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　「時間外労働の限度に関する基準」が改正さ
れ、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新
たに、
　１．�限度時間を超えて働かせる一定の期間（１

日を超え３か月以内の期間、１年間）ごと
に、割増賃金率を定めること

　２．�１の率を法定割増賃金率（２割５分以上）
を超える率とするよう努めること

　３．�そもそも延長することができる時間数を短
くするよう努めることが必要になります。

　　（注）	平成22年４月１日以降に協定を締結、
更新する場合が対象です。

Ⅰ「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係
　・	「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する
割増賃金率を引上げるよう努めること等とされます。

Ⅱ　法定割増賃金率の引上げ
　・	月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50％以上の率で計算した割増賃金を支払わな
ければなりません。

　・	引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度（代替休暇）を設けることができます。
　・中小企業には当分の間適用が猶予されます。
Ⅲ　時間単位年休
　・	労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。

改正のポイント

改正の内容

改正労働基準法のポイント
～平成22年4月1日から施行～

長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和が取れた
社会の実現を図ることを目的とした改正労働基準法が平成22年4月1日から施行さ
れます。本特集では改正内容のポイントを紹介いたします。

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超え
る時間外労働に対する割増賃金率を引上げるよう努めること等とされます

改正のポイント

（例）法定時間外労働時間が、１か月45時間を超えると30％、１年360時間を超えると35％に設定している場合

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

１か月の法定時間
外労働時間 50h 50h 30h 30h 30h 50h 65h 15h 30h 30h 60h 60h

１年の累積法定時
間外労働時間数 50h 100h 130h 160h 190h 240h 305h 320h 350h 380h 440h 500h

割増賃金率
（限度時間内）

～45h
25%

～45h
25%

25% 25% 25% ～45h
25%

～45h
25%

25% 25% ～360h
25%

割増賃金率
（限度時間外）

45h超
～50h
30%

45h超
～50h
30%

45h超
～50h
30%

45h超
～60h
30%

360h超～500h 
35%

割増賃金率
（１か月60時間超）

60h超
～
50%

特集１
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　１か月60時間を超える法定時間外労働に対して
は、使用者は50％以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければなりません。
※	１か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月
１日、36協定の期間の初日などにすることが考
えられます。

■深夜労働との関係
　	　深夜（22:00～5:00）の時間帯に１か月60時
間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、
深夜割増賃金率25％以上＋時間外割増賃金率
50％以上＝75％以上となります。

■法定休日労働との関係
　	　１か月60時間の法定時間外労働の算定には、
法定休日（例えば日曜日）に行った労働は含ま
れませんが、それ以外の休日（例えば土曜日）
に行った法定時間外労働は含まれます。
　	　なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の
計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以
外の休日を明確に分けておくことが望ましいも
のです。
　○法定休日とは？
　　	　使用者は１週間に１日または４週間に４回
の休日を与えなければなりません。これを
「法定休日」といいます。

　　	　法定休日に労働させた場合は35％以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければなりま
せん。

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50％以上の率で計算
した割増賃金を支払わなければなりません

改正のポイント

（例）�平日は毎日３時間法定時間外労働をし、所定休日の11日（土曜）に４時間労働し、法定休日の12
日（日曜）に２時間労働した場合

中小企業は適用が猶予されます。

土
4
11
18
25

日

5
12
19
26

算定に含まれる部分

法定時間外労働時間数

３時間×３日 ＝ 9時間 9時間
３時間×５日＋４時間＝19時間 28時間
３時間×５日 ＝15時間 43時間
３時間×５日 ＝15時間 58時間
３時間×５日 ＝15時間 73時間

累計

法定時間外労働時間数
の累計が1か月60時間
を超える、
２７日の時間外労働３時
間目から、割増賃金率
が５割となる

法定休日労働時間数 ２時間

土曜が所定休日、日曜が法定休日の場合

金
3
10
17
24
31

木
2
9
16
23
30

水
1
8
15
22
29

火

7
14
21
28

月

6
13
20
27

（６ページ参照）
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特集１　改正労働基準法のポイント

　代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、
それがない場合は過半数代表者との間で労使協定
を結ぶことが必要です。

■労使協定で定める事項
　	①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
　②代替休暇の単位
　③代替休暇を与えることができる期間
　④	代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支
払日の４つがあります。具体的な内容は以下
のとおりです。

①代替休暇の時間数の具体的な算定方法

１か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇（代替休暇）を付与することができます。

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度（代替休暇）を設
けることができます

※	この労使協定は事業場において代替休暇の
制度を設けることを可能にするものであ
り、個々の労働者に対して代替休暇の取得
を義務づけるものではありません。
　	個々の労働者が実際に代替休暇を取得する
か否かは、労働者の意思により決定されま
す。

（例）次のような算定方法になります。

限度時間
（月45ｈ等） 60ｈ0ｈ

※

～～
～～

1.00

1.25

1.30
1.50

休暇に代替
できない部分
（必ず金銭で
支払う部分）

休暇に代替
できる部分

80ｈ

１か月に80時間の法定時間外労働を行った場合

時間外労働なし
法定時間外
労働時間数

割増賃金率

※この部分も労使協定に
より代替休暇の対象と
することが可能です。

－ 60 ×

－＝

＝

1.50

1.30
換算率

代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率

代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率
（1.50－1.30＝0.20）

換算率を何％にするかなど、具体的な算定方法を労使協定で定めます。
例の場合、代替休暇の時間数は、（80－60）×0.20＝４時間となります。

60ｈ 80ｈ

代替休暇
の時間数

１か月の法定時
間外労働時間数 換算率

換算率 代替休暇を取得しなかった場合に
支払うこととされている割増賃金率

代替休暇を取得した場合に
支払うこととされている割増賃金率

代替休暇の時間数は、１か月60時
間超の法定時間外労働時間に対す
る引上げ分の割増賃金額に対応す
る時間数となります。

改正のポイント
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②代替休暇の単位
　まとまった単位で与えることによって労働者の
休息の機会を確保する観点から１日、半日、１日
または半日のいずれかによって与えることとされ
ています。
※	半日については、原則は労働者の１日の所定労
働時間の半分のことですが、厳密に所定労働時
間の２分の１とせずに、例えば午前の３時間
半、午後の４時間半をそれぞれ半日とすること
も可能です。その場合は、労使協定でその旨を
定めておきましょう。

■端数の時間がある場合
　	　労使協定で、端数として出てきた時間数に、
他の有給休暇を合わせて取得することを認めて
いた場合は、代替休暇と他の有給休暇を合わせ
て半日または１日の単位として与えることがで
きます。
　	　他の有給休暇には、事業場で任意に創設する
有給休暇のほか、既存の休暇制度や時間単位の
年次有給休暇（※）が考えられます。（※この場
合は、労働者の請求が前提です。）

③代替休暇を与えることができる期間
�　代替休暇は、特に長い時間外労働を行った労働
者の休息の機会の確保が目的ですので、一定の近
接した期間内に与えられる必要があります。
	　法定時間外労働が１か月60時間を超えた月の末
日の翌日から２か月間以内の期間で与えることを
定めてください。
　

　
※	期間内に取得されなかったとしても、使用者の
割増賃金支払義務はなくなりません。
　　	当然のことながら、代替休暇として与える予
定であった割増賃金分を含めたすべての割増
賃金額を支払う必要があります。

　※	期間が１か月を超える場合、１か月目の代替
休暇と２か月目の代替休暇を合算して取得す
ることも可能です。

（例）１日の所定労働時間が８時間で、代替休暇の時間数が10時間ある場合

（例）４月に６時間分、５月に２時間分の代替休暇に相当する法定時間外労働を行った場合
　※�１日の所定労働時間が８時間、代替休暇の取得期間を法定時間外労働を行った月の末日の翌日から
　　２か月としている場合とする

８時間 ２時間 ２時間

①１日（８時間）の代替休暇を取得し、
端数（２時間分）は割増賃金で支払う方法

②１日（８時間）の代替休暇と、２時間の代替休暇に２時間
の他の有給休暇を合わせて半日の休暇を取得する方法

８時間 ２時間

半日の休暇
１日の代替休暇１日の代替休暇 金銭で支払い 他の

有給休暇

８時間
取得可能

取得期間

４月 ５月 ６月 ７月

取得期間

・４月の法定時間外労働に対応する６時間分５～６月に取得可能
・５月の法定時間外労働に対応する２時間分６～７月に取得可能

この場合、６月には６時間＋２時間＝８時間
として、１日の代替休暇を取得することができます。

６時間分
発生

２時間分
発生
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特集１　改正労働基準法のポイント

　賃金の支払額を早期に確定させ、トラブルを防
止する観点から、労使で定めておくべきもので
す。

■取得日の決定方法（意向確認の手続）
　	　例えば、月末から５日以内に使用者が労働者
に代替休暇を取得するか否かを確認し、取得の
意向がある場合は取得日を決定する、というよ
うに、取得日の決定方法について協定しておき
ましょう。
　	　ただし、取得するかどうかは法律上、労働者

に委ねられています。これを強制してはならな
いことはもちろん、代替休暇の取得日も労働者
の意向を踏まえたものとしなければなりませ
ん。

■割増賃金支払日
　	　代替休暇を取得した場合には、その分の支払
が不要となることから、いつ支払っておけばよ
いのかが問題になります。労使協定ではどのよ
うに支払うかについても協定しておきましょ
う。

例：賃金締切日が月末支払日が翌月20日代替休暇は２か月以内に取得
代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率50％代替休暇を取得した場合の割増賃金率25％の事業場

・	中小企業に該当するか否かは、「資本金の額ま
たは出資の総額」と「常時使用する労働者の
数」で判断されます。

・	事業場単位ではなく、企業単位で判断されま
す。
・	法の施行３年経過後に改めて検討することとさ
れています。

法定割増賃金率の引上げ関係」については、中小企業には、当分の間、適用
が猶予されます。

４月 ５月 ６月 ７月20日

１か月60時間を超え
る法定時間外労働

代替休暇の取得

賃金支払日
25％の割増賃金
の支払い

意向の確認
→意向あり

取得

（Ａ）労働者に代替休暇取得の意向がある場合

４月 ５月 ６月 ７月20日

１か月60時間を超え
る法定時間外労働

賃金支払日
50％の割増賃金
の支払い

意向の確認
→意向なし

（Ｂ）労働者に代替休暇取得の意向がない場合、
労働者の意向が確認できない場合等

業種 資本金の額または
出資の総額 または 常時使用する

労働者数

小売業 5,000万円以下 または 50人以下

サービス業 5,000万円以下 または 100人以下

卸売業 １億円以下 または 100人以下

その他 ３億円以下 または 300人以下

（例）
製造業（「その他」の業種）
・資本金１億円、労働者数100人
→中小企業
・資本金１億円、労働者数500人
→中小企業
・資本金５億円、労働者数100人
→中小企業
・資本金５億円、労働者数500人
→大企業

※業種分類は日本標準産業分類（第12回改定）に従っています。

猶予される中小企業

④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
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特集１　改正労働基準法のポイント

　過半数組合、それがない場合は過半数代表者と
の間で労使協定を締結すれば、年に５日を限度と
して、時間単位（※）で年次有給休暇を与えるこ
とができます。（時間単位年休）
※分単位など時間未満の単位は認められません。
※	労働者が希望し、使用者が同意した場合であれ
ば、労使協定が締結されていない場合でも、日
単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与
えることが可能です。今回の改正後も半日単位
の年休については取扱いに変更はありません。

■労使協定で定める事項
　	①	時間単位年休の対象労働者の範囲
　②時間単位年休の日数
　③	時間単位年休１日の時間数
　④	１時間以外の時間を単位とする場合はその時
間数

　	の４つがあります。具体的な内容は以下のとお
りです。
　
①時間単位年休の対象労働者の範囲
　対象となる労働者の範囲を定めます。仮に一部
を対象外とする場合は、「事業の正常な運営」を
妨げる場合に限られます。取得目的などによって
対象範囲を定めることはできません。

　

②時間単位年休の日数
　５日以内の範囲で定めます。
※ 前年度からの繰越しがある場合は、当該繰越し

分も含めて５日以内となります。

③時間単位年休１日の時間数
　１日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定
労働時間数を基に定めます。
　時間に満たない端数がある場合は時間単位に切
り上げてから計算します。

　
④	１時間以外の時間を単位とする場合はその時
間数
　１時間以外の時間を単位とする場合はその時間
数（例えば「２時間」など）を記入します。
※	ただし、１日の所定労働時間数を上回ることは
できません。

　時季変更権との関係
　	　時間単位年休も年次有給休暇ですので、事業の正
常な運営を妨げる場合は使用者による時季変更権が
認められます。
　	　ただし、日単位での請求を時間単位に変えること
や、時間単位での請求を日単位に変えることはでき
ません。

　支払われる賃金額
　	　時間単位年休１時間分の賃金額は、①平均賃金②
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③標準報酬日額（労使協定が必要）のいずれかをそ
の日の所定労働時間数で割った額になります。
　	　①～③のいずれにするかは、日単位による取得の
場合と同様にしてください。

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになり
ます

（例）○ 工場のラインで働く労働者を対象外と
する。→事業の正常な運営が妨げられ
る場合は可。

　　　× 育児を行う労働者に限る。→取得目的
による制限なので不可。

（例） １日の所定労働時間が７時間30分で５
日分の時間単位年休

　　　→ ７時間30分を切り上げて１日８時間
とする。

　　　→ ８時間×５日＝40時間分の時間単位
年休（７時間30分×５日＝37時間30
分を切り上げて38時間ではない。）

●日によって所定労働時間数が異なる場合
１年間における１日平均所定労働時間数（こ
れが決まっていない場合は決まっている期間
における１日平均所定労働時間数）を基に定
めます。

改正のポイント
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　一定期間についての延長時間は１か月45時間、
１年360時間とする。
　ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集
中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議
を経て、６回を限度として１か月60時間まで延長
することができ、１年450時間まで延長すること
ができる。
　なお、延長時間が１か月45時間を超えた場合又
は１年360時間を超えた場合の割増賃金率は40％
とする。

（対象者及び期間）
第１条	　代替休暇は、賃金計算期間の初日を起算

日とする１か月において、60時間を超える
時間外労働を行った者のうち半日以上の代
替休暇を取得することが可能な者（以下
「代替休暇取得可能労働者」という。）に
対して、当該代替休暇取得可能労働者が取
得の意向を示した場合に、当該月の末日の
翌日から２か月以内に与えられる。

（付与単位）
第２条	　代替休暇は、半日又は１日単位で与えら

れる。この場合の半日とは、午前（8:00～
12:00）又は午後（13:00～17:00）の４時間
のことをいう。

（代替休暇の計算方法）
第３条	　代替休暇の時間数は、１か月60時間を超

える時間外労働時間数に換算率を乗じた時
間数とする。この場合において、換算率と
は、代替休暇を取得しなかった場合に支払
う割増賃金率50％から代替休暇を取得した
場合に支払う割増賃金率30％を差し引いた
20％とする。また、会社は、労働者が代替
休暇を取得した場合、取得した時間数を換
算率（20％）で除した時間数については、
20％の割増賃金の支払を要しない。

（代替休暇の意向確認）
第４条	　会社は、１か月に60時間を超える時間外

労働を行った代替休暇取得可能労働者に対
して、当該月の末日の翌日から５日以内に
代替休暇取得の意向を確認するものとす
る。この場合において、５日以内に意向の
有無が不明なときは、意向がなかったもの
とみなす。

（賃金の支払日）
第５条	　会社は、前条の意向確認の結果、取得の

意向があった場合には、支払うべき割増賃
金額のうち代替休暇に代替される賃金額を
除いた部分を通常の賃金支払日に支払うこ
ととする。ただし、当該月の末日の翌日か
ら２か月以内に取得がなされなかった場合
には、取得がなされないことが確定した月
に係る割増賃金支払日に残りの20％の割増
賃金を支払うこととする。

労使協定の規定例

特集１　改正労働基準法のポイント

36協定における特別条項の例

代替休暇の労使協定の例
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第６条	　会社は、第４条の意向確認の結果、取得
の意向がなかった場合には、当該月に行わ
れた時間外労働に係る割増賃金の総額を通
常の賃金支払日に支払うこととする。ただ
し、当該月の末日の翌日から２か月以内に
労働者から取得の意向が表明された場合に
は、会社の承認により、代替休暇を与える
ことができる。この場合、取得があった月
に係る賃金支払日に過払分の賃金を清算す
るものとする。

（対象者）
第１条　すべての労働者を対象とする。

（日数の上限）
第２条	　年次有給休暇を時間単位で取得すること

ができる日数は５日以内とする。

（	１日分の年次有給休暇に相当する時間単位年
休）
第３条	　年次有給休暇を時間単位で取得する場合

は、１日分の年次有給休暇に相当する時間
数を８時間とする。

（取得単位）
第４条	　年次有給休暇を時間単位で取得する場合

は、１時間単位で取得するものとする。

特集１　改正労働基準法のポイント

時間単位年休の労使協定の例

※	　改正労働基準法の詳細な内容は長
野労働局監督課（026-223-0553）ま
たはお近くの労働基準監督署へお問
い合わせ下さい。
　	　厚生労働省のホームページにも掲
載されておりますのでご覧下さい。
　http://www.mhlw.go.jp/
　　　topics/2008/12/tp1216-1.html
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特
集
２

■事業実施の概要

　当事業は、事業全体の運営を行うため平成21年８
月の第１回推進委員会の開催を皮切りに３回、研修
会と視察研修等の運営を行う実務委員会を３回開催
して取り組んできた。
　当初は40名定員で新聞広告・チラシ等で募集した
ところ、希望者が多数のため定員を拡張して対応し
た。
　結果65名（農業者12名、中小企業者33名、支援機
関等20名）の受講者のもと平成21年９月17日に研修
会をスタートし、今年１月12日のワークショップを
もってすべてのカリキュラムを終了し、47名に修了
証が授与された。

　全国中小企業団体中央会からの補助金を受けて(社)長野県経営支援機構がスタートさせた当事業は、65
名（うち修了証授与者47名）の受講者が参加、研修会36単位、視察研修12単位のカリキュラムをすべて終
了した。今後は、受講者の農商工連携への取り組みに対する具体的な支援活動を行っていくことになる。

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

21年度における
本県の農商工連携事業、
地域力連携拠点事業報告

～ 65名の受講者を対象に研修会・視察研修を実施～
農商工連携等人材育成事業が完了する

特集２　21年度における本県の農商工連携事業、地域力連携拠点事業報告

■実地研修等のカリキュラム
１．視察研修
　　テーマ　「農商工連携事業者による農産物の加工販売に
　　　　　　　ついて」
　　講　師　㈲和泉屋菓子店　代表取締役　阿部眞一　氏

　　テーマ　「農商工連携事業者による農産物の生産について」
　　講　師　チロリン村農園　代表　菊池千春　氏

２．ワークショップ
　　テーマ　「農商工連携事業のビジネスプラン作成と発表」
　　講　師　中小企業診断士　数名

研修会　座学講習の様子

視察研修　㈲和泉屋菓子店　代表取締役
阿部眞一氏による講習会の様子
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■今後の展開

　当事業の受講者の数名から経営支援の要求
が同支援機構にも寄せられている。当会とし
ては、現在行っている地域力連携拠点事業に
より専門家派遣を行い、受講者の経営支援を
行ってきている。
　全国中央会による当事業は来年度も募集さ
れるため、同支援機構は今年度の事業実績を
踏まえ、視察研修の充実等も図りつつ来年度
事業への応募を行う予定であり、中央会とし
ても同様に支援を行っていく。

（連携支援部　支援課）

特集２　21年度における本県の農商工連携事業、地域力連携拠点事業報告

■研修会のテーマ・講師一覧
第１講座　テーマ　「農商工連携の意義と研修のねらい」
　　　　　講　師　中小企業診断士　滝澤恵一　氏
第２講座　テーマ　「農業分野」
　　　　　講　師　中小企業診断士　伊澤紘樹　氏
第３講座　テーマ　「中小企業分野(1)」
　　　　　講　師　中小企業診断士　山田有造　氏
第４講座　テーマ　「自社、自農場の特徴を把握する」
　　　　　講　師　中小企業診断士　滝澤恵一　氏
第５講座　テーマ　「売れる商品を創る」
　　　　　講　師　中小企業診断士　滝澤恵一　氏
第６講座　テーマ　「消費者の視点と提案」
　　　　　講　師　中小企業診断士　川原舞子　氏
第７講座　テーマ　「農産物の加工特性を知る(1)」
　　　　　講　師　㈲コスモファーム　中村敏樹　氏
第８講座　テーマ　「農産物の加工特性を知る(2)」
　　　　　講　師　㈲樹万培　川上晃　氏
第９講座　テーマ　「商標・特許」
　　　　　講　師　弁理士　綿貫隆夫　氏
第10講座　テーマ　「ブランド戦略」
　　　　　講　師　中小企業診断士　滝澤恵一　氏
第11講座　テーマ　「ネーミング・パッケージ・ロゴ」
　　　　　講　師　トドロキデザイン　代表　轟久志　氏
第12講座　テーマ　「マーケティング」
　　　　　講　師　中小企業診断士　吉倉英代　氏
第13講座　テーマ　「中小企業分野」
　　　　　講　師　中小企業診断士　小松大三　氏
第14講座　テーマ　「食品衛生・表示」
　　　　　講　師　㈲信州ﾜﾀﾅﾍﾞ�代表取締役�渡邉徳幸氏
第15講座　テーマ　「ＩＴ活用」
　　　　　講　師　中小企業診断士　関信一　氏
第16講座　テーマ　「森林資源活用の農商工連携事業」
　　　　　講　師　ＭＫＴｱｰｷﾃｸﾂ　代表　目時亮　氏
第17講座　テーマ　「マネジメント」
　　　　　講　師　中小企業診断士　滝澤恵一　氏
第18講座　テーマ　「生産管理」
　　　　　講　師　中小企業診断士　美斉津晃　氏
第19講座　テーマ　「財務計画と収益管理」
　　　　　講　師　中小企業診断士　金丸修一　氏
第20講座　テーマ　「環境対策①」
　　　　　講　師　社会保険労務士　山下英紀　氏
第21講座　テーマ　「森林資源の活用」
　　　　　講　師　森林組合　次長　馬島芳和　氏
第22講座　テーマ　「環境対策と法規制等」
　　　　　講　師　ＪＡ企画経営室長　長谷川正之　氏
第23講座　テーマ　「融資他」
　　　　　講　師　日本政策金融公庫�長野支店�担当者
第24講座　テーマ　「農商工連携に関する県の支援施策」
　　　　　講　師　長野県中小企業団体中央会　担当者
第25講座　テーマ　「農商工連携に関する国の支援策」
　　　　　講　師　関東地域活性化事務局
　　　　　　　　　プロジェクトマネージャー　天野良英　氏

視察研修　チロリン村農園　代表
菊池千春氏による現地説明の様子

受講者
修了証
授与者

農 業 者 12名 7名

中小企業者 33名 24名

支援機関等 20名 16名

計 65名 47名

■セミナー　参加者一覧



14

　株式会社マルモ青木味噌醤油醸造場（長野市、
以下マルモ青木味噌）は、ながの農業協同組合
（長野市、以下JAながの）と連携して認定を受け
ました。認定日は平成21年11月20日、長野県内７
件目となりました。事業名は「長野県産米・大豆
と新技術を活用した味噌の事業化」です。
　計画期間は平成21年度から5年間。マルモ青木
味噌は、発酵工程に新たな酵母を用いてアルコー
ル添加が不要な無添加味噌を開発します。JAなが
のは25年度までに長野市内の水田18haで味噌に適
した加工用米への転作を進めます。味噌に適した
大豆についても22年度から試験栽培をはじめて順
次生産量を増やし、マルモ青木味噌に供給する計
画となっています。販売は22年度から生活協同組
合などを通じて行う計画です。
　今回の認定に係わるその他の特色は下記のとお
りです。
　１	．原材料の栽培から製品製造までの履歴が明
確な味噌を開発すること

　　	　加工用米は栽培者が特定できます。大豆は

従来から特定できています。これにマルモ青
木味噌の製造履歴を加えて消費者に提供致し
ます。

　２	．味噌の原料という加工用米の新たな用途開
発を行ったこと

　３	．関東経済産業局管内で農協が連携事業者と
なった初の事例であること

　４	．関東経済産業局管内で設備投資減税の支援
策が適用された初の事例となったこと

　５	．長野県農業協同組合中央会と当会が共同し
て支援したこと

　中央会が行った支援は大きく２つあります。１
つ目はマルモ青木味噌とJAながののマッチングの
きっかけづくりをしたことです。２つ目は認定申
請に伴う書類づくりの支援をしたことです。

　この記事をご覧になり、農商工連携施策などに
関心を持たれた方は中央会までご連絡ください。
ご一緒に検討させていただきたく存じます。

株式会社マルモ青木味噌醤油醸造場は
ながの農業協同組合と連携して
国の農商工等連携事業計画の認定を受けました

特集２　21年度における本県の農商工連携事業、地域力連携拠点事業報告

認定授与式で挨拶される青木社長 マルモ青木味噌の商品
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　北信建設事業協同組合（長野市、組合員154
名、理事長髙木正雄氏）と中央会が主催し、長野
市水道工事協同組合（長野市、組合員43名、理事
長松澤一男氏）と千曲川県営水道工事業協同組合
（長野市、組合員46名、理事長清水賢一氏）が共
催して、１月28日（木）に長野市岡田町の長水建
設会館において開催し、建設業経営者ら42名が出
席しました。
　講師に株式会社アムコ代表取締役天野良英氏を
お迎えし、「農業ビジネス参入のヒントはこれ
だ！」をテーマに、講演と個別相談をしていただ
きました。
　天野氏は、平成10年に「涙の出ない甘い玉ね
ぎ」で農業ビジネスに参入し平成11年には「さが
みの桑茶」を開発・販売されました。平成19年か
らはこれらの経験を生かして農業ビジネス参入を
支援するコンサルティング活動を行っています。
講演では最初に自身の経験を踏まえたヒントを示
されました。続いて国の農商工連携支援策の活用
事例、農業の六次産業化への取り組み事例、産学
官連携の事例などを紹介されました。建設業から
の新分野進出事例として(株)北備建設／広島県、

(株)ハイエスト／岐阜県、(株)ダイゴ／福島県の３
つの事例について、取り組み内容とその成功要因
を示されました。最後に天野氏が実践されている
アイディア創出方法を紹介して講演を終えまし
た。
　個別相談は３件あり野菜工場や農業生産物の販
路拡大についてなどの相談を受けました。研修会
の翌週には長野市と上田市の企業を訪問し、規格
外農産物の有効活用、役員親族が所有する農地の
活用についての相談を受けました。アンケートで
は今後農業分野へ進出したいと回答された企業が
10社弱ありました。「生き残るために何からス
タートすべきか参考になった」とのコメントを寄
せた企業もありました。
　建設業を取り巻く経営環境は公共工事の縮減、
民間工事の受注競争激化等に伴い極めて厳しい状
況が続いています。今回の研修会は現状打開の出
発点に過ぎませんが、中央会では来年度もこのよ
うな研修会を開催したいと考えています。なお３
月１日に松本市において松本市建設事業協同組合
と中央会が主催して同様の研修会を開催したこと
を申し添えます。

「建設業新分野進出支援研修会」を開催

特集２　21年度における本県の農商工連携事業、地域力連携拠点事業報告

研修会（その１） 研修会（その２）
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I N N O V A T I O Nイノベーション

　第44代米国オバマ大統領がノーベル賞を受賞した事が大きく報道されましたが、今回は、

日本人のノーベル賞受賞者はいませんでした。前回が、物理学賞３人化学賞１人と日本中

が盛り上がりましたので、この経済の低迷感を脱却するためにも期待していたのですが残

念な結果です。いろいろな賞がある中で1901年からダイナマイト発明者ノーベルの遺言に

より開始されたノーベル賞は、１部門あたり１億円超という賞金以上に別格の存在感があ

ります。約60年前に中間子理論の発見で日本人としてはじめてノーベル賞を受賞した湯川

秀樹博士のような人材が日本にもどんどん現れて欲しいものです。

　ところで、このノーベル賞を一番受賞している民族をご存じでしょうか？日本人の10分

の１の人口しかいないユダヤ人が約200人弱もいるのです。もちろん今回のノーベル賞に

も受賞者がいました。日本人は全受賞者、約800人のうち16人受賞しており２％のシェア

率ですから、４人から５人に１人のシェアを持つユダヤ人に畏敬の念を持たざるを得ませ

ん。人口自体、日本人のほうが10倍多いのに受賞する割合が10分の１というのは情けない

なという気持ちもふつふつと沸いてきます。この違いはどこから生じているのでしょうか。

　それは、ユダヤ教自体において自分達を守る手段として教育を考え、とても重視して国

も家族も一丸となって取り組む姿勢の違いもあるのかなと感じます。国を守る為には兵隊

よりも教育をという理念、そして子供を立派に育てると天国にいけるという教えのもと、

紀元前から授業料が無料の公立学校を作り、教育の為なら借金もいとわず、父親が先導し

て子供に教育を施す姿勢や『ハブルータ（学生が二人一組となりお互いに学んだ事を教え

合う学習方法）』をはじめとした数々のユニークな学習方法が、少数民族であってもノーベ

ル賞における圧倒的シェア率を誇っている原因なのかなと感じます。

　さらにノーベル賞のシェアだけでなく、アインシュタインやフロイト、マルクスといっ

た偉人を輩出するユダヤ人は思想や生活や経済などあらゆるジャンルで世界に大きな影響

を及ぼしています。企業においても、得意な金融業以外においても飛行機のボーイング社、

シェル石油、食品のネスレ、薬品のチバガイギー、などの世界企業を創出しています。こ

れから日本人も人口が減少し世界への影響力低下が心配される中、モデルとしてとらえる

事ができるのかなと感じます。日本人も、もともと寺子屋の存在や小泉元首相がよく引用

した「米百俵」の逸話を持ち出すまでもなく教育熱心な民族であるはずですから、ユダヤ

人と同等以上にノーベル賞のみならず世界貢献していく事は可能なのではないのでしょう

か？それには、国、家庭、企業などの法人などの教育にユダヤ人以上に力を入れ直す、将

来の飯の種に投資し続ける姿勢を認識し直す必要があるのではないのかと感じております。

ノーベル賞からユダヤ人に学ぶ

※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。

　商品を買うときに、どこの製品かを見極めるた

めに目印を探す。いつも広告宣伝をしている商品

だということを、商標を見て確認する。消費者の

頭の中にはその商標への信頼や信用が蓄積されて

いて、その商標の付いた商品に手を伸ばす。これ

はホテル、運送や銀行のようなサービス業の場合

も業者やサービスを区別する目印が使用され商標

として扱われている。この商標は特許庁に商標登

録され、他人がみだりに使用して取引の混乱が生

じないように保護されている。これらの商標は目

で見えるもので、平面的なものに限られていた。

おなじみな商標として「SONY」、「グリコ」、「プ

リンスホテル」、「白鶴」など様々なものが目に入っ

てくる。

　その後、わが国では立体的な

商標も登録の対象になり、ケン

タッキーフライドチキンの立体

看板などが登録になった。

　そしてこれからは時代と共に

商標の概念がだんだん広がって

いく傾向にある。日本では未だ

商標として認められないものについても、外国で

は登録がある。視覚的に認識される商標の中には

色彩そのものを登録する例がある。形状が特定さ

れていないある単一色を指定して登録を受けたり、

形状が特定されていない色彩の２色以上の組み合

わせについて登録を受ける。色彩を見ただけで商

品の識別が出来るというものである。また商品な

どの特定の位置にこの色を使うことを特徴とする

色彩のみの商標がある（例えば、ペン軸の基端部

分だけ赤色にするなど）。さらにまたホログラムに

写しだされる図形が見る角度によって複数の図形

に変化して見えるものも商標として扱う場合があ

り、動く商標として自動車のドアが縦に開閉する

動きを商標として扱ったものもある。

　また、視覚に訴える商標のほかに音響で表した

商標もある。売り場や広告でその音響を聞けばあ

る商品を頭に浮かべるというものである。この場

合登録は、楽譜で特定するのが一般的である。

　さらには触覚で商品を特徴づけて、商標とした

ものもある。ベルベットで覆ったボトルを用いた

ワインが米国で登録されている。香りがある商品

を特徴づけるとして登録された例がある。味の商

標についての登録の例がある。しかし登録された

香りや味を保存し、認識する方法には限界がある

と思う。

　今後日本においても新しいタイプの商標につい

て論じられることになっていくが、商品やサービ

スと商標の関係を考えるとき、顧客の五感を通し

てその商標認識し、ある商品やサービスを他のも

のと識別する場合、現行法の平面的または立体的

に視覚を介して認識する標識を商標として扱って

いくのはまだまだ稀なことであろう。

綿貫国際特許・商標事務所　弁理士　綿貫	隆夫

　商標の概念が
　　　　広がっていく

知 財 あ れ こ れ
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I N N O V A T I O Nイノベーション
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︱健︱康︱を︱考︱え︱る︱

腰　　痛

　腰痛。それは人類が二足歩行を
始めたときから、宿命となった症
状でしょう。脊椎動物は、頭蓋骨
の下に、頚椎7個、胸椎12個、腰
椎5個、仙椎5個、尾椎３～５個（仙
椎、尾椎は1塊となっている）を
持っており、4足歩行の動物はそ
れぞれの間に圧がかかることはほ
とんど無いのに対し、2足歩行の
人間は、その椎体より上の体重を
支えなければならない宿命にある
からといわれています。
　腰痛は産業化社会では一般的な
症状であり、イギリスの研究では
毎年人口の２％が腰痛の医療を求
めており、一生の間に70％の男性
が腰痛のエピソードがあることが
示されています。さらに付け加え
る事実は、アメリカ合衆国では年
間250万人の労働者が障害を受け
る。毎年全ての従業員の２％に腰
部障害がある。毎年100人の労働
者が平均28.6日を浪費する（これ
によると毎年アメリカ合衆国では
年間1700万労働日に上る）。イギ
リスでは腰部障害のために毎年25
人に一人が仕事を変える（これら
は1980年代頃の論文からの引用で
す。現在でも、増えることはあっ
ても減ることは無いと考えられる
でしょう）。
　職業性腰痛の原因の3分の1が作
業中に起こり、重量物を挙上した
り腰を捻ったりした事故の結果で
あり、別の3分の1もやはり作業中
に起こるが滑ったり転倒した結果
であり最後の3分の1が作業環境以
外の自然に起こったものとされて
います。
　腰痛が産業界に与える重大な影
響は、腰部愁訴により6ヶ月以上

仕事を休んでいる労働者が生産現
場へ復帰できる確率はたった50％
という事実です。

■腰痛患者の診察にあたって
　さて、医師が腰痛の患者さんを
診察するに当たり、その病歴を聴
取後に診断を下せる確率は80％で
あり、診察することによりその確
率は10％改善し、特殊で高価な検
査を指示することによりさらに
5％改善する。病歴や診察、検査
を見直した後にまだ診断に自信が
持てないならば、元に戻って病歴
を聴きなおしなさい。正確な病歴
を僅か数分で聞き出すことによ
り、高価な検査にかかる数千ドル
を節約することができる。と教科
書に書かれています。その教科書
は、『良い獣医になることがどん
なに難しい事かわかりますか？』
と結ばれています。
　診察室での問診に使っているテ
ンプレートには、ギックリ腰の既
往がありますか？夜間痛みで目が
覚めることがありますか？立ち座
りの動作で痛みがありますか？長
く歩いていて途中で立ち止まりた
くなることがありますか？この痛
みで日常生活が不自由ですか？そ
れとも何とかやっていけますか？
と、これくらいのお話をお伺いす
るようにしてあります。これら全
てを正確に聴き取ることができれ
ば、素人でも患者さんがどのくら
いの症状にあるかが見当つくで
しょう。

■腰痛治療の順序
　腰痛治療の順序は、安静（安静
臥床、装具、体重減少、仕事の調

節）、投薬（鎮痛剤、抗炎症剤、
筋弛緩薬）、温度変化（温熱と冷
熱）、運動（屈曲、伸展、等速度
運動）、その他（針治療、経皮的
電気刺激、リラクゼーション療
法）、時間。とされています。そ
して、患者さんがこれらの保存療
法を行ってきたならば、それらを
再度行うよう指示することは無意
味であるということです。いった
ん適当な保存療法が失敗したなら
ば、手術を考えなければなりませ
ん。さらに膀胱直腸障害や進行性
の神経障害の病変があれば直ちに
手術を考えるべきであるというこ
とも忘れてはなりません。
　しかしながら保存療法の最後に
掲げられた項目は時間です。症状
や疾患が自然経過で軽快するだけ
の十分な時間が経過したか、自然
経過が過ぎるまで、患者さんを手
術室に急がせる必要はありません。
　患者さんを手術室に急がせる必
要が無いことは前述の労働者の社
会復帰の観点と矛盾しています。
現在は保存療法と手術療法の間
に、硬膜外ブロック、神経根ブロッ
クという麻酔治療も有効であり、
手術治療も微細侵襲手術が開発さ
れ、患者さんの負担（手術の範囲、
入院日数や経済的問題）も軽減さ
れています。大切なことは、手術
しなくて良い患者さんを手術して
はいけない。また手術が必要な患
者さんをむやみに待たせてはいけ
ないと言うことではないでしょう
か？

長野県保険医協同組合
理事　花岡　徹

（松本市　山辺温泉花岡整形外科医院）

　旧来の企業組織における「管理」は、上司が経
営上の意思決定や問題解決の指示を行い、部下は
それをただ忠実に実行しさえすればよかったもの
です。
　マネジメントと称して、管理者は自身の経験や
知識、技術を十分に生かすことで対応できました。
　しかし、今の状況は変化も激しく、さらに複雑
な問題をかかえ、解決の答えは一様ではありませ
ん。管理者が対応能力不足となり、運営が閉塞状
況に陥ってしまっていることが多々見られます。
　組織の目標達成のための「適切な答え」は、旧
来は運営主体側の論理で解決していましたが、今
は別のところにあるということです。
　すなわち、マネジメントの第一歩は、硬直した
組織をイノベートし、答えのあるところもしくは
答えにつながる情報のあるところとの接点を広げ
る組織に改変することです。この接点にコミュニ
ケーションが存在することはご理解いただけると
思います。
　また、組織として指示命令型（上意下達）の人
間関係ではとてもコミュニケーションがとれてい
るとは言えませんし、組織全体として創造力のあ
る方向にはならないものでもあります。よって、
組織の人間関係もイノベートし、少なくとも構成
員はすべて意思決定の参画に携わることのできる
体制、ステークホルダーも含めて具体的目標の選
定や実現のための手段が合理的か検討できる協力
体制、メンバーシップに裏打ちされたそれぞれの
役割におけるリーダーシップが発揮できる職責割
り当てなどを導入する必要があります。
　これらが有機的に機能してゆくためには、相互
の信頼や相手への配慮、組織自体の目標と個人の
目標が矛盾しない、自己の能力開発と自己啓発の
場が付随するなど「個」の存在が認識されるソフ
トウェアを備えることも必要です。このソフトウェ
アが「コミュニケーション」であると言えます。
こうした意味で最近の経営研修などにはコミュニ
ケーションスキルのセッションが組み込まれてい
ます。
　コミュニケーションは、伝えたい情報を正確に
伝えられることとともに相手の意図を正しく理解
することが重要です。長年同じ土俵、環境で一緒

に働いている者どうしは、共有しているものが多
いので話すとき、聞き手側の情報能力に暗黙の期
待を持ち、曖昧な表現で済ませたり、受け取る側
も論理の飛躍があっても許していたりという状況
が多くあります。
　古今亭志ん生さんの落語「大工調べ」の枕に
　　Ａ：おめ～は　ナニをどうした？
　　Ｂ：あ～、ナニか？ナニはなにのところに
　　　　　　やっといた。
　　Ａ：あ～、そうか。じゃあ、おれが行って
　　　　　　ナニしとくから　たのむぜ。
　　Ｂ：あ～、いいとも。
というやりとりがあり、傍から聞いていると何が
何だかわからないけれど、当事者どうしではわかっ
ているんですなという一節があります。
　これは極端な話ですが、企業内でも上司と部下
やベテラン社員と新入社員のジェネレーション
ギャップ（価値観が多様化している）にうまくコ
ミュニケーションがとれない、人間関係がうまく
いかないなどの基本的な困った問題を抱え込む状
況も見られます。同国人どうしでもこのようなあ
り様ですので、グローバル社会での協働する状況
では相互のコミュニケーションのあり方をしっか
りと理解する必要があります。
　・「通じない」を前提にしておく
　・	論理性を重要視する：内容の整理、レベルな
ど

　　（非言語的コミュニケーションも十分活用する）
　・	理解、協力を得るために尽力する：資料やシ
ナリオ

　　（相手が理解しやすいように準備、工夫する）
　・	与えっぱなしは不可
　　（正しく受け取ったか否かを確認する）
　　（相手の状況を見てフォローする）
　・話し手、聞き手双方とも資質向上する
　　（品性なども身につける）
　・	一方的な情報（電子メールなど）発信は注意
する

　マネジメントに「人」の存在は不可欠と認識し
ましょう。
　　　�信州ビジネスコンサルタント協同組合監事
　　　�情報処理技術者

「マネジメントにおける
コミュニケーションの重要性」②

デジタルポート代表　ＩＴコンサルタント　石坂滋章
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︱健︱康︱を︱考︱え︱る︱

腰　　痛

　腰痛。それは人類が二足歩行を
始めたときから、宿命となった症
状でしょう。脊椎動物は、頭蓋骨
の下に、頚椎7個、胸椎12個、腰
椎5個、仙椎5個、尾椎３～５個（仙
椎、尾椎は1塊となっている）を
持っており、4足歩行の動物はそ
れぞれの間に圧がかかることはほ
とんど無いのに対し、2足歩行の
人間は、その椎体より上の体重を
支えなければならない宿命にある
からといわれています。
　腰痛は産業化社会では一般的な
症状であり、イギリスの研究では
毎年人口の２％が腰痛の医療を求
めており、一生の間に70％の男性
が腰痛のエピソードがあることが
示されています。さらに付け加え
る事実は、アメリカ合衆国では年
間250万人の労働者が障害を受け
る。毎年全ての従業員の２％に腰
部障害がある。毎年100人の労働
者が平均28.6日を浪費する（これ
によると毎年アメリカ合衆国では
年間1700万労働日に上る）。イギ
リスでは腰部障害のために毎年25
人に一人が仕事を変える（これら
は1980年代頃の論文からの引用で
す。現在でも、増えることはあっ
ても減ることは無いと考えられる
でしょう）。
　職業性腰痛の原因の3分の1が作
業中に起こり、重量物を挙上した
り腰を捻ったりした事故の結果で
あり、別の3分の1もやはり作業中
に起こるが滑ったり転倒した結果
であり最後の3分の1が作業環境以
外の自然に起こったものとされて
います。
　腰痛が産業界に与える重大な影
響は、腰部愁訴により6ヶ月以上

仕事を休んでいる労働者が生産現
場へ復帰できる確率はたった50％
という事実です。

■腰痛患者の診察にあたって
　さて、医師が腰痛の患者さんを
診察するに当たり、その病歴を聴
取後に診断を下せる確率は80％で
あり、診察することによりその確
率は10％改善し、特殊で高価な検
査を指示することによりさらに
5％改善する。病歴や診察、検査
を見直した後にまだ診断に自信が
持てないならば、元に戻って病歴
を聴きなおしなさい。正確な病歴
を僅か数分で聞き出すことによ
り、高価な検査にかかる数千ドル
を節約することができる。と教科
書に書かれています。その教科書
は、『良い獣医になることがどん
なに難しい事かわかりますか？』
と結ばれています。
　診察室での問診に使っているテ
ンプレートには、ギックリ腰の既
往がありますか？夜間痛みで目が
覚めることがありますか？立ち座
りの動作で痛みがありますか？長
く歩いていて途中で立ち止まりた
くなることがありますか？この痛
みで日常生活が不自由ですか？そ
れとも何とかやっていけますか？
と、これくらいのお話をお伺いす
るようにしてあります。これら全
てを正確に聴き取ることができれ
ば、素人でも患者さんがどのくら
いの症状にあるかが見当つくで
しょう。

■腰痛治療の順序
　腰痛治療の順序は、安静（安静
臥床、装具、体重減少、仕事の調

節）、投薬（鎮痛剤、抗炎症剤、
筋弛緩薬）、温度変化（温熱と冷
熱）、運動（屈曲、伸展、等速度
運動）、その他（針治療、経皮的
電気刺激、リラクゼーション療
法）、時間。とされています。そ
して、患者さんがこれらの保存療
法を行ってきたならば、それらを
再度行うよう指示することは無意
味であるということです。いった
ん適当な保存療法が失敗したなら
ば、手術を考えなければなりませ
ん。さらに膀胱直腸障害や進行性
の神経障害の病変があれば直ちに
手術を考えるべきであるというこ
とも忘れてはなりません。
　しかしながら保存療法の最後に
掲げられた項目は時間です。症状
や疾患が自然経過で軽快するだけ
の十分な時間が経過したか、自然
経過が過ぎるまで、患者さんを手
術室に急がせる必要はありません。
　患者さんを手術室に急がせる必
要が無いことは前述の労働者の社
会復帰の観点と矛盾しています。
現在は保存療法と手術療法の間
に、硬膜外ブロック、神経根ブロッ
クという麻酔治療も有効であり、
手術治療も微細侵襲手術が開発さ
れ、患者さんの負担（手術の範囲、
入院日数や経済的問題）も軽減さ
れています。大切なことは、手術
しなくて良い患者さんを手術して
はいけない。また手術が必要な患
者さんをむやみに待たせてはいけ
ないと言うことではないでしょう
か？

長野県保険医協同組合
理事　花岡　徹

（松本市　山辺温泉花岡整形外科医院）
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■都庁に長野県の15企業・団体が出展
　去る1月27日から2月2日の7日間、「未知を歩こう信州	
～味と技2010～」と題するイベントが東京都庁内全国
観光PRコーナーで開かれた。
　このイベントは県商工労働部が主催したもの。農林
水産物や産地技術など、長野県各地の特色ある地域資
源を活かした伝統工芸品、加工食品などの展示・販売
を行った。また長野県中小企業団体中央会も出展し、
来場者に長野県の観光パンフレットを配布するなど観
光PRに努めた。
　出展したのは、南信州ビール（株）、いーずら大町特
産館事業協同組合、矢沢加工所企業組合、南木曽ろく
ろ工芸協同組合、長野県手描友禅染匠組合、秋山木工
生産組合、企業組合おふくろ工房・松本の味、あづみ
の直販企業組合、（有）宮城商店、（有）ティンカーベル、
企業組合vif穂高、長野県織物工業組合、（株）山加荻村
漆器店、内山紙協同組合、中央会の15企業・団体。
　地ビール、おやき、ジャム、ジュース（りんご、ぶ
どうなど）、地酒、み
そ、漬け物などの「ふ
るさとの味」と、伝
統技術を活かした工
芸品などの「匠の技」
が並び、来場者の目
を引いていた。

■販路開拓に積極的に取り組む
　飯山市の内山紙協同組合は、和紙照明「TIKUMA」、
和紙製コサージュなどを出品した。
　「TIKUMA」は原料となる木の皮を雪上にさらして漂
白する「雪さらし」の技法で作る伝統工芸品内山紙を
使い、斬新なデザインで新たな販路開拓をめざした商
品。伝統的なものづくりを継承しながら新たな和の味
わいを創りだしたとして、平成20年「第3回和のある暮
らしのカタチ展」でグランプリを受賞した。
　女性を中心に関心が高く、伝統の内山紙や関連商品
を買い求める人もいた。同組合は引き続き、2月2日か
ら5日まで東京ビッグサイトで開催された「第69回東京
インターナショナル・ギフ
ト・ショー」にも出展（飯
山商工会議所ブース内）す
るなど、販路開拓に積極的
に取り組んでいる。
　都庁でのイベント期間中
は猪瀬直樹副知事（長野市出
身）も顔を見せた。しかし不
況の影響からか、昨年に比べ
来場者数は減少。販売価格設
定を下げると売れるなどデフ
レ傾向も目立った。販売方法
などの工夫を含め、検討課題
もあるようだ。

県内の生き生き組合事例

都庁内全国観光PRコーナーで開かれた「未知を歩こう信州 〜味と技2010〜」 15企業・団体の自慢の品を展示・販売

おやきなど伝統の味も人気 内山紙協同組合は「ギフト・ショー」
の飯山商工会議所ブースにも出展

販路開拓にチャレンジ！
長野県の「味」と「技」を東京で積極ＰＲ
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■認定取得は「時代の要請」。経費削減効果も狙う
　企業の社会的責任として、環境問題に本格的に取り
組む企業が増えている。
　髙木建設（長野市）は平成21年12月、環境省の環境
マネジメントシステム「エコアクション21」認証を取
得した。県内建設業では5社目となる。
　「エコアクション21」は、事業活動にともなって発生
する環境への負荷、廃棄物排出量等を減らすとともに、
環境にやさしい製品・サービスを提供するため継続的
に改善を図っていく取り組み。環境だけでなく、経費
削減や生産性・歩留まりの向上など、経営的な効果も
狙う。
　「認定取得は時代の要請」と髙木正雄社長。「現場で
大量に出るさまざまな廃材を分別せず、処理を業者に
任せきりにしていた。しかし環境問題やコストを考え
ると、それでいいのかと。また現場などでの電気の点
け放しも結構多かった。厳しい経営環境の中、そのよ
うなムダをなくして経費削減を図りたいというのが一
番の動機でした」。また長野市の入札評価が上がること
への期待もあった。
　同社はISO9001を取得していることから、ISO14001
も選択肢だった。しかし「エコアクション21」を選ん
だのは「より実用的でコストも安い」というメリット
から。20年9月「自然にやさしく、人にやさしく！」を
スローガンに「環境方針」を策定し、21年1月に「環境
マニュアル」をつくり具体的な取り組みを始めた。

■やればできる。やらなければ何も始まらない
　そもそも同社の環境への取り組みは14、5年前にさか
のぼる。「会社周辺にゴミが目立つようになったのを見
かねて、私がゴミ拾いを始めたのがきっかけ」。それが
毎月1回行う全社一斉環境整備、冬期の市道・農道の雪

かきなど、全社をあげての地域の環境整備活動につな
がった。
　会社裏の里山整備もそのひとつ。不法投棄されたゴ
ミの片づけや、下草刈り、アレチウリの駆除などを定
期的に行い、桜の公園として整備し喜ばれている。こ
のような活動に加え、紙の削減・再利用などの社内エ
コ活動にも積極的に取り組み、長野市の「ながのエコ・
サークル」（シルバーランク）認定を受けた（平成17年）。
　「エコアクションは究極の経費削減策」と髙木社長が
強調するように、エコ活動の効果は目に見えて上がっ
ている。廃材利用を目的に導入した薪ストーブや太陽
光発電により、灯油代は半減。CO2削減という観点から
取り組む古民家再生もビジネスになりつつある。
　効果を上げるために重要なことは「社員全員の意識
向上」と髙木社長。同社では
環境に取り組むことが楽しい
という雰囲気が生まれ、社員、
現場作業員を問わず、活発に
環境改善アイデアが出てくる
ようになった。さらに成果を
上げた社員を表彰するなど、
社員のモチベーションアップ
も図っている。
　「やればできる。みんなの
発想が変わってくる。やらな
ければ何も始まりませんよ」。
髙木社長はそう力を込める。

県内の生き生き組合事例

髙木建設株式会社
長野市安茂里小市1−3−31
TEL�026-226-6061　�FAX�026-228-5459
ホームページ�http://www.alps.or.jp./takagi/
E-mail�takagicc@yacht.ocn.ne.jp

髙木正雄社長環境活動を推進する品質保証室、髙木亜矢子さん すべて数値化されるチェック項目

「エコアクションは究極の経費削減策」と、
全社をあげて環境に取り組む。

毎月行う全社一斉環境整備

見事によみがえった桜公園
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　県内の生き生き組合事例

　佐久市・岩村田本町商店街振興組合（阿部眞一
理事長）は昨年10月地域商店街活性化法の認定を
受け、「地域と共に生き、働き、暮らす街をつくる。」
をコンセプトに地域に根ざした事業に取り組んで
いる。
　同法認定計画の中で現在取り組んでいるのが地
域通貨の普及であり、大手スーパーのイオン（千
葉市）と同社の電子マネー「ＷＡＯＮ（ワオン）カー
ド」を通じた商店街との連携である。平成11年、
近隣にイオン佐久平ショッピングセンターが誕生
した影響で来街者数は激減し商店街のシャッター
化が進行。同ショッピングセンターと本町商店街
は、競合するため一定の距離を保ってきた。しかし、
消費者が限られている中、消費者の選択枠を広げ、
地域の活性化に繋げたいと考え、「地域通貨（電子
マネー）を導入することは大規模店舗と敵対する
のではなく連携、共生、共存、共栄を実現させる
ための施策である。大規模店に宣伝してもらい、
商店街も大規模店舗を宣伝する。これは今までに
ない構図での集客が可能となる。今後は共栄・共
存を考えていかなければ商店街は続かない。」と阿
部理事長は言う。同法認定後、当振興組合からイ
オン側へ電子マネーを通じての連携をもちかけ
た。イオン側も「地域との連携、地元商店街との
共存共栄を目指したい。」と好感触を得て連携が急
速に進展、４月中には電子マネー導入・開始を目
指している。
　利用者にとっては、ポイントはもちろんだが１
つのカードで利用シーンが広がり、このエリアへ
行けば生活必需品全てがまかなえるという利便性
が上がる。また、同商店街としては連携をするこ

とにより新規顧客づくりのチャンス、同ショッピ
ングセンターの来店顧客（１ヶ月約55万人）を誘
導出来るメリットがあり、商店街の活性化に繋げ
たいとしている。
　また、阿部理事長は「電子マネーだけの繋がり
ではなく相互が連携したイベントも企画し、プロ
モーションにも力を入れていきたい。同時に、地
域通貨の価値観の共有が更に必要であり、当商店
街から地域の他商店街にも地域通貨を普及させ、
様々な機能をもたせた新しい地域サービスのカタ
チを構築したい。」と語っている。

　イオンと商店街が電子マネーで提携するのは全
国で横須賀市、高松市に次いで３例目であるが、
商店街独自のカードを作っての運用というのは全
国では初めての試みである。今回電子マネーの発
行を計画しているのは「nagat（ナガット）ＷＡＯ
Ｎ佐久っ子カード」（仮称）。ＷＡＯＮと県内の
100以上の飲食店などが加盟しているnagatのサー
ビスを組み合わせ、消費者にとっては商店街で買
い物をした場合も、それぞれのサービスポイント
が付くメリットがある。同時に、商店街に置く末
端に子どもが下校中などにカードをかざすと、保
護者にメールが届くようにするサービス等の付加
サービスも検討している。

地域通貨（電子マネー）の普及で
元気ある商店街へ

～岩村田本町商店街振興組合の取り組み～
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　平成22年１月27日、松本市奈川にある奈川木工企

業組合（理事長　奥原勝由氏）は、松本市に地元奈

川産のカラマツ材を使用した長机、本棚などの家具8

点を寄贈した。

　これは、松本市役所奈川支所地域課から21年度「ふ

るさと雇用再生特別事業」を紹介され、松本市立奈

川小中学校の学有林で間伐した60立米のカラマツ（奈

川小中学校の児童¥生徒や保護者が毎年2回にわたり

下草がりなどの手入れ

を行い大切に育ててき

たもの）を使用して製

作した学校の教育用備

品（演台、本棚、椅子

など）を市内の小中学

校に供給できたことに

対し今回感謝の意を込

め松本市に組合が寄贈

したものである。

　この地元カラマツ材を使用し、学校教育用備品の

製作を企画したきっかけは、松本市役所奈川支所地

域課からこの特別事業を紹介され組合で検討した結

果、地元のカラマツ材の有効活用ができること、そ

してカラマツ材のＰＲができること等から実施する

ことになった。組合が取り組んだ事業内容は平成21

年8月から23年3月まで3名を新規に雇用し、地元カ

ラマツ材を活用して地元の小中学校に学校教育用備

品を製作・供給し地元材をＰＲするというものである。

　松本市教育委員会で松本市内の小中学校に事業の

趣旨を説明したところ600件を超える製作依頼が組

合に寄せられ、現在も製作に追われている状況にあ

り、組合では木材関係の景気低迷の中希望が持てる

と期待している。

　松本市では組合から贈られた家具は、多くの市民

が利用する市民活動センターや市役所の広報国際課

などで使用する予定である。

　奥原理事長は、「奈川で生まれ育ったカラマツ材が

地元松本の小中学校や市役所で愛され、利用され、

その結果、将来子ども達がこの奈川の森林に目を向

けてくれれば嬉しい。また、地元カラマツ材がこれ

によりマスコミにも取

り上げられた結果、全

国各地から組合に問い

合わせがあるので成果

があったと思うし、少

しでもカラマツの持つ

木目の美しさを知って

もらえたと思う」との

感想を述べている。

地元カラマツ材（学有林）使用で
松本市に家具を寄贈

　 県内の生き生き組合事例
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セーフティネット５号の指定業種が
　 原則として全業種(※)に拡大されました！

TEL 026（234）7680

景気対応緊急保証制度景気対応緊急保証制度

※農林水産業、金融業など法令上の対象外業種等を除きます。
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長野県観光部観光振興課

　臥竜公園の桜並木は『さくら名所100選』に選ばれています。池の周りに
は“ソメイヨシノ”を中心に150本、公園全体で約800本の桜が楽しめます。
ライトアップされた夜桜や名物の「おでん」や「おだんご」などが楽しめます。
　また、須坂には樹齢250年～ 430年のしだれ桜が散在しており、これらは須
坂市指定天然記念物に指定されています。こちらもあわせてご堪能下さい。

１　日　　時　４月４日（日）～４月30日（金）
２　会　　場　臥竜公園
３　内　　容　【臥竜公園さくらまつり】
　　　　　　　　▼見頃は４月中旬から下旬頃　　▼夜桜のライトアップ…満開期間中（18時～ 22時）
　　　　　　　　▼協力金のお願い…普通車500円　バス1,500円
　　　　　　　【須坂市指定天然記念物の桜】
　　　　　　　　▼延命地蔵堂の桜　　▼広正寺のエドヒガン桜　　▼大日向観音堂のしだれ桜
　　　　　　　　▼長妙寺の桜　　▼弁天さんのしだれ桜
４　主　　催　須坂市観光協会
５　アクセス　〔列車で〕長野電鉄須坂駅からバスで５分、徒歩で20分
　　　　　　　〔お車で〕上信越自動車道須坂長野東ＩＣから約10分
６　お問い合わせ　須坂市観光協会
　　　　　　　（住所）〒382-0077	須坂市大字須坂1295-1　　（電話）026-215-2225
　　　　　　　（FAX）026-215-2226　　（Ｅメール）info@suzaka-kankokyokai.jp
　　　　　　　（ホームページ）http://www.suzaka-kankokyokai.jp/

　懐古園には、ソメイヨシノ、ヒガンザクラ、シダレザクラなど約300本の桜を楽しむことができます。
　また、園内には紫がかった濃い紅色の花を咲かせる全国的にも珍しい「小諸八重紅枝垂（コモロヤエベニ
シダレ）」が咲き誇ります。

１　日　　時　４月10日（土）～ 30日（金）
２　会　　場　小諸城址懐古園
３　内　　容　▼	桜まつり期間中は、日没から午後11時までボンボリの点灯など、ライ

トアップを行います。
　　　　　　　▼入園料：散策券300円、共通券500円（園内３館利用する場合）
　　　　　　　▼営業時間：午前８時30分～午後５時	（午後５時以降は入園無料）
４　主　　催　懐古園桜まつり実行委員会
５　アクセス　〔列車で〕ＪＲ・しなの鉄道小諸駅より徒歩３分
　　　　　　　〔お車で〕上信越自動車道小諸ＩＣより約８分
６�お問い合わせ　小諸市懐古園事務所
　　　　　　　（住所）〒384-0804	長野県小諸市丁311　　（電話）0267-22-0296　　（FAX）0267-25-0296
　　　　　　　（ホームページ）http://www.city.komoro.nagano.jp/

信州須坂・臥竜公園さくらまつり

小諸城址懐古園「桜まつり」
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

１　概�要
　	　観光情報携帯サイト「信州なび助」を利用して、長野県内の観光スポットや飲食店（グ
ルメスポット）を巡るポイントラリーです。
　　・	ポイントラリー参加者は、参加施設に設置されているQRコードからポイントを取

得し、３ポイント獲得する毎に抽選で長野県の様々な特産物をプレゼント
　　・最多ポイント獲得者に、賞状、記念品を贈呈する“信州ぐるっとキング”を実施
　　・参加施設では、割引クーポンなどの優待サービスを実施

２　ポイントラリー参加施設（ラリースポット）
　　観光スポットやグルメスポットなど487施設（３月１日スタート時）
　　※参加施設は順次追加されます。

３　実施期間
　　2010年３月１日（月）～2011年３月31日（木）
　　　シーズン１　3.1～ 6.30　　　　シーズン２　7.1～ 9.30
　　　シーズン３　10.1～ 12.31　　　シーズン４　1.1～ 3.31

４　ポイントラリーの賞品
　　シーズン終了毎に抽選の上、50名の方に長野県の様々な特産品をプレゼントします。

５　キャンペーンウェブサイト
　　【信州なび助】http://navi-suke.jp/
　　※３月１日からのアップになります。

　今春から行われる飯田「お練りまつり」、「諏訪大社御柱祭」及び駒ヶ根「光前寺御開帳」の
催事と、10月から始まる信州デスティネーションキャンペーンに併せ、長野県への観光誘客と
県内周遊による観光消費の拡大を図るため、「信州ぐるっと“ケータイ”キャンペーン2010」
を３月１日（月）から実施します。

「信州ぐるっと“ケータイ”
            キャンペーン2010」

「信州なび助」

信州を巡って、
特産品を

ゲットしよう！

３月１日（月）スタート!!
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

連　合　長　野
春季賃上げ申し入れ懇談会の開催

　平成22年２月10日に本会は、日本労働組合総連合会長野県連合会（連合長野:近藤
光会長）からの春季申し入れを受けるための懇談会を長野市のホテルＪＡＬシティ
で開催した。
　当日は、中央会10名（星沢哲也会長、若林邦彦副会長、他８名）、連合長野９名が
参加し、まずは連合長野からの申し入れがあり、続いて連合長野の近藤光会長、中
央会の星沢哲也会長がそれぞれ挨拶を述べ、その後、意見交換が行われた。
　連合長野からは、定期昇給分に相当する賃金カーブの確保・維持を図りつつ、ベー
スアップ相当分の賃金改善分の上積みを目指したい旨の申し入れがあった。
　星沢会長は、企業の景況感としては、世界同時不況が続き県内の経営環境は１年
以上にわたって厳しい状況が続いており、従業員の雇用維持を図るための中小企業
向けの中小企業緊急雇用安定助成金の取り扱い件数は21年度４月～ 12月間で21,005
件（延べ数）となっていることを説明し、企業が苦しい中でも従業員の雇用を守り
たいという姿勢が伺われるため、本会としても、会員企業に対して中小企業緊急雇
用安定助成金等の活用を促す中で、可能な限り雇用維持を支援していくと述べると
共に、本日の懇談会で、共通の課題として取り組むことが生じれば、前向きに行う
ことを説明した。
　参加者からは、長野県内の中小企業の経営環境も大変厳しい状況にあり、雇用情
勢も同様に厳しさを増していることを説明、「中小企業の従業員は家族と同様。会社
の状況を説明する中で協力をしてもらいたい」との意見も述べられた。
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

長野県内の最低賃金
★必ずチェック　最低賃金！　使用者も　労働者も★

　長野県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「長野県最低賃金」（地域別最低賃金）
及び、特定の産業の基幹的労働者に適用される「特定最低賃金」（産業別最低賃金）が次のとお
り改正されました。（それぞれの最低賃金の効力発生日にご注意下さい。）

お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署　又は
長野労働局	労働基準部	賃金室（電話026-223-0555）へ

長　野　労　働　局
長野労働局HP　http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp

※�　純粋持株会社については、管理する子会社を通じての主要な経済活動が上表に記載される産業
に分類されます。純粋持株会社とは、主たる事業を持たず、株式の所有を通じて他の会社の事業
活動を支配することを目的としている会社のことです。

※�　精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象となりません。

特定（産業別）最低賃金 時 間 額 効力
発生日

特定（産業別）最低賃金から適用除外され、
長野県最低 賃金が適用されるもの

適用除外業種 適用除外者及び適用除
外業務

計量器・測定器・分析機器・
試験機・医療用機械器具・
医療用品、光学機械器具・
レンズ、電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具、時
計・同部分品、眼鏡製造業

777円 平成21年
12月５日

測量機械器具製造業理
化学機械器具製造業及
びこれらの産業におい
て管理，補助的経済活
動を行う事業所

① 18歳未満又は65歳以上の者
② 雇入れ後６月未満の者であっ

て、技能習得 中のもの
③ 次に掲げる業務（これらの業

務のうち流れ 作業の中で行
う業務を除く。）に主として
従 事する者

　イ　清掃又は片付けの業務
　ロ　手作業による選別、袋詰
　　　め、箱詰め又は 包装の
　　　業務
　ハ　手作業により又は手工具
　　　若しくは手持空圧・電動
　　　工具を使用して行う熟練
　　　を要しない部品の組

はん用機械器具、生産用機
械器具、業務用機械器具、
自動車・同附属品、船舶製
造・修理業，舶用機関製造
業

789円 平成21年
12月５日

ボイラ・原動機製造
業、建設用ショベルト
ラック製造業、繊維機
械製造業（毛糸手編機
械製造業を除く）及び
これらの産業において
管理，補助的経済活動
を行う事業所

各種商品小売業 747円 平成21年
12月31日

① 18歳未満又は65歳以上の者
② 雇入れ後６月未満の者であっ

て、技能 習得中のもの
③ 清掃又は片付けの業務に主と

して従事する者
印 刷 、 製 版 業 743円 平成21年

12月31日

地域別最低賃金 時 間 額 効力発生日 ★ 長野県最低賃金は、長野県内の事業場
で 働くすべての労働者に適用されます。

★ なお、下記の産業で働く労働者にはそれぞれの 特定
（産業別）最低賃金が適用されます。長野県最低賃金 681円 平成21年

10月1日
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

問い合わせ先　中小企業庁　経営支援部�創業・技術課�（03-3501-1816　直通）

22年度予算に係る戦略的基盤技術高度化
支援事業の公募（予告）のお知らせ

戦略的基盤技術高度化支援事業の仕組み

　経済産業省中小企業庁では、中小企業のものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、切削加工、めっき等）に資する研
究開発から試作段階までの取組を促進することにより、我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創出を
図ることを目的として標記の事業の公募を下記により行いますのでお知らせいたします。
��本事業の対象は、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく認定を受けた研究開発とな
ります。
��なお、この事業は、22年度予算の成立を前提とするもので、内容等が変更になることもありますので、ご了承
下さい。

【事業内容等】

　我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創出を目指し、中小企業のものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、
切削加工、めっき等）の高度化に資する研究開発から試作段階までの取組を促進することを目的としています。
　特に、複数のものづくり中小企業者と、川下製造業者や大学、公設試験研究機関等が広がりをもって連携した
取り組みであって、本事業の成果を活用した製品等が明確となっている、具体的な提案を支援することとします。

　本事業の応募対象は、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（以下「法」という。）第３条に
基づき経済産業大臣が定める「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に沿って策定され、法第４条の認定（法第
５条の変更認定を含む）を受けた法認定計画を基本とした研究開発等の事業になります。

○	　法の認定を受けたものづくり中小企業者を含む、事業管理機関、研究実施機関、総括研究代表者、副総括研
究代表者、アドバイザーによって構成される共同体を基本とします。
　※共同体の構成員は、日本国内に本社を置いて、かつ、日本国内で研究開発を行っていることが必要です。
○	　共同体の構成員には、法認定申請を行い、認定を受けた「申請者」と「共同申請者」（以下「法認定事業者」）
及び協力者を全て含む必要があります。
○	　本事業への応募者は、事業管理機関です。事業管理機関は、研究開発計画の運用管理、共同体構成員相互の
調整を行うとともに、財産管理（知的所有権を含む）等の事業管理及び研究開発成果の普及等を主体的に行う
者です。

　　平成22年３月１日（月）～平成22年４月22日（木）

研究開発期間 ２年度又は３年度
研究開発規模
（ 上 限 額 ）

平成22年度（平成23年３月31日まで）に行う研究開発に要する費用
の合計額（税込）が、4,500万円以下。

想 定 件 数 １件当たり4,500万円とすると、270件程度採択する予定です。

１．制度の目的

２．応募対象事業

３．応募対象者

４．研究開発期間と研究開発費の規模

５．公募期間

全国採択審査委員会
（外部学識経験者等）

　　　　　　　　　経済産業局等

　　　　　　　　　　　　　　

採択・中間・最終評価委員会
（外部学識経験者等）

【事業管理機関】

【研究実施機関】
中小企業

（法認定事業者）

【研究実施機関】
中小企業

（法認定事業者） 【研究実施機関】
中小企業
（協力者）

【研究実施機関】
中小企業等

【アドバイザー】
大企業等

【研究実施機関】
大学、公設試

等
（協力者）

③審査・採択

①
公
募

②
提
案

④
委
託
契
約

（
確
定
検
査
・
支
払
）

⑥
中
間
評
価
・

最
終
評
価

⑦
追
跡
調
査

共同体

法認定計画
⑤再委託

【総括研究代表者】
（ＰＬ）

【副総括研究代表者】
（ＳＬ）

両者のうちいずれか１名が法認定事業者の研究員



31

中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

問い合わせ先　中小企業庁　経営支援部�創業・技術課�（03-3501-1816　直通）

22年度予算に係る戦略的基盤技術高度化
支援事業の公募（予告）のお知らせ

戦略的基盤技術高度化支援事業の仕組み

　経済産業省中小企業庁では、中小企業のものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、切削加工、めっき等）に資する研
究開発から試作段階までの取組を促進することにより、我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創出を
図ることを目的として標記の事業の公募を下記により行いますのでお知らせいたします。
��本事業の対象は、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく認定を受けた研究開発とな
ります。
��なお、この事業は、22年度予算の成立を前提とするもので、内容等が変更になることもありますので、ご了承
下さい。

【事業内容等】

　我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創出を目指し、中小企業のものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、
切削加工、めっき等）の高度化に資する研究開発から試作段階までの取組を促進することを目的としています。
　特に、複数のものづくり中小企業者と、川下製造業者や大学、公設試験研究機関等が広がりをもって連携した
取り組みであって、本事業の成果を活用した製品等が明確となっている、具体的な提案を支援することとします。

　本事業の応募対象は、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（以下「法」という。）第３条に
基づき経済産業大臣が定める「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に沿って策定され、法第４条の認定（法第
５条の変更認定を含む）を受けた法認定計画を基本とした研究開発等の事業になります。

○	　法の認定を受けたものづくり中小企業者を含む、事業管理機関、研究実施機関、総括研究代表者、副総括研
究代表者、アドバイザーによって構成される共同体を基本とします。
　※共同体の構成員は、日本国内に本社を置いて、かつ、日本国内で研究開発を行っていることが必要です。
○	　共同体の構成員には、法認定申請を行い、認定を受けた「申請者」と「共同申請者」（以下「法認定事業者」）
及び協力者を全て含む必要があります。
○	　本事業への応募者は、事業管理機関です。事業管理機関は、研究開発計画の運用管理、共同体構成員相互の
調整を行うとともに、財産管理（知的所有権を含む）等の事業管理及び研究開発成果の普及等を主体的に行う
者です。

　　平成22年３月１日（月）～平成22年４月22日（木）

研究開発期間 ２年度又は３年度
研究開発規模
（ 上 限 額 ）

平成22年度（平成23年３月31日まで）に行う研究開発に要する費用
の合計額（税込）が、4,500万円以下。

想 定 件 数 １件当たり4,500万円とすると、270件程度採択する予定です。

１．制度の目的

２．応募対象事業

３．応募対象者

４．研究開発期間と研究開発費の規模

５．公募期間

全国採択審査委員会
（外部学識経験者等）

　　　　　　　　　経済産業局等

　　　　　　　　　　　　　　

採択・中間・最終評価委員会
（外部学識経験者等）

【事業管理機関】

【研究実施機関】
中小企業

（法認定事業者）

【研究実施機関】
中小企業

（法認定事業者） 【研究実施機関】
中小企業
（協力者）

【研究実施機関】
中小企業等

【アドバイザー】
大企業等

【研究実施機関】
大学、公設試

等
（協力者）

③審査・採択

①
公
募

②
提
案

④
委
託
契
約

（
確
定
検
査
・
支
払
）

⑥
中
間
評
価
・

最
終
評
価

⑦
追
跡
調
査

共同体

法認定計画
⑤再委託

【総括研究代表者】
（ＰＬ）

【副総括研究代表者】
（ＳＬ）

両者のうちいずれか１名が法認定事業者の研究員
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各種サービスのご紹介

申込み・問い合わせは

（協）長野県商工振興会
〒380-0936　長野市岡田131-10　中小企業会館内

TEL（026）291-4567／FAX（026）228-3511

　当組合のETCクレジットカードを使用して、利用実績に応じてマイレージ割引をい
たします。

法人会員のETCカードによる割引制度（後払制度）

大口・多頻度割引制度（後払制度）

http://www.alps.or.jp

　日本高速道路㈱発行のETCコーポレートカードを使用して、ETCシステムにより高
速道路通行料金を支払う組合員に対し、利用実績に応じて割引されます。
　但し、１台月額3万円以上となります。

（財団法人道路システム高度化推進機構）

登録番号　第0448-022764号

上記、大口・多頻度割引制度に該当しない組合員のために

ETC車載器の
販売、セットアップ
できます。
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お問い合わせ、お申し込みは

長 野 県 火 災 共 済 協 同 組 合
長野県中小企業共済協同組合

〒 380-0936　長野市中御所岡田 131-10	
中小企業会館 2階
TEL026（228）1174　FAX026（228）7497
http://www.alps.or.jp/kasai/

火災共済

くるま共済

医療総合
保障共済

労働災害
補償共済

☆あなたを力強くバックアップ
　　▪保険料の軽減にお役立ていただけます。
　　▪ワイドな補償（普通火災・総合火災）で大きな安心。
　　▪自分の財産は自分で守るのが基本です。
　　▪火災保険の内容を見直しませんか？

☆交通事故の際に、経済的負担をサポート
　　▪共済金は、契約者にお支払いします。
　　▪自動車保険とは一切関係のない共済制度です。
　　▪交通事故は起こしても、起こされても嫌なものです。
　　▪自動車保険にもう一つの安心をプラスしませんか？

☆24時間「健康相談」と「名医」紹介付でサポート
　　▪がんと医療をセットにした大型プラン。
　　▪家計にやさしいミニプラン（がん共済又は医療共済のみ）
　　▪新規加入は満6歳～満69歳まで、継続は満89歳まで。
　　▪加入は告知書でＯＫ。
　　▪入院は1日目からお支払いします。

☆労災保険の補償だけで十分ですか？
　　▪�政府労災の上乗せ補償として、就業中や通勤途中の事故、ケガを補償し

ます。
　　▪無記名方式です。
　　▪�建設業者にとって、経営事項審査（ポイントアップ）の要件をすべて満

たしております。

お得な掛金 ワイドな補償 確かな安心

相互扶助の共済制度として
　　　  皆さんをサポートします！
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会館



35

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400号　平成22年３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

2010

3
No.400

長野県中小企業団体中央会　行事日程のお知らせ

　ビジネスに観光に
　　　　 ご利用ください。

新卒未就職者等人材育成事業をご活用ください
～平成22	年3	月高校卒業者で、就職先が未定の皆さんを雇い入れる事業主を支援します～

　　平成22年４月、5月の中央会の行事日程をお知らせいたします。

　【平成22年度第1回理事会】
　　開催日時　平成22年4月28日（水）午後12時30分～											
　　開催場所　長野市岡田町　「ホテル信濃路」		
　　内　　容　平成22年度通常総代会開催日時、提出議案について
　　　　　　　※�４月上旬ごろ理事各位に理事会開催の案内を送付いたします

　【平成22年度通常総代会】
　　開催日時　平成22年5月20	日（木）14時～										　
　　開催場所　長野市南石堂町　「ホテルメトロポリタン長野」

　６月１日からFDA（フジドリームエアラインズ）
のエンブラエル170ジェット機が毎日、県営松本空港
（信州まつもと空港）から福岡、札幌に就航します。

◆	事業の概要
　	　就職の決まっていない平成22	年３月の高校
新卒者を研修生として有期雇用することを通
じて、当該企業において必要な知識や技術な
どを身につけていただき、その後の正規雇用
へとつなげていただくものです。
　	　研修期間中の研修生にかかる人件費、研修
経費等は県が負担します。

◎事業主の主な要件（次のいずれにも該当すること）
　１）長野県内企業の事業主であること
　２）�「産業振興」、「環境・エネルギー」、「観光」、

「情報通信・安全」「福祉・子育て」、「介護」、
「医療」、「農林水産」、「教育・文化」、「地
域社会雇用」の事業主であること

　３）�ハローワーク等に本事業に係る求人登録
をしていること

　４）�雇用期間（研修期間）終了後に当該対象
者を正規雇用として雇い入れることを前
提としている事業主であること　など

◎	新卒未就職者（対象者）の主な要件（次のいず
れにも該当すること）
　１）�平成22�年３月に県内の高校等を卒業（見

込み）の者であること
　２）�平成22�年２月末日までに就職先が内定し

ていない者であること
　３）�県内企業等に就職を希望しハローワーク

等に本事業に係る求職登録をしていること
　４）�雇用期間（研修期間）終了後に受け入れ

先企業等における正規雇用を希望してい
ることなど

　事業内容でご不明な点は下記までお問い合わ
せ下さい

重要なお知らせ

事業主の皆様へ

＜募集期間�平成22年２月22日から平成22年８月31日＞

６月１日福岡、札幌へ就航!!

問い合わせ先
長野県中小企業団体中央会　連携支援部
TEL.026-228-1171　FAX.026-228-1184　
ホームページhttp://slps.or.jp
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