宴会プランなどはございますか？
高橋社長：ナステビュウは個人や家族のお客様を大切
にしたいと思っています。以前は送迎をしていたこ
ともあるのですが、今は少し減らしています。ご要
望があればできる範囲で対応しています。
☆松之山温泉の泉質はどのようなものでしょう？
高橋社長：一般には塩化物泉と言われるものです。通
常、温泉は近くに火山があり、そのマグマの熱で暖
められたお湯を地表に引いてくるものが多いのです。
松之山は近くに火山はありません。松之山温泉は地
下5,000ｍに閉じ込められた海水が高圧で圧縮され
て温度が上がり温泉になったと考えられています。
通常は温泉１㎏あたりに１ｇ程度有効成分が含まれ
ているといわれますが、松之山温泉は16ｇも含ま
れています。これは本物志向のお客様には必ず受け
入れられるはずです。
☆社長様が普段から運営に気をつけていらっしゃるこ
とはなんですか？
高橋社長：お越しいただいた全てのお客様に快適な環
境を提供したいと思っています。
掃除、挨拶、整理整頓など基本的な事ができない
となりません。スタッフにも気をつけるように指導
をしていますし、一階の手洗いは今でも私が毎日、
掃除をしています。施設が常に新しいわけにはいき
ませんが、お客様の快適さはソフトの力で解決がで
きると思います。
☆ナステビュウの強みはなんでしょうか？
高橋社長：松之山温泉の泉質が一番です。日帰り施設
が乱立して設備競争になりましたし、もう施設は地
域に十分に行き渡りました。これからは本物志向で
す。松之山の泉質は本物志向の時代に受け入れられ
るはずだと思っています。
また、この建物の暖房は温泉の熱を利用して賄っ
ています。飲料水以外は豊富な地下水を使えます。
初代社長の発案でしたがコスト面では随分助かって
います。館内は食事の施設もありますし、他に５千
冊を揃えたコミックコーナーがありますので、館内
でゆっくりすごしていただけます。

館内には高橋社長の撮った
写真も飾られています

館内のミニギャラリー

☆ブログなどの発信も熱心になさっていますね。
高橋社長：私だけでなく、スタッフも発信してくれて
います。入浴の仕方やマナーなどお客様にご理解を
いただく面でも役立っています。
また発信しているイベントについてはメディアか
らも問い合わせがあります。お客様やメディアの皆
さんに情報を発信していく意味でも欠かすことでき
ません。これからも町の話題や施設の出来事などを
発信していきます。
☆休日はどうして過ごすのですか？
高橋社長：趣味の風景写真を続けていきたいです。全
国レベルの賞を狙いたいですね。
松之山は四季に恵まれて美しい。被写体もたくさ
んあります。住んでいるとわかりませんが、この良
さもお客様から教えていただきました。
温泉めぐりも好きで、今年こそは奥会津の大塩温
泉にいきたいと思っています。
☆最後に会員さんに向けて一言ありませんか？
高橋社長：十日町はたく
さんの温泉施設があり
ます。ゆっくりと温泉
に浸かって体を休める
と、健康増進につなが
ります。日々の健康の
ためにも各所の温泉を
まわるのも楽しいと思
います。

5千冊を揃える
コミックコーナー

温泉への通路
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
温泉ソムリエマスターや温泉入浴指導員の肩書きを持つ高橋
社長。温泉についてのこだわりや楽しみ方も随分お話しいた
だきました。温泉、そしてナステビュウ湯の山にかける情熱
を感じられた時間でした。

インタビューア 法人会広報委員会 関 口 憲 太
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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知識の窓

消費税増税延期
〜 高まるソブリンリスク 〜

AFP（日本FP協会）
中小企業診断士
相続診断士Ⓡ（相続診断協会）

池 田

（GPIF）は、新たな基本ポートフォリオを公表しました。国内

平成27年10月に予定していた消費再増税が、平成29年4月

債券（主に国債）のウエートを大幅に引き下げる一方、国内・国
外株式のウエートを大幅に引き上げる内容は株式市場に大きな

へと1年半延期されました。この決定を受けて、格付け会社の
ムーディーズ・インべスターズ・サービスは日本の政府債務格

サプライズとなり、日本銀行の追加金融緩和と合わせて株価を

付けをＡa3からＡ1に格下げしました。格下げは３年３ヶ月

大きく押し上げました。
今回のポートフォリオの見直しでは、国

ぶり。Ｇ７先進７カ国のなかではイタリアに次いで低い。

内債券のウエートは従来の60％から35％となる一方、国内・海
外株式のウエートはそれぞれ12％から25％へと高まりました。

格下げ理由として、第１に「財政赤字削減目標の達成可能性
に関する不確実性の高まり」、第２に「デフレ圧力の下での成
長促進策のタイミングと有効性に対する不確実性」、第３に「そ
れに伴う中期的な日本国債の利回りの上昇リスクの高まりと債
務負担能力の低下」を上げました。

100

GPIFの基本ポートフォリオ（％）

短期資産

5
11
12
12

80

（ソブリンリスクとは何か？）

60

「ソブリンリスク」とは「国債を返済できなくなる可能性」

40

ソブリンには、「君主、独立国家、主権者」などという意味

があります。ですからソブリンリスクとは、独立した国家に対
する信用リスク、つまり国の信用力を示します。国の信用力を
左右するものはいろいろありますが、金融用語としての「ソブ

隆

60

20
0

変更前

15

外国債券

25

外国株式

25

国内株式

35

国内債券

変更後

国家公務員の年金資産を運用する国家公務員共済組合連合会

リンリスク」は、国の発行している債券が不履行になる可能性

は、2月25日、資産構成の目安を見直して、国内株式の比率を

そがソブリンリスクということです。

％から35％に下げる。会社員の厚生年金との一元化を10月に

を指します。あえて大胆に言ってしまえば、国債の返済能力こ

（ソブリンリスクは「格付け」と「CDSスプレッド」で判断する）
５つの格付け機関が提供する「格付け」が目安

ソブリンリスクを判断する代表的な指標は、
「格付け」と「CDS
スプレッド」
格付けは、信用力を「21段階のランク」で表現している

現在の日本の格付けは、
（ムーディーズ）Ａ1は21段階の５番目

国債CDSとは、国債の債務不履行による元本・利息等を保証し

８％から25％と３倍に増やすと発表しました。国内債券は74
控え、GPIFと同じ資産構成にすることとしました。
（中小企業(個人)の対応策は？）
GPIFはなぜ、基本ポートフォリオ（資産構成割合）を大幅

に変更したのでしょうか？
が低いこと

⑴そもそも国債中心では運用利率

⑵ソブリンリスクが高まってきたから

は、この２つと思われますがいかがでしょうか？

主な理由

ならば、中小企業（個人）の資産運用方針もGPIFに同調す

て貰える保証率で、単位bps（ベーシスポイント：100bps＝

ることが基本となります。中小企業の退職金や個人資産の運用

検索サイトで「国債CDS 10Y」で簡単に検索できます。

期待する

１％）

に対して1億円の保険料を払って保険がかけられているという
事です。

ことが、求められています。

【資産】
の分散
現預金・債券・株券・不動産など

（GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）見直し）
消費税再増税延期と時を同じくして、約130兆円もの公的

年金積立金の運用を担う年金積立金管理運用独立行政法人
参 考

﹁分散投資﹂
で
より効率的な
リターンの
追求を！

国債10年物CDSスプレッドが100の場合は、日本国債100億円

方針を、①投資先を分散する（分散投資）②投資成果は長期で

①図解 ソブリンリスク早わかり （中経出版）
（中空麻奈著 ＢＮＰパリバ証券㈱投資調査本部長
財務省 財政制度等審議会 財政制度分科会 委員）
②国債パニック 逢沢 明（元京都大学助教授）著（かんき出版）
③ジャパン・クライシス 橋爪大三郎（慶応大学教授）
・小林慶
一郎（東京工業大学名誉教授）共著（筑紫書房）

問い合わせ先

【通貨】
の分散
円・米ドルなど

【国】
の分散
日本・アメリカ・イギリスなど

【時間】
の分散
短期・中期・長期など

有限会社サクセスプラン

5年

10年

15年

〒948-0031 十日町市山本町１丁目204
☎025−757−2058
5

0
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新潟テレコムビル４F

絵はがきコンクール
入賞作品展

十日町法人会女性部会長賞

津南町立津南小学校
６年 小 島 弥 子

十日町法人会長賞
津南町立上郷小学校
６年 中 島 穂 香

銀

賞

賞

十日町市立中条小学校
６年 清 水 雄 大

金

津南町立中津小学校
倫
６年 渡 邊

銀

賞

賞

津南町立津南小学校
６年 栁 沢 英 熙

銅

十日町市立橘小学校
６年 品 田 理 沙

十日町市立馬場小学校
６年 金 澤 里 英

十日町市立中条小学校
６年 青 砥 空 矢

津南町立津南小学校
６年 涌 井 綸 人

津南町立津南小学校
６年 桑 原 宙 舞

賞

銅

賞

銅

賞

銅

賞

銅
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