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No.412

　日本一のあんずの里として名を馳せてきた千曲市の森・倉科地区。
　春になると山里一面が薄紅色に染まり、その幻想的な景色は『一目十万本』
と謳われています。あんずの里の歴史は古く、江戸時代伊予宇和島藩から
松代藩主真田幸道侯のもとへ嫁いできた豊姫が故郷をしのんであんずを植
えたのがはじまりだといわれています。

■期　　間：花見期間…4月2日(土) ～ 4月16日(土)
　　　　　　�あんず狩り…6月25日（土）頃～ 7月15日（金）頃まで
　　　　　　（季候により期間の変更があります）
■アクセス：�しなの鉄道・長野電鉄屋代駅よりタクシーで10分
　　　　　　長野自動車道　更埴ICより車で10分

写真提供／千曲市観光協会
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信州産農産物の活用で新しいマーケットを開拓するイノベーターたち

　長引く不況下、何とか明る
さを見出そうと求めてもがき
続けている地域経済。そんな
中、国は農林水産品、伝統的
産品、観光、伝統文化など、
地域に眠る「宝の山」を掘り
起こし磨き、新商品・新サー
ビスの開発・市場化に取り組
む中小企業を支援している。
2007年6月施行された「中
小企業地域資源活用促進法」
だ。中小企業が地域資源を活
用した事業計画を策定し国の
認定を受けると、試作品開発・
展示会出展などにかかる費用
の一部補助や、政府系金融機
関による融資や税制の優遇措
置などの支援が受けられる。
長野県内でもすでにいくつか
の事業が認定を受け、成果を
上げている。
　地元にいるとなかなか見え
ない「宝の山」。それを見つけ
られるのは、第三者的に地域
を眺める目や、“素人”の柔軟
な発想のようだ。

特集１　地域資源を活用した新商品開発

芙蓉酒造協同組合が試作開発中の食酢「SURARA」

玉井フルーツ店のドライフルーツ

特集 1 地域資源を活用した
新 商 品 開 発
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「こだわり食品フェア」で注目

　2月8日から3日間東京ビッグサイトで開催された「第
6回こだわり食品フェア2011」。長野県内24の企業・団
体が出展する中に、芙蓉酒造協同組合のブースもあっ
た。出品したのはレタス、かぼちゃ、えのき茸の3種
類の食酢。健康志向にかなった新商品として来場者の
関心を集め、引き合いが相次いだ。
　これは同組合が国から認定された「地域産業資源活
用事業計画」による試作品。まず長野県の地域資源で
あるレタス、かぼちゃ、えのき茸を使った野菜焼酎も
ろみを活用して製造した食酢（飲用および調理用）の
商品化をめざす。さらに同組合が手がけてきた30種類
以上の特産農産物の焼酎製造にあわせて食酢を製造し、
「野菜酢シリーズ」としてラインナップを充実させて
いく予定だ。事業計画では、計画実施期間は平成21年
7月から26年6月までの5カ年の予定。

いち早く焼酎製造に取り組む

　同組合の芙蓉酒造㈱は1887（明治20）年創業。戦時
中は企業整備統制令によって酒造の中止を余儀なくさ
れた。1955年に復活するも、従来からの特約店市場に
展開することは容易でないと、60年共同瓶詰め法人と
して全国初の「芙蓉酒造協同組合」を設立した。
　依田方

まさみち

伯理事長が家業に戻ったのは1969年。積極的
な営業で売上げを伸ばしたが、70年代半ばになると、
それまで伸びていた日本酒の需要が下降線をたどり出
す。その窮状を救ったのが、いち早く製造に取り組ん
だ焼酎だった。80年代から健康意識で焼酎が飲まれる
ようになり、同組合の麦焼酎「寅さん」は地域飲食店
を中心にブームをけん引した。

　焼酎の原料は麦、いも、そば、米などが一般的。し
かし、米と米麹と一緒に発酵させて蒸留すれば、基本
的にどんな野菜でも焼酎にすることができる。

全国から相次ぐ委託製造依頼

　国の減反政策などにより、遊休農地対策として各地
で転作農作物が生産されるようになったが、農産物は
もとより加工食品としても利用には限界があった。
　そこに2005年、第三次焼酎ブームが到来。同組合が
製造した地域農産品の焼酎が評判を呼び、全国の生産
者から余剰農産物を原料にした焼酎の製造依頼が相次
ぐようになる。それを受け、地域農産品を使った焼酎
製造が本格化。長野県内だけでもレタス、ヤーコン、
そば、エノキダケ、栗、かぼちゃ、菊芋、長芋、さつ
まいも、野沢菜、ねずみ大根など数多くの地域農産物
に広がり、全国から30種類以上を受託製造し、現在、
同組合の売上げでは圧倒的に焼酎が占めている。

野菜焼酎もろみで食酢の製造を
　
　「造り酒屋では“酒が腐る”と、同じ蔵で酢を扱う
のは酒屋にとってはタブー。にもかかわらず健康志向
で人気が高まる“飲む酢”づくりに注目したのは、息
子が酒造りの素人だったから。その自由な発想が面白
いと思いました」。
　依田理事長が話すように、旗振り役は依田方伯理事
長の長男である昂

たかのり

憲氏だった。
　酒と食酢の製造工程は共通の部分が多い。地域農産
物を使った定評のある“うまい焼酎”づくりの技術で
つくる「野菜焼酎もろみ」でつくる食酢（飲用および
調理用）は味わいが違い、人気が出るのではないかと
昂憲氏は考えたのである。しかも地域の野菜と焼酎、

全国から委託醸造する焼酎のタンク

芙蓉酒造のオリジナル焼酎（一例）
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そして食酢の3点セットで販売すれば、地域資源であ
る農産物の需要拡大、付加価値向上にも結びつく。こ
うして取り組んだのが、酒蔵のタブーにとらわれない
新たな商品づくりだった。

テーマは
「信州生まれ酒蔵育ち野菜の酢」

　昂憲氏は東京在住時より㈶日本醸造協会など研究機
関での指導を受け、酢づくりのノウハウを取得。酒類
の製造工程とは厳密に区別した生産体制をつくり、本
事業の認定に合わせるように酢醸造の免許も取得でき
た。
　「『信州生まれ酒蔵育ち野菜の酢』をテーマに、オリ
ジナリティのある酢の試作開発に取り組んできました。

おいしい焼酎づくりの技術をそのまま活かしてつくる
食酢は風味、味わいが全然違います。健康に良い酢と
野菜。その相乗効果でアピールしていきたい」と昂憲
氏は商品化への意気込みを語る。
　商品開発では味はもとより、ネーミングやパッケー
ジなどにもこだわる。焼酎とは違う、より広いマーケッ
トをターゲットにしているためだ。試作ではレタス、
かぼちゃ、えのき茸の3種類だが、今後さらに野菜の
バリエーションを増やしていく計画だ。

上田の気候で
ドライフルーツをつくる

　もうひとつ、果物生産が盛んな上田地域ならではの
地域資源活用の商品化事例がある。ドライフルーツ専
門店として6年目を迎える、上田市の玉井フルーツ店だ。
　「家業は果物屋。このカラッとした上田の気候を何
とか商売に使えないかと思ったのが、本格的にドライ
フルーツを手がけるきっかけでした」と話す町田和幸
社長。同社3代目の若きトップだ。
　国内では果物の産地で細々とつくるケースがほとん
どのドライフルーツ。自社工場でさまざまな果物を加
工する同社は、全国でも珍しい存在だ。現在、アンズ、
ふじりんご、ラフランスなど、地域の果物を中心に約
50種類の商品を揃える。
　「海外ではドライフルーツの人気が高く、国内で流
通しているものも輸入品がほとんど。私もアメリカな
どで作り方を学びましたが、国によって作り方が違い、
日本には専用の調理器もない。そんな中で試行錯誤を
繰り返し、上田なら添加物を使わずに作れると、まず
りんごを商品化しました。次につくったアンズは観光
客の土産品として人気を集め、今では夏場の軽井沢の
スーパーで１日に3,000パックも売れる人気商品です」。

特集１　地域資源を活用した新商品開発

蒸留工程を案内する依田昂憲氏

軒先には新酒ができたことを知らせる酒林

地元産りんごを加工



5

みんながwin－winの
関係になれる商品

　ドライフルーツは果物をカットして煮て乾燥させる
というシンプルな製造方法ながら、バラつきなく高い
品質を維持するのは難しい。同社は専用の乾燥機で乾
燥させ、さらに天日干しの工程を加えることで、色、味、
糖度などの品質を高めている。順調に生産を伸ばし「乾
燥機の稼働率は90％以上」。それが価格の安さにつな

がっている。
　商品は上田の店舗
のほかは、県外では、
都内百貨店や高級
スーパーなど、県内
でも限られたスー
パー、土産品店での
販売が中心。販売店
からの評価と口コミ
で知名度を上げてい
く戦略だ。
　一方、業務用食材
でのニーズの掘り起
こしを狙い、農商工

連携や産学官連携も模索。すでに県内酒造メーカーと
共同で、梅酒、アンズ酒の醸造過程で出る残さの再利
用を研究中だという。また、菓子などの食品原料とし
ても可能性は大きい。
　「信州はドライフルーツの産地というイメージを定
着させたい。輸入ドライフルーツをよく使うレストラ
ンで当社の無添加の信州産に切り替えてもらえば、そ
れだけで付加価値を高めることができる。果物市場が
飽和する中、ドライフルーツという新しい商品はみん
ながwin－winの関係になれる商品だと思うんです」。
　さらに町田社長は生産農家が直接販売できる商品づ
くりのサポートにも取り組みたいと話している。乾燥機で乾燥。その後、天日干し

店頭に並ぶ50種類にものぼる商品

地域資源を活用した新商品開発地域資源を活用した新商品開発地域資源を活用した新商品開発地域資源を活用した新商品開発地域資源を活用した新商品開発地域資源を活用した新商品開発地域資源を活用した新商品開発地域資源を活用した新商品開発地域資源を活用した新商品開発

地域特産物のブランド保護地域特産物のブランド保護地域特産物のブランド保護地域特産物のブランド保護地域特産物のブランド保護地域特産物のブランド保護地域特産物のブランド保護地域特産物のブランド保護地域特産物のブランド保護地域特産物のブランド保護地域特産物のブランド保護地域特産物のブランド保護～団体商標の登録～団体商標の登録～団体商標の登録
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～長野県中小企業団体中央会の支援による～

　ものづくり中小企業はわが国の雇用を支え、わが国産業の競争力を支える重要な役割を担っている。「事　ものづくり中小企業はわが国の雇用を支え、わが国産業の競争力を支える重要な役割を担っている。「事　ものづくり中小企業はわが国の雇用を支え、わが国産業の競争力を支える重要な役割を担っている。「事
業所・企業統計調査」（総務省2006年）によれば、ものづくり中小企業は全国46万社。製造業全体の業所・企業統計調査」（総務省2006年）によれば、ものづくり中小企業は全国46万社。製造業全体の業所・企業統計調査」（総務省2006年）によれば、ものづくり中小企業は全国46万社。製造業全体の
99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）99.6％に相当する。また付加価値総額は58兆円と製造業全体の53.1％に相当し、国内総生産（516兆円）
の11.2％に相当する（経済産業省2007年）。しかし、この大不況により、ものづくり中小企業は企業数、の11.2％に相当する（経済産業省2007年）。しかし、この大不況により、ものづくり中小企業は企業数、の11.2％に相当する（経済産業省2007年）。しかし、この大不況により、ものづくり中小企業は企業数、の11.2％に相当する（経済産業省2007年）。しかし、この大不況により、ものづくり中小企業は企業数、の11.2％に相当する（経済産業省2007年）。しかし、この大不況により、ものづくり中小企業は企業数、の11.2％に相当する（経済産業省2007年）。しかし、この大不況により、ものづくり中小企業は企業数、の11.2％に相当する（経済産業省2007年）。しかし、この大不況により、ものづくり中小企業は企業数、の11.2％に相当する（経済産業省2007年）。しかし、この大不況により、ものづくり中小企業は企業数、の11.2％に相当する（経済産業省2007年）。しかし、この大不況により、ものづくり中小企業は企業数、
従業員数ともに減少傾向。現状のままでは、人材や技術の基盤が崩壊するのではないかと危惧されている。従業員数ともに減少傾向。現状のままでは、人材や技術の基盤が崩壊するのではないかと危惧されている。従業員数ともに減少傾向。現状のままでは、人材や技術の基盤が崩壊するのではないかと危惧されている。従業員数ともに減少傾向。現状のままでは、人材や技術の基盤が崩壊するのではないかと危惧されている。従業員数ともに減少傾向。現状のままでは、人材や技術の基盤が崩壊するのではないかと危惧されている。従業員数ともに減少傾向。現状のままでは、人材や技術の基盤が崩壊するのではないかと危惧されている。従業員数ともに減少傾向。現状のままでは、人材や技術の基盤が崩壊するのではないかと危惧されている。従業員数ともに減少傾向。現状のままでは、人材や技術の基盤が崩壊するのではないかと危惧されている。従業員数ともに減少傾向。現状のままでは、人材や技術の基盤が崩壊するのではないかと危惧されている。
　このような状況の中、全国中小企業団体中央会では、国の平成21年度補正予算成立を受け「ものづくり　このような状況の中、全国中小企業団体中央会では、国の平成21年度補正予算成立を受け「ものづくり　このような状況の中、全国中小企業団体中央会では、国の平成21年度補正予算成立を受け「ものづくり
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■補助事業の実施内容

板厚30ミクロン以下の精密加工をめざす

　スピードファム長野㈱は精密平面研磨装置の開発・
設計・製造の専門メーカー。産業機材用のガラス、水
晶の研磨装置を中心に、半導体用シリコンウェハなど
の研磨装置も手がける。同社で製造した製品は親会社
であるスピードファム㈱（神奈川県綾瀬市）を通して
世界中に販売されている。
　本事業で取り組んだのは、水晶振動子、水晶発振器
となる水晶素材を現在の主流である板厚60ミクロンの
半分、30ミクロン以下に加工できる超極薄両面研削装
置の試作開発。
　既存ノウハウを生かして、スピンドル精度５ミクロ
ン以下、上定盤の水平回転精度10ミクロン以下の高精

度品を開発。さら
に研削用ホルダー
の形状最適化を図
り、２インチ大判
Φ50の水晶基板を
板厚31ミクロン以
下の精密加工を可
能にした。

■開発の背景・課題

水晶の大型化・薄型化・高精度化
へのニーズ

　水晶は厚さが約１ミクロンで周波数が1.7MHz、約
62ミクロンで26MHz、約
31ミクロンで54MHzと、薄
くなるに従って周波数が高
くなるという性質を持つ。
　急速に進化する携帯電話、
パソコン。その高機能化・
小型化に欠かせないのが高
周波数の水晶デバイスであ
り、水晶の大型化・薄型化・
高精度化技術への取り組み
は水晶業界にとって最優先
課題だ。今回同社が試作開
発に取り組んだ背景もそこ

にある。
　稲葉輝男社長は次のように話す。「海外メーカーと
の競争に勝つためには、日本メーカーはハイエンドの
商品に特化していかなければいけません。それに追従
する機械をいかに作るか。それが今回のプロジェクト
の目的です。薄いものは従来通りの技術では磨けない。
そこに技術開発要素がありました」。
　不況下の今だからこそ新しい技術開発に取り組み、
他社の先を行きたい。しかし開発資金をすべて社内で
まかなうのはリスクも高く困難。それで今回の補助事
業制度の活用をめざした。

■今後の展望

タイミングを活してニーズに応える

　現在、試作開発で得たノウハウをベースに、コスト
ダウンなど量産化に向けて設計変更に取り組む。今後
３年以内に大判水晶基板を取り扱う分野で７割のシェ
ア獲得が目標だ。また水晶基板以外の素材分野につい
ても市場進出をめざす。
　「経営は刻々と動いています。資金のあるなしに関
わらず今開発しなければいけないというタイミングも
あり、今回それをうまく生かせました。書類手続きに
３カ月もかかるなど担当者は大変でしたが、国から補
助を受けるという手続き論を学びました。第三者の
チェックがあるというのも仕事を到達させるためには
必要。今回はとて
も勉強になりまし
た」。今後もタイ
ミングをとらえな
がら市場に応える
ために、補助事業
の活用を検討した
い。

■スピードファム長野株式会社
　佐久市中込3361
　TEL0267-67-1333�FAX0267-68-4805
　代表取締役社長　稲葉輝男
　〈事業内容〉
　精密平面研磨装置の開発・設計・製造

水晶素材を現在の半分、30ミクロン以下に加工する。
「極薄両面研削装置の試作開発」

試作開発した極薄両面研削装置

極薄に両面研磨した水晶素材

「セミコンジャパン2010」に出品し高い評価

■事例１■　スピードファム長野株式会社
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特集２　ものづくり中小企業製品開発等支援事業成果報告

■補助事業の実施内容

5ミクロン以上のゴミを確実に取り除く

　宮後工業は音響機器分野を中心とするデジタル機器
など、エレクトロニクス製品の超精密金型、プレス部
品の開発、製作、組立を手がける。
　製品の高性能化、小型化にともない、基板の高密度化、
峡ピッチ化、ICのBGA化が進む。そこで問題となるの
が、基板実装時に付着する微細なゴミ、切りくず等に
よる製品不良の発生だ。それが量産化、低コスト化の
障害にもなっている。
　本事業で行ったのが、クリームハンダ印刷工程の前

段階で、エアーブローと集
じんを同一機構で行うこと
により基板上の付着ゴミを
吸い取り、ハンダ不良を削
減する装置の試作開発。
　クリーニング部に採用し
た高圧プロアーと除電装置、
回転ブラシを組み合わせ、
確実にゴミを巻き込んで
フィルターで吸い取る。こ
の仕組みにより、５ミクロ
ン以上のゴミを取り除くこ
とができるという（特許申
請中）。

■開発の背景・課題

1号機の性能アップと機能の改善

　基板実装上のゴミ問題は大きな問題であり、同様製
品もすでに存在していた。しかし価格が高く、同社で
は自社開発を模索。すでに１号機が完成していた。今
回は、この1号機の性能アップと機能の改善が目的だっ
た。
　問題の一つは、基板上のゴミを取り除くことはでき
ても、そのゴミを100％回収することができなかった
こと。コンプレッサーの圧縮エアーでブローし、それ
をファンで吸い取る構造が不十分だったためだ。
　技術部生産技術課の近藤隆司課長は開発の経緯を次
のように話す。「当初は吸い込むだけのターボファン
を探していましたが、強力な高圧ブロアーの評価を依

頼されたことがきっかけで、
急きょ方向転換。通常のコン
プレッサーから、高圧ブロアー
によるブローと吸い込みの一
体構造に切り替えました」。
　高圧ブロアーがエアーレス
を実現し、強力なブローと集
じんが可能に。他社製は集じ
ん機が別に付くが、今回開発
した製品は集じん機が不要、
コンパクトな一体型だ。

■今後の展望

一番のテーマはコストダウン

　開発のきっかけにもなったように、従来機は価格が
高くスペース効率も良くない。販売ターゲットは中小
メーカーだ。それだけに「今後、機構の改善により、
さらにコストダウンをはかる必要があると思います。」
と近藤課長。
　かつて同社では社内純正機の外販をめざした開発を
検討。しかし景気低迷と重なり、開発予算が捻出でき
ず凍結した苦い経験がある。それだけに今回は採択を
めざして本格的に取り組んだ経緯がある。今後、基板
技術の展示会など
への積極的な出品
や、大手メーカー
にデモ機として広
告代わりに使って
もらう戦略を展開。
数年以内に売上げ
３億円をめざす。

■宮後工業株式会社
埴科郡坂城町中之条1025
TEL0268-82-2346�FAX0269-82-3795
代表取締役社長　宮後睦雄
〈事業内容〉
超精密金型設計・製作、プレス部品加工、エレク
トロニクス機器組立、FA機器の開発設計・製作

エアーブローと集じんの同一機構で基板上の付着ゴミを完全除去。
「基板実装設備用高性能基板クリーナーの試作開発」

試作開発した基板クリーニング装置

除電装置、回転ブラシを組み合わせた機構

■事例２■　宮後工業株式会社

基板から取り除いたゴミは
フィルターに
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■補助事業の実施内容

従来の2倍の供給能力を実現

　ダイシンは、部品供給装置（パーツフィーダ）の専
門メーカー。パーツフィーダとは電子部品のワーク
（個々の部品）を振動機によってすべて同じ向きに揃え、
自動生産ラインに供給する装置だ。同社では早くから
電子部品や半導体部品のパーツフィーダシステムの研
究開発に着手し、先がけて取り組んだLED分野では国
内50％のシェアを誇る。
　本事業で行ったのが、高速型振動式電子部品供給装
置の試作開発。従来のフィーダよりも効率の良い振動
機と、高速に対応したボウル（バラ状態のワークを投
入する皿）を開発し、従来の２倍の供給能力を実現した。

　重要だったのが
実際の動きの確認。
振動機は高周波
（150 ～ 300Hz）
になるため、振動
部を高速度カメラ
（最大200,000コマ
／秒）で撮影して
確認した。振幅の
測定は２軸のレー
ザー変位計で行い、
振動の傾きを観察。
これらの結果をも
とに振動機の精度
を確認した。高速
度カメラ導入も本
補助金でまかなっ
た。

■開発の背景・課題

大型で多様なワークを高速で供給

　携帯電話やパソコンなどのディスプレーのバックラ
イトがほとんどLEDにシフトし、さらに薄型テレビで
の需要が急激に増加。LED生産能力の向上、つまり大
型で多様なワークを高速で供給するフィーダを求める
ニーズは非常に高まっている。言うまでもなく、それ
が今回の試作品開発の背景にある。

　携帯電話などの基板には数
千点の部品が搭載されている。
携帯電話、パソコンなどの高
性能化・高機能化が進む中、
その進化はとどまることを知
らない。あらゆる電子部品の
生産能力向上ニーズが高まる
中で、それを生産現場で支え
ているのがパーツフィーダと
もいえる。電子部品業界に特
化した同社の技術力への期待
はますます高まっている。
　「今回取り組んだのはLED部品供給の高速化でした
が、もちろんコンデンサ、抵抗などのワークの高速化
ニーズも以前からありました。この分野でも社内で開
発を進め、競合他社に食い込む推進力になっています」
と、神戸祐二取締役は自信を見せる。

■今後の展望

業界のトップメーカーへ

　バックライト光源のLED化が進展しているLED業
界。薄型テレビのLEDバックライト搭載液晶も20％に
達する。今後は照明のLED化が進み、需要は爆発的に
伸びるといわれる。
　電子部品の伸びをとらえ、15、6年前に電子部品分
野に特化。その数年後には他に先がけてLEDに進出し、
携帯電話などの液晶需要の増加に対応してきた。時代
の流れをキャッチし、つねに新しいものに挑戦する。
それが同社の真骨頂だ。
　今回の試作開発で得た技術を同社では「業界のトッ
プメーカーへ登るための第一歩」と位置づける。この
成果を活かし、２倍以上の受注に対応できるものづく
りを進めていく予定だ。

■株式会社ダイシン
塩尻市片丘今泉9828-15
TEL0263-53-4411�FAX0263-53-4412
代表取締役社長　三村太郎
〈事業内容〉
部品供給装置及び機器の開発・設計・製造・販売

高周波振動機とボウルで２倍の供給能力を実現。
「高速型振動式電子部品供給装置の開発」

高速度カメラ

試作開発した高速型振動式電子部品供給装置

センサーでワークの向き違いを
捉え、ボウルに戻す

■事例３■　株式会社ダイシン
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特集２　ものづくり中小企業製品開発等支援事業成果報告

■補助事業の実施内容

ハイブリッドダイシングの技術確立へ

　ニチワ工業は、精密部品の加工・組立、カラーイン
クジェットプリンター用カートリッジの製造のほか、
ハードディスク基板の研磨やシリコンウェハのダイシ
ングなど半導体関連加工も手がける。
　本事業では、従来のブレード（砥石）を使ったダイ
シング（切削）加工にレーザーを融合させたハイブリッ
ドダイシング加工の技術確立をめざし、技術サンプル
の作成を行った。既存のブレードダイシングでは困難
とされる、SiCなどの難加工性材料や複合材料を、ブ
レードとレーザーの最適な加工条件の組み合わせによ
り、高精度な加工をめざす。
　試作開発では
パワー LED、
シリコン素子に
ついて、それぞ
れの条件下で加
工精度と加工ス
ピードの目標数
値を決め、技術
蓄積に取り組ん
だ。

■開発の背景・課題

難削材加工で世界的に優位に

　現在主流の半導体シリコンに変わる素材といわれる
のが、SiCといった新たな素材。電力損失が少なく省
エネにもつながると期待されている。しかしこのよう
な素材や複合素材はシリコンに比べ加工しづらく、現
状の加工技術では難しいとされる。

　今回取り組んだ
のが、水柱にレー
ザーを通して加工
す る ス イ ス
SYNOVA社の技
術と、日本メー
カーのブレードダ
イシング技術を融
合した世界に２台

しかないという装
置。画期的な世界
最先端の技術だ。
　「レーザーとブ
レードのハイブ
リッドは今までな
かった技術。それ
に一番に取り組み、
加工技術や治工具
の開発などでノウハウの蓄積を図り、SiCや複合素材
など難削材加工で世界的に優位に立ちたいという狙い
があります」。専任で技術に取り組む、営業企画室の
金子惠一室長と林隆雄主任は期待を込めてそう話す。
　八ヶ岳の潤沢な伏流水を使った超純水生成プラント
を持ち、精密部品の洗浄などで付加価値を高めている
同社。水を活かした最先端技術の導入は、同社ならで
はの着眼点だ。

■今後の展望

3つの市場をターゲットに

　同社では今回の試作技術を活かし、次の事業化をめ
ざす。⑴携帯電話などの極小チップや微細加工が必要
な分野での受託加工、⑵精密部品における複合素材の
受託加工、⑶高効率の次世代電源変換回路に使用され
始めているSiCパワーデバイスの量産など、SiC、パ
ワーLEDの取引の充実。
　すでに取引しているマーケットと未取引マーケット、
金属加工からの置き換えなど新規マーケットの３つの
市場をターゲットに、試作開発技術による平成26年度
末売上げは約2,200万円を予定している。

■株式会社ニチワ工業
　茅野市本町東3-17
　TEL0266-72-6840�FAX0266-72-2498
　代表取締役社長　寺澤　茂
　〈事業内容〉
�　�半導体のプローブ検査・加工（ダイシング、ダ
イピックアップ、外観検査）、プリンター用イン
ク製造とパック注入、情報・通信関連機器の製
造と検査、水耕栽培による野菜栽培

レーザーとブレードのハイブリッド加工で世界をめざす。
「ハイブリッドダイシング技術確立による、高精度ダイシングの実現」

クリーンルームのハイブリッド・ダイシング装置

シリコンウェハをレーザー切削

レーザー切削したシリコンウェハ

■事例４■　株式会社ニチワ工業
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　前号では、感覚による「経験価値」を高め

ることが購買意欲を生み出し、サプライ

チェーンの流通過程、販売場所、販売員の接

客態度、商品を印象付けるポップやキャッチ

コピー等の宣伝なども消費者の感覚に訴えか

けることによって購買行動を後押しする要因

にもなると述べました。これらの感覚が感じ

る人それぞれに心地よいものであるときに

「感性が高められた」ということになります。

そして、消費者にとってこれらが概ね満足で

きるとその人を購買行動に駆り立てることと

なります。例えば、私はかつてディーゼルエ

ンジンの車に乗っていました。朝寒いときに

エンジンをかけると大きな音がして、非常に

近所迷惑なものでした。今はハイブリッドの

車に乗っています。エンジン音のない車の世

界が身近にあり、非常に満足しています。燃

費ではどっちこっちなのでしょうが、私の感

覚ではうるさい音の出る車よりは静かな車の

ほうが快適と感ずる、「感性の上で価値の高

い」ハイブリッド車ということができます。

もちろん、ハイブリッド車という商品ばかり

でなく、メーカーの信頼性、販売員の対応、

自宅近くの販売店である、自然環境への配慮

や燃費も少なくてすむなどの要因をも加味し

たことも当然であります。

　消費者の購買ニーズは、生理的ニーズや安

全のニーズを通り越し環境などの社会的問題

への対応も当然のこととし、自我のニーズか

ら自己実現のニーズ領域に高まってきていま

す。自我のニーズは他から価値のある存在と

尊敬されることを望むものですが、自己実現

のニーズは他からの見返りを考えないもので

ありマインドやハートのニーズと言えるもの

です。マインドやハートに刺激を与えるすな

わち「感性」に訴えかける商品やサービスが

現代の消費者の考える新しい「価値」として

認識されるものになっているのです。商品の

製造やサービスの現場、販売にかかわるすべ

ての人やモノ、効果促進要素（広報など）に

消費者からその価値を認めてもらうためには

その開発に消費側の

　・購買行動：決定するプロセスなど

　・感性

をしっかりと加味する必要があるということ

です。また、製造する側の商品に対する「思

い」が消費者の手に渡るまで減衰せずに伝わ

ることも必要なことです。

　マーケティング的な話となりましたが、商

品やサービスの「価値」が高く認識されるた

めには人の感性にアプローチすることが今の

消費トレンドから考えられることです。また、

当然のことながら企業も社会性を持ち、消費

者の感性レベルまで自身を高めることも必要

と思います。その上で、「そうそう、こんな

ものが欲しかった」と言われる商品やサービ

スを提供いたしましょう。

　　　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

価値を生む力＝
　 感性へのアプローチ③

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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I N N O V A T I O Nイノベーション

　地頭力のブームを巻き起こしたコンサルタント

細谷功氏が「why型思考が思考を変える」と、現

在の思考停止に陥ったかのような社会に処方箋を

投げかけています。「もっとよく考えて仕事をせ

よ」これが、上司部下間の会話のトップスリーの

常連です。この「よく考えて」がまさに「なぜ？」

と目的に考える必要性だと思います。why思考と

対局にあるwhat思考が、今あるものやルールを前

提にしているので思考というよりは思考停止状態

に近いのだそうです。金言「過去学んだ事を並べ

変えているだけでは思考していることにならな

い」にも通じるなと感じます。

　それに対してwhy思考はルールなど表面に見えるものの背景を中心に考え、本当の必

要性を考える癖だそうです。商品開発であれば、今売れているものを直接には模倣せず

に、売れているものに共通するニーズ（見えにくい要請）を探り出し、そのニーズを反

映した別の商品を作りだす力なのだそうです。

　「なぜ？」と疑うことはいけないことという社会の

風潮はありますが、福澤諭吉も『学問のすゝめ』の

中で、判断するには疑うことが大切ということ、西

洋文明をただそのまま真似することの危険性を指摘

し、真似するところと捨てるところの見極める力を

確立するために学問はあるのだと教えてくれている

ことを思い出します。

　同じような考え方としては、教育界においてその

名を知らない人はいない藤原和博氏が「情報処理力

why型思考で自分と組織を伸ばそう
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を基礎にしながらも情報編集力を鍛えるべきだ」と提言されています。「情報処理力」

がたくさんの記憶の中から正解を取り出すテストの正答率を高めるために必要な能力

なのに対して、「情報編集力」は自分の保有する知識や技術などを組み合わせて特定の

環境で力を発揮させる社会を生き抜く力であると指摘しています。学力が詰め込みから

応用力を問われる時代になり、経営環境も物まね製造経営から消費者の価値観にあった

商品サービスを提供できる組織へと変貌していくことがこの手の提言の前提にある大

きな時代要請なのだなと感じます。

　では、このwhy思考は、どのようにしたら身につくのでしょうか。思考錯誤を繰り返

すしかないのでしょうが、細谷氏は 〝良い意味で「天邪鬼」になり「それは本当か？」

とすべてに疑ってかかり、良い意味での無精者になり、なぜやる必要があるのか、でき

ればやらずに済ます方法を考えよう。そして答えの無い孤独な状態に耐えすべての結果

を自分が引き受けよう＂と結んでいます。

　次の方向性を示したいけれども先はわかりにくく、組織をまとめたいけれども、なか

なか気持ちはトップと一体にはなってくれません。答えの出ない問題ばかりの経営者に

とってまさに、このwhy思考が必要であり、

whyとか目的や使命といった見えにくいこと

を考える習慣こそが我々リーダーに必要なブ

レイクスルー思考であること、そしてそれが

現状打破に役立つのだなと感じています。

※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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　松本市建設事業協同組合（村瀬直美理事長・組
合員74名）が事業管理者となり国土交通省の「建
設業と地域の元気回復助成事業」に採択されて進
めている「しののめの山麓　なかやまのんびりの
里づくり推進に関する事業」は今年度助成が終了
し、いよいよ単独での事業展開となる。
　同事業は組合と、中山地域、松本大学、松本市
の連携により「中山のんびりの里づくり協議会」
を組織し、松本市が取得した中山地籍の農地を借
用して、農業と建設業が協力し、持続可能な環境
づくりに考慮した、農業を核とする新たな地域振
興策について、地域及び産学官の連携により、包
括的かつ先駆的モデルとして研究し試行実践して
いる。
　第１次事業では、約2.5haの荒廃農地の再生作業
を終え、整備された圃場には「菜の花」を栽培した。
第２次事業では、菜種の採取製品化、そばの栽培
など地域農産物の産地化、学習体験農場・ソーシャ
ルファーム等生涯学習圃場・遊休荒廃農地の再生
活用・四季折々のイベント開催ほか、潜在的観光
資源の発掘と連携活用など、様々な試行的事業に
取り組んだ。
　今後は建設業が持つ技術やパワーを、耕作放棄
地の増加や担い手不足が深刻化する地域農業のた
めに生かし、新分野への可能性を模索し、挑戦す
ることにより必ず建設業の生き残りのための糸口
が見出せるものと組合員も期待を寄せている。

「菜の花の油」の販売中！

　中山のんびりの里で収穫
した菜種を使用した「信州
の太陽をあびた	菜の花の油	
一番搾り」を販売しています。
　1本	250g入り		1,000円で
の販売です。
　「信州松本からの贈りもの	健康ドレッシング
セット」を販売しています!!
　菜の花の油を火を通さずそのままで召し上がっ
ていただくにはドレッシングがぴったり！という

ことで、「菜の花の油」
とハリオグラス㈱製「ド
レッシングボトルスリ
ム」をセットにしたギ
フト商品を作りました。
　ご家庭で簡単にシェ
イクしてドレッシングが作れます。是非お使いも
のやお土産にもいかがでしょうか？
　Aセット　	菜の花の油1本とドレッシングボトル

スリム120ml　￥2,100（税込）
　Bセット　	菜の花の油2本とドレッシングボトル

スリム240ml　￥3,150（税込）

～「菜の花の油 一番搾り」の特徴～
　菜種油には、心臓に障害を引き起こすと言われ
るエルシン酸が含まれるものもありますが、本品
は「キザキノナタネ」というエルシン酸が含まれ
ない品種から搾られた油ですので、安心してお使
いいただけます。
		栄養学的なお話ですが、油は摂りすぎて肥満な
ど引き起こしますが、実は体にいい成分もありま
す。注目すべきは、α・リノレン酸という不飽和
脂肪酸の含有量が食用油の中でも最も多いという
特徴です。
　これは体内に吸収されると、青魚に多く含まれ
るDHAやEPAに変化します。これらは、医薬品と
しても使用され、血管の健全性を保ち、血中の脂
質を低下させるとともに、血栓ができることを予
防してくれます。
　さらに、抗酸化性を持つビタミンEも多く含ま
れており、体の老化予防に効果があると言われて
います。
　この品質に優れた「菜の花の油」の特徴を最大
限に引き出すために、ドレッシングなど加熱しな
いでお召し上がりください。

お問合せ先　中山のんびりの里づくり推進協議会
（販売先）松本市建設事業協同組合
　　　　松本市開智2-3-37��℡0263-33-5768
　　　　http://www.a-mac.or.jp/

建設業の新分野チャレンジ
農業を核に地域、産学官の連携

　県内の生き生き組合事例 松本市建設事業協同組合



︱健︱康︱を︱考︱え︱る︱
「動脈硬化と心筋梗塞・脳梗塞」

「胃潰瘍」「早産など」

　誰でも口の中には500種類以
上の細菌がいるといわれていま
す。昔から敗血症（菌血症）の
影響として心内膜炎が起こるこ
とがあるということが知られて
いました。さらに最近、歯周病
菌が動脈硬化や脳梗塞などの血
管系疾患にも関わっていること
がわかってきました。1999年に
動脈硬化病巣から歯周病菌が発
見されています。脳梗塞でも同
じように歯周病性の細菌が関
わっていると思われます。心臓
の内側を覆っているのが心内膜
です。この内膜に炎症を引き起
こしたのが細菌性心内膜炎とい
います。歯周病などで常に歯茎
から出血をしている状態では細
菌が歯肉から血管に入り、全身
を回って（菌血症）心臓の弁な
どに付着します。通常、血管に
入った歯周病の細菌は白血球に
捕まり無毒化されます。しかし
体の抵抗力が低下していたり、
もともと心臓に異常のある人は
細菌が付着しやすくなります。
細菌の増殖が始まると血流が阻
害され、よどんだ血液は固まっ
て血栓を形成します。この血栓
がはがれて再度全身を巡り、脳
の血管や心臓の血管を詰まらせ

ることによって脳梗塞・心筋梗
塞を引き起こすと考えられてい
ますが、詳しいことはまだ解明
されていません。

「胃潰瘍」

　胃潰瘍の主な原因はピロリ菌
（ヘリコバクターピロリ）とい
うことがわかってきました。ピ
ロリ菌は胃酸の中でも生きてい
ける細菌で、胃がんも引き起こ
すといわれています。口の中に
もピロリ菌に似たキャンピロバ
クターという細菌がいて、歯周
病ではこの菌が増加します。す
ると身体のほうでこの菌に対す
るアレルギー反応が起き、同時
にピロリ菌に対してもアレル
ギー反応が起こります。そのた
め、歯周病と胃潰瘍の両方が悪
化してしまうことがわかってき
ました。

「早産など」

　歯周病が早産・低体重児出産
に影響していることが10年ほど
前からわかってきました。そし
て現在、歯周病菌そのものの影
響と歯周病菌が出す炎症性の物

質による影響の２つのことが考
えられています。歯周病菌が直
接血管を通って産科器官に届き
産科器官に感染が生じる場合
と、重症な歯周病の妊婦では持
続的な歯肉の炎症で上昇した炎
症性物質により、正常な出産時
期前に分娩作用がひきおこされ
ることが考えられます。妊娠す
ると女性ホルモン（エストロゲ
ン・プロゲステロン）のうちプ
ロゲステロンは毛細血管を拡張
させ炎症反応を増大させます。
さらにつわりにより口腔ケアが
不十分だと歯周病が悪化しま
す。妊娠中に歯周病が長引くと
歯周病菌から出された物質が低
体重児出産に関わってくるとい
われています。さらに、生まれ
た赤ちゃんは虫歯にかかりやす
く、進行が早いこともわかって
います。実際に低体重児出産の
母親には歯周病が多いといわれ
ています。また、早産の可能性
が歯周病を持つ妊婦では7.5倍
も高まるともいわれています。

（つづく）

長野県保険医協同組合
理事　鈴木　信光

（辰野町　鈴木歯科医院）

15



16

玄そばを石臼挽きした地粉100％

　佐久市望月の山あいの田園のなかにある古い民
家。「職人館」の看板で、そこが目当てのそば処だ
と分かる。主は農水省が平成22年度創設した「料
理マスターズ」の受賞者、北沢正和氏。この賞は
生産者や食品企業等と協働した取り組みで、日本
の食の普及や食文化の発展に貢献した料理人を顕
彰するもの。北沢館主は全国７人のひとりに選ば
れた。
　そばは近くの長者原（標高1100メートル）など
の高原で栽培した玄そばを石臼挽きした地粉
100％。手打パスタ、つなぎの小麦も含め、ほと
んどが地元生産者が無農薬・有機栽培した食材だ。
しかも味噌・醤油・塩の基本的な調味料はオリジ
ナル。こだわりを持つ業者に特別につくっても
らっているという。
　そばが出てくると、まず、塩で食べてみるのも
いい。甘味が強く、香りが口いっぱいに広がるそば。
塩で食べるとそれがさらに引き立つ。そばつゆも
かなりの辛口だ。「みぞれそば」は村の豆とうふが
のる。昔懐かしい豆腐の味は感動的ですらある。
さらに「だったんそばの
パスタ」は創作イタリア
ン。“山里の彩り料理”
は食材にあわせて、和、
イタリアン、フレンチと
広がる。

「身土不二」「一物全体食」

　20年ほどの役場勤めを辞めた北沢館主が「職人

館」を開いたのは1992年のこと。以前から学んで
いたマクロビオテックや地場産食材の料理を実践
する、「農家レストラン」のはしりだった。
　「『身土不二』『一物全体食』といった原則がある
けど、ここで取れたものを当たり前に食べること
が一番良いと思ってる。村で食材をつくってくれ
る農家の方がよっぽど料理人だよ。土がきまった
味に料理してくれちゃってあると思うんだ。だか
らオレはなるべく手を入れたくねえ。そばも本当
は麺なんかにするより、昔ながらのすいとん、そ
ばがきといった食べ方の方がいいと思ってるんだ」。
　「オレは地球というでっかい皿があると思うん
だよな。その中に望月という皿がある。その皿の
上には人の技でつくる野菜や自分で採ってくる山
菜とか、いっぱい
ご馳走が盛られて
るんだよ。それを
今という時間と空
間の中で、この望
月という皿のどの
部分を切り取って
集積して、お客さ
んに届けるかとい
う話だよ。だから
さ、料理人といっ
てみても、オレの
できることは何も
ねえだ（笑）」。

■手打そば・山里の彩り料理　職人館
　TEL 0267-52-2010
　佐久市春日3250-3

地粉100％手打ちそばと山里の彩り料理
その12◆職人館（佐久市）「信州そば食べある紀行」

古民家を再生した店内

職人館 外観

職人そばとみぞれそば

　大切なお客様が来た時に安心して連れて行けるお
店です。そばはもちろん、和、フレンチ、イタリア
ンの創作料理がまたおいしいんです。夜は予約が必
要ですが、そばをベースにしたコース料理がおすす
めです。北沢館主は東京などで料理を指導したり、
全国を飛び回って精力的に活躍しているようです。
こんな田舎にある店にもかかわらず都会の人もよく
来ていますよ。

吉田工業株式会社　
吉田	寧裕		氏

私も推薦します

だったんそばのパスタ
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【回答事項】
（１）総会費用の取扱い
　	　法人がその得意先、仕入先その他の事業に関係ある者等に対する接待、
供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものは、税
務上交際費となります。この接待等の相手は、社外の者だけではなく、特
定の役員、従業員、組合員等も含まれます。

　	　一方、税務上の交際費とされない会議費とは、会議に際して直接要した費用と必要最小限の
関連費用です。そのため、総会の会場費用や書類の印刷費用など、直接総会の開催に要するも
のについては当然会議費となります。また、通常想定される昼食や茶菓子を提供する程度の費
用は会議費として認められます。どの程度が交際費とならない金額か具体的に示す基準はなく、
一般的に常識と認められる範囲かどうかで判断することになります。

（２）役員会費用の取扱い
　	　役員会費用についても基本的には総会費用と同様に考えます。ただし、総会に比べ、役員会
は様々な形態により頻繁に行われることが考えられます。そのため、交際費ではなく会議費と
するためには、会議としての実態を備えていることが前提となります。
　	　例えば、ビール１本程度の少量のアルコールが伴うことによって直ちに交際費となるのでは
なく、会議としての実態を備えている限りは会議費として認められます。そのため、会議の議
事録等を残しておくことにより、会議としての実態を備えていたことを説明できるようにして
おくことが必要です。

（３）二次会の費用の取扱い
　	　会議後に行う二次会は、参加者の懇親を深めるために行われるものであることから、その費
用は交際費に該当します。
　	　会議と宴会が同一会場で連続しているようなケースもあるかと思いますが、全てを交際費に
しないためには、会議と宴会に要した費用を明確に区分しておくことが必要です。
　	　なお、交際費のうち、１人当たり5,000円以下の取引先等との飲食費については、書類の整
備を要件として、全額損金算入が認められます。しかし、この取扱いからは社内飲食費は除か
れていますので、役員や組合員だけの宴会については適用がありませんからご注意ください。

【質問事項】
　当組合では、次のような会議関係の費用を支出しましたが、税務上の適切
な経費の取扱いについて説明してください。
　（１）総会費用
　（２）役員会費用
　（３）二次会の費用

A

Ｑ

税務会計

会議費と交際費の取扱いについて

＆ AＱ
朝日長野税理士法人  代表社員　税理士　西山　利昭
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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



19

※　平成23年1月31日以前に職業紹介を受けている場合は、各奨励金の対象とはなりません。
※　雇用開始は卒業日の翌日以降です。

奨励金の支給には、一定の要件があります。詳しくは、お近くの都道府県労働局、ハローワーク
または新卒応援ハローワークにお問い合わせください。

※　大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。
※�　ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている者で、公共職業安定所長が奨励金の活用が必要で
あると認めた者が対象となります。（ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介を受ける前に、対象者
を雇用することを約している場合は、支給対象になりません。）
※�　募集・採用は、新卒未内定の方のみでなく、卒業後３年以内の既卒者を含め、幅広く行っていただく必要があります。

 平成22年度の卒業予定者で就職先が未決定の方も、
 平成23年2月1日以降、各奨励金の対象になります！

（平成22年度限りの緊急措置）

【新卒者・既卒者の採用をお考えの事業主の皆さまへ】

新卒者就職実現プロジェクト事業
　（３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金、
　  ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金、既卒者育成支援奨励金）

の対象者を拡充しました!

厚生労働省・長野労働局・ハローワーク・新卒応援ハローワーク長野・松本

正規雇用から６ヵ月後に100万円支給
　　　　　　※	奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で

１事業所あたり１回となります。

３年以内既卒者（新卒扱い）
採用拡大奨励金

対象者：平成20年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者
　　　　または、平成22年度に大学等の卒業を予定している者

有期雇用期間（３ヵ月）：月額10万円
正規雇用から３ヵ月後：50万円

３年以内既卒者
トライアル雇用奨励金

有期雇用期間（６ヵ月）：月額10万円
座学等に要する経費（３ヵ月）：月額上限5万円
正規雇用から３ヵ月後：50万円

既卒者育成支援奨励金
※成長分野等の中小企業事業主が対象です。

対象者：�平成20年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験
がない既卒者

　　　　または、平成22年度に大学等、高校、中学の卒業を予定している者
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長野県観光部観光振興課

　雪深い北信濃では、代々月遅れでお雛さまを飾り女の子の誕生と健やかな成長を願うお祝いをし
てきました。北信濃にもふきのとうが顔を出し、ようやく花の気配が感じられる頃、北信濃のすみ
ずみに春を届けるように、人形作家高橋まゆみさんの新作人形を展示リレーしていきます。屋代が
加わり長野電鉄で｢ぶらり北信濃ひな巡り｣がつながりました。長野電鉄河東線沿線の６市町の各所
では、旧家に伝わるお雛さまたちも勢ぞろいします。
　さらに、この時季にあわせ北信濃エリアの松代町での真田勝鬨太鼓によるオープニングをかわき
りに様々なイベントを開催します。春なる空間、未知なる北信濃へぜひおでかけくだ
さい。

１　期　　間　３月３日（木）～４月３日（日）
２　会　　場　長野電鉄沿線６駅周辺
　　　　　　　（千曲市屋代、長野市松代町、須坂市、小布施町、中野市、山ノ内町）
３　内　　容　【人形作家高橋まゆみ新作人形リレー展】
　　　　　　　　▼	開催地順(日時・場所)…松代町(3/3 ～・松代まち歩きセンター )→須坂市（3/10

～・蔵のまち観光交流センター）→山ノ内町（3/17 ～・湯田中駅楓の館）→千
曲市（3/22 ～屋代駅ウェルカムステーション）→小布施町（3/26 ～・栗庵	風
味堂）→中野市（3/31 ～中野陣屋・県庁記念館）

　　　　　　　【期間中の各地のイベント】
　　　　　　　　▼松代町…真田勝鬨太鼓（3/3）まつしろの流し雛（3/6）他
　　　　　　　　▼須坂市…吉徳・資料室長	小林すみ江氏講演会（3/13）他
　　　　　　　　▼山ノ内町…湯けむりストアー（3/19 ～ 3/21）他
　　　　　　　　▼千曲市…はにわびなを創って飾ろう（3/22 ～ 25）他
　　　　　　　　▼小布施町…演劇フェスティバル（3/5）他
　　　　　　　　▼中野市…中野ひな市（3/31 ～ 4/1）他
　　　　　　　【長野電鉄全線乗降り自由の北信濃ひな巡りフリーきっぷ】
　　　　　　　　▼	長野電鉄では、期間中「ぶらり北信濃ひな巡りフリーきっぷ（湯田中～須坂～

長野間、須坂～松代～屋代間）	(料金…1,500	円。当日限り有効)」を販売します。
４　アクセス　〔列車で〕長野電鉄：屋代・松代・須坂・小布施・信州中野・湯田中各駅
　　　　　　　〔お車で〕	上信越自動車道：更埴・長野・須坂長野東・小布施(ETC	のみ)・信州中野

各IC
　　　　　　　※各施設、イベントごとに異なります。
５　お問い合わせ　ぶらり北信濃ひな巡り実行委員会事務局（山ノ内町観光連盟）
　　　　　　　（住所）〒381-0401	下高井郡山ノ内町大字平穏2987-1
　　　　　　　（電話）	0269-33-2138
　　　　　　　（ＦＡＸ）	0269-33-4655
　　　　　　　（Ｅメール）renmei@info-yamanouchi.net
　　　　　　　（URL）	momonoka55@mail.goo.he.jp

第７回 ぶらり北信濃ひな巡り
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

路　線 出　発 到　着 参　�考

札幌線 松本発 10:10 → 札幌着 11:35 　
札幌発 12:05 → 松本着 13:45

福岡線 松本発 15:40 → 福岡着 17:25 　
福岡発 13:45 → 松本着 15:10 　

静岡線
松本発 14:15 → 静岡着 15:10 同便を利用し、

静岡経由で鹿児
島へ乗継可能静岡発 8:45 → 松本着 9:40

■�運航ダイヤ（平成22年10月31日～平成23年３月26日）

※ご予約・お問い合わせ：FDAコールセンター�050-3786-0489（受付�7:00～20:00）

　信州まつもと空港発着の「静岡線」に、冬季期間限定で「新割引運賃」が設定されました！
　フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）のまつもと空港発着便を、これまで以上にご利用ください！

区間 大人
普通運賃

割引運賃
F1ドリーム
（搭乗日3日前まで）

F2ドリーム
（搭乗日前日まで）

F3ドリーム
（搭乗日前日まで）

松本―札幌 35,600 23,000 27,800 33,800
松本―福岡 35,200 23,000 26,800 32,800
松本―静岡 14,500 		9,000 		9,800 13,800
松本—鹿児島
（乗継運賃） 27,800

■�運賃（平成23年１月11日～平成23年３月26日） （単位：円）

運賃名 ドリーム6000 ドリーム9900 Ｆ１ドリーム 大人普通運賃
価　格 6,000円/片道 4,950円/片道（※往復利用限定） 9,000円/片道 14,500円/片道
特　徴 大人普通運賃比　約41％ 大人普通運賃比　約34％ 大人普通運賃比　約62％
予約条件 搭乗日の４日前まで 搭乗日の前日まで 搭乗日の３日前まで 搭乗日当日まで
適用条件 往復予約が必須

■�「静岡線」の新割引運賃の特徴（既存運賃との比較）

■�「静岡線」の新割引運賃の内容
　１　期間　平成23年１月11日（火）から３月26日（土）までの冬季ダイヤ期間限定の割引運賃
　２　新運賃名称・価格　(1)「ドリーム6000」　片道6,000円　　(2)「ドリーム9900」　往復9,900円
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー
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http://www.alps.or.jp/naganokougei/index.html
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

期間中に、長野県内の宿泊施設に泊まって、専用応募 
はがきに宿泊施設のスタンプをもらって送ると、抽選で
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

平成 23 年３月高校等新卒後の未就職者及び高校等を卒業後 3 年以 

内の未就職者を研修生として雇用する事業主を募集しています。 

＜募集期間 平成 23 年２月 21 日から平成 23 年８月 31 日＞ 

 

 

 

 

  

 

 

 
【事業詳細については県ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。】 
　　◆県ホームページ  http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/roko/jinzaiikusei/jinzaiikusei.htm 
　　◆長野県 商工労働部 労働雇用課
　　　E-mail：rodokoyo@pref.nagano.lg.jp　電話：026（235）7201（直通） FAX：026（235）7327

新卒未就職者等人材育成事業を
ご活用ください 

新卒未就職者等人材育成事業を
ご活用ください 

～高校等の卒業者で、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～

　就職の決まっていない平成23年３月の高校新卒者及び高校等を卒業後3年以内の未
就職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。  

①対象者の
研修計画を
県へ提出
 <経済4団体
の会員事業
主は団体を
経由>  

②県にお
いて研修
計画の承
認後、
事業主と
県が委託
契約を締
結 

③ハローワーク等へ
求人登録を行い、ハ
ローワーク等の紹介
により対象者を研修
生として雇用
※労働条件は、通常の新規
採用者と同程度。雇用期間
は平成24年3月31日までの
間で１年以内） 

⑤研修期
間終了後、 
研修生を
『正規雇
用』する
よう努め
ます。 

④研修生に
対し研修を
実施（職場
実習や外部
研修など）
※雇用実績を踏ま
え、県から人件費、
研修経費等相当分
の委託料の支払い。 

◆ 事業の概要 

◆ 事業の概要 

◎事業主の主な要件（次のいずれにも該当すること）
○県内の企業等で所定の重点分野(注)に該当する事業を行う事業主であること 
○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
○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 

○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
○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 

 (注)重点分野：産業振興(製造業等), 環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ,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 

※新卒未就職者（平成23年３月に県内の高校等卒業者で、同年２月末日までに就職先未定の者）
※3年以内既卒者（平成20年３月1日以降（平成23年4月1日以降の事業実施においては「平成21年3月1日以降と読
　み替える。）の新規学卒者で、卒業後も就職活動を継続中の者） 

◎対象者の主な要件（新卒未就職者又は3年以内既卒者で次のいずれにも該当すること）
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従業員を101人以上雇用する事業主の方へ

　次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるためには、国、地方公共団体、
企業、国民が一体となって対策を進めていかねばなりません。そこで平成15年、次世代育成
支援対策推進法（以下「次世代法」）が制定されました。
　次世代法に基づき、現在、301人以上の従業員を雇用する企業は、仕事と子育ての両立を
図るための「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届出、公表、従業員への周
知が義務づけられています。
　平成23年4月1日からは、行動計画の策定･届出、公表･周知が、従業員101人以上の企
業に義務づけられるようになります（100人以下の企業は努力義務です）。

行動計画を策定して、都道府県労働局へ届け出ましょう。
平成23年４月１日以降、策定・届出がないと、法律違反
になります。

社長さん！
　「こんな景気の悪いときにそれどころじゃない」「少子化は企業
には関係ない、個人の問題だ」、なんて考えていませんか？
　少子化が進むと、企業経営の元である労働者の確保が困難になっ
たり、消費者が減少したり、企業活動にも大きな影響があります。
　さらに、社会保障費の増大も考えられます。
　会社の存続、発展のためにも、少子化対策は経営者の努めです。

一般事業主行動計画の策定･届出､
公表･周知が義務となります!!

仕事と子育ての両立のために

○○社行動計画

従業員が、仕事と生活の調和を図りやすい雇用
環境の整備のため、行動計画を策定する

１　計画期間　平成22年10月1日～
　　　　　　　　　平成25年3月31日
２　内　　容

＜対　策＞
　・平成23年度～制度の導入、管理職研修等に
　　よる社員への周知を行う

＜対　策＞

目標①　父親の出産休暇を導入する

目標②　育児休業取得率を80％以上にするさぁご一緒に、
行動計画の策定に
取りかかりましょう

行動計画の例です

行動計画の策定・届け出
までの流れを紹介します

行動計画策定の参考にし
てください。
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行動計画を策定しましょう

仕事と育児に関する従業員のニーズの把握をしましょう

ステップ１

ステップ２

事前準備です
ニーズ等の把握には、こんな方法が考えられます
・職員会議や打ち合わせの時などに合わせて従業員の意見をきく
・リーダー等から従業員の状況を把握する
・労働者等にアンケートを実施する
など、やりやすい方法で行ってください

妻の出産に立
ち会える制度
があるといい

当社は女性が妊娠す
ると辞めるケースが
多いようだ

出産・育児に関する
制度ってどうなって
いるのかしら？

平日も、たまには
早く帰って子供と
夕食をとりたい

上記の行動計画例や添付のモデル計画例をご覧ください！！

行動計画は、自社の労働者等の仕事と子育ての両立を図るための取組を行うに当
たって、次の①～③について定めるものです。

①計画期間　いつまでに（計画期間の設定）
　　　　　　②の目標達成までに必要な期間です。特に決まりはありません。

②内　　容　どのような取組を（目標の設定）
　　　　　　仕事と子育ての両立に役立つ取組について目標を定めます。
　　　　　　目標の内容は、実施可能なものが望まれます。目標は1つでも
　　　　　　2つでもかまいません。

③対　　策　どうやって目標を達成するのか（対策・実施時期）
　　　　　　目標を達成するために、いつ、どんなことをするのか、具体的な
　　　　　　やり方、時期も決めましょう。

例：
・父親の出産休暇の実施
・ノー残業デーの設定
・子の看護休暇制度を半
　日単位で取得できるよ
　う改正

例：
・育児休業取得率を○％
　以上にする
・年休取得率を○％以上
　にする

例：
・育児休業等を取得し
　やすくするための管
　理職研修の実施
・インターンシップの
　実施

①新たな制度の導入や、
　既存の制度の改正

②現行制度の取得状況の
　改善

③現行制度の周知・徹
　底その他

どんなことを目標にするのか、目標の立て方に決まりはありませんが、次のような
立て方が考えられます。
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行動計画を公表し、従業員へ周知しましょう

都道府県労働局へ行動計画策定届を提出しましょう

ステップ３

ステップ４

ステップ５

行動計画を実行しましょう

次世代育成支援推進センター

行動計画を策定したら、行動計画そのものを公表し、従業員へ周知を行ってください。
平成23年4月1日から、公表、周知が義務となります
公　表　方　法

（１）インターネットの利用（「両立支援のひろば」（※）や自社のホームページへの掲載）
（２）都道府県、市区町村の広報誌への掲載　など

（１）事業所の見やすい場所への掲示や備え付け
（２）従業員への配布
（３）電子メールを利用して送信　など

周　知　方　法

※両立支援のひろば　http://www.ryouritsushien.jp/
　行動計画の掲載のほか、他企業の行動計画も見ることできます。

添付の届出用紙をご利用ください。
行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出てください。このとき、行動計画
そのものを届ける必要はなく、策定届のみ提出していただきます。

※従業員101人以上雇用しているとは、常時雇用する労働者が101人以上であること
　をいいます。
　なお、常時雇用するとは、労働時間に関係なく、
　　①期間の定めのない労働者
　　②期間雇用者等であっても、過去１年以上引き続き雇用されている労働者又は１
　　　年以上引き続き雇用されると見込まれる労働者をいいます。
　パート労働者等でも①②に該当する場合は含まれます。

行動計画は、事業所単位ではなく企業単位で策定し、本社のある都道府県
労働局雇用均等室に届けます。郵送でもかまいません

◆行動計画の策定等について、長野労働局のほか以下の次世代育成支
援推進センターでも随時相談に応じています。お気軽にご連絡ください◆

長野県中小企業団体中央会 〒380-0936  長野市中御所岡田131-10　電話026-228-1171　FAX026-228-1184
㈳長野県経営者協会　〒380-0838  長野市県町584　電話026-235-3522　FAX026-234-0667
◆平成23年3月末までは下記の「次世代育成支援事業」（厚生労働省委託事業）でもお受けしております
　電話026-252-7025（長野）電話0263-39-7690（松本）

長野労働局雇用均等室 〒380-8572  長野市中御所1-22-1  電話026-227-0125  FAX026-227-0126
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実施時間　平日　9:00～19:00　　土日祝日　9:00～17:00
＜融資について＞
株式会社日本政策金融公庫　平日　　　0120－154－505
　　　　　　　　　　　　　土日祝日　0120－327－790（中小企業事業）
　　　　　　　　　　　　　土日祝日　0120－220－353（国民生活事業）
沖縄振興開発金融公庫　　　098－941－1795
株式会社商工組合中央金庫　平日　　　0120－079－366
　　　　　　　　　　　　　土日祝日　0120－542－711
＜保証について＞
最寄りの保証協会にご相談ください　http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

年度末の対策に
「中小企業ワンストップ電話
相談月間」を活用下さい！

本年３月１日～３１日において、１つの窓口で
資金繰りや知的財産など幅広く相談が出来る
電話相談を実施いたします。
是非、下記の電話番号までご連絡下さい。

電話番号：0570－064－350
（最寄りの経済産業局中小企業課につながります。）
実施時間：平成23年３月１日（火）～３１日（木）  ９：３０～１８：１５

○相談内容が具体的な融資や保証に関する場合は、以下の公的金融機関でも受け付けます。

どこに相談したらいいのかお悩みではありませんか？
・年度末の運転資金を借りたい。融資の条件変更ができないか
・新商品を開発するための支援制度を教えてほしい
・ネットを活用した販路展開をしたい
・知的財産をうまく活用したい
・海外展開について知りたい

ナビダイヤルで担当局へおつなぎします。
■経済産業省には、ブロックごとに出先機関である『経済産業局』を設置しております。
■各経済産業局の中小企業課では、中小企業施策に詳しい職員が、皆さんの悩みを伺い、アドバイス
　や相談を行う先をご案内いたします。

ナビダイヤル、各支援機関の受付時間
3月1日(火）～31日（木）9:30～18:15　公的金融機関による資金繰り相談は以下の時間で対応
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平日　9:00～19:00　　土日祝日　9:00～17:00

…など、様々な課題があり、どこに相談したら
　　　　よいかお悩みの皆さんにお応えします。



30

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”

　世界経済は、新興国経済が急激に発展する一方、日本の相対的な地位は趨勢的に低下するという構造的な
変化が進んでいます。このような中で、主要貿易国間において高いレベルのＥＰＡ等が拡大しています。また、
最近は環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定について情報収集を進めながら対応していく必要がでてき
ています。
　このような中、中小企業としても影響を受ける可能性が高いＥＰＡ／ＴＰＰについて内容を理解したうえ
で経営上の対応をしていくことが肝要であり、下記のとおり研修会を開催することとなりましたのでお知ら
せいたします。

記

　１．開 催 日 時　　平成23年３月17日（木）　午後１時30分～午後３時00分
　２．開 催 場 所　　長野市鶴賀高畑752-8「メルパルク長野」（TEL　026-225-7800）
　３．テ　ー　マ　　「ＥＰＡ(経済連携協定)/ＴＰＰ(環太平洋連携協定)について」
　４．講　　　師　　関東経済産業局　地域経済部　部長　吉澤　雅隆　殿

　 お問合せ先　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

１．日　　時　平成23年３月24日（木）午後１時30分～午後６時
２．場　　所　諏訪市高島2-1200-3「ＲＡＫＯ華乃井ホテル」　電話 0266-54-0555
３．内　　容　第一部（基調講演・午後１時30分～２時15分）　　
　　　　　　　　「工業試験場の概要と連携事例」　長野県工業技術総合センター  横道技術連携部門長 様
　　　　　　　第二部（成果報告会・午後２時20分～４時15分　質疑応答含む。）　　
　　　　　　　　（１）株式会社ヤマザキアクティブ様（埴科郡坂城町）
　　　　　　　　（２）株式会社信州セラミックス様（木曽郡大桑村）
　　　　　　　　（３）株式会社羽生田鉄工所様（長野市）
　　　　　　　第三部（名刺交換・交流会・午後４時40分～６時）
４．参加申込　本会ホームページ（http://www.alps.or.jp）の参加申込書にてお申し込みください。

EPA（経済連携協定）/TPP（環太平洋連携協定）
についての研修会のご案内

※　ＥＰＡ（Economic Partnership Agreement＝経済連携協定）とは
　　 　自由貿易協定（ＦＴＡ）を柱として、関税撤廃等の通商上の障壁の除去だけでなく、締約国間での経済取引の円滑化、経済

制度の調和及びサービス・投資・電子商取引等の様々な経済領域での連携強化・協力の促進等をも含めた条約である。

※　ＴＰＰ（Trans-Pacific Partnership＝環太平洋連携協定）とは
　　 　元々は2006年にシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4カ国加盟で発効した経済連携協定。物品貿易につい

ては、原則として全品目について即時または段階的関税撤廃を目指している。サービス貿易、政府調達、競争、知的財産、人
の移動等を含む包括的な協定である。

ものづくり中小企業連携セミナー開催のご案内　～試作開発等支援事業成果報告会～
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