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特集

中小企業の皆様への注意喚起

新型インフルエンザ対策について
本年2月下旬にメキシコで発生した「新型インフルエンザ」について、世界保健機構（ＷＨＯ）が、4月28日に新型インフルエンザに関する
警戒レベルを「フェーズ４」に引き上げたことにより、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症の発生を宣言いたしました。
  これに伴い経済産業省中小企業庁ではその対策として「中小企業向け新型インフルエンザ対策に関する情報提供資料」の紹介を行っております。
事業者においても新型インフルエンザの大流行が発生した場合に備えて、感染拡大防止策などの取組が社会機能の維持に関わる事業者を中心
に求められることになりますので、緊急時にも重要な事業の継続を行うための事前の取組であるＢＣＰ（事業継続計画）について中小企業庁の
ホームページから概要をご紹介いたします。

中小企業の従業員を守る！ 顧客を守る！ 会社を守る！

新型インフルエンザとBCP（事業継続計画）
新型インフルエンザは、いつ流行してもおかしくありません。企業自らがしっかりと新型インフルエンザの感染防止策を実施し、
従業員や顧客の命を守り、廃業に陥らないための準備をしておきましょう。

新型イン流行するとどんな影響があるのか？
新型インフルエンザウイルスとは、「鳥から鳥」へ感染する鳥インフルエン
ザウイルスが、「人から人」へ効率よく感染できるよう変異したウイルスのこ
とです。
私たちは、この新型インフルエンザウイルスの免疫を持っていないため、
短期間で世界中に感染が拡大し、大流行（パンデミック）が起こる危険性が
あります。

●新型インフルエンザの流行●
社会への影響の可能性
・医療機関
：患者が急増
・教育機関
：休校、休園
・食料品など ：品薄
・従業員数
：最大で約4割が欠勤
・公共交通機関：運行本数が減少など

料の不足など、企業活動への影響が想定されています。こうした企業活動へ
の影響を最小限にとどめるために、流行時における事業運営体制などを検討
し、BCPとして取りまとめておくことが重要です。

ＢＣＰ策定の効果は？
従業員の感染防止を最優先し、発生段階に応じて複数班による交替勤務や
在宅勤務などの事業運営体制に移行するなど、流行時においても代替要員を
確保するBCPを策定している企業は、流行のまん延期においても中核事業を
一定レベル継続することができ、経営への影響を最小限にとどめることがで
きます。
一方、BCPを策定していない企業は、流行の拡大に伴い、感染による従業
員の欠勤が増加し、徐々に操業率が低下していき、事業の休止に追い込まれ
る可能性があります。また、経営者を含むキーパーソンの感染の可能性もあ
ります。さらには納期の遅れなどにより、取引先からの信頼が低下し、事業
の復帰に大きな支障を来す可能性もあります。

個人への影響の可能性
・ 発症者
：約3,200万人（人口の25%）
・外来受診患者：約1,300〜2,500万人
・死亡者
：約17万人〜64万人（致死率：0.5%〜2%）
・食料品などが不足
企業への影響の可能性
労働力不足
物流の中断

資金繰り
悪化

1

対策

原材料不足

事業縮小・
廃業

最新の情報を入手しましょう！

国の新型インフルエンザ対策への取組や、新型インフルエンザの発生状況、
医療などの公共サービスに関する正しい情報を、国（厚生労働省、外務省、
内閣官房など）や都道府県のホームページなどから入手し、全従業員に周知
しておくことが重要です。
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対策

大流行に備えて、ＢＣＰを策定しましょう！

BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）とは、企業が自然災
害や新型インフルエンザの大流行などの緊急事態に遭遇した場合に、中核と
なる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活
動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画
のことです。
新型インフルエンザが発生した場合、従業員の欠勤や取引先の休業、原材
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ＢＣＰ策定のポイントは？
新型インフルエンザ発生時に、『どの事業を継続をしなければならないの
か？』や、『事業の縮小や休止が可能な事業は何か？』など、事前に自社の事
業を分析しておきましょう。そして、継続をしなければならない事業につい
ては、その継続手段を検討し、計画に取りまとめておきましょう！
事業の分析
✓ 業種によっては、事業継続を要請されたり、事業の自粛を要請されるこ
とがあります。
・
「社会機能の維持に関わる企業」(注1)は、流行時にも事業継続が求め
られる可能性があります。
（例：

医療・医薬品に関係する企業、ライフラインに関係する企業、生
活必需品に関係する企業、食品に関係する企業など）
・一 方、多くの人が集まる場や機会を提供している企業は、事業の自粛

を要請されることがあります。
（例：

集会施設、美術館、博物館、動物園、図書館、映画館、劇場、ス
ポーツ施設、遊園地など）
✓ 上記の視点と経営維持に関わる収入確保の必要性を考え、あなたの会社
にとって中核となる事業を特定し、その事業の継続に必要となる資源
（人、物、金、情報など）を洗い出しましょう。
✓ 国や都道府県の発生段階の宣言を参考に、事業の縮小・休止や再開・復
帰のタイミングについても考えておきましょう。
事前対策の実施
✓ 事業が中断した場合を想定し、資金を確保する対策について検討しまし
ょう。
（例： 2か月の事業停止を想定した資金の積立など）
✓ 流行時における従業員の欠勤を想定した人員計画を立てましょう。
（例： 複数班による交替勤務の実施、在宅勤務の実施など）
✓ 取 引先などとの連携が必要な場合は、あらかじめ取引先の生産計画や
BCPを確認しておきましょう。
✓ 感染防止策を検討しましょう。
（注1）2か月間事業を停止することにより、最低限の国民生活の維持が困難
になるおそれのある企業
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感染防止策を検討しましょう！

対策

新型インフルエンザの場合、従業員や顧客など、人への被害が重大となり
ます。こうした被害を軽減するために、新型インフルエンザに対応したBCP
の策定においては、感染防止策をしっかりと行うことが前提となります。

職場における感染防止策は？
自社における新型インフルエンザの感染拡大を防止するため、流行前及び
流行時の対策が非常に重要です。

■流行前の対策
マスクなどの感染防止のための物品の備蓄
 流行時には感染防止のための物品は品薄になることも考えられますの
で、自社に必要な物品をあらかじめ備蓄しておきましょう。新型インフ
ルエンザの流行の最初の大きな波は2か月程度続くと想定されているた
め、この期間を目安として、マスクなどを必要数量備蓄しておきましょう。
感染の危険性の評価と対策の検討
 職場における感染の危険性を評価し、危険がある場所については、対
人距離（2メートル以上）を確保できるレイアウトに変更するなどの対策
を検討しましょう。

従業員個人や従業員の家庭でできる
感染防止策は？
❶咳エチケット

 咳やくしゃみの際は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔
をそむけましょう。

❷ 手洗い・うがい

 外出からの帰宅後は、きちんと手洗い・うがいをしましょう。手洗いは、
流水と石鹸を使い、15秒以上行うと効果的です。

❸ 感染者との距離の保持

 感染者から適切な距離（2メートル以上）を保つことで、飛沫感染対策と
なり、感染の危険性を大幅に下げることができます。

❹マスクの着用

 感染した人が不織布製マスクを着用することで他の人への感染を防ぐこ
とができます。
※不織布製マスクとは、繊維あるいは糸などを織ったりせずに、熱などによ
り接着して作った布によるマスク。
 人及び家庭における備蓄品については、下記の『参考 新型インフルエン
個
ザに備えた備蓄品リスト』をご参照ください。

参考 新型インフルエンザに備えた備蓄品リスト

企業における備蓄（例）
✓ 人と接する可能性がある従業員用
□不織布製マスク（サージカルマスク）
✓ 事業所用
□ゴミ箱、ゴミ袋
□消毒薬（速乾性消毒用アルコール製剤）、石鹸
□体温計
□常備薬（胃薬、痛み止めなど）
✓ 感染者に対応する従業員用
□個人防護具一式
（N95などの高機能マスク、防護服、ゴム手袋、
ゴーグルなど）
✓ 在宅勤務をする従業員用
□在宅勤務用パソコン

地域の関係者などとの協議
 事業所が入居しているビルの所有者や所属の組合事務局などと、新型
インフルエンザ発生時の対応について話し合いましょう。

■流行時の対策
最新の正しい情報を収集する
 現在の発生段階や、国が実施している対策などについて、正しい情報
を随時収集するようにしましょう。事前に複数の媒体から情報入手でき
るようにしておくことも重要です。
接触の機会を減らす
 通路を一方通行にしたり、食堂などを時差利用にし、従業員同士の接
触回数を減らすようにしましょう。また、従業員の顧客への訪問や、対
面会議への参加を極力禁止しましょう。
通勤方法の変更
 流行時には、満員の電車やバスによる通勤を避け、時差出勤や自家用
車などによる出勤を推奨しましょう。
健康管理の強化
 従業員に対して検温を徹底し、感染の疑いがある場合は、出社させな
いようにしましょう。また、感染の疑いがある来訪者に対しては、事業
所への立ち入りを制限するようにしましょう。
手洗いの徹底
 事業所の入口に手洗い場所を設置したり、速乾性の消毒用アルコール
製剤を設置するなど、従業員への手洗いや手指の消毒を徹底しましょう。
感染した場合の職場への連絡
 従業員が新型インフルエンザに感染したことが判明した際には、すぐ
に職場へ連絡させるようにしましょう。
 業における備蓄品については、右記の『参考 新型インフルエンザに備え
企
た備蓄品リスト』をご参照ください。

個人及び家庭における備蓄（例）
✓ 水・食料
□主食（米、麺類、乾パンなど）
□缶詰
□レトルト・フリーズドライ食品
□ミネラルウォーター
□菓子類（ビスケット、飴など）
□ペットボトルや缶入飲料
□育児用調整粉乳
✓ 医薬品
□常備薬（胃薬、痛み止めなど）
✓ インフルエンザ対策の物品
□不織布製マスク（サージカルマスク）
□消毒薬（速乾性消毒用アルコール製剤）、石鹸
□水枕・氷枕
✓ その他（あると便利なもの）
□トイレットペーパー
□ラジオ
□カセットコンロ・ガスボンベ
□懐中電灯・乾電池
□ティッシュペーパー
□洗剤
□シャンプー・リンス
□生理用品（女性用）
※新型インフルエンザの流行の最初の波は、2か月間程度と想定
されていますので、できるだけ長期の備蓄を心掛けましょう。
※新型インフルエンザとＢＣＰ（事業継続計画）の詳細は中小企業庁ホーム
ページ（http://www.chusho.meti.go.jp/）をご覧ください。
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雑踏警備業務における検定合格警備員の
配置に関するＱ＆Ａのご紹介
平成20年10月10日、警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則が公布され、21年6月1日
に施行されることになりました。
祭礼、イベント、花火大会等を開催する場合、雑踏事故防止の見地から警備業者等と事前の打ち合わせを
行い、検定に合格した警備員を配置する区域を計画書等に指定し、警備業者との間で契約し、実施しなけれ
ばならないことになりました。
5月号から８月号の4回の予定で「雑踏警備業務における検定合格警備員の配置に関するＱ＆Ａ」（資料:長
野県警察本部生活安全企画課）の内容をご紹介いたします。

１ 検定合格警備員の配置義務がかかる雑踏警備業務の範囲

問１

すべての雑踏警備業務に検定合格警備員の配置義務がかかるのか。小規模
なイベント等の雑踏警備業務については、検定合格警備員の配置は必要ない
のではないか。

（答）雑踏事故は、イベントの種類・規模、室内・屋外の別、人口密度の平均値等に関わらず、例えば群衆の動線上にお
けるボトルネックの発生、群衆の心理状況の変化等により、いつでもどこでも発生し得るものであることから、検
定合格警備員の配置については、イベントの規模等によって配置の有無に差異を設けることなく、すべての雑踏警
備業務について、検定合格警備員を配置する必要がある。

２ 雑踏警備業務の定義
  (1) 総論

問２

イベント等の警備を行うに当たり、人の雑踏の整理（雑踏警備業務）のほ
かに、部分的に、施設の警備業務（１号業務）や交通誘導警備業務等を行う
こともある。
このような場合、
これらの業務は雑踏警備業務に包括されるのか。

（答）通称「雑踏警備」と呼ばれているイベント等に伴う警備においても、警備業法第２条第１項第１号に規定する警備
業務（以下「１号業務」という。
）や警備員等の検定等に関する規則（以下「検定規則」という。
）第１条第４号に
規定する交通誘導警備業務が、検定規則第１条第３号に規定する雑踏警備業務に包括されるものではない。

問３

個々の警備業務が雑踏警備業務に該当するか否かが不明確ではないか。

（答）雑踏警備業務の定義については、検定規則第１条第３号において、
「警備業法第２条第１項第２号に規定する警備
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業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務（雑踏の整理に係るものに限
る。
）
」と規定されており、個々の警備業務が雑踏警備業務に該当するか否かは、個々の警備業務ごとに、当該業務
の委託契約書等の内容、業務の実態等から雑踏警備業務の定義に該当するか否かをみて判断されるものである。

  (2) １号業務との関係

問４

百貨店、スーパー等における開店、大売出し、イベント等に伴う警備は雑
踏警備業務に該当するのか。

（答）一般に、百貨店、スーパー等における開店、大売出し、イベント等に伴う警備は、多数集まった客が混雑により転
倒し負傷すること等を警戒し、防止する業務（具体的には、アナウンス、誘導等により、集まった客の整理を行う
業務）である場合が多いと考えられ、このような「人の雑踏の整理」を行う業務は雑踏警備業務に該当する。
ただし、開店や大売出しに伴う警備であっても、混雑に乗じた万引きやスリの警戒を行う業務や、駐車場におい
て車両の誘導を行う業務である場合には、
「人の雑踏の整理」に係る業務ではないことから、雑踏警備業務には該
当しない。

問５

プール監視業務は雑踏警備業務に該当するのか。

（答）一般に、プール監視業務は、来場者が溺れたり、飛込み等の際にけがをしたりすることを防止するとともに、その
ような事態が生じた際に適切に対処することがその業務であると考えられ、このような業務は「人の雑踏の整理」
に係る業務ではないことから、雑踏警備業務には該当しない。
  ただし、プール監視業務であっても、多数の来場者が混雑により転倒し負傷すること等を警戒し、防止する業務（具
体的には、アナウンス、誘導等により、来場者の整理を行う業務）を行う場合には、当該業務は雑踏警備業務に
該当する。

問６

サッカーやコンサート等に伴う警備において、来場者に対する金属探知機
を使用した手荷物検査や警備区域内の巡回など、１号業務的な業務を行う場
合もあるが、これらの業務は雑踏警備業務に該当するのか。

（答）手荷物検査や警備区域内の巡回といった業務は通常１号業務に該当し、雑踏警備業務には該当しない。ただし、こ
れらの業務がサッカーやコンサート等に伴って行われる場合には、例えば、混雑する入口ゲートにおいて手荷物検
査を行っている警備員が入場客に対する整列の呼び掛けも行うような場合や、巡回警備を行っている警備員が雑踏
事故防止の呼び掛けも行う場合など、手荷物検査や警備区域内の巡回を行っている警備員がその任務として「人の
雑踏の整理」を兼ねている場合もあり、このような業務は雑踏警備業務に該当する（この場合、一人の警備員が１
号業務と雑踏警備業務の両方を行っていることとなる）
。
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I N N O V A T I O N
イノベーション

大不況時代の中小企業経営の舵取りは！？
「トヨタ・ショック」
。あのトヨタでさえ赤字に陥り、さらには東芝をはじめ大手電機メーカー 4社が合計2兆円弱
の赤字で全滅に近い状態に陥っているそうです。今のまま赤字を出し続けると自己資本は2年持たない大手
も多数存在しているので、今回の大不況は今まで経験したことのない恐ろしく凄まじいパワーで、大手企業
だけでなく中小企業をも襲っています。長野県の大手の工場も閉鎖したり、従業員の休みの日が勤務日より
多い工場など厳しいところばかり耳にします。とりあえず公的な借り入れや助成金でつなぐにしても需要が
回復するのかとても心配です。住宅ローンを抱えていたり、子供にもこれからお金がかかるのにリストラさ
れる従業員もかわいそうですが、会社で事業の借金をかかえ、失業保険などの公的支援があるわけではない
中小企業の経営者が一番大変です。
「派遣切り」と保護の弱いところにマスコミの目が行く割には、派遣以
上に簡単に取引を切られたり条件変更されてしまう中小企業のことは軽んじられている気がします。
とりあえずの経営方針としては、できるだけ手元のお金を増やしていくしかありません。有利な借り入れ
は受け入れ、資産の売却など個人も含めて資産の見直しが必要になります。景気が回復するまで待つという
スタイルがひとつの王道なのですが、今回はこれだけですむとは思えない兆候を感じます。
たとえばパソコンの世界ですが日本の高機能の10万円以上するパソコンは市場では評価されず、台湾など
の海外メーカーによる5万円パソコンは売れ筋になっており今回の電機メーカー総崩れの原因のひとつにも
なっています。しかし、インドではさらに2千円パソコンを開発中だと日本経済新聞に出ていました。10億
人の人口が使うことを前提にすると可能な金額なのだそうです。もし、このような、たくさんの人口を前提
にして機能を省略して新しいタイプの製品が新興国から次から次へと出てくるとしたら日本に製造業自体が
戻ってこないですし、もしかしたら開発の部分までも海外にいってしまうのかもしれません。新興国では固
定電話の時代を経ずに携帯電話を直接整備していますし、自動車も最初から電気やエタノール、水素自動車
前提で国づくりができ、既存企業を守る必要がないので思い切った政策で参入してくる恐れが大きいと感じ
ます。
そうすると今は、人のリストラが世間をにぎわしていますが、人もいなくなり使われない設備と借金だけ
が国内に残る、あたかもバブル時代に大型投資をして需要が冷えこんだ後、需要が戻らず借金と不良財産の
山となってしまった旅館・ホテルやゴルフ場をはじめとした各種レジャー産業業界の二の舞になる可能性も
大きいと感じます。何より、日本の強みとプライドは、農業から製造業に転換して世界の自動車や電気機械
を担ってきたことにあったわけですから根底を覆されてしまった感じです。
では、このような時代にどのような経営スタンスをとればよいでしょうか？やはり、先行き不透明ですか
ら経営の変化対応力を強める。経営の流動性を高める事が大切なのではないでしょうか。出来るだけ必要な
ものを持たないように賃借優先で行くほうが、ソフトやサービスも外部資源を上手に使うところが有利にな
ると思います。そして、消費者や事業者の購入検討基準が厳しくなるわけですから自社の製品やサービスを
根本的に見直し差別化に結びつくような投資は積極的にしていく時期だと思います。考えようによっては日
本には使われない未稼働の人や設備がたくさんあるわけですから、知恵さえあれば、新たに大きな投資をし
なくても、経済（エコノミー）よりも環境（エコロジー）優先のトレンドにかなう製品やサービスに自社が
関わっていくチャンスを作っていきたいものです。
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事業承継対策は万全ですか？ ～自社株対策について考える～
中小企業の社長さんにとって『事業承継』は、遅かれ早かれ必ずやってくるものです。しかし、
「事業承
継と言っても何から始めていいのかわからない」
「大変そうなイメージがあってなかなか取り組めない」
など、
様々な不安や悩みを持った社長さんが多いと思います。
事業承継と一言で言っても様々な対策があり、早ければ早いほどいろいろな対策を打つことが可能になり
ます。今回はその中でも、後継者にとって大きなリスクとなっている「自社株の納税対策」について考えて
みたいと思います。換金性がないにもかかわらず、
事業承継のためには絶対に引き継がなければならない「自
社株」の対策無くしては、事業承継は語れません！
では、自社株に係る相続税を軽減するためにはどの方法がよいのかを検討してみましょう。
後継者に自社株を移転するにあたっては、まず、自社株の株価を把握する必要があります。もし高額であ
る場合には、株価を下げる対策も重要になります。大切な事は、その『株価』と移転の『タイミング』です。
株価が低い時に、贈与・相続・譲渡があれば、後継者の税負担を低く抑える、又は無税にすることが可能です。
また、平成21年度税制改正において『自社株に係る相続税の納税猶予制度』が創設（平成20年10月1日以
降の相続から遡及適用）されます。この制度を活用すれば、後継者が取得した自社株に係る税額を気にする
ことなく、スムーズに事業承継が行えます。
以下、創設される『自社株に係る相続税の納税猶予制度』について、どのような制度なのか確認しておき
ましょう。
株価

暦年贈与 精算贈与 納税猶予

譲渡

備考

2億円

△

△

○

×

新設の納税猶予制度を活用、又は株価が低い時に精算贈与

1億円

△

△

○

△

短期的スパンでの対策、又は株価上昇が見込まれる場合は精算贈与

5千万円

○

○

△

△

中期的なスパンで対策を考えている方は暦年贈与がオススメ

≪自社株に係る相続税の納税猶予制度≫とは？
①先代経営者に相続が発生し、その後継者（先代経営者の親族に限る）が自社株を相続した場合には、そ
の自社株に係る相続税額の80％相当額の納税を猶予してもらえる制度です。⇒現行の10％減額方式から
80％納税猶予方式へ大幅な拡大です。
②後継者は、最低5年間、代表者として80％以上の雇用を維持したまま事業を継続し、自社株を保有し続
けなければいけません。⇒毎年、経済産業大臣のチェックがあります。
③後継者が死亡時まで自社株を保有し続けた場合、次の後継者にその自社株を一括贈与した場合等には、
納税猶予から納税免除になります。⇒つまり、親族内で納税猶予の対象自社株を持ち続けていれば、少
ない税負担でずっと事業承継ができる。
④なお、②の要件から外れた場合5年経過以後にその自社株を手放した場合には、猶予されていた税額＋
利子税を即時全額納付しなければいけません。
今までの自社株対策は、生前贈与で後継者に贈与することが大きな柱でしたが、相続時まで所有している
ことも対策の一つに加わりました。適用要件が厳しい事や、後継者以外の相続人への配慮が必要ですが、父
→子→孫といったように、親族内での経営が確実で後継者も早くから決まっているような会社であれば、こ
の新制度の活用を検討すべきでしょう。いずれにせよ、
事業承継は全ての企業で必ず起こることです。
「いざ」
という時に慌てないよう早め早めの対策で円滑な事業承継を実現させましょう。
※本文は、松本市巾上の税理士法人成迫会計事務所で執筆していただいたものを掲載いたしました。
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T O P I C S

地域とともに生きる想いを込めて
「防災支援マップ」を自主製作

上田市の全戸に配布し防災まつりも開催
「上小建設事業協同組合」

●建設業が防災のリーダーに

民協働のシステムを構築して、建

上小建設事業協同組合（安藤昭

設業者が防災リーダーとしての役

一理事長）は、独自に製作・発刊

割を担っていこう、との思いを強

した防災支援マップ「上田市版」

くアピールしたものと言えます。

の贈呈式や記念シンポジウム、防

    建設業はこれまでも地域の社会

災の重要性を発信する防災まつり

資本整備を担い、地域の安心・安

を開催しました。地域の安全・安
心を守るため、建設業は防災リー

全を守りながら雇用の受け皿とし

「地震体験車の挑戦」

ても大きな役割を果たしてきまし

ダーとしての役割を担いたいとい

意識も薄れがちな面もありますが、

たが、昨今は厳しい状況が続いて

う強い想いを込めて、防災マップ

改めて「いざという時の備え」を

います。

を製作し上田市の全世帯・事業所

強く認識する機会になったものと

に対して７万部を配布しました。

思います。

に直結する災害時の復旧に、又冬

防災マップは地滑り危険箇所や
急傾斜地危険箇所、又広域避難場
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地域の生活を見据えた時、生活
期間の除雪に対応するためには、

●キーワードは防災支援

建設業は必要であり経営が健全で

所そして防災関係の連絡先などが

こうした建設業者による防災支

一目でわかるように地図に落とし

援のための取り組みは、平成18年

込まれています。市民の防災活動

に東信地域の建設

関連団体とそ

業界のイメージアップを図るため

に役立ててほしいと、地域の自主

の会員で立ち上げた長野県地域防

には、わかりやすい方法で根気強

防災組織の中核を担う自治会を通

災支援協会の活動に端を発してい

くその存在と役割の大きさをア

じて配布した他、市内事業所にも

ます。災害時の緊急活動を効率的

ピールし続けることが重要です。

届けています。

に行うため、定期的に勉強会を開

そのためのキーワードが「防災支

防災まつりは、市民が楽しみな

催し意識の高揚に努めながら地区

援」であり、これしかないと安藤

がら防災について学び、意識を高

内の要所に資材備蓄倉庫を設置し

理事長は話します。

めてほしいと企画されました。近

て万一に備えています。

こうしたことを理解してもらい、

建設業が地域と共に生き、貢献

くの東小学校の児童も参加し、最

今回の防災マップの製作も継続

新型の地震体験車も体験、上小地

的な防災活動の一環であり、今後

域は比較的災害の少ない所で防災

も地域の安全・安心を守るため官

「製作した防災支援マップ」

なくてはならないと思います。

し続けるためこうした活動は続き
ます。
（取材構成：東信事務所）

「防災支援マップを贈呈」

個性発揮の経営 (1)
開成経営学院理事長 中小企業診断士 滝澤恵一
不況、先が見えない経営環境といわれている中で
も、元気な会社があります。繁盛している会社があ

個性に気づいて、これを伸ばすことができれば個性
ある会社になれます。

ります。元気な会社は、お客様にとっても従業員に

個性は、「わが社にもある」と自覚した上で、変

とっても楽しい会社です。活気があり、気分がいい

化を続けている経営環境をつかんで、自社の特徴を

会社です。満足できる会社です。このような会社は、

活かすとお客様が認める個性を発揮し、輝きが増す

経営者も社員も元気がいいです。元気がいいといっ

のです。すでに潜在的に個性があり、その中に伸ば

ても、威勢がいい、声がでかいというような意味で

せる個性、輝く個性が潜在的にあるのですから、他

はありません。業種によってはこのようなところも

社と比較することはないのです。他社と比べて自社

ありますが。ここで言う元気とは、自分たちがやり

を嘆くことはないのです。

たいことをめざしてやっているということから生じ

｢ あの店は立地がいいから、いいなぁ ｣｢ あの会

る、喜びや愉しさが会社にあふれ、お客様も喜び、

社は資金力があっていいなぁ ｣｢ あそこには、よい

愉しむことができる、ということから生じる元気で

人材がいるからいいなぁ ｣ と、他社をうらやむこと

す。

はありません。｢ うちは、立地が悪い ｣｢ 資金がな

元気がいい会社とは、この会社が発するものにお

い ｣｢ 能力のある者がいない ｣ と、『ないない節』を

客様が共鳴している会社です。お客様は、その会社

うなっても仕方がないのです。事実は事実と認めた

が提供するものに喜びを感じることができなければ

上で、他社も個性、わが社も個性と認めることが大

利用しません。お客様に喜んでいただくためには、

切です。事実に感謝し、その中にある伸びる可能性

経営者はじめ社員が、その会社、その仕事に喜びを

を見つけだし、組み合わせて新しい個性を創り出し

感じていなければいけません。その会社が持つ雰囲

ていけばよいのです。

気が明るくて買い物をすること、あるいはサービス

個性はどの会社にもあるのですが、大切なことは

を利用することにお客様が喜びを感じています。会

個性を発揮するためには、新しいものに挑戦すると

社とお客様の「喜びがこだまする」会社です。

いうことです。同じ環境にいては、個性は発揮され

個性発揮の元気な会社は、自社らしく社会で必要

ません。同じようなものをつくり、同じようなお客

とされるように活きることができています。活用さ

さまに、同じような売り方をしているということで

れ、喜ばれるような存在です。人の役に立ち、活用

は、個性は眠ったままです。

されるような頼もしい会社です。ただ単に、社会の

経営は人の行為ですから、経営者に求められるこ

中に存在しているのではなく、どんなことでもいい、

とは、個性を発揮するために新しいことに挑戦する

｢ あの会社がなければ困る ｣「あの店に行きたい」、

という勇気を持つことです。経営も仕事も人生も実

｢ あの人がいるから ｣、｢ あの人となら ｣、｢ あの人

践実行ですから、勇気を持って一歩踏み出すことで

に頼めば大丈夫 ｣ と社会から、お客様から、まわり

す。すべてのものは変化を続けていて、人も自分で

の人から頼られるような会社です。世の人の役に立

意志を持って成長できるという変化をすることがで

つ会社です。

きます。会社も同様です。自社を変化させるという

個性は、それぞれの会社にあります。それぞれが
個性を持っています。立地が違う、設備が違う。お

意志を、まず、経営者が心の中にしっかりと持つこ
とです。

客様も違えば、商品も違う。サービス、技術力、財

では、個性を発揮するためにはどうしたらよいの

務力が違うし、社員が違う。そして、なによりも経

でしょうか。次回以降、個性発揮の源泉と、これを

営者が違います。会社の創業の状態もそれぞれに違

見つけるための視点について述べることにしましょ

います。会社には創業したときから個性はあります。

う。

時間が経過した現在にも、個性はあるのです。この

信州ビジネスコンサルタント協同組合

理事長
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︱健︱康︱を︱考︱え︱る︱
たとえ認知症に
なったとしても…
私は飯綱町で開業しておりま

るか」といった点が早期発見の手

い）、失語（上手く話せない）、

す。脳神経外科が専門ですが実質

がかりとなります。いずれにして

失行（動作が適切でない）、失認

はかかりつけ医として日々の診療

も早目に診断をつける為にも「何

（見ている物がわからない）など

を行っております。ただ脳が専門

か変だ」と感じたら認知症相談

があります。周辺症状では行動障

ということもあり、認知症に関わ

医、認知症専門医療機関などを訪

害（徘徊など）、精神症状（抑う

ることも多く、飯綱町が県の認知

ねて下さい。認知症はれっきとし

つ、興奮、妄想など）、睡眠障害

症地域支援体制構築等推進事業の

た病気です。恥ずかしくもみっと

（昼夜逆転）などがあります。特

モデル地域として本年3月まで活

もなくもありません。ためらわず

に周辺症状は介護の上でも大きな

動したこともあり、認知症の啓発

早目に相談して下さい。

問題となりますが、環境の調整、

に携わった経験により、この病気
の話を少ししたいと思います。
認知症とは、認知機能、わかり
やすく言うと物事を判断する能力
の障害で、高齢者に多いことか
ら、高齢社会で はその対応が緊
急の課題となっています。ただ、
最近は若年性認知症が注目されて
います。18歳以上65歳未満の症
状があるものを総称した言い方
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認知症の原因となる病気は約70

対応の工夫、適切な薬物治療など

種ほどあると言われていますが、

で改善する可能性が十分にありま

代表的なものは次のようなものが

す。基本的に最も大切なことは、

あります。

認知症本人の気持ちを理解しよう

１ ア ルツハイマー型認知症
（50〜60％）
２ 脳血管性認知症
（20〜30％）
３ レビー小体型認知症
（10％）

とすることで、異常と思える行動
も本人にとっては必ず理由がある
ということを理解して下さい。で
すから周辺症状は何らかの身体疾
患、不適切なケアや環境、介護者
の過剰な介護負担など多彩な原因

で、働き盛りの年代でも認知症に

４ その他の病気が原因

が絡み合って起こることもわかっ

なり得るということです。

脳血管性認知症は脳梗塞などが

て下さい。

認知症かどうかのポイントは3

原因となるものです。その他の中

たとえ認知症になったとして

点あります。第一は記憶の低下で

には頭部外傷、脳腫瘍、薬物中

も、われわれはその人を病人扱い

忘れっぽくなる。第二は認知機能

毒、甲状腺機能低下症などがあ

せず一人の人間としてみること、

障害で人・場所・時間などの見当

り、治療で治るものもあり早期の

そして、認知症になっても安心し

がつかなくなる。第三は今までの

受診がかかせません。

て暮らせ、人生を最後まで全うで

生活を続けることが難しくなる。

認知症の主な症状には、主な症

きるような町を作るためにも、地

また、認知症状は本人よりも周囲

状の中核症状と、それに引き続く

域のかかりつけ医として働きたい

の人（家族など）が気づくことが

精神や行動の障害がみられる周辺

と考えております。

ありますが、具体的に言うと、

症状があります。中核症状では

「以前と何かが違うと思うことが

様々な認知機能が障害され、記憶

あるか」「以前にできていたこと

や判断力低下、実行機能低下（料

長野県保険医協同組合

でできなくなったことがあるか」

理が手順よく作れない）、見当識

総代 長崎 忠悦

「その人らしくなくなった事があ

障害（場所、時間がわからな

（上水内郡飯綱町 ながさき医院）

知

財

あ

れ

こ

れ

特許出願で
アイディアを保存する
綿貫国際特許・商標事務所

アイディアは貯蓄できる

弁理士

綿貫 隆夫

すぐに使わないアイ
ディアだからといって

ある問題を解決しようとしているときに、いろ

特許出願せず、秘密に

いろなアイディアが閃くものである。アイディア

しておいてもそのうち

の中には、課題の解決のために即実行できるもの

他人に知られてしまっ

もあるが、特に開発中のい

たり、他人が独自で同

ろいろな場面で生まれた技

じアイディアを思いつ

術的アイディアの中には、

いて先に出願してしまうこともある。今すぐに活

今すぐに活用するわけでは

用しないアイディアでも特許出願しておけば向こ

ないが、将来必要なタイミ

う20年間は権利発生と同時に排他独占の地位が認

ングで活用する可能性のあ
るものもある。

日本弁理士会キャラクター

「はっぴょん」

金庫

められる。アイディアが生まれたら、今すぐに使
うものでなくても特許出願しておけば、そのアイ

とかく目先の課題解決につながるアイディアに

ディアは埋もれ火と同じで、いつ何時でも掘り出

ついては、急いで出願することが多いが、将来重

して燃え上がらせ独占的に使用できる。自分が実

要になると思われるアイディアでも「知財として

施する前でも権利が発生した時点からは他人の実

仕込んでおく」ことが大切である。

施を阻止することが出来るのはもちろんである。

アイディアは伝わりやすい

特許発明の実施のタイミング

アイディアは伝播しやすい。人の目に触れただ

当面使わないアイディアでも、特許の出願日だ

けで理解されてしまうものもある。その先へ次々

け確保しておけば、その後権利化して、出願から

伝わり、
活字や電波に乗れば多くの人に知れ渡る。

20年間の間にタイミングを見て事業化し有利に展

既に知られたアイディアはその後に特許出願して

開するという観点で特許制度を見ることも大事で

も特許は取れない。自分が発明したアイディアで

ある。

も他人に示して秘密でなくなった場合には特許は

どんなに優れた発明をしても、マーケットの状

取れない。世界のどこかで既に知られていた発明

況により機が熟していない場合もあり、権利者と

は、誰にも特許されない。きわめて厳格な特許要

してもこれまでの技術に掛かる設備が未だ償却し

件である。

ていないなどの事情により事業化を待ったほうが

出願は身分保障
先に出願した人はその後に、そのアイディアを
他人に漏らしても、盗まれても、偶然知られても、

良い場合がある。特許制度を利用して技術的アイ
ディアを貯蓄しておくことも重要な戦略である。
昨今のように、考える時間のあるときこそ、知
財の仕込どきである。

また他人が後から出願しても、その事実によって
特許が取れないという不利益は受けない。
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県内の生き生き組合事例
（飯田水引協同組合青年部）

水引を通して地域、世界と結ぶ。
−新たな可能性を求めて、
体験事業とＰＲ事業を積極的に展開−

●地域での体験学習を積極的に実施
飯田水引協同組合は今年4月19日、「第35回いいだ
子どもまつり」の「結いタイムコーナー」に参加。集
まった飯田市内の子どもたち約200人に水引での栞
（しおり）づくりを指導した。
「結いタイム」は飯田市教育委員会の家庭教育啓発
事業。飯田の伝統産業である水引がロゴになっている
ことから、子どもたちに「水引遊び」を楽しんでもら
おうと今年度初めて企画した。
参加したのは組合青年部を中心とするメンバー。青
年部は組織された昭和63年以来、市内小・中学、高
校の文化祭行事への参加や、地域公民館や図書館など
で「水引細工教室」の講師を務めるなど、体験事業を
積極的に行っている。販路開拓とともに、全国70％
のシェアを誇る地域の伝統産業・水引を地元の子ども
たちにもっと知ってもらうことも、体験事業の大きな
目的だ。好評なことから、中信地区に異動した教員か
ら異動先での事業開催を依頼されたこともあるとい
う。
当初は水引でトンボなどをつくっていたが、子ども
たちには難しいことから、現在は栞など簡単なものを
つくるようになった。昨年は飯田市で開かれた「ア
フィニス夏の音楽祭」に出演した演奏家全員に感謝と
歓迎の意味を込めてプレゼントしようと、飯田市立鼎
小学校5年生150人がコサージュをつくった。

は「結び」をコンセプトに、水引をモチーフにしたロ
ゴマークが採用された。それがきっかけとなり、同組
合が招致委員会に協力を申し入れ実現したのである。
昨年の3月開催された「東京マラソンEXPO」にも
参加し、招致委員会ブースに協力。オリンピックの5
色に合わせた水引と、招致協力を呼びかけるメッセー
ジカードを組み合わせた栞を販売するとともに、その
場で水引細工を実演し、飯田水引の伝統技術をアピー
ルした。
同組合では青年部を中心に、平成5年信州博覧会へ
の出展以来、積極的にPR事業を展開してきた。1998
年長野オリンピックでは参加選手などへの記念品、長
野パラリンピックでは勝者への月桂冠として水引細
工を贈呈し、世界に飯田水引をアピールした。長野パ
ラリンピックが縁となり、障害者スポーツにも協力。
福岡市で開催された車椅子バスケットボール世界大
会でも優勝、準優勝、3位のチームに月桂冠を贈呈し
た。こうした活動が今回の東京オリンピック招致支援
につながったのである。
地域の伝統産業を地域から全国へ、そして世界へと
アピールし、一人でも多くの人に関心を持ってもらう
こと。それが伝統技術の継承・発展への第一歩。同組
合および組合青年部はそんな発想から、今後も地域や
行政を巻き込んで
の 体 験 事 業 やPR
事業を積極的に展
開していこうと考
えている。

オリンピック・パラリンピック記念品

「第35回いいだ子どもまつり」

●水引で東京オリンピック招致を支援
一方、同組合は今年1月、2016年夏季オリンピック
招致をめざす東京五輪招致委員会と、公式グッズの製
造販売についてライセンス契約を結んだ。招致活動で
12

「東京オリンピック招致を支援する」

平成21年３月31日以降

雇用保険制度が変わりました！

厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険制度のセーフティーネット機能及び失業された方に対する
再就職支援機能を強化するため、雇用保険制度が改正されました。
【事業主の皆様へ】
現在雇用されている労働者の方が適用基準に該当する場合には公共職業安定所(ハローワーク)への
届出が必要ですので、手続き漏れがないようご注意願います。

◎短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が
以下のとおり緩和されました
【新】○ ６か月以上の雇用見込みがあること
   

○ １ 週間当たりの所定労働時間が20

【旧】○ １年以上の雇用見込みがあること
    ○ １ 週間当たりの所定労働時間が

時間以上であること
☆

20時間以上であること

平成21年４月１日以降に、改正後の適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合には、当該労働
者に係る雇用保険被保険者資格取得届を管轄の公共職業安定所に提出する必要があります。

☆

また、平成21年４月１日より前から勤務している労働者であっても、上記の緩和が行われたこ
とにより、平成21年４月１日以降、適用基準を満たすこととなった場合には、当該労働者に係
る雇用保険被保険者資格取得届を管轄の公共職業安定所に提出する必要があります。

◎登録型派遣労働者の方の雇用契約期間が満了した場合の喪失手続きが変わりました。
派遣元事業主が、登録型派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就労を指示し
ていない場合には、派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとで派遣就業を希望する場合を除き、雇用
期間満了日の翌日に被保険者資格を喪失するとの取扱いになります（喪失手続きが必要です）。

◎平成21年３月31日に施行された雇用保険法の改正内容は以下のとおりです。
○

雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充

○

再就職が困難な方に対する給付日数の延長

○

再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和

○

常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大

○

育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長（平成２２年４月１日施行）

○

雇用保険料の引下げ（平成２１年度分に限る）⇒0.4%引き下げられました

詳しい改正内容などについては、最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）におたずねください。
また、改正内容については、厚生労働省ホームページにおいてもご覧になれます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

厚生労働省／長野労働局／公共職業安定局（ハローワーク）
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中 央 会 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン
中小企業の皆さんへ

中小・小規模企業を全力をあげて応援します！
～ 2009 年４月 10 日 新たな経済対策を決定！～

経済産業省中小企業庁は、４月10日「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同対策会
議」においてとりまとめられた「経済危機対策」に基づき、中小・小規模企業対策を更に拡充し、支援を推進す
ることになりました。
「経済危機対策」では、
（１）景気の底割れ回避（２）安心と活力の実現（３）未来への成長（４）地方への配
慮（５）税制改正の５つの柱を掲げており、そのうち、主な中小企業対策として、①資金繰り支援 ②ものづくり・
販路開拓支援 ③商店街の取組支援 ④雇用維持への取組支援 ⑤交際費課税軽減などが講じられており、その概要
を以下に紹介いたします。

資金繰り支援をさらに拡充します！
○緊急保証の拡充
▶緊急保証の枠を20兆円から、さらに30兆円にまで拡大します。
▶据置期間を２年に延長します。無担保で8,000万円を超える保証の相談にも対応します。
（ご相談）お近くの金融機関、信用保証協会へ

○日本政策金融公庫、商工中金によるセーフティネット貸付の拡充等
▶セーフティネット貸付の枠を10兆円から、さらに15.4兆円にまで拡大します。
（うち、商工中金の危機対応業
務は0.9兆円から、3.3兆円にまで拡大）
▶無担保・無保証人融資の金利を引き下げ、より使いやすくします。※１
▶関連企業の倒産により、経営に困難をきたしている中小企業や、雇用の維持・確保に取組む中小企業の方へ
の貸付け金利も引き下げます。※１
▶元本返済猶予など既往債務の条件変更に積極的に対応します。
（ご相談）お近くの日本政策金融公庫、商工中金へ
注：上記※１については、日本政策金融公庫のみの取扱いになります。

○小規模事業者経営改善資金（マル経融資）の拡充
▶小規模事業者経営改善資金融資の返済期間、融資限度額について拡充します。
返済期間 （運転資金）
：５年（据置６カ月）→７年（据置１年）
〃 （設備資金）
：７年（据置６カ月）→10年（据置２年）
融資限度額
：1,000万円
→1,500万円
（ご相談）お近くの商工会、商工会議所へ

○民間金融機関の円滑な資金供給の促進
▶金融円滑化のための特別ヒアリング・集中検査を実施しています。※２
▶金融機能強化法の活用を促進しています。※３
▶緊急保証に係る金融機関の自己資本比率規制のリスクウエイトを10％から０％に見直しました。※４
（お問い合わせ先）金融庁03-3506-6000（代表）
※２について監督局銀行第二課（内線3764）検査局総務課（内線2771・2509）
※３について監督局銀行第二課（内線3764）
※４について監督局総務課バーゼルⅡ推進室（内線3725）（お問い合わせ先）金融庁03-3506-6000（代表）

○現場の声を制度の運営に反映
▶各地の経済産業局に設置した「中小企業金融貸し渋り110番」でご相談を伺います。
▶金融に関するご意見やお悩みを伺う会を全国で開催しています。
○中小企業倒産防止共済制度の一時貸付金の金利引下げ
▶中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）において、取引先が倒産した場合の共済金貸付とは別に、共
済契約者が掛金納付の月数に応じて利用できる「一時貸付金」の金利を、1.5％から0.5％に引き下げます。
（お問い合わせ先）(独)中小企業基盤整備機構（http://www.smrj.go.jp）専用ダイヤル℡03-5470-1514
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ものづくり・販路開拓などを支援します！
○ものづくり技術力の維持・強化
▶ものづくり中小企業の有する、基盤技術※５の高度化に対する支援を強化します。
※５ 金型、鍛造、鋳造、金属プレス加工、組込みソフトウェア、電子部品・デバイスの実装、プラスチック成形加工、粉末冶金、溶射、
動力伝達、熱処理、溶接、めっき、部材の結合、位置決め、切削加工、織染加工、高機能化学合成、発酵、真空の維持の20分野

▶ものづくり中小企業の試作品開発から販路開拓に至るまで支援します。
○国内外の販路開拓の支援
▶欧米やアジア・中東などで、中小企業の販路の開拓、現地へのミッション派遣、海外見本市の出展、バイヤー
との商談会、百貨店などでの販売コーナー設置を実施します。
▶専門家によるハンズオン支援や、国内主要都市の百貨店、アウトレットなどに地域産品販路拡大のための販
売スペースを設置します。
○下請対策の強化
▶下請取引の適正化に向けた取組を強化するため、大都市以外の地域においても、下請代金法説明会や弁護士
無料相談会（
「地域巡回セミナー」
）を開催します。
○中小企業の再生支援の強化
▶過剰な債務を軽減したり、繰り延べたりすれば事業が再生出来る企業を各県の中小企業再生支援協議会が全
力で支援します。
再生支援協議会の一覧はこちらをご参考ください（http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/kyogikai_ichiran.htm）

商店街の取組を応援します！
▶空き店舗を活用した託児所の設置など、社会課題に対応する取組を支援します。
▶地域の特色を活かした食材や日用品、観光資源を活用したイベントなど、消費を刺激する取組を支援します。

雇用維持に取り組む中小・小規模企業を支援します！
▶雇用調整助成金の支給の迅速化・簡素化を推進しています。
▶労働者の解雇などを行わない場合に、助成率を上乗せします。
・中小企業緊急雇用安定助成金では、３年間で300日を支給限度日数として、休業手当相当額の４／５（解
雇などを行わない場合は、９／ 10。教育訓練を行う場合は、１人１日6,000円加算）を支給。
▶「残業削減雇用維持奨励金」を創設しました。
・残業を大幅に削減し、労働者の解雇などを行わない場合に、雇用が維持された以下の労働者1人当たり以
下の額を支給します。
○有期契約労働者：30万円／年 ○受け入れている派遣労働者：45万円／年
（お問い合わせ先）都道府県労働局 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
  全国のハローワーク（公共職業安定所）http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

▶中小企業庁が実施する、人材確保・育成のための「実践型研修」は、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安
定助成金の対象となります。
中小企業庁HP（http://www.chusho.meti.go.jp/）実践型研修の「特設サイト」をご覧ください。

経済危機対策における税制改正！
▶交際費等の損金不算入制度について、資本金一億円以下の法人の定額控除限度額※を400万円から600万円に
引き上げ、交際費課税を軽減します。
※定額控除額の90％まで損金算入可能。
※融資・保証については、保証協会又は金融機関などによる審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。あらかじめご了承ください。

上記の内容の詳細は関東経済産業局 産業部中小企業課（℡048-600-0320）／
中小企業金融課 （℡048-600-0425）までお問い合わせ下さい。
※最新の情報は中小企業庁ホームページをご覧下さい。
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平成21年度
中小企業税制の改正ポイント
中 小企業対策税制

中小企業対策税制

中小企業の年800万円以下の所得に対する法人税の軽減税率（現行22％）が、18％に引下げられます。（2年
間の時限的引下げ措置）
また、事業協同組合等も、年間所得800万円以下の組合は本則22％から18％へと引き下げられます。（平成21年

︹従来︺

～中小企業と組合の法人税の軽減税率の引き下げ～

発行

4月1日～平成23年3月31日に終了する事業年度が対象です。）

中小企業と協同組合は平成21年2月1日以後に終了する
事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰
り戻しによる法人税の還付を受けることができます。

○ 繰戻し還付の仕組み

前 年度は黒字だったが経営が悪化して今年度に赤字に陥った場
合、前年度に納税した法人税の還付を受けることができます。

○繰戻し還付が適用できるケース
【前年度】

【今年度】

500万円の黒字

500万円の赤字

110万円の
法人税を納付
（税率22％の場合）

前年度の黒字と今年度の赤字
を相殺し、前年度に納税した
法人税110万円が還付

～中小企業等の貸倒引当金の特例の延長～
○繰戻し還付が適用できるケース
事業協同組合等は、貸倒引当金の繰入れについて、通常の繰入限度額の16％の割増による損金算入が認められ
ます。
【前年度】

【今年度】

～事業協同組合等の留保所得の特別控除の延長～

事業協同組合等は、各事業年度における留保所得の32％相当額の損金算入が認められます（対象は「設立後10
500万円の黒字
500万円の赤字
事業承継税制
年以内の組合」）。

事業承継税制

中小企業対策税制

法人税を納付

︹従来︺

○繰戻し還付が適用できるケース

【前年度】

自社株式に係る80％納税猶予
＜対象会社要件＞

自社株式に係る10％減額措置
【今年度】

500万円の黒字

自社株式に係る10％減額措置
前年度の黒字と今年度の赤字
＜対象会社要件＞
＜軽減対象の上限＞
を相殺し、前年度に納税した
相続した株式のうち、発行済株式総数の2／3
発行済株式総額20億円未満の会社
法人税110万円が還付
又は評価額10億円までの部分のいずれか低い額

軽 減 割 合を8 0 ％に
大幅拡充

︹改正後︺

非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の
（税率22％の場合）
10％減額から80％納税猶予に大幅に拡充を図るととも
に、対象がすべての中小企業に拡大されます。
なお、新制度は、平成20年10月1日以後の相続に遡って
適用されます。

︹従来︺

110万円の
～相続税の80％納税猶予制度の創設～

＜対象会社要件＞
500万円の赤字

～贈与税の100％納税猶予制度の創設～

中小企業基本法上の中小企業

＜軽減対象の上限＞
軽減対象となる株式の限度額は撤廃。
ただし、発 行 済 議 決 権 株 式 総 数 の 2／3
以下の限度 あり。

＜軽減対象の上限＞

相続した株式のうち、発行済株式総数の2／3
発行済株式総額20億円未満の会社
後継者（経営者の親族）が、一括で自社株式の贈与を受けた場合には、当該後継者の贈与税の納税を猶予（贈与
110万円の
前年度の黒字と今年度の赤字
又は評価額10億円までの部分のいずれか低い額
法人税を納付
を相殺し、前年度に納税した
税から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め発行済完全議決権株式総数の2
／ 3に達するまでの部分）
（税率22％の場合）
法人税110万円が還付
されます。
なお、経営者が相続税の納税猶予の適用を受けていない場合も利用できます。（平成21年4月1日以降の贈与から適用）

軽減 割 合を8 0 ％に

事業承継の利用に関する認定申請は、経済産業局で受け付けております。
大幅拡充
http://www.meti.go.jp/intro/data/a240001j.html
本文は、平成21年2月現在の情報をもとに作成しております。

︹改正
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自社株式に係る80％納税猶予
＜対象会社要件＞

＜軽減対象の上限＞
軽減対象となる株式の限度額は撤廃。

︹改正後︺

～中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活～

中小

セーフティネットの５号の指定業種が
760業種に拡大されました！

TEL 026
（234）
7680

FAX 026
（233）
5030
17

中 央 会 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

総務省からのお願い

日本の経済活動の実態を包括的に把握する
統計調査“経済センサス”にご協力ください。
経済センサスは、
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針（いわゆる「骨太の方針」
）2005」
（平成
17年６月21日閣議決定）などを受け、事業所・企業統計調査などの大規模統計調査の統廃合、簡素・合
理化とともに新たに創設する調査です。
この調査は、平成21年７月１日現在で全国の全ての事業所及び企業を調査の対象として、調査員が訪
問し調査票を配布する方法、又は総務省、都道府県若しくは市町村から郵送等により調査票を配布する
方法のいずれかで行います。
※この調査では、支所等を有する企業等については、本社など企業等の全体を統括する事業所におい
て傘下の支所等についても記入していただきます。
21年経済センサス - 基礎調査

23年経済センサス - 活動調査

業種や規模などの基本的な項目

経理項目に重点

◇調査期日
平成21年７月１日

◇調査期日
平成24年２月１日(予定）

◇調査方法
【本社一括調査方式を採用】
支所等については本社等で一括して記入
【事業所・企業の規模に応じ、調査分担を区分】
調査員調査・・・・・・・・・・・・・支所数10未満
地方公共団体・国による直轄調査・・・支所数10以上
【調査票の配布・回収方法を選択】
調査員が配布し、回収する
国・地方公共団体が郵送したものを、郵送で回答
〃
インターネットで回答
◇調査事項
・事業所の名称、所在地
・従業者数
・事業の種類 等

◇調査事項（基礎調査項目に加えて）
・売上高（総額）とその内訳等
法人企業については
・必要経費総額
・原材料費・仕入費等
・給与支給総額
・原価償却費
・租税公課

この統計調査の詳細は下記のホームページをご覧下さい。

http://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/index.htm
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特別企画

北アルプス 残雪 空の旅
～壮観！目の前に広がる大パノラマ～
残雪のこの時期に普通ではちょっと足を運べない雄大な北アルプスを空中散歩。ヘリコプターで約3,000
ｍ上空からご案内させていただく特別企画です。
ヘリポートを飛び立つと、わずか3 ～ 4分で槍・穂高を始めとする3,000ｍ級の山々が視界に飛び込んで
きます。手を伸ばせば届きそうな、北アルプスの大自然に感動されること間違いなし！の企画です。是非
ご体験下さい。
１

日

時

５月8日（金）9日（土）10日（日）22（金）23（土）24（日）
６時30分～ 15時30分
※天候によりフライトできない場合もございます。

２

場

所

ほりでーゆ～四季の郷にて受付

３

内

容

●フライトコース
【ほりでーゆ～四季の郷】⇒（マイクロバス）⇒【大平原へリポート】⇒


ヘリコプター

・北アルプス常念岳上空
槍・穂高を始めとする、残雪まばゆい北アルプスの大パノラマを臨む
・蝶ヶ岳上空
安曇野ののどかな田園風景
帰着⇒（マイクロバス）⇒延命水（途中下車）湧き水の飲水可⇒【ほりでーゆ～四季の郷】
●その他
・天候風向き等によりフライトは、若干のコース変更がある場合がございます。
・フライト時間は気象条件にもよりますがおよそ15分です。
・また、宿発～自由解散までは、所要時間はおおよそ約1時間がかかります。
・６時30分～９時は、視界もよく山々の表情も抜群です。
・早朝のフライトは、前日に宿泊されると便利！安曇野市内12軒の宿がおすすめです。
４

料

金

大人 15,000円（税込）
小人 12,000円（税込）
小人は３歳以上、12歳未満（小学生まで）

５

アクセス 〔列車で〕ＪＲ大糸線豊科駅よりタクシーで約20分
（ほりでーゆ）
〔お車で〕長野自動車道 豊科ＩＣより約25分

６

お問合せ

安曇野蝶ヶ岳温泉
〒399-8211

ほりでーゆ～四季の郷

安曇野市堀金鳥川11-1

TEL.0263-73-8500  FAX.0263-73-8501
E-mail

info@holiday-you.co.jp

長野県観光部観光振興課
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