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巻頭特集 外国人観光客増加にみる
長野県観光の新たな可能性
　―「スノーモンキー」人気にわく
　　　　　　　　　　山ノ内町の事例と課題―

　冬景色の温泉につかるニホンザルたちにカメラを向け、大喜びの外国人観光客たち。雪道を30分ほど歩く
ロケーションにも関わらず、山ノ内町の地獄谷野猿公苑はスキーシーズン、「スノーモンキー」目当てのオー
ストラリア人をはじめとする外国人観光客でかなりのにぎわいをみせる。
　かつてタイム誌の表紙を飾って以来、「温泉に入るサル」として海外メディアにも数多くとりあげられ、ア
メリカでは「富士山と同じくらい有名」という話もあるほど高い知名度を誇るという。
　特に外国人観光客が目立つようになったのは4年ほど前から。2001年米同時多発テロ以降、北海道ニセコ
地域に増えていたオーストラリアのスキー客が、白馬エリアを中心に長野県にも本格的に訪れるようになった。
　日本人の国内旅行市場が伸び悩む中、着実に増える外国人観光客をいかに取り込むかが長野県観光活性化
のカギを握る。白馬村、山ノ内町を中心に、長野県におけるインバウンド誘致の取り組み事例を紹介する。

冬の湯田中渋温泉郷

オーストラリア・シドニー「トラベル・エキスポ」でのPR

冬の山ノ内町を PR する
英語版パンフレット

欧米の外国人が目立つ地獄谷野猿公苑
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　長野県の調査によると、2007年の外国人観光客の延べ
宿泊客数は28万1,469人。4万6,689人だった99年から着
実に増え続け、実に502.9％の伸び率を示す。
　月別でみると、スキーシーズンの1月と2月、春と秋の
観光シーズンに多く、国・地域別では台湾、韓国、香港、
オーストラリア、アメリカの順に多い。なかでもオース
トラリアの伸び率が1862.4％と著しく、2位の香港
（1375.1％）を大きく引き離している。
　外国人観光客誘致に県内でいち早く取り組んだのが白
馬村だ。
　01年に「白馬村インバウンド推進協議会」（事務局・
白馬村商工会）を設置し、海外からのスキー客誘致を推
進。05年には地元ホテル事業者10軒が誘致活動団体「白
馬ツーリズム」を結成し、オーストラリア・シドニーで
開催されたイベントに出展するなど積極的なプロモーシ
ョンを行った。それが功を奏し、04年に9,800人ほどだ
った外国人宿泊客数が、翌年には2万1,216人、07年には
4万人を突破した。
　さらに、より魅力的な観光ルートづくりをめざして06
年、長野県、新潟県、山ノ内町、野沢温泉村、妙高市の
民間事業者等とともに「長野−新潟スノーリゾートアラ
イアンス実行委員会」を設立。共同でオーストラリアな
どでの国際旅行博や商談会などに出展するほか、商品企
画なども手がけるなど、オーストラリアからのスキー客
をターゲットにした誘客PR活動を推進している。

　設立以来、白馬村を中心に外国人スキー客を伸ばして
きたが、09年シーズンは妙高市が昨年比8倍、野沢温泉
村も5割増となるなど、連携効果も目に見えて上がって
いる。

　白馬村が外国人観光客誘致にいち早く取り組む

　国、県も積極的にインバウンドキャンペーンを推進

　急激な外国人観光客増加の背景には、02年の524万人
から10年には1,000万人に倍増をめざして国が取り組む
「ビジット・ジャパン・キャンペーン」（VJC）や、県の
海外向けPR活動などの成果によるところも大きい。
　県は08年2月「観光立県長野」再興計画を策定。12年
に外国人宿泊者数を37万人とする目標を掲げ、戦略的な
誘客宣伝活動の展開、国際チャーター便の誘致、安心し
て旅行できる環境の整備促進などに取り組んでいる。
　また国のVJCとも連携しながら、外国人観光客誘致に
積極的な市町村、観光事業者とともに誘客活動も展開す
る。白馬ツーリズムが05年に行ったオーストラリアでの
プロモーション活動もその一環だ。誘客の対象国・地域
を当初の台湾、韓国、香港、中国、オーストラリアから、

東南アジア諸国、ロシアにも拡大し、各国・地域の特性
や市場の成熟度に応じた戦略的な活動をめざしている。
　さらに日本国内を広域に旅行する外国人旅行者の特定
を考慮し、隣接県などとの広域連携による海外プロモー
ション活動も展開している。
　県が関わるのは、長野−新潟スノーリゾートアライア
ンス実行委員会の他、中部広域観光推進協議会、国際観
光圏関東推進協議会、中央内陸県連合広域観光推進協議
会、上信越国際観光テーマ地区推進協議会、海外観光客
誘致推進協議会、中部山岳広域観光推進協議会など。長
野−新潟スノーリゾートアライアンス実行委員会の他
は、ほとんどが台湾、中国など東アジアをターゲットに
した活動を行う。

長野県を訪れた外国人宿泊者数の推移 

資料：長野県観光部 平成 19年外国人宿泊者数調査 
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国・地域別の延べ外国人宿泊者数と割合 
国 籍 平成11年（人） （人） （％）平成19年 伸 率

1 台 湾 9,139 109,758 1101.0

2 韓 国 2,545 33,973 1235.0
3 香 港 1,420 20,946 1375.1

4 オーストラリア 1,055 20,703 1862.4

5 米 国 13,581 17,442 28.4
6 中 国 3,148 15,657 397.4

7 英 国 3,021 4,613 52.7

8 タ イ 350 4,538 1196.6
9 シンガポール 539 4,343 705.8

10 ドイツ 1,670 3,498 109.5

11 フランス 722 2,857 295.7
12 カナダ 821 1,506 83.4

　 その他 8,678 41,635 379.8
　 総 数 46,689 281,469 502.9
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Season 項目 白馬 志賀高原 野沢温泉 妙高高原 合計

08.12〜09.03

宿泊者数（人） 2,310 1,553 895 717 5,475
（前年比％） （118.0） （146.6） （162.1） （547.3） （148.0）

延宿泊人数（人泊） 15,088 7,578 4,769 4,584 32,019
（前年比％） （125.2） （148.4） （209.5） （800.0） （160.1）

平均宿泊数（泊） 6.53 4.88 5.33 6.39 5.85

07.12〜08.03

宿泊者数（人） 1,958 1,059 552 131 3,700
（前年比％） （197.2） （143.1） （135.1） （202.2）

延宿泊人数（人泊） 12.049 5,105 2,276 573 20,003
（前年比％） （189.0） （133.2） （166.6） （189.6）

平均宿泊数（泊） 6.15 4.82 4.12 4.37 5.41

06.12〜07.03
宿泊者数（人） 993 740 - 97 1,830
延宿泊人数（人泊） 6,374 3,832 - 344 10,550
平均宿泊数（泊） 6.42 5.18 - 3.55 5.77

'08〜'09シーズン　オーストラリアからの宿泊実績（Ｈ21.3月末）

資料：長野－新潟スノーリゾートアライアンス実行委員会

※宿泊者数については長野－新潟スノーリゾートアライアンス実行委員会参加宿泊施設64軒の実績



　「一昨年あたりから外国人観光客、

特にオーストラリア人が急激に増

え、08年には2万人を超えました」

と顔をほころばせるのは、山ノ内町

観光連盟の小根澤市左衛門会長。

　山ノ内町は志賀高原、北志賀高原

という全国有数のスキーエリアと、

古くから数多くの文人墨客が訪れた名湯・湯田中渋温泉

郷を抱える国内第一級のリゾート地。しかし90年をピ

ークにスキー客の減少が続き、観光客誘致への取り組み

が大きな課題となっている。

　そんな中で同町もインバウンド誘致に着目し、04年

町内にインバウンド推進協議会を発足。韓国、オースト

ラリアなどへのトップセールスを行ってきた。

　08年には経産省の補助金を得て、オーストラリア・

シドニーで開催された「トラベル・エキスポ」に「スノ

ーモンキー・タウン・山ノ内町」として出展。日本から

は他に東京、京都の各都市も参加したが、かなりの盛況

ぶりだったという。

　「スノーモンキーと伝統的温泉を組み合わせて売ろう

と出展しました。サルの着ぐるみを着た職員のパフォー

マンスや、同行した旅館の女将らによる浴衣の着付け、

日本茶のサービスなどを行いました。浴衣の着付けがこ

とのほか人気を博すなど、プロモーションの反応はかな

りよかったですね」

　一番人気として大きな注目を集めたのは、やはり地獄

谷野猿公苑の「スノーモンキー」。かつて米タイム誌の

表紙を飾った温泉に入るニホンザルだ。オーストラリア

人観光客などの口コミから各国メディアがこぞって取

り上げるようになり、一躍冬の日本を代表する観光名所

となった。今冬も各国のテレビ取材クルーが毎週のよう

に地獄谷野猿公苑を訪れていたという。

　観光客の国別ではオーストラリア、アメリカの順で多

く、欧米からが目立つ。サルが温泉に入るというだけで

珍しいのに、特にオーストラリアでは野生のサルがいな

いこともあり、その人気はまさに絶大。「志賀高原での

スキーもさることながら、スノーモンキーが目的で来る

外国人観光客が目立ちました」と小根澤会長は明かす。

「うちの旅館（渋温泉・古久屋）に3泊されたアメリカ

人のご夫婦も3日間、文字通り朝から晩までスノーモン

キーを見に通い、

写真を撮っていま

した（笑）。10年

前は欧米からの観

光客はほとんどい

なかったのです

が」。

　スノーモンキー人気にわく山ノ内町だが、もうひとつ

外国人観光客に人気なのが、畳にこたつ、浴衣という純

和風旅館の宿泊スタイルと日本料理。

　「どこにでもあるホテル形式にはない、日本独自の文

化が受けています。和食もすごく喜ばれます。外国では

オールインワン・プレートみたいな食事スタイルです

が、日本料理では器にも気を遣い、美しい。それがとて

も魅力的なんですね。さらに湯田中渋温泉の日本の良き

温泉情緒。うちに泊まった外国人のお客様が、他の人に

は教えたくないと言っていました（笑）。（口コミを）あ

まり広めて外国人だらけになってほしくないと。なるほ

どと思いました」。

　その一方で、課題も多い。

　その一つが、スキーをした後のアクティビティ（スキ

ー、温泉といった具体的な体験メニュー）があまりない

こと。「オーストラリア人にとってはスキーとともに、

アフタースキーの楽しみが重要です。あるオーストラリ

ア人のお客様が、白馬はビレッジだが、志賀高原はナシ

ョナルパーク、と言った。このひと言に象徴されるよう

に、志賀高原はアクティビティが少ない。白馬の宿泊施

設ではそれを理解し、欧米で一般的な一泊朝食付き（Bed	

&	Breakfast）を採り入れ、夕食は街で食べるスタイル

を導入してきましたが、当町では白馬ほど普及していな

いのです」。

　スノーモンキーが有名になり、山ノ内町に泊まらず、

白馬などから日帰りで来るというケースも多い。そんな

観光客にいかに金を落とさせるか。そのためにはスノー

モンキー以外の魅力をアピールしていくことが重要だ。
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　スノーモンキーが目的で来る外国人観光客が目立ちました

　人気は純和風旅館と日本料理、課題はインフォメーション

巻頭特集　外国人観光客増加にみる長野県観光の新たな可能性

オーストラリア・シドニー
「トラベル・エキスポ」に出展

小根澤市左衛門
山ノ内町観光連盟会長



　「外国人観光客の気持ちなら、やはり外国人に聞くの

が一番ですよね」。そう言って小根澤会長が紹介してく

れたのが、スロバキア出身のZeno（ゼノ）氏。渋温泉「古

久屋」の伝統を継ぐ、小根澤会長の娘婿だ。

　氏がまず課題としてあげたのは、外国人に分かりやす

い案内が非常に不足していること。欧米からの観光客は

個人旅行がほとんどだけに、それは大きな問題だという。

　「外国人観光客は長野が日本のどのへんにあるか、東

京からとても近いことも知りません。湯田中駅に着いて

から宿までの街の案内が分かりません。ホテルの予約方

法、どんな料理が食べられるのか、ここで何が楽しめる

のか、分かりません。志賀高原も知らないし、上林温泉

や渋温泉などの温泉、浴衣を着て下駄をはく文化、造り

酒屋、古いお寺があること、白根山の美しさ、みんな知

りません。ただ分かるのは、湯田中駅といくつかの旅館、

スノーモンキーだけ（笑）」。

　サービスでは、夕食が付く日本旅館の食事スタイルを

知りません。欧米ではBed	&	Breakfastが一般的ですか

ら。さらに会席ディナーの一品一品がどんな料理なの

か、丁寧に分かりやすく伝えることも大切だと思います」。

　山ノ内町、そして日本の外国人観光客へのインフォメ

ーションの少なさ。それを肌で感じたゼノ氏は1年ほど

前、ホームページ「Zeno's	Guide」を立ち上げ、世界に

情報発信を始め

た。現在世界から

月2,000以上のア

クセスがあるとい

う。

　「Zeno's	Guide」

ではスノーモンキ

ーはもとより、山

ノ内町の東京から

の位置、距離や時

間、新幹線や電車

の時刻表等の基本

情報や詳しい観光

情報のほか、浴衣の着方、風呂の入り方など、知ってほ

しい日本文化についての案内まで詳しく解説。地元なら

ではの情報提供が非常に好評で、各国でこのページを見

て同旅館を訪れる外国人観光客も多いという。「オース

トラリアではスノーモンキーを見に日本に行きたいと

思っても、エージェントがどこにあるか分からない。本

や雑誌、ガイドブックも少ないんです」。

　ちなみに古久屋のホームページもゼノ氏のデザイン。

日本語、英語、ドイツ語、韓国語、中国語、スロバキア

語と世界対応だ。
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　長野が日本のどのへんにあるかも外国人は知りません

　個々の旅館・ホテルにとっての課題は何か。

　小根澤会長は「どこも他に負けない魅力、強みを持っ

ている。それを見つけて伸ばすこと」と言い切る。スノ

ーモンキー、温泉、スキー、文化など、豊かな観光資源

を誇る山ノ内町。それを楽しむベースである宿泊施設が

自分の魅力をいかに発信するかが大事だというのだ。

　「そのためには受け入れる側の意識改革が必要です。

外国人観光客の受け入れも同じです。言葉の問題などで

面倒だから、という旅館経営者もいます。しかし、ほと

んど英語が話せない老夫婦がやっている旅館で外国人

を数多く受け入れているところもある。要はやる気があ

るかどうか。課題は受け入れる側の心の問題だと思いま

す」。

　英語版ホームページや海外向け旅行エージェントな

ど、外国人向けに情報提供していない宿泊施設は外国人

にとって存在していないのと同じだ。観光をとりまく厳

しい環境のなかで外国人観光客の増加は追い風。それを

とらえつつ、圧倒的多数を占める日本人客の増加にいか

につなげるか。小根澤会長も「今その岐路に立っている

と思います」と言う。

　そのような状況をふまえ、中央会も山ノ内町のインバ

ウンド推進に注目。山ノ内町旅館協同組合の「旅行業第

3種資格による『スノーモンキー』旅行企画商品の開発

と販売」を積極的に支援することを決めた。

　これは地域経済発展の核となる、活力のある挑戦する

中小企業を育てるチャレンジ事業（09年度）の一環。

上田卸商業協同組合「卸団地が実験的に行う、わけあり

市の開催」、南信経営品質研究会「経営の品質を高める

実践研究」など、県内8組合のひとつとして選定した。

　挑戦する中小企業を育てるチャレンジ事業として支援

「Zeno's Guide」山ノ内町を案内する
外国人向けホームページ

http://www.yudanaka-shibuonsen.com/
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（答）	適正な区域は、個々の雑踏警備業務ごとに異なるものであることから、機械的に当てはめれば適正な区域が決まる
ような基準を示すことはできない。

（答）	区域は、雑踏警備業務を行う場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する
警備員の人数及び配置の状況その他の事情を勘案して雑踏警備業務の実施の適正の確保上から定められるものであ
ることから、定められた区域の区切り方について、警備業法に基づく行政処分がなされることは想定されない。

　　		なお、雑踏警備業務を行う場所又は区域ごとに配置すべき検定合格警備員が配置されていない場合には、警備業法
違反となり、行政処分の対象となる。

（答）	ある区域における検定合格警備員の配置義務は、当該区域の警備を担当している警備業者のみにかかり、これは、
警備本部が設けられている地点を含む区域においても同様である。

　　		警備本部が設けられている地点が雑踏警備業務を行ういずれの区域にも含まれない場合には、当該地点については
いずれの警備業者にも検定合格警備員の配置義務はかからない。

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（その3）

　区域の区切り方に関して警備業法に基づく行政処分がなされることがあるの
か。問16

　警備業者の責任者等が警備本部に詰める場合、当該警備本部がある場所は当
該警備業者にとって配置基準の対象となる区域に該当しないと考えてよいか。問17

　区域の区分について、検定規則において、「雑踏警備業務を行う場所の広さ、当
該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人
数及び配置の状況その他の事情により」「警備業務の実施の適性の確保」の観点か
ら区分されることとされているが、区域の区切り方の数値的な基準はないのか。

問15

　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。
　前回に引き続き「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。
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（答）	駅前に配置された警備員が案内業務のみを行う場合、当該業務は雑踏警備業務に該当しないことから、当該警備員
が配置されている駅前を雑踏警備業務の区域に含める必要はない。

（答）	別個の契約に基づいて配置された警備員は、それぞれの契約に基づいて警備を行うものであることから、一級検定
合格警備員の配置の必要性については、それぞれの契約ごとに別個に考えることとなる。

（答）	一級検定合格警備員の役割は、複数の区域（＝複数の部隊）全体の統括管理であることから、ある一時点において
は一区域のみにおいてしか雑踏警備業務を行わない場合には、一級検定合格警備員を配置する必要はない。

６  一級検定合格警備員の配置

（答）	一級検定合格警備員の役割は、高度に専門的な知識及び能力を生かして、事前においては、事前調査を踏まえての
各区域への適切な警備員の割り振り等を行い、また、当日においては、担当区域全体の状況の把握及び分析、各区
域の二級検定合格警備員に対する情報提供、複数の区域にまたがる動線の切替えや警備員の配置転換に関する指示、
（遊撃部隊を配置している場合には）遊撃部隊の運用に関する指示、警察及び主催者との連絡調整等を行うことが
想定されている。

　　		一級検定合格警備員について、固定の配置ポストについて警備業務を実施することを禁止又は制限する規定はない
が、一級検定合格警備員の配置義務を課す趣旨にかんがみ、一級検定合格警備員として求められる役割を果たすこ
とができるような形で配置されるべきである。

　一つの業者が一つのイベントにおいて、それぞれ独立した複数の契約を締
結して雑踏警備業務を実施する場合、一級検定合格警備員の配置の必要性に
ついては、契約ごとに別個に考えて、それぞれの契約が一区域のみであれば
一級検定合格警備員を配置しなくてもよいのか。

問19

　一級検定合格警備員の役割は何か。一級検定合格警備員が、ある固定の配置
ポストについて警備業務を実施してもよいのか。問21

　スタート地点とゴール地点が異なるマラソン大会において、ある警備業者の
警備部隊がスタート地点（一区域のみ）で雑踏警備業務を実施した後、ゴール
地点（一区域のみ）に移動して雑踏警備業務を実施する場合、一級検定合格警
備員を配置しなくてもよいか。

問20

　イベント会場から離れた駅前において、人の雑踏の整理は必要ないものの、イベント会
場までの道順を案内する必要から一人の警備員を配置する場合、当該警備員はどの区域に
入れるべきか。イベント会場の中の一つの区域を広げて駅前も含むようにした場合、二級
検定合格警備員の指導が行き届かないことから、駅前を一つの独立した区域とすべきか。

問18
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︱健︱康︱を︱考︱え︱る︱

『記録』の効果

　我々の仕事ではカルテをはじ

め、レントゲンや模型、各種の検

査値や口腔内写真などなど、仕事

にまつわる『記録』には様々なも

のがあります。

　普段はあまり深く考えずに、当

然のように口腔内写真を撮ったり

していますが、こういった積み重

ねがいかに我々の仕事の支えに

なっているのか『記録』を残すこ

とがいかに大切かということを、

昨年春から20キロの減量に成功す

るきっかけとなった『レコーディ

ングダイエット』を通じて実感し

ました。

自分と相性が良かった
『レコーディングダイエット』
　考えてみると数年前からジムに

も通うようにしましたし、色々な

ダイエット食品、飲料、サプリな

どなど試してきましたがあまり効

果はありませんでした。そんな時、

昨年の正月に手にした本で知った

『レコーディングダイエット』は

自分と相性が良かったのか約３ヶ

月程で前述のような効果が得られ

ました。

　約３ヶ月でこれだけ痩せると久

しぶりに来院された患者さんはか

なり驚かれるようで、まず受付で

「先生、お体壊されたんですか？」

と聞かれ（笑）、ダイエットした

結果と知るや「どうやって？」と

いう展開が必ず。

　もともと、仕事柄ちまちまと

（？）した細かい作業や、集めた

レコードやＣＤのリストを作った

りする作業は嫌いではないので手

帳が何冊も増えていくのが楽し

かったりもします。しばらく続け

ていくと、普段気をつけて飲食し

ていたのが「あ〜もうイヤ！」と

なってちょっと暴飲暴食したりし

てしまう時もあるのですが、通常

これをきっかけに「あ〜やっ

ちゃった。もうヤ〜メた。」とい

うのが典型的なダイエット挫折の

パターンらしいのですが、ここで

手元にあるダイエット開始時の記

録や今までの経過をみれば、それ

でもある程度の効果は出ている訳

です。これがもの凄く励みになり、

「そうだよな、前はこんなに太っ

ていたじゃないか、もう少し頑張

ろう！」となります。太っている

時の体重計の数値というのは見た

くないもののベスト３に入ってい

ましたが、まず現実を見ないこと

にははじまりません。自己破産す

る人の大半が自分の借金の総額を

把握していないのと似ているかも

知れません。

院内の空気が
少し優しくなるような気が…
　さて、こういった『記録』とい

うものは自分にだけ意味をもつの

ではなく、長くおつきあいしてい

る患者さんにとっても、凹みがち

な時に「これだけ腫れていた歯肉

がこんなに綺麗になった。」とい

うのは何にもましての励みになる

と思います。他にも３歳から通院

していた子は10年もすれば中学

生、初診時の顔写真をモニターに

映し出すと本人は何とも照れくさ

そうな顔をしたり、お母さんは「そ

うねぇ、今は憎らしいことばっか

り言ってるけど可愛かったのよ

ねぇ」みたいな遠い目をして（？）

院内の空気が少し優しくなるよう

な気がするのも『記録』の効果の

一つかも知れません。

長野県保険医協同組合

伊佐津　和朗
（安曇野市　いさつ歯科医院）
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I N N O V A T I O N

　前期は黒字で納税をしたが、中小企業を取り巻く経営環境が厳しい中で今期は赤字決算・・・そのような皆様をバッ
クアップする税制改正が行われました。改正内容は、一度納めた税金の還付が受けられる「欠損金の繰戻還付制度」
で、実に16年ぶりに復活しました。
　決算申告後約１ヶ月で入金となるため資金繰りの状況によっては有効活用できるメリットがあります。ただし、
この制度を適用すると税務署からの確認が念入りになる可能性もあります。
　今回は、「欠損金の繰戻還付制度」の活用についてご紹介致します。
　①制度の概要
　　	　「欠損金の繰戻還付制度」とは、前期が黒字で今期が赤字の場合に、前期の黒字と今期の赤字を相殺して前期
に納めた法人税の還付を受けることができる制度です。

　　　この制度は平成21年２月決算法人から適用可能となりました。
　②事例
　　・４月決算。前年度1,000万円の黒字。法人税250万円（税率25%で試算）
　　　【事例１】今期		500万円の赤字の場合……125万円の還付
　　　【事例２】今期1,100万円の赤字の場合……250万円の還付
　　　（算式：還付金額＝前期法人税額×今期赤字÷前期黒字）

　		―前期―　　　　　　　　　　		―今期―　　　　　　　　　			　<申告>
　平成20年4月　　　　　　　　　平成21年4月　　　　　　　　　平成21年6月　　　　　　　　　平成21年7月

　【事例２】のように、赤字の金額が前期の黒字から相殺しきれない100万円については翌年度以後に繰越す繰越欠
損金として扱われます。（法人事業税、地方税については繰戻還付が適用されません）
　欠損金の繰戻還付金額は、電子申告の場合申告後約３週間で入金（郵送提出は約１ヶ月）となり、消費税も課税
されないため、資金繰りに活用するメリットがあります。
　４月決算の場合、還付金額は７月入金となるため、賞与や労働保険料の支払などの資金に充てて活用されてみて
はいかがでしょうか。
　このようなメリットがある反面、一度納めた税金を還付する制度のため、還付請求をきっかけに税務調査の可能
性があります。
　欠損金の繰戻還付を申請するかご検討される際には、下記の点についてご参照していただければと思います。
　・税務調査が前期にあり、売上計上漏れや仕入過大計上等の指摘、修正事項がなかったか。
　・調査で指摘されても過去の大きな赤字があるため影響が少ない。
　・還付申請しなくても業種的に定期的な税務調査が入っている。
　なお、欠損金の繰戻還付請求を行わなかった場合は、翌期以降７年間黒字と相殺できる繰越控除となり、将来の
税金負担額を軽減する効果もありますので、資金繰りの状況等をご確認してみてください。

イノベーション

資金繰り改善の救世主?!
～ 16年ぶりに復活した欠損金繰戻還付活用の光と影～

※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。

黒　字

赤　字相　殺

法人税還付
相　殺
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　暮らしや仕事の中で、「なんとかしたい」「変だ」

と感じ、あるいは困っている人、困っている事業者

の声を聴き、個性発揮の事業を立ち上げ、展開して

いる事例を述べます。

　上田市で会社を立ち上げて、10年間で10の会社

を設立した創業者、Ｎ氏（44歳）の話をします。

起業するまで、Ｎ氏は営業マンとしてのサラリーマ

ン生活をしていました。起業する少し前から、私に

相談があり起業を含めた経営全般についてのアドバ

イスをしてきました。

　「何を目的で起業するのか」「どのような事業をす

るのか」「なぜ、それをするのか」といった起業にとっ

て最も大切なことを聴かせてもらいました。Ｎ氏は

「いのちに関わること、福祉、環境をテーマにしたい」

「人が困っていることを解決する事業をしたい」と

いっていました。これをテーマにしたのは、子供の

ころからの生活の中で、あるいは社会人となっての

仕事や暮らしの中でぼんやりですが、浮かんできた

ことです。

　Ｎ氏が立ち上げたＬ社は、現在でもグループ10

社の中で中核的な役割を担っていますが、電気のメ

ンテナンス（電気工事）事業をしています。店舗を

全国にチェーン展開する企業と、北は北海道から南

は沖縄まで、全国1,500社ほどの小規模の電気工事

店さんを結んだ事業で、国内でもはじめてのビジネ

スモデルとして経済誌紙にとり上げられ、また、経

済産業省などからの訪問も受けています。

　チェーン店の「ある店舗」で電気関係の故障が起

きたときに、そこに最も早く行ける電気工事店さん

に仕事を依頼して工事を行うサービスをしていま

す。全国一律の工事品質と工事代金、そして迅速な

対応ができるという内容です。自営、中小の電気工

事店さんは工事の腕は良いのですが、営業活動は苦

手です。一方、チェーン展開をしている店舗側にし

たら、同じような工事をしているのに工事店さんに

よって価格が違う、１時間でも30分でも早く修理

をしてもらいたいのに、工事店さんがいつ来るか

はっきりしないといった、「何とかならないか」と

いうニーズがありました。これをシステムとしてつ

なげた事業です。

　このきっかけは、起業して間もないころ、売上が

無く資金も底をついたとき、全国展開している

チェーン店の夜間電気工事の手伝いを「人工」とし

て行ったことです。東日本全域の仕事です。夜、店

が閉まってから工事をはじめ、開店まで行う。資金

がないのでビジネスホテルや旅館に泊まることがで

きない。近くのサウナで仮眠して、夜になると指定

された店舗の現場へ、という繰り返しでした。この

 個性発揮の経営 (3)

 開成経営学院理事長　中小企業診断士　滝澤恵一
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時、工事で一緒に働いている電気工事店さんと親し

くなり、「こんなに電気工事ができるのに、みなさ

ん下請けで仕事をしているのか」「何とかならない

のか」という思いが湧きました。何かの縁と思って、

電気工事店さんから携帯電話の番号を聞きました

が、これも、この事業にとっては大きな資源となり

ました。そして、何よりも、長期間にわたり夜間工

事を一緒にしたという人間関係も目に見えない大き

な財産となりました。

　この仕事が一段落したとき、この体験をもとに起

業できないかと考え、企画書をつくり、全国展開し

ている小売店の、ある店に飛び込みで企画書を持っ

ていきました。これが店長から本社の担当にわたり、

Ｎ氏に商談の機会が訪れました。この会社から受注

できたことにより、チェーンストア業界に情報が流

れ、その後の営業活動に弾みがつくようになりまし

た。

　次のような事例もあります。県内のある村に在住

の電気工事業で兼業農家のＧ氏がいます。電気工事

業は順調に事業展開がされていましたが、地域の農

業を見たときに遊休農地は広がり、農業者の高齢化

が進み、農業を後継する人も減少しているという現

実がありました。「このままでは村の農業はダメに

なる。なんとかしなくちゃいけない。」と、Ｇ氏は

感じました。一方、子供たちの食を見ますとスナッ

ク的なもの、さまざまな添加物が入っているものを

食べています。「これでは子供たちの身体に悪影響

を与えるのではないか、食をなんとかしなくちゃい

けないのではないか。」と考えました。Ｇ氏はどの

ように事業を立ち上げればいいのかわかりませんで

したので、５日間の創業塾に休まずに、遅刻も早退

もせずに出席してビジネスプランを創り、その後、

４ヶ月で「おむすびや」を立ち上げました。地域の

子供ばかりではなく、口コミで行楽、行事などでも

ご利用いただけるようになり、増収増益、顧客数の

アップとなっています。電気工事業はベテラン社員

と息子さんが頑張っています。

　事業のきっかけ、個性発揮の事業のヒントは、現

場で自らが感じたことの中にあります。同じ現実を

見ても、同じ情報を得ても、そこで何を感じるのか、

事業としての可能性を感じることができるのか、人

それぞれによって異なります。感性の働きです。こ

の働きによって感じ方が異なり、個性発揮へとつな

がっていくのです。

　個性発揮の事業を実現するには、さらに、どのよ

うにすればいいのか、プロセス、手法、手段などを

考えてプランを練り、創るのです。そして、お客様

に提案をしてみることです。それも、常に、お客様

の視点に立って考え、提案することが大切です。

信州ビジネスコンサルタント協同組合

　理事長
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１）課題解決の条件を過不足無く抽出する

　	　発明には目的がある。技術的な効果をもたら

す技術のエッセンスを探り出さなければならな

い。それはアイデアの最もポイントになる部分

を条件付けることである。それはあたかも工場

へ持ち込まれた原材料を製錬して、純粋な成分

を取出すのに似ている。前回の断面四角形、六

角形、三角形などとせず「断面多角形の鉛筆」

という条件を定めることである。

２）	別の課題に関する発明は別の出願として抽出

する

　	　大きな発明を特定するときに、その一役を担

う構成部分がそれとしても発明といえる場合が

ある。その部分的な発明も真似されたくないと

きは、別途の出願をして独立して権利化するこ

とがある。これは製錬所で本命の製錬の過程で、

別の微量成分も抽出するのに似ている。

３	）時には発明の過程で生まれたアイデア同士を

組み合わせたり、他のアイデアを加えることで

別の発明とすることもある。それはあたかも異

なる成分を混ぜ合わせて合金を造るようなもの

である。

１）重心をずらした鉛筆

　	　もし転がらない鉛筆として断面形状だけにこ

だわらず、重心をずらすことも開発の過程で考

えられたとする。芯材を中心からずらしたり、

芯材を挿む軸材の左右の重さを変えたりする発

想も出るかもしれな

い。

２）	角ばった消しゴム

を一端に取り付け

た鉛筆

　	　鉛筆が真円でも、

一端に角ばった消し

ゴムを取り付けるこ

とで消しゴムつきの

鉛筆という便利さと

転がらない効果も満

たされることになる。

　	　このように、将来

マーケットに備えて

周辺特許として押さえておくことも考えられる。

　鉛筆の形状を考えているうちに、断面三角形の

鉛筆を「捩じり飴」のように捩じりをかけること

が出来たとする。製品化にはまだ様々な工夫がい

ると思うが、子供たちがはじめて鉛筆を持つとき

に指の位置を正しく習慣付けることが出来、正し

い書き方が身に付くという。新商品が生まれるか

もしれない。発明の製錬加工から多種類の特許権

を作れる。これからの知財管理は、開発の過程で

いろいろ考えたことを、出願の際アイデアとして

盛り込み、さらに将来に向けた自社の経営戦略を

踏まえた権利創りをしていかなければならない。

開発や商品化の投資、競争による苦労を考えれば、

知財戦略の段階のコストはまだまだ小さい筈であ

る。

綿貫国際特許・商標事務所　弁理士　綿貫	隆夫

特許事務所は知財製錬所

知 財 あ れ こ れ

研究開発で生まれた
知的原材料を製錬する

転がらない鉛筆の別発明

転がるけれど別の価値を持つ鉛
筆（断面三角形でねじれのある鉛筆）
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環境への意識
　地球温暖化やごみ問題など私たち
を取り巻く環境問題は、より一層深
刻化してきており、現在、世界中で
その対応策について論じられている。
近年では、様々な「呼びかけ」が自
治体及び企業等で行われ、これらの
環境問題の克服のために、国民一人
ひとりの意識と行動が重要であると
いった「基本的な認識」が、国民に
も急速に根付き始めてきている。
　加えて、我が国では	京都議定書で
2012年までに1990年比で6％の温室
効果ガス削減を公約しているが、
2007年度における我が国の温室効果
ガスの排出量は、1990年比で9.0％ 
上回っている状況であり、温暖化対
策をより一層強化する必要があると
されている。
　このような中、国では、約3,000億
円の予算立てを行い、環境省・経済
産業省・総務省の所管する「エコ・
アクション・ポイント事業」を経済
危機対策の一環として行い始めた。
また、仕組みは異なるが、環境省が
単独で支援している「エコポイント
の活用によるグリーン家電普及促進
事業」もこうした世界動向や国民意
識を反映させた事業の一環であるこ
とは言うまでもない。　

こまちゃんエコポイント制度スタート!!
　駒ヶ根市で地域コミュニティー
ツールである「つれてってカード」
を管理・運営するつれてってカード
協同組合は、こうした「環境対策」
と組合のメーン事業である「カード
の利用促進」を兼ね備えた事業を駒ヶ
根市と提携し発足させ話題となって

いる。事業名は「こまちゃんエコポ
イント制度」。これは、駒ヶ根市が市
民一人ひとりに無理なく、そして楽
しくエコ活動に参加してもらうため
の仕組みとして、市内において環境
美化活動や環境に優しい買い物をす
ると主催者がポイントを発行すると
いったものである。具体的には下記
表の通りである。

国の事業にも連携!!
　また本組合に関しては、駒ヶ根市
との連携だけではなく、先日、全国
に向けて公募のあった国（環境省）
の「エコポイントの活用によるグリー

ン家電普及促進事業におけるエコポ
イント交換商品等」の公募に申請し、
県内としては本組合が運営する「つ
れてってカード」と伊那市コミュニ
ティーカード協同組合が運営する「い
〜なちゃんカード」の2件が採択され
ている。これで、自治体が発行する
エコポイントだけではなく、国が発
行するエコポイントにおいても、利
用することが可能となった訳である。
　矢澤理事長曰く、『つれてってカー
ドが標榜する地域貢献の一途として、
今回、駒ヶ根市のこまちゃんエコポ
イントに取り組むことができ、また、
カードシステムが地域の環境美化・
保全に参画・寄与できることは組合
として喜ばしいことである』と心境
を語り、『国の進めるグリーン家電エ
コポイントの登録も完了し、国レベ
ルでのエコロジー活動とエコポイン
ト地域還元への活動に参加できるよ
うになった』と話す。
　今後の地域における組合のあり方
についてお聞きすると、『いずれのエ
コポイントも当組合が目指すＳＣ活
動=（Social-Capital:社会資本）とし
て大きなステップであるとともに、
今後も持続可能な地域社会の構築へ
向け、社会資本として様々な活動に
参加し	C.	S.	R（Cooperative	Social	
Responsibility：社会的信頼性）を高
めてゆきたいと』思いを馳せている。

（取材構成：南信事務所）

T O P I C S

つれてってカード協同組合の
エコロジーへの取り組み !!

詳細については、下記アドレスを参考にしてください。
○駒ヶ根市HP　　　　　　　　　　http://www.city.komagane.nagano.jp/
○つれてってカード協同組合HP　　http://www.turetette.jp/
○環境省HP　　　　　　　　　　　http://www.env.go.jp/

駒ヶ根市の指定する「こまちゃん
エコポイント対象事業」に参加。

（市民限定）
事例：
●エコライフコンテスト応募…
　　　　8月末迄…300ポイント
●環境ポスター応募…
　　　　8月末迄…100ポイント
●環境標語応募…
　　　　8月末迄…100ポイント

ｅｔｃ

補助チケットをもらい、入力店舗
へ持って行き、つれてってカード
にポイントとして入力してもらい
準備完了。後は加盟店でお買い物。
入力店舗：	駒ヶ根市役所環境対策課・

駒ヶ根商工会議所内・カ
クタ等、市内17カ所。

Step1

Step2
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お問合せ先　長野労働局労働基準部安全衛生課　℡：026-223-0554

「信州・労働安全衛生危険ゼロ運動」
（略称 「信州・危険ゼロ運動」）

～スローガン～

『災害ゼロから危険ゼロへ　
　　　めざそう信州一の安全・健康・快適職場！』

　この運動は、労働安全衛生マネジメントシステム、リスクアセスメントの普及促進をすすめ、自主的な労働
災害防止活動の確立を図ることにより、労働現場において労働災害のおそれのない危険がゼロな事業場、すな
わち真に安全・健康・快適な職場環境の実現、さらには事業者や労働者が安全を最優先する「安全文化」の形
成・定着をも目指すものです。

　労働基準監督署あて毎年５月末頃までに報告される労働者30人以上の事業場からの「年間安全衛生計
画書」により、「労働安全衛生マネジメントシステム」の導入状況を把握することとし、労働者300人以
上の事業場にあっては、「労働安全衛生マネジメントシステム」の導入率の目標を、
　　　　平成21年度（平成22年集計分）　　　40％以上
　　　　平成22年度（平成23年集計分）　　　50％以上
とし、また労働者30人以上300人未満の事業場にあっては、目標を
　　　　平成21年度（平成22年集計分）　　　10％以上
　　　　平成22年度（平成23年集計分）　　　15％以上　とする。

１．期間
　	　平成20年度を初年度として、「第11次労働災害防止推進計画」の最終年度である平成24年度までの
５か年間とする。（なお、３年経過後に活動の評価を行い、見直しを行うこととする。）

２．推進月間
　	　毎年６月１日から６月30日までの全国安全週間の準備期間及び９月１日から９月30日までの全国労
働衛生週間の準備期間を主なる推進月間として、取組を行う。

３　具体的実施事項(事業場関連のみ抜粋)
　（１）事業者（事業場）の実施事項
　　ア	　労働者300人以上の事業場にあっては、「労働安全衛生マネジメントシステム」の導入推進を図

る。
　　イ	　労働者30人以上300人未満の事業場にあっては、毎年、「リスクアセスメント」を組み込んだ「年

間安全衛生計画書」等を策定し、「リスクアセスメント」の導入推進を図る。
　　ウ　労働者30人未満の事業場にあっては、「危険予知（KY）」活動を実施する。
　　　	　また「リスクアセスメント」に関する講習を受講するなどして、「リスクアセスメント」の導

入準備をする。
　（２）労働者の実施事項
　　ア　本運動の趣旨を理解し、事業者が実施する事項への協力をする。
　　イ	　事業者が実施する危険有害要因の洗い出し、災害防止措置の検討等について積極的な参画に努

める。

目　　標
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セーフティネット５号の指定業種が
　　　　　　　　　　　　781業種に拡大されました！

TEL 026（234）7680
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長野県観光部観光振興課

　標高1600ｍの国内最高地で開催される「高ボッチ高原観光草競馬大会」は、全国から約80頭の競走
馬やポニーが集まり、迫力満点のレースや、愛嬌たっぷりの珍レースを繰り広げます。なお、ＪＲＡ
後援による「全国ポニー競馬選手権」の予選レースを行います（予定）。
　ちびっこ馬車や、ポニーの試乗、塩尻特産のワインやジュースがプレゼントされる勝ち馬あてクイ
ズなどアトラクションも盛沢山です。
　また、北アルプス、南アルプス、中央アルプスと360度を見渡すことができるさわやかな高原で、そ
の眺望の美しさは写真愛好家のあいだで日本一のシャッターポイントと言われております。この時期、
ヤナギランやユウスゲ・マツムシソウが見頃を迎え、牧場の中を散策しながら高原の花々と出会うこ
とができるのも大きな魅力です。
　夏休みの１日、ぜひ塩尻市の高ボッチ高原へお越し下さい。

１　日　　時　８月１日（土）　８時30分〜 14時30分頃　　予備日　２日（日）
２　会　　場　高ボッチ高原競馬場
３　内　　容　・競走馬、ポニーなど約80頭による24レースを予定
　　　　　　　・ＪＲＡ日本中央競馬会後援による「全国ポニー競馬選手権」の予選レースの開催
　　　　　　　・昼食中のアトラクションとして、ちびっ子馬車（小学生３年以下）、大玉送りを開催
　　　　　　　・指定する４レースで優勝馬を当て、抽選で地場産ワインとジュースをプレゼント
　　　　　　　・塩尻紹介ボランティアによる高ボッチ高原の散策ガイドツアー開催
　　　　　　　・動物ふれあいコーナー（ポニーの乗馬など）を設置
　　　　　　　・次年度のポスターの写真の募集
４　主　　催　高ボッチ高原観光草競馬実行委員会
５　アクセス　ほたる童謡公園へ
　　　　　　　〔列車で〕ＪＲ中央本線塩尻駅からバスで約45分
　　　　　　　　　　　		※当日（８時５分〜）は塩尻駅前から30分おきに無料シャトルバスが出ます
　　　　　　　〔お車で〕長野自動車道塩尻ＩＣから約30分
６　お問い合わせ　塩尻市経済事業部観光課
　　　　　　　〒399-0786　長野県塩尻市大門７−３−３
　　　　　　　TEL　0263-52-0280（内線1284・1286）
　　　　　　　ホームページ　http://www.city.shiojiri.nagano.jp/

第56回 高ボッチ高原観光草競馬大会
市制施行50周年記念
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

労働基準法の改正
　長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法
の一部を改正する法律」が平成22年4月1日から施行されます。
　竹内労務管理事務所（松本市渚）のご厚意により「竹内労務管理事務所だより（平成21年6月10日 №391）」
からその改正内容を紹介いたします。

【時間外労働に対する割増賃金率の引上げ】
　1ヶ月に60時間を超えて時間外労働させたときは60時間を超えた時間に対して50％の割増賃金を支払
うことになりました。
　50％の割増を支払わず従来通りとして差額の25％は有給休暇を付与することもできますが労使協定が
必要となります。
　ただし、中小企業については当分の間適用が猶予されます。
　　〈中小企業とは次の通りです〉
　　　一般業種（製造・建設業）　常用従業員300人以下又は資本金3億円以下
　　　卸売業　　　　　　　　常用従業員100人以下又は資本金1億円以下
　　　小売業　　　　　　　　常用従業員  50人以下又は資本金5,000万円以下
　　　サービス業　　　　　　常用従業員100人以下又は資本金5,000万円以下

【割増賃金の引上げに対する努力義務（企業規模を問いません）】
　時間外労働は１ヶ月に45時間（1年変形の会社は42時間）が限度とされていますが、“特別条項付の時
間外労使協定”を結べば、この限度枠を超えて労働させることができます。（平成10年厚生労働省告示
154号）ただし年６回を限度とします。

【年次有給休暇を時間単位で与えることができます】
　現在公務員の年次有給休暇は時間単位ですので今回から民間企業にもお裾分けしようということで
す。“１年に５日”を限度に時間単位で利用することができます。ただし労使協定が必要となりますの
で経営者が“当社は実行しない”といえばそれまでです。現在、会社が認めれば半日単位の取得が認め
られております。この場合は就業規則等に明記しておくだけで実行できます。

※特別条項付の時間外労使協定とは
　36協定（時間外協定）を結ぶとき余白欄に次のような一項を加えることもできます。
　①	納期厳守しないと契約を解除されてしまうので、労使協議の上、１ヶ月に70時間まで時間外労働
することがある。ただし年6回を限度とし、年間690時間までとする。

　　（参考①70時間×６回＋45時間×６回＝690時間）
　②	当社は特殊な仕事で一定の残業が必要なため、労使協議の上１ヶ月の上限時間（45時間）は守る
が年間の合計時間は540時間までとする。

　今回の改正では1 ヶ月に45時間を超える時間外労働に対しては25％の
割増ではなく、それ以上にするようにという努力義務が課せられます。

平成22年
4月1日より施行
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

～改正省エネルギー法と強化される低炭素社会のために～
現実的な対策を行うタイミングに差し掛かっているのを忘れていませんか?

【改正省エネルギー法の概要】 
　来年、2010年4月1日、改正省エ
ネルギー法（以下、改正省エネ法）
が施行されます。
　その内容は企業で消費される燃
料・熱・電気などのエネルギーの
使用量を規制するものです。改正
省エネ法では、「本社、工場、支店、
営業所など企業全体で年間エネル
ギー使用量が1,500㎘以上」とい
う規制条件に改められています。
この値を超える場合は、年間エネ
ルギー使用量を企業単位で国へ届
け出て、「特定事業者」の指定を
受けなければなりません。
　また改正省エネ法からは、連鎖
化事業者（フランチャイズチェー
ン）も新たな対象に加えられてい
ます。たとえば、コンビニやファー
ストフード店も事業全体でエネル
ギー管理を行い、1,500㎘を超え
る場合は、年間エネルギー使用量
を届け出る必要が出てきます。この場合は、「特定
連鎖化事業者」の指定を受けることになります。
　国からは「1,500㎘以上となる事業者の目安とし
て」右上の図にあるような目安が示されており、コ
ンビニ、ファーストフード店、ファミレスなども含
まれます。ということは、大半のＦＣが該当します。
　実際に改正省エネ法が施行されるのは2010年4月
から。しかし、2009年度はすでに準備期間として
年間エネルギー使用量の把握を始めなければなら
ないのです。つまり、2009年4月から2010年3月ま
でのエネルギー使用量を原油換算し、1,500㎘以上
だった場合、2010年度に報告することが義務付け
られます。それをもって、特定事業者または特定連
鎖化事業者の指定が行われます。1,500㎘を超えて
いるのに、この報告を怠ったり、虚偽の内容を報告
したりすると50万円以下の罰金が科せられます。

【パルコスモ㈱の開発システムから見る事例】
　省エネ法の改正により規制が強化されその対象
が拡大されたため、長野エスコ事業協同組合の組合
員企業であるパルコスモ㈱は、工場や店舗内の空調、

照明、冷凍・冷蔵設備を制御し省エネルギー化の促
進を図るために使用電力最適化システムを完成さ
せた。このシステムは経産省資源エネルギー庁、環
境省の２省が推し進めている低炭素社会へ転換す
る上で重要とされるカーボン・オフセットモデル事
業の中から誕生したものである。
　パルコスモ㈱の開発したシステムは、事業所や店
舗向けに空調や照明を自動制御し、webを通して一
括管理できる特長があり、今回の改正省エネ法の報
告にも対応している。国内で多くの企業が採用して
いるが、県内では㈱前田製作所、長野計器㈱、㈱西
源（8店舗）といったあらゆる業界に導入され、個店、
複合商業施設、敷地内の工場棟などでエネルギー量
の削減化に貢献している。
　パルコスモ㈱は開発・製作のみ行い実際の販売は
日立コンシューマ・マーケティング㈱が一手に引き
受け販売する戦略である。

パルコスモ株式会社
TEL.026-222-1141　FAX.026-222-5137
URL：http//www.palcosmo.co.jp

資料：経済産業省 資源エネルギー庁リーフレット「省エネ法が変わります」より
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　★�起業を始めようとする上でお困りのことなど、様々な疑問や相談に応じます。
　★�支援機関、融資制度、助成制度等の支援施策など各種の情報をお伝えします。
　★関係機関へ仲介いたします。
　★�起業支援交流会及び、起業支援セミナーを開催します。
　　�（松本市…９月８日・諏訪市…９月11日・上田市…９月17日・長野市…平
成22年１月頃予定）

　★起業支援相談会を開催します。
　　（松本市・長野市…平成21年11月）
　★関係支援機関と連携、協力します。

まずはお気軽にご相談下さい。
〔対 象 者〕
　�定年退職した高年齢者、定年退職する予定の高年齢者を
中心として、概ね45歳以上の起業意欲のある起業希望者

〔相談日時〕　�
　�毎週月曜日から金曜日（祝祭日は除く）�随時
〔相談方法〕
　�個別面談による相談、電話による相談など（まず電話で
ご連絡下さい。電話026-228-1171）
　※個別面談は予約になります。
　※コーディネーターが無料で相談に応じます。（秘密厳守）��

長野労働局委託　平成21年度地域団塊世代雇用支援事業

☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果たす
とともに「あらゆる差別の撤廃と人権教育
の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ

“あなたにもできる。
　ライフスタイルの見直しで、
　　１人１日１kgのCO2　削減”

起業意欲ある皆さんを応援します。

相談はすべて無料です。

　上田市は（財）上田市地域振興事業団の協力を得て、市内商工団体と連携し、この不況を乗り切るため、特に休業等の措置を講じている
企業の皆様を支援するため、平成21年度第2回「社員の能力アップ基礎講座」を開催致します。
　なお、各事業所の従業員の方が当講座で研修されますと、「中小企業緊急雇用安定助成金」の「教育訓練」の対象となる予定です

平成21年度 第2回「社員の能力アップ基礎講座」開催のお知らせ

回 開催日・時間 講　師 講義内容

1
7月17日（金）
13:30 ～ 17:00

特定社会保険労務士、
高年齢者雇用アドバイザー
松崎　建司　氏

職場活性化研修「雇用されうる能力を高める」講座
「会社の必要人材になるには」「変化適用業務ができる能力を身につける」といった会社において、雇
用されうる能力（エンプロイアビリテー）をいかに高めるかを習得する講座です。

2
7月24日（金）
13:30 ～ 17:00

コミュニケーションコンサルタント、㈱
ポイント・エフ代表取締役
木口　博文　氏

「組織を活性化するコミュニケーションのポイント」講座
組織が活性化し、行動意識を高めるためにはコミュニケーションが重要です。意外と気付いていないコミュ
ニケーションの基本的なポイントを習得する講座です。

3
8月21日（金）
13:30 ～ 17:00

中小企業診断士
井戸　芳之　氏

会社の数字とマーケティング基礎知識
利益や費用などの基礎的な会計と財務分析の知識、会社や商品の分析手法など。仕事を経営管
理の視点から見るための知識を習得します。

4
8月28日（金）
13:30 ～ 17:00

テクニカルエンジニア
山崎　満博　氏

ITセキュリティ基礎知識
ウィルス対策などの基礎知識、組織的な取り組みの必要性など。IT機器を利用する際のセキュ
リティ基礎知識を習得します。

　当会が入居しております
「長野県中小企業指導セン
ター」は平成22年4月1日よ
り「長野県中小企業会館」
と名称変更をいたしますの
でお知らせいたします。

皆様へのお知らせ

　「地域団塊世代雇用支援事業」は、地域の関係機関との連携の下に、意欲と能力を有する概ね45歳以上の中高年
齢者の方々の再就職支援とともに、併せて、高年齢者等が長年培ってきた職業経験や技能を活かした起業支援を
一体的に行っています。
　地域団塊世代起業支援コーディネーターを窓口として、皆様のニーズに応じたきめ細やかな対応を行います。

〔お問い合わせ先〕　長野県中小企業団体中央会
　　　　　　　　　〒380-0936　長野市中御所岡田町131-10長野県中小企業指導センター4F　ＴEL026-228-1171　FAX026-228-1184

上田市内企業の皆さまへ

期　日：平成21年７月17日（金）～８月28日（金）
時　間：毎回いずれも　午後１時30分～午後５時
場　所：�上田市マルチメディア情報センター
　　　　（上田市下之郷上田リサーチパーク内）
講　師：下表参照

　講座内容等は下記の通り

定　員：�100名　（原則１企業10名以内　各回ごと受講者が代わっても構いません）
対象者：上田市内企業の従業員
受講料：無料　（各講座ごとテキスト代別途　500円）
主　催：�（財）上田市地域振興事業団　（上田市マルチメディア情報センター）

☆ 注意事項
１　雇用調整助成金等の給付を受けるには、公共職業安定所（ハローワーク上田）に事前申請が必要です。
２　 講座参加事業所において、就業規則、訓練計画等の教育訓練に関する書類に同様の訓練が計画実施されてい

る場合は、受講された講座が助成金の対象とならない場合もありますので、ハローワーク上田に事前にお問
い合わせをお願いします。

３　 雇用調整助成金の申請等、手続きの詳しい内容については長野労働局、またはハローワーク上田にお尋ね願
います。　長野労働局　TEL026-226-0866　　ハローワーク上田　TEL0268-23-8609

【お申し込み先】
上田市マルチメディア情報センター
〒386-1211　上田市大字下之郷812番地
TEL�0268-39-1000　FAX�0268-39-1010
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