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巻頭特集

「非常識」への挑戦
　〜「５年先の常識」に挑戦し続ける
　　　　　　塚田理研工業㈱−その秘訣とは〜

　高度な技術で革新的な製品を供給している中小企業な
どを選ぶ「元気なモノ作り中小企業300社」。4回目とな
る今年、塚田理研工業は「日本のイノベーションを支え
るモノ作り中小企業」の１社に選ばれた。
　同社は当時の常識に反し「めっきがつかないものはな
い」という“非常識”で、世界に先がけてプラスチック
めっきの量産化に成功したパイオニア。77種類ものめっ
きを量産できる生産技術を持ち、自動車、家電、携帯電話、
デジカメなど非常に多岐にわたる製品分野を手がけ、
300社もの取引先から高い信頼を得る。さらに、めっき
廃水のリサイクルと含有金属の回収・分離技術でも先端
を走り、「ゼロ・エミッション」の実現をめざしている。
　日本のイノベーションを支える同社の先進的技術。そ
れを築いてきたのが、同社が創業以来旗印に掲げる「非
常識」への挑戦だ。

純水装置 LNG（液化天然ガス）サテライト

多種多様な製品群

全自動プラスチックめっきライン
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　同社の「非常識」への挑戦。その第一は、プラスチッ
クめっきだ。
　創業は昭和38（1963）年。戦後間もなく電気めっき技
術に取り組んでいた塚田藤一氏が初代社長となり、材木
会社経営の下島康保社長の父、伝一氏が出資して立ち上
げた。この時、東京の計測器メーカーに技術者として勤
務していた下島社長も参加した。
　会社の目的はズバリ、プラスチックめっきの専門工場。
「めっきがつくはずがない」といわれていたプラスチッ
クへのめっき量産技術への挑戦はまさに“非常識”だっ
た。
　創業当初は失敗の連続。しかしついに昭和41年、バレ
ルによるプラスチックめっきの量産化に世界に先がけて
成功する。婦人服のボタンを月1,000万個手がけるなど
小物主体に大きな受注を獲得し、これが同社成長の基礎
を築く。昭和43年には早くも「金型→成型→めっき塗装」
の一貫生産体制を確立した。
　自動車関連部品、オーディオおよび家電関連部品から、
携帯電話、デジカメ、パソコンなどの部品と、同社が手
がける製品はまさに多種多様。自動車の内装ボタン・つ

まみ類からドアハンドル、エンブレムなど、これもプラ
スチックだったのかと驚くようなものも多い。プラスチ
ックだけでなく、金属に代替できる硬度と強さを持つ各
種エンジニアリング・プラスチック（エンプラ）のほか、
プリント配線板への金めっきも手がける。
　現在、取引先は約300社。得意分野に特化する傾向が
あるめっき業界で、これほど多くの顧客を持つのは異例
だという。77種類ものめっきを量産できる技術開発と「文
字通り、１品ものから対応する」という姿勢の賜物だ。
　同社では独自のめっきの「サンプル帳」を大手メーカ
ーを中心に配布している。これは風合いや色調を少しず
つ変えたサンプルを台紙に並べたもの。メーカーの技術
者やデザイナーが「サンプル帳の何番の色」と指定する、
めっき業界の事実上の標準となっている。
　さらに「TPマスク」と呼
ぶ部分めっきやナイロンめ
っき、大手家電メーカーか
ら特に指定される「ピアノ
ブラック」という難しい塗
装は、同社の独壇場だ。

　非常識への挑戦（1）－プラスチックめっき

　非常識への挑戦（2）－めっきライン全自動化

　昭和48年に完成させた多品種少量生産ラインの全自動
化も「非常識」だった。
　職人が長年の経験とカンで多品種少量を仕上げるのが
めっき業界の、そして同社においても主流だった時代。
自動化とはそもそも同じ物をいかに効率的に大量生産す
るかという仕組みであり、それをすべて自動化しようと
いうのはまさに「非常識」だ。しかも全自動めっき装置
を装備した量産工場の総工費は１億円と、当時の身の丈
をはるかに超えた投資額だった。
　全自動めっき装置を開発したのが工場長だった下島社
長。「当時参加していた県内のさまざまな分野の製造業
者が集まる勉強会で、先輩経営者に『こんな汚い工場で
は儲かるわけがない』と言わ
れて本当に悔しかった。それ
がきっかけでした」。
　まだコンピュータなど珍し
かった当時、めっき用整流器
メーカーの技術者と共同でデ

ジタル回路を設計。苦労して組み上げると、装置は部屋
ひとつ分ほどの大きさになったという。ところがなかな
か思うように動かず、まわりからは「工場長のおもちゃ」
と揶揄された。半年後ようやく完成にこぎつけたが、翌
年オイルショックが襲う。「大変でした」。
　しかしこれにより同社は生産体制の圧倒的なスピード
アップと品質向上を実現し、他社との圧倒的な差別化が
図られた。
　現在、金型―射出形成―めっき―塗装・印刷―組み立
ての一貫生産システムを構築。めっき工程は全長120メ
ートルの複合全自動ラインを持ち、コンピュータによる
徹底した生産管理が行われている。ラインはすべてバー

コード入力。多種多様な製品、
仕様、生産ロットにもスピーデ
ィかつ的確に対応できる。
　また環境への配慮から、環境
にやさしい三価クロムラインも
設置している。六価クロムめっ

TP マスクによる部分めっき

バーコード入力 自動化された工場内
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巻頭特集　「非常識」への挑戦

　「めっきは３Ｋ（きつい・汚い・危険）、公害の花形
産業（笑）。だからその逆をいけば、逆に会社の強みに
なるんです」
　同社のキーワードは「地球にも人にも優しく」。「こ
んな汚い工場では儲かるわけがない」という先輩経営
者のひと言に発奮。めっきの全自動化を実現した昭和
48年以来、人と地球にやさしい環境づくりを進め、そ
れを会社の強みにしてきた。
　清潔感漂う工場内。工場見学者はサンダルに履き替

える。もちろん水に濡れることは一切ない。工場内の
自動化ラインでは、搬送ロボットにとりつけられた製
品が「投入」「洗浄」「乾燥」のめっき工程を整然と進
んでいく。一連の作業で、社員が直接危険で汚い作業
に携わることはない。床はコンクリートではなく、木。
立ち仕事でも疲れにくいようにとの心づかいからだと
いう。
　めっき特有の臭いもほとんどない。「汚れた空気を浄
化して外に排出し、さらに外のきれいな空気を採り入

　地球にも人にも優しく。「３Ｋ」を克服し会社の強みに

　昭和46年、同社はイオン交換式総合廃水処理装置を開
発し設置した。同年水質汚濁法が施行され、めっき業者
に廃水処理装置設置が義務づけられたのがきっかけだ。
日本ではそれまでめっき廃液は地下浸透方式、つまり“た
れ流し”だったというから驚く。
　「当初、保健所には、当社には廃水を酸化還元中和す
る装置がないので公害防止設備ではないと言われまし
た。何を言っているんだ、10年後にはこれが標準になる
ぞと主張してもなかなか認められず苦労しました」
　廃水の酸化還元中和処理が一般的だった中で、廃水中
に含まれるニッケル・銅・金などを回収しようというの
が同社の発想。環境への配慮、資源リサイクルは今日最
も重要なテーマだが、これも当時は「非常識」だったの
だ。
　その非常識を「常識」にしたのが、平成17年に建設し
た「総合廃水リサイクルセンター」だ。工場の廃水に含
まれるニッケル、銅、クロムといった金属資源を高純度
で回収するとともに、１時間あたり30トン以上の水を純
水化処理し、工場内で再利用している。
　従来、めっき廃水のスラッジ（汚泥）は産業廃棄物業
者に有料で引き取ってもらっていた。このシステムでは
その必要がないばかりか、回収した金属は資源として販
売できる。削減できるコストは年間約1,000万円から約
2,000万円にものぼるという。
　資源に乏しい日本だが、実は大量に廃棄される家電な

どに含まれるレアメタル
などの金属資源、いわゆ
る「都市鉱山」の埋蔵量
は膨大。それだけに、こ
れはまさに時代の最先端
をゆくシステムだ。同社
ではこの装置自体を商品
として販売する計画で、
新たなビジネスの発展へ
とつながっている。
　また「めっきは水に始
まり、水に終わる。水が
いいほど良いめっきがで
きる」というように、水
はめっきの生命線。同社
はこのシステムで単にき
れいな水ではなく、飲み
水以上にきれいな純水を
つくり出している。近い
将来、この水を100％リ
サイクルした「ゼロ・エ
ミッション」工場の実現をめざす。
　さらに平成20年にはボイラー燃焼をCO2排出量の少な
い液化天然ガスに切り替えるなど、同社の環境への取り
組みは群を抜いている。

　非常識への挑戦（3）－廃水リサイクル・金属資源回収

金回収装置

銅回収装置

回収された銅

き同等の耐食性があり、色調も白色系、黒色系の２色で
量産が可能だ。
　「めっきは設備産業」と下島社長。実際、同社は創業
以来、毎年のように設備投資を繰り返してきた。投資額

も億単位と半端ではない。「テーマが次々に出てくる。
今はとても厳しい経済状況ですが、確実性が出てくれば
やろうという設備計画はあります」。



　チタンめっきや、他社ではできない難しいめっき技術
への取り組みにも果敢に挑戦する。「他社でやらないか
らこそ、うちでやるんです。それも非常識への挑戦。私
たちはつねに『５年先の常識』に挑戦しているんですよ」。
　今年同社が掲げる目標は「アンテナを高く	積極的な
営業活動」「環境にやさしい新技術に挑戦」。全員がつね
に問題意識を持ち、新たな技術テーマをキャッチしよう
と取り組んでいる。「技術は好奇心。社員にはつねにア
ンテナを高くし、あらゆる機会をとらえて、そこから何
か一つでもつかみ、自分のものにしろと言っているんで
す」。
　例えば、遠藤守信信州大学教授らと共同開発したカー
ボンナノチューブへの無電解めっき技術もその一つ。「あ
る会合で遠藤先生と飲んだ時の話から始まったんです
（笑）」。
　無電解めっきでカーボンナノチューブ表面にニッケル
粒子を析出。そうして得たカーボンナノチューブ／ニッ
ケル複合体を樹脂や金属に充填すると、電磁波シールド
性や高い強度が発揮され、高機能のナノ複合材ができる。
携帯電話やノートパソコンの筐体などをはじめ、さまざ
まな用途が期待できるという。

　同社が「５年先の常識」に挑戦し続ける秘訣。一つに
は、つねにアンテナを高く掲げ、時代の変化を先取りす
ること。もう一つは、社員一人ひとりが最後まであきら
めずに技術を追求する“こだわり”を持つこと。地球と
人へのやさしさを持ち続けることも、その一つだろう。
　深刻な経済不況は、同社にとってもまったく例外では
ない。にも関わらず、下島社長は「これがチャンス」と
言い切る。「松下幸之助さんが『好景気良し、不景気な
お良し』と言いましたね。不景気の時はゆっくり周りを
見ることができる。アイデアをひねり出す時間もかなり
ある。確かに苦しいですが、それでも絞れば知恵は出て
くるものです」。
　「不景気のたびに会社は伸びてきた」という同社。身
の丈以上の設備投資をした翌年襲われたオイルショック
も乗り越え、成長のバネにしてきた。下島社長は「この
不景気でまた差がつくと思う」と自信を見せる。
　忙しさに流されがちな好景気時とは違い、厳しい経済
環境で「じっと我慢」の今、将来を見据えた知恵をじっ
くりと絞る時間くらいはありそうだ。つねにアンテナを
高く掲げ、挑戦すべき「非常識」の種を見つけ出してき
た、下島社長の経営に大きなヒントがありそうだ。
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　アンテナを高く掲げ、「5年先の常識」に挑戦し続ける

れるシステムを導入しています」。工場内の空気圧を通
常よりも高めることで、汚れた空気を確実に排出する
よう工夫しているという。
　風通しの良さは、経営も同様だ。ガラス張り経営を
旨とし、やる気のある社員を優遇しつつ、終身雇用を
基本とする家族的な風土を大切にしている。ユニーク
なのは、課長以上の管理職に欠員が出ると社員全員の
投票で人事を決めること。社長も例外ではない。それ
も「非常識」の一つといっていいだろう。
　「創業以来、社員のリストラは一度もしていません。
それだけはしたくない。この厳しい環境においても、
みんなで知恵を絞ろうと社員研修会を開き、超合理化
をめざした改善提案などを行っているんです」。成果も
徐々に現れているという。
　下島社長は「掃除と整理整頓ができれば会社は儲か
る」と言い切り、「５Ｓ」に力を入れる。全社員が始業
前に掃除を行い、始業ベルが鳴ると同時に仕事ができ
るよう取り組む。「当社は技術主導型の会社。技術はす
べて整理し、パソコンからすぐ取り出せるようにして

いるし、カタログも分別し誰が見てもすぐに分かるよ
うにしています。整理整頓できないとすぐに対応でき
ませんから」。
　総合廃水リサイクルセンターの技術は、実は昭和53
年、大手化学メーカーとの共同開発によってすでに確
立していた技術。ニッケル価格の高騰によって「出番」
が回ってきた。一度取り組んだ技術テーマはあきらめ
ることなく、とことんやりつくし、いつでも世の中に
出せるように整理しておく。この技術も、そんな「技
術の貯金」の一つであり、他にも高級国産車に採用さ
れ始めた真空中で行う「チタンめっき」などいくつも
あるという。それが同社の強みになっている。

清潔な工場内 人にやさしい木の床
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I N N O V A T I O N

　街から本屋さんがどんどん衰退していく一方で、世界最大のネット書店が伸び続け

ています。本以外の品揃えも多くして来ていますので、もう本屋さんとは言えないよ

うな事業形態に進化しています。街の本屋さんが、（問屋お仕着せの）どこでも同じよ

うな品揃えであり消費者が本当に欲しいと思う本を提供出来ていないのに対して、ア

マゾンは、インターネット販売であるがゆえの強みとして回転率の低い本を扱えます

ので、年に何回しか売れないような商品でもたくさん品揃えすることで利益を上げら

れるということを証明しています。

　税務署や自治体もインターネットの活用を強化してきています。電子申告や電子申

請はもちろん、最近では滞納者の差押えの物件をヤフーのオークションで換金し始め

ています。平成20年10月国税庁発表の第２回オークションでは、181物件が出品され、

その内130物件に対して1,591人が申込み、514人が参加して、国税庁の見積（合計1,002

万円）より高い1,340万円で落札されています。安曇野市でも平成20年10月に第１回の

ネット公売を行い（スクーター1台ですが）見積１千円に対して12,500円で落札され

ています。飯山市に至っては、江戸時代の鎧が見積５万円に対して55万７千円で落札

されています。インターネットの活用によって、今まで参加することのなかった顧客

を取り組むことが出来た証だと思います。医療の世界でも、特に自由診療の分野でイ

ンターネットにより収入増加を実現している医療機関が長野県でもたくさん出現して

います。

　組織の経営を考える上で、立地が経営に与える影響は大きく、地域密着という言葉

の裏側には、（業種によって違いますが）「車で何分で行くことの出来る距離」という

制約があります。しかし、インターネットの活用により全国の顧客を対象にすること

も出来るのです。ただし、その為には空間距離を越えて、そのサービスや商品に対す

る気持ちに賛同してくれるようなこだわりがアピールされていなければ、なかなか選

んでもらえません。インターネット上にホームページが掲載されているだけで更新さ

れていないのは、組織側にとってもメリットに結びつける努力が不足しているとも言

えます。自社のホームページをよりたくさんの人に見てもらえるように、消費者が探

すであろう言葉に検索のキーワードを変える等、見直しポイントはたくさんあると思

います。自分の組織のサービスや商品のこだわりがどこにあるのか再度見直しする機

会ともとらえて、インターネットの活用を見直ししてみませんか？

イノベーション

インターネットの活用をさらに見直す必要性？

※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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　お叱りの声も届いていないので、今回も声

高らかに言い切りたいと思います。「インター

ネットやホームページのことはわからない。」

と「鶴の一声」さえ出さない経営者は最悪で

す。積極的にホームページに関わりましょう。

ホームページはお客様を深く考えるための

きっかけ、道具となります。関わることで、

今まで気づかなかったものが見えてきます。

　「続きはホームページで！」でホームペー

ジを訪れ、「詳細はお問合せください！」と

いう導きにがっかりした経験はありません

か？本当に馬鹿にしていますよね！最初から

｢問合せを！ ｣と伝えたほうがいい。でも、

最初から問合せでは、誰も反応してくれない

のも事実。どうしてそうなってしまうので

しょう？

　適切な情報であれば問合せは不要です。問

合せが必要になるということは、情報が不足

しているか、何かの理由で言い切ることがで

きていないのです。お客様は明確に言い切っ

ている言葉、文章を探しています。信頼でき

るものを探しているのです。ホームページに

それがないのですから、問合せてもないに決

まっている。そう考えるのが当然でしょう。

　もし、ホームページ担当者がお客様のこと

を考えていれば、こんなことが言い切れたら

いいな！と感じることが多いはずです。見積

回答であれば、「できるだけ早く」から「24

時間以内」、「４時間以内｣さらに「２時間以

内｣というようにお客様の利便性を高めてあ

げたいと思うでしょう。でも現実はできない。

その体制が取れない。

　ホームページでこんなことを言い切りた

い。こんな文章を載せたい。こんなサービス

を提案したい。お客様のことを考えれば当然

です。それらを実現するためには、ホームペー

ジ担当者だけではなく重要な意思決定を行え

る人が関わる必要があります。いいアイデア

も、ただの愚痴のまま。いろいろと考えても、

現状を変えることができず美辞麗句に落ちつ

きます。すべて｢詳細はお問合せください！」

になる。現状を改善する意思決定は経営者で

あるあなたの役割です。ここでの鶴の一声は

リーダーシップの極みでしょう。

　会社にとって都合がいい言葉、簡単に使え

る言葉だけでは、訪れた人を行動に導きませ

ん。お客様のことを考えた、もっと具体的な

言葉、お客様に覚悟ある言葉と感じていただ

けるものをホームページに掲載するために

は、あなたが関わらないと実現できないので

す。結果が出ないホームページの原因はホー

ムページの問題ではなく、お客様のことを考

えているかどうかの問題です。そういう意味

でホームページは経営改善のきっかけになり

ます。積極的にビジネスの基本的な問題に取

り組みましょう。

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！（2）
つづきはホームページで！
 ウェルヘッド代表　Web コンサルタント　大和　守
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■千曲厚生福祉事業協同組合
　北信地域で事業所給
食・弁当製造サービス
を行っている千曲厚生
福祉事業協同組合（中
嶋君忠理事長）は、７
月に新工場が完成し８
月17日から操業を開始した。新工場は延床面積4,200
㎡余り、１時間当たりで米飯は7,200食、弁当4,000食
の生産が可能。
	近年、食の安全性や信頼性を脅かす事件・事故が多
発し、消費者の皆様が食の安全に対して不安を感じて
いる。工場内を作業内容に合わせて作業区域を明確に
区分し、作業員同士の動線が交わらないようにするな
どHACCPを満たす最高水準の品質管理・衛生管理を
徹底するとともに、食品安全マネジメントの国際規格
ISO22000の認証取得を進めており、新工場建設を機
に、より一層安心・安全な食の提供を目指して取り組
んでいる。
　環境面への対応としては主燃料を重油から天然ガ
スに転換。さらに、新型セラミックバーナーを導入す
ることでCO2排出量削減に努めるとともに、食品残渣・
食品副産物の肥料化事業にも取り組んでいる。また、

新商品の開発・研究スペースとしてオール電化のテス
トキッチンを設置し、地域の公民館活動(料理教室)や
幼稚園・小中学校等の食育や食に関わる催事会場とし
て地域の皆様に開放していく予定。
　組合では新工場の稼働を「第二の創業」と位置付け
ており、組合並びに関連企業を含むグループ全体の総
称を７月１日から「デリクックちくま」に変更した。
事業内容も、事業所・学校・病院等の給食事業に加え、
冠婚葬祭の料理、駅弁・観光バスへの積込、高齢者在
宅食の配食等の業務を通じて、より一層食を通じて地
域社会に貢献することを目指し、「様々な食のシーン
をサポートする総合食事サービス企業を目指す」を長
期ビジョンとして掲げて活動していくとのことであ
る。　　　　　　　　　（取材構成：連携支援部開発課）

県内の生き生き組合事例

様々な食のシーンをサポートする
総合食事サービス企業を目指して

デリクックちくま
厨房図

食事提供している長野日大高校の合宿所の風景
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　学問の基礎を学ぶときは「正確に理解したもの

を、何度も繰り返す」ことが必要である。試験の

前の付け焼刃では、試験が終わればすぐに忘れて

しまう。

　基礎を学ぶときに、今これをしっかり身につけ

ておけば、その上に更なる勉強を積み上げること

が出来、社会に出てからも応用が利く人になるこ

とを例を挙げて説明すれば、子供の取り組みが本

気になる。

　人にはもともと好奇心がある。好奇心を満たす

ためには、初めて出会ったものに対しては、その

成り立ちや原理原則を学び、胸に落ちるように理

解しなければならない。それには教える側に高度

なスキルが要求され、内容が好きでたまらないと

いう態度がなければならない。本能的な好奇心や

知識欲を満たす学習には、生徒は集中してのめり

込む。

　目的を持って学ぶためには、その目的が単に試

験にいい点数が取れるとか、いい学校に入れると

いうだけではなく、将来どんな仕事に役立つか、

どんな生活に関係するかなど子供たちの夢に関連

付けて話さなければならない。教師は幅広い社会

知識やいろいろな職業現場に精通していなければ

ならない。このように確実な基礎を学ぶことは、

何でも多く詰め込むやり方では出来ない。

　意味も分からない丸暗記は脳に定着しない。観

察や経験を通して学ぶことが必要である。すなわ

ち五感をフルに使って学ぶことである。言語で学

んだことはイメージや感覚として受け止め、右脳

の働きといわれる感性の世界に落としこむ。右脳

には人類が言語を用いない時代のマンモス象に

追っかけられたり、火山の噴火の経験が遺伝子と

して残っているらしい。学んだことは感動や感情

と重なって長期間蓄積される。感性でとらえた要

素はいろいろな他の要素と結合する可能性を持っ

て脳に刻み込まれる。「覚えること」と「覚えてい

ること」と「思い出せること」とは違う。「思い出

せるもの」で無ければアイデアの要素としては使

えない。

　子供が自分の自転車を磨いたり、変則ギアの仕

組みを調べたり、輪を回転させながら振り回した

りすると、感性を通していろいろな要素のメカを

学ぶ。将来何かの開発の過程で感性を手繰ってい

ると、普通思い当たらないようなメカが浮かんで

くる。これがアイデアの閃きである。この閃きは、

自分の脳の中に潜在的にストックされているもの

が呼び出されるのであって、文献などを見ていて

見つかるものではない。

　学習する場合は、感性を総動員して学び、いろ

いろな要素と繋がる可能性を持つ要素の特性面を

認識して、その要素をストックしておく。その要

素はしばしば、いろいろなチャンスに思い出して

活用し、活性状態にしておくことが出来る。

　アイデアの閃く人は、いつもキラキラした情報

の要素を沢山頭の中にストックしている。

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（2）

知 財 あ れ こ れ

アイデアを生み出すためのストック
情報は活性化（キラキラ）した情報

学習がうわすべりではアイデア
の要素として使えない

感動と共に学ぶ

子供の自転車分解



︱健︱康︱を︱考︱え︱る︱

婦人科のガン
−お隣さんでも似ていませんー

　女性器の癌は子宮ガンと卵巣

ガンが代表です。

　他に卵管ガン、膣ガンもあり

ますが、これは本当に珍しいも

のでめったにお目にかかれませ

ん。

　子宮も卵巣も小骨盤内に鎮座

ましましている連続した臓器で

す。

　子宮は一つですが、子宮に出

来るガンには頚部ガンと体部ガ

ンと2種類あり、原因も治療法

も微妙に異なっております。

　子宮頸ガンは性行為で感染す

るヒトパピローマウイルス感染

が原因です。ありふれたウイル

スなのですが、これに感染する

とその２～３割にガンが発症す

ると考えられております。

　これに対し、体部ガンはホル

モン失調が根底にあります。排

卵の無い状況、即ち卵胞ホルモ

ンだけが出て、黄体ホルモンが

出ないバランスのくずれた環境

が長い間続いてゆくと体部ガン

発症の素地となります。

　頚部ガンは進行してこないと

大した自覚症状はありません

が、体部ガンは早い時期から出

血があり早期発見される事が多

くあります。但しこのガンは、

更年期年齢の頃から多くなりま

すので、不正出血を、この時期

に多い生理的な不規則な月経と

考えて病医院を受診しないと、

早期発見には結びつきません。

　さて、卵巣ガンには、いろい

ろな種類がありますが、進行の

早いものも多く、自覚症状、主

に腹水によるお腹の膨満感が出

てくる頃には、すでに進行して

いることが多いものです。婦人

科検診に超音波検査が併用され

れば卵巣ガンの早期発見ができ

るのではないかと検討されてお

ります。

　以上、婦人科ガンについて書

きました。

　早期発見が出来れば、いずれ

も比較的簡単に完治いたします

ので婦人科受診を躊躇しないよ

うにいたしましょう。欧米では、

セックスの経験が始まると女性

の訪れる家庭医は、それまでの

小児科医や内科医から婦人科医

に替わるそうです。

　最期に、子宮頸ガンは、おた

ふく風邪やインフルエンザなど

と同じようにウイルス感染で

す。従いまして、何歳で接種す

るかが議論されてはおります

が、ワクチン（ＨＰＶワクチン）

で予防できる時代がすぐそこま

で来ております。

長野県保険医協同組合

三浦　秀輔
　（上田市　三浦産婦人科医院）

卵管ガン

卵巣ガン

子宮頸ガン

子宮体ガン

膣ガン
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【問い合わせ先】
　　 　長野労働局職業安定部職業対策課（TEL　026−226−0866）
　　　 又は最寄りのハローワークまでお願いします。

１　外国人雇用状況の届出

　	　平成19年10月１日から改正雇用対策法が施行され、全ての事業主に外国人労働者（特別永住者を除く）
の雇入れ、離職の際、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を所定の
届出様式に記載のうえ、ハローワークへの届出が義務付けられました。
　　届出がお済みでない事業主の方は、管轄のハローワークまで届出をお願いします。
　　※ハローワークインターネットサービスから簡単に届け出ることも可能です。
　 　　URL　https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp
　　※氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等は
　	　　「外国人登録証明書」又は「旅券（パスポート）」で確認してください。
　

２　外国人労働者の雇用管理の改善等は事業主の努力義務

　　○　外国人を「安い労働力」として処遇している実態が、一部で指摘されています。
　　　	　しかしながら、労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関係法令は、国籍を問わ

ず外国人にも日本人と等しく適用されます。また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。
　　○	　外国人労働者に対しては、安易な解雇等を行わないようにするとともに、解雇等を行う場合は、再

就職を希望する外国人労働者に対して、その在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助
に努めてください。

　　○	　また、留学生をはじめ「専門的・技術分野」の外国人労働者は、企業の人事管理等の改善を図るこ
とで、その就業を促進し、我が国企業の活性化・国際化を担う人材となることが期待されています。

　　○	　「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」は、改正雇用対策
法に基づき、外国人の方々が我が国において安心して働き、社会に貢献していただくために、事業主
の方々に講じていただくべき事項について整理したものです。

　　　	　事業主の方々におかれましては、本指針の趣旨に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善等に向け、
ご理解とご協力をお願いいたします。

　　　　なお、指針の全文については厚生労働省ホームページをご参照ください。
　　　URL　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin.html
　　　（厚生労働省トップページ→行政分野ごとの情報「雇用」→分野別施策紹介「外国人雇用対策」）

外国人雇用はルールを守って適正に
～雇入れ・離職の際の届出と適切な雇用管理は事業主の責務です～

事業主のみなさまへ長野労働局からのお知らせ
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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

　俳聖芭蕉をはじめ多くの文人・墨客の訪れた地として知られる、文学と名月の里「おばすて」。地域
の歴史的・文化的価値を活かし、姨捨区民との協働でいろいろなイベントを開催します。
　また、観月祭にあわせて、多くの俳句愛好者が参加して全国俳句大会を開催します。

１　日　　時　10月２日（金）～４日（日）※中秋の名月10/3、満月10/4
２　会　　場　姨捨地区及び千曲市総合観光会館
３　内　　容　【農道道しるべライトアップ】10月２日（金）～４日（日）18時30分～ 21時
　　　　　　　　▼四十八枚田田毎観音ならびに棚田の姪石園方面の農道をライトアップします。
　　　　　　　【観月祭案内所・棚田ボランティアガイド】10月２日（金）～４日（日）
　　　　　　　　▼観月祭案内所（姨捨駅、長楽寺）９時30分～ 14時
　　　　　　　　▼棚田ボランティアガイド　12時30分頃（３・４日のみ）
　　　　　　　【おばすて市】※10月３日（土）10時～ 14時（姨捨観光会館広場）
　　　　　　　　▼	おやき、お菓子、地物野菜、果実、漬物、きのこ、りんご、ぶどう、日本酒、書籍、

千曲染めなどを販売します。
　　　　　　　　▼月見汁の無料配布（10時30分～）
　　　　　　　【シャトルバス】10月３日（土）
　　　　　　　　▼屋代駅～長楽寺～姨捨駅～千曲市総合観光会館～戸倉駅
　　　　　　　【栞の故郷イベント】10月３日（土）～４日（日）（姨捨駅ほか）
　　　　　　　　▼漫画家・すずき大和氏のトークショー（３日17時）
　　　　　　　　▼その他、ウォーキング大会を予定　※詳細が決まり次第ホームページで紹介。
　　　　　　　【全国俳句大会】10月２日（金）・３日（土）（千曲市総合観光会館）
　　　　　　　　▼姨捨地区の吟行、句会、入賞記念句碑除幕式
４　主　　催　第26回信州さらしな・おばすて観月祭実行委員会
５　アクセス　観月祭会場
　　　　　　　　〔列車で〕ＪＲ篠ノ井線姨捨駅から徒歩で約15分
　　　　　　　　〔お車で〕坂城・更埴IC、姨捨スマートICから約５～ 25分
　　　　　　　俳句大会会場
　　　　　　　　〔列車で〕しなの鉄道戸倉駅下車、タクシーで約５分
　　　　　　　　〔お車で〕坂城IC、更埴IC、姨捨スマートICから約10 ～ 15分
６　お問い合わせ　千曲市観光協会
　　　　　　　〒389-0821　長野県千曲市上山田温泉２丁目12番地10
　　　　　　　TEL	026-275-1326　　FAX	026-275-3678
　　　　　　　Ｅメール　info@chikuma-kanko.com
　　　　　　　ホームページ　http://chikuma-kanko.com

第26回
信州さらしな・おばすて観月祭
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

採用枠の拡大と新規学校卒業者の
採用に係る要請について
　平成21年８月24日、当会の星沢会長あてに長野労働局、長野県及び長野県教育委員会から世界同時不
況による急激な景気悪化に伴い厳しい雇用環境が続いている中において、来春の新規学校卒業者を巡る
就職環境も厳しい状況が予想されるため、下記により「採用枠の拡大と新規学校卒業者の採用のお願い」
の要請がありましたのでお知らせいたします。
　なお、この要請文は県内の従業員規模15人以上の約7,000社に長野労働局、長野県及び長野県教育委員
会に直接送付されますので併せてお知らせいたします。

採用枠の拡大と
新規学校卒業者の採用のお願い
　世界的な不況が長野県の基幹産業を直撃し景気が急激に悪化する中で、離職を余儀なくされる労働者
が大量に発生しています。県内ハローワークにおいては、こうした求職者が大幅に増加する一方で求人
の減少が続いており、長野県の有効求人倍率は本年１月以降、これまでの最低値を更新し続け、６月に
は0.39倍になるなど、雇用失業情勢はこれまで経験したことのない速度で悪化し、求職活動も長期化し
ています。このため、地域経済活力を維持し人々が安心して生活するために、暮らしの基盤である雇用
の場を確保することが喫緊の課題となっているところです。
　また、こうした中で来春の新規学校卒業者を巡る就職環境につきましても、厳しい状況となることが
予想されますが、特に、ハローワークで6月20日から受付が始まった新規高等学校卒業者を対象とする求
人は、７月末現在、1,790人(前年同期3,540人)と昨年同期比49.4％の減少と厳しい状況にあり、このまま
の状況が続くとすれば就職が決まらないまま卒業を迎える高校生が多数にのぼることが危惧されるとこ
ろとなっています。
　もとより、新規学校卒業者等は将来の地域の産業や社会を支える重要な人材でありますが、若年期に
就業を通じた知識・技能の習得の機会を得られないことは、本人のキャリア形成の支障となるとともに、
地域社会の将来にも深刻な問題を惹起しかねません。
　このため、長野労働局、長野県及び長野県教育委員会では、求職者の就職支援やキャリア形成支援策
の拡充を図りながら、そうした施策を最大限に活用した支援に努めるとともに、新規高等学校卒業者に
つきましては、学校とハローワークが連携し、希望者全員の就職の実現に努めてまいる所存です。
　貴事業所におかれましても、厳しい経済情勢の下、景気の先行きの不透明感が払拭されない中ではあ
りますが、一般の採用枠の拡大や、将来を見据えた新規高等学校の卒業者の採用枠の拡大など積極的な
従業員の採用に向けたご尽力をお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年８月
　事 業 主 各 位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野労働局長　小池　國光

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県知事　　村井　　仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県教育長　山口　利幸
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JUST TRY

平成21年度

中小企業組合
検定試験

■ 受験資格
特になし
（ただし、組合士として認定されるには組合等での
実務経験が必要です。）

■ 試験科目
●組合会計　●組合制度　●組合運営

■ 試験日
平成21年12月6日（日）

■ 試験地
札幌、青森、仙台、秋田、さいたま、
東京、長野、静岡、名古屋、大阪、
松江、岡山、広島、山口、高松、福岡、
長崎、大分、鹿児島、那覇

■ 願書受付期間
平成21年9月1日（火）～10月15日（木）

■ 受験料
5,000円
（ただし、一部科目免除者は3,000円）

■ その他
申し込み方法など詳しいことは、最寄りの
都道府県中小企業団体中央会にお問い合
わせ下さい。

■ お問い合わせ先
都道府県中小企業団体中央会
全国中小企業団体中央会
TEL.03-3523-4907
http.//www.chuokai.or.jp

主催／ 後援／中小企業庁　協力／都道府県中小企業団体中央会

中
小
企
業

 
組
合
士
に
な
ろ
う
！

組合のあしたを拓く組合士

1組合1組合士

2009070209全国中小企業̲合格検定タテ:レイアウト 1  09/07/09  14:41  ページ 1

中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

お問い合わせ先／長野県中小企業団体中央会　TEL.026-228-1171

組合士制度はあなたのための制度です。中小企業組合士が
誕生するまで。

中小企業組合士
検定試験受験 合格（3科目） 認定申請 中小企業組合士

の誕生（ 組合制度・組合
運営・組合会計）

申込み　9月～10月中旬。
試験日　 12月6日（日）
　　　　長野市「長野第一ホテル」
　　　　※ 検定試験の前に、講習

会を行います

1部科目合格については
翌年から3年間有効。
毎年3月上旬に合格発表。

検定試験に合格し、かつ
組合等で3年以上の実務
経験のある者。

毎年6月1日付で認定証書、
組合士章、組合士証を交付。
有効期間5年。その後更新

■試験科目
組合制度・組合運営・組合会計

■受験料　
5,000円（ただし、一部科目免除者は3,000円）

組
合
士
の
誕
生
は
組
合
の

　

健
全
な
る
発
展
へ
の
第
１
歩
！
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

主　　　　　催　社団法人長野県経営支援機構
パートナー機関　長野県中小企業団体中央会

　農商工連携に積極的に取り組もうとする人材を発掘し、農林漁業、商工業の両方の経営実務に必要な知識を習
得するための講義や農場等における実地研修を実施し、農商工連携を取り組む人的基盤を形成するため、全国中
小企業団体中央会から補助金を受け、研修実施機関として㈳長野県経営支援機構が当事業をスタートさせた。

■事業が実施される背景
　平成20年度から国の施策として取り組んでいる農
商工連携を推進する上で、①農林漁業者と中小企業
者との事業経営上の認識の格差、②どのように取り
組んだらよいか分からない、等の問題点が明確になっ
たことに対し、平成21年度は「農林漁業者を含む事
業経営上の必要な知識の習得」「連携のきっかけ・出
会いの場」等の提供を含め、農商工連携を成功させ
るには、それを推進する人材の育成が重要であり、
当事業が実施されることになった。
　長野県内では、当機構の他、国立法人大学信州大
学農学部、財団法人上田市繊維科学振興会、塩尻市
農業協同組合の３団体が研修実施機関に採択となっ
ている。 ■事業の目的

　当機構は、起業家や起業家精神旺盛な経営者が減
少してきている中、人材育成を通じて県内に新しい
事業、産業をおこすには、一次産業、二次産業、三
次産業という分類にとらわれずに各産業、各事業者
が自社、自農場の良さを互いに活かしあいながら補
完共生をして社会のニーズ、時代の要請に応えるこ
とが必要となる。そのため県、商工団体、農林漁業
団体が力を入れている農商工連携人材育成の研修を
実施し、関係諸団体、企業とともに協力して、新し
い概念、視点による事業おこし、産業育成、地域お
こしを実現することを目的としてセミナーを開催す
ることになった。

農商工連携等人材育成事業とは

　地域経済の担い手である農林漁業者と中小商
工業者との連携による創意工夫ある新事業を創
出する農商工連携をいっそう推進するため、農
林水産物の生産や加工・流通、消費者ニーズを
踏まえた販路開拓までを１つのビジネスサイク
ルととらえ、戦略的に農商工連携を展開する
『核』となる人材を育成・確保するための事業。

当事業の運営を行うため第 1 回農商工
連携事業 推進委員会が開催された。
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■事業の概要
①	受講者　　農林漁業者・中小企業者等
②	開催時期　平成21年９月～平成22年１月
③	開催回数　研修会　６日間（計36時間）
　　　　　　	実地研修　２日間（計12時間）
④	定　員　　40名（予定）
⑤	受講料　　無料
　上記に掲載したカリキュラムのうち、研修会18時
間以上及び実施研修６時間以上参加した人には、全
国中小企業団体中央会から修了証が交付される。
　予算規模は、約7,127千円となる。

■今後の展開
　当事業の受講生が農工商連携活動を行う上で関係
諸機関と連携して具現化するための各種サポートを
行い、農林漁業者と中小企業者による新しいビジネ
スを支援するためにネットワーク体制を構築する必
要がある。
　中央会はパートナー機関として、当事業がスムー
ズに推進するようにバックアップすると共に、新ビ
ジネスを行う農林漁業者と中小企業者の事業推進の
支援を積極的に行う予定である。

　（連携支援部　支援課）

農商工連携等人材育成事業　カリキュラム
（１）研修会

（２）実地研修

開催場所（予定） 開催予定日 テーマ（予定） 時間

長野市
｢ホテル信濃路 会議室｣

第１日目
　9月17日（木）
　9:30 ～ 17:00

１．農商工連携の意義と研修のねらい
２．農業分野
３．中小企業分野⑴
４．自社、自農場の特徴を把握する

1.5ｈ
1.5ｈ
1.5ｈ
1.5ｈ

長野市
｢ホテル信濃路 会議室｣

第２日目
　10月1日（木）
　9:30 ～ 17:00

５．売れる商品を創る
６．消費者の視点と提案
７．農産物の加工特性を知る⑴ ⑵

1.5ｈ
1.5ｈ
3.0ｈ

長野市
｢ホテル信濃路 会議室｣

第３日目
　10月27日（火）
　9:30 ～ 17:00

８．マーケティング
９．ブランド戦略（地域、企業、商品）
10．ネーミング、パッケージ．ロゴ
11．商標、特許

1.5ｈ
1.5ｈ
1.5ｈ
1.5ｈ

長野市
｢ホテル信濃路 会議室｣

第４日目
　11月12日（木）
　9:30 ～ 17:00

12．中小企業分野⑵
13．食品衛生・表示
14．森林資源の活用
15．森林資源活用の農商工連携事業

1.5ｈ
1.5ｈ
1.5ｈ
1.5ｈ

長野市
｢ホテル信濃路 会議室｣

第５日目
　11月25日（水）
　9:30 ～ 17:00

16．マネジメント
17．ＩＴ活用
18．財務計画と収益管理
19．環境対策⑴

1.5ｈ
1.5ｈ
1.5ｈ
1.5ｈ

長野市
｢ホテル信濃路 会議室｣

第６日目
　12月10日（木）
　9:30 ～ 17:00

20．生産管理
21．環境対策⑵と法規制等
22．農商工連携に関する国の支援施策
23．農商工連携に関する県の支援施策

1.5ｈ
1.5ｈ
1.5ｈ
1.5ｈ

開催場所（予定） 開催予定日 テーマ（予定） 時間

◆視察研修
佐久市「㈲和泉屋菓子店」
南牧村「チロリン村農園」

10月14日（水）
１． 農商工連携事業者による農産物

の加工販売について
２． 農商工連携事業者による農産物

の生産について

3.0ｈ

3.0ｈ

◆ワークショップ
長野市「ホテル信濃路 会議室｣

平成22年
1月12日（火）

　　 農商工連携事業のビジネスプラ
ン作成と発表 6.0ｈ
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〈松本会場〉　日時：平成21年11月10日（火）13時30分から15時まで予定
　　　　　　場所：松本市「ホテルブエナビスタ」
〈長野会場〉　日時：平成21年11月17日（火）13時30分から15時まで予定
　　　　　　場所：長野市「ホテルメトロポリタン長野」

◇対　　象　中高年齢者（概ね45歳以上）の雇用を希望される企業
◇参加費用　無　料
◇参加申込　就職面接会開催案内に添付の申込書にて、郵送又はＦＡＸで返送願います。
　　　　　　最寄りのハローワークに案内がございます。
　　　　　　地域団塊世代雇用支援事業ホームページhttp://www.alps.or.jp/dankai/よりダウンロード可能です。

就職面接会　参加企業募集

　去る９月１日に長野県教育委員会及び長野県
総務部、商工労働部から当会に“県内における
新規学校卒業者への求人状況が極めて厳しい状
況に加え、新型インフルエンザの全国的な流行
が懸念されており、教育委員会、県では就職希
望者の就職機会を確保するために、９月から始
まる就職試験に向け、生徒の健康衛生に関する
指導・助言等を行っている”旨の説明がありま
した。
　県内企業で採用試験を計画している企業にお
いて新規中学校・高等学校卒業者の新型インフ
ルエンザによる欠席者等への採用試験について
配慮をお願いしたい旨の依頼がありましたので
お知らせいたします。

〈問い合わせ先〉　長野県中小企業団体中央会　連携支援部団体業務推進室　担当　西村・石崎
〒380-0936　長野市中御所岡田町131-10　℡026-228-1171　Fax026-228-1184

ホームページhttp://www.alps.or.jp/dankai/

中小企業者の皆様方へ
長野県教育委員会・長野県からの

お願いです。

ご　案　内

新規中学校・
高等学校卒業者の
新型インフルエンザ
による欠席者の
採用試験について

新型インフルエンザ一口メモ
　新型インフルエンザを予防するにはどうしたらいいのですか。

　ウイルス感染を予防のためには、手洗い・うがいをしっかり
することが大切です。手洗いは、外出後だけではなく、可能な
限り、頻回に行いましょう。石けんを使って最低15秒以上行い、
洗った後は清潔なタオル等で水を十分に拭き取りましょう。
　また、ウイルスが粘膜を通して感染するため、極力鼻や口な
どを触らないようにしましょう。咳、くしゃみの際の「咳エチ
ケット」も感染防止の上では大切です。咳やくしゃみ等の症状
のある人には必ずマスクをつけてもらいましょう。
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