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地域が主役の「地域おこし・
地域文化発信観光キャンペーン」

　「デスティネーションキャンペーン（DC）」と
は、Destination（目的地・行き先）とCampaign（宣
伝）の合成語で、地方自治体、観光関係者と全
国のJRグループ6社が一体となって行う全国観光
キャンペーン。
　昭和53年にスタートし、長野県は過去3回実施
している（昭和55年春、62年春、平成10年秋）。
平成20年度は山梨県（春）、山口県（夏）、仙台・
宮城（秋）、京都市（冬）、21年度は兵庫県（春）、
横浜・神奈川（夏）、新潟県（秋）、京都市（冬）
が実施。今年春は奈良県が行った。
　期間中、JRグループは開催地を全国に集中的
にPRする。全国JR駅での大型ポスター、全国お
よび東京・大阪の列車内での中吊りポスターの
掲出のほか、テレビ番組「遠くへ行きたい」（日
本テレビ系全国ネット）での特集番組等の放送、
時刻表・雑誌等への掲載などを通して、全国か

ら開催地への送客を図る。開催地の地方自治体
や観光関係者等は、観光資源の発掘や開発、イ
ベントなどにより受け入れ体制を整える。
　当初はマスメディア主体の「観光地宣伝キャ
ンペーン」だったが、より実効のある旅行会社・
観光協会主体の「送客キャンペーン」へ。そし
て現在は、地域が主役の「地域おこし・地域文
化発信観光キャンペーン」へと変わっている。
つまり一過性のキャンペーンではなく、地域が
一体となって観光につながる資源を磨きあげ、
地域に観光客を誘致する継続的なシステムを創
ることで地域の活性化を図ろうという取り組み
だ。

キャッチフレーズは
「未知を歩こう。信州」

　信州DCの実施期間は、平成22年10月から12月
までの3カ月間。「未知を歩こう。信州」をキャッ
チフレーズに、歩くほど発見がある「未知なる
道の宝庫」である信州の魅力をPRしていく。

売り出せ、信州の
未知なる魅力！

巻頭
特集

　長野県の観光客誘致の継続的なシステムづくりを
狙う「信州デスティネーションキャンペーン（DC）」
が10月1日スタートする。長野県は国内外の観光地
間競争の激化、長引く不況による節約志向と厳しい
環境が続く中、善光寺御開帳（平成21年春）、諏訪
大社御柱祭（平成22年春）と大型観光イベントが続
いた。この流れを活かし、地域と一体となった誘客
活動を展開しようという全国観光キャンペーンだ。
本特集では信州DCの概要、各方面で始まっている
取り組みと、長野県観光の課題を紹介する。

信州ＤＣ
イメージキャラクター

「アルクマ」
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　全体計画の策定と調整は、長野県の観光関係
者が一丸となって実施し、誘客促進を図ること
を目的に組織された「信州キャンペーン実行委
員会」が行う。同会は長野県観光部に事務局を
置き、県、県内市町村、JR、観光関係業者・団体、
県中央会をはじめとする経済団体等、農業団体、
企業など134団体で構成。新潟県の妙高市・十日
町市・津南町、岐阜県中津川市など、県外から
も参画している。
　事務局では総合パンフレット等の制作のほか、
信州DC実施に向けての気運醸成を図り、地域の
取り組みを支援。JRグループでは都市圏をはじ
め全国に情報発信するほか、イベント列車、臨
時列車の運行、信州向け旅行商品の集中展開を
行う。そして地域では、魅力ある観光素材を掘
り起こし、磨きあげ、観光客を受け入れる「お
もてなし」の仕組みづくりを行う。

「宿泊滞在型観光地」の定着をめざして
さまざまな事業を展開

　信州DCでめざすのは、観光旅行者が繰り返し
訪れ、長期間の滞在を楽しむことができる「都
市圏から近い『宿泊滞在型観光地』としての定
着」。主たるターゲット層を都市圏に住む女性お
よび中高年層とし、次のような取り組みを行う。
　1）	未だ知られていない、新しい信州の魅力を

提案する

　2）	ゆっくりと「歩く」旅行スタイルを提案し、
信州における旅の長時間化や周遊化を促進
する

　3）	お客様を温かくお迎えする「ホスピタリ
ティ」の向上を図る

　4）	旅の楽しみの大きな要素である「食の魅力」
の向上を図る

　5）	単に一過性のキャンペーンとせず、継続的
なキャンペーンをめざす

　6）	効果的な情報発信、プロモーションを行う
　7）	キャンペーンを実施する側も、訪れる側も

「楽しく、面白い」キャンペーンをめざす
　8）	今後の高速交通網の進展を意識した取り組

みを行う
　9）	長野県観光部、(社)長野県観光協会および

市町村の各種事業と連携して相乗効果が上
がる事業展開を行う

　成果については具体的な数値目標を設定して
いる。
　１	．キャンペーン期間中の観光客数および観
光消費額について、対直近3年平均の5％増
以上をめざす。

　２	．期間中に訪れた観光客の、4人中3人以上
（75％）の人が「満足」するキャンペーンを
めざす。

　３	．携わった関係者すべての人が「満足」す
るキャンペーンをめざす。

事　　業 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

誘客促進対策

都市圏PRイベント

観光展、キャラバン等でのPR

プレPRポスター

5連ポスター、総合パンフレット

ノベルティ展開

テレビCM

雑誌広告等

ホームページ

受入体制整備

県内気運の醸成

全県特別企画（ウォーキングラリー等）

信州ぐるっとキャンペーン

さわやかに  もてなそう  県民運動

各地域のおもてなし企画

事業実施スケジュール表

■
旅フェア

春用

現行版

シーズン① シーズン②

観光地美化活動

シーズン③

リニューアル版

夏用

■
100日前イベント

■
30日前イベント

■
オープニングイベント
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巻頭特集　売り出せ、信州の未知なる魅力！

実施に向けて気運醸成を図るため、
平成21年からPR活動がスタート

　今年10月スタートの信州DC。しかし、実施に
向けて県内の気運醸成を図る目的で、平成21年か
らさまざまな取り組みが行われている。
　同年8月までにPR用のポスター、本番1年前に
行われるプレキャンペーン（10月〜12月）をPR
するパンフレット、公式ピンバッジなどを制作。
以後現在まで、目的に応じてPRポスター、パン
フレット、広告などによるPRが行われている。
　同時にPRイベントもスタート。「信州デスティ
ネーションキャンペーンPR展」（平成21年7月25
日〜8月27日）が夏休みで来館者が増える県立長
野図書館で開催。県内各地の信州DCに向けての
取り組みを紹介するとともに、観光関連パンフ
レットやポスター、本などの展示を行った。
　9月には「サイトウ・キネン・オーケストラ六
本木スクリーンコンサート」でPRイベントを実
施。その模様が翌朝のテレビ番組で全国放送され、
信州DCの認知度アップに一役買った。さらに同
月、東京ドームシティで開かれた「ふるさと大信
州市」でもPRを行った。
　10月から3カ月間の「プレキャンペーン」は県
内気運の醸成に向けた各種事業を実施。さらにポ
スター・パンフレットを首都圏・中京圏に配布す

るなど、本番さながらにPR活動を展開した。
　「未知なる魅力フォトコンテスト」「信州DCウ
オーキングラリー」「食の祭典スタンプラリー」
など、県内各地でプレキャンペーン特別企画PR
イベントが行われた。また信州DCイメージキャ
ラクター「アルクマ」の着ぐるみを活用した県内
PRキャラバンも先々で話題を提供し、気運醸成
につながっている。

新聞、ネットなど、
さまざまなメディアを活用してPR

　信濃毎日新聞社との連携など、PRにおいては
さまざまなメディアを活用している。
　信濃毎日新聞紙上に「月刊信州DC新聞」を掲
載（平成21年10月から毎月第2金曜日）。信州DC
に関する情報や県内各地の観光イベント案内な
ど、タイムリーかつ盛りだくさんの内容で紹介し
ている。
　また、信州・長野県観光協会と㈱まちなみカン
トリープレス、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ長野
支店とが連携し、携帯電話サイト「信州なび助」
を運営。GPS機能を活用し、現在いる場所の周
辺観光スポット情報や旬のグルメ情報などを約
6,000件のデータから案内するサービスを提供し
ている。飲食店や観光スポットで使えるクーポン
がつき、ポイントラリーも実施するなど、特典が

公式ピンバッジ

月刊信州DC新聞

10月1日までの残日数を表示る
カウントダウンボード

信州なび助

ポスター
季刊信州
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多いのも特徴だ。
　「信州なび助」は会員登録（無料）が必要。本
番スタートまでに会員1万人、年間100万アクセ
スを目標に、平成21年11月のスタート以来順調
に会員数・アクセス数を伸ばしている。
　さらに200日前にあわせて、信州DCの開始日で
ある10月1日までの残日数を表示するカウントダ
ウンボードを、県庁玄関ホール、県内JR主要駅、
三大都市圏にある県観光情報センターなど県内外
39カ所に設置。信州DCに対する県民の気運を高
めるとともに、誘客促進にもつながっている。

おもてなしの県民運動を推進し、
受け入れ体制を整備

　平成22年3月には、関係者約250名が参加して
「信州DC200日前シンポジウム」を開催した。
　「信州DCを契機とする地域の活性化に向けて」
と題し、舩山龍二（社）日本ツーリズム産業団体
連合会会長が基調講演。さらにJR東日本社長の
清野智氏、道の駅「雷電くるみの里」駅長の唐澤
光章氏、村井知事によるパネルディスカッション

では、信州の魅力をさらに高め、住民参加による
観光振興の在り方について議論が行われた。
　6月には名古屋、大宮、静岡で100日前イベン
トを開催。間近に迫った本番に向けて、都市圏で
の誘客宣伝活動に勢いをつけた。また県内18ヵ
所でもPRイベントを実施した。
　一方、受け入れ体制の整備にも力が入る。特筆
すべきは「さわやかに	もてなそう」県民運動の
推進だ。観光旅行者の満足度を上げ、リピーター
を増やすためには「おもてなし」のレベルアップ
が重要。信州DCに向けて全県的な「おもてなし」
の気運を高めるため、子供からお年寄りまで全県
をあげた継続的な取り組みをめざす。
　信州キャンペーン実行委員会会長の村井仁知事
から、広く県民に「さわやかに	もてなそうメッ
セージ」を発信。県民はそれぞれの取り組みを「観
光おもてなし宣言」として表明し、実践している。
この「観光おもてなし宣言」登録数は1,363件・5
万2,715人（平成22年６月末現在）。さらに旅行者
から寄せられた県内で体験した「心に残るおもて
なし」を公表し、地域で開催する「おもてなし研
修会」の支援も行っている。

　消費者投票による参加型レストラン評価ガ
イドブックとして有名な「ザガットサーベ
イ」。1979年ニューヨークで創刊し、現在世
界89都市で読まれている。
　日本では㈱CHINTAIが東京版、関西版（大
阪・神戸・京都）を刊行しているが、それに
続く3版目が「ザガットサーベイ 長野のレス
トラン＆ホテル」（長野版）だ。日本初の地
方版、しかも初めて宿泊施設の評価も実施し、
観光情報も載せた。
　長野版発刊は県観光部からの提案で始まっ
た。観光立県・長野の再興、消費者満足度の
向上、観光事業者のサービスの改善、インバ
ウンドの推進に向けた取り組みの中で、県は
消費者の視点を評価基準にし、海外にも情報
発信力がある同書に注目。県と同社など産学

官が連携・協力して実現した。
　サーベイ参加者は延べ約1万4,700人。実
際にレストランや宿泊施設に足を運び、食べ、
宿泊し、「料理」「内装」「サービス」の3項目
を30点満点で評価した。実際の投票者約1万
人の中から5,081人を有効投票者数とし、そ
のコメントも引用して各店を紹介している。
参加者の内訳は男性59％、女性41％。年齢
では20代10％、30代34％、40代33％、50
代18％、60代以上5％となっている。
　本誌では長野版各ジャンルで
トップクラスの評価を受けた飲食
店、旅館・ホテルのトップ、料理長
などをインタビュー取材。料理や
サービスへのこだわりなどを紹介
する連載記事を8月号から掲載する。

長野のレストラン、宿泊施設を長野の消費者が評価
  「ザガットサーベイ 長野のレストラン＆ホテル」
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巻頭特集　売り出せ、信州の未知なる魅力！

■信州DCにかける思いは
　長野県観光は長期低落
傾向にあり、旅館ホテル
の倒産が相次ぐという厳
しい状況が続いています。
信州DCで悪いスパイラル
に活を入れ、状況が上向
きになるようにしたい。
来年は「スキー100周年」。それも視野に入れ、“波”
を起こしたいという思いで取り組んでいます。
　長野県旅館ホテル組合会は会員数約1300と全
国トップクラスの数を誇りますが、その半数が客
室数10室未満の小規模経営業者。そういう業者は
大手旅行会社と契約を結んでいないケースも多
く、このような大型観光キャンペーンは他人事に
なりがちです。それだけに私としては、組合会の
全員がメリットを感じられる信州DCにしたいと
思っています。

■組合としてどんな取り組みを
　そのため当会では、「じゃらんnet」「楽天トラ
ベル」「るるぶトラベル」の大手インターネット
予約サイト3社と提携。今年9月から11月の3カ月
間、各サイトのトップページに「信州特集」のバ
ナーを貼り、当会の信州DC特集ページに誘導し
ます。特集ページの中で自然・文化・温泉・食・
体験といったカテゴリーで信州の魅力を発信し、
そこから登録した宿泊施設・宿泊プランにとべる
仕組みです。
　これをきっかけに、できるだけ多くの会員にサ
イト3社への登録と在庫の提供をしてもらい、実
泊の恩恵が受けられるようにしたい。そしてイン
ターネットを使った誘客によって全国から多くの
お客様が訪れる流れをつくっていきたいと考えて
います。

■ネット予約サイトへの期待は
　かつて我々は、お客様は旅行会社が「連れてき
てくれる」という意識でした。しかし今は、まず
お客様が行ってみたいと思う宿になり、それを積

極的に伝えていく時代。旅行したいと思ったら、
まず最初に見るのは旅行サイトです。そこで面白
そうだなと思えば、ポンとクリックして申し込む。
そういう時代なんです。
　DCにからめてこれほどネットを使ったのは初
めてのようです。この「長野モデル」が成功した
ら、次から「うちもやろう」というところが必ず
出てくるでしょう。

■誘客目標は
　サイト全体で対前年同期比140％超の目標を掲
げています。会員のサイト登録への周知徹底を
図っていますが、関心の高まりと信州DCへの盛
り上がりを感じます。我々も団体として一皮むけ
たような気がします。
　旅館・ホテルは地域文化を伝える最前線。地域
の魅力をいかに発掘し、観光客に伝えていくかが
大切です。厳しい時代ですが、小規模でも本当に
良いサービスを提供している宿は堅調。逆に小規
模の宿の方が特化した個性をつくりやすい。それ
だけに長野県の宿泊施設の可能性は大きいと思っ
ています。

■組合会としての魅力発信について
　長野県旅館ホテル組合会青年部で、みそと酒か
す、漬け物を混ぜ合わせた健康食「まぁーず」を
開発しました。
　信州DCにあわせ、組合会の統一テーマを「信
州に泊まると健康になる！」に設定。そこから出
てきたアイデアです。そのまま食べても、魚に塗っ
て焼いてもいい。いろいろなバリエーションがで
きます。
　「まぁーず公式ウェブサイト」を立ち上げたほ
か、各旅館が開発し
た「まぁーずオリジ
ナル料理」のコンテ
ストなども開催。積
極的にPRに務め、
普及を図っていこう
と取り組んでいます。

信州DC−長野県の観光業界はどう迎えるのか。
−小野誠信州DC実行委員長（長野県旅館ホテル組合会長）に聞く−
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巻頭特集　売り出せ、信州の未知なる魅力！

　信州DCを契機に、長野県は県民一人ひとりに
参加を呼びかける「さわやかに	もてなそう」県
民運動を推進している。
　企業などでビジネスマナーや、おもてなしと同
義の「ホスピタリティ」の研修等を行う「企業組
合C&Cハーモニックス」の小山菜穂子代表理事、
高沢貴子専務理事に聞いた。

■	小山代表にお聞きします。ホスピタリティとは
どういうものなのでしょうか。
　ホスピタリティー＝『おもてなしの心』と訳さ
れることが多いですが、私はもっと基本的なこと
で『相手を思いやる心』と思っています。これは
お客様に対してだけでなく職場でも必要で、右の
図のように『ホスピタリティー・マインド』が土
壌にあることによって、“接客マナー”も向上し、
ひいては“売り上げの増加”にも繋がるのです。
　『おもてなし』は、カタチだけのマナーではなく、
相手の“こころ”に働きかけるものです。人は十
人十色、同じ人でも、その時その時の状況によっ
て心の中は違います。大切なことは、相手の立場
に立って、今この人が何を求めているのかを理解
し、それに応えることです。

■	高沢専務にお聞きします。リピーターを増やす
ために必要なおもてなしとは。
　その地域、その旅館で良しとしているものは文
化として残して欲しいと思いますが、今はニーズ
が多様化しています。自分たちのおもてなしの方
法を古き佳き伝統として踏襲するだけでは、お客
様全員には受け入れられません。それは相手の立
場ではなく、こちらの都合で考えてしているもの
だからです。結果として押しつけになっている。
　ホスピタリティ教育はマニュアルではなく、感
性の教育なのです。例えば、マナー研修では15度
のお辞儀、30度のお辞儀といったことも教えるの
ですが、いつでもどこでもそうしなければいけな
いのかというとそうではありません。民宿でそん
なお辞儀をしてもそぐわないかもしれない。お客
様がアットホームで気持ちの良い対応を求めてい

るならば、お辞儀の角度よりも、お客様への言葉
がけの方がずっと大切です。
　ただ、「うちは民宿だからこのサービスでいい
んだ」というのも押しつけになります。やはり、
そのお客様の顔をちゃんと見て、その方に合わせ
たサービスをすることが大切。言葉づかいよりも
心づかい。そこにお客様は満足感を味わうのです。
　「ウチはこれ」と押しつけるのではなく、つね
に相手はどうかを考えること。それがあれば新た
なお客様の広がりも生まれ、長野県の観光業界、
さらには地域の活性化にもつながっていくと思い
ます。

観光客誘致の“継続的な”システムづくり。その柱は「おもてなし」の心。
−ホスピタリティのプロに聞く−

　　　　　　　小山菜穂子さん
　　　　　　　企業組合C&Cハーモニックス代表理事
　　　　　　　 元信越放送アナウンサー。コミュニケー

ションアドバイザー、産業カウンセラー、
オーラソーマ・カラーセラピスト、清泉
女学院大学キャリア講座講師など。

　　　　　　　高沢貴子さん
　　　　　　　企業組合C&Cハーモニックス専務理事
　　　　　　　 元日本航空国際線客室乗務員。JHMA認

定ホスピタリティコーディネーター、マ
ナー・プロトコール（国際儀礼）インス
トラクター、清泉女学院大学ビジネス実
務講師など。

言葉遣い

社内の
人間関係 気配り

身だしなみ

挨拶
接
遇
マ
ナ
ー

ク
レ
ー
ム
減
少

シ
ェ
ア
拡
大

コ
ス
ト
削
減

感謝

笑顔

態度

T.P.Oを
わきまえる

売り上げ増売り上げ増

〈ホスピタリティ･マインド〉
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　今月から３回にわたって、ネットビジネス

（インターネットを活用したビジネス）の考え

方やポイントについてお伝えします。

　インターネット上に店舗（ネットショップ）

や事務所（ホームページ）を開設し、顧客を

獲得する為には、集客アップと反応率アップ

の２つのことを考える必要があります。

　ホームページやネットショップを公開した

だけでは、誰もその存在に気付いてくれませ

ん。したがって、その存在を知ってもらい、

集客アップを考えることが最初の課題です。

　次は、訪れた人が期待する行動をとる確率

を上げることです。具体的な行動とは、商品

やサービスの注文や資料請求、問い合わせな

どです。例えば、一日100人が訪問し、そのう

ち１人が期待する行動をとってくれたとする

と反応率は１％です。ビジネスによって異な

りますが、10％を目指しましょう。簡単な数

字ではありませんが、不可能ではありません。

　もし、あなたのホームページやネットショッ

プがビジネスに役立たない状態であれば、集

客アップと反応率アップの課題が解決できて

いないと考えられます。

　例えば、反応率が著しく低い場合には、

SEO（検索エンジン最適化）やインターネッ

ト広告を出し、訪問者を増やしたところで成

果をあげることはできません。まずは、訪問

者の反応を得る仕組みを実現し、改善する必

要があります。

　逆に、反応率は10％以上あるが、集客が上

がらないのであれば、SEOやインターネット

広告などの集客に力を入れるべきです。

　これから、ネットビジネスをはじめようと

している方ならば、集客アップよりも、まずは、

訪れた人が反応しやすい仕組みを考えましょ

う。

　ネットビジネスの基本は集客と反応率です。

集客なのか、反応率なのか、課題を明確にす

ることからはじめましょう。ネットビジネス

だからといって、インターネットを活用する

ことが違うだけで、一般のビジネスとなんら

変わりありません。目先の難しい言葉に惑わ

されることなく、ビジネスの本質を見極めま

しょう。

信州ビジネスコンサルタント協同組合　理事

  ネットビジネスで顧客を
獲得する為に考えること

ウェルヘッド代表　Web コンサルタント　大和　守



9

︱健︱康︱を︱考︱え︱る︱

アルコールで失敗しないために
―夏だ！ビールだ！ビヤガーデンだ !!―

　暑い夏、乾いた喉に一気に流し

込んだビールはうまい。一方、飲

酒運転による悲惨な事故や酒気帯

び運転により、人生棒に振ってし

まったというようなニュースが後

を絶たない。飲みに行く前に飲酒

運転しようと思う人は少ない。飲

酒により理性や判断力が霧散して

しまう故にハンドルを握ってしま

うのである。

　この忌まわしい（？）アルコー

ルを我々人類が好んで飲むのは、

主に多幸感、解放感、生きる喜び

が得られ（スペインではワインを

キリストの血、フランスでは命の

水と呼ぶ）、且つビールでは口渇が

改善されるからである。しかし、

影の部分もあり、それらを理解し

た上で、人類最古そして最高の嗜

好品を楽しんでいただきたい。

１	．健康面：飲みすぎるとアル

コール性の肝硬変や膵炎、脳症

（歩行などの運動の障害が多い）

などになる。どの疾患になるか

は個人差がある。日本人の男性

の適量は日本酒３合、ウイスキー

ダブル３杯、ワインならグラス

３杯、焼酎２合、ビール大瓶３

本以下である。女性はその50〜

70％が限界である。自分の健康

を害さない酒量を把握しておく

ようにする。

　	　毎日晩酌する人は２日、48時

間連続の休肝日を設けると劇的

に肝機能が改善し、さまざまな

臓器障害を防ぐことが可能であ

る。

　	　症例：35歳、独身男性。酒だ

けが楽しみで毎日、日本酒５〜

７ 合 の 飲 酒。AST159、ALT	

89、γGTP779、週２日の休肝

日を指示。1 ヶ月後AST29、

ALT21、γGTP199に改善した。

読者もトライしてみるとその効

果を体験出来よう。

　	　急性アルコール中毒、いわゆ

る一気飲みによる障害である。

最近では入学時にその危険性に

つき指導、禁止する大学が増加

し、死者は減少した。しかし、

呼吸抑制や昏睡それに続き吐物

による窒息や錯乱など、救急外

来の４月の見慣れた光景である。

ゆっくり味わうのが飲酒の王道

であり、最も安全な飲み方である。

２	．社会面：個人が正常な判断力

や運動能力が維持不可能となる

酒量を知っておく。すなわち、

某大学学長のように階段から足

を踏み外し頚椎損傷し死亡する

というような事故を防止し、且

つ反社会的な事件を引き起こさ

ないようにする。

　	　日本は飲酒に対し世界的に超

許容文化圏であった。酒の上で

の行動はほとんど許され、社員

旅行などで気難しい上司が飲む

ほどに野人になる、ハイになっ

て女性の肌に触れるなど以前は

案外人間らしいと好感度がアッ

プした。しかし、飲酒マナーも

グローバル化が進み、ある国際

会議に酩酊状態で出席した日本

の大臣が国内外で非難されたの

は記憶に新しい。

　	　自らの判断力や道徳律の破綻

する限界以上の量を飲まないこ

とが肝要である。臨界点が近づ

いたら、帰宅するか、アルコー

ルをウーロン茶やジュース、水

に切り替え酔ったふりをして酔

いを醒ますようにするテクニッ

クを身につけると良い。

　「酒は飲むべし。百薬の長。」と

するのか、留置場に入る「気違い水」

にするのかは飲むあるいは飲まれ

る人次第である。

長野県保険医協同組合
組合員　宜保　行雄

（松本市　宜保消化器科内科クリニック）



10

I N N O V A T I O Nイノベーション

　官民あげての構造転換が遅れたり、的を得ていないせいか、税収は落ち込みその反
対に膨み続ける国債の発行残高を心配する人が少なくありません。日本が発行する国
債のかなりの部分は日本の個人によって支えられており、海外投資家の割合は６％弱
に過ぎないから大丈夫だという考えの方もいらっしゃいますが、金利が少しでも上が
り利息を払えないような状態になったら、それこそ国債が大暴落する日が現実になっ
てしまいます。高齢化が進み老後のための貯蓄が取り崩される中いつまで国内の個人
が安定して国債を持ち続けられるのか不安が残ります。
　国際的に見れば低い税率である消費税を上げることが必要なのですが、政府の方針
では消費税は上げずに富裕層への課税強化を狙った税制を目論んでいるようです。所
得税の税収を見ると、年間所得330万円の人達は働く世代の80％を占めているのにも
関わらず、納めている税金は所得税収入のうちの20％にすぎません。さらに米国な
どでは、フリーライダーと呼ばれる、税金を納めていないが、公共サービスを受ける
（悪く言うとただ乗り）人達が多数存在しています。生活保護世帯も増える一方です。
　一方、年間の所得が900万円以上という富裕層は働く人口の２％なのですが所得税
収入のシェアの40％近くを占めています。格差社会だと批判することばかりで本当
に健全な社会になっていくのでしょうか。やはり、税金と雇用を生むような事業を創
り出す、あるいはその事業を運営していく人々を尊敬する姿勢こそ活力ある社会を創
造していくためには大切なのではないでしょうか。所得の再分配による社会的弱者の
保護はとても大切ですが、それを追求しすぎるがゆえに、社会政策を打つための税金
をたくさん支払ってくれる組織や人間の育成を強化しないのでは、世界的な国家間競
争の中で優位性を発揮する魅力ある国であり続けることはとても難しいと思います。
　それでは、税収が減り、増える国債発行に対応するために何を検討したら良いので
しょうか。一つには「無利子非課税国債」があります。この国債は「利息がつかない
代わりに相続税はかかりません」とするものです。国によっては永久に返さない代わ
りに各種の課税免除を設けているところがあり貴族階級などが利用しています。金持
ち優遇税制などと思わずに、この制度により悪質な資産隠しや深刻な海外への金融資
産の移転を防ぐことができますし、膨大な国債が安定した借り入れ先（国内の富裕層）
に変わるわけですから国債の暴落リスクに対応することも期待できます。企業再生で
言えばＤEＳ（デット・エクイティー・スワップ）に似た感じでしょうか。そもそも
諸外国では相続税を課税しない国も多く、存在する国でも今後は廃止や縮小していこ
うとする世界の流れの中で、日本政府は課税強化に動いていることがとても残念です。
税制の重鎮である成蹊大学の名誉教授、武田昌輔先生は「相続税は、稼げなかった人
のジェラシーだ」と廃止すべきだと指摘しています。
　お金のある人や努力して成功した人が尊敬される、富裕層が気持ちよくお金を使え
るような制度、そして資産も気持ちもリッチになるために努力することへの支援をす
るような制度が誕生してほしいなとつくづく感じております。

活力あふれる社会にするための税制を望む
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　皆様は不要になった本をどのように処分されていますか？一般的には古本屋やイン
ターネットで売却したり、廃品回収で処分したりすることが多いのではないでしょう
か。今回新しく、不要になった本を利用して社会貢献できる取り組みが始まりました
のでご紹介いたします。

　長野県内でNPO活動の支援を行っている特定非営利活動法人長野県NPOセンター
*1が本年度より行う新しい取り組みが「BOOK	DONATION	PROJECT」です。この
活動は、インターネットで本を販売している株式会社バリューブックス*2の協力の下、
企業や個人で不要となった本を寄付していただき、寄付された本の買い取り相当額を
NPO法人に寄付するというものです。

■寄付の仕組み

　現在では、この取り組みによって得られた寄付金を、長野県NPOセンターが選考
した、教育、福祉、環境、子供の分野の活動を行っているNPO法人に寄付される仕
組みになっています。その中から直接支援したいNPO法人を皆様が指定することも
可能です。
　来年度以降には寄付を希望するNPO法人を募りますので、皆様のご希望に合った
NPO活動を支援できることになります。皆様の不要な本を寄付することで社会貢献
につながり、県内の地域発展への効果が高まっていくのではないでしょうか。
　
　現在、県内には802件（平成22年４月30日現在知事承認実数）のNPO法人があり、
みなさんそれぞれ地域に根ざした様々な社会貢献活動を行っています。しかし、資金
不足のため思い通りに活動できないNPO法人も数多く見受けられます。社会のため
に活動しているNPO法人を応援し、私たち自身が社会貢献活動を支えていくために、
この取り組みに参加してみてはいかがでしょうか。
　長野県NPOセンターではご協力いただける方々を捜しております。この取り組み
にご興味のある方は是非税理士法人成迫会計事務所までお問い合わせください。

*1　長野県NPOセンター　ＨＰ	http://www.npo-nagano.org/
*2　株式会社バリューブックス　ＨＰ	http://www.value-books.jp/

不要になった古本で社会貢献をしませんか!?

※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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　各企業におかれましては自社の育児・介護休業制度について見直し
改正育児・介護休業法に沿った就業規則の整備をお願いします。

お問合せ・ご相談は

　長野労働局雇用均等室 TEL 026-227-0125
長野市中御所1-22-1

◇	長野労働局ホームページから育児・介護休業規則の就業規則への規定例がダウンロード
できますので御活用ください。

URL:http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp

改正育児・介護休業法が施行されました！
― 平成22年6月30日施行 −

※下線部は、平成21年６月の法改正により改正された部分です。
　施行日：平成22年６月30日（ただし、４・５については100人以下企業は平成24年７月１日）

☆法改正の主なポイント

１　育児休業制度
　	　労働者（日々雇用される者を除く。以下同じ｡）は、その事業主に申し出ることにより、子が１歳
に達するまで（両親ともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２か月に達するまでの間に１年間）
の間（子が１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が１歳６か月に達するまで）、
育児休業をすることができる。
　	　なお、育児休業を取得した場合、特別な事情がない限り、再度の取得はできないこととされていた
が、配偶者の出産後8週間以内の期間内に育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度
の取得ができる。また、労使協定による専業主婦（夫）除外規定が廃止される。

２　子の看護休暇制度
　	　小学校入学までの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子が

１人であれば年に５日まで、２人以上であれば年10日まで､病気・けがをした子の看護のために、休
暇を取得することができる。

３　介護休暇制度
　	　要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、要介護状態

にある対象家族が１人であれば年に５日まで、２人以上であれば年10日まで、介護のために、休暇
を取得することができる｡

４　短時間勤務等の措置
　	　事業主は、３歳に満たない子を養育する労働者であって、育児休業をしていないものについて、労

働者の申出に基づく短時間勤務の措置（原則６時間）を講じなければならない。（制度を設けること
が義務付けられます｡）
　	　事業主は、常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者で介護休業をしていない
ものについて、次のいずれかの措置を講じなければならない。
　	　短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ、介護費用の援助措置

５　所定外労働の免除
　	　事業主は、３歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させ

てはならない｡
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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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5000坪のそば畑で栽培した地粉を使用

　「信州信濃の新そばよりも　わたしゃあなたの
そばがよい」−よく知られた都々逸だが、もとは
江戸時代の小諸地方の盆踊り歌の一節だという。
小諸藩初代藩主仙石秀久はそばの名産品化に取り
組み、そば切りで領民とコミュニケーションを
図ったともいわれる。
　そんな歴史を持つ小諸に、そばでまちおこしを
めざす「信州こもろそば振興会」が設立されたの
は平成10年。現在、小諸市内のそば店および関連
の取扱業者25社が参加する。
　同会では約5000坪の南ヶ原そば農場（市有地）
でそばを栽培。そこで収穫したそば粉を会員店に
提供している。以前はそば栽培とそば打ち体験を
中心とする体験ツアーも実施し、ツアー参加が
きっかけでそば店を開業した人もいるという。
　めざすのは小諸そばのブランド化。自身もそば
店（丁子庵）を経営する依
田昌平会長は「歴史的にみ
ても、これぞ小諸といえる
特徴あるそばメニューを開
発し、会員の統一メニュー
にしていけたらと考えてい
ます」。

「あなたのそばがいい事業」を展開

　同会では今年、県の「地域発元気づくり支援金」
を活用し、「あなたのそばがいい事業」を展開して
いる。
　毎月11日を「小諸のそばの日」に制定。会員店

内にポスターを貼ってPRし、
来店客には「しおり」をプレ
ゼントする。また、小諸産の
そば殻を使ったビッグサイズ
の「あなたのそば枕」（２人用）
を手づくりで製作。会員店店
頭で3150円で販売し大好評だ
という。
　9月4日（土）には昨年に引
き続き、南ヶ原そば農場で「そ
ばの花畑で絶叫大会」を開く。
「あなたのそばが好き」絶叫
コンテスト、エアそば食いパ
フォーマンスコンテスト、な
ど、さまざまなイベントを行う予定だ。「振興会と
市民とが一緒になって楽しむそばイベントとして
続けていきたい」と事務局を務める小諸商工会議
所の楚山伸二指導係長。参加者が叫んだ「愛と感
謝の言葉」を綴った本を出すことも計画中だという。
　11月11日は「あなたのそばの日」として、新そ
ば発表会を行う予定。10月からの「信州デスティ
ネーション・キャンペーン」にあわせ、都内で約
80店舗の「小諸そば」を展開する会員企業とも連
携し、首都圏からの誘客にも積極的に取り組んで
いる。

■信州こもろそば振興会
　問い合わせ／小諸市相生町3-3-3 小諸商工会議所内 
　　　　　　　TEL 0267-22-3355　FAX 0267-23-9030

「あなたのそばがいい」−そばでまちおこし。
その4◆信州こもろそば振興会（小諸市）「信州そば食べある紀行」

会員店で販売する２人用の
そば殻枕「あなたのそば枕」

会員店でプレゼントする
「しおり」

会員店には「会員の証」が立つ

信州こもろそば振興会会員店のそば

　「あなたのそばがいい」を会の活動テーマとして多
くの事業を計画しています。
　「あなたのそば枕」の開発や栞（しおり）のプレゼ
ントなどお客様へのおもてなしの体制も整いつつあ
るようです。
　10月からの信州デスティネーション・キャンペー
ンへ向け新メニューの開発も進めていただき、大勢
の観光客に「小諸のそば」をPRしていってほしいと
思います。

小諸商工会議所

専務理事　土屋　守

私も推薦
します
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長野県観光部観光振興課

花、きらめく 白馬村の夏。
　「白馬Alps	花三昧2010」を今年も開催。北アルプスの陽だまりに肩を寄り添って咲き群れる
高山植物。里山や野辺、林間や水辺でそよ風に揺れるいくつもの山野草。雄大な山岳美、そし
て昔ながらの田園風景に浸かりながら季節の彩りの競演を心ゆくまでお
楽しみください。「花の名山・白馬」をメッセージに、登山、トレッキング、
趣味の体験プログラムも数多くご用意して、皆様をお待ちしております。
１　期　　間　７月１日（木）〜８月31日（火）
２　会　　場　白馬村内11会場
３　内　　容　▼白馬五竜「白馬五竜高山植物園」
　　　　　　　　	８分の空中散歩で標高1,515mの別世界へ直行。テレキャビンを降りると、

5haの広大な面積に200種類100万株もの花々が咲き群れています。園内には
世界の高山植物も咲き誇り、人々を楽しませてくれます。

　　　　　　　▼八方尾根「八方尾根自然研究路」
　　　　　　　　	黒菱平から八方池までの約2.5kmはニッコウキスゲ、コバイケソウ、ヨツバ

シオガマなどが次々咲く美しい登山道。八方池からの白馬三山は絶景です。
　　　　　　　▼白馬岩岳ゆり園＆マウンテンビュー
　　　　　　　　15,000坪に50種類50万株のゆりが咲き競います。
　　　　　　　　	さらに今年は、ゴンドラリフトが運行、山頂駅を出ると一面に咲き誇るゆり

とその香りが皆さんをお迎え、また白馬三山とゆりの絨毯のコントラストは
絶景です。

　　　　　　　▼白馬山麓の「花の名所」
　　　　　　　　・姫川源流自然探勝園・白馬山麓植物園・Hakuba47	あじさいの小径
　　　　　　　　・白馬せせらぎの里・木流川	詩の小徑・ふ〜みんの里	白馬夢農場
　　　　　　　　・白馬大雪渓・栂池自然園
　　　　　　　▼	白馬マイスターによる「五竜アルプスネイチャーウォーク」・「八方ネイチャー

ウォーク」・「白馬大雪渓ネイチャーウォーク」が開催。中心会場では、毎日
イベントが開催されています。

　　　　　　　▼会場を結ぶ「花三昧バス」を期間中運行します。
　　　　　　　　１日フリー　大人500円　小人250円
　　　　　　　　※詳しくは、白馬村の公式ホームページ、パンフレットをご覧ください。
４ 主　　催　白馬村観光局
５ アクセス　（白馬村まで）
　　　　　　〔列車で〕	JR大糸線	白馬駅下車又はJR長野駅下車、特急バスで約60分「白馬駅」

下車
　　　　　　〔お車で〕	上信越自動車道	長野ICから約60分・長野自動車道豊科ICから約60分
６ お問合わせ　白馬村観光局
　　　　　　　（住所）〒399-9301	北安曇郡白馬村北城3476番地
　　　　　　　（TEL）0261-72-7100	（FAX）	0261-72-6311
　　　　　　　（ホームページ）http://www.vill.hakuba.nagano.jp

白馬Alps 花三昧2010
〜白馬の夏、花のフェスティバル〜
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●参加資格／中小企業者、農林漁業者、支援機関、
　　　　　　行政、新規就業者など
●開催時期／平成22年7月15日（木）～12月
●研修概要／

●定員／ 60名（各コース20名先着順。
　　　　　原則、全講座に参加できる方を優先します）
●申し込み・問い合わせ先／長野県中小企業団体中央会 農商工連携講座係
　〒380-0936 長野市中御所岡田131-10
　TEL.026-228-1171  FAX.０２６－２２８－１１８４　http://www.alps.or.jp/
　詳しい日程、カリキュラム、講師についてはホームページをご覧ください。
　参加申込書をホームページからダウンロードし、ＦＡＸ、メール、郵送でお申し込みください。
●申込期限／平成22年7月12日（月）必着

主催／長野県中小企業団体中央会　 パートナー／（株）信州せいしゅん村、（有）佐久青果、（株）アムコ

農商工連携で
　農業に
付加価値を！

新しい3つの農業ビジネスの
コーディネーターを目指す方へ！

平成22年度農商工連携等人材育成事業

コース
選択

全体研修前半（４日間）
・信州せいしゅん村、トップリバーに
よるセミナー、実地研修を開催
・マルトウの生産設備見学、商品開
発意見交換会も開催

全体研修後半（１日間）
ホテル祥園（上田市）

農村観光コース（６日間）
信州せいしゅん村（上田市下武石）
9月～ 10月に１泊２日を３回

商品開発コース（５日間）
アムコ（上田市内他実施研修を予定）
9月～ 11月の平日に5回

契約販売コース（５日間）
トップリバー・佐久青果（北佐久郡御代田町）
9月～ 11月の土曜日に5回

参加無料
各コース
限定20名
参加者募集

7月15日
  スタート

！

都市と農村の
交流ビジネスを学ぶ
『信州せいしゅん村』の
〈農村観光コース〉

安定した収入を得る
儲かる契約販売を学ぶ
『トップリバー・佐久青果』の

〈契約販売コース〉

新しい加工品開発や
農業の付加価値化を学ぶ

『アムコ』の
〈商品開発コース〉

中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

　平成22年２月23日に長野県組合士協会会長に就任なされましたが、どの様にこれからこの
会を運営していく予定でしょうか。

　長野県組合士協会会長に就任いたしましての感想ですが、私は昭和
49年の中小企業組合士制度の創設時から制度に関心を持つとともに
この協会の設立等の手伝いを他の職員と行いました。その様な関係か
ら加入いたした次第で、協同組合の事務局員、中央会指導員等で組合
士検定に合格した有資格者に積極的に加入を勧めてまいりました。
　この会の運営についてですが、今、中小企業が置かれている状況は、
私が組合士協会設立の手伝いをしていた時と基本的には変わっていな
いと思いますが、企業間における様々な格差は拡大してきていると思
います。こうした中で組合士協会として組合運営に携わっていくため
の知識収集の場の提供である講習会や他府県の組合士会との交流会を
充実させ資質向上をしたいと考えています。
　私は、この組合士制度は我が国経済の90％以上を占めている中小
企業のために必要不可欠なものと思いますのでこの制度を国家資格に
するよう行政に働きかけていくべきと思います。

～長野県中小企業組合士協会会長に聞く～
長野県組合士協会会長に就任して

長野県中小企業
組合士協会会長

仲　俣　澄　夫
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

■制度導入の目的
　	　新規の労災事故が年間約60万件発生している一方、政府労災保険による補償は最
低限の補償であり、必ずしも十分といえない状況にあり、近年、企業の安全配慮義
務も厳格化の方向にあり、従来にも増して業務上の災害に対する企業の責任が重く
なってきている中、低廉な保険料により中小企業者の労災への備えを可能にするた
め、既に実施している所得補償制度を拡充し、労働災害による死亡やケガでの入通
院や企業が負担する賠償責任等を補償する「業務災害補償制度」を導入することと
なりました。

■保険期間
　平成22年10月１日（午後４時）から１年間（毎月、中途加入が可能）

■制度の特徴
　①　労災保険支給と関係なく支払い
　　	　死亡・後遺障害、業務中のケガによる入通院に対する補償については、政府労
災保険の支給を待たずに保険金を受け取ることができます。

　②　売上高による保険料算出、事業者単位での加入
　　	　売上高を基に保険料を算出するため、従業員の増減の際の加入・脱退手続きが
不要となります。また、短期労働者やパート・アルバイトなど非正規雇用者も補
償の対象になるため、雇用形態が多様化する中にあって、雇用のセーフティ・ネッ
トとしても役立つものといえます。

　③　使用者賠償責任保険を付加
　　	　死亡・後遺障害、業務中のケガによる入通院に対する補償に加えて、業務災害
に起因して企業等が損害賠償責任を負担した場合に、損害賠償金を補償する使用
者賠償責任保険が付帯されています。

■一般傷害保険部分の最大　約46％割引

保険契約者　　全国中小企業団体中央会
引受保険会社　東京海上日動火災保険株式会社
　　　　　　　株式会社損害保険ジャパン

長野県中小企業団体中央会の会員の皆様へ

～労災リスクに対する企業防衛のための団体保険制度～

「業務災害補償制度」の取り扱い開始
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

中小企業倒産防止共済制度が充実します！
私的整理の場合でも共済金の貸付けが可能に、
貸付けの最高額を8,000万円に引き上げます。

小規模企業共済制度が充実します！
個人事業主の配偶者や後継者も
加入できるようになります。

改正概要
現行制度で加入資格があるのは、常時使用する従業員の数が20人以下（商業、サービス業は従
業員５人以下）の個人事業主又は会社の役員（小規模企業の経営者）ですが下記のようになります。

※ 配偶者、後継者は
「共同経営者」で
あることが必要。

小規模企業の皆さんへ

○ 　小規模企業共済の加入対象者を個人事業主の配偶者や後継者などの「共同経営者」まで拡大します。
　個人事業主の方の親族でなくとも、「共同経営者」であれば加入できます。
　個人事業主になる前の後継者の時期から加入することで、十分な老後の資金を確保できます。
○ 　共同経営者の方の掛金は全額所得控除の対象となり、受け取られる共済金も退職所得控除等の対

象になります。

【平成22年夏までに実施】
○　取引先の私的整理の開始を知らせる「通知」が届いた場合、共済金の貸付けが受けられます。
　　　　　　　　　　　      【現行】　　　　　　　　　　　　 【改正】

　※弁護士や認定司法書士からの支払停止通知があった場合を対象とします。
【平成23年10月までに実施】
○　共済金の貸付限度額を、3,200万円から8,000万円に引き上げます。
　　　　　　　　　　　【現行】　　　　　　　　　　　　　　　　【改正】
　　　　　　　掛金月額　　5千円～ 8万円 掛金月額　　5千円～ 20万円
　　　　　　　掛金総額　　320万円上限 掛金総額　　800万円上限
　※掛金は、これまでと同様、全額、損金・必要経費に算入できます。
○ 貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給します。（早期償還手当金）
　※月々の償還に延滞していない共済契約者が繰上償還した場合に対象となります。
　※手当金の額は、繰上時期と繰上額に応じて決める予定です。

※平成23年１月１日から共同経営者の方もご加入できるようになります。

お問い合わせ先　共済制度を運営しています、独立行政法人中小企業基盤整備機構にお尋ねください。

独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）
共済相談室　TEL.050-5541-7171　http://www.smrj.go.jp

中小企業の皆さんへ
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー
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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”

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。

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★

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

※�　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。

　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。）

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

6月1日より
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