
がんばる経営、応援します。 ───────────── 沼田商工会議所・沼田中小企業相談所  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 行：沼田商工会議所  〒378-0042 群馬県沼田市西倉内町 669-1 
     TEL 0278(23)1137   http://www.kannet.ne.jp/tengu/ 

 FAX 0278(24)0715   E-mail tengucci@po.kannet.ne.jp 
企画編集：広報委員会  

当会議所青年部主催による‘２００７ミス沼田コンテスト’が７月８日（日）ホテルベラヴィータに

おいて開催され、応募者４７名の中から下記３名が選出されました。ミス沼田に選出された３名の方に

は、沼田まつりや桜まつりをはじめとする諸行事において、ビューティフルメッセンジャーとして沼田

の PRにご尽力頂きます。 

金 融 相 談 ＜会場：沼田商工会館＞  
［国民生活金融公庫］           ［信用保証協会］  
７/１３ (金)・８/１０(金)        ７/１２(木)・８/９ (木) 
時 間：午前１０：００～午後３：００    時 間：午後１：３０～午後４：００  

 
法律相談については当会館内で行われる群馬弁護士会の相談会をご利用下さい。  

（有料・毎週火曜日・受付予約電話番号０２７－２３４－９３２１）  

※沼田まつりの行事詳細を２ ページ～４ ページに記載しておりますのでご覧下さい。 

 

 
左から  
    ち  え み  
塚本 千恵美さん  
（昭和村）  
職業：学生  
趣味：バスケット  
 
    な  ち こ  
鈴木 那智子さん  
（沼田市）  
職業：学生  
趣味：山登り・茶道 
 
    み ほ  
石井 美帆さん  
（沼田市）  
職業：歯科医院勤務 
趣味：ヨガ・ピアノ 
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企 業 短 信  
代表者変更 
◇㈲山口電子 
  山口 邦次→山口 誠   
事務局日誌  
[６／２０～７／１８] 
▼６月  
２０日・広報委員会  
２１日・青年部経営拡大委員会先進地経

済活動の視察研修会  
   ・沼田市観光協会理事会  
   ・沼田市観光協会・青年部合同通

常総会  
   ・沼田税務署管内青色申告会連合

会通常総会  
２２日・「富岡製糸場と絹産業遺産群」

世界遺産暫定リスト入り記念

講演会－当地「薄根の大桑」暫

定リスト入り－講師 小野瀬

和男 氏  
２３日・沼田溶接協会平成１９年度通常

総会  
２４日・日本商工会議所・第１８０回珠

算能力検定試験  
２５日・沼田まつり千人おどり部会  
   ・(財)日本溶接協会群馬県支部全 
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〔会員数６月末：１３６９会員〕  

 商工春秋   
台風４号、新潟県中越沖地震など自然が猛威をふるった 7 月ですが被害に遭われたかたにはあらためて御見
舞申し上げます。さて、いよいよ８月、沼田まつり・夏休み・お盆など人と物が大きく動く季節がやってきま
した。「笑う門には福来たる」といいますが、最近『笑顔の効果』ということがよく言われます。笑顔があれ
ば、信頼関係が築ける・成果のある仕事ができる・悲しみや不安を取り除き難局を切り開く・健康を増進し活
動力を増す、そして笑顔は伝染し、相手の快い気持ちを増進するなど様々な効果が有るようです。毎日笑顔を
絶やさずきちんと過ごし、前向きにプラス思考で行動すれば、もやもやしたものの中から自分の目標や将来が
見えてくるということです。自然災害や経済の低迷、年金問題などどちらかというとマイナスのことが多い今
日この頃ですが、是非沼田商工会議所の会員は笑顔でこの難局を乗り切っていきましょう。広報委員会でも皆
様の役に立つ明るい話題を提供していきたいと思います。（茶） 

    国溶接技術競技会群馬県大会実

行委員会研修会  
２６日・当所常議員会  
   ・当所通常議員総会  
２８日・沼田まつり天狗みこし部会  
   ・群馬県商工会議所青年部連合会

役員会  
   ・群馬県商工会議所女性会連合会

定期総会及び記念講演会  
   ・沼田市観光ガイド協会研修会  
   ・青年部総務委員会  
２９日・とね沼田地料理研究会試食会  
▼７月  
 ２日・沼田まつり子供みこし部会  
 ３日・当所中島静雄名誉議員受勲・中

神健治副会頭・青柳剛常議員群

馬県総合表彰受賞祝賀会  
４日・女性会迦葉山研修会  
   ・青年部総務委員会  
   ・労働保険事務組合利根沼田地区

協議会業務推進検討委員会  
５日・群馬県商工会議所連合会総務委

員会  
   ・群馬県商工会議所連合会工業委

員会  
   ・沼田まつりまんど部会  
   ・青年部てんぐ委員会  
６日・利根沼田職業安定協会理事  

会・通常総会  
 

８日・２００７年度第１３回ミス沼

田コンテスト  
   ・東京商工会議所第１８回福祉

住環境コーディネーター検定

試験  
 ９日・群馬県商工会議所連合会商業

観光委員会  
   ・群馬県商工会議所連合会金融

税務委員会  
   ・女性会理事会  
１０日・群馬県商工会議所連合会地域

開発・建設委員会  
   ・群馬県商工会議所連合会繊維

等地場産業委員会  
   ・青年部太鼓練習会  
１１日・群馬県商工会議所連合会労働

委員会  
   ・群馬県商工会議所連合会交通

運輸委員会  
   ・青年部本部会  
   ・沼田市観光協会青年部イベン

ト委員会  
１２日・マル経審査会  
   ・群馬県信用保証協会金融相談

会  
   ・青年部２０周年特別委員会  
１３日・国民生活金融公庫定例相談会 
   ・青年部太鼓練習会  
１８日・平成１９年度商工会議所応用

研修会特別コース(第１回) 
 

 

ふらんす菓子 シャンティー 
  代表取締役社長 本山 佳宏 
 

◇住 所  東原新町１５４２－４ 

◇業 種  洋菓子製造販売業 

◇ＴＥＬ  ２４－５６７９ 

◇ＦＡＸ  ２２－４６４３ 

今年でオープンして２５年。現在沼田本店と

前橋に２店舗。各店舗共、喫茶ルームを併設し

た生菓子、焼菓子を扱う洋菓子店です。お薦め

は沼田を中心に生産された季節のフルーツを使

用したスイーツです。夏はブルーベリー（大粒  

星）を使ったアイスクリームやタルト。秋にな  
ると巨峰のゼリーやアップルパイは大人気商品

です。又、バースデーケーキやギフト向け商品な

ど多数ご用意しておりますので、どうぞお気軽に

ご相談下さい。  
＜＜紹介者 ㈱大丸屋製菓さん＞＞  

 
国道１２０号     ＪＡ 

                 市民体育館 

 

           シャンティー 
かみつけ信組 利根郡    

信用金庫 

沼高  
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営業時間 １１:３０～１４:３０ １６:３０～２１:００ 
沼田市東倉内町７６５  TEL０２７８－２４－１５６３(代) 

FAX０２７８－２４－９４００ 

中 国 飯 店 

ご宴会  
お客様のご予算に応じ調
整させていただきます。 

場所  使用可能時間  駐車可能台数  
①沼田公園グランド  
②グリーンベル２１立体駐車場  
③沼田小学校校庭  
④十王公園  
⑤利根沼田文化会館  
⑥ＪＡ利根沼田本所  
⑦保健福祉センター  
⑧市民体育館  
⑨市役所東原庁舎  
⑩裁判所  
⑪利根信本店  
⑫サンモール鍛冶町第２  

１３：３０～２２：００ 
１３：３０～２２：００ 
１３：３０～２２：００ 
１３：３０～２２：００ 
１７：００～２２：００ 
１７：００～２２：００ 
１７：００～２２：００ 
１７：００～２２：００ 
１７：００～２２：００ 
１７：３０～２２：００ 
１８：００～２２：００ 
２０：００～２２：００ 

７５０  
３９７  
３４０  
２５０  
２００  
８０  
６０  
６０  
３０  
４０  
３０  
５０  

※沼田小学校校庭、沼田公園グランド、グリーンベル２１立体駐車場付近は大変混雑が予想され

ますので、他の駐車場をご利用下さい。なお、駐車場内における盗難等については責任を負いま

せんので、各自十分ご注意下さい。  

 

お問い合わせ  ㈲塩野商店 TEL 24-8611 

利根沼田の篤農家によって育まれた  

お い し さ 抜 群  

お中元・贈答用・業務用に最適 
® 

警備本部 TEL２２－６３０２ 
祭典本部 TEL２２－６３０１ 
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「人と森林の共生」を目指す「２１世紀の森」で今年も
野外音楽祭を開催します。地元利根沼田地域の物産販売
や、昼食等の販売も行われますのでご家族・お友達など
お誘い合わせの上、足を運んでみては如何でしょうか！ 

【開演】１１：００（１０：００開場／終演予定１６：００）雨天決行               

【会場】群馬県立森林公園「２１世紀の森」（沼田市・川場村）  
【時間】 第１部 １１：００        

西川美江・高橋李枝・４４Ｒ・友香・ＭＡＹ'Ｓ（順不同） 
     第２部 １４：００   

森山良子・ムッシュかまやつ＜スペシャルゲスト＞  
【チケット】 前売券 ３，０００円（税込）  
       当日券 ３，５００円（税込）※中学生以下入場無料  
※チケットの販売はＦＭＯＺＥ・沼田ふるさと館（グリーンベル２１ 
 ５階）ほか。  
【お問い合せ】野外音楽祭実行委員会事務局  

（ＦＭＯＺＥ：２２－１６００）まで   

 
   
６月号にてお知らせ致しましたが、春の叙勲における当所名誉  
議員  中島静雄氏の受勲並びに副会頭中神健治氏、常議員青柳剛氏  
の群馬県総合表彰受賞を祝しまして、７月３日（火）ホテルベラ  
ヴィータにおいて、祝賀会が行われました。  
誠におめでとうございます。今後のご活躍をお祈り申し上げます。  

【安藤純吉会頭の挨拶をうける受賞者ご夫妻】 

 
８８８／／／２２２６６６   

（（（日日日）））   

 

第４９回群馬県商工会議所議員大会が沼田で開催されます  
８月２９日（水）１４時よりホテルベラヴィータにおいて、第４９回群馬県商工会議所議員大

会が開催されます。この大会は、県内商工会議所役員・議員が当地に集まり、国や県など関係機

関への陳情要望事項等を取りまとめる大会です。大会終了後の交流会では、祭り囃子の演奏や、

ハワイアン演奏で大会を盛り上げます。  
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３日（金） 
オープニングセレ

モニー  
13:10~13:30 市役所広場  沼小マーチングバンド「フレッシュウィンズ」  

オープニングパレ

ード  
13:30~14:30 市役所～キネマ通り～本町通り～材木町通り～倉内通り～市役所  

須賀神社みこし  8:30~11:30 氏子町内渡御（お旅所：下之町湊屋銃砲店東側）  
8:00~12:00 車両にて氏子町内渡御  

榛名神社みこし  15:30~18:00 柳町会館～材木町交差点（16:00榛名神社氏子 5町山車による奉迎）～倉内通り
～キネマ通り～本町通り～～材木町通り～120号原町通り～JA利根沼田折返し
～お仮屋（材木町池田屋駐車場）  

各町子供みこし  13:30~22:00 自主渡御  
各町まんど  13:30~22:00 自主運行  
各町まんど共演  19:00~19:25 上之町天狗プラザ（勢揃い）  
まんど行列  19:25~ 天狗プラザ出発  

◆Ａ隊：天狗プラザ～材木町通り～１２０号原町通り～西宮神社付近解散（上之

町、中町、下之町、坊新田町、鍛冶町）  
◆Ｂ隊：天狗プラザ～本町通り～御馬出し通り～倉内通り～市役所付近解散（高
橋場町、西原新町、材木町、西倉内町、東倉内町）  

大天狗祈願祭  17:30~18:00 市役所広場  
天狗みこし  18:30~21:30 市役所～キネマ通り～本町通り～材木町通り～120号原町通り～JA利根沼田前

（東原新町祭典事務所）折返し～倉内通り～市役所  
町みこし   

18:00~22:00 
19:00~22:00 

歩行者天国内自主渡御  
出世みこし、貳石會みこし、凰燕會みこし、不雲睦会みこし  
柳町みこし  

千人おどり  19:00~20:00 西原新町林屋本店前～120号原町通り～倉内通り～西倉内町沼田郵便局前   
４日（土） 
各町子供みこし  13:30~22:00 自主渡御  
子供みこし行列  15:00~16:00 ◆東ブロック：十王公園入口交差点～１２０号原町通り～倉内通り～市役所  

◆西ブロック：下之町笹屋ホテル前～本町通り～材木町通り～倉内通り       

～市役所  
各町まんど  13:30~22:00 自主運行  

14:00~15:00 下之町イシザワ前及び御馬出し通り（１０町１０台）～本町通り～上之町天狗プ

ラザ  
沼田祇園囃子競演

会  
（まんど行列）  14:00～  

15:00～  
審査：中町 中の会駐車場前  
表彰式：上之町天狗プラザ  
競演会表彰式終了後、榛名神社みこしお仮屋（材木町）前にて縣社会合同奉納（榛

名神社氏子 5町）  
町みこし  17:00~22:00 自主渡御  
町みこし共演   

19:45~20:00 
20:05~20:20 
20:25~20:45 
20:50~21:10 

市役所広場  
柳町 (2)、東原は組、桜町、高橋場町・・・・・５基  
大聖、上原町、東倉内町、恩田町・・・・・・４基  
薄根町、凰燕會、不雲睦会、下川田町・・・・４基  
出世、沼田姫纏、貳石會・・・・・・・・・・３基  

薄根ふるさと太鼓  17:00~17:40 
18:45~19:30 

市役所広場  
 

沼田バカ面踊り  13:30~22:00 歩行者天国内  
沼田だんべえ踊り  17:45~18:40 市役所広場  

 

㈱ 永 井 本 家 

沼田市下発知町７０３ ０２７８（２３）９１１８ 

 御宴会 
お食事 姫 本 
沼田名物 
だんご汁定食・・・１，０００円 
日替り和定食 ・・・１，０００円 

ＴＥＬ ２２－２０５２ 
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㈱リンサン    
 今回は木製ベットの製造・ 
販売の他、介護用品のレンタル・販売を手がける
岡谷町の㈱リンサンさんを訪問し、小林一郎社長
の娘さんでもある西原ショールーム店長の大楢美
幸さんにお話をお伺いしました。 
－会社設立の経緯について教えて下さい。    
 昭和３８年に個人で創業、枕木の製材やナショ
ナル関係の電気製品の枠などを生産していまし
た。昭和４１年に㈲小林林産工業所としてスター
トし、フランスベットを中心にベットの製造・販
売を始めました。昭和４９年に現在の社長が就任。
その後、平成３年に㈱リンサンに社名変更を行い、
平成１２年４月「介護保険制度」がスタートした
のを機に介護福祉業務を開始しました。 
－店長の大楢さんはカヌーで１９８８年のソウル
オリンピック、１９９２年のバルセロナオリンピ
ックと２大会連続出場され、その後、体育の教員
もされていましたが、この道に入られたきっかけ
は何ですか。またモットーを教えて下さい。   
運動関係もやることはやって、ちょうど他の世
界も見てみたいと思っていたところだったのでタ
イミングが良かったというのと、父の力になりた
いという気持ちがありました。教員を辞めた後の
１年間は脳神経外科に勤め、そこで医療保険等も
含め医療関係の勉強をしました。その後、西原新
町のショールームを立ち上げ、介護福祉業務の準
備してきました。最初は分からないことばかりで
大変な事も多く、今でも日々勉強させられますが、
それだけに得る物が多く、やってきて本当に良か
ったと思っています。モットーはすべての事に１
００％向き合い、何事も前向きに考えることです。
カヌーをやっていた時の精神が今の自分の生き方
に生きているのだと思います。無駄なことは何も
なくすべてが将来の糧となると、従業員共々心が
けております。こちらが「与える」のではなく「い 

ただいている」 
という気持ちで、 
周りの人に助け 
られていること 
に常に感謝の気 
持ちを持ち、こ 
れからもお客さ 
んとの信頼関係 
を築いていけた 
らと思っていま 
す。 
－これまでどのようなご苦労がありましたか。ま

た普段どのような事を心がけていますか。  
平成１８年に介護保険制度が見直されてからは
福祉用具の貸出の制限もあり、レンタルとして使
っていたベットを中古での販売に切り替えるとい
う方法で対応しました。また、一人一人それぞれ
環境の違うお客さんに対してどう対応するかが難
しく、お客さん本人だけを見ていたのではだめで、
お客さんを取り巻く家庭環境を知ることも必要に
なってきます。お客さんの心のケアも含めた全面
的な支援をしながら、出来る限りお客さんの声に
応えられるよう心がけています。 
－最後に今後の展望などお聞かせ下さい。   
福祉用具のレンタルを中心に、引き続き福祉用
具関連で事業を広げて行けたらと思っています。
手すりや段差をつけるなど住宅改修サービスにも
力を入れていきたいです。また、家から病院まで
の送迎など、車椅子での移動のお手伝いができた
らと考えています。  
・・取材を終えて・・  
 介護福祉事業の重要な役割とそれを果たし続け
る大変さ（顧客との信頼の持続）を痛感致しまし
た。又、父と娘の信頼ある仕事ぶりに羨望の念を
覚えました。 
（聞き手 広報委員会 真下恭嗣 副委員長） 

 

【
小
林
一
郎
社
長
（
左
）
と 

大
楢
美
幸
店
長
（
右
）
と 

真
下
恭
嗣
副
委
員
長 

（
右
奥
）
】 

【会社概要】  
事業所名 ㈱リンサン  
代表者  小林一郎  
住 所 西原新町 1372-5 
T E L 24-3166 
F A X 24-5182 
営業日 月曜日～土曜日  
営業時間  8:30～17:30 
 

国道１２０号  
  
文化会館 

 
 
沼田高校    角田外科 

 
㈱リンサンショールーム 

 
 
沼田クリニック  沼田病院 

【介護用品が並ぶショールーム内の様子】 

アクサ生命保険株式会社 前橋営業所 
〒371-0022 
前橋市千代田町3-5-13  027-234-3317 
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行事名   
 
期日（8月） 

 
時間  会場  

準市民交流会   ４日  １７：００～１９：００ グリーンベル２１・７階  
下田市姉妹都市交歓絵画展   １～７日   ８：３０～１７：００ 市中央公民館  
沼田ふるさと館まつり   ３～５日  １０：００～１９：００ グリーンベル２１・５階  
坊新田町ふるさと祭り   ４日  １８：３０～２１：００ 坊新田通り  
第４９回郡市民書道展   ３～５日   ９：００～１８：００ 沼小屋内運動場  

   
放送月日  内容  時間  

８月３日（金）～５日（日）ＦＭＯＺＥ公開生放送（上之町天狗プラザ

にて）※ミニコンサートもあります  
１６：００～２１：００  

８月１８日（土）  群馬テレビ放映  ２０：００～２１：００  
８月２８日（火）  〃   （再）  １４：００～１５：００  

 

５日（日） 
地域安全・交通安全パレード  13:40~14:00 

14:00~15:00 
出発式  
市役所～キネマ通り～本町通り～材木町通り～倉内通り～市役所  

各町子供みこし  13:30~22:00 自主渡御  
各町まんど  13:30~22:00 自主運行  
天狗みこし  18:30~21:30 市役所～キネマ通り～本町通り～材木町通り～120 号原町通り～Ｊ

Ａ利根沼田前（東原新町祭典事務所）折返し～倉内通り～市役所  
須賀神社みこし  17:00~22:00 下之町（お旅所）～本町通り～坊新田通り～愛宕神社折返し～本町通

り～材木町通り～120 号原町通り～ＪＡ利根沼田折返し～材木町通
り～本町通り～下之町笹屋ホテル前折返し～御馬出し通り～市役所
（20:00榛名神社みこしと共演）～倉内通り～材木町通り～本町通り
～下之町折返し～須賀神社  

榛名神社みこし  17:00~22:00 材木町（お仮屋）～倉内通り～キネマ通り～本町通り～材木町通り～
120号原町通り～ＪＡ利根沼田折返し～倉内通り～市役所（20:00須
賀神社みこしと共演）～倉内通り～榛名神社  

須賀・榛名神社みこしと  
祭りばやし共演  

20:00~20:15 市役所広場  
（榛名神社氏子５町山車）  

須賀神社みこしと  
祭りばやし共演  

22:00~23:00 須賀神社境内  
（須賀神社氏子５町山車）  

※各行事・経路については予定です。変更される場合があります。  

この沼田まつりでは、市

民はもとより多くのボラ

ンティアの方々によって、

お祭りを盛り上げていた

だいております。 

沼田市観光協会観光ボ

ランティアの皆様による、

まつり案内の参加もいた

だいております。 
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【関東運輸局・群馬労働局より】   
貨物自動車運送事業における安全運行の確保及び過労運転・過重労働防止等労働条件の  

改善のための協力要請について   
貨物自動車運送事業者につきましては運輸関係法令及び労働関係法令の遵守のみならず、運送事業の特
殊な労働形態等を背景として自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上等を目的とした「自動車運転者
の労働時間等の改善のための基準」（平成元年２月９日労働省告示第７号。以下「改善基準告示」といい
ます。）及び過労運転防止を目的として「改善基準告示」と同内容の基準を定めた「事業用自動車の運転
者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（平成１３年８月２０日国土交通省告示第１３６５号）を遵守す
ることが求められています。しかしながら、貨物自動車運送事業においては依然として長時間労働の実態
がみられるところであり、その背景の一つとして、集荷・配達・運転時間等に関する発注条件が厳しい場
合があることなどが指摘されています。トラック運転者の長時間労働による過労運転・過重労働はトラッ
ク運転者の家庭生活や健康状況に影響があるばかりではなく、交通事故の原因にもなることから社会的に
その改善が求められているところです。また、こうした過労運転を原因とする事故等を起こした場合には
発注者にも大きな影響を及ぼすことにもなります。このような状況の下、トラック運転者の過労運転・過
重労働を防止し、労働時間等の労働条件を改善するためには、関係事業者のみならず改善基準告示等の遵
守に関する荷主の皆様のご理解、ご協力が不可欠であると考えられ、発注条件等の面で十分な配慮をして
いただく事が重要であると考えております。 
つきましては下記事項について格別のご理解・ご配慮をいただくようお願い申し上げます。  
                     記 
１． 貨物自動車運送事業者については、トラック運転者の労働時間等に関し、労働基準法に定める労働
時間等の規定のほか、改善基準告示等に定める拘束時間や運転時間の限度についても遵守すること
が必要であること。 

２． 運送の発注を行うに当たっては次の事項に配慮していただくこと。 
（１） 貨物自動車運送事業者が上記１の労働時間等を遵守した運行計画を立てられるように、発注条件

をあらかじめ明確にした計画的、合理的な発注を行うとともに、急な発注条件の変更は行わない
こと。 

（２） 適正かつ安全な運行を確保するため、トラック運転者の休憩時間、運行経路の渋滞等を配慮した
配送時刻を設定すること。 

（３） 手待時間を少なくすることができるように、荷受、荷卸の時間帯の設定等について考慮すること。 
（４） 運送契約においては、貨物自動車運送事業者が事業の適正かつ合理的な運営が確保できるように

すること。  
        「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の内容 
区分  内容  
拘束時間  １ヶ月２９３時間（毎月の拘束時間の限度を定める書面による労使協定を締結した場合には、１

年のうち６ヶ月までは、１年間についての拘束時間が３，５１６時間を超えない範囲内において

３２０時間まで延長可。） 
最大拘束  
時間  

１日原則１３時間以内 最大１６時間以内（１５時間超えは１週２回まで） 

休息期間  １日の休息期間は継続８時間以上（運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期
間より長くなるよう努めること。） 

運転時間  １日の運転時間は２日平均で９時間以内。１週間の運転時間は２週間ごとの平均で４４時間以内 
連続運転  
時間  

運転開始後４時間以内又は４時間経過直後に３０分以上の休憩等を確保することにより、運転を

中断しなければならない。（１回につき１０分以上、かつ、合計３０分以上とすることも可。） 
①分割休息 
期間 

業務の必要上、勤務の終了後継続した８時間以上の休息期間を与えることが困難

な場合、一定期間における全勤務回数の２分の１の回数を限度として、休息期間

を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割付与可。この場合、分割された

休息期間は、１日において１回当たり継続４時間以上、合計１０時間以上とする

こと。 
②２人乗務 １日の最大拘束時間を２０時間まで延長可。休息期間を４時間に短縮可（ただし、

車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限る）。 

特例  

③隔日勤務

の特例 
業務の必要上やむを得ない場合には、２暦日における拘束時間が２１時間を超え

ず、勤務終了後、継続２０時間以上の休息期間を与えること。 
  


