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巻頭特集「農商工連携」―
地域活性化に期待の一手
　〜農林漁業者と中小企業者が経営資源を
　　　　　有効活用し、新たな商品開発に挑む〜

　「農商工連携」が今、地域活性化の有効な一手として注目を集めている。これは農林漁業者と中小企業者が
通常の取引関係を超えて協力し、お互いの経営資源を有効活用して新しい商品やサービスの開発を行い、新
たな需要を開拓すること。平成20年7月スタートした「農商工等連携促進法」に基づき、農林漁業と商工業
の産業間連携を強化し、地域経済を活性化させる取り組みだ。
　施行以来1年余。長野県内で認定された農商工連携事業計画は6件（平成21年6月29日現在）にのぼり、和
泉屋和菓子店（佐久市）と信州森のファームチロリン村 菊池千春氏（南牧村）の連携もそのひとつだ。両者
は以前からそれぞれ、従来の考え方にとらわれず、他にまねできない“こだわり”の商品、作物づくりを積
極的に進めてきた。その連携の取り組みを紹介する。

阿部眞一社長 菊池千春氏
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　農林漁業と商工業という異分野による連携。こうした
“異分野連携”は数年前から「地域活性化の切り札」と
して注目され施策として行われてきた。平成17年の「新
連携支援」と19年の「地域資源活用プログラム」だ。ど
ちらも新商品開発による売上げ実績が出始めるなど着実
に効果が現れている。
　「農商工連携」はその第３弾。農林漁業者と中小企業
者が連携して行う事業計画を国が認定し、各種支援策に
よってその事業計画の実施をサポートする。
　認定の基準は（1）有機的連携であること（2）お互い
の経営資源を活かす（3）新商品・新サービスの開発等
を行う事業（4）経営改善が実現すること、の４つ。国
の支援策は、試作品開発や販路開拓のための市場調査等
に対する補助金、政府系金融機関の融資、中小企業信用

保証の特例、設備投資減税などで、認定を受けるメリッ
トは多い。
　和泉屋和菓子店と信州森のファームチロリン村（菊池
千春氏）の連携事業は「高冷地で新たに栽培するお菓子
に適した甘くて旨味のある農産物を用いた和洋菓子の製
造販売」。
　高冷地の寒暖の差が生む、お菓子に適した甘くて旨味
のある農産物を新たに栽培。和洋菓子の製造販売に取り
組み、地産地消の仕組みづくりを行う。野辺山でレタス
などの高原野菜に続く農産物を育てるとともに、原料に
占める県産率やカロリー表示など新たな販売技術も採り
入れる。新商品の売上高目標を約7,600万円（平成24年度）
とし、お菓子を通じた商店街・観光地の活性化をめざす。

　甘くて旨味のある野菜を新たに栽培し、和洋菓子による地産地消の仕組みをつくる

　農商工連携のポイントは何のためにやるのかを明確にすること

　和泉屋菓子店は佐久市岩村田商店街にある老舗菓子
店。阿部眞一社長は４代目だ。和菓子の名店として県内
外に知られる一方、多店舗化を図り最新の生産体制を導
入するなど、積極的な経営でも注目を集めてきた。
　ところが数年前から商品がマンネリ化していた。新幹
線開業などのイベントにあわせ“お祭り的”に新商品を
出すだけになっていたからだ。「店の独自性、優位性を
出し、差別化を図らなければいけない。そのためには新
商品開発だと考えを改めました」。新商品開発を支える
のは「技術力」「販売促進企画力」「人材力」「サービス」
「店舗力」と位置づけ、それぞれの強化に着手。そして、
新商品を毎月出し続けることを決めた。
　四季の表現が和菓子の伝統であり、素材のおいしさを そのまま出すことが原点。こだわりをもって生産された

旬の農作物で商品を開発すれば、そのおいしさで優位性
を出せる。そんな発想に立った時、商店街のイベントで
自ら丹誠込めた“こだわり”野菜を熱心に売る信州森の
ファームチロリン村（南牧村野辺山）の農家、菊池千春
氏と出会う。これが両者の連携の第一歩となった。
　その成果が「森の花豆」だ。阿部氏は野辺山で細々と
つくられていた花豆に注目。独自につくる有機肥料を使
い、本来のおいしさにこだわった高原野菜を生産する菊
池氏に栽培を依頼する。取れた大粒の花豆は、こし餡と
甘露煮をパイ生地で包んだ「森の花豆パイ」として商品
化した。和泉屋菓子店

9月の定番人気商品「佐久のいもっ子」
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巻頭特集　「農商工連携」―地域活性化に期待の一手

　一方、信州森のファームチロリン村の菊池千春氏は、
野辺山で40年余にわたって野菜づくりに取り組む大規模
農家だ。23カ所・８町歩の畑にレタスなどの高原野菜の
ほか、花豆、カボチャ、ゴボウ、長いも、トウモロコシ
などの野菜を生産。農協に頼らず、すべてスーパーなど
自ら開拓した販路で販売している。また段ボール箱をや
め、プラスチック製コンテナを使うなど流通経費削減に
も熱心だ。
　おいしい野菜づくりにかける菊池氏のこだわりは、土
づくりから始まる。きのこの廃培地（コーンコブ）をベ

ースに、地元のカラマツ間伐材を焼いた炭と木酢液、米
ぬか、インドネシアから輸入した“かに殻”、共有地の
山の落ち葉を混ぜ、腐葉土の中にある土着菌を利用して
“炭ぼかし”（有機肥料）をつくる。中野市の生産者から
購入するきのこ廃培地をはじめ、使うのはかに殻以外、
地元のものばかりだ。秋からつくり貯め、春の植えつけ
前に土に混ぜる。

　炭はカーボンオフセットになりCO2排出を抑えられ、
バイオマスによる循環型環境づくりに貢献できる。しか
も微生物の良い住み家になり、土づくりに役立つため、
一石二鳥。「炭ぼかしに本格的に取り組んだのは３年前。
研究は10年ほど前から続けていました。今年は長雨でレ
タスは不作でしたが、炭ぼかしを使った私の畑だけは他
の倍以上の収量。今年ほど手応えを感じた年もありませ
ん」と菊池氏は自信を見せる。
　阿部氏との連携事業では花豆を皮切りに、小豆、カボ
チャ、ゴボウ、長いも、トウモロコシなど数種類の野菜
栽培に取り組む。「小豆は今年の農商工連携で一番のテ
ーマですが、良い小豆ができています。阿部さんからは
かなり要望が出ますが、それをつくるのが私の仕事。お
互いに進化していくことが大事だと思って取り組んでい
ます」。
　農商工連携の目的は、農家と商工業者がお互いに
“win-win”の関係になること。菊池氏はそこに消費者も

　農家、商工業者、消費者、それぞれの適正価格を見出していくことが大事

　「取れた花豆は全部買い取り、形や大きさが不揃いな
ものはこし餡にしました。規格外で出荷できないものも
すべて引き取ることで農家の売上げも増え、翌年の栽培
見通しもつく。それがないと農家はなかなかつくれませ
んから」。
　新しい取り組みは独自にやるとコストがかかり、新し
い機械の導入も難しい。そんな中で出てきたのが今回の
農商工連携だった。「国などの助成があれば良いものが
できるのにと常々菊池さんと話していただけに、農商工
連携はまさにぴったりの施策。さっそくエントリーしま
した」。
　現在、お菓子に適した野菜づくりの一環として花豆に

続き、小豆の生産にチャレンジ中だ。「新しい商品づく
りは農業においても非常にリスクをともなう。農商工連
携による助成があるからこそできるんです」。
　農商工連携のポイントは「何のためにやるのかを明確
にすること」と阿部氏。「チャレンジするのはいいが、
できた商品がおいしくなければだめ。お客様がおいしい
と言ってリピーターになり、それが広まっていくことが
大事です。そのおいしさをつくるのが技術力。つくり手
のエゴではいけないと思う。我々は素材で付加価値をつ
け、さらに味で付加価値を加えていかなければいけない
と考えています」。

菊池氏が開発・製造する「炭ぼかし」

菊池氏の小豆畑



ふくめた三者の「三方良し」の関係が大事だという。「よ
り良いものをつくるためには品種やつくり方など、いろ
いろなノウハウをかき集めてやっていくことが大事です

が、お金もかかる。
農家、商工業者、消
費者、それぞれの適
正価格をいかに見出
していくかが課題だ
と思います」。
　「ブランドにする
のは私ではなく、買
ってくれた人」と菊
池氏は強調する。「和
泉屋和菓子店のお菓
子がおいしいのは、
野辺山で私がつくる
野菜がおいしいから

だという消費者の評価。それがブランドになるんです。
どんなにこだわってつくっても買ってもらえなければ、
ただの自己満足ですから」。
　阿部氏も菊池氏も、つねに意識するのは消費者。女性
と野菜嫌いの子ども向けの商品、信州の新しい土産品と
して大きな市場を開拓し、お互いに元気になることが連
携の目的だからだ。農商工連携のメリットはそこにある。

　「農商工等連携促進法」に基づき、中小
企業者と農林漁業者が共同で事業計画を策
定し、国の認定を受けると、次の支援を受
けることができます。
※各種支援策を受ける際には、別途支援実施機関の審査が必要です。

○	新商品・新サービスの開発などにかかる試作品開
発・展示会出展などの費用の一部を補助します。
（２／３補助）

○	政府系金融機関による設備資金及び長期運転資金
の融資制度があります。
○信用保証協会の保証限度額が別枠となります。
○	機械及び装置を取得などした場合、税額控除又は
特別償却を受けることができます。（一定の要件

があります。）
○	この他にも、支援制度を取りそろえていますので、
詳しくはお問合わせください。

　「農商工等連携促進法」に基づき、農商
工連携を支援する一定要件を満たす一般社
団・財団法人又はＮＰＯ法人が支援事業計
画を策定し、国の認定を受けると、次の支
援を受けることができます。

○	中小企業者と農林漁業者との連携構築を支援する
際に係る費用の一部を補助します。（２／３補助）

○信用保証協会の保証対象となります。
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巻頭特集　「農商工連携」―地域活性化に期待の一手

この秋、収穫した小豆を手に

菊池氏がつくる大粒の花豆 1メートル間隔に植えられた花豆

農商工等の連携に対する支援
　中小企業者と農林漁業者が連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して新商品・
新サービスの開発などを行う場合に総合的に支援します。

農商工等連携とは…

補助金

補助金
融資・税制など

融資など
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巻頭特集　「農商工連携」―地域活性化に期待の一手

　農商工連携を模索することは、自社、自農場の経営体質の現実を把握し、将来に向
かって経営体質を強化するための方針、方策を考えるよい機会である。
　農商工連携を模索し、実現するために必要なことは、
　　・自社、自農場が保有しているシーズ（能力や経営資源）を見直すこと
　　・取り巻く経営環境がどのように変化していくのかを考えること
　　・	これらをもとにして、今とは異なった、今以上の事業を実現するという目的を

明確にすること
が、前提条件である。
　今以上の事業を実現するためには、自社、自農場が保有しているシーズでは不充分
である場合に、経営政策の一つとして必要なシーズを保有している事業者と「補完」
し合うという「連携」が選択されるのである。もしも、自社で必要なシーズを獲得で
きれば（「自社開発」という経営政策の選択）、それでよい。しかし、そのためには時
間もかかるし、資金もかかる。それよりも既に保有している事業者との連携を選択し
た方が良いという意志決定がなされれば、それもよいのである。
　経営者が行う大切な役割である事業の目的を明確にし、さまざまな保有機能、不足
機能を棚卸し、経営政策を考える良い機会なのである。これらのことを忘れてしまっ
ている経営者には、ぜひ、農商工連携を機会として自社の経営体質を見直していただ
きたい。
　また、農商工連携を実現するにあたって大切なことは、
　　・参加事業者との信頼関係を築くこと
　　・参加事業者もお客様もパッピーになれるような仕組みをつくること
である。互いに事業者の思いや考え、「事業への志」を共有し合うことが必要であり、
自社だけがよい思いをすればよいという仕組みではいけないのである。長続きしない
のである。農林漁業者にとっても、加工業者、流通業者にとっても、そして、消費者
にとってもその事業で縁ある人たちがパッピーになる仕組みを考え、その仕組みで連
携事業を立ち上げ、推進、展開することである。

社団法人中小企業診断協会長野県支部長
NPO法人長野県地域支援センター理事長

中小企業診断士　滝澤　恵一

農商工連携は
自社の経営体質を強化する

良い機会である
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 「新たに開発する『子供向け野菜』を活用した
　　　　　　　幼稚園・保育園向け給食サービスの事業化」

　■連携体：〔中小企業者〕株式会社ミールケア（長野市）
　　　　　　〔農林漁業者〕株式会社かてりや信州（上田市）
　　　　　　〔連携参加者〕社会福祉法人くりのみ福祉会

「大人向け農村農業癒し体験と農村研修のビジネス化による宿泊業との連携」

　ありのままの農村生活の体験による農村の癒しや研修を提供する農業者側と、この宿泊客を見込む
ホテルが観光振興に取り組む。
　■連携体：〔中小企業者〕有限会社亀屋ホテル（茅野市）
　　　　　　〔農林漁業者〕株式会社信州せいしゅん村（上田市）
　　　　　　〔連携参加者〕�美ヶ原ベリー園株式会社、信州大学感性工学科

「新しい土耕栽培生産システムの開発によるベビーリーフ他各種野菜の安定供給」

　ビニールハウスでの培土トレイを活用した栽培生産システムを開発し、ベビーリーフ等各種野菜の
夏場の安定供給を目指す。
　■連携体：〔中小企業者〕株式会社原田（南佐久郡南牧村）
　　　　　　〔農林漁業者〕�株式会社アグリード川上（南佐久郡川上村）

「現状では焼却処分されている短い『い草』によるタイル畳の開発及びブランド化事業」

　規格外の短い「い草」の活用により、タイル畳としてデザイン性の追求、また「い草」本来の安心・
安全な特性を生かし、インテリア性や健康を求める市場に販路開拓を行う。
　■連携体：〔中小企業者〕有限会社百瀬畳店（松本市）
　　　　　　〔農林漁業者〕園田　聖（熊本県八代市）

「新しいニンニク（食後ににおいが残らない）の商品化およびブランド化」

　新たに開発した食後ににおいが残らないニンニクを使った二次加工品の商品開発を行い、販路開拓
とブランド化を行う。
　■連携体：〔中小企業者〕株式会社オサダ（中野市）
　　　　　　〔農林漁業者〕有限会社にんにくふぁーむ（中野市）
　　　　　　〔連携参加者〕宮坂醸造株式会社東久留米工場

長野県内のその他の農商工連携取り組み状況（平成21年6月29日現在）

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

巻頭特集　「農商工連携」―地域活性化に期待の一手



︱健︱康︱を︱考︱え︱る︱
あなたは大丈夫？
バセドウ病のお話

　女性歌手Aさんが記者会見で発
表した病気の名前で注目を浴び
たバセドウ病についてのお話で
す。バセドウ病は甲状腺で作ら
れるホルモンが血液の中に過剰
に分泌される病気のことで、甲
状腺機能亢進症とも表現されま
す。

■甲状腺は首の前方、のどぼと
けよりやや下にあり、蝶が羽を
広げたような形をした重さわず
か10 ～ 20グラム程度の小さな臓
器です。健康診断などで首がは
れていると言われ当院を受診さ
れる方すべてに甲状腺の腫大が
認められる訳ではありません。
例えば、皮下脂肪が多い方では
首がはれたように見えますし、
スポーツ選手などでは首の両側
にあって耳の後ろから鎖骨に向
かって走行する胸鎖乳突筋とい
う筋肉が発達しているため一見
甲状腺がはれたように見えてし
まうことがあります。

■甲状腺では海藻類、特に昆布
などに含まれるヨードを材料に
して甲状腺ホルモンを作ります。
甲状腺ホルモンは成長や新陳代
謝を維持するのに大切で、必要
な量を適切に作って血液の中に
分泌しています。しかしながら
甲状腺はホルモンを作る工場で

すからどのくらい作ればいいの
か？という判断はできません。
ここで登場するのが脳にある脳
下垂体です。脳下垂体から甲状
腺刺激ホルモンが分泌され血液
にのって甲状腺にたどりつき、
甲状腺を刺激して甲状腺ホルモ
ンを分泌するよう命令します。
同時に脳下垂体は甲状腺から分
泌されるホルモンの量を常に監
視しており、甲状腺ホルモンが
少ないと速やかに甲状腺刺激ホ
ルモンを分泌し甲状腺にホルモ
ンをもっと作るように指示しま
す。逆にバセドウ病などのよう
に甲状腺ホルモンが過剰に分泌
される状況では甲状腺にホルモ
ンを作ってほしくないので甲状
腺刺激ホルモンの分泌を抑えま
す。このように甲状腺は優秀な
司令官（脳下垂体）のもとで仕
事をしているのです。

■バセドウ病で甲状腺ホルモン
が必要以上に作られるのは何故
でしょうか？バセドウ病の患者
さんの血液検査結果を分析する
と、甲状腺刺激ホルモンは低値、
甲状腺ホルモンが著しく高値と
いうパターンをとります。司令
官である脳下垂体は甲状腺に対
してホルモンを作るのを止める
よう指示しているのに、甲状腺
はそれを無視してホルモンをつ

くり続ける状態です。実は、バ
セドウ病の患者さんの血液の中
に甲状腺刺激ホルモンとは別の
甲状腺を刺激する因子ができて
しまうことが原因なのです。

■バセドウ病の症状は動悸、手
がふるえる、体重が減る、脈が
速い、汗をかく、のどが渇く、
食欲が増す、イライラする、目
つきが鋭くなる、などがありま
す。子供の場合は、落ち着きが
なくなり、集中力が低下するた
め、成績が悪くなる場合があり
ます。さらに、トイレに座って
立ち上がろうとしたら脚に力が
入り難くなったり、あるいは周
期性四肢麻痺といって、目覚め
ると体が動かない金縛りの様な
症状を自覚される場合がありま
す。バセドウ病を放置すると命
にかかわることもありますので、
注意が必要です。

■バセドウ病は治療で治る病気
ですので、自覚症状のある方は
恐がらずに最寄りの甲状腺専門
医を受診してください。

長野県保険医協同組合
総代　丸山　正幸

（日本甲状腺学会認定専門医施設　丸山クリニック）
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　ホームページは経営改革のきっかけになり

ます。どうせ、訪れる人がいない、反応がな

いホームページであれば、いっそのこと対象

を社員にしてみてはいかがでしょう？社員が

興味を持つホームページ、社員の誰もが最初

に開くのは自社のホームページ。いいアイデ

アだと思うのですが。

　ホームページは道具です。現状に合った使

い方をすればいい。ひたすら、お客様のこと

を考え続けるという単純な課題をホームペー

ジに具現化するのもありだと思います。必要

なのは、結果を恐れない勇気とお客様体質へ

の意識改革です。お客様のために、こんなこ

とを考えて、こんな活動をしています。今は

目標未達ですが、来年までに実現できるよう

に計画的に取り組んでいます。すぐに結果を

掲載できなければ、取り組みを掲載する。

　お客様が見たら、いやな感じを抱くでしょ

うか？好意的に受けとる人だけをお客様にす

ればいいのです。客間に通されることを望む

人は相手にしなければいい。客間をきれいに

しておくことはとても簡単。見栄えのする

ホームページを作って、数年ごとにリニュー

アルを繰り返せばいいのですから。客間に掲

げる言葉や文章はあまり変える必要もありま

せん。それに比べて、お客様のことを考え続

けることは正解を見出すための試行錯誤。と

ても難しいことです。何かを宣言し、その過

程、結果を時系列で公表していくわけですか

ら。でも、何も変えない、何をしたらいいの

かわからないという状態を続けているより

は、はるかにいい。そう思いませんか？

　ホームページに書かれていたことを電話し

て確認すると担当者はまったく何も知らな

かったという経験はありませんか？心地よい

客間から、いきなり勝手口に案内された感じ

です。通常業務の中にホームページの役割が

組み込まれていないのです。ホームページは

ホームページ。実際の業務とは独立している。

本来、お客様が最初に受け取る情報を知らな

いという状況はいかがなものか。

　毎日、自社のホームページを見る人は少な

いでしょう。美辞麗句が踊っているホーム

ページならばなおさらです。自社のホーム

ページも知らない社員を嘆かず、あなたの問

題として捉え、社員向けのホームページをあ

なたが運営する。社員が訪れない理由を考え

続けることも意味のあることだと思います。

　３回の苦言にお付き合いいただき、ありが

とうございました。小さな会社だからできる

ことはたくさんあります。できることを一つ

ひとつやっていきましょう。会社が続く限り、

ホームページは会社の象徴であり続けるので

すから。

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！（3）
社員が毎日訪れるホームページを目指す！
 ウェルヘッド代表　Web コンサルタント　大和　守
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　基礎的な事項は体系的に学び、繰り返して定着

させることが必要である。しかし固定した情報は、

要素にばらして部分的に取出して他の組み合わせ

に応用するのは難しい。体系としての存在にとら

われて、要素の抜き出し活用を発想しない。

　固定概念を要素にばらすのは、ネックレスの糸

を切って要素をばらばらにするようなものである。

システムの秩序を敢えて壊すのである。一粒一粒

より星座のようにある程度のクラスターとして

扱ったほうがいい。アイデアを考えているときに、

自分の頭の宇宙の中に滑りよく漂っている要素を

引き寄せてきて、あるいは要素のほうから近づい

てきて結合するのである。閃くためにはすぐ隣に

ある要素との結合ではなく、むしろ無意識下に潜

在する要素が呼び出されてきて結合するのである。

　絶対だと思い込んでいる常識から離れてみるこ

とは新しい発想を生む。海外生活を経験してみる

と日本では当然と思っていたことが、別様に行わ

れていたりする。文化や歴史の違いに気づき、自

分独特のあり方を生み出す素地が育つ。長い間、

同じ企業の中に浸っていないで職種や職場を変え

てみることも発想のチャンスを広げる。たまたま

職業や企業を変えざるを得ないことになっても、

新しいものに取り組めるチャンスを得たとして果

敢にチャレンジしてみることが、発想を豊かにする。

　自分に苦手な人と付き合ってみる。自分の尺度

で好き嫌いを決めているが、じっくり付き合って

みると、その人の良さが見えてきて、自分は自分

だが他人のあり方も認められる度量が出来る。他

人の持っている価値観も自分の発想の幅を広げる。

　自分が知らない外国語を学んでみると外国人の

発想の仕方に気づき、日本語の特徴が一層明確に

なる。研究開発においても別のテーマの開発を並

行して走らせてみる。追っかけている筋とは別の

要素が作用して飛躍を経験するかもしれない。

　順調な道を走っていても敢えてハンドルを切っ

てみる人がいる。ホンダ技研の本田宗一郎氏は、

著書に「同じことを繰り返していると不安、不満

が募ってくる」と書いている。平穏無事な企業経

営は危険だという。外から予想もつかないような

津波が来れば、社員全員が緊張して知恵を出す。

企業として次の時代への飛躍に繋がる。「企業がマ

ンネリ化したらオレは社内でわざわざダイナマイ

ト級のショックを作って既成概念をぶっ壊す。そ

のくらいでなければ企業は進化しない」という。

個人の生活の中でも「これから３年間、毎朝３時

に起きて何かにチャレンジすることにする」と決

意し実行すれば、きっとその後の人生は想像でき

ないほど豊かな展開ができるだろう。

　アイデアは危機感の中で生まれる。常識になっ

たシステムの中からは生まれない。基礎としての

体系はしっかり身につけて、その構成要素を閃き

に繋がる浮遊情報（プカプカ情報）にしておく生

き方、情報処理を心掛けなければならない。

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（3）

知 財 あ れ こ れ

体系的な情報の要素は
とり出しにくい

ネックレスの輪をばらす

固定概念を壊す生き方
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長野県観光部観光振興課

　1300年前に行者から伝わり、内の萱区で守り伝えてきた秘伝の「行者そば」の味を、小黒

川渓谷の美しい紅葉とともにお楽しみいただけます。

１　日　　時　10月18日（日）　10時～ 14時　※雨天決行

２　会　　場　内の萱スポーツ公園　※駐車場無料

　　　　　　　（小黒川渓谷キャンプ場付近　内の萱7119-5　ＴＥＬ0265-74-6886）

３　内　　容　［イベント内容］

　　　　　　　　▼手打ちそばコーナー

　　　　　　　　　伊那市そば打ち名人会のみなさんによる『行者そば』　600円

　　　　　　　　▼五平餅・豚汁コーナー

　　　　　　　　　五平餅２本300円、豚汁一杯100円

　　　　　　　　▼郷土土産品コーナー

　　　　　　　　　りんご・そばおやき・飲料・その他

４　主　　催　伊那市荒井区

５　アクセス　〔列車で〕ＪＲ飯田線伊那市駅よりタクシーで約20分

　　　　　　　〔お車で〕中央自動車道伊那ＩＣより約20分、駒ヶ根ＩＣより約30分

６　お問い合わせ　伊那市荒井区事務所

　　　　　　　（住所）〒396-0025　伊那市荒井3500-1

　　　　　　　（電話）0265-72-2229（直通）（ＦＡＸ）0265-72-5373

第23回行者そば祭り

行者そばの由来
　今から1300年の昔、駒ヶ岳へ修行に向かう役

小角（えんのおずぬ）という行者が、内の萱区で

一夜手厚いもてなしを受け、そのお礼にと「一握

りのそばの種」を置いていきました。里人はこれ

を『行者そば』と名付け、大切に守り育て、今に

伝えています。

　大根おろしに焼き味噌をといていただく行者そ

ばは、江戸時代に殿様の好物として知られ、あま

りの人気に門外不出となったこともあるそうです。
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（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

事
前
対
策
の
実
施

事
業
の
分
析

■従業員個人の感染予防を徹底させましょう。
○日頃から、手洗い、うがいを徹底する。
○十分な栄養や睡眠により、体力や抵抗力を高める。
○	咳・くしゃみの症状がある場合には、「咳エチケット」
を徹底する。
○	体調が思わしくないときには、無理をせず療養する。
〈職場の環境づくりが重要〉

■職場における感染予防を徹底しましょう。
○	建物の入口等に「手洗い及び咳エチケットの徹底」を
呼びかけるポスター等を掲示しましょう。
○	建物の入口に近いところに手洗いをできる設備を確保
するか、速乾性擦式消毒用アルコール製剤を備えまし
ょう。
○	ドアの取っ手、エレベーターのスイッチ、手すり、カ
ウンター、共同で使用するOA機器等について、拭き
取り消毒をする。
○建物の換気に心がける。

■従業員の健康状態を把握しましょう。
○	出勤前に発熱（38度以上）、咳・くしゃみ、のどの痛
みなどのインフルエンザ様症状が見られるかどうか確
認するよう、徹底する。
○	インフルエンザ様症状が見られた場合には出勤を見合
わせるとともに、会社に連絡し、受診または自宅での
経過観察を確実に行うよう、指導する。

■従業員が感染したら
○	解熱後２日間または発症した日の翌日から７日間は、
出勤せず、自宅で療養するよう指導しましょう。

■従業員の家族(同居者)も健康状況を確認しましょう。
○	インフルエンザ様症状の有無を日々確認するよう、徹
底する。
○	インフルエンザ様症状が見られた場合には、受診また
は自宅での経過観察を確実に行うとともに、従業員自
身もより注意して健康状態を確認するよう、徹底する。

■従業員の家族(同居者)が感染したら
その従業員が濃厚接触者であると確認されたら
○	患者（疑似症を含む）との最終接触から７日間は、で

きれば出勤を見合わせる。
○	症状が出ていないことが確実であり、やむを得ず出勤
する場合には以下に注意する。
　・他者と接触する機会がほとんどないようにする。
　・	接触する場合には、マスクを着用し、できるだけ距
離を空けるよう工夫する。

○	これらの対応では「空振り」（結果的に感染していな
かった）となる場合もあるが、予防の点から必要な対
応であることを、管理者から職員（従業員）によく説
明する。

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。

■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！

✓　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。

②�手のひらと甲を伸ばす
ようにこすります。
※�実際は石けんをよく泡
立てながら行ってくだ
さい。

③�指の間もよくこすりま
す。

④�親指の周りをねじるよ
うにこすります。

⑤�指先、爪の間をよくこ
すります。つめブラシ
を用いるとよりきれい
に洗えます。

⑥手首も洗います。
　�手袋から出ていた部分
にウイルスが付いてい
るかもしれませんの
で、よく洗います。

⑦�一緒にカランも洗いま
す。カランを洗わない
と、いくらきれいに手
を洗っても、水を止め
るときにカランに付い
たウイルスが再度手に
付いてしまいます。

⑧�流水で丁寧に石けんを
流します。
　�カランも同様に石けん
を洗い流します。

⑨�使い捨てタオルで手を
拭きます。
　�布タオルなど、再度使
用したり、他の方と共
用するものは避けまし
ょう。

⑩�カランが洗い流せない
ような構造になってい
る蛇口の場合は、水を
止める前（カランを触
る前）に手を拭き、拭
いた使い捨てタオルで
蛇口を閉め、水を止め
ましょう。

■手洗いのポイント
　手洗いで洗い残しが多いところは主に以下の部分です。
　�こういったところを特に念入りに洗うように心がけて
ください。
　　■指先、爪の間
　　■指の間　　■親指のまわり
　　■手首　　■手のしわ

■手洗いの方法

 【新型インフルエンザの流行に備えた職場の対応】〜かからない  ひろげない〜

 【ＢＣＰ（事業継続計画）】

 【手洗いの方法】

※石けん自体に病原体（細菌、ウイルス等）を消毒する効果はありませんが、手の脂肪等を洗い流すことにより、病原体も一緒に手指から洗い流されます。

　手洗いは、感染防止対策の基本です。外出後、調理の前などは特に念入りに手洗いを行いましょう。

①�石けんをよく泡立てま
す。

資料：長野県衛生部健康づくり支援課資料：中小企業庁「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予防対策と
中小企業BCP策定指針

　新型インフルエンザの感染拡大が続いており、これから冬本番に向かいます。
　今後の大流行に備え各企業自ら感染防止策を実施し、従業員や顧客の命を守り、企業活動の維持継続のためＢＣＰ

（事業継続計画）の策定をいたしましょう。
　中小企業庁及び長野県衛生部のホームページからその一部分を借用し、下記によりＢＣＰ（事業継続計画）の紹介
とインフルエンザ感染防止策を紹介いたします。
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（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

事
前
対
策
の
実
施

事
業
の
分
析

■従業員個人の感染予防を徹底させましょう。
○日頃から、手洗い、うがいを徹底する。
○十分な栄養や睡眠により、体力や抵抗力を高める。
○	咳・くしゃみの症状がある場合には、「咳エチケット」
を徹底する。
○	体調が思わしくないときには、無理をせず療養する。
〈職場の環境づくりが重要〉

■職場における感染予防を徹底しましょう。
○	建物の入口等に「手洗い及び咳エチケットの徹底」を
呼びかけるポスター等を掲示しましょう。
○	建物の入口に近いところに手洗いをできる設備を確保
するか、速乾性擦式消毒用アルコール製剤を備えまし
ょう。
○	ドアの取っ手、エレベーターのスイッチ、手すり、カ
ウンター、共同で使用するOA機器等について、拭き
取り消毒をする。
○建物の換気に心がける。

■従業員の健康状態を把握しましょう。
○	出勤前に発熱（38度以上）、咳・くしゃみ、のどの痛
みなどのインフルエンザ様症状が見られるかどうか確
認するよう、徹底する。
○	インフルエンザ様症状が見られた場合には出勤を見合
わせるとともに、会社に連絡し、受診または自宅での
経過観察を確実に行うよう、指導する。

■従業員が感染したら
○	解熱後２日間または発症した日の翌日から７日間は、
出勤せず、自宅で療養するよう指導しましょう。

■従業員の家族(同居者)も健康状況を確認しましょう。
○	インフルエンザ様症状の有無を日々確認するよう、徹
底する。
○	インフルエンザ様症状が見られた場合には、受診また
は自宅での経過観察を確実に行うとともに、従業員自
身もより注意して健康状態を確認するよう、徹底する。

■従業員の家族(同居者)が感染したら
その従業員が濃厚接触者であると確認されたら
○	患者（疑似症を含む）との最終接触から７日間は、で

きれば出勤を見合わせる。
○	症状が出ていないことが確実であり、やむを得ず出勤
する場合には以下に注意する。
　・他者と接触する機会がほとんどないようにする。
　・	接触する場合には、マスクを着用し、できるだけ距
離を空けるよう工夫する。

○	これらの対応では「空振り」（結果的に感染していな
かった）となる場合もあるが、予防の点から必要な対
応であることを、管理者から職員（従業員）によく説
明する。

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。

■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！

✓　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。

②�手のひらと甲を伸ばす
ようにこすります。
※�実際は石けんをよく泡
立てながら行ってくだ
さい。

③�指の間もよくこすりま
す。

④�親指の周りをねじるよ
うにこすります。

⑤�指先、爪の間をよくこ
すります。つめブラシ
を用いるとよりきれい
に洗えます。

⑥手首も洗います。
　�手袋から出ていた部分
にウイルスが付いてい
るかもしれませんの
で、よく洗います。

⑦�一緒にカランも洗いま
す。カランを洗わない
と、いくらきれいに手
を洗っても、水を止め
るときにカランに付い
たウイルスが再度手に
付いてしまいます。

⑧�流水で丁寧に石けんを
流します。
　�カランも同様に石けん
を洗い流します。

⑨�使い捨てタオルで手を
拭きます。
　�布タオルなど、再度使
用したり、他の方と共
用するものは避けまし
ょう。

⑩�カランが洗い流せない
ような構造になってい
る蛇口の場合は、水を
止める前（カランを触
る前）に手を拭き、拭
いた使い捨てタオルで
蛇口を閉め、水を止め
ましょう。

■手洗いのポイント
　手洗いで洗い残しが多いところは主に以下の部分です。
　�こういったところを特に念入りに洗うように心がけて
ください。
　　■指先、爪の間
　　■指の間　　■親指のまわり
　　■手首　　■手のしわ

■手洗いの方法

 【新型インフルエンザの流行に備えた職場の対応】〜かからない  ひろげない〜

 【ＢＣＰ（事業継続計画）】

 【手洗いの方法】

※石けん自体に病原体（細菌、ウイルス等）を消毒する効果はありませんが、手の脂肪等を洗い流すことにより、病原体も一緒に手指から洗い流されます。

　手洗いは、感染防止対策の基本です。外出後、調理の前などは特に念入りに手洗いを行いましょう。

①�石けんをよく泡立てま
す。

資料：長野県衛生部健康づくり支援課資料：中小企業庁「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予防対策と
中小企業BCP策定指針

　新型インフルエンザの感染拡大が続いており、これから冬本番に向かいます。
　今後の大流行に備え各企業自ら感染防止策を実施し、従業員や顧客の命を守り、企業活動の維持継続のためＢＣＰ

（事業継続計画）の策定をいたしましょう。
　中小企業庁及び長野県衛生部のホームページからその一部分を借用し、下記によりＢＣＰ（事業継続計画）の紹介
とインフルエンザ感染防止策を紹介いたします。
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　今年度より労働保険適用促進月間の期間が11月1日～ 11月30日に変わりました。
　お問合わせは、長野労働局労働保険徴収室　TEL.026-223-0552までお願いします。

　労働時間等の現状をみると、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合が高い水準で推移するなど未だ長
時間労働の実態がみられ、脳・心臓疾患に係る労災認定件数が高止まりとなる等過重労働による健康障害も
依然多い状況にあるほか、割増賃金の不払に係る労働基準法違反も後を絶たないところです。
　これらの問題の解消に向けては、使用者が適正に労働時間を把握した上で、適切な対処を行うことが求め
られるものであり、また、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフ等のすべての関係者の
理解を得て、労使が一体となった取組が行われることが重要です。
　さらに、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保する等の観点から改正された労働基準法が平成22年４
月１日から施行されることから、労使が共にその趣旨・内容を十分に理解し、必要な体制の整備を行ってい
くことが重要です。
　このため、厚生労働省では、本年度においても、来月に長時間労働の抑制等の労働時間の適正化を図るた
め「労働時間適正化キャンペーン」を実施し、
　（１）時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減
　（２）長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底
　（３）賃金不払残業の解消等に向けた労働時間の適正な把握の徹底
　を中心に、関係者に対して、広く周知・啓発を行い、取組を促進するとともに、改正労働基準法の積極的
な周知を図ることとします。

◎取組事項
　（１）	　使用者団体及び労働組合に対し、長時間労働の抑制や賃金不払残業の解消、改正労働基準法の理解

についての協力要請を行います。

　（２）　フリーダイヤルによる全国一斉の「労働時間相談ダイヤル」
　　　	　0120－794－713（なくしましょう　ながいざんぎょう）
　　　	を11月21日（土）に実施し、長時間労働、賃金不払残業、労働条件に関する相談に関して、対

応を行います。
　（３）　ポスターの掲示・リーフレットによる広報を展開します。
　（４）　重点監督等の実施
　　　	　時間外労働協定の適正化に係る窓口指導を徹底するとともに、長時間労働の抑制等の労働時間の適

正化を図るための監督指導を実施します。

「労使の協力で進めよう  労働時間の適正化」
～平成22年４月１日から改正労働基準法が施行されます～

11月は「平成21年度労働時間適正化キャンペーン」月間です

長野労働局労働基準部監督課

労働保険適用促進月間　についてのお知らせ
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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

緊急保証制度緊急保証制度

で
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

村井知事との懇談会を開催!!

　県内経済４団体［長野県中小企業団体中央会　（社）長野県経営者協会　（社）長野県商工会議所連合会
長野県商工会連合会］は、９月８日村井知事との懇談会を長野市（ホテル国際21）で開催した。
　各団体の代表（本会：星沢会長・春日筆頭副会長・佐々木専務理事他）が出席し、経済対策などにつ
いて意見交換を行った。
　村井知事からは、冒頭に、「昨年秋以降の世界的な経済危機の中、12月に全国に先駆けて緊急経済対策
を決定し、１月と２月の２回の補正予算で総額300億円以上の規模の対策を講じ、平成21年度当初予算と
合わせ、切れ目ない対策により実需の喚起と雇用の確保に努めてきた。
　さらに、５月には700億円程度の事業規模を目標とする新経済対策	“くらし・地域力向上プロジェクト”
大綱を策定し、６月・９月の補正予算で具体化を進めている」との発言があった。
　本会からは、「地域振興と雇用の拡大」を図る観点から「官公需発注の充実」と「公共工事の分離分割
発注」の推進について、意見発表を行った。
　これに対し、村井知事は「県内中小企業に仕事をとの思いは強く、その方向で担当部局には指示を行っ
ているし今後もこの姿勢に変わりはない。市町村に対しても協力を引き続き行いたいが県・市町村の財
政状況は悪化しており、『分離分割発注』するとコストが高くなってしまうことから難しい面もあるが、
引き続き英知を絞って期待に応えるよう努力したい。」と回答。
　併せて平成21年度国の補正予算による「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金～①試作開発支援
事業　補助率2/3　補助金限度額１億円　応募件数332件（全国６番目）　採択件数62件（全国６番目）　
②実証支援事業	補助率100%　補助金限度額500万円　応募件数11件　採択件数11件」の報告を行い、県
内中小企業の「ものづくり」～技術開発・新製品開発に強い意欲と情熱を持っていることがうかがえる旨、
報告を行った。
　そのほか、経営者協会からは、研究所や研究開発型企業の誘致促進について発言がなされた。また、
商工会議所連合会は、広域的な観光振興や結婚支援事業への協力要請を行った。
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

化学物質を取り扱う事業者の皆様へ
～化管法政令改正によりPRTR制度、MSDS制度が変わります～

2009.9　長野県環境部水大気環境課
　平成20年11月21日に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化
管法）の政令改正が公布されたことを受け、PRTR制度及びMSDS制度が改正されます。

１　政令改正の概要
　（１）対象化学物質の見直し
　　	　PRTR制度及びMSDS制度の対象となる第一種指定化学物質は現行の354物質から462物質（57物
質削除）、特定第一種指定化学物質は現行12物質から15物質、MSDS制度のみ対象となる第二種指定
化学物質は現行81物質から100物質（28物質削除）とそれぞれ拡大されます。具体的な物質名につい
ては、下記ホームページをご覧ください。

　　◆経済産業省：「対象化学物質について」
　　　http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei3.html
　（２）PRTR届出対象業種の追加
　　　第一種指定化学物質等取扱事業者に医療業が追加されました。
　　　病院、診療所、衛生検査所、滅菌業などが新たに対象となります。

２　政令改正に伴う移行スケジュール
　	　PRTR制度は、平成22年４月１日から新規指定化学物質による排出量、移動量の把握が行われ、平
成23年４月１日から届出が開始されます。平成22年４月１日から６月30日までの届出対象は平成21年
度把握分のため、現行指定化学物質による届出となりますので、ご注意ください。
　	　一方、MSDS制度は、平成21年10月１日から開始されます。しかし、平成21年度のPRTRの把握対
象は現行指定化学物質であるため、今年度中は現行MSDSの情報も引き続き提供していただくよう経
済産業省ではお願いしています。同省では10月１日以降の今年度のMSDSの提供パターンを下記ホー
ムページで示していますので、ご確認ください。

　◆経済産業省：「化管法物質見直しに伴うMSDSの提供について」
　　http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/4a.html
３　問い合わせ窓口
　　ご不明な点等ございましたら、下記までお願いします。
　　長野県環境部水大気環境課大気保全係　　電話：026-235-7177（直通）
　　URL：http://www.pref.nagano.jp/kankyo/mizutaiki/taiki/prtr/t-prtr.htm

　【改正の主な内容】
　　○対象化学物質の見直しが行われました。
　　○対象業種に医療業が追加されました。
　【施行日】
　　○MSDS制度　：　平成21年10月１日（提供開始日）
　　○PRTR制度　：　平成22年４月１日（把握開始日）
　　　※新規指定化学物質及び業種による届出は平成23年４月１日から開始。

１	金属鉱業	 ９	倉庫業	 17	機械修理業
２	原油及び天然ガス鉱業	 10	石油卸売業	 18	商品検査業
３	製造業（全業種）	 11	鉄スクラップ卸売業	 19	計量証明業
４	電気業	 12	自動車卸売業	 20	一般廃棄物処理業
５	ガス業	 13	燃料小売業	 21	産業廃棄物処分業
６	熱供給業	 14	洗濯業	 22 医療業
７	下水道業	 15	写真業	 23	高等教育機関
８	鉄道業	 16	自動車整備業	 24	自然科学研究所



18

中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー



19



20



M O N T H L Y  R E P O R T

知恵と力を合わせて信州を元気に

第395号　平成21年10月10日発行
購読料年間 3,000 円（消費税・送料込み）
発行人　佐々木正孝

発行所　長野県中小企業団体中央会
　　　　長野市中御所岡田町 131-10
　　　　中小企業指導センター内
　　　　TEL.026-228-1171
印刷所　カシヨ株式会社

月
刊中小企業レポート

2009

10
No.395

〈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

◎　長野県と県内すべての市町村からのお知らせです。
◎�　事業者（給与支払者）の皆様におかれましては、法令
に基づく適正な特別徴収の実施を早期にお願いします。

個人住民税の特別徴収促進
の実施について

①�　個人住民税（市町村民税・県民税）の特別徴収制度に
ついては、特別徴収義務者及び関係者のご理解のもと運
営されておりますが、特別徴収される方の割合は７割弱
にとどまっております。今回、県・市町村では協力して、
特別徴収義務者等を対象に特別徴収促進への協力をお願
いすることとなりました。

※　個人住民税の特別徴収とは
　　�　事業者（給与支払者）が、所得税の源泉徴収と同様に、
個人住民税の納入義務者である従業員に代わって、毎
月従業員の給与から個人住民税（市町村民税・県民税）
を特別徴収（天引き）し、従業員の住所地の市町村へ
納入していただく制度で法定義務となっています。［地
方税法第321条の４及び各市町村の条例の規定により、
給与を支払う事業者はすべて、原則として特別徴収義
務者として、個人住民税を特別徴収していただく義務
があります。］

〈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/

［問い合わせ先］
市町村課　税制係　Tel(026)235-7068  Fax(026)232-2557 
　　　　　　　　　E-mail s-zeisei@pref.nagano.jp
税務課　課税係　　Tel(026)235-7048  Fax(026)235-7497 
　　　　　　　　　E-mail zeimu@pref.nagano.jp
県税徴収対策室　　Tel(026)235-7050  Fax(026)235-7497 
　　　　　　　　　E-mail zeicho@pref.nagano.jp

事業者の皆様へ

ご　案　内

☆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”



月
刊
中
小
企
業
レ
ポ
ー
ト 

十
月
号 

（ 

第
３
種
郵
便
物
認
可

昭
和
51
年
10
月
６
日

） 

平
成
21
年
10
月
10
日
発
行　
（
毎
月
10
日
発
行
） 

通
巻
395
号 

発
行
人 

佐

々

木

正

孝

発
行
所 

長
野
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会


