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　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）とは、
「国民一人ひとりがやりがいと充実感を感じながら働き、
仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などに
おいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に
応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」。具体的
には、次のような社会づくりをめざしている。

①就労による経済的自立が可能な社会
　	　若者がいきいきと経済的に自立可能な働き方がで
き、しかも結婚や子育てなど、暮らしの経済的基盤が
確保できる。

②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会
　	　働く人がいつまでも健康で、家族・友人などとの充
実した時間、自己啓発や地域活動に参加する時間など
が持てる豊かな生活ができる。

③多様な働き方・生き方が選択できる社会
　	　性や年齢などに関わらず、誰もが意欲と能力によっ

て、さまざまな働き方や生き方に挑戦する機会がある。
しかも子育てや親の介護が必要な時期など個人の置か
れた状況に応じて、多様で柔軟な働き方が選べ、しか
も公正な処遇が確保されている。

巻頭特集 中小企業経営と
ワーク・ライフ・バランス
―仕事と生活の調和した社会づくりをめざして―

　充実感を感じながら働き、多様な生き方が選択・実現できる社会

「ワーク・ライフ・バランス」とはアメリカ、イギリスで生まれた考え方

　「ワーク・ライフ・バランス」とは1980年代の終わり
ごろにアメリカ、イギリスで生まれた考え方だ。
　アメリカでは、80年代後半の不景気における大リスト
ラがきっかけとされる。少数精鋭による効率的な業務体
制づくりの一環として、優秀な女性を登用するため、仕
事も家庭も両立できるよう配慮する企業が増加。そのよ
うな企業の業績が向上したことで広まった。
　一方、イギリスでは、80年代に進んだ女性の社会進出
や、90年代の長期的な景気拡大にともなう労働力不足に
より、優秀な社員の採用や定着が課題となった。そこで
大企業を中心に柔軟な働き方を導入する企業が増え、

2000年から官民一体となってキャンペーンや法整備を進
めたこともあり、ワーク・ライフ・バランスが普及。そ
の結果、90年代初頭には先進国中最低レベルだった労働
生産性が、今では日本やドイツをも上回るほどになった
という。
　日本では2004年「次世代育成支援対策推進法」（次世
代法）が施行。これは従業員301人以上を雇用する企業
に対し、子育て支援の行動計画策定を義務付ける法律で、
次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成される
社会環境づくりをめざしている。これが大きな転機とな
ってワーク・ライフ・バランスへの気運が高まった。

　2007年12月、関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表らに
より「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」および「仕
事と生活の調和推進のための行動指針」が策定された。「ワーク・ライフ・
バランス」とは仕事と生活の調和を意味する。働き方を見直し、多様な
選択が可能な社会をつくり、働く人一人ひとりが意欲を持って働きなが
ら豊かさを実感できる暮らしを実現しようという考え方だ。
　国では「憲章」および「指針」を一人でも多くの国民に理解してもら
い、社会全体での取り組みを推進しようと国民運動の一環として展開。
08年からは「カエル！ジャパン」キャンペーンを行い、仕事と生活の調
和の実現した社会に向けて、その取り組みを加速している。
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　中小企業白書2009年版では「働き方とワーク・ライフ・

バランス」として中小企業における仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）についてふれている（第

3章第5節）。

　それによると、仕事と生活の調和の現状と課題におい

ては、実現を阻害する要因として、中小企業、従業員と

もに「人員に余裕がない…代替要員がいない」「休暇が

取りにくい」「労働時間が長い」と考えている割合が高

くなっている。

　特に休日についてみると、企業規模が小さいほど年間

休日総数は少ない。その一方で、自分が取得している年

間休日に対して満足度が高いほど、仕事と生活の調和が

取れていると考える従業員の割合が高くなっている。こ

こから休日のあり方がワーク・ライフ・バランスに影響

を与えている可能性が考えられる（図1）。

　一方で、従業員側は「賃金が安い」ことが阻害要因に

なっていると考える割合も高く、企業側との認識のギャ

ップが生じている。

　仕事と生活の調和が取れていると考える従業員と、そ

うでない従業員の勤務先における収益状況を見てみる

と、調和が取れていると考えている企業ほど収益状況は

良くなっている（図2）。

　これをもって、従業員の仕事と生活の調和を図ること

で、収益が向上することを示すものではない。しかし、

収益が向上した結果、賃金などのかたちで還元すること

で従業員の満足度が向上し、仕事に対するモチベーショ

ンが向上することは考えられる。このような観点からも

中小企業においてイノベーションや新商品開発に取り

組み、自社の収益向上を図っていくことが望ましいとす

る。

　仕事と生活の調和の実現が、企業収益の向上にもつながる可能性

　さらに、女性の活用についてもふれている。

　総務省「就業構造基本調査」によると、1997年から

2007年にかけて女性の就業率は全体的に向上しており、

特に25～34歳における改善幅は著しい。規模別・雇用

形態別に女性比率の推移を見ると、大企業正社員に占め

る女性正社員比率は約22～27％で推移しているのに対

し、中小企業においては約28～32％で推移しており、

中小企業の方がより高い割合で女性正社員を活用して

いる。

　女性の就業率が向上する中で、子どもができても働く

ことに前向きに考える割合も高くなっている。実際、

2002年以降に育児のために退職した女性のうち、07年

10月の時点で就業していない人は80％にのぼるが、そ

のうち約60％が働きたいと考えている。

　また、出産・育児期にどのようなかたちで働くかにつ

いては、大企業正社員、中小企業正社員ともに半数以上

が正社員として働くのが望ましいと考えている（図3）。

ただし、正社員として働き、育児を理由に退職した後に

復職した女性のうち、正社員として復職できているのは

約15％にすぎない。その中で、女性正社員の再就職先

として中小企業が占める割合は大きく、女性活用の場と

して中小企業への期待は大きい。

　一方、企業側では、女性従業員が子どもを育てながら

仕事をする上で、どのような取り組みを行っているのか。

　中小企業でも「育児休業・休暇制度」を定めている企

業は比較的多く、特に制度を定めていなくても、柔軟に

対応することで大企業に近い水準を実現しているケー

スは多い。実際、子育て支援に取り組んでいる企業にそ

　働き続けることに前向きな女性。活用の場として期待される中小企業

資料出所：2009年版「中小企業白書」（図１、２）



　高齢者就業率や女性就業率では全国トップクラスの

長野県だが、働き方を見ると、非正規労働者が多く、ま

た正規労働者の労働時間が高止まりしている。また企業

には年次有給休暇制度や育児・介護休暇等の制度がある

にも関わらず、積極的に活用されていない状況もある。

　このような状況の中で、長野県では2008年、学識経

験者等、労働者代表、使用者代表、地方公共団体が集ま

って「仕事と生活の調和推進長野会議」を設置（事務局・

長野労働局）。次の3つの提言を行い、ワーク・ライフ・

バランスの実現に向けて取り組んでいる。

①年次有給休暇の取得促進
　	　長野県下における年次有給休暇取得日数は平均8.1

日と、付与日数20.8日の4割程度にとどまる。しかも、

取得にためらいを感じる労働者は7割にものぼってい

る。「連続休暇にプラスワン」を合い言葉に、労使が

話し合い、気兼ねなく年次有給休暇が取得できる環境

づくりをめざす。

②所定外労働の削減
　	　長野県下の規模30人以上企業の一人平均所定外労

働時間は年間145時間だが、パートタイム労働者を除

くと174時間になる（2007年）。また週労働時間60時

間以上の労働者の割合は11.2％というデータもあり、

一部の労働者に長時間労働のかたよりが生じている

という実態もある。「家庭のために週1回はノー残業」

とし、効率的な働き方をめざす。

③仕事と家庭の両立
　	　育児・介護休業等については、業務への支障、周囲

に迷惑をかけるという気持ちから、制度があっても取

れない・取りにくいという声がある。そのため仕事と

家庭の両立が難しく、女性が就業の継続を断念する状

況が生まれている。

　	　「もう常識だね　女性も仕事、男性も家庭」を合い

言葉に、育児や介護休業制度の内容を分かりやすく周

知し、休業取得手順をマニュアル化するなど、制度を

利用しやすい環境づくりに努める。そして復職後も仕

事と子育て・介護のバランスを取って働き続けること

をめざす。

　	　これを受けて、県内各自治体を中心にセミナー・講

座が開催されるなど、ワーク・ライフ・バランスの理

解と実現に向けた積極的な取り組みが行われている。

4

　ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて長野県内でも積極的な取り組み

巻頭特集　中小企業経営とワーク・ライフ・バランス

の効果を聞くと、「有能な人材の確保・維持」「従業員の

就業意欲の向上」「正規従業員の定着率の向上」があげ

られる（図4）。

　企業の収益を見ても、取り組んでいる企業の方が確保

できている傾向がある（図5）。優秀な人材の確保、従

業員の就業意欲の向上により、自社の収益向上につなが

る可能性も考慮し、積極的に制度活用を検討することが

望ましいと思われる。

資料出所：2009年版「中小企業白書」（図３、４、５）
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□Ａ社（電子部品製造業）従業員100名　中南信地区
　キーワード
　「休みやすくしようではないか」
　「月に１回(日)は必ずノー残業日は取れるでしょう」

【休暇制度等】
年次有給休暇の取得促進
　従業員から、四半期ごとに年次有給休暇取得計画を提出させ、各部
署において、その計画に合わせて工程の人員配置を組むことにより、
計画どおりの年次有給休暇が取得できるよう配慮している。
　労働組合と協議の上、年末年始、ゴールデンウィーク、盆休みにそ
れぞれ年次有給休暇の1日を一斉付与日として組み合わせ、連続休暇
となるよう配慮し実行している。取引先に対しては、年間カレンダー
を配付し理解を得ている。
　各部署各班ごとに半年から１年間にわたり、交差教育を実施し、複
数の人が複数の仕事をこなせるオールマイティーな人づくりを図り、
欠勤時あるいは急な年休取得時のフォローに対応している。

【所定外労働の削減－完全ノー残業デーの実施】
　従来から年間カレンダーにより指定した毎月の水曜日のうち３日～
４日を「ノー残業デー」として実施してきたが、取り組みが完全でな
かったことから、会社でも「月１回は必ずノー残業日が取れるでしょ
う」として、完全実施を目指し、毎月の第１水曜日を「完全ノー残業
デー」とした。
　多忙な職域においても「全員が取り組んでいることなので」との意
識が行き渡り、当日は労働組合も全員が定時退社できるよう呼びかけ
を行っていることなどから定着している。従業員の反応としては、家
庭サービス、自己啓発その他の余暇利用に活用できるとしている。

【子育て支援策】
　小学３年生までの子を養育する従業員には、１日短縮時間1.5時間
までの短時間勤務制度があり、取得できる期間は法定の３才までを上
回り、仕事と子育てが両立しやすい制度となっている。　

【労使の話し合いの機会】　
　会社側・労働組合各代表で構成する労使懇談会を毎月１回開き、所
定外労働の削減・年次有給休暇取得の促進、働きやすい職場づくりに
ついて議論している。
　年次有給休暇の一斉付与の契機は、労使懇談会で「年次有給休暇が
取りづらい」との意見が出され、会社としても「休みやすくしようで
はないか」とのことから導入した。

□Ｂ社（卸売業）従業員520名　東北信地区　　
　キーワード
　「だらだら居残り風潮を打破、帰りづらい雰囲気を解消」

【年次有給休暇の取得促進】
　毎月、従業員が休暇スケジュールを立て、予定日には出勤簿にその
旨表示して必ず取得するようにしている。また、半日休暇の取得を認
めている。

【所定外労働の削減－ノー残業デーの設定】
　労働組合から急ぎの仕事がない場合でも｢帰りづらい雰囲気がある」
という意見が持ち上がり、会社としても「従来からついだらだらと居
残っている風潮を打破し“定時に帰らせるきっかけ”をつくること」
により意識改善が図られ、さらには労働時間の短縮につながると考え、
毎年11月に社内通達を発出し、年間30日（月２日～３日）の「ノー
残業デー」を設定している。労働組合もこれに呼応して「組合ニュー
ス」で組合員に実施日を通知し労使一体となって完全実施を目指して
いる。
　なお、ノー残業デー当日は、総務部長等管理者が中心になり、その
旨を従業員に呼びかけを行い、徹底を図っている。セールス、営業部
署は顧客との関係から完全実施が難しいこともあり、実施率は７～８

割程度だが、「ノー残業デーは定時退社するものだ」という意識は定
着しつつある。

【労使の話し合いの機会】
　労働時間の削減、年休取得の促進等については、会社幹部及び労働
組合執行部で構成する労使専門委員会を設置し、約２ヶ月に１回の頻
度で、腹を割ったざっくばらんな意見交換の場を設けている。

□Ｃ社（金属加工業）従業員520名　中南信地区
　キーワード
　「労使協力し、年間15日の年次有給休暇の取得を目指そう」

【休暇制度等】
年次有給休暇の取得促進　
　年次有給休暇は月１日の取得を基本として、年間15日の取得を努
力目標として労使で合意し取得促進を図っている。
　具体的には、年次有給休暇の取得状況を会社と労働組合で把握し、
６ヶ月経過時点で取得の進んでいない者に対しては、工場長と労働組
合支部長連名により、例えば「あなたは９月時点で６日の年次有給休
暇の取得なので、今後９日の取得が必要となります」といった内容を
書面で通知し、目標の達成を図っている。
　また、月２回の半日休暇を認めている。勤続５年、15年、25年に
それぞれ３日連続の年次有給休暇を取得できることとし、ほかの従業
員にも周知し、対象者は気兼ねなく取得できる雰囲気づくりに努めて
いる。

連続休暇・特別連続休暇　
　毎年５月、８月、12月にそれぞれ約９日間の連続休暇を設定して
いる。また勤続年数に応じた特別連続休暇（有給）を10年目に３日、
20年目に５日、30年目に10日を取得できることとしており、さらに
旅行クーポンを支給することにより取得の促進を図っている。

【所定外労働の削減】　
所定外労働の削減　
　「時間外勤務協定に関する労使協議会」を毎月20日前後に開催し、
社内基準の残業時間、休日労働の遵守についてチェックし、基準をオ
ーバーする可能性がある場合には部門内での平準化を図るなどして削
減に努めている。

ノー残業デーの実施
　ノー残業デーについては、事務部門の者（約70名）を対象に毎週
金曜日に実施しているが、製造部門のノー残業デーの設定は今後の課
題である。

【子育て支援策・介護休業制度】
勤務等制度
　介護休業について、法定の通算93日に加えて１年間連続した休業
を取得することができる。また、育児、介護とも、勤務時間を４時間
から７時間までを本人が選択する短時間勤務制度がある。その他、結
婚、出産、育児、配偶者の転勤を理由として退職した場合、３年後ま
では無条件で、その後６年は試験選考によって再雇用が可能な制度が
ある。

妊婦や育児中の従業員への支援
　妊婦や出産後、育児中の者などを対象に、健康管理スタッフが相談
に乗ったり、注意事項をアドバイスするヘルプデスクを設けている。
また、育児中の従業員を対象に、カウンセラーを招くなどして育児に
関する情報交換会を行っている。

【労使の話し合いの機会】
　労働組合との定期的な協議会（月3回）、及び「時間外勤務協定に
関する労使協議会」（月1回）を開催している。

◆仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて
−長野県内事業場の事例より−

資料：平成20年度仕事と生活の調和推進　長野会議（長野労働局）
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　私どもの会社は、従業員の65％が女性です。昭
和55年に会社を設立した当時は、女性の社会進出
はまだ目新しく、まして女性の社長など非常に珍
しく、厳しい時代でした。
　私は経営者になる以前、ずっと事務員をしてお
りました。子育てをしながらの勤務でしたので、
休まなければならないときには気兼ねをして、う
そをついて休暇を取ったりして。そんな自分がイ
ヤで、なんとかしたいと長年思っておりました。
　家庭に帰って食事を作り、子育てをしていくこ
とは大変なことです。設立した会社は製造業で女
性の力が必要でしたから、ともかく女性が働きや
すい職場づくりに意を用いてきました。特に、女
性社員が休暇を取ることに対して理解を示してき
たつもりです。
　しかし徐々に社員が増えてくると、「おじいちゃ
んの具合が悪い」「実家の父が亡くなった」など、
周りへの気兼ねのために、うそをついて休む人が
多く出てきました。過去の私と同じです。「ああ、
こういうことはやめさせなくては。次代を担う子
どもたちをしっかり育てなきゃいけない」とつく
づく感じました。そのためには、女性が働きやす
い職場環境づくりを徹底させることが大事です。
お母さんたちが家事に子育てにどれほど苦労する
か、その大変さを皆でわかり合おうと社員に語り
かけ、少しずつ浸透させていきました。
　参観日などで学校に行く場合は、欠勤願いを出
してもらうと同時に、仲間とのコミュニケーショ
ンも欠かさないようにしました。今では「今日は

学校」「今日は病院へ子どもを連れて行く」という
人に対し、「ああ、ご苦労さん」と皆がいえる雰囲
気になり、社内がそういう風土になってきました。
これは、トップに立つ人に理解が必要です。社員
からの提言だけではなかなか難しいと思います。
　弊社で働く女性がこんなことをいっていました。
「下の子の入園を機に再就職活動を始めた際、やる
気があっても子どもが小さいという理由で採用し
てもらえなくて、主婦の社会復帰の難しさを目の
当たりにしました。こちらの会社で採用されたと
きは本当に嬉しかった。子どもの具合が悪いとき
や参観日のときなど、他のパートさんの協力もあ
って休ませていただける、こんな働きやすい環境
がとても嬉しいです。今は午後3時までしか働けま
せんが、子どもが大きくなったら、今度は自分が
フォローできる位の力が出せるように頑張りたい
です」。
　また、あるパートさんが参観日に行った折、他
のお母さんに「うらやましい。そんなに自由に休
ませてくれる会社はない、ぜひ働いてみたい」と
いうお話を頂戴しました。
　働いている人たちが、感謝して働いてくださる
ということは、嬉しいことです。「会社の決まり」
ということだけでなく、互いに心が通じ合えるこ
とが大事なのだと思います。
　毎朝社員の顔を見て「おはよう。元気？」と声
を掛けます。沈んでいる顔があると「どうしたの？」
と聞きます。子育て支援対策を講じればよいとい
うことではなく、基礎に心のつながりがなくては

巻頭特集　中小企業経営とワーク・ライフ・バランス

～ハイブリッド・ジャパン㈱（長野市）の
　　　　　  子育て支援の取り組み～

“官民連携子育て支援推進フォーラム
　　　全国リレーシンポジウム長野県大会”事例報告より
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ならないと思います。心と心のつながりが、会社
を繁栄させてゆくのです。
　毎週月曜日と木曜日は無残業日となっています
ので、全員が帰れる環境にしなければなりません。
でも、社員は上司や社長がいるとなかなか帰れな
い。だから私は5時20分になると、皆に「さあ帰ろ
うよ」と声を掛けるようにしています。家に帰っ
て少しでも子どもたちと接する。奥様の手伝いを
する。たとえ週に2日でも家族と食卓を囲み、だん
らんする―。子どもたちとの接点ができれば、家
族の絆ができます。家族の絆があれば、社会から
犯罪がなくなっていくと思います。
　弊社は物づくりの会社ですから、お客様からご
注文が入って、どうしても土曜日に出勤しなけれ
ばならないこともあります。そんなときは、会社
に子どもを連れてきてもらい、私が保母さんにな
って事務所でお絵かきをしたり、遊んだりします。
できる範囲でそういった環境を整えています。
有給休暇も、全員が必ず1年に3日以上取ることが
決まっています。春休み、夏休みもあります。特
に夏休みは、約1週間子どもたちと一緒に過ごして
もらえるよう心がけています。
　現在、4人の社員が産休で休んでいます。男性社
員にも1週間の育児休暇があります。1週間通して
取らなくても、産後1年の間に合計7日
間休んでよいことになっています。娘
さんが出産される場合には、必要とあ
ればそのお母さんである社員も産休を
取れるようにしています。また、出産
後社内に帰ってくる場所をつくってあ
げるのも大切なことです。
　社員のためと格好の良いことをいっ
ても、そう簡単にゆくのか。それでは
仕事はどうなるのか、と聞かれます。
たとえば、参観日のため午前休暇の申
し出があるとします。私どもの会社で
は、自分の仕事は今日一日何をしなけ
ればならないのか、工程がきちっと決
まっています。そのため、休む日は前

もって自分で段取りを組むことができ、難しけれ
ばグループ内でお互いに助け合うようにしていま
す。私は朝礼のときに、「助け合い」ということを
繰り返し申し上げております。人は1人では何もで
きません。皆の協力があるからできるのです。周
囲を思いやりながら、自分で自分の計画をしっか
りと立てる―。それが生産性を上げる結果となっ
ているのです。
　また、私は社員皆に「働けるうちは働きましょう」
といっています。経験を積み上げた「熟練」はと
ても大切だからです。弊社には6月末まで70歳の女
性が2人いました。長い経験の中で培った、指の感
覚で物づくりができる方たちです。本当によくや
ってくれました。若い人たちにも率先して指導し
てくれました。若い人たちもとても素直に聞くん
ですね。規則で縛るのではなく、心のつながりが
あればおのずと良い関係ができあがってゆくもの
だと実感しました。

　会社の財産である社員が生き生きとすれば、会
社はよくなります。そして、家庭がよくなります。
家庭がよくなれば、社会もよくなります。私は、
そう思います。

本文は平成21年2月6日に長野市で開催された“官民連携子育て支援推進フォーラム
全国リレーシンポジウム長野県大会”の事例発表内容を一部修正したものです。
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６  一級検定合格警備員の配置

（答）	警備業法第21条第２項において、警備業者は、警備業務を適正に実施させるため、自己が使用して警備
業務に従事させる警備員に対して必要な指導及び監督を行うことが義務付けられている。また、労働者
派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第４条第１項において、
警備業務における労働者派遣事業が禁止されている。これらにかんがみると、警備員が警備業法の規定
による規制を受けている警備業者の使用関係を離れて警備業務を行うことは、不適正な警備業務の実施
を誘発するおそれがあり、警備業法の趣旨を没却することにもなる。

　　		したがって、一つのイベント警備を複数の警備業者が分担して行う場合であっても、他の警備業者の警
備員に指揮命令を行うこととなるような全体を統括管理する一級検定合格警備員について、その配置の
基準を定めることはできない。

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（最終回）

　一つのイベント警備を複数の警備業者が分担して行う場合には、全体を統括
管理する一級検定合格警備員を置くべきではないか。問22

　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
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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７  二級検定合格警備員の配置

（答）	二級検定合格警備員の役割は、いわゆるプレイングマネージャーとして、担当区域において、自ら適切
な警備業務を実施すること及び他の警備員に対して適切な指導を行うことにより、平時においては雑踏
事故の発生を防止し、また、一たび事故が発生した場合には被害の拡大防止のための措置を講じること
が想定されている。

　　		したがって、二級検定合格警備員が固定の配置ポストについて警備業務を実施することは差し支えない。

８  警備員指導教育責任者の転用

（答）	警備員指導教育責任者は、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指
導及び教育する者であり、そもそも検定合格警備員とは役割を異にしており、警備員指導教育責任者の
資格を有することが、検定合格警備員が有する知識及び能力をも兼ね備えていることを保証するもので
はない。

　　		したがって、警備員指導教育責任者の資格を有する者を検定合格者とみなすことはできない。

９  警察による事前指導

（答）	今回の検定規則の改正によって、警察の雑踏警備担当部門が行うこれまでの実務に何ら変更が加わるも
のではない。

　　		なお、雑踏警備業務に配置基準が設けられることに伴う警備業者に対する警備業法の解釈に関する指導
は、警察の警備業担当部門において実施することとなる。

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（最終回）

　警備員指導教育責任者の資格を有する者を検定合格警備員とみなして配置す
ることは認められないのか。問24

　雑踏警備業務に配置基準が設けられることにより、これまで警察による事前
指導を受けていなかった雑踏警備業務についても事前指導を受ける必要が生じ
るのか。

問25

　二級検定合格警備員の役割は何か。二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23
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︱健︱康︱を︱考︱え︱る︱
たかがみずむし
されどみずむし

　暑い夏の到来、足がかゆく、ブ
ツブツ、ジクジクなんてことあり
ませんか。それってみずむしかも
しれません。

１．原因
　ところでみずむしの原因は、何
となく虫、どんな虫？なんて思っ
てしまいますが、実は虫ではない
んです。植物、白癬菌というカビ
の一種なのです。皮膚の最も表面
の部分を角質層といいますが、カ
ビはこの部分を土壌にして繁殖し
ます。つまり角質部分の感染症で
す。

２．症状
　はじめの症状は、水ぶくれ、皮
むけ、ただれなどです。足のうら、
趾（あしゆび）の間にみられます。
つまり水疱型、趾間型。これは一
般によく知られている夏の症状で
すが、冬には放っておいても消え
ますので、これを何年かくり返し
ているうちに、思いがけない次な
るステージが待っています。足の
裏がごわごわと厚くなり、特にか
かとがひび割れて痛みを伴ってき
ます。新陳代謝が低下して乾燥す
る冬の季節、皮膚科の診察室はこ
のような患者さんが多くなりま
す。更に次のステージは爪が白く
あるいは黄色ににごり、進むにつ
れて厚くなり、ボロボロとかけて
くるようになります。これが爪み

ずむし（爪白癬）です。この白癬
菌の感染は足だけではありませ
ん。からだのいたるところに感染
します。しらくも（頭部白癬）、
たむし（体部白癬）、いんきんた
むし（股部白癬）も古い俗名です
が、白癬菌の感染症です。また、
手も足と同様爪白癬にまでおよぶ
症状の出ることがあります。

３．合併症
　ここで注意しておきたいこと
は、角質増殖型、爪白癬へと進ん
だいわば重症型の場合、基礎疾患
として糖尿病を持っていることが
あります。爪をみて糖尿病が見つ
かることは医療の現場では珍しい
ことではありません。もう一点、
みずむしのジクジク部分より細菌
感染を起こすことがあります。紅
く腫れて痛みが出てきたら、すぐ
病院で受診しましょう。

４．感染場所
　さて、白癬菌はどこからうつる
のでしょうか。家族の中にみずむ
しの方がいらっしゃる場合、お風
呂のマット、トイレのスリッパ等
素足での共用が要注意です。お風
呂や洗濯の水は問題ありません。
家庭の外ですと、温泉をはじめと
する共同浴場、プール、スポーツ
ジムが感染場所となります。また
柔道、空手道場はよくうつる場所
です。

５．診断
　次に診断です。特徴的な症状を
認めること。そして何よりも大切
なことは顕微鏡検査です。病変部
の皮膚または爪を少し切り取り、
特殊な処理をして顕微鏡で確認い
たします。みずむしに似ている病
気がいくつかあるからです。

６．治療法
　最後に治療法です。今は、竹酢、
黒酢などと言わなくても、外用薬、
内服薬ともによく効く薬が何種類
かありますからご安心下さい。初
期の段階（小水疱型、趾間型）で
は外用薬を使います。３週間ほど
で症状は消えますが、その後１ヶ
月ほどは続けた方がよろしいよう
です。内服薬を１～２週間服用す
ることもあります。更に角質増殖
型、爪白癬には内服薬を使います。
前者には１～２ヶ月、後者は５～
６ヶ月を目安にします。薬に副作
用はつきもの、肝機能、腎機能等
をチェックしながらおこないま
す。また、様々な理由で内服が不
可能の場合があり、外用のみで治
療することもあります。
　以上、みずむしについて概要を
お話ししました。たかがと侮れな
いのがみずむしです。

長野県保険医協同組合
二條　貞子

（松本市　二條皮ふ科クリニック）
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I N N O V A T I O N

　医療や環境測定技術で有名な堀場製作所を立ち上げ、学生ベンチャーの草分け的存

在であった医学博士、堀場雅夫氏が日経ビジネスにユニークな主張をされていました。

今回の不況は100年に一度の不況と言われていますが、他の産業にも海外にも逃げ場の

無い過去経験したことのない、強烈な不況であり、このような経営環境のときには、

冬眠すべきなのだそうです。冬眠と言っても正しい冬眠の仕方があるそうで、ただ動

かないのではなく無駄な動きをやめて基礎代謝を減らしながら、一方で頭や内臓は動

かして春の訪れと同時に俊敏に動くことが出来るようにしておくことが大切なのだそ

うです。企業や組織の活動に置き換えると固定費を見直し資金が回るようにしながら、

一方で人材育成や研究開発など今まで忙しいときには手の回らなかった分野をきちん

と強化しておくと景気回復が見えてきたときに大きく差がつくとの主張です。

　とかく経営者は売上や利益を前年よりも絶えず上げたいと考えますので、企業活動

を必要最低限にセーブしていくことは考えにくいなとも感じます。なんとか、利益を

確保しようと本業以外にも何か良い事業がないのかと考えがちになると思います。

　しかし、学生ベンチャーの教祖的存在である堀場氏ですが、こういうときには、焦っ

て新しい事業に出ない事が大切だとも説いています。特に業績が低迷すると焦ってあ

れこれと新しい事に取り組みたくなるけれども、他の会社や団体が長い間、取り組ん

できた事業に進出しても、成功する確率は低く、失敗して品質問題やクレーム対応な

どの後ろ向きの仕事に時間やお金を費やす結果になりがちだというのです。したがっ

て、まったくの新しい分野は考えずに既にある自社のサービスや製品の見直しや人材

教育に力をいれることが今の時代にリーダーがとるべき采配ということでしょうか。

　堀場氏は無駄な動きをしないでじっと我慢する力が経営者に必要な能力だと説いて

いますが、まさにこれは、東洋の古典の中で最も古く『論語』と同じで『四書五経』

の一つに数えられる『易経』の教えに通じるものがあるなと感じました。この『易経』

は、易占のための書ですが中国の君主がこぞって読んだ帝王学の書でもあります。こ

の『易経』で、リーダーには３つの能力が必要だと説かれています。一番目には、危

ないときには動かない。負ける喧嘩はしない。今回の堀場氏の主張される、会社とし

ては『正しい冬眠』経営者としては「我慢力」が求められるというのは、まさにここ

に通じるのではないでしょうか。残り２つは、「よく考え確信をもって平易な言葉で語

る」と「人と親しく交際し、信頼を深めてから物事を求める」でした。

　中国など一部の国以外では、なかなか景気の良い話を聞くことの出来ない時期がま

だまだ続きそうですが、きたるべき春に備えて、我が社、我が組織の『正しい冬眠』

はどうあるべきか、今リーダーとして我慢すべきことは何なのか考えてみたいものです。

イノベーション

会社も『冬眠』が必要!?

※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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　いい感じでホームページの制作が進み、後

一息というところで、「鶴の一声！」	何もか

もが、やり直しになる。ホームページが良く

なるのであれば、苦労もいとわないのだが、

必ずと言っていいほど悪い方向へと大きく舵

を切ってしまう。

　「ホームページを開設したが、何の効果も

得られない。」、「ほったらかしのホームペー

ジをもっとビジネスに活用したい。」と思っ

ている経営者の皆さん。ホームページをダメ

にしているのはあなたです！

　いままで様々なホームページの制作や運営

に関わってきた実感です。あなたの一声は表

現をどんどん美辞麗句化してしまいます。

ホームページに訪れた人が一目で会社パンフ

レットだなと思うようなものとなります。美

辞麗句を詰め込んだ企業パンフレット的ホー

ムページでできることは限られます。制作会

社もビジネスに活用できるホームページを実

現しようとしても、あなたのOKがでなけれ

ば完成しないことがわかると、あなたの意向

を汲みつつ、立派な会社パンフレットをイン

ターネット上に作ることを目指すようになり

ます。制作会社がすべて悪いわけではありま

せん。あなたに原因があるのです。パンフレッ

トが出来上がって一番喜ぶのは誰ですか？	

満足するのはあなただけです。ホームページ

の制作基準を変えない限り、何をしてもムダ

になる可能性があるのです。

　そんなことはないと思った方は、次の質問

を考えてみて下さい。

　「あなたが着たい服と似合う服は同じです

か？」 

　着たい服と似合う服は違います。着たい服

は自分が中心、似合う服は他人が中心です。

あなたは誰から「お似合いですね！」と言わ

れたいですか？あなたにとって大切な人から

ではないですか？ホームページも同じです。

評価するのはお客様！あなたではありませ

ん。あなたは似合うかどうかもわからないま

ま、着たい服を着るのですか？訪れる方のこ

とを考えないまま、ホームページを制作する

ことはとても危険なのです。訪れる方のこと

を思い浮かべながら、２つの質問の答えを考

えてみましょう。深く考えることで、きっと

お似合いの服を着ることができるはずです。

　①何を求めて訪れるのですか？　

　② どうやって、あなたのホームページにた

どり着くのですか？

　このような苦言に耳を傾けることができる

あなたは、鶴にはならないはず、着飾ること

の無意味さも知っているはずです。

　次回は「もっとホームページに関わりま

しょう」というテーマを取り上げます。あと

２回お付き合いください。

信州ビジネスコンサルタント協同組合　理事

社長がホームページを
ダメにする！（1）
着たい服が似合うとは限らない！
 ウェルヘッド代表　Web コンサルタント　大和　守
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　知的財産の対象になるものはアイデアが関係す

る。アイデアはひとが頭で考え出した創造物であ

る。特許や実用新案は技術的なアイデアであり、

意匠は物品の外観のデザイン的アイデアである。

商標は創造性を問われてはいないが、しばしばネー

ミングのときにこれまでに無かったユニークなも

のを採用する。いずれも創造物が大いに関係する。

　アイデアが閃く創造性豊かな人がいる。必ずし

も学力テストの点が高い人というわけでもない。

特に脳の性能がいいというわけでもない。どちら

かというと先生の話もよく聞くが、積極的で腕白

な子供が将来創造性豊かな人になることが多い。

　創造性を「既存の要素の新しい組み合わせ」と

定義した。創造物を構成する要素自身は既にこの

世に存在するものであるが、その要素の組み合わ

せがこれまでにないものである。例えば、私たち

がこれまでに知っていた「扇風機」と「帽子」を

組み合わせることにより帽子のつばから顔面にそ

よ風を吹き付ける装置を考えたとする。扇風機も

帽子も既に存在し、知られているものであるがそ

の双方を組み合わせて顔面を涼しくする新しいも

のは知られてい

ないとすると、

その組み合わせ

がアイデアとい

うことになる。

　したがって、このような帽子を特許出願すると、

特許庁の審査官は「一般的な帽子a」と「扇風機b」

と「棚の下面に扇風機を取り付けた冷却装置c」を

示して、この発明はこれらの要素から容易に考え

られるから特許しないと言ってくる。発明者は審

査官が示したa、b、cそれぞれの公報を見てaとも

違う、bとも違う、cとも違うと言って憤慨してい

る人がある。審査官は出願した発明とそれぞれの

公報を比較したのではない。a、ｂ、ｃをミックス

すれば容易に考えられるとしたのである。「容易に

考えられる」の容易の程度が特許を認めるかどう

かのYes、Noの分かれ道になる。

　

　特許庁では技術的アイデアやデザイン的アイデ

アを保護するものであるが、アイデアはビジネス

の世界では、セールス、企画、人事などあらゆる

分野で必要であり、創造性は芸術、文化、教育、

政治など全ての分野で重要である。

　アイデアが閃く人は先天的な能力があると思わ

れがちである。だが、

　①	要素の取り入れ方。すなわち基礎的な学習の

仕方が重要である。そして

　②	学習した要素（情報）は頭の中にどんな状態

で保存しておくべきか。

　③	課題解決のためにどのようにして閃きを誘発

するか。

などの条件を満たしていなければ、アイデアは閃

かない。最後に

　④	閃いたアイデアがどの程度課題を満たしてい

るか評価する目が無ければ、そのアイデアの

採用を決定できない。

　以下４回に亘ってそれぞれのステップについて

説明する。

綿貫国際特許・商標事務所　弁理士　綿貫	隆夫

「アイデアが閃く人」（1）

知 財 あ れ こ れ

知的財産とアイデア

創造性とは

アイデアはあらゆる分野で

閃くための学習法
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詳しくは長野労働局HP　http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/　へ！
お問合せは、長野労働局雇用均等室（電話026-227-0125）まで　

次世代育成支援対策推進法が改正されました！
Ｑ　次世代育成支援対策推進法とは？
Ａ　	急速な少子化の流れを変えるため、地方公共団体及び各企業にお
いて対策を講じていただくことを求めている法律です。

　　	企業については、従業員数に応じて、従業員の仕事と子育ての両
立を支援するための一般事業主行動計画を策定し、各都道府県労
働局に届け出ることを義務付けています。

Ｑ　「一般事業主行動計画」とは？
Ａ　	企業が、社員の仕事と子育ての両立や、子育てをしていない社員
を含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画
期間、目標、目標達成のための対策と実施時期を定めるものです。

①一般事業主行動計画の策定・届出義務の拡大（平成23年４月１日施行）
　	　一般事業主行動計画の策定・届出は、現在従業員301人以上企業に義務付けされていますが、その範囲が

従業員101人以上企業に拡大されます。
　
	

②一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知の義務化（平成21年４月１日施行）
　	　平成21年４月１日以降に策定又は変更した一般事業主行動計画について、公表及び従業員への周知が義
務付けられます。
　　従業員300人以下の企業では、上記①の義務付けと同時に義務化されます。

③次世代法に基づく認定基準の緩和（平成21年４月１日施行）
　	　策定した一般事業主行動計画に沿った取組をし、一定の認定要件を満たした企業を「次世代育成支援対
策に取り組んでいる企業」として労働局長が認定をする制度があります。
　	　従業員300人以下の企業について認定要件が緩和され、認定を取りやすくなりました。

次世代認定マーク
（愛称：くるみん）

改正法のポイント

現　行 平成23年4月1日以降

従業員301人以上企業 義務
義務

101 ～ 300人企業
努力義務

100人以下企業 努力義務

平成21年4月1日以降 平成23年4月1日以降

従業員301人以上企業 義務
義務

101 ～ 300人企業
努力義務

100人以下企業 努力義務
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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

和合地区で古くから伝承されている民俗芸能で国の選択無形民俗文化財に指定されています。
紙のシデをつけた菅笠を深くかぶった裸足の踊り手が、念仏や和讃を唱えながら太鼓や鉦、子供たち
の笛、ヒッチキの激しいリズムに合わせて躍動的に踊ります。
死者の霊を呼び寄せ供養し、仏とともにあることの喜びを表現したものであるといわれています。
４日間にわたり、林松寺、熊野神社、宮下家を回って行われます。

１　日　　時　８月13日（木）～ 16日（日）20時～ 22時
２　会　　場　林松寺ほか
３　内　　容　次の行程で踊りが行われます。
　　　　　　　13日　熊野神社－宮下家（和合村開祖）－林松寺
　　　　　　　14日　林松寺
　　　　　　　15日　林松寺
　　　　　　　16日　熊野神社－宮下家（和合村開祖）－林松寺
４　主　　催　和合の念仏踊り保存会
５　アクセス　〔お車で〕三遠南信自動車道天竜峡ＩＣより約40分
６　お問い合わせ　阿南町振興課
　　　　　　　〒399-1511　長野県下伊那郡阿南町東條	58	番地	1
　　　　　　　TEL	0260-22-4053　　FAX	0260-22-2576
　　　　　　　Ｅメール	sinkou@town.anan.nagano.jp　　ホームページ　http://www.town.anan.nagano.jp/

新野地区の中心、本町、東町の町並み通りを舞台に行われ、500年以上の歴史があり、国の重要無形民
俗文化財に指定されており、お盆の3日間夜を徹して踊り続けます。
本町にある市神様の前に櫓（音頭台）を設け、その櫓を取り囲むように踊り子が長い輪をつくります。
櫓の上の音頭取りの「音頭出し」と踊り子の「返し」による声だけで踊りが進められ、一般的な盆踊
りと違って笛や太鼓といった楽器は使いません。踊りの輪には誰でも参加でき、人々が拍子を揃えて
踊る様子は壮観で、踊りの輪は500ｍ、3,000人に達することがあります。

１　日　　時　８月14日（金）～ 16日（日）21時～翌朝６時
２　会　　場　新野街中
３　内　　容　14日　市神様の前で神迎えの祭り
　　　　　　　　　　21時から盆踊りが始まり、七種類の踊りを繰り返し翌朝まで踊る
　　　　　　　15日　同じく踊りがあり、夜半には各戸で精霊送り
　　　　　　　16日　	夕方新盆の家から持ち寄せられた切子灯籠を櫓の周囲に吊るし22時頃から踊り

が始まる
４　主　　催　新野高原盆踊りの会
５　アクセス　〔お車で〕三遠南信自動車道天竜峡ＩＣより約35分
６　お問い合わせ　阿南町振興課
　　　　　　　〒399-1511　長野県下伊那郡阿南町東條	58	番地	1
　　　　　　　TEL	0260-22-4053　　FAX	0260-22-2576
　　　　　　　Ｅメール	sinkou@town.anan.nagano.jp　　ホームページ　http://www.town.anan.nagano.jp/

和合の念仏踊り

新野の盆踊り
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

高年齢者等雇用促進関係

障害者雇用促進・雇用継続関係

(社)長野県雇用開発協会（長野市南県町1040-1）
TEL.	026-226-4684　FAX.	026-226-5134

区　　　分 対象者 対　　象　　事　　業

定
年
引
上
げ
等
奨
励
金

中小企業定年引
上げ等奨励金

中小企業
事業主

「65歳以上への定年引上げ」や「継続雇用制度の導入」等を実
施した場合

高年齢者雇用モ
デル企業助成金

事業主
65歳以上まで働くことができる新たな職域拡大、処遇改善、
外部活用の認定を受け、モデル性のある取組を実施した場合

中小企業高年齢
者雇用確保実現
奨励金

事業主
団体

傘下の中小企業事業主に対する高年齢者雇用確保措置の導入
その他必要な雇用環境の整備に係る相談・指導等を実施した
場合

高年齢者等共同就業
機会創出助成金

共同
事業者

45歳以上の高年齢者等３人以上が、自らの職業経験等の活用
により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて雇用の
機会を創設した場合

区　分 対　　象　　者 対　象　事　業

障害者作業施設
設置等助成金

障害者を常用労働者として雇い入れるか
継続している事業主

作業施設、作業設備等の整備等を行
う場合

障害者福祉施設
設置等助成金

障害者を常用労働者として雇い入れるか
継続している事業主、又はその事業主が
加入している事業主団体

福利厚生施設の整備等をする場合

障害者介助等助
成金

重度身体障害者等を常用労働者として雇
い入れるか継続している事業主

必要な介助等の措置を実施する場合

重度障害者等通
勤対策助成金

重度身体障害者等を常用労働者として雇
い入れるか継続している事業主、又はそ
の事業主が加入している事業主団体

重度身体障害者等の通勤を容易にす
るための措置を行う場合
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健康保険給付の請求をお忘れなく！  
協会けんぽには、病院等で医療を受けたときや、病気・けがや出産で会社を休んだとき

などにお支払いする様々な給付があります。ご本人より請求をいただくことでお支払いで

きる給付もありますので、ぜひご確認いただき、対象となる方がいらっしゃいましたらお

早めにご請求ください。（健康保険の給付には２年間の時効があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細・この他の給付については、協会けんぽホームページをご覧いただくか、お電話等でお問い合わせください。 

「政管健保」は

「協会けんぽ」に

変わりました

全国健康保険協会
協 会 け ん ぽ

協会けんぽは、主に中小企業にお勤めの方が加入される
健康保険制度「全国健康保険協会管掌健康保険」の愛称

です。「政府管掌健康保険」の業務を引き継ぎ、健康保
険の給付・任意継続・健康保険証の交付・健診や保健指

導等の保健事業に関する業務を行っています。

全国健康保険協会 長野支部 �380-8583 ���������15�7-1 ���日�����8�

�� 026-238-1250���：������������������

全国健康保険協会ホームページ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 検索協会けんぽ

申請書

療養費
支給申請書

申請書

高額療養費
支給申請書

申請書

傷病手当金
支給申請書

申請書
出産育児一時金

支給申請書

申請書

出産手当金
支給申請書

申請書

埋葬料（費）
支給申請書

１カ月の窓口負担額が一定の金額（自己負担限度額）を超えた
ときに、請求により超えた分が払い戻されます。
所得により自己負担限度額が異なります。（上位所得者：標準報
酬月額53万円以上の方　低所得者：市町村民税非課税者等）

● ���けが��たと� ����������て��な医療��け��ます

病院等で健康保険証を提示し、一部負担金（かかった医療費の１割～３割）を
支払うことで、必要な医療をうけられます。
・交通事故のけがなど、加害者が医療費を支払うべき場合に健康保険を使用するときは、
必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。

● ���たと� ����������と�て380,000円（※）が����ます

やむを得ず非保険医にかかったり、保険証を提示せずに医療をうけたりした場合や、コルセット等治療用の装具を作
成した場合などに、保険者が承認すれば、医療費の一部が払い戻されます。
　・立て替え払いをした全額ではなく、保険診療を受けたときの料金を標準として計算した額から、一部負担金や自費負担分等を差し引
いた額が支給にされます。

● たて���い��たと� ��療�費�と�て��負担���が�い���ます

● 医療費が�額�なったと� ���額療�費�と�て自己負担限度額���た�が����ます

● ���が��なったと� �����（費）�と�て50,000円が����ます

加入者が亡くなったときには、埋葬を行った人に50,000円が支給されます。
　・生計維持関係がない方が埋葬を行った場合は「埋葬費」として支給され、50,000円を限度に埋葬にかかった費用が支給されます。

● ���けがで����ん�と� ��������と�て����日額�2�3が����ます

加入者ご本人が病気やけがの療養のため仕事を休み、給与が受けられない場合に、1日につき標準報酬日額の2/3
が支給されます。
　・加入者ご本人のみに支給されます。（扶養家族の方には支給されません）
　・療養のために４日以上続けて仕事を休んだ場合に、４日目から支給が開始されます。
　・給与が支給されていても、傷病手当金の額より少ないときは差額が支給されます。

● ���ため�����ん�と� ��������と�て����日額�2�3が����ます

加入者ご本人が出産で仕事を休み、給与が受けられない場合に、1日につき標準報酬日額の2/3が支給されます。
　・加入者ご本人のみに支給されます。（扶養家族の方には支給されません）
　・給与が支給されていても、傷病手当金の額より少ないときは差額が支給されます。

出産されたときは、１児ごとに380,000円(※)が支給されます。21年10月～23年3月の出産の場合は420,000円(※)が
支給されます。（※産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、それぞれ350,000円、390,000円が支給されます）

　・給付の対象となる出産には、妊娠４カ月以上の早産、死産、人工妊娠中絶も含みます。

現役並み所得者 左以外の方

２割 ３割 ３割 １割（※）

義務教育
就学前

一般の方
７０歳以上

（※本来は２割負担ですが、平成22年3月31日までは公費負担があるため１割負担となっています）

●負担割合

・診療月以前の12カ月間に３カ月以上高額療養費が支給されている場合は「多数該当」となり、4カ月目から限度額が軽減されます。

・70歳～74歳の方は限度額が異なりますのでお問い合わせください。

・70歳未満の方が入院するときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を申請し、窓口負担を限度額までとすることができます。

●自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額 多数該当

上位所得者 150,000円＋（医療費-500,000円）×1％ 83,400円

一般 80,100円＋（医療費-267,000円）×1％ 44,400円

低所得者 35,400円 24,600円
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　長野県、長野県中小企業団体中央会他３経済団体の主催による「信州環境フェア2009」（8月22日～23日､ 長野
市ビッグハット）にあわせ標記フォーラムが下記日程により開催されますのでお知らせいたします。
【フォーラム日程、内容等】
　☆日　　時　平成21年８月22日（土）　　午後２時～４時40分
　　場　　所　 長野市若里　ビッグハット　第５会議室　
　☆テ ー マ　 「経営改善＝廃棄物発生抑制・資源化を通じての企業利益の創出、社会貢献」
　☆基調講演　 「環境に配慮した製品のライフサイクル」　講師　木村 文彦 氏 （法政大学理工学部教授）
　☆先進事例発表　「環境負荷低減に向けて」　　　　　　ナガノトマト㈱松本工場　　宮澤 弘明 氏
　　　　　　　　　「廃棄物の発生抑制とリサイクル」　　セイコーエプソン㈱　　　　矢島 清弘 氏
　☆そ の 他     定員は200名、参加料は無料

～産業廃棄物の発生抑制と資源化の推進をめざして～

☆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”

《産業廃棄物３Ｒフォーラム開催のお知らせ》

１．利用手続き
　⑴ 取扱う相談の範囲
　　 中小企業者（個人事業者を含む。）からの相談であっ
て、企業間取引に関連した相談全般。

　　 ただし、取引あっせん、経営、技術、金融、労働、
交通事故等に関する相談は除く。

　⑵ 相談日　 原則、毎日（土曜日、日曜日、祝祭日、
年末年始を除く。）

　　　　　　 午前９時～12時 午後１時～ ５時
　⑶ 時　間　 原則、１相談者１時間以内とする。相談

料は無料。
　⑷ 場　所　各弁護士事務所
　⑸ 相談の受付
　　　　　　  事前予約制（「３．弁護士相談の申込先」

参照）
２．実施時期　平成21 年４ 月１ 日から
３．弁護士相談の申込先
　⑴ ㈶全国中小企業取引振興協会 下請かけこみ寺本部
　　  電話 03-5541-6655　〒104-0033 東京都中央区新

川2-1-9 石川ビル2 階　http://www.zenkyo.or.jp
　⑵ 各都道府県協会
　　  47都道府県協会の下請かけこみ寺の連絡先は次の

ＵＲＬからご確認ください。
　　 http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/address.htm

〔お問い合わせ先〕　長野県環境部廃棄物対策課　℡026-235-7187

下請かけこみ寺
にお気軽にご相談下さい。ご相談いただいた方の秘密は厳守します。
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