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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”

〜見つめてみよう！私の働き方〜
男女共同参画推進長野セミナーのご案内 入場無料 託児・手話通訳　あり

■講 演　　「フィンランド―輝く女性の働き方」
　メッツォペーパージャパン株式会社　マーケティングコーディネーター 堀 内 都 喜 子　氏（長野県中野市出身）

■パネルディスカッション　　「女性の経済活動への参画とその課題」
　パネラー　山 浦 悦 子　氏　ハイブリットジャパン㈱　代表取締役　他２名

日時／平成22年12月11日（土）13:00～16:00　   場所／長野県男女共同参画センター“あいとぴあ” ホール
　　岡谷市長地権現町４－11－51　　　      　　　　　  　　　　　　　　　　  

問い合せ先　㈳国際女性教育振興会長野県支部 セミナー実行委員会事務局　TEL・FAX 0266-27-1960
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付加価値農業推進の
カギは「人材育成」にあり

　地域活性化の有効な一手として注目を集める「農商工連携」。農林漁業者と中小企業者等が通
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を開発し、
新たな需要を開拓する取り組みだ。平成20年「農商工等連携促進法」のスタートをきっかけに、
農林漁業と商工業の産業間連携を強化し、地域の農業や経済を活性化させる試みが各地で活発に
行われている。その活動をスムーズに推進する上で、カギを握るのが「人材」。新たなビジネス
構築を展開するために必要な支援スキルを持ち、農商工連携の推進役となるすぐれたコーディ
ネーターだ。
　長野県中央会では平成22年度農商工連携等人材育成事業として「農商工連携コーディネーター
養成講座」を開講。県内で付加価値の高い農業を推進するコーディネーターの育成に取り組んで
いる。

～「農商工連携コーディネーター育成講座」（平成22年度農商工連携等人材育成事業）より～

巻頭特集

巻頭特集　付加価値農業推進のカギは「人材育成」にあり

小林一郎氏（信州せいしゅん村むらおさ）の講義
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地域活性化ビジネスを創出する
人材育成をめざす

　地域振興の切り札として「農業」が注目を集
めている。
	それは従来型の農業ではなく、消費者が求め、
消費者に選ばれる農産物や加工品を供給できる
農業。つまり安心・安全を第一に、生産性の向上、
競争力の強化を図り、食品流通の合理化や需要
にしっかりと対応する、付加価値の高い“儲か
る農業”だ。それだけに、さまざまなアイデア
で農業の活性化に取り組む、意欲的な人材の育
成・確保が急務となっている。
　そこで長野県中小企業団体中央会では、「農商
工連携等人材育成事業」（全国中央会委託事業）
を推進。生産や加工、消費者ニーズをふまえた
販路開拓までをひとつのビジネスサイクルとと
らえ、戦略的に農商工連携を展開する「核」と
なる人材の育成に取り組んでいる。
　「農商工連携コーディネーター養成講座」の
テーマは「付加価値農業を目指す！～農商工連
携での「観光農業」「契約販売」「商品開発」に
よる地域活性化ビジネス創出人材育成研修～」。
　まず、消費者の信頼に応え支持される農産物
や加工品の供給をめざし、農業者と食品加工な
どの中小企業者の間を取り持ち、お互いが良好
な関係を築くためのコーディネート型人材の育
成。さらに都市と農村の交流活動を支援するコー
ディネート型人材の育成も必要だ。都会暮らし
の人々に農村での暮らしを体験する場を積極的
に提供し、食と農業への理解を深め愛着をもっ
てもらう。それを通して農村振興を図るという
新たなビジネスの推進役だ。
　本講座ではこのような状況をふまえ、地域に
根づき付加価値の高い“儲かる農業”をめざす
コーディネーター、農業体験を通して都市と農
村の交流ビジネスを推進するコーディネーター
を長野県内で育成。県内各地で新規事業の推進
をサポートすることで地域の活性化をめざす。

実体験から培った
実践的ノウハウを伝授

　本講座には農林漁業者、中小企業者、支援機関、
行政、新規就業者など、定員を上回る69名が参加。
上田市、上田市下武石、北佐久郡御代田町など
を会場に、平成22年7月15日から12月３日まで行
われる。
　カリキュラムは、全体研修と「農村観光コース」
「契約販売コース」「商品開発コース」の3つのコー
ス研修で構成。全体研修は参加者全員が共通テ
キストをベースに講義を受講し、ほ場見学や生
産設備見学などの実地研修も。講義は各分野で
実際にビジネスを展開し、全国的にも注目され
る企業者がその豊富なノウハウを伝授するとい
う内容だ。
　「農村観光コース」は都市と農村の交流ビジネ
スをコーディネートできる農村観光コーディ
ネーターの育成をめざす。研修を受け持つのは、
農村観光を実践する㈱信州せいしゅん村（上田
市下武石）。
　「契約販売コース」は産地の収益向上に向けた、
単なる「安売り」ではない野菜の契約販売をコー
ディネートする契約販売コーディネーターの育
成をめざす。研修を受け持つのは、㈲佐久青果（北
佐久郡御代田町）。
　「商品開発コース」は農業者と加工業者の農産
物加工ビジネスをコーディネートできる商品開
発コーディネーターをめざす。研修を受け持つ
のは、農商工連携に豊富な実績を持つ㈱アムコ。
　いずれも実体験から培った実践的ノウハウを
伝授する内容の濃い研修だ。

松澤恒友信大工学部教授が講演
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巻頭特集　付加価値農業推進のカギは「人材育成」にあり

成功要因はコーディネーター

　全体研修は7月15日（木）から8月26日（木）
まで4回にわたって実施した（本講座の締めく
くりとして12月3日（金）に最終回が行われる）。
　第1日目には、㈱アムコ代表取締役の天野良
英氏、㈱信州せいしゅん村むらおさの小林一郎
氏、㈲トップリバー代表取締役の嶋崎秀樹氏な
どがそれぞれの事業分野を紹介し、研修の狙い
を講義。第2日目は農協の取り組みと課題、制
度を活用した取り組み事例紹介など、第3・4日
目は実地研修として農村の見学、食品加工会社
での生産設備見学、ほ場見学が行われた。
　地域農産物を活用した売れる商品づくり、ブ
ランド構築を手がける㈱アムコの天野良英氏は
「農商工連携の意義と役割～研修のねらい～」
と題し、次のような内容で講演した。
　農商工連携の背景には行政・支援機関の支援
方法での行き詰まりや、少子高齢化とニーズの
多様化による食品市場の成熟化などがある。農
商工連携による付加価値の高い新商品・新サー
ビスの開発は、地域の活性化、新市場の創出、
農林水産業・商工業の経営向上、地域の雇用・
就業機会の拡大につながる。連携のポイントは
共創的連携がつくれるかどうか。コーディネー
ターがいる、「売る」「儲ける」目的が明確、連
携メンバーの理念が一致していることなどが成
功要因で、特に人材（コーディネーター）の確
保が重要だ。

山間地農村の再生に取り組む

　日帰り農村生活体験「ほっとステイ」事業を
展開する㈱信州せいしゅん村の小林一郎氏は
「観光業と連携した体験農業」として、次のよ
うな内容で講演した。

　農産物を市場出荷しても成り立たない山間地
農村をどう再生するかが課題だ。環境の美しさ
や心安らぐ平穏な暮らしといった農村本来の姿
を再評価。観光業と連携し、農村に魅力を感じ
る観光客に来てもらうことで成り立つ「サービ
ス提供型農村」になることが重要だ。観光も従
来の発地型から、田舎歩きや体験観光・郷土食
を目的とする「着地型」へと変化している。信
州せいしゅん村は着地型観光のメリットを生か
し、農林業再生事業・サービス構築事業・教育
ビジネス事業・産学官連携事業などを展開する
＜懐かしの村＞構想を展開。県内外の観光関連
業、地域づくり団体、行政、大学などと連携し、
山間地農村の再生に取り組んでいる。
　外食チェーンに契約販売するなど、「儲かる
農業」を提唱し事業を拡大している㈲トップリ
バーの嶋崎秀樹氏は「農産物流通構造と新たな
取り組み」として講演した。日本農業や農業業
界の流通における問題点をあげ、農家も経営感
覚を持つことの必要性を指摘。さらに大規模新
規就農者育成への取り組みを紹介し、儲かる農
業が後継者、納税、雇用、地域活性化などの課
題を解決し、産地の変革につながると話した。

実施日：7月15日㈭、23日㈮、8月19日㈭、26日㈭
［ホテル祥園、㈱信州せいしゅん村、㈱マルトウ、㈲トップリバーにて］

実施日：7月15日㈭、23日㈮、8月19日㈭、26日㈭

全　体　研　修
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農村の現状をどう捉えるか

　「農村観光コース」はすべて1泊2日で実施。
国際交流、マスコミとPR手法、行政と発想の
転換、農村から見た経済、IT活用事例などの講
義と、ロールプレイング研修（4回）および実
地研修（ホットステイ体験・1回）が行われた。
　コース1回目となる9月30日
（木）午後1時からの研修は「農
村の現状をどう捉えるか（評価
と課題）」がテーマのロールプ
レイング研修。スタートは参加
者同士の自己紹介から。たまた
ま隣り合った人同士がお互いに
自己紹介しあい、それを相手を
代えて繰り返す。その後で参加
者が生年月日順に並び、3つの
班分けを行った。
　ワークショップでは、講師を
務める小林一郎氏（信州せい
しゅん村）が研修の進め方を説
明。それに従って、まず班ごと
に、参加者それぞれが考える「農
村の現状」を1項目ずつ自由に
ポストイットに書き出していく。
それを班のメンバー全員で討論
しあいながら模造紙に貼りつけ、
内容ごとに分類・整理。各班で
「農村の現状をどう捉えるか（評
価と課題）」の見解をまとめ上げ、
それぞれの代表者が全員の前で限られた時間内
（3分）でプレゼンテーションを行った。

前例にないことを独創的にやろう

　各班からは「農村にはプラス要因とマイナス

要因があるが、人々が互いに学び合いながら良
さを再発見していくことが大事」「地域交流を
盛んにすることで癒しの場としてアピールでき
る」「旗を振っても行政がのってこない」「定年
がなく自分のペースでできる農業には可能性が
ある」といった評価と課題が出された。
　結果をふまえ、小林氏が信州せいしゅん村の

取り組みとあわせて次のよう
に話した。
　“農村はどうあるべきか”を
自覚して取り組まないと農村
観光は成功しない。都市と農
村はあくまで対等。自分たち
の思いをしっかりと伝え、対
価はこれだと主張することが
大事だ。農村は農産物を市場
出荷して成り立つ農村と、そ
れでは成り立たない農村のふ
たつ。当地は後者であり、人
に来てもらいサービスを提供
し対価を得て成り立つ「サー
ビス提供型農村」に特化して
いくべきだ。どっちつかずで、
ぼやいていても仕方がない。
　ではその事業をどこがやる
べきか。農協、受益者、行政、
企業…？　それは自分たちが
独自に企画立案してやってい
くべきだ。役所は前例がない
からできない、という。しかし、

信州せいしゅん村は「前例にないことを独創的
にやろう」をスローガンにしている。前例にな
いことを自分たちの頭で独創的に考えてほしい。
そのためにも農村の若い人たちが世代を超えて
交流し話を聞いて成長し、地域の歴史・風土を
伝えていく必要がある。

実施日：9月30日㈭・10月1日㈮、10月14日㈭・15日㈮、10月28日㈭・29日㈮
［信州せいしゅん村＜えんでやハウス＞にて］

実施日：9月30日㈭・10月1日㈮、10月14日㈭・15日㈮、10月28日㈭・29日㈮

「農村観光コース」研修

まず自己紹介から

ポストイットに書き出す

班代表者によるプレゼンテーション
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「かゆいところに手が届く」
供給や契約を提案

　「契約販売コース」は、契約販売とは、日本
の農業の現状、販売に必要なポイント、農場の
マネジメントのコツ、営業実践ノウハウまとめ
取り組みプラン作成などの講義。さらに、契約
販売のツボなどのロールプレイング研修（4回）
および実地研修（ほ場見学・1回）が行われた。
　コース2回目の9月25日（土）の研修は「日本
の農業の現状は」「販売に必要なポイントとは」
の講義と、㈲トップリバーでの「ほ場見学・収
穫体験」の実地研修が行われた。㈲トップリバー
とともに「儲かる農業」実現へ向けた収益アッ
プサポートサービスを展開する㈱ただいま代表
取締役の佐藤翼氏、㈲佐久青果の栽培責任者、
松田健氏らが講師を勤めた。
　「販売に必要なポイントとは」の講義は次の
ような内容で、佐藤氏が松田氏に聞くというか
たちで進められた。
　契約販売を進めるにあたり、最初の段階では
「まず自社の品目ありき」ではない。実需者で
ある客のニーズをきちんと聞き、「かゆいとこ
ろに手が届く」供給方法や契約方法を提案する
ことが大事。最も高いニーズは数量、品質など
の「安定供給」だが、そんなに簡単に解決でき
る課題ではない。佐久青果では生産現場を経験
し、畑の栽培状況をよく知る担当者がきめ細か
な出荷管理を行う。さらにJA全農長野の担当
者からの情報収集も欠かさない。
　契約販売のポイントは営業先の課題や現状を
よく把握すること。「販売先には必ず視察に来
てもらって納得してもらい、産地にほれこんで
もらう。サンプルを見てから、という販売先と
はつきあわない」（松田）。消費者・実需者が求
める品質、数量、納期、価格に対応できるよう

努力すること。それが安定供給実現の条件だ。

本講座への期待度は、かなり高いです

　群馬県桐生市でプラスチック部品メーカーと
して創業し、現在はプラスチック鉢、フラワー
トレイなどの園芸および生産・出荷用資材の販
売で実績を上げる㈲アライサンズ。同社常務取
締役の荒居良生氏は「契約販売コース」に参加
した動機を次のように話す。
　「当社では17年前から農業資材分野を手がけ
ていますが、新たなビジネスの方向を模索する
一助となればと参加しました。本講座への期待
度はかなり高いです。群馬県の花卉農家は農協
に頼らず自分たちで販路開拓を熱心に進めてき
ましたが、野菜の契約販売はまだまだ少ない。
今回の講座でノウハウを吸収し、当社でも野菜
の販売を手がけていければとも考えています。
さらに、さまざまな経歴をお持ちの皆さんとの
横の連携で、ひとつの商品づくりも可能なので
はないか。とにかく(有)トップリバー、ワタミ
ファームなど、農業分野で意欲的な事業展開を
されている企業さんのお話が無料でお聞きでき
る今回の講座は素晴らしいと思います」。

実施日：9月18日㈯、25日㈯、10月2日㈯、9日㈯、11月6日㈯
［御代田町商工会館、㈲トップリバーほ場にて］

実施日：9月18日㈯、25日㈯、10月2日㈯、9日㈯、11月6日㈯

「契約販売コース」研修

巻頭特集　付加価値農業推進のカギは「人材育成」にあり
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「ながのブランド郷土食」とは

　「商品開発コース」は、事例から学ぶ農産品
の付加価値化、消費者視点の商品開発、研究開
発の技術の活用と連携、食品バイヤーからみた
売れる加工品とは、食品衛生、食品表示方法・
ネーミング・パッケージ・ロゴなどの講義。さ
らに、農商工連携ビジネスプランによるワーク
ショップなどのロールプレイング研修（2回）
および実地研修（1回）が行われた。
　10月12日午後2時から、コース第3回目とな
る信州大学工学部内「信州科学技術総合振興セ
ンター（SASTec）」で実地研修が行われた。
信州大学工学部物質工学科の松澤恒友教授が
SASTec内にある「ながのブランド郷土食製造
プラント」を案内。参加者は食品関連の試作、
製造、生産に最適な設備を見学した。
　「ながのブランド郷土食」とは、文部科学省
科学技術振興調整費「地域再生人材育成創出拠
点の形成」による食品製造分野における人材育
成プログラム。信大工学部が医学部、農学部、
さらに長野市と連携し、地域の食品関連技術者
の再教育と将来の地域食品加工業を支える高度
専門技術者を育成する。食品製造分野で技術革
新を担う人材を創出し、地域経済活性化をめざす。

技術革新を担う人材創出と
地域経済活性化をめざして

　施設見学の後、松澤教授が「『ながのブラン
ド郷土食』の取り組みと長野県産農産物の機能
性について」と題して講演。エノキタケの抗腫
瘍作用といった県産農産物の機能性などのほか、
次のような内容で話した。
　「ながのブランド郷土食」人材育成プログラ
ム立ち上げの背景には、地場基幹産業である食

品加工業におけるブランド不足と技術開発力不
足への課題がある。技術革新を担う人材を創出
し、地域経済活性化をめざすため、信大大学院
工学系研究科に社会人再教育コース（1年間）と、
学生を対象にした大学院食品科学コース（2年
間）を開設した。農商工連携をベースに、イン
ターンシップ（大学院コース）と課題研究（社
会人コース）の実践教育を実施するのがカリ
キュラムの特徴。公開シンポジウムなど情報発
信にも力を入れる。
　社会人コースにおいてはすでに、地元農産物
を活用した課題研究の成果が出ている。修了生
が交流できる組織「ながの食品加工マイスター
倶楽部」を設立。「ながのブランド郷土食」新
商品開発に向け、功績が認められた修了生の表
彰、開発商品の認証、学内施設・機器の利活用
など、修了生をサポートする体制も整えている。
　信大工学部では社会人教育の拠点として、
2008年に社会人教育支援センターを設置した。
大学のバックアップと産業界による支援も視野
に入れて運営。プ
ログラム終了後も
同センターの組織
を活用し、「ながの
ブランド郷土食」
プログラムを運営
していく計画だ。

実施日：9月15日㈬、27日㈪、10月12日㈫、25日㈪、11月12日㈮
［ホテル祥園、信州科学技術総合振興センター（SASTec）にて］
実施日：9月15日㈬、27日㈪、10月12日㈫、25日㈪、11月12日㈮

「商品開発コース」研修

「ながのブランド郷土食製造プラント」を見学

プラント内設備
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プライベート重視のもてなし

　老舗旅館ならではの重厚な趣きある玄関と、出
迎える格子の壁が凛とした空気を醸し出す。靴を
脱ぎ、広々としたパブリックスペースに足を踏み
入れると、“和モダン”の空間にくつろぎ感が漂う。
一角には囲炉裏を囲むスペースも。このくつろぎ
感そのままに、地酒と心づくしの肴で一杯どうぞ、
という趣向だ。
　玉屋旅館の料理は正統派の日本料理。温かいも
のは温かく、冷たいものは冷たく、創作料理も奇

をてらわない。量よりも質を追求し、手間を惜し
まず手づくりする料理の数々は季節の旬と地の味

サービスの極意は
「つかず離れず」の細やかなもてなし。

　清少納言の「枕草子」にうたわれ、信州最古の湯ともいわ
れる別所温泉。温泉街の外湯・大湯の向かいにある「玉屋旅
館」は明治10年創業の老舗旅館だ。2008年にリニューアル
した館内は和モダンなスタイル。和室18室の規模ならでは
の細やかなもてなしを基本に「つかず離れず」のサービスを
心がける。地の旬を活かした料理の人気も絶大だ。

玉屋旅館
上田市別所温泉227
TEL0268-38-3015　FAX0268-38-3027
http://www.tamaya-ryokan.jp

代表取締役社長

山極	透　氏

食事処はすべて個室。ゆったりと掘りごたつの心地良さ

極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上

哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学哲学

極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上
　　　　　　食通達が　
　　　　　	本音で評価　
　　　				した「ザガット
									サーベイ	長野の
			レストラン&ホテル」
							の達人に聞く



9

覚にこだわりつつ、流通体制を整え、新鮮な海の
幸も魅力のひとつにしている。
　メインディッシュは信州プレミアム牛の石焼き
だ。「旅館の懐石料理はメインディッシュがはっ
きりしないことが多い。私たちはそれをやめよう
と、おいしい信州牛の中でも選りすぐりの『信州
プレミアム牛』をメインディッシュとして召し上
がっていただいています」と山極透社長。秋は地
元特産の松茸料理の人気が高く、連日満室のにぎ
わいだという。
　食事は個室の食事処で。つまり、宿泊客は部屋
と食事処のふたつの部屋を専有できる。あくまで
個人旅行に特化した、プライベート重視のもてな
しだ。予約時には食アレルギーの有無はもちろん、
嫌いなメニューがあるかどうかを確認し対応して
いる。

特徴は「つかず離れず」

　「和室18室の小さい旅館でしかできないサービ
スを提供する。それが私たちのコンセプトです。
お客様一人ひとりのお顔を覚えられる規模を活か
して、細やかなおもてなしを心がけています。さ
らに部屋には一筆箋を置き、お客様に気になった
点やご要望などを書いていただき、いち早くお応
えするよう努めています」
　山極透社長は現在38歳。有名中国料理店にサー
ビスマンとして7年間勤め、さらに「同じサービ
ス業」と学習塾の講師も経験した。「それがなけ
れば今の仕事はできなかった」と言うほど、その
時の経験が貴重な財産になっているという。
　老舗旅館として培ってきたサービスの特徴は
「つかず離れず」の絶妙な距離感。「空気のような、

押しつけがましくなく、ちょっとしたところに気
が利いている。そんなおもてなしをずっと心がけ
てきました」。
　08年にホテル国際21（長野市）グループの一
員として再スタートを切ってからも、サービスの
極意は変わらない。しかし、代々家業として続け
てきた経営体制を変え、営業形態も個人客中心に
シフト。山極社長は創業者一族だが「もともと家
業、同族経営は断ち切りたかった」と言い、緊張
感を持った企業経営を心がける。「伝統ある玉屋
旅館の名前と特徴を残しながら、新しいものを採
り入れてやっていこうというスタンスです」。

週末はネットで予約が埋まる

　08年のリニューアル
で手を入れたのは、1階
のパブリックスペース
と2階の食事処。1階に
は癒し処「禅」という
マッサージルームを設
け、好きな色柄の浴衣
を自由に選べるサービ
スも始めた。団塊世代
や、子育てが一段落し
た女性グループを中心
とする宿泊客に好評だ。
　充実したホームページからの予約も増え、週末
だけならネットで予約が埋まる。「最近は自分で
インターネットで探して申し込むスタイルが主
流。若いカップルはもとより、60 ～ 70歳代のお
客様もネット予約が増えています」。ネットでの
予約が増えたことで宿泊客の年齢層が広がったと
いう。
　玉屋旅館の魅力を高める努力だけでなく、旅館
組合のメンバーとして別所温泉の魅力アップにも
熱心に取り組む。毎年夏、温泉街各所でコンサー
トを開く「ミュージックギャラリー」は人気イベ
ントに育ちつつある。
　「私と同年代のお客様にもっともっと来ていた
だきたい。そして5年、10年と一緒に年をとって
いけたらいいなと思うんです」。山極社長は新し
い温泉観光の魅力づくりに意欲を燃やしている。

宿泊客の声に対応すべく、各部屋に置かれた一筆箋

玉屋旅館の玄関
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30種類以上の野菜を無農薬栽培

　朝もやの中、八ヶ岳を望む標高1100メートル
の広大な農場をめざして、シェフの内藤稔さんが
BMWカブリオレを走らせる。助手席にはマダム
のちなみさん。完璧な農作業姿での畑仕事が、1
年を通して夫婦の毎朝の日課だ。
　24年前、素人のまま両親の畑を引き継いで始め
た野菜づくり。周囲の反対を押し切って自然農法
の研究を重ね、ようやくたどりついた「ステビア
農法」で現在30種類以上の野菜を無農薬栽培する。

店で出す野菜のほとんどをまかない、糖度20度を
超えるパールホワイトは生で、朝摘みのとうもろ
こしで作るスープは名物料理だ。春はこしあぶら、
秋は茸を求め山に入る。
　こだわりは野菜だけではない。肉は県内産を主

人そして食材との「語らい」から
　　　　　 生まれる極上の味と時間。

　牛肉は黒毛和牛の最高ランク「A-5」肉、沼津港から毎日
直送される厳選魚介類、そして自然農法で自家栽培する多種
多様な新鮮野菜。「ディモア」で供されるのは、旬のこだわ
り素材を活かし心を込めてつくるオリジナル欧風料理だ。
20代半ばのシェフとマダムが店を開いて24年目。食、もて
なしへのこだわりは深まるばかりだ。

レストラン ディモア
茅野市本町東17-27
TEL&FAX 0266-73-5419

オーナーシェフ

内藤	稔　氏

八ヶ岳を望む早朝の畑。ビニールハウスももちろん

シェフとマダム、そして大切なスタッフたち

極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上
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極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上極上
　　　　　　食通達が　
　　　　　	本音で評価　
　　　				した「ザガット
									サーベイ	長野の
			レストラン&ホテル」
							の達人に聞く
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体に鮮度が高く、安心・安全な極上肉。「長年に
わたって培ってきた肉屋さんとの信頼関係で最高
の肉を仕入れています」と内藤シェフ。
　沼津港から毎日直送される魚介類も厳選素材ば
かり。50キロもある幻の魚クエを店の前で解体し
たこともある。畑の隅で風雨にさらし肥料になる
のを待つ牡蠣殻の山も半端ではない。「試行錯誤
を繰り返し、20数年畑をしてきて、今ようやく本
気で認めてもらえる時がきた様に思います。」と
マダムは笑う。
　そしてワイン。現在、店内他数カ所のワイン庫
を持ち、最適なコンディションの中で眠らせてい
る。特別な日のために自分のとっておきのワイン
を預ける常連客もいるという。「シャンパーニュ
騎士団	 in	東京」をはじめ有名な招待テイスティ
ング会にも参加するなど、ワインでも一目置かれ
る存在だ。

歴史を感じさせる“手づくり”の店

　「根っからの料理人」の内藤シェフとマダムの
夫婦が、周囲が田んぼと畑ばかりの道端に店を開
いたのは1987年の春。ヨーロッパの田舎家風建
物は、洋食レストランを出すからにはと、なけな
しの金を携えて旅したヨーロッパでイメージが固
まった。店名の「ディモア」は「私に言ってね」
という意味のフランス語。お客様につけてもらっ
た名前だという。
　店は現在築24年だが、店内の太くて立派な梁や
柱、よく磨かれた床や壁は遙かな年季を感じさせ
る。それもそのはず、建て替えになった地元小学
校の古材を使っているのだ。シェフの同級生が設
計し、自分たちも床を磨き、柱を塗って、経費を
節約した“手づくり”の店。「お客様には、レト
ロだけどこれがいい、落ち着くと言っていただく

んですよ」。
　有数のリゾート地である蓼科高原という土地柄
もあり、3分の1が県外客。特に夏場は別荘客を中
心に8割にものぼる。リラックスした雰囲気で本
格的欧風料理を食べたい、訪れる国内外の賓客の
もてなし、重要な商談の場として使いたいという
要望も多く、訪れる顔ぶれも華やかだ。

すべてその一皿のために

　地元客にとっても「とっておきの店」。家族の
記念日やお祝い、大切な接待などは毎日のように
あり、時には挙式・披露宴の場にもなる。「そん
な時は店全体が喜びの宴になります。ブライダル
でもホールと厨房が連携し、オリジナルなウェ
ディングをプロデュース。ディモアのもてなしな
ら間違いない、と言っていただけるよう努力して
います」とマダム。
　ザガットサーベイ長野版で同店は「洋食・欧風
料理」「挙式可」の各部門で第１位、「ランチ」で
は第５位、「料理のトップ40」「ワインが豊富」「全
面禁煙」「サービス」でもトップクラスの評価を
受けた。
　「こんなに私たちの名前を出してもらえたのは
本当にありがたい。野菜の話も出ていたし、お店
のことをよく知っているお客様の声が入ってい
て、ただただ感謝です」とマダム。そしてこう続
けた。「私たちはつねに、お客様がまた行きたい
と思う店でありたい。スープであり、一皿の料理
であり、あるいは心地良さであり…。お客様が満
たされるものを必ずお返ししないとリピーターに
はなっていただけません。私たちの生活はすべて
その一皿のためにあります。もちろん、畑も。そ
れこそが、私たちの喜びなんです」。

長野県で飼育された黒毛和牛の最高ランク「A-5」

ヨーロッパ田舎家風の「ディモア」。四季の彩りも



︱健︱康︱を︱考︱え︱る︱
それも金属アレルギー

なんですか。

　アレルギーは、生体が自分に
ない物質を異物と認め、それを
排除しようとする現象です。植
物、薬物その他あらゆるものが
異物になりうるのですが、かた
い金属とて例外ではありませ
ん。歯科、整形外科などで使わ
れる医療用のもの、ネックレス、
腕時計、ピアスなどの装身具、
そして楽器、Gパンの金具等々、
挙げればまだまだあります。こ
れらに使われている金属はと言
いますと、アルミニウム、金、
スズ、鉄、白金、パラジウム、
インジウム、イリジウム、亜鉛、
マンガン、銀、コバルト、水銀、
クロム、銅、ニッケルそしてチ
タンと金属の種類もたくさんあ
ります。
　ここで実際の症例を紹介して
話を進めてみたいと思います。
　Ａさん（58歳、男性）は腕時
計をつけた部分に湿疹が出るよ
うになりました。これは汗の出
る夏期に顕著でした。金属アレ
ルギーを疑って、アレルギーが
出にくいとされているチタン製
の時計に替えたところ湿疹は全
く出なくなりました（接触皮膚
炎）。

　後日、歯科治療にそなえて金
属のパッチテストをしたとこ
ろ、亜鉛、マンガン、コバルト
そしてクロムに陽性反応を認め
ました。歯科の先生にはこれら
の金属を含まない合金で治療し
ていただくように連絡をとりま
した。はたして金属にアレル
ギーがあるのか、数ある金属の
うちどれに反応するのかを確か
めるのがパッチテストです。金
属アレルギーの診断には欠かせ
ない検査法です。
　Ｂさん（19歳、女性）は両耳
のピアス部位がジクジクしてそ
の下がしこりになり、更に全身
に湿疹が広がってしまいまし
た。パッチテストの結果、ニッ
ケルが強陽性反応でした。ニッ
ケルアレルギーと診断して、両
耳の病変部をしこりを含めて切
除縫縮したところ全身の発疹は
やがて消退しました。この方の
場合、ピアスのニッケルが血液
によって全身皮膚に運ばれてア
レルギー反応を起こしたものと
考えられます（接触皮膚炎症候
群）。
　Ｃさん（26歳、男性）はニッ
ケルを扱う仕事についていま

す。手には常に湿疹があったの
ですが、あるとき、ニッケルが
蒸発して全身皮膚が紅くはれて
しまいました（全身性接触皮膚
炎）。会社では職場転換を検討
しているようです。
　Ｄさん（37歳、女性）。２年来、
手のひら、足のうらに膿を持っ
たブツブツが出たり消えたりし
て紅く皮が剥げるようになりま
した。掌蹠膿疱症（しょうせき
のうほうしょう）と診断され、
原因の一つである扁桃炎もな
かったため、金属アレルギーを
疑い、金属のパッチテストをし
たところスズに強陽性を示しま
した。スズ含有の金属を金合金
に替えたところやがて症状はな
くなりました。
　金属アレルギーには、他に歯
科金属による舌炎、口内炎の局
所的な症状、そして全身的な扁
平苔癬（へんぺいたいせん）、
貨幣状湿疹、汎発性湿疹といわ
れるものがあります。治りにく
い湿疹、不思議な発疹、それは
金属アレルギーかも知れません。

長野県保険医協同組合
監事　二條　貞子

（松本市　二條皮ふ科クリニック）
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　経済環境の変化にともない、企業をとりま

く市場の動向も大きな変革を示しています。

その顕著な事実として、４項目挙げられます。

　①顧客の企業に対する発注数量が小ロット

化しています。すなわち、顧客は余分なもの

を購入せず、必要なものを必要な時に必要な

だけ買うという傾向にあります。その結果と

して、納期はますます短縮化してきています。

たとえば、自動車産業界では、親企業は自社

で在庫を持たず、顧客の注文に迅速に対応す

るため、下請企業に対して短納期で製品を納

入することを要求します。この動きは、あら

ゆる業界に普遍化してきています。

　②買手市場の傾向が強く、売手である企業

の競争力はますます熾烈をきわめています。

顧客は、自分の好みの製品をじっくり選別し

て購入しようとする傾向が強くなっています。

企業に対する顧客の選別化も一層厳しくなっ

ています。たとえば、企業の外注業者や購買

業者などの仕入先に対応する対応の仕方も厳

しくなっています。要求するコストや納期な

どに対応できなければ、過去にとらわれずに

思いきって切り捨てるといった傾向が顕著に

なっています。

　③顧客の製品や企業の選別化が激しくなっ

た結果、製品のライフサイクルが非常に短縮

化されてきています。したがって、このよう

な顧客の購買心理をつかんで売込むためには、

企業は絶えず製品の開発、改良、モデルチェ

ンジを行わなければなりません。このような

ことから製品のライフサイクルは必然的に短

縮化され、その結果として品種はますます多

くなってきています。

　④売上や受注の変動がきびしくなってきて

います。当初たてた販売計画に対して実際大

幅に違い、顧客からきた当初の受注計画がそ

の後の飛込み、取消し、納期変更などによっ

てかなり変更をきたすことが多くなってきて

います。いわゆる多品種少量生産企業が増え

た要因です。低成長時代の今日において、こ

れらの傾向は、あらゆる業界により明確な現

象として、普遍的かつ深く浸透してきています。

その結果としてものをつくる側である多品種

少量生産工場の生産効率化を、よりいっそう

阻害する要因となってきています。

　このように多様化した顧客ニーズに対応す

るために、多品種少量生産や製品ライフサイ

クルの短縮化に常に取組まなければならなく

なっています。さらにキャッシュフロー改善

のための製品在庫、仕掛在庫、資材在庫等は

欠品を起こさないぎりぎりのところまで絞込

む必要があります。その上で営業から上がっ

てくるオーダーに対して、正確かつ短期間で

の納期回答を即答しなければなりません。こ

うしたことを実現するためには、「もの作り」

の世界観を変える必要があります。すなわち、

従来の「製品の品質、生産性、生産効率重視」

型のマネジメントは当然の前提でありむしろ

更に顧客側に立ってビジネススタイルを見直

し、企業利益を生み出させるマネジメント志

向のシステム化が必要になります。

信州ビジネスコンサルタント協同組合　理事

博士（工学）　中小企業診断士

ＩＴで円高を克服する②
～多品種少量生産や製品ライフサイクルの短縮化のシステム化～

㈲エスエムエスコンサルティング　代表取締役　関　信一

13
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そば粉は浅間山麓産と八ヶ岳山麓産。

　小諸市平原の国道18号線沿い、見事な茅葺き屋
根が目印の「やまへい」。昭和52年に昭和初期に
建てられた新潟上越の庄家を移築復元して開店し
た、そばと和食の店だ。
　やまへいのそばは比較的白く、やや太め。そば
本来の香りと風味が活きている。
　厳選して仕入れるそばはすべて浅間山麓産と
八ヶ岳山麓産。その日に供する玄そばの生産者名
は店頭に貼り出す。不作で確保が心配された時も、
このような農家との深い信頼関係からまかなうこ
とができた。「そばも野沢菜漬も、基本は“オール・
オア・ナッシング”」。塩川社長が言い切るように、
素材から作り方、提供の仕方まで、「おいしい」と
喜んでもらうためには一切妥協しないのがやまへ
い流だ。
　玄そばは店に隣接する水車小屋の石臼で、熱を
かけないようじっくりと挽く。そして湯を使わず、
水だけで打つ。どちらも、そばの
香りと風味をより活かすためのこ
だわりだ。そば打ちとつゆには、
小諸の湧き水「弁天清水」を使う。
同店で提供するほかの料理にも
使っているが、かつお節、さば節、
利尻昆布など、最高の素材から丁
寧にとったダシのまろやかな味が
さらに引き立ち、香り高いそばに
よく合う。

施設入所者を毎年昼食会に招待。

　やまへいの創業は昭和38年。もともと農家だっ

た先代夫婦が取れた野菜の販
売を始めたのが最初だ。さら
に昭和40年、鬼押出し園で野
沢菜漬を土産品として販売し、
県内でも先がけて野沢菜漬の
製造販売に乗り出した。現在、
野沢菜漬では県内トップクラ
スの製造販売会社に成長。最
新鋭の生産および流通管理体
制を構築し、安心・安全な商
品づくりで高く評価されている。
　一方、そば店の出店は先代が古い庄家を購入し
たのがきっかけだった。現在地に移築を進めるう
ち、本当においしい手打ちそばを食べさせる店へ
の思いが高じたのだという。
　やまへいでは毎年３月の開店記念日に、小諸市
周辺の福祉施設の入所者80人前後を昼食会に招待
している。食事のほか、近くの幼稚園児との交流
や趣味のグループによる演奏などもあり、参加者
みんなが楽しい時間を過ごす。昭和52年の開店時

から欠かさず続
け、市長や地区
の区長なども手
伝いに訪れるな
ど、地域をあげ
てのイベントに
なっている。

■お食事処　やまへい
　問い合わせ／ TEL・FAX 0267-23-4147
　　　　　　　小諸市平原字寺前1166

おいしい手打ちそばを食べさせる店、の思い高じて。
その8◆ お食事処	やまへい（小諸市）「信州そば食べある紀行」

玄そばの生産者名
が店頭に

いろりのある店内の
座敷

色白で香り高いそば

　「やまへい」は東信地区屈指のそばの名店である。
浅間山麓産、八ヶ岳山麓産の玄そばを厳選して石臼
で挽き、水だけで打ち、そば本来の香りと風味を大
切にしている。先代社長、故・塩川亥六氏が福祉に
大変関心を示され、創業以来、お店の開店記念日に
は近隣の福祉施設の入所者が昼食会に招待され、そ
ばをごちそうになっている。私は東京からの移住者
だが、親戚・友達が小諸に来た時に信州の味をふる
まうお店のひとつだ。

特別養護老人ホーム愛灯園
施設長　西川	宏		氏

私も推薦します

新潟の庄家を移築復元した茅葺き
屋根の店舗
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I N N O V A T I O Nイノベーション

　皆様も耳にされましたか？口蹄疫の被害があった宮崎県では、「ふるさと納税」という方法で集まった寄付が
１億2,700万円（平成22年８月17日現在）となり、大きな助けとなっているそうです。これは宮崎県にとって、昨
年のふるさと納税で集まった金額のなんと30倍以上になります。制度が平成20年４月に公布されてから既に２年
が経っていますが、今回はこの「ふるさと納税」とはどのような制度で、どのように活用ができるのか、ご説明
します。
	

１．お好きな自治体へ寄付できます
　	　生まれたところ、昔住んでいたところ、という「ふるさと」だけでなく、どこでも好きな自治体、応援した
い自治体に寄付ができます。ちなみに振込等による寄付だけでなく、クレジットカード決済などを取り入れて、
寄付をしやすくする自治体も増えてきています（長野県では長野県、岡谷市、須坂市、小諸市、伊那市、中野
市などがクレジットカードで寄付ができます）。

２．寄付の使途を指定できます
　	　例えば長野市の場合、指定できる使途の一つに「ふるさとの父、母へ」というものがあります。こちらへ寄
付をすれば「お年寄りはバスなどの交通機関を安く利用できる」制度の財源になります。「年老いた両親でも気
軽に出歩ける町を作って欲しい」と考えられている方には、おすすめの使途ではないでしょうか。

３．実際の負担額が少ない寄付です
　　「ふるさと納税」をする場合、以下のような流れとなります。

　実際の負担額は、寄付した３万円から減税となった23,600円を差し引いた6,400円となり、実質負担の少ない寄
付制度といえます。また、減税された金額と「＋αの贈り物」の評価額を合わせた場合、寄付した金額より多く
なることもあります。
　特産品を贈る自治体はお礼以外の意味として、特産品が利用されることによる産業の活性化という効果も期待
しているため、地域性豊かな贈り物が考えられています。（検索に便利なサイトhttp://www.furusatotax.com/）

　「寄付の使途を指定できる」「地方の自治体と産業を元気にできる」さらに「ちょっと得するかもしれない」と
いう「ふるさと納税」を、一度検討してみてはいかがでしょうか。

意外と知らない「ふるさと納税」の活用法

※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。

ふるさと納税とは？
　「ふるさと納税」は、名称に「納税」という言葉が使われていますが、その実態は寄付です。「ふるさと寄付」と、
わざわざ言い換えて説明をしている都道府県、市区町村（以下、自治体）もあります。さて、その具体的内容は…

31

2 1,400

22,200

*寄付のお礼として特産品を贈っている自治体もあります。
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長野県観光部観光振興課

　安曇野市では、あづみ野光物語と題し、国営アルプスあづみの公園、ビレッジ安曇野、穂
高温泉郷の３ヶ所でイルミネーションを点灯します。
　安曇野の冬を温かく彩るイルミネーションを是非ご覧ください。

１　期　　間　11月３日（水・祝）～１月31日（月）
２　内　　容　
　　▼ 森の光物語
　　　・日時：11月３日（水・祝）～ 12月30日（木）16時～ 21時
　　　・会場：国営アルプスあづみの公園（堀金・穂高地区）
　　　・内容：	環境負荷低減に配慮した、風力発電やバイオディーゼル発電による約23万球

のイルミネーション装飾。
　　　　　　　	園内レストランでの特別メニューの提供（週末のみ）や、屋外休憩所付近での

温かい飲み物・食べ物の売店（週末のみ）
　　　　　　　	熱気球搭乗体験（12/10～ 26：料金大人2,000円	小学生1,000円	未就学児100円）
　　　・入場料：	16時以前の入園の場合15歳以上400円/小・中学生80円/65歳以上200円
　　　　　　　　	16時以降の入園の場合15歳以上280円/小・中学生50円/65歳以上200円
　　　・アクセス：〔列車で〕JR	大糸線	豊科駅からタクシーで約15分
　　　　　　　　　〔お車で〕長野自動車道	豊科ICから約20分
　　▼ 2010．Azumino.光のページェント
　　　・日時：11月20日（土）～１月31日（月）	17時～ 23時
　　　・会場：ビレッジ安曇野
　　　・内容：約10万球のイルミネーション装飾。
　　　・入場料：無料
　　　・アクセス：〔列車で〕JR	大糸線	柏矢町駅から徒歩約15分
　　　　　　　　　〔お車で〕長野自動車道	豊科ICから約５分
　　▼ 穂高温泉郷イルミネーション
　　　・日時：11月20日（土）～１月31日（月）	17時～ 23時
　　　・会場：穂高温泉郷八面大王足湯・Ｖｉｆ穂高
　　　・内容：熱気球搭乗体験など（実施期間はお問い合わせください）
　　　　　　　料金：大人2,500	円/小学生1,500円/未就学児100円
　　　・入場料：無料
　　　・アクセス：〔列車で〕JR	大糸線	穂高駅からタクシーで約10分
　　　　　　　　　〔お車で〕長野自動車道	豊科ICから約20分
３　主　　催　あづみ野光物語実行委員会
４　お問い合わせ　あづみ野光物語実行委員会事務局
　　　　　　　（住所）〒399-8303	安曇野市穂高6658
　　　　　　　（TEL）0263-82-3131　（FAX）0263-82-6622

あづみ野光物語
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今月11月は「平成22年度労働時間適正化キャンペーン」月間です

キャッチフレーズ：「一休さんになろう」
長野労働局労働基準部監督課

１　労働時間の現状
　⑴	　平成21年の長野県の平均年間総実労働時間は、1,808時間（前年比35時間減）、所定外労
働時間は103時間（同33時間減）と大幅に減少しましたが、直近の平成22年7月の所定外労
働時間は11.0時間（前年同月比34.1%増）、うち製造業の所定外労働時間は15.1時間（同
93.8%増）となっている等、最近では上昇傾向が続いています。

　　	　また、全国的にも、１週間当たりの労働時間が60時間以上の者の割合が、10%前後の高
い水準で推移しています。

　⑵	　このような状況の中、県内の労働基準監督署には、労働者やその家族からの長時間労働
等に関する相談・情報が寄せられています。

　⑶	　平成21年度は、県内の26企業で合計100万円以上の賃金不払残業が確認されたほか、本
年４月以降も、監督指導の結果、２割を超える事業場で、労働基準法第37条違反が確認さ
れている等、賃金不払残業の問題も依然として多く発生している状況が認められます。

２　趣旨
　	　「労働時間適正化キャンペーン」を実施し、次に掲げる事項を中心に、広く周知啓発等を行
うことを通じ、労使をはじめとする関係者の主体的取組を促進します。
　⑴　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
　⑵	　長時間労働者に係る医師の面接指導・定期健康診断における有所見率改善等に向けた取
組

　⑶　労働時間の適正な把握・管理の徹底

３　取組事項
　⑴	　長野労働局において、使用者団体及び労働組合等に対し、傘下の企業や労働組合におい
て労働時間の適正化に向けた取組等が実施されるよう、積極的な周知・啓発等の実施につ
いての協力要請を行います。

　⑵	　労働基準監督署においては、時間外労働協
定の適正化に係る窓口指導を引き続き徹底す
るとともに、労働時間の適正化を図るための
監督指導を重点的に実施します。

　⑶	　労働時間や残業代、労働条件等の問題に関
し、次のとおり、フリーダイヤルによる相談
対応を行います。

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」

0120－7
なくしましょう

94－7
ながいざんぎょう

13を　11月6日（土）に実施
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TEL 026（234）7680

FAX 026（233）5030

景気対応
緊急保証制度
景気対応
緊急保証制度

●対象業種は原則として全業種（※）
　※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
●一般保証枠とは別枠の

　無担保最高8,000万円まで
●法人代表者以外の

　保証人は不要
●保証料率年

　0.80％以下
取扱期間は平成23年3月31日までとなっております
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一人ひとりの生活には、仕事以外にも大切なものって一杯ありますよね！
「仕事と生活の調和」を可能にする取り組みについて、考えてみませんか？

  「ワーク・ライフ・バランス」
オーダーメイド事業のご案内

　「ワーク･ライフ･バランス」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか？ワーク･
ライフ･バランスとは、仕事と生活の調和という意味です。仕事と生活の調和の実現には、そ
れぞれの企業・事業所の実情に合った進め方を事業主・従業員で話し合い、自主的に取り組
んでいくことが求められています。
　そこで、企業・事業所の皆さまの取り組みをお手伝いさせていただくのが、「ワーク･ライ
フ･バランス」オーダーメイド事業です。本年度、松本市及び飯田市で実施します。
　右の支援メニューの中から希望される取り組みの内容を選んでいただき、取り組みの実現
に向けてながの子ども・子育て応援県民会議の構成団体が支援を行います。
　この事業が、地域の企業・事業所の皆さまがワーク･ライフ･バランスへ取り組むきっかけ
となり、少しでも従業員の方の暮らしやすさや喜びにつながっていくことができれば幸いです。

　ワーク･ライフ･バランスに取り組むことは、企業・事業所にとっても次のようなメリット
をもたらします。経営戦略として取り組まれてみてはいかがでしょうか？

企業・事業所の皆様へ

１．従業員の仕事への意欲が高まり、生産性が向上！
　 　従業員の希望する職場環境を整えることは、職場への満足感を高め、勤労意欲や能
力を引き出すことになります。また、新たな創造性を高める効果も期待できます。

２．仕事の効率化による残業時間の減少、コスト削減に！
　 　職場における業務配分の見直し、業務や情報の共有化、仕事の進め方の見直し等を
行うことで、仕事の効率化を図ることにつながります。

３．優秀な人材確保・定着、企業のイメージアップに！
　 　従業員の希望する職場環境を整えることは、賃金やキャリアアップと並んで、優秀
な人材を惹きつける大きな要素となります。また、企業のイメージが向上します。

◆企業・事業所がワーク・ライフ・バランスに取り組むメリット◆
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　支援内容について詳しくお知りになりたい場合は、各団体までお気軽にお問い合わせくだ
さい。

◆支援メニュー一覧◆

◆応募期限は、平成22年12月3日（金）まで。◆

【お申し込み・お問い合わせ先】
　ながの子ども・子育て応援県民会議事務局
　〒380-8570　長野市大字南長野字幅下６９２－２
　電話：026-235-7018（直通）　ＦＡＸ：026-235-7471
　メールアドレス：shoushika@pref.nagano.lg.jp
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　男女ともに働きながら子育てや自分の時間を持てる職場環境づくりが、優秀な
人材の確保や職場の活力につながります。ぜひご参加ください。

▼と　き／平成22年11月29日(月)　14:00 ～ 16:00
▼ところ／長野市勤労者女性会館しなのきホール（大字鶴賀西鶴賀町）
　　　　　※	勤労者女性会館しなのきには駐車場はありませんので公

共交通機関をご利用ください。

▼入場無料
▼主催
　長野市子育て支援事業所連絡協議会、(財)21世紀職業財団長野事務所、長野市
▼お問合わせ
　長野市保健福祉部保育家庭支援課　電話026-224-8032

「一歩先のワーク・ライフ・バランス」
～豊かな生活と活力ある職場の両立へ～

シンポジウム

○基調講演

　「企業業績を大きく伸ばす
　　　　　ワーク・ライフ・バランス戦略」
　渥　美　由　喜　氏（東レ経営研究所）

【略歴】
　東京大学法学部政治学科卒業
　	㈱富士総合研究所、㈱富士通総研を経て東レ経営研
究所へ
　	内閣府「少子化社会対策推進会議」、同「ワーク・
ライフ・バランス官民連絡会議」などの委員を務める。
　	専門領域は労働雇用・企業経営、人口問題、社会保
障制度など

○取組事例発表

　・㈱富士通長野システムエンジニアリング
　・松山株式会社

入場は無料
託児も

あります
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長野県中小企業団体中央会
〒380-0936　長野市中御所岡田131-10 長野県中小企業会館 4F

TEL.026-228-1171
http://www.alps.or.jp/chuokai/supportproject2010/
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　新聞等でも報道されていますが、県教育委員会の調査によると９月末の来春卒業予定の
県内公立高校就職希望者の内定率は42.2％と大変厳しい状況が続いています。
　こうした状況を受けて10月13日県高等学校教職員組合の高村裕委員長、坪井一憲、上條
晋両副委員長など役員の皆様が来会され、未来を担う高校生達に夢と希望を与えられるよ
う、就職に特段の配慮を求める要請がありました。
　これを受けて本会では先に県高校長会からも同様の要請があり、本レポートの10月号で
会員の皆様にもお知らせしていることをお伝えしました。
　さらに新卒者就職応援プロジェクト事業など就職等支援を行っていることも説明し、併
せて県内には“きらりと光る中小企業”が数多くあることを周知いただくよう重ねて依頼
いたしました。
　採用試験の面接において、ルールにそぐわない事例が見受けられたとの報告もありまし
たのでご留意ください。
　円高、個人消費の低迷等先行き不透明な状況が続いていますが、新卒者の採用につきま
してご配慮いただきたくよろしくお願い申し上げます。
　要請のありました内容は次のとおりです。

県高等学校教職員組合より、来春高校卒業予定者の
就職促進に関わる要望がありました。
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１、面接指導に応じます。（完全予約制です）

　	　労働安全衛生法に基づく長時間労働者への医師による面接指導を行います。

２、健康相談に応じます。

　例えば
　　・健康診断の結果所見のあった従業員の健康管理をどうしたらよいか。
　　・生活習慣病の予防は何から始めたらよいか。
　　・日常生活における健康保持増進方法はどうすればよいか。
　　・メンタルヘルスケアの進め方が分からない。
　　・メンタルヘルス不調の方。

３、個別訪問指導を行います。

　	　医師や保健師が予め登録された事業場を訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理の相談指
導などを行います。また医師が作業場の巡視を行い改善が必要な場合は助言を行います。

４、産業保健情報の提供を行います。

　　事業場の産業保健に関する要望、質問にお応えします。

長野県地域産業保健センター
（380-8571）長野市若里７-1-5（長野県医師会館内）
℡　026－226－3191　　Fax　026－228－0133

　この事業は、社団法人長野県医師会が実施するもので、「面接指導」や「健康相談｣、｢個別
訪問指導｣等を無料で行います。また相談内容や指導内容について	　秘密を厳守します。

厚生労働省（長野労働局）委託事業

労働者50人未満の小規模事業場で

働く人達の健康づくりを
応援します！
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相談や指導は無料です。秘密は守られます。
相談や指導の申し込みは、地区の担当コーディネーターに問い合わせて下さい。

地区 開設日時 場　所 備　考

長
野
地
区

長時間労働者
への面接指導
及び健康相談

第1～第3木曜日（祝日を除く）
午後1:00より

長野市医師会内の相談室
（長野市若里7-1-5）

コーディネーター
茂　木　　博
Tel・Fax　026-226-2311

第4又は５木曜日（祝日を除く）
午後1:00より

千曲商工会議所内の相談室
（千曲市杭瀬下709）

個別訪問指導 事前に登録された事業場を希望により医師や保健師が個別に訪問して相談及び指
導を行います。

松
本
地
区

健康相談 毎週木曜日のうち指定日
午後1時～4時

松本市医師会館3階　健康相談室
（松本市城西2-2-7）

コーディネーター
有　馬　武　男
Tel   0263-85-4888
携帯　090-8598-4888
Fax 　0263-85-4666

個別訪問指導 登録事業場について打ち合わせの上、訪問して相談指導を行います。

諏
訪
広
域

健康相談 毎週木曜日（祝祭日、年末年始を除く）
午後1時～4時（受付終了3時30分)

岡谷市保健センター健康相談室
（岡谷市役所内に開設します） コーディネーター

佐　伯　孝　二
Tel・Fax　0266-23-3609個別訪問指導

希望の事業所は、予め登録をお願いします。
健康相談、登録の申し込み・センターに関するお問い合わせはコーディネーター
へ

上
小
地
区

健康相談 各月2～4回　木曜日　
午後1時から4時まで

上田市医師会館内
（上田市中央2-22-10）

コーディネーター
今　井　昌　男
Tel・Fax　0268-38-6399
携帯        090-5417-9012

※	健康相談、個別訪問指導を希望する場合は、あらかじめコーディネーターに申し込みをお願
いします。

飯
伊
地
区

健康相談 第2～第4木曜日（祝日を除く）
午後1:30 ～ 4:30

休日夜間急患診療所（相談室）
コーディネーター
岡　田　茂　子
Tel・Fax　 0265-23-7112
飯田市東中央通り5丁目96

（飯伊地区包括医療協議会内）

長時間労働者
への面接指導

第1木曜日（祝祭日を除く）
午後1:30 ～ 4:30

個別訪問指導 希望する事業場を個別に訪問

北
信
濃
地
区

健康相談

毎月第1･3木曜日（祝祭日･盆･正月は除く）
午後1:30～3:30

須高医師会　須坂市立町1391　
（Tel　026-245-1979）

コーディネーター
中　村　弘　雄
Tel･Fax　026-245-8805

毎月第2木曜日（祝祭日･盆･正月は除く）
午後1:30～3:30

中高医師会　中野市三好町1-2-34
（Tel	0269-26-2337）

毎年7月、10月第1木曜日（祝祭日は除く）
午後1:30～3:30

飯水医師会　飯山市福寿町2269-2
（Tel		0269-62-2012）

個別訪問指導 原則毎月第4木曜日（祝祭日･盆･正月は除く）
午後1:30 ～ 4:00 希望する事業場

小
諸
・
佐
久
地
区

健康相談 原則として毎週木曜日 小諸北佐久医師会か佐久医師会を
会場として相談医により実施。

実務実施者 コーディネーター
五　十　嵐　幸　雄
連絡先　Tel   0267-22-0160
　　　　Fax　0267-22-9747
自　宅　Tel   0268-63-5328
　　　　Fax　0268-63-5328

個別訪問産業
保健指導 事業場からの要望に応じて実施。

長野県地域産業保健センター
（小諸・佐久地区）
〒384-0025　小諸市相生町3-3-1
小諸北佐久医師会内

上
伊
那
地
区

健康相談

毎週木曜日
午後1時～4時（受付終了3時）

伊那労働基準協会内
二階健康相談室
商工会議所・商工会等へ移動窓口
相談も行います。

お問い合わせ先　
〒396-0015
伊那市中央5083-1

（伊那労働基準協会内）
コーディネーター
小　澤　茂　穂
Tel   　　0265 -76-6666
Tel（専用）0265-76-6922
Fax 　　 0265-72-5855

※	長時間労働者への医師による面接指導受け付けています。
　実施前にコーディネーターが事業場へ調査のため伺います。

個別訪問指導
による保健指
導

毎週水曜日
午後1時～3時まで

登録事業所について事前打ち合わ
せの上、訪問して相談指導を行い
ます。

安
曇
野･

大
北
地
区

健康相談
毎週木曜日、保健師が常駐（相談医は指定日）
午後1時～3時30分
☆出前（サテライト）健康相談も行ってい	ます。

安曇野市医師会館　特設会場（原
則）（第2、4木曜日）

コーディネーター
矢　口　勝　利
Tel   0263-72-2347
Fax　0263-72-9371

ジャスコ穂高店　特設会場
	（第1,　3木曜日）

長時間労働者
への面接指導

毎月第3木曜日
午後1時～午後3時30分
長時間労働者への医師による面接相談（事前
の予約が必要です）

安曇野医師会館特設相談室
安曇野市豊科4111-1
安曇野市医師会

個別訪問指導 予め｢登録｣された事業場を訪問して産業保健指導を行います。
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官公庁からの仕事
受注機会を増やします！

中小企業者の受注機会の増大を図る
「国等の契約の方針」を閣議決定しました

中　小　企　業

官公需情報ポータルサイト　http://kankouju.jp

～官公庁からの仕事～
官公庁（各府省、独立行政法人等の本省・本局、地方出先事務所）などが民
間事業者の方々と取引することを「官公需契約」といいます。
代表的なものでは、事務用品や制服などの物品の調達、庁舎の清掃や警備、
印刷などを委託する役務契約、道路建設などの工事契約などがあります。

中小企業の皆さんへ

各府省・独立行政法人等 ・官公需情報ポータルサイト等による情報提供
・分離・分割発注の推進
・技術力ある中小企業の評価
・ダンピング防止対策の推進
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平成22年度
中小企業者に関する国等の契約の方針のポイント

１．中小企業者の受注機会増大のための主な措置
　（１）中小企業者の自助努力への支援強化
　　　	　中小企業者の官公需に関する個別の相談に対応する体制を作るとともに、官公需情報

ポータルサイトの利用を広める。
　　　　①国の発注機関ごとに「官公需相談窓口」を設置
　　　　②官公需の仕事探しの相談に応じる「官公需総合相談センター（仮称）」を全国に設置
　　　　③中小企業支援機関での支援ツールとして、官公需情報ポータルサイトの利用を促進

　（２）ダンピング防止対策の充実
　　　	　人件費割合の高い役務契約において、予定価格を大幅に下回る入札が散見され、支払賃

金の削減や下請企業へのしわ寄せ、作業品質の低下等が懸念される。このため、過度の低
価格入札に対するダンピング防止対策の充実を図るため、低入札価格調査制度の適切な活
用を図る。

　　　　①	低入札価格調査において、入札価格内訳書の徴収を徹底
　　　　②	落札者名の公表を徹底し、公正取引委員会、労働基準監督署などの規制当局による監

視に繋げる

　（３）特殊会社に対する努力要請
　　　	　官公需法に努力義務が定められている地方公共団体に加えて、民営化により官公需法の

対象外となった特殊会社に対し、国の取組に準じた努力を所管大臣から要請する。（国
100％出資の会社を想定。）

２．中小企業向け契約目標
　　平成22年度国等の中小企業者向け契約目標金額　約3兆8,656億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（官公需総予算額に占める割合：56.2％）
　　※平成21年度国等の中小企業者向け契約目標金額　約5兆1,993億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（官公需総実績額に占める割合：52.4％）
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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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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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☆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”

〜見つめてみよう！私の働き方〜
男女共同参画推進長野セミナーのご案内 入場無料 託児・手話通訳　あり

■講 演　　「フィンランド―輝く女性の働き方」
　メッツォペーパージャパン株式会社　マーケティングコーディネーター 堀 内 都 喜 子　氏（長野県中野市出身）

■パネルディスカッション　　「女性の経済活動への参画とその課題」
　パネラー　山 浦 悦 子　氏　ハイブリットジャパン㈱　代表取締役　他２名

日時／平成22年12月11日（土）13:00～16:00　   場所／長野県男女共同参画センター“あいとぴあ” ホール
　　岡谷市長地権現町４－11－51　　　      　　　　　  　　　　　　　　　　  

問い合せ先　㈳国際女性教育振興会長野県支部 セミナー実行委員会事務局　TEL・FAX 0266-27-1960



月
刊
中
小
企
業
レ
ポ
ー
ト	

十
一
月
号	

（ 

第
３
種
郵
便
物
認
可

昭
和
51
年
10
月
６
日

） 

平
成
22
年
11
月
10
日
発
行　
（
毎
月
10
日
発
行
） 

通
巻
408
号 

発
行
人 

佐

々

木

正

孝

発
行
所 

長
野
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

平成22年11月10日発行（昭和51年10月６日第３種郵便物認可）（毎月10日発行）中小企業レポート通巻第408号　１部	250円

知恵と力を合わせて信州を元気に MONTHLY REPORT

中小企業レポート
2010

11
No.408

月
刊

長野県中小企業団体中央会

農商工連携推進のための人材育成をめざして
〜農商工連携等人材育成事業より〜
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