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《長野県庁ロビー展》
　毎年2月下旬に県内各地より伝統工芸品の産地が集まり、県
庁１Fロビーにて展示会が開催されています。今年は、木曽漆
器・南木曽ろくろ・信州手描友禅の3産地から出展していました。
伝統工芸で培われた技法を用いた日用品や装飾品なども展示さ
れ、多くの人の目を惹いていました。

（撮影協力：長野県・長野県伝統工芸品産業振興協議会）
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中小企業の若手人材の確保と定着を支援

就職内定者は 110人を超えました！
～地域中小企業の人材確保・定着支援事業の成果報告～

　中央会は、大学等の若手人材を地域中小企業の戦力にするため、平成24年度に引き続き、大学生等に対して就職先と
して中小企業を積極的に選択するような意識づけを行う「STEP１」、中小企業とのマッチング「STEP２」、新人社員
の定着支援・人材育成「STEP３」までを一貫してサポートする、「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」を実施した。
　その結果、県内中小企業への就職内定者は国の目標の100人を超える112人となった。

　厚生労働・文部科学両省の発表によると、平成25年12月末時点の大卒内定率は前年の同時期を1.6％上回り３年
連続改善して76.6％となり、リーマンショック以前の水準近くまで回復した。
　しかしながら、リクルートワークス研究所の平成26年３月卒業予定者に対する調査によれば、大企業を希望す
る学生が増加した一方で、中小企業の求人倍率は依然３倍を超えており、大企業とのミスマッチは解消されるば
かりか拡大傾向となっていて、中小企業の人材確保は厳しさを増している。
　更に、卒業後３年以内に離職する若者の割合は中卒、高卒、大卒でほぼ７割、５割、３割であり、早期退職は
企業にとっても離職者にとっても大きなマイナスであることから、この改善も急務である。

　
　協力団体等　
　　関東経済産業局、長野労働局、長野県商工労働部（ジョブカフェ信州含む）
　　実行委員会委員として助言を受けたほか、合同就職面接会・インターンシップにも協力
　連携大学等　
　　信州大学工学部、長野大学、諏訪東京理科大学、松本大学、清泉女学院大学、長野県工科短期大学校、
　　長野平青学園
　　連携大学等合同就職面接会をはじめ、ステップ１・２の事業推進パートナー
　連携ハローワーク　
　　ハローワーク長野、ハローワーク松本
　　中央会と合同で就職面接会を１回ずつ開催

学外合同就職面接会

特集

  ■事業の背景

  ■連携・協力パートナー
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― 今こそ絆・コミュニティー・協働・連携・共同事業の担い手として ―

　
　　　　　　就職先として中小企業を積極的に選択するような、大学生等に対する意識づけ
○出前講座（対象者：連携大学等の在学生）
○インターンシップ（対象者：連携大学等の在学生）
○若手社員と学生との交流会
○中央会と連携大学等関係者との交流会
○中小企業と連携大学等関係者との交流会
○保護者向けセミナー（対象者：子どもの就職に関心のある保護者等）
○学生目線の就職情報誌「きらり企業セレクション20」の発刊

　　　　　　中小企業とのマッチング
◎連携大学等合同就職面接会（対象：連携大学等の平成26年３月卒業予定者）
◎学外合同就職面接会（対象：連携大学等を含めた県内外の平成26年３月卒業予定者と卒業後３年以内の未就職者）
◎ ハローワークとの合同就職面接会（対象：連携大学等を含めた
県内外の平成26年３月卒業予定者と卒業後３年以内の未就職者）

　　　　　　新人社員の定着支援・人材育成
○新人研修
○スキルアップ研修
○総務・人事担当者研修会
○キャリアカウンセラー派遣

　
◎参加中小企業は277事業所。そのうち中央会の会員・組合員企業は190事業所
◎STEP２の実施による内定者は国の目標の100人を超える112人。内定先は全て会員・組合員企業
◎STEP３の実施による就職３年以内の定着率は93.3％。国の目標の80％をクリア
◎STEP１～STEP３の総参加者数は2,545人。国の目標1,500人を上回った。

　
　中央会は来年度も本事業を受託すべく準備をしております。会員・組合員企業の人材確保・定着に少しでもお
役に立つよう、新たに地域別・業種別合同就職面接会を開催して、学生等とのマッチングを充実させる予定です。
本年度の内定者に対する定着のためのフォローもしっかり行います。正式に実施が決まった際には、会員・組合
員企業の一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

在籍大学等 内定者数
県内（連携大学等） 36
県内（その他大学等） 29
県外 36
既卒 11
合計 112

学校種別 内定者数
大学 67
短大 17
専修学校 26
不明 2
合計 112

内定者在籍大学等別内訳

参加中小企業業種構成

内定者学校種別内訳

製造業
58%

卸売業
6%

小売業
5%

建設業  9%

運輸業  3%
その他
1%

サービス業
18%

  ■実施した事業

  ■実　　績

  ■来年度に向けて

新人研修
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特集　中小企業の若手人材の確保と定着を支援　就職内定者は100人を超えました！

長野平青学園の
　　　清水利朗副校長
　長野平青学園は長野市にある専門学校。連携大学等として学
園内で合同就職面接会を開催した。清水副校長は「参加企業数
が少なかったのは残念だが、中小企業だけの面接会はありがた
かった」と語った。

インタビュー

－最初に学園の概要を教えてください
　情報ビジネス・デザイン科、販売・サービス科、医
薬サポート科、歯科衛生士科そして日本語科の５つの
学科で230名の学生が学んでいる。
　この内、情報ビジネス・デザイン科と販売・サービ
ス科の学生及び既卒未就職者が中央会の合同就職面接
会に参加している。情報ビジネス・デザイン科はプロ
グラマー、DTPオペレーター、WEBクリエーター、
CADオペレーターなどを育成している。販売・サービ
ス科は午前中座学、午後は実習を行い、サービス業に
必要な販売接客・営業の基礎知識と実務能力を身につ
けている。

－人材育成の方針を教えてください
　コミュニケーション力と現場力の育成を最重視して
いる。現場力の育成は、一般的な２週間のインターン
シップに加え、販売・サービス科の午後の実習、「登録
販売者」（医薬品販売を担う長野県の資格）を２年間で
取得できるようにするための医薬サポート科の長期企
業実習がある。

－就職状況はいかがですか？
　地元就職率が96％。

－事業に参加した感想はいかがですか？
　2013年７月31日（水）に、学園内で中央会が開催した

合同就職面接会に13名の学生等が参加して、中小企業
９社と面接を行い１名の内定となった。９月～ 12月に
かけて中央会が長野市内で開催した３回の学外合同就
職面接会に、その時点の未就職学生へ参加を働きかけ
た結果、２名の内定となった。当学園は地元中小企業
への就職希望者が大半なのでこのような機会を与えて
いただいたことに感謝している。学園内面接会の参加
企業が多いとなお良かった。
　2013年10月29日（火）に㈱東信ジャーナル社の井出ち
よみ副社長をお招きして中央会が開催した出前講座は、
東信地域の優良企業５社の経営者とのインタビューを交
え、経営者が期待する人材像や経営者目線での面接時の
ポイント等を語っていただき、とても良い内容だった。

－ 最後に、来年度の事業について要望をお聞かせ
ください

　今までの事業に加えて、来年度新たに情報系の学生
に絞った業種別合同就職面接会を計画してもらいあり
がたいが、開催時期は参加中小企業の採用計画が確定
する時期を選んでほしい。また、学生は特にＢtoＢの
企業を知らないので魅力発信を適切に行ってほしい。

　地域中小企業の人材確保が本事業のねらいの一つ。
中小企業に絞った中央会の合同就職面接会を評価して
いただきました。

学園外観

長野平青学園
法 人 名　学校法人 平青学園
所 在 地　〒380-0918 長野市アークス1-31
設　　立　平成４年12月
理 事 長　鷲澤幸一（㈱炭平コーポレーション代表取締役社長）
校　　長　荒井和人（元中野立志館高校校長）
学 生 数　230名
学　　科　 情報ビジネス・デザイン科　販売・サービス科　

医薬サポート科　歯科衛生士科　日本語科
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― 今こそ絆・コミュニティー・協働・連携・共同事業の担い手として ―

和田正通信サービスの
　　　　　和田直之社長
　㈱和田正通信サービスは、学外で開催した５回の合同就職面
接会の全てと２連携大学内の合同就職面接会に参加し、人材確
保のために本事業を活用した。和田社長は「中央会の事業を利
用して学生との面接の機会が増えて良かった」と語った。

インタビュー

－最初に貴社の事業概要について教えてください
　当社はauショップを長野県内に24店舗展開し、スマー
トフォン、タブレット、携帯電話を販売している。スマー
トフォンの新規購入が一巡し、今後は買い換え需要が
中心となる。更にドコモがiPhoneを扱うようになった
ことから携帯３社の商品が同質化し、ドコモ、ソフト
バンクとの競争が一層激化すると予想している。

－ 次に平成25年度の採用実績について教えてく
ださい

　auショップのフロントスタッフを21名採用した。そ
のうち中央会の合同就職面接会での内定・決定者は３
名である。

－ 採用基準はいかがですか？また入社後の教育や
精神的なケアはどうされていますか？

　ご本人の能力開花を目指しているので、素直な人を
採用したい。筆記試験と面接を１日で行っている。お
客様に最適な機種や料金プランを提案するためには、
覚えなければならないことがたくさんあるため、研修
制度を充実させている。更に、お姉さん制度を取り入
れて２、３年先輩のお姉さんが、新人をフォローし仕
事のことや個人的な悩みを気軽に相談できる体制を整

えている。フロントスタッフの多くは女性であり、結婚・
出産を経ても長く勤務してもらえるようキャリアアッ
プの仕組みもある。

－社風や福利厚生について教えてください
　エリアが違っても社員の仲が良いと言われる。これ
は、海外旅行や年３回の飲み会などで交流を図ってい
るからである。福利厚生は海外旅行とリフレッシュ休
暇。店舗を一斉に閉めることができないので交代で行っ
ている。

－事業を利用された感想はいかがですか？
　合同就職面接会のみ利用した。中央会の合同就職面
接会での内定者数は決して多くないが、良い人材を採
用できて満足している。

－来年度の事業について要望をお聞かせください
　合同就職面接会だけでなく、新人研修やインターン
シップ受け入れなどの事業も利用したい。

　学生とのマッチングは本事業の最重点とするところ。
そこを評価していただき嬉しいインタビューになりま
した。

auショップ（飯田市）

株式会社和田正通信サービス
所 在 地　〒380-8565 長野市稲葉中千田2142
設　　立　平成16年４月
代 表 者　代表取締役社長　和田直之
資 本 金　3,000万円
従業員数　180名
業務内容　 KDDI㈱の一次代理店として長野県内でauショップ

24店舗を運営
関連会社　 ㈱和田正、㈱長野ダイハツモータース、ファーレ

ン長野㈱、長野エポック㈱
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特集　中小企業の若手人材の確保と定着を支援　就職内定者は100人を超えました！

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１

・出前講座
１）10.29（火）：長野平青学園 参加者数　 　35名
２）11.18（月）：清泉女学院大学 参加者数　 　53名
３）11.27（水）：諏訪東京理科大学 参加者数　 　13名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計      　   101名
・インターンシップ
　8.19（月）～8.30（金） 延べ10日間 参加企業数　　3社 学生数　　      3名

・若手社員と学生との交流会
　  7. 3（水）：諏訪東京理科大学 参加企業数　　4社 参加者数　 　10名
　10.16（水）：長野大学 参加企業数　　5社 参加者数　 　34名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計                9社 　　　　   44名
・中央会と連携大学等関係者との交流会
１）5. 9（木）：中央会北信支部役員と信州大学工学部・長野平青学園 参加者数　 　49名
２）5.10（金）：同松本支部役員と松本大学 参加者数　 　49名
３）5.14（火）：同佐久支部役員と長野大学・長野県工科短期大学校 参加者数　 　49名
４）5.15（水）：同長野支部役員と信州大学工学部・長野平青学園 参加者数　   102名
５）5.15（水）：同上小支部役員と長野大学・長野県工科短期大学校 参加者数　 　66名
６）5.15（水）：同諏訪支部役員と諏訪東京理科大学 参加者数　 　65名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計   380名
・企業と連携大学等関係者交流会
6.17（月）：長野市「ホテル信濃路」 参加企業数　 23社 参加者数　 　38名

・保護者向けセミナー＆交流会
12.24（火）：長野市「ホテルメトロポリタン長野」 参加企業数　　6社 参加者数　 　30名

・学生目線の就職情報誌
「きらり企業セレクション20」 掲載企業数 　20社
ＳＴＥＰ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計 参加企業数 　61社 参加者数　   596名

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２

・連携大学等合同就職面接会、起業・創業支援
１）7.  3（水）：諏訪東京理科大学 参加企業数 　16社 学生数 　　   31名
２）7.  9（火）：清泉女学院大学 参加企業数 　11社 学生数 　　   32名
３）7.17（水）：信州大学工学部 参加企業数 　29社 学生数　　　　9名
４）7.24（水）：松本大学 参加企業数 　12社 学生数 　　   12名
５）7.31（水）：長野平青学園 参加企業数　　9社 学生数 　　   13名
６）8.  9（金）：長野大学・長野県工科短期大学校 参加企業数 　23社 学生数 　　   31名
                                             　　　　　　　　　計              100社           128名
・学外合同就職面接会、起業・創業支援
１）   9.  9（月）：長野市「ホテルメトロポリタン長野」 参加企業数 　60社 学生数　　　335名
２）   9.11（水）：松本市「ホテルブエナビスタ」 参加企業数 　45社 学生数　　　226名
３）12.24（火）：長野市「ホテルメトロポリタン長野」 参加企業数 　51社 学生数　　　180名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計              156社           741名

実績データ
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― 今こそ絆・コミュニティー・協働・連携・共同事業の担い手として ―

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２

・ハローワークとの合同就職面接会、起業・創業支援
１）10.28（月）：ホテルメルパルク長野 参加企業数　100社 学生数　　　385名
２）12. 9（月）：ホテルブエナビスタ（高校生36名含む） 参加企業数 　81社 学生数　　　237名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計              181社 622名
・起業・創業支援【相談】
１）   7.  3（水）：諏訪東京理科大学 相談学生数　　1名
２）   7.  9（火）：清泉女学院大学 相談学生数　　1名
３）   7.17（水）：信州大学工学部 相談学生数　　0名
４）   7.24（水）：松本大学 相談学生数　　0名
５）   7.31（水）：長野平青学園 相談学生数　　2名
６）   8.  9（金）：長野大学・長野県工科短期大学校 相談学生数　　2名
７）   9.  9（月）：学外合同就職面接会（長野会場） 相談学生数　　1名
８）   9.11（水）：学外合同就職面接会（松本会場） 相談学生数　　1名
９）10.28（月）：ハローワークとの合同就職面接会（長野会場） 相談学生数　　2名
10）12. 9（月）：ハローワークとの合同就職面接会（松本会場） 相談学生数　　1名
11）12.24（火）：学外合同就職面接会（長野会場） 相談学生数　　1名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計            12名
　ＳＴＥＰ２　　　　　　　　　　　　　　　　　小計 参加企業数　437社 参加者数　1,503名

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３

・新人研修
１） 6.10（月） ：第１回　長野市「ホテル信濃路」 参加企業数 　17社 参加者数　 　39名
　   6.24（月） ：第１回　松本市「ホテルモンターニュ松本」 参加企業数 　12社 参加者数　 　21名
２） 8. 2（金） ：第２回　長野市「ホテル信濃路」　 参加企業数 　17社 参加者数　 　35名
　　8. 6（火） ：第２回　松本市「ホテルモンターニュ松本」 参加企業数　　9社 参加者数　 　16名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計           　  55社 111名
・スキルアップ研修
１）生産管理　長野会場：7.22（月）、23（火）、29（月）、30（火） 参加企業数 　18社 参加者数　 　28名
２）生産管理　松本会場：7.23（火）、24（水）、30（火）、31（水） 参加企業数 　11社 参加者数　 　17名
３）原価管理　諏訪会場：7.31（水）、8.1（木）、2（金） 参加企業数 　11社 参加者数　 　17名
４）原価管理　塩尻会場：9.10（火）、11（水）、12（木） 参加企業数　　8社 参加者数　 　14名
５）生産管理　伊那会場：9.10（火）、11（水）、17（火）、18（水） 参加企業数 　12社 参加者数　 　28名
６）生産管理　上田会場：10.24（木）、25（金）、28（月）、29（火） 参加企業数 　20社 参加者数　 　45名
７）原価管理　飯田会場：10.29（火）、30（水）、31（木） 参加企業数 　14社 参加者数　 　30名
８）原価管理　佐久会場：11.12（火）、13（水）、14（木） 参加企業数 　14社 参加者数　 　17名
９）生産管理　中野会場：11.18（月）、19（火）、25（月）、26（火） 参加企業数 　18社 参加者数　 　36名
10）原価管理　坂城会場：12.9（月）、10（火）、11（水） 参加企業数 　12社 参加者数　 　29名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計  138社 261名
・総務・人事担当者研修
１） 6.17（月）：長野市「ホテル信濃路」 参加企業数 　30社 参加者数　 　39名
２） 1.  9（木）：長野市「ホテルメトロポリタン長野」 参加企業数 　30社 参加者数　 　34名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 　60社 73名
・キャリアカウンセラー派遣
　8.30（金） 参加企業数　　1社 学生数　　　　1名
ＳＴＥＰ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計 参加企業数　254社 参加者数　　446名

　ＳＴＥＰ１～ＳＴＥＰ３　　　　　　　　　　　　　　総計 参加企業数　752社 参加者数　2,545名



8

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

公募が開始されました。

　平成26年２月17日（月）に平成25年度補正予算により、「好循環実現のための経済対策」の一環
として、「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に関する補助対象事業
者の公募を開始しました。
　平成24年度の補正予算による「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」では、
県内で844件の応募があり、全国で９番目の360件が採択されました。そのうち348件が交付決定
となり、補助金総額では約30億8,000万円になります。このときの予算規模は1,007億円でした。
　今回の予算規模は、大規模設備投資に対する金融機関からの借入の１％を補助する「新陳代謝型」
等を含めて1,400億円の規模での募集です。多くの事業者様の採択が得られれば、前回同様多額の
補助金を導入することができ、地域経済へも好影響が期待できるものです。
　また、消費税８％導入による経済の落ち込みも予想されていることから、このような補助金を上
手に使い対応することも重要と思われます。
　本事業の対象事業としては、以下の表の通りとなります。

ものづくり技術 革新的サービス

１．成長分野型
・補助額：100万円～ 1,500万円
・補助率：２／３
・設備投資が必要です。

　「成長分野」とは、「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・
宇宙」とします。
　本類型に申請可能な者は、専ら、上記の３分野のいずれか
に関する試作品・生産プロセスの改善・新サービス開発に取
り組む者とします。

２．一般型
・補助額：100万円～ 1,000万円
・補助率：２／３
・設備投資が必要です。

　補助対象要件を満たす案件は、すべて申請可能です。
※ 「１．成長分野型」「３．小規模事業者型」に該当する申請
も、一般型に申請可能ですが、複数の申請はできません。

３．小規模事業者型
・補助額：100万円～ 700万円
・補助率：２／３
・設備投資は認められません。

　申請可能な者は、「中小企業基本法」第２条第５項（昭和
38年７月20日法律第154号）の「小規模企業者」に限ります。
おおむね常時使用する従業員の数が20人（商業又はサービス
業に属する事業を主たる事業として営む者については、５人）
以下の事業者となります。

事業の概要

事業の目的

中小企業・
小規模事業者

都道府県中央会
（地域事務局）

全国中央会
（全国事務局）国

対象要件

　革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、
地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品開発・設備投資等を支援します。

認定支援機関に事業計画の実効性等が確認された中小企業・小規模事業者であり、以下の要件
のいずれかを満たす者
（１）「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用していること
（２） 革新的なサービスの提供等を行い、３～５年計画で「付加価値額」年率３％及び「経営

利益」年率１％の向上を達成する計画であること

基金造成 補助
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　補助対象経費としては、原材料費・機械装置費・直接人件費・技術導入費・外注加工費・委託費・
知的財産権等関連経費・運搬費・専門家謝金・専門家旅費・雑役務費の11費目が認められます。
　採択等事業スキームは以下の通りです。

　応募につきましては、同一法人・事業者での申請は、１申請に限られます。【ものづくり技術】【革
新的サービス】「成長分野型」「一般型」「小規模事業者型」を通して１申請となります。
　また、「平成24年度補正ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」の採択事業
者が同一・類似の事業として本事業に申請をされましても採択はされません。まったく別の案件を
申請いただくことになります。また、新たな補助事業として採択されました場合、「平成24年度の
補助事業実績報告書の提出日」の翌日以降（補助金額の確定日以降）が本事業の交付決定となり、
今回の補助事業の開始が可能となります。
　募集期間は、１次公募では
　　１次締切り：平成26年３月14日（金）〔当日消印有効〕
　　２次締切り：平成26年５月14日（水）〔当日消印有効〕
となります。郵便または宅急便で申請書及び認定支援機関の確認書等必要書類をファイルに綴じた
上、必要部数ご送付をお願いいたします。
　なお、公募につきましては、「認定支援機関の確認書」も必要となりますので余裕を持った事業
計画書の作成とお早めの申請をお待ちしております。

公募要領及び申請書一式は本会ＨＰよりダウンロードしてご確認ください。

http://www.alps.or.jp/
問い合わせ先

長野県地域事務局・長野県中小企業団体中央会　ものづくり事業推進室
℡　026－228－1171（代表）　026－228－1206（直通）

　

全国採択審査委員会 認定支援機関

基金管理団体

事業実施団体
（全国事務局）
（地域事務局）

中小企業

小規模事業者

地域採択審査委員会

　　　　　⑥事業化状況報告・収益納付

申請者（⑤以降は補助事業採択者）

③審査・採択

助言・支援
確認 相談

　　　　　①公募

　　　　　②事業計画申請

　　　　　④採択

　　　　　⑤補助事業

　　　　　交付申請

　　　　　交付決定

　　　　　中間監査

　　　　　事業実施・実績報告

　　　　　確定検査（交付額の確定）

　　　　　補助金の請求

　　　　　補助金の支払
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県内中小企業等の事業承継等について、ワンストップで総合的に支援する

「長野県事業引継ぎ支援センター」が

２月３日（月）に開設となりました。

（１）目的
　　　 県内中小企業者の後継者不在や経営者の高年齢化を背景に課題となっている事業承継につい

て、円滑な事業引継ぎを行うとともに、中小企業等が有する技術やネットワーク等の貴重な
経営資源の喪失を防止します。

（２）設置組織
　　　公益財団法人長野県中小企業振興センターの１組織として設置

（３）設置場所及び連絡先
　　　長野県事業引継ぎ支援センター（受付時間 平日 8：30 ～ 17：15）
　　　〒380-0936　長野市中御所岡田131-10　長野県中小企業会館3階
　　　　　　　　　　 TEL　026-219-3825　　FAX　026-219-3826
　　　　　　　　　　 E-mail　hikitsugi＠icon-nagano.or.jp

（４）業務内容
　　　 金融機関、商工団体等の関係機関との密接な連携を構築し、事業の継続性・発展性が見込ま

れる中小企業等の親族内承継、第三者承継、Ｍ＆Ａ等の事業引継ぎについて、ワンストップ
で総合的に支援します。

（５）職員体制　4名配置（統括責任者、統括責任者補佐、事務局長等）
　　　（※）金融機関・商工団体の事業承継業務等の経験者を配置しています。

（６）その他
　　　長野県事業引継ぎ支援センターは、全国で9番目に設置されました。
　　　現在は全国に10ヵ所設置されています。
　　　（北海道、宮城県、東京都、静岡県、愛知県、大阪府、愛媛県、福岡県、岡山県）

１．「長野県事業引継ぎ支援センター」の概要

企業・事業の承継について
お悩みはありませんか。

　　　長野県事業引継ぎ支援センターに
　　　お気軽にご相談ください。
　　　（秘密保持・相談無料にて承ります）
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まずはお電話を！

窓 口 相 談

事業引継ぎ支援
ご相談の結果、M&Aなどによる第三者への事業の引継ぎを希望さ
れる場合は、M&Aの可能性や課題に対する助言、またM&A交渉
に必要となる資料の作成を支援し、M&A支援会社・金融機関など
への橋渡しを行います。あるいは各種専門家をご紹介いたします。

事業承継に関する専門家が、面談やご提出いただいた資料をもと
に、事業実態の把握や具体的な課題を抽出し、親族内承継、第三
者承継、M&Aなどの事業引継ぎに関わる様々な選択肢をご提示し
ます。また、お客様の選択した内容に応じて、支援機関をご紹介
いたします。

事業の引継ぎ、廃業など事業の先行きに不安や問題を抱えたらまず
はお電話にてご連絡ください。
TEL.０２６－２１９－３８２５/ FAX.０２６－２１９－３８２６

２．「長野県事業引継ぎ支援センター」の概要

３．ご相談の流れ
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　平成25年度も最後の月となりました。

　今回は何かと忙しくなる４月を前にして、実務面でスムーズに新年度へ移行できるよういくつ

か確認してみましょう。

　まず、雇用保険についてですが、保険料率は今年度（平成25年度）と変わりありません。注意

することは、平成26年４月１日現在で満64歳以上である一般被保険者（短期雇用特例被保険者及

び日雇労働被保険者を除く）については、今年度より雇用保険料が免除されることです。もちろ

ん保険料が免除されるだけで被保険者としての資格は継続しています。賃金台帳を確認すると、

継続して保険料を徴収していたり、64歳になった月より保険料徴収を中止したりしているケース

がよく見られます。特に給与計算ソフト等を使わずに給料計算をしている場合は間違えのないよ

うにしましょう。

　次に、社会保険（健康保険・厚生年金保険）についてですが、保険料は介護保険料が平成26年

３月分（４月納付分）から1.72％（現行1.55％）に変更となります。協会けんぽ保険料は変わりま

せん。厚生年金保険料は例年通り、９月より変更となります。

　また、介護保険料の徴収については、40歳から64歳までは社会保険料として給与より天引きさ

れますが、65歳になった月分から給与からは天引きしませんので注意が必要です（65歳以上の人

は年金から天引きか直接市町村へ納付）。

　保険料以外でも、健康保険については、４月から今まで扶養としていた子など家族が就職する等、

状況が変わってくることも考えられます。税法上の扶養かどうかとは別に、健康保険上の扶養条

件に該当しているかどうかも確認が必要です。

　その他、労働基準法関係でも、36協定、変形労働時間制など各種届出、有給休暇日数の設定など、

４月から翌年３月までを一区切りとしている事業所も多いと思われます。提出が遅れないように、

また、４月に入って慌てることのないように、３月中にできることは早めに済ませておきましょう。

　私のこのコーナーでの執筆は今月で最終回となりました。

　今まで、読者の方々からいろいろな意見や質問をいただきました。大変参考になり、また励み

にもなってきました。ありがとうございました。

クサマ社会保険労務士事務所
　特定社会保険労務士　草間　秀明

新年度に向けて

労 ト管 イ務 ポ理 ンの
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「経営者保証ガイドライン対応保証」
の取扱いを開始しました

ホームページ　http://www.nagano-cgc.or.jp　　E-mail hosyo@nagano-cgc.or.jp

　平成26年２月１日、「経営者保証ガイドライン対応保証」が創設され取扱いを開始しました。こ
の保証制度は、平成26年２月１日から適用が開始された「経営者保証に関するガイドライン」（平
成25年12月５日経営者保証に関するガイドライン研究会公表）の趣旨を踏まえて、信用保証協会
が金融機関と連携して経営者保証に依らない融資を推進し、中小企業者の金融の円滑化を図るこ
とを目的とした、全国統一の保証制度です。

詳細については、お近くの信用保証協会窓口までお問い合わせください。

経営者保証ガイドライン対応保証の概要

申 込 人
資 格 要 件

以下の（１）から（４）までのすべての要件を満たす中小企業者（法人）
 （１）法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること
 （２）法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えないこと
 （３） 法人から適時適切に財務情報等が提供されており、本制度による保証付き融資を 

　実行後も提供すること
 （４） 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能であると判断し得るものとして、次の「無

　担保無保証人要件」又は「有担保無保証人要件」のいずれかに該当すること
［無担保無保証人要件］
　以下の①を充足し、かつ②又は③のいずれか１項目を充足すること
　① 自己資本比率【純資産の額÷（純資産の額＋負債の額）】が20パーセント以上であること
　② 使用総資本事業利益率【（営業利益＋受取利息・受取配当金）÷資産の額】が10パーセント以
上であること

　③ インタレスト・カバレッジ・レーシオ【（営業利益＋受取利息・受取配当金）÷（支払利息＋
割引料）】が2.0倍以上であること

［有担保無保証人要件］
　以下の①及び②をともに充足すること
　①上記の無担保無保証人要件①から③までのいずれか１項目以上を充足すること
　②法人及び経営者本人等の所有する不動産担保等にて保全の充足が図られていること

保証限度額 ２億8,000万円（組合等４億8,000万円）

対 象 資 金 運転資金、設備資金

保 証 期 間 一括返済の場合：１年以内
分割返済の場合：運転資金３年以内、設備資金５年以内（据置期間はそれぞれ６か月以内）

返 済 方 法 一括返済または分割返済

協 調 融 資
取扱金融機関は、本制度による保証付き融資と同時に、保証付き融資額の６割以上の
金額の信用保証協会の保証を付さない融資（経営者保証に依らない無保証人融資）を、
同等の融資条件（貸付金利を除く）で行うことを要する。

保 証 料 率 0.45％～1.90％（責任共有制度の対象）

貸 付 利 率 金融機関所定の利率　なお、協調融資の貸付利率よりも低い利率を適用する

連帯保証人 不要

担 保 ［有担保無保証人要件］による場合に必要



14

長野県中小企業組合士協会の通常総会が
開催され、新役員が決まりました

　長野県中小
企業組合士協
会の通常総会
が、２月25日
に長野市のホ
テル信濃路で
開催されまし
た。任期満了に伴う役員改選で
は、２期会長を務められた仲俣
澄夫氏が退任され、新会長には
関国男氏が選出されました。
　関新会長は就任挨拶で、「講
習会や他県組合士会との交流を
充実させて組合士の資質向上を
図ると共に、若い組合士の加入
を推進させ組織強化に努めた
い」と抱負を語られました。

役職名 氏　　名 所　　属
会 長 関　　国男
副会長
〃
〃
〃

柿崎　孝子
丸山喜美雄
朝間　庸介
菅原　宗男

長野県火災共済協同組合

長野県中小企業団体中央会
理 事
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

中谷　寛行
和久　大輔
田中　　実
中村　泰二
山本　正博
利根川清次
小倉多賀男
根岸　正男
西村　昌二

株式会社商工組合中央金庫長野支店
長野県福祉共済協同組合

北信建設事業協同組合

協同組合長野県商工振興会
長野県中小企業団体中央会

監 事
〃

和田　　明
岡澤　邦明

長野県中小企業団体中央会
長野県火災共済協同組合

（順不同・敬称略）
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早太郎温泉事業協同組合

　早太郎温泉事業協同組合（駒ヶ根市：宇佐美宗
夫理事長）は、日頃温泉を利用する機会の少ない
高齢者にも温泉を楽しんでもらおうと、２月18日
「早太郎温泉郷の湯」を地元の高齢者福祉施設に
贈る配湯事業を行いました。
　組合は、駒ヶ根市と宮田村にある宿泊、日帰り
の温泉施設12事業者で構成されていて、今回の配
湯事業は本会の「中央会チャレンジ事業（注１）」を
活用して、両市村の５施設へ配湯しました。この
日は、組合員が３班に分かれて、タンクローリー

を使ってグループホームやケアハウスなどに計
8,700リットルを届けました。
　宇佐美宗夫理事長ら７人は、駒ヶ根市赤穂にあ
る特別養護老人ホーム「エーデルこまがね」を訪
問し、浴槽に5,100リットルを配湯したほか、温泉
を使った化粧水やタオルを利用者に贈りました。
　浴場で行われた贈呈式では、宇佐美理事長が
「ゆっくり浸かり、長く元気でいてください」と
あいさつをすると、エーデルこまがねの中城正昭
施設長は「寒い冬なので本当にありがたい」と笑
顔で謝意を述べ、同席した利用者は「入るのが楽
しみ」、「とても嬉しい」と喜んでいました。

注１　 「中央会チャレンジ事業」とは地域・観光、伝統工芸、
ものづくりの振興、買い物弱者対策などを対象に事業
の一部を補助する長野県中小企業団体中央会の独自事
業です。

早太郎温泉事業協同組合
理事長　宇佐美　宗夫
〒399-4117　駒ヶ根市赤穂497-1497
㈲ホテルやまぶき内　TEL.0265-83-3870

地元温泉を市内高齢者施設にお届け!!
～地域資源としてのアピール実施

組合事業紹介
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

新規学卒者の就職採用について長野県と
長野労働局より要請がありました

連合長野との懇談会を開催

　２月13日、阿部知事と長野労働局松岡職業安定部長が来会され、県内新規学卒者の就職採用
について要請がありました。
　県内の新規学卒者の就職環境は、一部に改善は見られるものの依然厳しい状況が続いており、
就職が決まらないまま卒業を迎える学生が見込まれます（平成25年12月末現在就職内定率　

高校：86.5％、大学等：71.7％）。
　新規学卒者をはじめとする若者は、地
域の将来を支える貴重な人材であること
は言うまでもなく、地域が協力して育て
ていくことが重要です。
　つきましては、会員組合・企業の皆様
におかれましても、新規学卒者等の採用
に格別のご配慮を賜りますよう、よろし
くお願いいたします。

　本会は２月14日、長野市のホテルJAL
シティー長野で、連合長野との春季申し
入れに係る懇談会を開催しました。
　本会からは星沢会長はじめ、支部長、
労働問題協議会役員ら８名、連合長野か
らは中山会長はじめ、副会長、事務局長
ら６名が出席し、今次春季労使交渉に関
し意見交換を行いました。
　連合長野は、企業労働者の賃金体系全
体を底上げするベースアップ（ベア）を
５年ぶりに要求し、月給ベースで9,500円
を目安に賃上げすることを求めており、2014春季生活闘争の賃上げの課題、非正規労働者の
労働条件改善等の申入れが行われました。
　中央会側からは、景気回復が十分浸透しておらず、４月からの消費税増税や円安による原材
料の高騰など不安要因も多い中小企業の厳しい現状を説明し、活発な意見交換が行われました。
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電子部品から自動車部品まで

　　髙﨑製作所は通信機器の
プレス部品加工で創業後、金
型製作・組立から製品までの
一貫生産体制を構築。精密プ
レス加工に特化し、電子部品
をはじめ、あらゆる産業分野
の部品加工に挑戦してきまし
た。
　「精密プレスと金型一筋に
55年。波にもまれながらやっ
てきました」。髙﨑登志雄社長
はそう振り返り、「手がける製
品は10年単位で変わってきた」と明かします。
その“変化対応力”こそ同社の強みであり、技
術力向上の源泉。「毎年数千万円かける」という
積極的な設備投資と、新たな技術開発への意欲
的なチャレンジも大きな推進力になっています。
　リーマンショック以降は自動車部品に力を入
れ、現在同社の８割を占めるまでに成長。それ
は車載用電装部品の大手メーカーからの受注が
大きく寄与しています。「安定した仕事量が見込
める自動車部品を取り込みたいと、戦略的にア
プローチしてきたことが実りました」と髙﨑社
長は胸を張ります。
　もっとも自動車部品の大変さは、全数検査が
求められることでした。同社では高度な検査機
器を積極的に導入するとともに、プレスマシン
と連動させ製品ひとつひとつをチェックできる
画像検査システムを自社開発。徹底した品質管
理を実現し、顧客の期待に応えています。

画期的な画像検査システムの開発へ

　同社ではさらに高度な検査体制とコストダウ
ンが実現できる、新たな画像検査システムの開
発をめざし、今回ものづくり補助金を活用。プ
レス加工工程特有の「抜きカスの浮きによる製
品へのキズや打痕」の検査コストの削減と時間
短縮を実現する「プレス部品自走式外観検査装
置」の開発に取り組みました。
　これは2,100万画素の高性能カメラを用い、高

速で流れるプレス部品のキズ
や打痕を従来の倍のスピード
で検査できる画期的なシステ
ム。装置の簡素化にも取り組
み、特に専門知識がなくても
扱えるようにしました。同社
では検査工程の短縮と自動化
によって短納期を実現し、製
品１個当たり30％以上のコ
ストダウンが図れると期待。将来的には同業社
への外販も視野に入れています。
　「他がやっていないことができるプレス屋にな
らないと生き残っていけない」
　「海外移転が日常的な話題」という厳しい現状
の中、あくまで長野県でのものづくりにこだわ
る髙﨑社長ですが、決して楽観はしていません。
今回の新たな研究開発への取り組みを「ここで
生きていくためのステップ」としています。
　特筆されるのは、同社の社員定着率の高さ。
技術の継承と高度化の大きな力になっています。
新卒社員の採用にも意欲的で、髙﨑社長は「こ
の仕事が好き、という若者をいかに採用するか
が課題」と話します。
　プレスに特化しながら、時代の変化に対応し
て新たな技術開発にも積極的にチャレンジし、
独自性をアピールする同社。そこに生き残りの
ヒントがあるようです。

“変化対応力”を強みに、精密プレスと金型一筋に55年。
新技術へのチャレンジで生き残りをかける。

株式会社髙﨑製作所
代 表 者　代表取締役社長　髙﨑登志雄
創　　業　1959（昭和34）年12月
資 本 金　1,200万円
本　　社　千曲市大字屋代2810
　　　　　TEL 026-272-0669　FAX 026-272-1842
事業内容　 精密プレス部品（リレー、コネクター、車

載電装部品、各種プレス品）、複合部品及び
小組立製作、精密金型設計製作、自動機及
び省力機設計製作

「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.11
株式会社髙﨑製作所（千曲市）好機逸す

べからず
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ものづくり会社に「営業」は絶対必要

　「同じ仕事は５年で飯が
食えなくなるというのが
私の考え方。次の５年は
何で飯を食うかを今から
考え手を打っていかない
と、設備も技術も後れを
取る。そういう危機感で
仕事をしています」。鬨一
精機の近藤鬨一郎社長の
口調に熱がこもります。
　近藤社長は県内大手機
械メーカーで一貫して生産技術に携わり、その
技術ノウハウを活かして1983年独立。高難度の
金型ベース加工、単品・受注生産の部品加工と
時機に応じて方向転換を図りつつ、金属全般の
加工・研削技術を追求してきました。
　現在は大型・重量物の高精度加工に特化し、
製品分野は機械から医療機器までさまざま。鋳
物や製缶物のような基準決めや歪みの心配のあ
る形状など、複雑形状部品の加工にも豊富な実
績を誇ります。バラエティに富んだ設備により、
どんな製品も精度の高い通し加工ができる体制
で、その存在感を際立たせています。
　もうひとつ特徴的なのは、ものづくり会社で
は珍しく「営業」を重視していること。創業当時、
社員７人のうち２人が営業社員。現在も４人の
営業マンが活躍しています。その理由を近藤社
長は次のように語ります。
　「営業を置いて、自分たちの得意な仕事だけを
取ってくる。それが最も付加価値を生むんです。
しかも営業マンは業界の動向に目を配り、情報
をたくさん持って来てくれる。今後の方向性を
つねに探りながら軌道修正していくためにも、
ものづくり会社に営業は絶対必要だと思ってい
ます」

いかに速くプログラムを
作り確実に動かすか

　「製造会社にとって、生産技術はものすごく重
要。新しい技術開発も大事だが、それを作る技

術がなければ世に出ない
し、出たとしてもコスト
競争に勝てないのだか
ら」。近藤社長はこう力説
し、高付加価値のものづ
くりができる技術者の育
成に力を入れています。
　さらにコストダウンをいかに実現していくか
にも注力。ものづくり補助金を活用し「３Dモデ
ルからの直接変換によるNCプログラム作成シス
テムの開発」に取り組んでいます。
　これはNCプログラムを自動作成し、さらに事
前シミュレーションにより、加工中に不具合が
発生する可能性を完全に排除するシステム。同
社ではこれにより、多品種少量・一品加工用の
プログラム作成にかかる時間を従来の３分の１
から５分の１に短縮し、24時間自動生産を可能
にすることで、大幅なコストダウンが実現でき
ると期待しています。「お客様の短納期要求がま
すます厳しくなり、それに対応するためにはい
かに速くプログラムを作り確実に動かすかが勝
負。しかし人手ではもう限界だと思う」。
　最新機械への更新など設備投資を積極的に行
うことで合理化・コストダウンを実現。そこか
ら生まれる利益でさらに新たな投資を行い、次
のステップへの足固めにする。それが「これか
らは会社の“色”を出していかないと勝負にな
らない」と言い切る、近藤社長の戦略です。

大型・重量物、複雑形状部品の高精度加工に特化。
つねに先を見すえた合理化戦略で利益を生む。

株式会社鬨
ときいち

一精機
代 表 者　代表取締役　近藤鬨一郎
創　　業　1983（昭和58）年6月
資 本 金　1,000万円
本　　社　松本市和田4020-8
　　　　　TEL 0263-47-2525　FAX 0263-47-2520
事業内容　 精密機械加工・精密研削、試作品・単品加工、

産業用機械装置部品製作、一貫対応

「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.12
株式会社鬨

ときいち

一精機（松本市）
好機逸す

べからず
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　 平成26年度の介護保険料率が変わります

平成26年度の健診にかかる費用は次の通りです

平成26年2月分まで
（3月納付分まで）

健康保険料率

9.85%
介護保険料率
1.55%

平成26年3月分から
（4月納付分から）

健康保険料率

据え置き
介護保険料率

1.72%

　・保険料率についての
　　　お問い合わせ…026-238-1251（企画総務グループ）
　・健診・特定保健指導についての
　　　お問い合わせ…026-238-1253（保健グループ）

〒380-8583  長野市南長野西後町1597-1  
　　　　　　　　　　　　長野朝日八十二ビル  8階

全国健康保険協会 長野支部
協会けんぽ

協会けんぽからのお知らせ

基本保険料率・特定保険料率とは
　健康保険料率（9.85％）のうち、5.78％
分は、加入者の皆様の医療費等に充てられる
基本保険料率となり、4.07％分は後期高齢者
医療制度への支援金等へ充てられる特定保険
料率となります。
※ 健康保険料率は変わりませんが、基本保険
料率・特定保険料率の比率は変わります。

　協会けんぽの健康保険料率については、昨年、健康保険法等が改正されたことを踏まえ、準備金を取り崩す
ことにより据え置きます。
　一方、介護保険については、介護給付費が年々増加していることに伴い、協会けんぽが負担しなければなら
ない額（介護納付金）も増加し、このままでは700億円を超える赤字が見込まれるため、介護保険料率につい
ては本年３月分（４月納付分）より引き上げをお願いせざるを得なくなりました。
　厳しい経済状況の中ではありますが、加入者・事業主の皆様には、このようなご負担につきまして、何とぞ
ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

これ以上の保険料負担増を避けるため、引き続き以下の事項について強く訴えていきます

財政基盤の強化、加入者・事業主の皆様の負担軽減のため、協会に対する国庫補助増額を国へ要請しています。
現在16.4％となっている補助割合を、法律の上限である20％まで引き上げるよう求めています。

高齢化による医療費支出の増大で、協会けんぽの支出の約４割は高齢者医療制度への拠出金に充てられています。
支出を減らすため、高齢者医療制度の公費負担の拡充をはじめとする、制度全体の抜本的見直しを国へ訴えています。

平成26年４月１日から消費税率の引き上げに伴い健診費用を改定します。
また、子宮頸がん検診費用の見直しを行いましたので併せてお知らせします。

【生活習慣病予防健診（被保険者ご本人様が対象となります。）】
　被扶養者（ご家族）
の方が受診する、特定
健康診査（特定健診）
につきましては、健診
に係った費用のうち
6,520円を協会けんぽ
が負担します。

◎ 健診は健康状態を知
る第一歩です。

◎ １年に一度は必ず健
診を受けましょう。

◆40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。
◆変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、３月分（４月納付分）からとなります。また、賞与については、支給日が３月１日分からとなります。

協会けんぽに対する国庫補助率の引上げ

高齢者医療をはじめとした医療保険制度の見直し

項目 受診対象年齢 自己負担上限額（税込）
改定前 改定後

一般健診 35～74歳の方 6,843円　 7,038円　
子宮頸がん検診
（単独受診）

20～38歳の偶数年齢の
女性の方 630円　 875円　

一
般
健
診
に
追
加
し
て
受
診
す
る
健
診

付加健診 40・50歳の方 4,583円　 4,714円　

乳がん検診 40～74歳の偶数年齢の
女性の方

50歳以上　
1,036円　 1,066円　

40～48歳　
1,610円　 1,655円　

子宮頸がん検診 36～74歳の偶数年齢の
女性の方 630円　 875円　

肝炎検査 一般健診と同時受診 595円　 612円　
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三井生命からのお知らせ

長野県中央会団体扱の
ご　案　内

※一部対象とならない商品・ご契約がございますので、詳細は下記までお問い合わせ願います。
※詳しくは「商品パンフレット」をご覧ください。ご検討にあたっては、「設計書（契約概要）」「特に
　重要な事項のご説明（注意喚起情報）」「ご契約のしおり―約款」を必ずご覧ください。

大型保障と、資金の積立機能を備え、企業の
発展や個人のライフサイクルの変化に応じて、
保障見直しが可能です。

主な保険商品

その他に医療保険など多彩な商品がございます。

【お問い合わせ】

三井生命保険株式会社　長野支社
〒390-0811 松本市中央 1－21－8　三井生命松本ビル２Ｆ

TEL:0263－34－3585B－２５－１２５９（Ｈ２５.7）使用期限Ｈ２６.３

ご契約者さまが会員組合に所属する組合員（法人または個人事業主）

ご契約者さまが会員組合に所属する組合員企業に勤務する役員・従業員

「オーナーズプラン」のご契約要件

「パートナーズプラン」のご契約要件

月払契約の場合、団体扱と
なり、一般扱（口座振替扱月
払等）でご契約いただくより
も保険料が割安になります。

３年ごと利差配当付利率変動型新積立保険
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（後払制度）

財　団　法　人
道路システム高度化推進機構
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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”

◎理　事　会
　　

◎通常総代会
　　

平成26年度　長野県中小企業団体中央会
理事会及び通常総代会開催のお知らせ

※理事・総代の皆様には予め日程調整をお願いします。
　詳細につきましては後日ご案内致します。

日時　平成26年4月23日（水）12時30分

場所　ホテル信濃路

日時　平成26年5月21日（水）14時

場所　ホテルメトロポリタン長野
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