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おいでなし

おばすて棚田

姨捨の棚田は、わが国で最初に国の名勝指定を受けた文
化財の田んぼで、日本棚田百選の一つに数えられています。
また、名勝指定地を含めた水源地や更級川、棚田地域が
重要文化的景観に選定されており、隣接する姨捨公園は善
光寺平が一望できる景勝地です。更にこの眺望は夜景が素
晴らしく「中秋の名月」は勿論、満月が上ると眼下に月に
水面を光らせた帯状の千曲川が現れ月の名所の趣溢れる絶
景が広がります。
戸倉上山田商工会
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©千曲市観光協会

商工連は３月 日、阿部知事をはじめ来賓多数ご臨席のもと、長野市で臨時総会
を開催し、全県下から商工会長及び関係者約 名が出席しました。
臨時総会では平成 年度事業計画、収支予算等が原案どおり承認決定されました。

80

臨時総会の冒頭、商工連柏木会長より「商工会及び商工会連合会は平成 年度も「商
支援のもと、来年度も上席専門経営支援員 名を県連 支所に配置し、商工会の主任
4

用した、事業者支援

と話し合いをする中で必要な事業を推進していく。しあわせ信州創造プラン か年計

地域の活性化に取り組むため地域振興局の設置を行い、地域振興局長が地域の皆さん

平成 年秋 矢﨑 昭和 様（池田町商工会長、前長野県商工会連合会会長）

○旭日双光章

顕彰された方々は次のとおりです。

ました。

長年の商工業振興、商工会運営に対して受賞された方の功績をたたえ顕彰が行われ

言葉がありました。

を行って参りたいと

顕彰

画が最終年度になり、夢と希望が持てる提言を行い、夢を集めて形にしていく」との

者持続化補助金を活

き続き、小規模事業

また、今年度に引

経営支援員等との連携で、専門的な経営支援実績を積み重ねて参ります。

12

臨時総会の様子

思います。
商工会が行ってい
るこうした経営支援
者に知っていただき、
商工会員の皆様が商
工会の支援事業をさ
らに活用し、新たな
事業者が商工会に加
入いただけるよう
図って参りたい」と
のあいさつがありま
した。
来賓祝辞では、阿

5

29

工会中期マスタープラン」を着実に推進して参ります。とりわけ長野県の絶大なるご

29

事業を、多くの事業

挨拶をする柏木会長

部知事より「県では

平成 年

篤 様（山ノ内町商工会長、長野県商工会連合会理事）

望月 喜好 様（野沢温泉商工会長、長野県商工会連合会理事）

田中

藤倉陽太郎 様（阿智村商工会長、長野県商工会連合会理事）

齊藤 正昭 様（安曇野市商工会長、長野県商工会連合会副会長）

○長野県知事表彰

28

28

23
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矢﨑昭和前商工連会長の叙勲を祝う会が開催

昨年秋の叙勲で旭日双光章を受章された、矢
﨑昭和前商工連会長を讃え、 月 日長野市の

会長と多方面からご祝辞がありました。

商工連柏木会長は「先達の栄誉は、
後輩にとっ

て自分のことのようにうれしく光栄。県下 商

双光章』受章を祝う会」が開催され、太田副知

工会および商工連をはじめ大勢の商工会関係者

矢﨑前会長から「商工連での活動で誇れるこ

本音で話ができたこと」と話され「これからも

とは、県下の商工会に足を運び、会長さん方と

し、当時の故佐藤会長とともに市町村合併に伴

工会組織・人事体制の集大成となる「商工会中
期マスタープラン」を策定し、複数の商工会に
よる組織的な支援と、専門性に応じて階層的に
支援する新たな経営支援体制を構築しました。
今回の受章はこれまでの幅広い活動の中でも
とりわけ商工会と商工連における長年に亘る
数々の功績が高く評価されたものであります。
祝う会は、発起人代表の宮澤敏文県議会議員
のごあいさつの後、太田寛副知事、服部宏昭商

◆お問い合わせ◆ 長野県総務部税務課 自動車税係
☎026－235－7051（直通）

地域の皆さんと共に頑張りたい」と謝辞があり

10
工会議員懇談会会長代行、石澤義文全国連会長、

自動車税は毎年４月１日に自動車をお持
ちの方に納めていただく税金です。
自動車税納税通知書が届きましたら、お近
くの金融機関、農業協同組合、ゆうちょ銀行・
郵便局、コンビニエンスストア、又は県税事
務所で納期限までに納めてください。
納税通知書には「納税証明書」がついてい
ます。これは自動車の継続検査(車検)に必要
となりますので、車検証と一緒に大切に保管
しておきましょう。

げ、新たな商工会組織体制づくりに向けて先頭

に立って尽力されました。さらに平成 年 月
23

に商工連会長に就任され、平成 年３月には商
25

加藤久雄長野市長、畑谷広治信濃毎日新聞取締

平成29年度の自動車税の納期限は5月31日（水）です

う商工会の合併連携の対応と、
「商工会人事制

矢﨑前会長は平成 年に商工連副会長に就任

の功績を讃えました。

にとっても大変名誉なこと」と述べました。

ホテル国際 において「矢﨑昭和さんの『旭日

10

事はじめ県内外の２３０名の方々が矢﨑前会長

69

3

ました。

15

矢﨑昭和前商工連会長

役販売局長、甕聖章池田町長、柏木昭憲商工連
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21

度の再構築」を通じて「人事一元化」を成し遂

旭日双光章受章を讃え230人が集う

県青連全県研修会開催

県女性連レディースフォーラム２０１６開催

「地域経済・商工会女性部の活性化を目指して」
テル」において女性部員１１０名の参加

性起業経験者・経

な試みとして、「女

講演では新た

により、レディースフォーラム２０１６

営者による講演」

１月 日、諏訪市「ＲＡＫＯ華乃井ホ

を開催しました。

昨年度長野県で初めて、全女性連の創

い た だ き ま し た。

女性部長に講演

を小川村商工会

業等支援助成金事業に採択された小谷村

創業から現在に

諏訪税務署長による講演では、普段聞

トの企画や商品開発、さらに農業分野の

商工会の太田女性部長に「女性ならでは

至るまでの苦労

小松女性部長、中

活性化への取組み事例等についてお話し

の地元食材を活用した小谷ブランド加工

や経営について

くことの出来ない税務調査についてお話

されたため、聴講者はとても興味深く聞

食品展開事業」というテーマで成果発表

身近な経験談を

として、これまで新潟県を拠点に、女性

３人の講師による研修会となりました

を行っていただきました。起業から商品

お話しいただき

川村商工会山崎

が、県下商工会の青年部員が一堂に会し、

化、商談会に至るまでの様子や新商品の

き入っていました。

研修内容が多岐にわたり、大変有意義な

ました。

研修会となりました。

次世代起業家育成塾の成果発表では、

開発等、精力的に活動されている様子を

しいただきました。

今井美穂氏の講演

の目線で関わってきた地域活性化イベン

域活性化モデル

井講師自身が地

ありました。今

穂氏から講演が

役社長の今井美

―青年経営者・後継者の資質向上と青年部の活性化を目指して―
２月９日、長
野市「ホテルメ
ルパルク長野」
において、県下
商工会の青年部
員 名の参加により、県青連全県研修会
を開催しました。
研修内容は
「どうなる日本
経済～今、中小
企業は何をすべ
きか～」と題し、
公認会計士の海生裕明氏から講演があり
ました。海生氏は自身が企業経営に携
わった経験と公認会計士（税理士）とし

重盛県青連会長挨拶
海生裕明氏の講演

26

お話しいただきました。

昨年度県内 商工会から申請があり、各

りました。

員に参加いただき、有意義な研修会とな

ここ数年では、例のない多くの女性部

女性部を知ってもらう機会となりました。

子供たちに地域の産業、商工会、商工会

いただきました。各地区で工夫を凝らし、

子や感想、女性部の関わり方などを発表

会手塚女性部長に、当日の子供たちの様

木曽商工会青木女性部長、信州新町商工

部長、富士見町商工会中山女性部長、南

地区を代表して、川上村商工会杉原女性

10

ての長年の実務経験に基づき、若手経営
者・後継者が「今、何をすべきか」を小
規模事業者向けにわかり易く、経験事例
等と公認会計士（税理士）としての裏話
等も多く交えてお話しされたため、聴講
者に大変好評でした。
続いて、
「知っていますか？税務署の
みかた」と題した、長野税務署長谷川税
務広報広聴官による講演では、普段あま
り聞くことの出来ない税務調査について
お話しいただきました。
最後に、
「地域活性化モデルの挑戦」
と題し、したみちオフィス㈱前代表取締

挨拶をする佐々木女性連会長

71
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4

レディースフォーラムの様子

地元産のソバを専用機導入で安定供給
藤森 俊樹

最近のお客様は、特に健康志向が強く、食
の安心、安全を重視し、なおかつ美味しいそ
ばと居心地の良い空間を求めています。そば

満足できる店づくりをしていきます。

様化し、また、汁の味にもこだわりを持った

ましたが、生産量の約２割近くが工程中に飛

今まで玄米の磨き機械で玄そばを磨いてい

「補助金の活用でより多くの
美味しいお蕎麦を可能に」

顧客がほとんどです。趣味でそばを打つ方も

散してしまいました。そこで「小規模事業者

の好みも色、太さ、つなぎの種類・量など多

増えていますが、静かで、都会から離れた隠

チェーン店に対抗できないので、堅苦しくは

見えます。個人営業は、
「安い」の分野では

遠く離れていても通ってくるお客さんも大勢

が困難な状況でも、そば粉を今より確実に確

くすことができました。地元産玄そばの確保

大切に、飛散してしまう玄そばを限りなく無

を導入することができ、ソバの実一つ一つを

れ家での「そば」は、そば本来の味わいを生み、 持続化補助金」を申請し、玄そば用の専用機

ないけれど雰囲気も含めた高級志向的なそば

保することができるようになりました。これ

ると思っています。

り多くの皆様に朝日そばを味わっていただけ

により地元産そば販売期間の延長ができ、よ

店にしていきたいと思っています。

「こだわりの手打ちそばと
最良の雰囲気をご賞味あれ」
地元朝日村産の無農薬そばを自家栽培し、
それを石臼で自家製粉し、手打ちにこだわり
を持って提供しています。また、店舗は古民
家を改築した昔の家の雰囲気にして、親しみ

朝日村産そば粉100％の手打ちそば

のある接客と小さな心遣いを心掛けています。
当店のポリシーとして、食を通じて地球環境
問題を考え、お客様と共に幸せを創造してい
きたいと思っています。
また、安心・安全な蕎麦屋を第一に考え、
すそば屋」を目指します。
自家栽培→自家製粉→田舎そば（手打ち・
細打ち）＝こだわりそば。
地元産のそばの栽培の拡大・品質アップに
より、長期提供（時間・期間）を可能にし、
はるばる遠方からでもお越しになるお客様が

5 ●商工連ながの H29.5月号

食材の地産地消を応援し、地元に根差した「耕
家族で心を込めておもてなししています

小規模事業者持続化補助金活用 朝日そば ふじもり

住所／〒390-1101
東筑摩郡朝日村西洗馬828-1
TEL ／ 0263-87-3981

山あい深く美しい大自然に囲まれた長

長和町商工会

㈱竹内農産

り、冬場における作物の安定した生産が

なかなかできません。

この二つの要素を結び、取り組んでい

るのが発酵熱農法で、発酵熱でハウス内

を温め、二酸化炭素が作物の成長を促進

させます。冬場でも安定しておいしい野

沢菜が収穫できるよう試験を重ねていま

す。

未利用材を活用した新商品開発

当社の主力商品「野沢菜漬」製造過程

にて、大量の葉っぱが残渣として発生し、

これまで有機質堆肥の一部になっていま

した。栄養価の高い葉っぱを活かした商

品開発が長年の懸案でありましたが、一

活動の実践を強化しました。

更に、昨年十二月に厚生労働省が食品

昨年の発売から売上を順調に伸ばし、バ

九 十 名、 年 間 の 製 造 品 出 荷 量 は お よ そ

販売を行っています。現在の従業員数は

直営店での小売りを行っており、工場内

パー、県内土産品店等への卸売りと自社

食品製造販売を行っており、主にスー

の取組み

発酵熱農法による安定した栽培技術へ

るところです。

を順次発

ケ、しら

梅、シャ

菜 生ふりかけ」です。細かく刻んだ野沢

六千トンであります。平成二十五年に現

や配送体制も含めて衛生管理を徹底して

発酵熱農法とは、ビニールハウス内に

売してい

危害分析、対策、監視、記録等について

会 長 の 先 代 よ り 引 継 ぎ、 代 表 取 締 役 と

行っています。そして、このほど食と生

おいてバークで発生する発酵熱や二酸化

きます。

菜に風味豊かなゴマを混ぜ合わせた生タ

なった竹内武史氏は三十九歳。商工会青

活の科学研究所長の田中清司氏（ＨＡＣ

炭素を利用して、一年を通しておいしい

行うＨＡＣＣＰチームを社内に組織を横

年部長も経験し、事業経営に役立つノウ

ＣＰ普及指導者）より二回に亘って支援

農産物を栽培できる新しい農法です。
バー

これからも、風土がつくる伝統の味を

イプのふりかけです。この商品をシリー

ハウの習得や課題解決に、商工会を始め

を受けました。社長、担当者からの現状

ク中の微生物による高温発酵が行われ、

断してつくることとしました。万が一の

とする支援機関の講習会やセミナー、専

ヒアリングと現場ウオークスルー
（チェッ

ズ化し、

門家派遣等を積極的に活用しています。

を行ってまいります。

大事に、お客様の喜ぶ商品づくりを社員

すワカメ

食品製造業を取り巻く環境が一層厳しく

とともに進め、地域に根ざした企業経営

ス栽培における暖房費が大きな負担とな

ク箇所写真撮影）を通じて一般衛生管理
八〇度近くになり作物に必要な二酸化炭
とＡＩＢ（清掃活動）について指導を受け、 素も発生します。一方、寒冷地ではハウ

際の危機管理体制と合せて取り組んでい

イヤーズガイド人気商品２０１６で四位
入をすべての食品事業者に義務づける方
「野沢
針を決定したことから、その導入に向け、 に表彰された商品が生まれました。

衛生管理の国際基準「ＨＡＣＣＰ」の導

野沢菜加工

なっている状況下、様々な取組みを実施

実践とＨＡＣＣＰへのチャレンジ

ＡＩＢ衛生管理システム及び７Ｓ活動

風土がつくる伝統の味、
地域に根ざした企業経営

５Ｓに「洗浄」と「消毒」を加えた７Ｓ

和町和田で、野沢菜漬を中心に漬物製造

㈱竹内農産

しています。

野沢菜生ふりかけ

中小企業の新たな事業活動

6
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商工会はいま─

支援」では、左記

などです。

〇農商
 工連携イベント（坂城駅前ふーど
市）で需要動向調査実施 写真②③

③「事業計画策定
に掲げる補助金や

３月 日には、外部有識者３人を含む

る小規模事業者が大半といえます。地方

雇用を守り「事業の持続的発展」を考え

画書を作成することで、自分の事業に不

商工会の主任経営支援員と一緒に経営計

きっかけとして会員（小規模事業者）が

一部を除いて、ほとんどの事業が「達成

定の「展示会開催による需要開拓」など

委員会」を開催しました。今年度開催予

補助事業申請を

に強靭で自律的な経済を構築するため、

足しているものや自社の強みの再認識を

した法律が、
「小規模企業振興基本法」

事業の３本柱は、左記の通りです。
「地域経済の活性化に資する取組み」
「経営
 発達支援計画の円滑な実施に向
けた支援力向上の取組み」

の３を活動エリアとしている全国の商工

①地域の経済動向調査

は、左記の６事業に取組みました。

支援実績 ３件

革新的ものづくり・商業・サービス
開発支援補助金

支援実績 ４件

中小企業等経営強化法「経営力向上
計画」認定

小規模事業者持続化補助金

〇会員
 が意欲的に経営計画を立てやって
みようとなるように喚起することが大

切である。

〇受け
 身の姿勢から能動的に活動する商
工会へと大転換となっている。
坂城町店舗利活用補助金

結果）
」
「ＣＨＥＣＫ（評価）
」
「ＡＣＴＩ

「ＰＬＡＮ（事業概要）
」
「ＤＯ（実施

などの感想・意見が寄せられました。
（坂城町商工会商業魅力向上事業）

ＯＮ（改善・今後の方向性）
」とＰＤＣ
計

支援実績 ５件
合
このほか主なものは、
〇経営
 力向上計画策定支援のための勉強
会開催（管内金融機関若手職員と主任
経営支援員） 写真①

動を続けています。

の元気につながるよう今日もひたすら活

め、会員事業所の持続的発展が、坂城町

Ａを回し、次のステップへの取組みを進

件

12
件

支援実績

名の委員による「事業評価及び見直し

こうした地域を支える小規模事業者の

度」
「事業者ニーズ」とも高い評価でした。

経営発達支援事業で
能動的活動の商工会へ
坂城町商工会の『経営発達支援計画』

目指しました。

北信

「持続的発展」が急務であるとして成立

業大臣の認定を受けました。
であり、国が地域における中核の支援機
このような法制定の背景を受け、坂城

『小規模支援法（商工会及び商工会議
律）
』により国が小規模事業者の伴走型

町商工会はいち早く
「経営発達支援計画」

関として商工会を位置づけました。

の事業計画策定・実施支援について商工

の策定に着手しました。そして当該計画

所による小規模事業者の支援に関する法

会の体制整備を打ち出しましたが、
『経

の最終目標を、
「企業規模の拡大と雇用
確保に向けた伴走型支援の実施」としま

営発達支援計画』は、その中核となるも
のです。
下、商業サービス業：従業員５人以下）

した。

は、日本の企業の ・５％を占めていま

小規模事業者（製造業：従業員 人以

す。経営環境の変化により小規模事業者

「経営発達支援事業」

数は減少し、地方経済は疲弊が進んでい
ます。

中心となる 「経営発達支援事業」で

会が、小規模企業に特化した法律制定を

②経営状況の分析

このような状況下、日本全土の約４分

目指しました。商工会が１００万人署名

③事業計画策定支援
⑤需要動向調査

④事業計画策定後の実施支援

活動を進めた結果、平成 年６月『小規
模企業振興基本法』が成立しました。
商工会地域の事業者は、グローバルな

 商工連携イベントにおいて需要
農
動向調査実施

1

⑥新たな需要開拓に寄与する事業

写真③

2

1

（エ） （ウ） （イ） （ア）

は、 年前の平成 年 月 日に経済産

Vol.106

3

事業展開を図り大きな成長発展を考えて

 商工連携イベント：坂城駅前
農
ふーど市

22

『小規模支援法』の目的となっている
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15

写真②

20

15

4

26

27

28

86

いる企業は少なく、むしろ地域に根差し、

勉強会・経営戦略連携セミナー
写真①

1
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「お金のブロックパズル」で
経営判断を直感的に！
㈱ベクトルマネジメント
代表取締役 中小企業診断士

氏

忠

石塚

【お金のブロックパズル】
（売上高を 100 とした例）
②変動費
20

❷労働分配率 50％

⑦利益 10

例えば、❷労働分配率は生産性を表す数字
ですが、計算式としては⑤人件費÷③粗利益
（≒付加価値）という表現になります。
“費用
の率”なので、低いほど生産性が高いことを
表しますが、図で考えると、より直観的に理
解しやすくなります。
ま た、 過 去 の 自 社 の パ フ ォ ー マ ン ス が 良
かった時の❶や❷ の率と現在の率を比較分
析したり、無料で一部公開されている「 TKC
経営指標」
（ www.tkc.jp/tkcnf/bast
）などで、
自社と似た業種の黒字企業の率を調べて、比
較検討することもおススメです。
こうすることで、自社の利益を増やすため
に、どれくらいのお金の入（①③）と出（②
④⑤⑥）のバランスを目指せば良いのか？な
どのギャップが見えてきます。
なお、損益分岐点売上高は、④固定費÷❶

粗利率で算出できます。応用編として、目標
利益を決めてから、
（④固定費＋ ⑦目標利益）
÷ ❶粗利率で目標利益を達成するための売
上高も計算できます。
これらは、数式で考えると難しいのですが、
やはり図で考えることで、直感的に理解がで
きるようになります。

■「他人ごと」から「自分ごと」へ

皆さまの会社の社員さんには、どこか「他
人ごと」感覚で、日々仕事をされている方は
いませんか？
ブロックパズルは、社員の皆さんに、会社
の状況を理解してもらうのにも役立ちます。
例えば、①売上高、②粗利益、⑦利益を、社
員数（パートは 人で換算）で割ると、それ
ぞれの「一人当たり」の数字がでてきます。
この「一人当たり」数字と、会社全体のお
金の流れを、ブロックパズルを使って伝えて
ゆくことで、売上や費用が、自分たちの働き
（給料）と、どうつながっているかが、具体
的にイメージできるようになり、仕事への意
識を「他人ごと」から「自分ごと」に変えて
ゆくこともできます。

（ www.vectormanagement.co.jp/block
）

す の で、 ご 興 味 の あ る 方 は ご 覧 く だ さ い。

くは、当社のホームページでも公開しておりま

くみ、なども考えてゆくことができます。詳し

将来の設備投資の考え方、業績連動型報酬のし

とお金の違いの理解、適度な借入と返済の目安、

が、この図をさらに応用してゆくことで、利益

今回は、紙面の関係で全てご説明できません

0.5

⑥その他
30
❶粗利率 80％

⑤人件費
40
④固定費
70
③粗利益
80
①売上高
100

皆さまはじめまして。中小企業診断士の石
塚と申します。長野県の経営者の皆さまの
「社
外の右腕」として、「利益とお金」
「人と組織」
の悩みを解決するお手伝いをしております。
皆さまに質問です。決算書を見ること自体
に抵抗をお持ちではないですか？
私は以前、会計事務所に勤めておりました
が、そこで感じていたのは、経営者の皆さま
の中には、難解な決算書などを見ること自体
にアレルギーがあり、見ることを避けている
方が多いということでした。
そこで私は、決算書はすべてを読めるよう
に な る 必 要 は な く、 そ の 中 の 重 要 な 情 報 に
フォーカスし、日々の経営判断に活かすこと
の方が大事とお伝えしてきました。
その際に、経営数字を日々の経営に活かし
やすくする方法として、おススメしてきたの
が「お金のブロックパズル」です。

この図は、決算書や月次試算表の損益計算
書や、製造原価報告書の中の数字を①売上高、
②変動費、③粗利益、④固定費、⑤人件費、
⑥その他経費、⑦利益の７つのブロックに数
字を振り分けて作成します。
この図を使うメリットは、会社のお金の入
と出のバランスをざっくりとつかむことがで
きます。いわば、会社の数字を“鳥の目”の
ように俯瞰的に見ることができます。また、
❶粗利率、❷労働分配率といった、経営判断
に欠かせないモノサシも、直感的に理解でき
ます。

■お金のブロックパズルとは？

経

ONE POINT ADVICE
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氏

威彦

中村

引競争が激化してきますと、そのしわ寄せ

くありますが、景気が停滞したり、自由取

１ 中
 小企業の取引先としては、業界大手で
あったり、大企業であったりすることがよ
覧下さい。
）
。

認められています（詳しくは、下請法をご

は、類型ごとに両者の資本金の額によって

規制を受ける親事業者と下請事業者の関係

てはならない（買いたたきの禁止）
、⑥正

支払われる対価に比べて不当に著しく定め

請代金の額を同種同類の給付に対して通常

取らせてはならない（返品の禁止）
、⑤下

的に利用させてはならない（強制的購入・

当の理由のある場合を除き自己の指定する
４ 下
 請法の適用を受ける親事業者には、①
法律が規定する取引内容を記した書面を交

強制的利用の禁止）
、⑦下請事業者が親事

は下請である中小企業にもたらされること

付する義務、②下請代金の支払期日を下請

業者の行為を公正取引委員会等に報告した

ではないでしょうか。

大問屋の姿に重なる思いを抱く人もいるの

体なものであり、時代劇の町民をいじめる

務が親事業者にあることを念頭において、

中
 小企業の立場からすれば、親事業者と
取引を開始するに当たっては、これらの義

存しなければならない義務が課されます。

④法律が規定する事項を記載した書類を保

年率 ・６％の遅延損害金を支払う義務、

を遅滞した場合には、支払を完了するまで

⑪下請事業者に不当な給付内容の変更やや

経済の利益の提供を要請してはならない、

付してはならない、⑩下請事業者に不当な

対価を支払わせたり相殺してはならない、

も早い時期に親事業者が提供した原材料の

ち度がないのに、下請代金の支払期日より

い（報復措置の禁止）
、⑧下請事業者に落

物を強制的に購入させ、または役務を強制

た
 だでさえ、爪に火をともすようなコス
トカットを実践し、ぎりぎりの生産や業務

事業者から給付を受領した日から起算して

ことを理由に不利な取扱いをしてはならな

がよくあります。

を行う中小企業にとって、ときに大手や大

日以内とする義務、③下請代金の支払い

２ と
 ころで、下請という我が国の独特の制
度を保護する法律の一つに「下請代金支払

取引内容を明確にしておくことは、下請代

り直しをさせてはならない。

企業の求める取引条件は、あまりにも御無

遅延防止法」（以下、「下請法」といいます。
）

金の回収を確実にする防御方法の一つとも

いかもしれませんが、この法律は、昭和

年に独占禁止法の特別法として制定されま

したが、その後、下請業者の保護の範囲を

拡大・強化する方向で、しばしば改正が行

われ、近年では平成 年に改正が行われて

③下請代金を理由なく減額してはならない、

下請代金の支払期日を遅延してはならない、

①
 下請事業者に落ち度がないのに、納入
した物品の受領を拒否してはならない、②

不当な取引に毅然と対抗する術を身につけ

中小企業の皆様は、下請法を再認識して、

こないように見受けられます。この機会に

６ 下
 請法は、平成 年の改正時に注目され
ましたが、最近は、あまり話題に上がって

ては罰則をうけることもあります。

④下請事業者に落ち度がないのに、その給

３ こ
 の下請法の取締の対象となる取引には、
「製造委託」
「修理委託」
「情報成果物委託」
「役務提供委託」があり、かなり広範囲の

５ 更
 に、下請法は、親事業者に対し、次の
行為を禁止しています。

14

ておいては如何でしょうか。

います。

⑨下請代金の支払いに割引困難な手形を交

という法律があります。あまり馴染みがな

言えるのではないでしょうか。

親
 事業者が、これらの禁止行為に違反し
た場合、行政上の処分を受け、場合によっ

60

付を受領した後に、給付に係るものを引き

9 ●商工連ながの H29.5月号

15

下請法の再認識
弁護士

中村威彦法律事務所

31

取引を網羅しています。そして、下請法の

21
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人
注目

いろどり

整体院・健友館はやし

合同会社 彩里

整体師養成所の整体療術師認定も取
得でき、平成 年に長年勤めた会社を
21 20

をいただきました。

息子が看護師でその嫁は介護福祉士、

親父が整体師、妻はヘルパー資格有。

ことができました。店舗の改装は木曽

がら、家主さんと連絡がとれ契約する

き建物。ご近所の方の情報をたどりな

中に、偶然見つけた駅前の空き家らし

存在せず、どうすればと困っている最

ような「不動産屋さん」という店舗は

木曽町にはいわゆる普通の町に在る

がら整体師養成所へ通い嫁さん相手に

の事。自分も親父のように仕事をしな

どうもお嫁さんも木曽で暮らしたいと

れかと本気にはとりませんでしたが、

う」と言い出しました。最初は気まぐ

「俺も木曽に住んで整体をやろうと思

の直樹が、結婚して新生活を始めた頃、

東京の病院で看護師をしている息子

トしました。彩里は機能訓練特化型デ

彩里（いろどり）
」がオープンスター

年４月に息子が代表社員で「合同会社

な紆余曲折を経て１年と２ヶ月目の今

の資金調達、融資相談などなど、様々

それからは、法人設立準備、施設建設

これなら家族で会社を設立して「介護

町の「商店街振興補助金制度」の適用

身につけた整体術。親父としてはまさ

イサービスと整体サービスを併せ持つ

家族全員で協力し合い
合同会社を設立、
息子を代表社員に。

もいただき、大助かりでなんとか「整

か息子がこんなこと考えているとは…

施設として幅広くご利用いただける内

予防・日常生活支援総合事業」を始め

体院・健友館はやし」を開業すること

と嬉しいやら照れくさいやら。

の料金で折込クーポンちらしを利用、

の企画で、都会では考えられない格安

広告宣伝は木曽町の新聞販売店さん

していただき、すばらしいアドバイス

お願いしたところ色々聞き取り調査を

ば」と考え木曽町商工会に経営相談を

それなら「整体院も規模を拡張せね

本当にありがとうございました。

県商工会連合会の経営支援員の皆様方

ています。木曽町商工会の皆様、長野

容で皆様に喜んでいただけると確信し

一番乗り気になったのは息子の直樹。

多くの方に「駅前の整体院」を知って
いただくことができました。また、当
院を利用していただいた方からの口コ
て来院いただく方も徐々に増え、開業

ミで、
「○○さんから聞いたよ」といっ

もともと大阪でサラリーマン生活を

１年後には約２００人の常連の方が月
に２～３回、多い方は毎週利用の方も

約 年。京都の北部出身で、昔からス
キーに明け暮れ、 代から 代に何時

あり正直驚きました。

業。勤めの合間に整体師養成所の研修

以後の仕事として選んだのが整体施術

定年退職の年代が近づき、リタイア

だけることが嬉しくて家内と二人今日

が軽くなって助かった」と喜んでいた

の方も多く、
「肩や腰、股関節の痛み

プクラスの地域。患者さんで 歳以上

木曽は全国でも有数の高齢化率トッ

に通い、家内をモデルにと頼み、毎日

までがんばってきました。

した。

も訪れていた御嶽山の麓に憧れていま

40

たらどうか、とのことです。

ができました。

曽にやってまいりました。

退職、翌年の 年８月に家内と共に木

整体師 林 恭之さん
木曽町商工会

木曽で整体院を開業して、
あっという間の８年でした。

Vol.110

30

出勤前の１時間自己研修に励みました。

施術の様子

に

この

35

75

「この人に注目」をシリーズで毎号掲載しています。商工会地域内で頑張っておられる方をご紹介ください。
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分以内で地区の

望月商店街の一部は、旧中山道に面

は適していると考えられます。

中心まで移動出来るなど産業の立地に

線佐久平駅から車で

古代文化の香、
素晴らしい歴史感じる
佐久市望月
㎢で、人

佐久市望月商工会地区は佐久市の西
側に位置し面積は１２８・
口９、３７３人、世帯数３、６２０世帯
で、山間地や農地の割合が高い地区です。

一方、山間に都市部を離れて立地を

求めた新規創業も飲食店を中心にあり、

これはマスコミでも取り上げられるほ

ど集客力が高く、当地域の飲食サービ

スの新しい方向を示唆している成功例

と考えております。

開湯から４００年以上と云われる名

湯「春日温泉」を始めとする温泉施設や

ゴルフ場も４か所あり、いずれも標高

が １、０ ０ ０ ｍ 強 で 夏 で も プ レ ー し や

すい環境ということで県外からのリ
な毛筆の看板で統一されており、この

感じながら「春日温泉」の名湯につかる

古代の文化の香や素晴らしい歴史を

ピーターも多いと聞いております。

中の「望月宿」と間の宿（あいのじゅく）

中山道の資源を更に広域的に観光資源

しておりこの地区に中山道六十九次の

東と中部圏、関西圏を結ぶ動脈となっ

の「茂田井宿」があり、今でも当時の趣

ことが出来る望月にぜひともご家族で

地区内には国道１４２号線が通り関
ています。距離的には、佐久市市街地

として活用する取り組みを軽井沢宿か

の駒」として栄え、現在でも牧場の史

割 を 担 っ て お り、「 望 月 の 牧 」、「 望 月

連携により商品開発が行われてきまし

時代から、行政や農協や地元住民との

地域の活性化を図るために旧望月町

地域資源であり、中山道宿場めぐりの

現在でも宿場の町並みや歴史が大きな

噌バーガーを地域で売り出す取り組み

噌を使用した駒月みそかつ丼、駒月味

域特産の「雁食豆」から製造した雁食味

おいで下さい。

を 残 す 町 並 み が あ り、 交 通 の 要 所 で

跡があり、「望月の駒」という民話も言
い伝えられており、毎年恒例の

観光者は安定的に当地域を訪れており

を し て お り ま す。 駒 月 み そ か つ 丼 は、
店舗で提供しており周辺地域

ます。また、著名な書道家「比田井天来」

がんぐい

の企画開発に取り組んでおります。地

ど。佐久市に合併後も積極的に新商品

月ヨーグルト、望月アイスクリームな

た。ジナシワイン、山葡萄ワイン、望

おります。

策を研究するとともに事業を推進して

連絡協議会」を組織して本資源の活用

宿で「東信州中山道

の上信越自動車道佐久ＩＣや北陸新幹

また、歴史を更に遡ると、この地域

ります。

ら和田宿までの

草競馬大会

あった歴史がいたるところに残ってお

中山道望月宿

月３

は平安時代から朝廷の馬を供給する役

11
飲食店

中 山 道 を 中 心 に 発 展 し た 当 地 域 は、

観光客を集めております。

日開催の「駒の里草競馬大会」は大勢の

11

の生誕地であることから現在でも書道

10

に徐々に認知されてきております。

11 ●商工連ながの H29.5月号
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が盛んで、商店街の屋号看板は芸術的

駒月みそかつ丼
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ムダを省いたオールインワン補償で、 新登場
“様々なリスク”から事業者をお守りします！
7月から開始

商工会のビジネス総合保険
商工会の
第三者に対する

損
損害賠償

万が一の

製造物責任などの、
業務上の偶然な
事故による
財物損壊等の
賠償責任を補償！

商工会の
ビジネス総合保険

5つの特長

休
休業損害

財物の損害

火災等の偶然な
事故による
商品等の
損害を補償！

火災等の偶然な
事故による
休業損害を補償！

●商工会のスケールメリットを生かした割安な保険料水準！
●包括的な補償で手続がとっても簡単！
●保険期間途中での変更手続が不要で、
とっても安心！
●業種に応じた幅広い補償で貴社を守ります。
●リコール費用、情報漏えい補償など時代に求められる特約を用意。

今までの保険

商工会のビジネス総合保険なら

店

ゃ
舗
休 ごち
業
生産
保
物賠
険
償責
任保
険
火災保険

損害 賠

施設賠償責任保

財物の損

ごちゃ

保険
請負業者賠償責任

険

ごち
ゃ

各種保険にバラバラに加入して
いると、補償の漏れやダブりが
ないか不安…。

お問い合わせはお近くの商工会へ
◎この広告は、本制度の概要を示したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧いただくとともに
詳細は引受保険会社の約款、パンフレットに従います。

償責任に関する補償

休 業 損害に関する補 償
害に関する補償

●さまざまな賠償リスクをスッキリ

まとめて補償！
● 複数の事業所も1つにまとめて補償！
重複もありません。

引受保険会社（中小企業PL保険等既存制度の取扱件数順）

東京海上日動火災保険株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
商工連ながの H29.5月号●
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