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環境ビジネス研究会会報 

2018年 2月号 

第101回定例会 2018年1月13日（土曜日）開催 

①外国人労働者の現状 （株）日東キャピタル 米澤氏（EBR会員） 

②冬季のイエバエ発⽣の事例 川崎新栄環境サービス 熊谷氏（EBR会員） 

③害虫駆除と防水を考える 大石建装 大石純司様 

④助成⾦を利⽤し利益アップ (株)ライトアップ 杉山様 

添付資料 １、害虫駆除と防水を考える  

２、(株)ライトアップ会社案内など（参加者配布済み） 
 

外国⼈労働者の現状   
企画提案 5部会 （株）⽇東キャピタル ⽶澤⽒（EBR会員） 
⽇東キャピタルさんでは、⼈材不⾜の解消から外国⼈（モンゴル）の⽅にお仕事を⼿伝って頂いているそうで
す。今後、私たち業界の現状も⼈⼿をどのように確保できるか、業種に関わらず⽇本では多くの外国⼈の⽅に頼
まないといけない状況の中、外国⼈の⽅に活躍していただきながら、双⽅に利益があるように⾏えているそうで
す。上⼿くいくためにはどの様にしたら良いか、⼤変興味深いお話を発表していただきました。 
まずは、ここをチェック！！〜様々な制限や守らなくてはいけないこと〜 
・留学⽣の場合は、週に28時間しか労働させてはいけないことが法律で決まっています確実に守ってください。 
※ただし、労働する時間帯に関しては、特別に制限はされていません。POINT ・過去には、学校に在籍し就労⽬
的で来⽇している⽅も多かったが、現在は「⽇本語学校」、「⼤学」、「各種専修学校」で必ず授業を受けてい
ないといけません。留学⽣は学校の授業が⼀番重要になりますので、授業の時間に合わせた、雇い⽅が重要にな
ります※学費や⽣活費なども払っている関係上、彼らもお⾦は稼ぎたい気持ちは⼗分にありますが、留学⽣の⽬
的は、学修になりますので不法就労とみなされ、⼊国管理局などの指導を受けないようにしないといけません。 
限られた就労時間で留学⽣が望む給与を⽀払うためには、⾼い時給を設定するなどの企業側の努⼒は必要になり
ます。 
こういうやつに気をつけろ！！・変に⽇本語がうまくて調⼦のいい⼈物や、変に⻑く⽇本にいる⼈物 
あくまでも経験上の話になりますが、就労ビザや家族滞在ビザなどがもっている⽅だと⽇本語が上⼿で、⽇本の
こともある程度詳しい外国⼈の⽅が多かったです。その⽅の性格などにもよりますが、指⽰に従えなかったり、
⾔葉がわかる分⾔い訳をする⽅が多かったので私は気をつけて⾯接しています。・お⾦を借りに来る⼈物 学費
など、⼀括払いが多いため（学校にもよるが30万〜100万前後が必要）お⾦を借りたいと申し出が有る場合があり
ます。経験上の話になりますが、お⾦を貸してしまうことにより、意識が変わってしまうのか仕事をえり好みす
るようになり結果として⻑く仕事を続けてもらうことが出来なくなりました。※⾯接の段階で⾒極めることは難
しいのですが、外国⼈に限らず計画性がない⽅を⾒極めるようにしています。 
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弊社のスタッフは、作業のことで問題があることもありますが、ちゃんと指導することで皆さんちゃんとできる
⽅が殆どではありますが、⾯接の時には上記の上記2点は得に注意をしています。 
彼らは⽇本に来て何に困り、何がうれしいか？ 
・⼀番の来⽇した彼らが抱える問題点は住まいになります。来⽇すぐは友⼈の家に居候することが多く、６畳の
ワンルームで、４⼈ぐらいで⽣活をし、また家主がいない間は２４時間の飲⾷店などで時間をつぶすなど、住居
が無いことが抱えている問題です。居候をせざる得ない理由は、【保証⾦を⽤意できない】、契約をすることで
数名居候をしてしまう等の問題から、【外国⼈には貸したくない】と考える物件の⼤家さんが多いのが⼤きな要
因になります。そのため、弊社では寮を⽤意して上げる事で⼤変喜ばれます。また、外国⼈の⽅でも正社員雇⽤
しているスタッフには、社宅を提供することで優秀な⼈材を確保もしやすくなります。寮や住宅を⽤意すること
で、本⼈たちのモチベーションも維持され結果として様々なメリットが双⽅にもたらしていると思います。 
留学⽣アルバイトのメリットとデメリット 
将来的に⽇本で暮らし、家族とこちらで暮らしたいと考える外国⼈の⽅も多くいます。経営者の⽅の考えは様々
だとは思いますが、弊社ではモンゴル⼈の⽅で優秀な⼈材を正社員にしました。そのことで、⺟国のコミュニ
ティを持っているので、アルバイトの⼈材は安易に確保できるようになりました。いままでは、国内のアルバイ
ト募集誌などで、数⼗万の経費を掛けて集めたが、定着しない・・コストだけ掛かってしまっていましたが、外
国⼈の良いコミュニティをもつ⼈材を確保できたことは、弊社にとって⾮常にメリットになっています。※外国
⼈正社員をとるためには専⾨職でないと⼊れることは出来ません。弊社では、通訳として正社員として活躍して
いただいていますので、アルバイトの⽅たちのデメリットになりがちな⾔葉の壁もクリアされています。なによ
り、留学⽣の多くはコミュニティーを通じて働ける場所を探してくるため、良い⼈材のコミュニティをつてに⾯
接に来る⽅は、ある程度は⽇本語が通じる⼈材や、責任感をもって仕事をしてくれそうな⼈材が⾯接にくること
が多いです。POINT 留学⽣の場合、「会社」、「学校」、「⾃宅」のうち必ず２つは近い環境の⽅を雇ってくだ
さい。全ての距離が離れてしまっていると、寝る時間が無くなってしまい、どんなに真⾯⽬な⽅でも結果⻑続き
できませんのでご注意ください。 
質疑応答 Q,外国⼈の⽅を雇う場合、たとえば⽇給8,000円ぐらいだとしたら満⾜できるものでしょうか？ 
A,地域や本⼈の⽣活⽔準によって⼀概には⾔えませんが、都⼼部では決して多い⾦額ではないと思います。 
ただし、先にもお伝えしたように、寮の確保など留学⽣の⽅たちの必要に感じている部分をしっかりと企業側が
努⼒することで、その賃⾦が⽀払えれば⼗分だと思ってもらえる給与とも思います。 
Q,働いている⽅の出⾝国がモンゴル以外の⽅を雇っていましたが、いいかげんだったり、アバウトだったり、出
⾝国により違うように感じますが、⽂化の壁などモンゴルの⽅はどういう⽅たちでしょうか？A,モンゴルの⽅は、
⾮常に⽇本⼈に近い考えを持ってくれている感じはします。業務に関しては、つきつめて細かいことをして⾏く
という⽅が多く感じます。ただ、⽇本⼈の場合でも国籍に関係なく⼈により業務がいい加減な⽅はいますので⼀
概には⾔えません。弊社の場合は、通訳の正社員が業務の状況なども⾒てくれて、意⾒を⾔ってくれるのでそう
いった意味でも、しっかりとした⼈材の確保が重要だと感じています。なにより、国籍に関係なくやる気のある
⼈材は、多少不器⽤でも業務を真⾯⽬にこなしてくれていると思います。⽂化の壁という部分で感じるのは、細
かいところですがゴミの棄て⽅など⽇本では細かいことが多いので、ルールはしっかり教えトラブル等ない様に
教える必要性は感じます。宗教的なことではモンゴルの⽅はあまり問題はないかと思いますが、⾷⽂化に関して
は⼤きな違いがあります。根菜や、⾁料理が中⼼のため、⿂料理のお店で⾷事会⾏った際に、殆ど何も⼿をつけ
ていなかった事がありました、スタッフの⺟国の⾷⽂化などは気をつけてあげることをお勧めします。 
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Q,お客様と対⾯する場合に、チームリーダーが外国⼈の⽅の場合はどうしていますか？ 
A,基本的には、お客様に説明などの対⾯が有る仕事では、通訳の正社員や私が⾏う様にしています。 
ただ、飲⾷店さんではスタッフの⽅にも外国⼈の⽅が多いので、紹介をすることで受け⼊れてくれる⽅が多いで
す。⾔葉などの混乱を避けるために、お客様がいる時は紹介をしておく⽅がよろしいかと思います。 
Q,運転などは出来るのですか？A,モンゴルの場合は、あちらで免許を取得していると、２,３⽇の試験を⾏うこと
でこちらでも乗ることが可能になります。※詳しくは、関係各所にご確認ください 
Q,御社は清掃業務が中⼼ですが、害⾍駆除の業務では違ってきますが外国⼈の⽅にも出来ると思いますか？ 
A、弊社のスタッフは駆除の現場でも、しっかり⾏ってくれています。特に掻き出しなどはもういいかなと私が
思っていても細かく⾏いますし任せても問題はありません。ただし、留学⽣の場合は２年前の期間で帰国なの
で、駆除業務は覚えた頃に帰国となってしまいます、そのため決めたポイントを毎回を任せて作業してもらう⽅
が効率的でよろしいかと思います。 
Q,現在雇われている、モンゴルの⽅のネットワークは地⽅にもあるのでしょうか？A,様々な県にコミュニティーは
あるようなので、地⽅の⽅でも必要があればご相談ください。その他、数年前に⽇東キャピタルさんの、社員の
⽅から質問状という形で受けた経費等等の質問や返答など、お話をしていただきました。こちらの内容は、⼤変
興味深いものでありましたが、内部要素が多い内容のため割愛させていただきます。定例会では、こうした各社
様の内部のお話や、薬剤情報など様々な情報を聞くことが出来ます。お時間の都合がつく会員様は、ご出席いた
だけますと⼤変楽しく、有意義な情報を得ることが出来ますのでぜひご出席ください。 
冬季のイエバエ発⽣の事例 川崎新栄環境サービス 熊⾕⽒（EBR会員） 
⼤変珍しい事例として、昨年11⽉にお客様から相談を受けた事例のお話を頂きました。 
症状 約10年間、11⽉から3⽉になると2階の窓と網⼾の間に数百匹のイエバエがびっしりと発⽣する。 
検証 時期的にイエバエが⼤量に発⽣することは考えられず、天井裏など等に害獣の屍骸なども調査したが⾒当
たらない。また、住宅メーカーが発⽣する理由を事前調査・外壁塗装の誘引など調査をしたが、結果問題がな
かった。⼤⼿の住宅メーカーでしたので、過去の様々な事例でも今回の件は初めてのケースとの事 
施⼯① 調査⽇に発⽣源の特定が出来なかったため、外壁や天井換気⼝などに薬剤噴霧 
施⼯①結果 軽減はされたが、完全駆除にはいたらず 施⼯② 後⽇訪問時、天井裏にライトトラップを設置 
施⼯②結果 2週間後には、ライトトラップにかなり捕獲が出来ていた。こちらの結果から、天井裏に発⽣源があ
ることを特定したが、しかしなぜこの時期にイエバエガ発⽣するかの疑問は残る。窓枠等を⾒ると、イエバエの
糞がのこっていること、また捕獲したハエを顕微鏡で調べたところ、「セアカクロバエ」と判明、セアカクロバ
エは、越冬をする性質があり、窓枠に付着している糞が誘引し、⽇当たりの良い２階南側の窓などに張り付いて
いる事等から、毎年11⽉から3⽉に掛けて越冬をしていると判断 
施⼯③ 天井裏、外壁への薬剤を使⽤したところで、ほぼ駆除が出来た。 
今後も数回訪問し来年も施⼯・調査する予定との事ですが、珍しい事例がありましたので、このような事案が
有った場合に、越冬という可能性も有ることをEBR会員の中で情報を共有するために急ではありましたがお話をし
て頂きました。現在、定例会では各部会ごとに発表内容を決めていただきますが、このような情報は⼤変貴重だ
と考えます、次回の定例会でも変わった事例などがありましたら時間を確保いたしますので各社発表をお願いし
ます。 
害⾍駆除と防⽔を考える ⼤⽯建装 ⼤⽯純司様 
明治サービスさんのお客様で某⾷品⼯場の、浸⽔と床の⽔溜りの防⽔施⼯を受けた事例をとのお話を頂きまし
た。 
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が発⽣している状況。⼩⻨粉と⽔を混合する箇所では、常に⽔が漏れてしまっているので床に⽔溜りが出来てし
まい発⽣源になっている。 
対策 参考写真添付３ページ⽬・先に清掃業者に頼み、⼯事対象箇所をきれいにしてもらい、⽔が⼊らないよう
に防⽔⼯事を⾏いました。・防⽔⼯事の際に注意する箇所としては、ステンレスパネルは油がすごく付着してい
るため【脱脂剤】を使⽤し除去し、【ブチルテープ※⽔に強い】を張り、最終的にアルミテープで仕上げまし
た。・参考資料5ページでは、テープのはれない床等の施⼯になります、通常シリコンなどでコーティングを⾏い
ますが濡れていることで接着しないため今回⼀番施⼯が苦労した箇所になります 
今回は、テスト的に⼀部分の防⽔をさせて頂きましたが、範囲が広がる事により乾燥時間など様々な要点により
施⼯時間は⼤きく変わります。 
施⼯後のコバエ発⽣について 明治サービス⼭⼝⽒談 ・⼯場⾃体に隙間や他の問題点はあるので完全駆除にはい
たっていないが、防⽔施⼯をした箇所からの発⽣は無くなったと思われるので数は減った。 
POINT 防⽔にには⽔に強い防⽔に適しているためシリコンを使⽤しています。また、ウレタンは紫外線に弱く、
劣化が早いので使⽤しません。完全乾燥した状態が施⼯には必要なため、⼯期には乾燥時間などで変わってきま
すので注意が必要です。 
新規出店する際の設計段階からの提案 
今回の改修防⽔⼯事とは違い新規出店のお店の場合は、設計前の段階であれば様々な視点からの指摘は可能だと
考えます。ただし、設計が終わっている段階では、⼯事の⽅にお願いをしても難しいのが現状です。駆除施⼯で
も、⼿の届きにくい場所や、⾝体が⼊りにくい場所は、施⼯が出来ないことや⼿を抜いてしまうことも有るかと
思います。設計の段階であれば作業がしやすい箇所への変更や、メンテナンスを考えた設計をしてもらう様に話
をする事は⼤変有効だと考えます。また図⾯を⾒て什器の配置や排⽔溝の場所を確認し清掃や作業のしやすさ等
を提案することもよろしいかと思います。 
POINT 提案や指⽰をし易くする為に、図⾯を⾒慣れて頂き、勉強することで交渉が⾏いやすくなると考えます。 
また、設計者は限られた空間の中で、使い勝⼿等を中⼼に図⾯を起こしますので、害⾍が出ない・清掃がしやす
いような別の⽬線での提案はこちらでして⾏く必要は有ると考えます。参考資料１５ページは、床コンクリート
打設前の写真です、こちらも、図⾯を⾒ることで排⽔の勾配等もある程度検討がつく様になります、配置や勾配
が解る事で害⾍が発⽣しやすいなども事前に把握できると思います。 
まとめ ・劣化等による床や、排⽔部分の⽔溜りなど害⾍の発⽣源に成っているのであれば、改修⼯事を考えない
といけない場合もあると思います。しかし、お店様の営業⽇の関係や防⽔⼯事などでは、乾燥していることが需
要になる関係上、実現的にはすぐに改修⼯事は難しいと思います。しかし、PCOの⽅々が害⾍駆除を⽬的とした
改修⼯事をお客様に強くご提案して頂くことが、今後の発展に繋がるものと考えます。外壁⼯事等を例にした場
合でも、改修⼯事には様々な必要な⼯程がございます、住宅メーカーの⾒積もりでは、1/3が営業経費と成ってい
ますので費⽤も多くかかってしまいます。そういった観点でも、安⼼してお安く仕上げるにはやはり知り合いに
たのむのが⼀番よろしいかと考えています。駆除のお客様先で、外壁・防⽔などの改修⼯事も必要になる場合な
ども含め、建築関係との様々なコラボして⾏くことで新たなサービスの発展に繋がるかと考えております。 
質疑応答 Q,外壁⼯事など、⾜場を組む⾦額は⽇数で変わるのでしょうか？ 
A,平均的な⾯積の⼾建は１ヶ⽉未満であれば通常は⼀式の⾦額です。費⽤が変わってくるのは、３階建てなど⾼さ
で費⽤は変わっていきます。 
Q,明治サービス様の依頼で防⽔⼯事をした、⾷品⼯場の腰板部分の箇所は駆除の薬剤を使ったのでしょうか？ 
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A,薬剤は⼊れましたが、基本的には⽔が⼊ってしまうのが問題なので防⽔が出来きれば今後は問題ないと考えま
す。（明治サービス ⼭⼝⽒返答）・設計段階で話をする事が可能ならば、隙間などにシリコン等で事前に防⽔
施⼯することで後々そういった被害は予防が可能です。（⼤⽯⽒返答） 
Q,腰壁のつなぎ⽬が浮いてしまっている箇所があり、通常はそこに⽳を開けて薬剤をいれ塞いでいますが、ウレ
タンなどを流し込むことはできますか？ 
A,発砲ウレタンなどの注⼊剤を使⽤し流し込むことが可能です。液体の薬剤で⽔と反応し発砲するものが有ります
のでそちらを使⽤することで、隙間無く埋める事も可能です。ただし、そちらの薬剤はホームセンターなどでは
販売はしていません。私たち、専⾨の業者が使⽤する薬剤などを使⽤することで諦めていた隙間の防⽔等も出来
ますのでご相談ください。 
Q,⾃宅などの、防⽔のメンテナンスはどれ位の期間は⼤丈夫なのですか？ 
A,基本的には１０年保障となっています。ただ、ウレタンのゴムの上に保護剤を掛け紫外線などや⾬⾵から守る
トップコートという施⼯をしますが、そちらは状況によりますが、本体のゴムの部分を⻑持ちさせるのであれ
ば、⾦額も安価なので５年前後で塗りなおしをすることをお勧めいたします。外壁も同じようにひび割れなどを
防ぐためにトップコートをしています、こちらも早い時期に塗りなおしすることをお勧めいたします。トップ
コートの塗りなおしは、保障期間の約半分ぐらいを⽬安に考えていただいた⽅が⻑持ちすします。 
Q,外壁や屋根を洗浄する場合は、薬剤で洗浄する場合と⽔だけで洗浄する場合はどれくらい違うでしょうか？ 
A,通常はホコリ、コケ、劣化した塗料をはがすなどが⽬的になりますので、１００〜１５０気圧ぐらいで⽔だけの
⾼圧洗浄だけで⼗分です。ただし、タイル張りの場合は酸系の薬剤を使⽤して洗浄します、その際は、アルカリ
で中和して戻すなど注意は必要になります。 
Q,⾼圧洗浄の⾒積もりとして、１平⽶あたりはおいくらになりますか？ 
A,⾼圧洗浄の場合は、弊社では１平⽶あたり１５０円前後になります。タイル洗浄はできる出来ないもあります。
費⽤は、薬剤の強い弱いにより変わりますが、８００円〜になるかと思います。外壁改修に関わらずですが、最
近ではホームセンターなどでは改修料⾦が、⼤変安くなっています、しかし作業されるのは下請けの業者さんに
なりますので、私の知り合いの業者さんがホームセンターの仕事を請けていますが⾮常に単価が低いと⾔ってい
ます。そのため、作業⼯程を何⼯程か少なくしないと請けられない⾔っています、ホームセンターなどでの改修
を依頼されるときはくれぐれもご注意ください。 
助成⾦を利⽤し利益アップ (株)ライトアップ 杉⼭様 
厚⽣労働省が⽀給する助成⾦を利⽤し利益アップをしていただくご提案をして頂きました。※今回、ご説明いた
だいた助成⾦は、本年度の締め切りが間に合わないため、⼤まかな内容と費⽤の参考としてください。 
助成⾦とは何か？助成⾦とはお得なもの！ 社員１５名で、年間２名採⽤している企業さんであれば、昨年度だけ
で⽇本全国どこでも、全業種、約４３０万円が助成⾦で受け取れたかもしれません。融資などの⼤きな違いとし
て、助成⾦には返済が必要ありません。受け取った助成⾦は、会社の利益として振り込まれるお⾦になります。 
ただし、助成⾦を⽀給するのは⽬的があります！！それは、働く従業員の⽅たちを「採⽤」・「育成」・「離職
率低下」する事が⽬的で助成⾦制度を作っています。 
１年間で発表される助成⾦の種類は、約３，０００種類 
各企業様には、使える助成⾦は活⽤して頂き、有利に経営をしていくことをお勧めいたします。中には、３年間
で１，０００万円近く助成⾦を受け取っている会社さんも多く有ります。決して助成⾦を使うことは悪いことで
はありあません。上⼿に活⽤している会社さんの代表としては、サイバーエージェントさんがあります。昨年で 
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は約５，５００万円の助成⾦から得た利益を活⽤し、新規事業や、ユニークな制度導⼊などを⾏い、従業員の⽅
のモチベーションを⾼めたり、満⾜度を⾼くしています。これほどの⾦額はもちろん難しいですし、⼤⼿の企業
だけが助成⾦を多くもらっていると印象もございますが、昨年度は弊社がコンサルタントさせて頂き、助成⾦を
受け取られた会社様の7割以上は中⼩企業様になります。利⽤できる助成⾦を使⽤して上⼿に活⽤することをお勧
めいたします。 
助成⾦とはなにか？ ・補助⾦ 経済産業省が管轄 ⽤途として主に企業向け（創業・新規事業など） 
補助⾦の⾦額は⼤きい 審査は厳しく合格率は４２％前後とされています 返済は不要 担当は税理⼠ 
・助成⾦ 厚⽣労働省が管轄（財源は雇⽤保険） ⽤途として⼈材に対する内容で、「採⽤」・「育成」・「離職
率低下」が⽬的 助成⾦⾦額 １００万円前後 返済不⽤ 先着順になります（こちらが助成⾦の⼀番のポイン
トになります） 前提条件ややることもありますが、基本的には申請をすることで受け取れるものになります 
助成⾦の財源である雇⽤保険の、⼀番有名な使われ⽅は「失業保険」になります。働いている⽅たちが、その保
険のバックをもらうためには助成⾦という形になりますので、社員の⽅に使うものが助成⾦のメインになってい
ます。 担当 社会保険労務⼠ ※⼀般の社労⼠は専⾨で助成⾦を取り扱ってはいないので、積極的な活⽤の対
案はしてくる⽅は少ないのが現状です。※⽀払われた助成⾦は利益となりますので、そのまま使わないでいると
法⼈税を⽀払わなくてはいけません。⽀払われた助成⾦を使⽤して、継続的な利益を作っていく事業等に利⽤し
ていただくのよろしいかと思います。 
まとめ 今回紹介していただいた基本プランでは、１５５万円以上の助成⾦が⾒込め、諸経費を差し引いても、
９０万円近く助成⾦が残せるようになっています。※こちらの助成⾦の締め切りは、(株)ライトアップを通しては
終了しています。多くの助成⾦は⼀度で受け取ることで終了していましたが、今年度からは助成⾦を活⽤して会社
がより強くなれば、より助成⾦増えるという制度の物を提案しています。たとえば、助成⾦を活⽤して、社員さ
んの離職が少なくなり、モチベーションが上がり、より多く採⽤ができる様に成った等会社がより強くなった場
合は、助成⾦が新たに増えるというようになりました。 
助成⾦活⽤の前提 ・最近では助成⾦申請をしている、コンサルタント会社も増えてきています。しっかりしてい
る所もあれば、あまり良くないところも増えているのが現状でございます。 
そういった中でどのような会社を選べばいいか３つの前提 
１、申請可能な助成⾦の種類を理解しているか？・御社に該当する助成⾦をご⽀援できるかノウハウがあるか 
２、皆さんの⼿間はどれくらいかかるのか？・コンサルタント会社によっては、皆さんが申請書類を多く作らな
いといけない場合もあります。皆さんが本業に専念して助成⾦申請は、まる投げが可能なのかは、⼤きなポイン
トになります３、代⾏会社は法律違反はしていないか？半数程度は、グレーゾーンのところもあると聞いていま
す。最悪の場合は、皆さんが処分を受けることもありますのですご注意ください。 
今回の基本プランで、１５０万円はどの様にもらえるか 
受給条件 ・正社員が１名以上いる・雇⽤保険（財源なので絶対に必要）・社会保険を払っている※個⼈事業主の
場合は、５名未満は⼊らなくてもいいのでその場合は問題はありあません 
・会社都合解雇を半年以内にしていない ・残業代の未払いなどの労務違反を⾏っていない 
上記４点の条件を満たしていれば、原則申請する事で受給が可能です。※助成⾦は社員を雇っていて、普通に営
業されている会社さんの当然の権利になります。※社会保険はかなり厳しく⾒られていて、本年度末までに強制
加⼊させるとも国が⾔っています。その際には、さかのぼって⽀払いが発⽣する可能性もあるためもし⽀払って
いない会社さんはそのあたりも確認してください。 
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弊社は、御社と社労⼠との間に⼊ることで⽀援をさせていただいています。 
・情報提供説明・全国の社労⼠に情報提供と⼀律の費⽤設定をしています※社労⼠の変更も可能です 
助成⾦を受給するための皆様の⼿間を減らすサービスを提供しています 
助成⾦申請によるよくあるトラブルとリスク 
・情報不⾜による機会損失・説明が難しくて理解が出来ない・実績の無いコンサルタント会社に依頼したため、
後⽇トラブルになった・昨年度、社労⼠の資格を持っていないコンサルタント会社と契約したところ、不正受給
があとあと発覚し４７００万円の返済を求められて、契約会社の代表も逮捕された事案がありました。 
・研修を実施したが、１年後助成⾦をもらうことが出来なかった。虚偽申請・労務違反・計画未実施こういった
ことがあると、助成⾦は⽀払われません。計画未実施では、研修をさせたらいくらなど⼀つ⼀つに⾦額が決まっ
ています。そのため、途中でやめてしまった場合は⽀払われません。お客様がコントロールできないことで、も
らえないことで多いのは、社労⼠が書類申請のミスなどでもらえないなどトラブルがあります、弊社ではその様
な場合、様々な対応をさせていただきお客様をサポートいたします。 
質疑応答 Q,⾃社で頼んでいる社労⼠がいますが問題ないですか？ 
A,助成⾦を専⾨でおこなっている社労⼠は少ないので、助成⾦申請だけの依頼であれば嫌がられないと思います。 
Q,過去に助成⾦を申請したことがあるが⼤丈夫か？ 
A,問題はありませんが、⼀部受けられないものあるのでご相談ください。 
Q,会社をいくつか持っているが申請できるか？ 
A,代表者は同じでも、法⼈は個々で登録しているので問題はありあません。 
Q,就業規則が無いが申請はできますか？ 
A,このままでは出来ません、すぐに作ることが出来るので問題はありません。費⽤はかかりますが、弊社で⽤意す
ることもできます。 
Q,費⽤はどれくらいかかりますか？A,今回の基本パックで１５０万円の助成⾦を申請・受給する場合 
１、当社（コンサルタント費⽤ ３５万円）２、社労⼠（書類作成費 １４万円）３、キャリアコンサルタント
（キャリア⾯談の費⽤ ２万円）※助成⾦がもらえるまで、約１年はかかると思ってください 
助成⾦成⽴後、社労⼠のへの成功報酬として７％（１１万）助成⾦約９０万円が、営業外収益として残ります 
Q,家族経営の場合、何親等まで⼤丈夫でしょうか？A,親等に条件がある助成⾦もありますが、雇⽤保険に加⼊して
いることが絶対に条件です。たとえば、親等制限のない助成⾦でも、社⻑の息⼦さんが同居している場合、雇⽤
保険に⼊れないことが殆どなので助成⾦を受けることはできません。 
Q,助成⾦申請に関わらず、就業規則等は作っておいた⽅がいいのでしょうか？ 
A,作っておくことを薦めます、仮に従業員の⽅が労基署に⾏き、指導があった際に就業規則や、賃⾦台帳などがな
にもなかった場合は会社が悪いと判断されます。 
Q,たとえば、EBRでも研修とみなされますか？A,カリキュラムを作って、正式な研修とすれば問題ありません。 
国側の主観で判断するので、案内状があったり、カリキュラムがあったり、⽬的やどのようなスキルが⾝につく
などの体があれば問題はありあません。 
Q,コンサルタントの中には、Jマッチさんを悪く⾔うところもありますが実際にはどうなんでしょうか？ 
A,法律違反をしてお客様が捕まってしまう場合はどんなことがあるかというと、労務⼠資格が無くても書類を作り
報酬を受け取ったりする場合があります。 
もちろん、私たちもご迷惑をお掛けしたしまうこともありますが、法律遵守して業務を⾏っております。 
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そういった⾯で、⼤⼿企業様にもご⽀持頂いております。また、労務⼠さんとうまくいくか⾏かないかで、お客
様の評価がだいぶ変わってくるのも現状です、弊社では合わない労務⼠の場合はチェンジも可能です。ただし、
関東近辺では社労⼠の⼈数も多いので⽐較的安易にチェンジは可能ですが、社労⼠の少ない地域ではチェンジが
出来ない場合があります。弊社では、東京の弁護⼠事務所が電話とメールで遠隔申請をするようにサポートもし
ています。ただ、申請の申し込み締め切りの近い時期では、確実に対応できない場合もございます。 
今回ご紹介頂いた、助成⾦は１⽉末⽇で締め切りされていますので、助成⾦の内容は割愛させていただきます。 
助成⾦を受け取るために⾏わなければならなければいけない内容としては、対象社員の外部研修の参加などあり
ましたが、研修の条件は、時間・内容・⽇数など⼤変敷居の低いものでした。 
法定上の健康診断に、ちょっとしたオプションなどをつけることで１０万円の助成⾦を受けれるなど 
他にも、敷居の低いことを取り⼊れることで、助成⾦を受けられることがわかりました。 
先に伝えたように、新しい助成⾦制度が随時変わって⾏きます、会社に業態や状況により受けられるものを提案
してくれるようです。現在、EBR会員様の中でも数社ご契約されているようです。ご興味のある会員様はお問合せ
されてみてください。 

発⾏所 環境ビジネス研究会事務局  

〒162-0851 東京都新宿区弁天町３早稲田ＡＳＫビル 

TEL 03-3205-1871 FAX 03-3205-2080  

http://www.ebr-japan.info/ 

〜編集後記〜 
寒い⽇が続いています、皆様体調には充分気をつけて、来る春に向け準備を進めている事でしょう。 

さた、今回はEBRの過去を振り返ってみます。平成１２年９⽉に第１回の会合を開きました、この時は何をするか、会則はどうするか等、まずは
第⼀歩をどう進めていくかの話し合いでした。 

会⻑には１２年度から（株）講販の庄司、その後を（有）⻘⼭の⻘⼭⽒、平成２０年度からGKSの鈴⽊⽒、 
平成２５年度より（有）明治サービスの⼭⼝⽒に受け継いで頂いています。 

この間、試⾏錯誤をしながら今の形に落ち着いてきました。 
勉強会は講師を迎えたり、仲間同⼠の勉強会だったりで知識を深める事に専念し、その効果は各業務に反映されていることと思います。 

また、研修旅⾏も年１回開催され、仲間意識を強くしてきました。昨年１１⽉の研修旅⾏では、このEBR会合は第１００回⽬という節⽬の時を迎
えました。これからも皆様に喜ばれる会として続けていくことを願っています。 

事務局よりお知らせ 
年会会費お振込みのお願い 

環境ビジネス研究会  年会費 １８，０００円 
ゆうちょ銀⾏ 〇⼀⼋⽀店（ゼロイチハチ）（普）7613534  イービーアール 

ゆうびん振込み 記号10160 番号76135341  イービーアール 
広報に添付している、振込み⽤紙で郵便局からもお振込みいただけます 

お振込み⼿数料は、ご負担の⽅お願いいたします。 
EBR会員様専⽤報告書 

ご好評頂いております、EBR施⼯報告書ですが刷新いたしました。 
１部１００ページ ５冊より注⽂が可能です 

単価７６０円（税別・送料別）  
また、２００冊から社名⼊りオリジナル報告書も作成が可能です 

単価 ７８０円（税別）送料込み 
ご注⽂は事務局までお申し込みください 


