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廃棄物に眠る宝
「都市型鉱山」を掘り起こせ！

～東日本自動車解体処理協同組合の活動から～

　金属価格急騰が続く。鉄、銅など一般的な金属はもとより、ハイテク産業になくてはな
らないレアメタル（希少金属）が将来的な供給不安に見舞われている。資源のほとんどを
海外に依存する日本。レアメタルなど貴重な資源の供給不安をどのように解消し、安定的
に確保するか。そのために効率的な回収・リサイクル技術、代替材料の開発など、産業界
でさまざまな取り組みが行われている。
　自動車関連業界の新たな取り組み事例を通して、資源リサイクルの現状と課題について
紹介する。

巻頭特集



3

　「都市型鉱山」―最近の世界的な金属価格の急騰
にともない、にわかに関心が高まっている言葉だ。
　これは1980年代、東北大学の南條道夫教授らが
提唱したリサイクル概念。家電製品やパソコンなど
の電子機器には金やレアメタルなどの鉱物資源が大
量に使われている。廃棄されたそれら製品をひとつ
の鉱山と考えて、そこから可能な限り有用資源を取
り出そうという考え方だ。
　独立行政法人物質・材料研究機構によれば、日本
の都市型鉱山の規模は世界有数の資源国に匹敵する
という。
　世界の現有埋蔵量におけるシェアをみると、金
16％（約3800トン）、銀22％（約6万トン）、インジ
ウム61％で、それぞれ世界第1位。ベスト5には銅（2
位）、タンタル（3位）、白金（3位）、スズ（5位）な
ど多くのレアメタルが入る。また、日本の都市型鉱
山で世界の年間消費をどれくらいまかなえるかとい
う試算では、リチウム7.4年分、プラチナ5.7年分、
インジウム4年分と蓄積量も膨大だ。ある意味、日

本は世界有数の資源国ともいえる。
　ちなみに、金鉱石1トンから採れる金は、南アフ
リカの有力な鉱山でも4〜5グラム。これに対し、
廃棄された携帯電話1トンに含まれる金は約280グ
ラムにものぼる。都市型鉱山は文字通り“宝の山”
なのだ。
　この宝の山から、さまざまな金属を回収するには
非常に高度な技術が必要だが、この分野で日本は世
界トップクラスの技術を持つといわれる。
　例えば、DOWAエコシステム㈱。使用済み情報
機器などにある基板などを破砕・分解して精練し、
金、銀、銅やレアメタルを回収・リサイクルする国
内トップクラスの企業だ。特に資源リサイクル事業
では、廃棄家電や電子機器の基板など処理が難しい
リサイクル原料を大量に扱い、金、銀など20種ほ
どの金属の回収・リサイクルを行う。このような技
術を持つのは世界でも数社のみといわれ、国内外か
ら注目されている。

　レアメタルとは、プラチナ、イリジウム、リチウ
ム、コバルト、レアアース（希土類）など流通量の
少ない31鉱種のこと。プラチナやロジウムは南ア
フリカが世界の埋蔵量シェア8割を占め、レアアー
スはほとんどが中国で産出されている。
　レアメタルが重要なのは、電池、液晶、ハイテク
機器のセンサーやLSIなどに不可欠の材料だから
だ。省エネや環境に配慮した製品づくりにもなくて
はならない。
　例えば、インジウムは液晶や太陽光発電の電極な
どに使われている。電気自動車やハイブリッド車の
高出力モーターの強力な永久磁石はレアアースから
作られる。そうした高性能パーツは大型液晶テレビ
をはじめとする家電製品、パソコンや携帯電話など
のハイテク製品からハイブリッド車まで、すべての
ハイテク製品に使われている。そして、自動車の排

ガス触媒装置には
プラチナなどの白
金が欠かせない。
　鉄は「産業のコ
メ」といわれる。
これに対して、レ
アメタルはベース
メタル（鉄など）
の特性を変化させ
る添加剤として使
われていたことか
ら、以前から「産業のビタミン」と呼ばれていた。
　しかし今や日本の産業の根幹を支える最重要資
源。ビタミンにとどまらず、「生命線」ともいえる
存在になっている。日本の産業界にとって、安定的
な確保は至上命題だ。

日本は世界有数の資源国

レアメタルは「産業の生命線」

深澤社長
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巻頭特集　廃棄物に眠る宝「都市型鉱山」を掘り起こせ！

　資源としての重要性を武器に、中国では国家戦略
としてレアアースの輸出規制を始めた。このような
現実の中で、日本が他国からの輸入だけに依存する
状態は非常に大きなリスクをはらんでいる。あるひ
とつのレアメタルが深刻な供給不足に陥り、日本の
すべてのハイテク製品の生産がストップするという
悪夢も現実味をおびてくる。
　自動車の解体、廃棄物処理を行い、エンジン、
パーツ類を輸出する総合商社、株式会社ふかさわの
深澤剛敏代表取締役は次のように話す。
　「スクラップには鉄、アルミ、プラスチックなど
もついているので国内で解体処理すると人件費がか
かります。それで採算が取れないからと“雑品”と
して国外に輸出しているケースが多い。ちなみに
2007年のデータでは、金は12トンの輸入に対し
て、67トンが海外に流出しています。一方、人件

費が安い中国ではそれを人海戦術で分別し再資源化
している。自身が資源大国でありながら、さらにレ
アメタルの抱え込みをしているのです。また、ロシ
ア・中国・ブラジル自身も鉄鉱石の輸出の規制を始
めているのです」
　日本が今後も世界トップクラスの先進工業国とし
て生き残っていくためには、レアメタルの安定供給
が不可欠。原油備蓄と同様の備蓄制度やリサイクル
体制の確立、また代替品の研究など、国としての多
面的な取り組みが急務となっている。
　「今、自動車各社だけでなく、電機メーカーなど
も加わって開発を競っています。将来、ガソリンエ
ンジンの自動車は電気自動車に取って代わるでしょ
う。しかし、それを作ろうと思った時、果たして作
る材料（レアメタル）があるのか、という問題なの
です」

　深澤社長は自動車解体業の産業界での認知をめざ
し、長野県内の同業者による長野県自動車解体処理
の協同組合を設立。それをもとに平成14年、東日本
エリアの同業社に呼びかけて、内閣総理大臣および
経済産業省局長認可の「東日本自動車解体処理協同
組合」を設立した。産業類別区分に「自動車解体業
（中古自動車部品を含む）」という項目を新たに加え
させたのも同組合の功績だ。深澤社長は現在、同組
合顧問の立場で組織強化に尽力している。
　日本の製造業の多くが今、人件費や原材料の安さ
から海外移転を図っている。しかし、それが国内産
業の空洞化を加速し、結果として日本そのものの衰
退を招く結果となるのではないか。同組合はそれを
危惧し、何とか阻止したいという立場から、業界を
あげての高度なレベルでの再資源化への取り組みに
力を入れている。めざすのは資源の海外依存からリ
サイクルへの転換だ。
　都市型鉱山というと携帯電話、テレビ、デジカメ
といった製品が引き合いに出されるが、実は自動車

は資源の宝庫だ。構造体の中にもさまざまな金属が
使われ、触媒やコンピュータなどレアメタルを含む
部品も多い。カーナビやカーオーディオを含め、小
型車では平均20個もの基板が搭載されているとい
う。
　「自動車で大切なのはリターンリサイクル」と深
澤社長は力を込める。リターンリサイクルとは、使
用済み自動車から回収した資源を再び自動車に利用
すること。日本では自動車用鋼板の大半が鉄筋棒鋼
にリサイクルされ、リターンリサイクルはほとんど
ないというのが現状だ。また、自動車の部品リユー
スも海外では広く一般的に行われているが、日本で
はあまり進んでいない。

海外に流出するレアメタル

自動車は資源の宝庫

ハンドル近くには燃焼すると有毒ガスを
発生する部品も

排ガスの触媒装置にはプラチナなどの
白金が必要不可欠
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　このような現状を改善すべく、同組合では「自動
車リサイクル技能士」制度と資格を創設。自動車リ
サイクルシステムの中核を担う人材を育成し、自動
車に搭載された資源の有効活用をさらに効果的に進
める取り組みを始めた。
　「ハイブリッド車には300ボルトの高電圧部品が
あり不用意に触れると命に関わります。実際、そう
いう事故がたくさん発生しています。また自動車の
ハンドルボックスには燃えると危険なガスが発生す
る部品が付いています。さらに油を流さない、フロ
ンガスをきちんと抜くなど環境面での配慮も徹底す

べきです。自動車の
精緻な解体をするた
めには、このような
素材の知識から環
境、危険性まで、高
度な知識を横断的に
教える必要がある。
自動車リサイクル技

能士は資源保護と活用
はもとより、業界の発
展にとっても不可欠な
存在になると思いま
す」
　資源の有効活用への
意識が高まり、リター
ンリサイクルが進め
ば、細かく金属を回収
する人手も必要にな
る。それが新たな雇用
を生むことにもつなが
る。
　深澤社長も資源回収
を担う人材として、ハ
ンディキャップを持ったスタッフを雇用している。
将来的には地域の障害者福祉施設とも連携し、お互
いのメリットを追求するかたちで受け入れを図って
いくことも検討しているという。

　国連で鳩山首相は「鳩山イニシアチブ」として、
2020年までにCO2の25％削減をめざすと表明した。
この実現については疑問視する声もある。しかし、
深澤社長は「都市型鉱山を積極的に活用すれば相当
量のCO2が減らせます。これで25％削減は可能」と
断言する。
　その根拠とするのが、BIR（Bureau	of	International	
Recycling）（本部ブリュッセル）が2008年に発表し
たデータだ。
　これによると、1トンの製品を作る際のCO2排出
量は、スズの場合、天然資源利用2.18に対し、地上
資源利用だと0.03と、99％の削減が可能になるとい
う。同様に鉛は99％、アルミニウムは92％、ニッ
ケル90％、亜鉛76％、鉄58％など。また1トンの製
品を作る際のエネルギー消費量も、アルミニウムの
場合、地下資源4,700テラジュールに対し、地上資

源は240テラジュールと大幅に低くてすむという。
　ただし、日本国内企業のCO2排出量はデータの基
になっている排出量よりも大幅に低いため、正確に
はこの数値ではない。しかし、都市型鉱山の活用が
環境保全に有効であることは間違いないといえるだ
ろう。
　レアメタルなど貴重な資源の保全とともに、環境
保護の視点も大きい都市型鉱山の活用。自動車関連
業界を中心に、より大きな連携をめざす同組合の果
たす役割は非常に大きい。

「自動車リサイクル技能士」制度創設

都市型鉱山でCO2の25％削減は可能

課題は自動車から自動車への
リターンリサイクル

自動車の資源リサイクルに取り組む、㈱ふかさわ

製品から基板を取り出す作業には
人手が欠かせない

自動車に搭載された基板のひとつ
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巻頭特集　廃棄物に眠る宝「都市型鉱山」を掘り起こせ！

■所　在　地　　事　務　所　㈱長野県自動車会館内
　　　　　　　　　　　　　　　〒381-0034		長野市大字高田五分一沖679-10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL		026-226-5416			FAX	026-226-5194
　　　　　　　　東部町事業所　〒389-0514		東御市加沢128-1　上川原工業団地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL		0268-63-0155			FAX	0268-61-0088
■設　　　立　　平成7年2月10日
■出　資　金　　1億1,480万円（平成21年5月現在）
■地　　　区　　長野県一円
■組合員資格　　(1)	自動車卸売業又は自動車小売業を行う事業者
　　　　　　　　(2)	組合の地区内に事業場を有すること
■組 合 事 業　　(1)		組合員の取り扱う使用済自動車の回収・解体・資源再利用化等自動車リサイクル法によ

る適正処理を行う施設の設置及び運営
　　　　　　　　(2)	組合員のためにする使用済自動車からの再利用部品・鉄クズ・燃料油脂等の共同販売
　　　　　　　　(3)	組合員のためにする廃棄自動車の輸出用に限っての共同販売
　　　　　　　　(4)	教育情報事業
　　　　　　　　(5)	福利厚生事業
■組　合　員　　38社（平成22年3月現在）

●設立の背景
　	　昭和63年、長野県自動車販売店協会（会員45社）と日本自動車販売協会連合会長野県支部が中心にな
り、廃棄自動車による環境影響の研究を開始した。
　	　急速な車社会の発展に伴い、廃棄自動車の野積み問題、フロンガス、廃油などの環境汚染の問題、廃棄
物の最終処理処分場の不足問題、さらに平成10年の長野冬季オリンピックの景観問題など自然破壊や地球
環境の保全など新しいさまざまな問題が浮上してきていた。長野県では、年間25,000台の廃棄自動車が発
生しているが、自ら責任を持って処理することが「資源、環境、リサイクル」に対する自動車販売事業者
の企業責任と考え、廃棄自動車の回収、解体工場を建設した。「環境保全を第一とした資源の再利用化を進
める」という、明確な目標のもとに環境意識の改革を行い、相互扶助の精神のもと、平成7年56社で協同組
合を設立、7億8千万円を投じ工場を建設した。工場は平成9年度より稼動している。

●事業活動の概要
　	　長野県東部町（現在の東御市）に敷地25,877㎡、事務室・工場3,189㎡を建設し、自動車販売業者が事業
活動から生ずる廃棄自動車を回収、解体して再利用部品の取外し、鉄クズ等を販売することで資源再利用
化を図っている。廃棄自動車を解体する過程で発生するフロンガス、エアバック、鉄クズなどの環境汚染
物質の適正処理を行い、油類は100％自家消費することで地域への環境汚染、省エネを実現している。
　	　当組合の取組みが認められ、平成19年度には三重県主催の第6回「日本環境経営大賞		環境経営優秀賞」を
受賞している。
　	　平成20年度の総売上は約3億2,594万円。使用済自動車入庫台数は7,699台（前年比28.5％増）、解体処理台
数は6,971台（前年比9.9％増）の実績となっている。

協同組合長野県中古自動車リサイクルセンター

長野県内で自動車解体処理を実施している組合の中からその活動を紹介します。
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I N N O V A T I O Nイノベーション

　百貨店の売上高の前年割れが止まらず、天下の三越でさえ大規模な人員削減の

実施が不可避です。一方、ユニクロ、しまむら、ソフトバンクなどデフレ対応し

た企業や楽天、アマゾン、一休などネット対応している企業の業績は好調です。

日本の歴史上初めて直面する過去10年間の比較で給料まで下がるという『給与ま

でデフレ』という厳しい環境変化に対応して消費者の購買心理も大きく変わりつ

つあるようです。消費者が必要なものしか買わなくなってきているし、その購買

もレンタルで済ませたり、リサイクルの中古品を上手に活用したり様々な節約の

アイデアを絞っています。

　その中で注目したいトレンドは、モノを自分一人で買わずに他人と共用でOK

という人が確実に増えてきていることです。日経地域産業研究所の調査によると、

積極派が8.6％、ある程度なら利用したい派が40.9％と全体の半分近くがモノの

共有について肯定的な認識をもっています。その理由は、お金が無いという経済

的理由（39.7％）よりも、頻繁に使うものではないから（61.9％）、モノを無駄

にしたくない（56.3％）と、環境まで考え、「もったいない」という価値観から

の選択という感じです。一人で所有するのではなく何人かで所有するという、別

荘の世界ではタイムシェア別荘と呼ばれ、エクシブや東京急行電鉄のビック

ウィークが著名ですが、車の世界でもオリックスをはじめカーシェアリングが普

及し始めています。貸し衣装屋もネットを通じて展開しているところは業績がよ

く、高級バッグやアクセサリーを貸し出しています。レンタルではなく、会員と

なる事により、みんなで服飾品を所有するのです。

　しかし、よく考えてみれば、それは決して新しい考え方ではなく、医療業界で

あればCTなどの高額医療機器、農家でも高価なトラクターなどの共同所有によ

る稼働率のアップが図られてきました。寄り合いで山を共有管理し、農村の生活

が成り立ってきた歴史があります。建設業界においても、古いアパートを改修し

て、入居希望者が集まり組合を結成し、その組合が事業主となって、土地取得か

ら設計者や建設業者の手配まで、建設行為の全てを行う集合住宅「コーポラティ

ブハウス」が注目を集めています。昔の長屋で井戸端会議の現代版という発想で

しょうか。住居そのものをシェアするシェアハウスも確実に伸びてきています。

昔は、共用のトイレや洗い場があり、そこにはご近所同士のコミュニケーション

があり様々なコミュニケーションが生まれていましたが、今の時代に合わせた形

所有から共有へ
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で共有のライフスタイルを考え提案していく動きが確実に出てきています。

　所有から共有へ。「自社の商品サービス提供活動の中で導入できるものはない

か？」「サービス提供者として自社の商品サービスを何人かで持ち合ったら？」

と提案できる余地はないか。共有が起きると自社の商品やサービスの需要が減少

してしまうことはないか？

　消費者の嗜好が大きく変わるときには、リスクも大きいですが、大きなビジネ

スチャンスに遭遇することも多くあります。一人の個人、または法人でなく何人

かの組織で所有し利用しあっていく形態が日常の中でどのように動いていくのか

注目していきたいと感じております。

　平成22年度税制改正で、土地所有者にとっては非常に影響の大きい項目があり

ます。相続税の「小規模宅地の評価減の特例」の改正です。これは、亡くなった

人が居住用に使っていた宅地のうち、一定の条件に合う土地の相続税評価額を大

幅に減額する特例措置です。例えば、父親の持家に同居していた息子が、父親の

死後も引き続き住み続ける場合に、相続した土地の評価額を80%減額するという

もので、極めて減税効果の大きい特例です。

　しかし、平成22年４月１日から、この特例措置を受ける人の継続居住要件が厳

しくなります。

　これにより大幅な増税はもちろん、新たに相続税を納付しなければならない人

が増える可能性があります。

押し寄せる相続税増税の波!!
～居住用宅地の減額が制限される～

【例】

夫Ａは妻Ｂと一緒に暮らしていました。

この度、Ａの死亡により相続が発生し、

Ａが所有していた居住用宅地（200㎡、

評価額5,000万円）を別居している子Ｃが

取得しました。

Ａには他にも預金4,000万円の財産が

あり、妻Ｂが取得しました。

取得者が継続所有
する場合
評価額
▲80％

評価額
▲80％

評価額
▲50％

しない場合

⇩ ⇩

減額なし

現行法

改正法

亡くなった人の
居住用土地
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※	なお、配偶者については継続居住要件が不要のため、取得しただけで80%減額

が受けられます。しかし、次の相続（配偶者の死亡）を考えると、近い将来、

同じ財産についてまた相続税が課されることになります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　また改正前は、居住用宅地を１%でも

配偶者が取得すれば、残り99%を取得し

た別居の子についても80%減額が可能で

した。しかし、今回の改正により、その

宅地を取得した者ごとに減額の適用要件

を判定することとなったため、子につい

ては、減額を全く受けられなくなります。

　

　節税対策としては、以下のような点が

挙げられます。

＊　	改正される減額特例を有効に適用で

きるかどうか、相続開始前に十分に

検討する。

＊　	「贈与税の配偶者控除」（１回限り、2,110万円までの居住用不動産を無税で

移転できる）を使い生前贈与する。…別途要件あり、詳しくはお尋ねください。

＊　	家族一緒に暮らすといった親孝行が	、結果として節税につながる。

　既に相続税対策を行っている方についても、一度対策の見直しが必要になりま

す。

現　行
妻：500万円　子：500万円

改　正
妻：500万円　子：2,500万円

合計1,000万円だった評価額が
３倍の3,000万円に!!

夫所有の居住用宅地
評価額5,000万円

同居の妻
2,500万円

別居の子
2,500万円

5,000万円×50％＝2,500万円を減額

4,000万円を合わせても

6,500万円＜7,000万円（基礎控除額）

相続税は0円

改正前

2,500万円 の減額はナシ！

4,000万円を合わせると

（9,000万円−7,000万円）×10％

相続税は200万円

改正後

⇨

1/2ずつ共用した場合

※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。

相続発生



︱健︱康︱を︱考︱え︱る︱

トラウマって何のこと？

　外来語のなかで一番広く使

われている言葉は、「ストレス」

であるといわれます。このと

ころ、ストレスの他にトラウ

マという言葉もよく使われる

ようになりました。この言葉

が日本で有名になったのは、

神戸の震災やサリン事件等の

精神的後遺症が問題になった

際に、外傷後ストレス障害（ポ

ストトラウマティックストレ

スディスオーダー：PTSD）と

いう診断名が語られるように

なってからです。そもそも

PTSDはベトナム戦争からの帰

還兵にみられた症状の観察と、

いささかの政治的背景もあっ

て1980年にアメリカで公にさ

れた「診断と統計のためのマ

ニュアル第３版（DSM-III）」

に採用された診断名なのです。

ちょっと専門的になるのです

が、DSM-IIIでは、病因論や疾

患単位論などの議論は、いわ

ば棚上げにされました。精神

疾患の病因はよくわかってい

ないものが多く、また一つの

疾患の輪郭も不明確だからで

す。

　ところがPTSDのみは、その

定義のなかに「外傷的事件」

という「病因」が含まれており、

DSM-IIIの中で鬼子のような存

在であることは当初から問題

になっていました。そのこと

はともかく、主な症状として

は、その事件を思い出したく

ないのに思い出してしまう（フ

ラッシュバック）、悪夢にうな

される、神経過敏、心的外傷

を受けた際と類似あるいは同

一の状況を避ける、等があげ

られます。「外傷的事件」の定

義は「生命を脅かされるかそ

れを目撃すること」となって

います。しかし、このような

定義にあてはまらない「事件」

でもトラウマになる可能性が

あり、PTSDにあてはまらない

トラウマ反応もあるといわれ

ています。

　上に述べたトラウマ反応は、

１回か多くても数回の「外傷

的事件」によるものであり、

児童虐待のように、「外傷的事

件」が長期間、反復された結

果としておこる精神的後遺症

に関しては、少なくとも外傷

を病因論の中心に据えた診断

名は定まっていません。いく

つか提唱されている診断名の

中で、最も有名なものはハー

マンによる複雑性外傷後スト

レス障害ですが、DSM-IIIや

1994年に改訂された第４版の

DSM-IVにもこれは採用されて

いません。今後、ハーマンの

考え方はDSMにとりいれられ

ていく可能性があります。

　ハーマンは、複雑性外傷後

ストレス障害の中核は「無力

化と他者からの離断」である

といっています。いわゆる多

重人格（解離性人格障害）や

対人関係の極端な不安定さを

特徴とする境界性人格障害、

またアルコール依存症や薬物

依存症などの嗜癖行動を示す

人には、成長期に反復された

外傷体験をもつ人が多いよう

です。

長野県保険医協同組合

監事　加藤　信
（松本市　かとうメンタルクリニック）
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■理念をもち実践する
経営とは経営者である自分の生き方、在り方
を生き様として表現することである。
生き方も在り方も経営の志である。
生き方とは経営者の価値観を表した経営目的、
経営姿勢などの経営理念である。
理念とは、今、考えることができる最高の姿
であり、これに心のエネルギーである念力（ね
んりょく）が融合すれば理念となる。志となる。
さらに、経験が積み重なってくると信念となる。
在り方とは自社の将来の姿を表したビジョン
である。実現する姿である。
生き様とは具体的な商品やサービス、仕組み、
運営の仕方である。
理念、ビジョンがあっても現実を創らなけれ
ば絵に描いた餅に終わる。生き様とは、理念、
ビジョンを具現化することである。

■現実をつかみ未来を洞察する
足元をみない夢は幻想である。
足元とは過去から現在までであり、これから
歩み始める現在から未来への道である。
現実は過去の事実の積み重ねであり、未来も
これから創り出す未来の積み重ねである。
未来を見通すためには過去から学ぶことであ
る。歴史から学ぶことである。
さまざまなできごとが、なぜ、生じてきたのか、
その原因と結果を考えてみることだ。
自社、業界、社会の変化を見つめ直してみる
ことだ。
そうすると、将来を読むことができる。

■未来をともに共有し、ともに行動する
経営とは、ともに未来を語り合い共有し、こ
の未来を実現するために、ともに行動して現
実を変えていくことである。
今ある現実をあるがままに認めたうえで、め
ざす未来を描き、共有し、実現するために行

動することにより、この現実を変えることが
できる。	

■動的バランスをとる	
会社は生きものである。会社を取り巻く経営
環境は変化を続けている。
自社が持つ個性を自覚し、経営環境の変化を
つかんで活かすと強みとなる。
会社の内部も成育という変化ができる。経営
環境に適応し、市場を創造するために自社の
内部のもの、人財の育成、経営資源の再編を
繰り返していくことだ。
会社は過去のまま、現在のままでは成長でき
ない。
人財の成長度と経営資源、営業力、技術力や
取引先、お客様との関係を把握して、動きの
中で重心を変えながら、バランスをとることだ。

■人財を育成し組織を成長させる
人は誰でも成長できる。人は誰でも成長途中
である。会社も同様である。
経営も仕事も人の行為であるから、良い組織
をつくるためには人を成長させることだ。
成長できる環境をつくることだ。あるいは、
自分を変えざるを得ない環境に入れてしまう
ことだ。
成長するためには意志を持つことだ。この意
志を意識し続けることだ。
意志と意識を持ち、自分が自分に課したテー
マを実現するために自分を鍛え、磨くことだ。	
学ぶことにより、見えなかったものが見えて
くる。
知識を習得しても、人生や経営で活かすこと
ができないものならば荷物になるだけだ。
知識を実践で活かし、経験することにより知
恵となり、見識となる。
血となり肉となる。自分のものとなる。	活学
実践をすることだ。

 組織を動かす、
　  良い組織をつくる⑵
信州ビジネスコンサルタント協同組合理事長　中小企業診断士　滝澤恵一
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将軍家献上の「暑中寒晒蕎麦」を復活

　夏は前年に収穫した秋そばが劣化し、どうして
もそばの味が落ちる。ところが江戸時代、夏の土
用に食べられる最上級のそばがあった。伊那の高
遠藩と諏訪の高島藩が将軍家に献上した「暑中寒
晒蕎麦」だ。古文書によれば、当時の信州そばの
最高位に位置づけられる名産品だったようだ。
　それを今によみがえらせたのが「献上寒

かんざら

晒しそ
ば」®（※商標登録）だ。
　茅野商工会議所が中心になり、そば生産者、手
打ちそば店、製麺会社、行政、大学が連携。平成
17年「寒晒し蕎麦復活再生推進会議」を立ち上げ
て再生に取り組んだ。18年に茅野市内のそば店が
参加し、７月の土用丑の日をはさむ期間限定で「献
上寒晒しそば祭」を開催。以来毎年行い、そば通
の評判も上々で売上げも大きく伸びている。

雑味の抜けた甘味のあるそば

　「献上寒晒しそば」は現在、茅野市の３地区での
み生産されている。厳寒期の清流に玄そばを10日
ほど浸し、さらに八ヶ岳から吹き下ろす寒風と天
日に１カ月ほど晒した後、土蔵で夏まで保存。そ
れを一番粉（さらしな粉）に挽いて打ったこだわ

りのそばだ。諏訪地域の“凍み”
を利用した伝統食品のひとつ
でもある。
　十割で打つ色白のそばは甘
味があり、シコシコ、モチモ
チの食感。雑味もなく、舌ざわりの良さが際立つ。
　おいしいだけでなく、健康にも良い。井上直人
信州大学教授の研究で、血圧低下や肝・腎機能の
改善、血糖の抑制、リラックスなどの効果のある
「ギャバ」が通常の2.7倍も増えていることが分かった。

茅野市内12店で「献上寒晒しそば祭」

　地域限定・期間限定の「献上寒晒しそば」は1,600
円。「最初は値段の高さに驚かれたお客様もいまし
た」と話すのは、毎年参加しているそば店「呉竹房」
の矢野誠二さん。「そのおいしさに毎年楽しみにさ
れるお客様が本当に増えましたね。初めて食べる
お客様には、寒晒しそばについて努めてお話しす
るようにしているんですよ」。
　今年の「献上寒晒しそば
祭」は、７月10日（土）か
ら８月１日（日）まで。茅野
市内12店の手打ちそば店
でしか食べられない幻のそ
ばを、ぜひ味わってみたい。

■献上寒晒しそば
　問い合わせ／茅野商工会議所　茅野市塚原1-3-20
　TEL 0266-72-2800　FAX 0266-72-9030

夏の土用限定！ 将軍家献上の極上そばを味わう。

献上寒晒しそばが食べられる「よもぎ庵白鳥」のそば

地域ならではの味を追求する「呉竹房」のそば

その2◆献上寒晒しそば（茅野市）

　「健康をテーマに地域を元気にしよう」という発想
の一環として取り組んだのが「献上寒晒しそば」の
復活でした。古文書を調べる一方で、大学と連携し
て機能性成分の研究も行い、伝統的食文化と健康の
両面でアピールできるそばができたと自負していま
す。「献上寒晒しそば祭」も今年で４年目。一人でも
多くの皆さんに味わっていただきたいですね。

白川　元
（茅野商工会議所専務理事）

私も推薦
します

「信州そば食べある紀行」

厳寒の清流に玄そばを浸す

諏訪大社で行われる寒晒しに使用
する玄そばの「清払い式」
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

中小企業応援センター事業をご活用ください
～中央会は専門家を派遣して中小企業の課題を解決します～

◆事業の目的
　	中小企業が（１）新事業展開、（２）創業、事業再生及び再チャレンジ、（３）事業承継、（４）
ものづくり支援、（５）新たな経営手法への取組みといった高度・専門的な課題（以下「専
門的支援課題」という）に取り組むに当たり、中央会を含む７つの支援機関が「中小企業
応援センターながの」を構成して課題解決に適した専門家を派遣し、中長期的に発展する
ための経営基盤の強化を図ることを目的とします。

◆専門家派遣の概要
　	専門家の派遣は無料。派遣回数は原則として３回以内
です。（４回目以降は有料の専門家派遣事業を使うこ
とができます）

◆お申込み方法
　	中央会にお申込みください。ご相談の内容を検討させていただき、専門的支援課題に該当
する場合は専門家を派遣します。

◆担当　連携支援部相談室（TEL 026-228-1171）

中小企業応援センターながの
代表法人　㈶長野県中小企業振興センター

構成法人　	長野県中小企業団体中央会、長野県商工会連合会、

　　　　　長野商工会議所、松本商工会議所、㈶長野経済研究所、

　　　　　長野県農業協同組合中央会

①	新事業展開（経営革新、地域資源

活用、農商工等連携、新連携）

②	創業、事業再生及び再チャレンジ

③事業継承

④	ものづくり支援（ものづくり高度

化「サポイン」）

⑤新たな経営手法への取組み

⑥	追加的支援課題（国が応援セン

ターに要請するもの）

技術・製品開発

地域金融機関

相談／指導実施

専門家派遣依頼

専門家派遣依頼 指導依頼

専門家派遣 指導承諾

代表法人
長野県中小企業振興センター

構成法人

　長野県中小企業団体中央会 他

商工会議所
信用保証協会
商工会　他

支援要請 販路開拓

マーケティング

人事・労務管理

資金調達

事業承継

地域資源活用

農商工連携

専門家

中小企業応援センターながの

県内支援機関

中

　小

　企

　業

専門的支援課題とは
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー
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０５７０‒００１‒２４０
受付時間●月曜日～金曜日（祝日を除く）午前１０時～午後４時（正午から午後１時までを除く）
※通話料がかかります。 ※PHSおよび一部のIP電話からはつながりません。

全国共通
専用ダイヤル

ひまわりほっとダイヤル 検索

ひまわり中小企業センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3　TEL03-3580-9981 FAX03-3580-2866
URL●http://www.nichibenren.or. jp/

取引先が売掛金を
　払ってくれません。
なんとかしたい！

そ
れ
、弁
護
士
が

な
ん
と
か
で
き
ま
す
！

　20年来の取引先から
　　　突然「取引をやめる」
　と言われました。
　どうにかしたい
　　のですが…

金融機関への
　返済がキツくて…、
返すのを待ってもらう
　　いい方法は
　　　ないですか？

　末っ子に会社を
　　継がせたい！
長男たちには
　どう対応したら…？

4月1
日ス
ター
ト！

20
10
年

無料相談キャンペーン2010年4月1日～9月30日

※３０分経過以降および２回目以降は　おたずねください。※弁護士の指定はできません。

初回面談30分無料 

経
営
上
の
お
悩
み
か
ら
リ
ス
ク
管
理
ま
で
幅
広
く
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。 

安全第一

中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー
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【旧】  
 

 

【新】

 

 

◇　短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲を以下のとおり拡大しました。 

○ 施行日（※）以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により
　確認された方については、２年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。 

事業主の皆さまへ

○６ヶ月以上の雇用見込みがあること
○１週間の所定労働時間が２０時間以上であること 

○31日以上の雇用見込みがあること
○１週間の所定労働時間が２０時間以上であること 

※　適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合には、公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月
　　の翌月１０日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。
※　雇用保険に加入した場合には、公共職業安定所から事業主を通じて雇用保険被保険者証等を交付
　　することとしています。事業主の皆さまは、「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格
　　取得確認通知書」を確実に本人に渡していただきますようお願いします。 

◇　失業等給付に係る雇用保険料率が変更になりました。
　　（一般の事業の場合：0.8％（平成21年度１年間の暫定措置）→1.2％（平成22年度）を労使折半） 
◇　この他、事業主から雇用保険二事業に係る雇用保険料率（平成22年度は、一般の事業の場
　　合、原則どおりの0.35％）を負担していただく必要があります。
　　平成22年度の雇用保険料率（一般の事業）1.55％（事業主負担分：0.95％、労働者負担分：0.6％）  

詳しい改正内容などについては、最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）におたずねください。
また、改正内容については、厚生労働省ホームページにおいてもご覧になれます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

厚生労働省／長野労働局／公共職業安定所（ハローワーク）

 （※）  施行日とは…公布日（平成22年３月31日）から９ヶ月以内の政令で定める日をいいます。 
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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

　北信州栄村「秋山郷」の山菜たちは、深い雪の中で春の訪れを待っ
ています。雪の中で半年近くも待っている間、おいしさの元となる栄
養をたっぷり蓄えます。そして雪解けとともに０度の雪の下から一気
に高温の外気に触れ、いっせいに生長します。これを雪萌え現象と呼
び、雪国の美味しい山菜の代名詞として、栄村の「雪萌え山菜」として商標登録されています。
　このおいしい、旬の山菜を食べていただくフェアを開催します。
１　日　　時　５月１日（土）〜５月31日（月）
２　会　　場　栄村秋山郷の民宿、旅館、食堂など
３　内　　容　▼	秋山郷の宿泊施設や食堂で、宿の主人が山で採ってきたおいしい天然の山菜

をふんだんに使った田舎料理を提供します。
　　　　　　　▼	ゴールデンウィーク中の５月３日（月・祝）・８時30分から15時まで、小赤

沢の秋山郷総合センター「とねんぼ」で、のよさ市を開催します。地元のじ
いちゃん、ばあちゃんが旬の山菜や農産物を直売します。

４　主　　催　秋山郷観光協会
５　アクセス　〔列車で〕ＪＲ上越新幹線、越後湯沢駅よりバス（津南町乗換え）で約２時間
　　　　　　　〔お車で〕関越自動車道、石打ICより約１時間10分
６　お問合せ　秋山郷観光協会
　　　　　　　（住所）〒949-8321	下水内郡栄村大字堺18281　　（電話）025-767-2202
　　　　　　　（ＦＡＸ）025-767-2276　　（Ｅメール）akiyamagou@sakaenet.jp
　　　　　　　（ホームページ）http://www.sakaenet.jp/akiyamagou/

　大町市常盤にある仏崎観音寺は昔から馬の息災を守護する寺とし
て知られ、例祭には馬を曳いた農家の人々が参拝に訪れていました。
そのため、観音寺境内東の馬場で昔は農耕馬を主とする奉納草競馬が
行われました。
　現在では高瀬川観音橋近くの河川敷で、サラブレッドやポニーも県内外から集まり観光草競
馬が行われます。残雪の北アルプスをご覧いただきながらお楽しみください。
１　日　　時　５月30日（日）９時〜 15時
２　場　　所　大町市常盤泉	観音橋付近河川敷
３　内　　容　▼県内外から集まる約60頭のサラブレッドや農耕馬、ポニーなどが出走します。
　　　　　　　▼１周約500ｍのコースで行われます。
４　料　　金　入場無料
５　アクセス　〔列車で〕ＪＲ大糸線信濃大町駅からタクシーで約５分
　　　　　　　〔高速バス〕新宿白馬線で信濃大町駅前停留所下車、タクシーで約５分
　　　　　　　〔お車で〕長野自動車道豊科ＩＣより約30分
６　主　　催　大町市観光草競馬実行委員会
７　お問合せ　大町市観光協会
　　　　　　　（住所）〒398-0002	大町市大町3177　　（電話）0261-22-0190
　　　　　　　（ＦＡＸ）0261-22-5593　　（Ｅメール）omachisi@chive.ocn.ne.jp
　　　　　　　（ホームページ）http://www.kanko-omachi.gr.jp

秋山郷の春！雪萌え山菜フェア

大町市観光草競馬大会
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長野県中央会団体扱 『オーナーズプラン』 のご案内

お問い合わせ、資料請求は….

☆ご検討にあたっては、該当のパンフレット、「ご契約のしおり－約款」、
   「設計書（契約概要）」、「特に重要な事項のご説明（注意喚起情報）」を必ずご覧ください。

お気軽にご連絡ください！

★ご契約者様
　　長野県中央会の会員組合に所属する組合員（法人または個人事業主）

三井生命から長野県中央会の会員組合に所属する組合員の皆様へ

C-22-1133(H22.4)

★長野県中小企業団体中央会　　共済担当
 長野市大字中御所字岡田１３１－１０　　 TEL：０２６－２２８－１１７１（代）

★共済制度委託機関　三井生命保険株式会社　長野支社
 長野営業部 長野市南石堂町1282-16三井生命長野ビル6階 TEL:０２６－２２６－２８２０
 松本営業部 松本市中央1-21-8三井生命松本ビル１階 TEL:０２６３－３５－８５１９
 飯田営業部 飯田市東和町2-33-5三井生命東和ビル２階 TEL:０２６５－２４－４９８０
 諏訪営業部 諏訪市元町2-12メゾン加賀２階 TEL:０２６６－５２－１３５６
 あづみ野営業部 安曇野市穂高北穂高2865-2ＭＦビル１Ｆ TEL:０２６３－８４－０２５６
 上田統括営業部 上田市中央西1-14-26 TEL:０２６８－２４－２７５５
 丸子営業部 上田市中丸子1647-7ベルプラザ内 TEL:０２６８－４３－０８１８
 東御営業部 東御市県135-1 TEL:０２６８－６４－５４１３
 佐久営業部 佐久市取出町561 TEL:０２６７－６２－０３５８

「オーナーズプラン」のご契約要件

長野県中央会団体扱 『オーナーズプラン』 のご案内長野県中央会団体扱 『オーナーズプラン』 のご案内
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☆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”

長野県中小企業団体中央会　平成22年度通常総代会のご案内
　平成22年度通常総代会が下記の日程により開催されますのでご案内いたします。

　◎平成22年度通常総代会
　　開催日時　平成22年５月20日（木） 午後２時～
　　開催場所　長野市南石堂町「ホテルメトロポリタン長野」　℡026-291-7000

　　総代多数のご出席をお待ちしております。
     　◇お問い合わせは総務部（℡026-228-1171）まで。

　中央会が昨年まで実施してきました「長野県産業人材カレッジ」事業は、今年度から中小企業応援
センターながの（県中小企業振興センターを代表法人とするコンソーシアム。中央会はその構成法人）の事業として
実施する予定となりますのでお知らせいたします。
　なお、講習内容は昨年度と同様で実施いたしますが、受講料は無料となります。
　22年度の中小企業応援センターながのセミナー（生産管理セミナー、原価管理セミナー）の予定開
催地等は下記の通りです。

　●　中小企業応援センターながの生産管理セミナー（開催回数５回）
　　　予定開催場所
　　　諏訪市　諏訪トラック会館　　　　　　　坂城町　坂城テクノセンター
　　　塩尻市　塩尻工業会館　　　　　　　　　佐久市　佐久市勤労者福祉センター
　　　飯田市　飯伊地域地場産業振興センター

　●　中小企業応援センターながの原価管理セミナー（開催回数４回）       
　　　予定開催場所                                               
       　長野市　ながの市場福祉センター　　　松本市　松本ソフト開発センター
　　　上田市　上小トラック研修センター　　伊那市　伊那技術形成センター

松本　　札幌、松本　　福岡を
最新鋭の小型ジェット旅客機
で毎日運航

クラスを超えた広々とした客室に、ゆった
りとしたシートを備え、充実した機内サー
ビスもご用意。FDAの“エンブラエル”で
行く、快適な空の旅をお楽しみください。

重要なお知らせ

中央会からのお知らせ
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