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岡会計ニュース

理

念

1. 中小事業者の事業の発展を支援します。
2. 社員は社会に役立つ人間になります。
3. よりよいサービスを創造し提供します。
4. 納税者の生活と権利を擁護します。

県内在住外国人の新鮮な視点で、和歌山の
魅力を語って頂く「クール和歌山」。今回は、
和歌山市役所の国際交流員スティブンズ・マ
シューさんに、和歌山の暮らし、人について、
語って頂きました。

連載：第４回

（き）

紀ノ川の原景に毎日、励まされる

自然がやさしい和歌山
私の故郷の米国ユタ州は、ロッキー山脈や
砂漠などのある自然が厳しい場所です。それ
に比べ和歌山は、自然に囲まれている点では
同じですが、緑が多く、生命力溢れ、やさし
さが感じられます。山と海の「豊かな自然」
と「便利な都会」という２つの面のバランス
がうまく取れた場所です。

Matthew Stevens（スティブンズ・マシュー）さん
和歌山市内外交流課国際交流員
国際・国内交流の推進、在住外国人の支援の他、和歌山市の英会話教室、
英会話ランチ（毎水曜日12～13時、日程要確認）などで市民と交流を深
める。一方、篠笛のアマチュア奏者として演奏会などにも出演している。

そんな素晴らしいところなのに、みなさん
には「和歌山には良いところがない」と思っ
ておられる面があります。良さを伝えていな
いのです。世界のどこか別の場所に住む機会
があれば、すぐに和歌山は素晴らしいところ
だと気づき、感謝することになると思うので
すが…。

やりがいある国際交流
自然と同様、住む人の心もまた、柔らかく
感じられます。和歌山に来てまだ３年目ほど
ですが、地域の一員として受け入れられ、外
国人ではなく一人の人としての居場所を感じ
させてくれる人たちが周りにいてくれ、とて
も感謝しています。
市役所の国際交流の仕事は、大きな行事が
続いたりするととても忙しく、大変な面もあ
りますが、やりがいがある仕事だと思ってい
ます。特に、ホームステイで交流を深めた子
供たちが、ホストファミリーと別れる際に流
す涙を見ると、少なくともこの子たちの間で
は戦争はないと確信します。小さなことの積
み重ねかもしれませんが、間違いなく平和づ
くりに貢献していると実感しています。
和歌山には白浜、熊野古道、高野山など名
所がたくさんあります。その中でも、私が大
好きなのは、毎日の通勤途中にある紀ノ川と
空の原景です。いつも私のことを見守ってく
れているように感じます。
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「企業の 2014 年問題」を上手に乗り切ろう！

ＸＰサポートが終了したら
どうなるの？
Ｗ indows の発売元マイクロソフトが 2014 年の４月９日をもって Windows
XP のサポートを完全終了することは、すでにマスコミ等でも広く取り上げられ
ています。日本国内の稼働する XP パソコンの台数は 2600 万台、特に企業・法
人内で利用されているパソコンの約４割が今でも XP だと言われることから、
“企
業の 2014 年問題”とも言われています。XP が発売さ
れて 10 年以上も経過しており、サポートが終了される
のは仕方のないことかもしれません。私たち利用者に
とって、不安で、イマイチ理解できない「XP のサポー
ト終了」について、詳しく説明してみたいと思います。
アイ・サポート代表 久保田員弘

サポートとは何？
まず、サポートとは何なのか？につい
てご説明します。
OS（オペレーションシステム：パソコ
ンの基礎動作プログラム）はサポートを
通じて、発売後も改良や修正が続けられ
ます。進歩し続ける性能や、新しく発売
された周辺機器への対応、日々手が加え
られているウイルスやハッキング、乗っ
取り技術に継続的に対応しているのです。
パソコンは、インターネットに接続さ
れている状態で「Windows Update」と
いう月 1 度以上の自動更新を通じ、機能
強化や脆弱性が修正さ
れています。私たちが
特に意識せずとも、パ
ソコンは守られている
のです。対応されてい
ない XP パソコンがイ
ンターネット接続する

と、数分経たずに何らかの危機に直面す
るといわれるほど、サポートは重要な役
割を果たしているのです。

ウィルス感染しても問題ない？
「このパソコンには大事なデータが入っ
ていないのでウイルス感染しても構わな
い」という方も結構いらっしゃいます。
しかし、そのパソコンに全く個人情報が
含まれていないといい切れるでしょう
か？ お取引先の名称・住所・電話番号・
メールアドレスは本当にありませんか？
最新のファイヤーウォールが整備され、
ネットワーク内の全てのパソコンに万全
のセキュリティー対策が施されていても、
たった１台の XP パソコンがネットワー
ク内に存在していたために、すべてのパ
ソコンのデータが簡単に持ち出されると
いう事態もありえます。更には、その XP
パソコンが踏み台になり、何らかの犯罪
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に利用される可能性があったら、無関心
でいられるでしょうか？ 会社の社会的
責任が問われるのは当然のことではない
でしょうか？

パソコンが使えなくなるの？
「XP パソコンは、サポートが終了され
た後では使えなくなるの？」との質問に
は、
「使うことは可能
です」というのが答え
ですし、サポート終了
後も、2014 年 4 月ま
でのサポートデータ
は、１年間はインター
ネットを通じて利用可
能です。
しかし、サポート終了後は、新たな脆
弱性は拡大するでしょうし、以前のサポー
トデータをダウンロードするだけでは不
十分なのは明らかです。また、大手ウイ
ルス対策ソフトメーカーは、マイクロソ
フトのサポート終了後も、しばらくは XP
対応を続けるとしていますが、土台であ
る OS に脆弱性があっては対応しきれな
いというのが本音のようです。
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どんな対応策があるの？
一般家庭のパソコンならば買い替えれ
ば済む話でも、企業では今すぐ XP のパ
ソコンをなくしてしまうのは難しいかも
しれません。
しかし、XP のサポート終了を受け、各
ソフトメーカーも対応に動いていますし、
実は最新の OS である Windows8 は、最
低限必要とされている機器要件は XP 時
代のマシンスペックでも動作する可能性
が十分にあり、Windows8 にシステムを
入れ替えが可能かもしれません。
安易な判断をせず、まずはパソコン取
扱店様やメンテナンス会社様にご相談さ
れてはいかがでしょうか？

執筆者：久保田員弘(アイ・サポート代表)
中 小 事 業 所 向 け サ ポ ー ト・ サ ー ビ ス、
HP 作成およびシステム開発を提供して
います。
お気軽にご相談ください。

TEL：073-460-5549
E-ma il：kzkbt@i-sapo.net

ラーメン
ひと昔前から、ご当地ラーメンとして「和歌山中華そば」が有名になりました。
いまやインスタント食品化されたり、土産物として販売されたりと、和歌山を代
表する「名物」といったところでしょうか。
美味い、早いので昼食によく充てますが、私は「和歌山」タイプのラーメンに限らず、
「あの店
美味いよ～。
」と聞くと、行ってみて自分好みの味を探し求めています。
忘れられない味は、もう店も無くなってしまった和歌山市駅地下の中華そば…。もう一度食べ
てみたいものです。
（谷山勝輔）
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「療養補償給付たる療養の給付請求書」について
療養補償給付は、労働者が業務上の原因で負傷したり、疾病にかかり療養（治療と養生
の略で、体を休めて健康の回復を図ること）を必要とする業務災害のときに支給されます。
提出する書式は、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」
（様式第 5 号）を使用しますが、
通勤災害の場合は療養給付といい、
「療養給付たる療養の給付請求書」
（様式第 16 号の 3）
を使用します。

（1）業務上の 2 要件

えて事後に支給される療養の費用の支給

業務が原因であることから傷病と業務と
の相当因果関係が認められること（業務

（現物給付）があります。

（3）給付の内容

起因性）
、さらに労働者が事業主の支配下
にあること（業務遂行性）の 2 つの要件

治療費、入院料、移送費等通常療養のた
めに必要なものが含まれ、
傷病が治癒（医
療効果が期待できなくなった状態である
症状固定、すなわち法律上の治癒ともい
う）するまで行われます。

が求められます。

（2）現物給付であること
労災病院や指定医療機関・薬局（労災指
定医療機関等という）で、無料で治療や
薬剤の支給等を受けられる現物給付で
す。一方、労災指定医療機関等が見つか
らない等の理由で他の医療機関等で療養
を受けた場合は、当該療養の費用を立替

第 58 回

（4）提出先

岡会計コンペ

を開催します。

日時：平成25年10月16日（水）
集合時間 8：30
スタート 9：00
場所：紀南カントリークラブ
〒649-1536
日高郡印南町大字南谷925
☎0738-44-0231

申込締切：平成 25 年 10 月 9 日（水）
今回は和歌山県の真ん中、
印南町にある「飽
きがこない良いコース」と評判の紀南カン
トリークラブです！
参加希望の方はどうぞお早めに。
皆様の参加お待ちしております (^.^)

皆様、残暑お見舞い申しあげます。今回登場して下さったマシューさ
んは紀の川が大変お気に入り。いろんな姿を見せてくれて話しかけてく
れるそうです。私はそんな話を聞きながら昔、合唱曲「紀の川」を歌っ
たことを思い出しました。歌詞がすごく良くて好きだったな。
♪水清く 大地をうるおし流れゆく川よ 紀の国 紀の川 いにしえの
歴史深く 山々にこだまする 川の叫び・・・ゆうゆうと誇らしく♪
（り）

受診した労災指定医療機関等を経由して
所轄労働基準監督署長に提出します。
（社会保険労務士 東 良彦）

前向きで明るい雰囲気の
交流会を開催します！！
女性社長、社長夫人、女性幹部、
事業主の奥さん！！
ランチご一緒しませんか？
第7回

カトル・ヌーフの会

日時：平成 25 年 9 月 26 日（木）
AM11：15 開始
場所：サロン・ド・ブレスト
＊詳細は同封チラシにて
申込締切：平成 25 年 9 月 19 日（木）

