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緊急課題は消費税率引き上げ・軽減税率対策
2019 年度事業計画・収支予算を承認

　2019 年度事業計画及び収支予算等が 3 月 4 日㈪に開催された
常議員会の議決を経て、3 月 18 日㈪に開催された通常議員総会で
承認されました。

　総会の冒頭
で は、 平 成
22 年 11 月 1

日から平成 25 年 10 月 31 日まで当所の監事であった小
山秀典氏（税理士法人小山会計　会長）が 3 月 6 日に
逝去されたことから、出席者全員で黙祷を捧げました。
　会議では、栁澤会頭が日本商工会議所発行の「石垣」
で当所が所有している渋沢栄一翁の扁額が紹介されてい
ることに触れ、先人達に感謝の意を表すとともに、商工
会議所の活動が上田の産業の歴史に繋がっていくと挨拶
しました。
　議事では常議員の補欠選任が行われ、議員職務執行者
の変更に伴い株式会社新村　代表取締役社長 新村雄一 
氏が常議員に選任されました。引き続き、2019 年度事業
計画・予算について審議されました。2019 年度は、10

月に消費税率の引上げと軽減税率制度の導入が予定され
ていることから、モバイル POS レジ・クラウド会計の推
進など中小企業が円滑に価格転嫁できる環境の整備等を
緊急課題とし、地域課題では「人手不足対応・生産性向
上」「中小企業の活力強化」「地域力強化」など 5 項目が
基本方針として提案され、各部会で立案された事業とそ
れに付随する予算が承認されました。（関連記事 4 ページ）
また、新入会員 14 事業所について承認されました。
　報告事項では、3 月 14 日㈭に正副会頭と総務委員が
上田市との懇談会を開催し、昨年 10 月 25 日に各部会
で取りまとめた上田市への要望について回答があったこ
とが報告されました。（関連記事 4 ページ）
　最後に、平成 30 年度退任された議員の永年の功労に
対し、日本商工会議所表彰受賞を報告しました。受賞者
は以下のとおりです。

【日本商工会議所　表彰】（順不同）
株式会社　新　村 　　高橋　牧尋 氏 日本商工会議所会頭　感謝状
株式会社東信ジャーナル社 故　井出　正義 氏 日本商工会議所会頭　感謝状
株式会社レクスト・アイ 故　荻原　政雄 氏 日本商工会議所会頭　感謝状

2019 年度  上田商工会議所  事業計画（抜粋）

●基本方針
　地域や中小企業等民間の挑戦を強力にサポートし、「最も身近な支援機関」として会員に寄り添い、伴走し、事
業展開していく。会員のニーズを的確に反映し、部会・委員会・商工振興委員をはじめ青年部・女性会等一体となっ
て強力なリーダーシップを発揮し、未来に繋がる事業の積極展開を図る。

【緊急課題】
１．消費税率引き上げ、軽減税率対策
　　価格転嫁対策、軽減税率対応、モバイル POS レジ・クラウド会計、キャッシュレス対応、消費喚起対策

【地域課題】
①　人手不足対応・生産性向上

雇用確保、人材育成、奨学金制度、多様な人材活用、
高齢者・女性・子育て世代サポート、働き方改革、
IoT・AI 等の企業活動への活用

②　中小企業の活力強化
事業承継・創業、伴走型支援、東信州次世代産業振
興、共同取引（上田ドリームワークス）、販路拡大、
農商工連携、空店舗対策

③　地域力強化
地域ブランド発信、ラグビーワールドカップイタリ
ア代表キャンプ受け入れイベント協力、国際文化経
済交流、広域観光（三国同盟）、テーマ別観光（ア
ニメ・映画の聖地）、中部横断自動車道早期全線開通、
上信自動車道建設促進

④　政策提言強化
行政への事業提言、中小企業振興条例、税制改革、
規制・制度改革

⑤　会議所活動の進化
会員加入促進・組織強化、活動の見える化
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長野県連合青果株式会社
代表取締役副社長
堀　　健二　氏
（平成 31 年 3 月 18 日付）

〈広域専門指導員〉
赤羽　　博　氏

4 月 1 日付

議員職務執行者が変更されました 2019年度人事異動等のお知らせ

－部会事業－
１．商業部会

●地域振興・商業の活性化、賑わいの創出を図るため、
市・上田市商店会連合会と連携して「えびす講大売
出し」を開催する。

●「電子版健康ポイント」について、会員の健康増進
と商店街等におけるポイントの取り扱いについて調
査・研究する。

２．工業部会
●『うえだひと・もの興しの紡ぎ手表彰』について制

度内容を精査し実施する。
●地域の基幹産業を活性化させるため、上田ドリーム

ワークスの運営に協力し、受発注拡大を図る。
３．建設業部会

●上田市のまちづくり（空き家対策・利活用等）につ
いて研究・提案する。

●建設業界への入職や定着を促すため、多様な人材（女
性・高齢者・外国人）確保に向けた勉強会を開催する。

４．交通・観光サービス業部会
● 2019 年度の中部横断自動車道（中央道⇔清水間）

の開通を控え、物流に関する勉強会や情報交換会等
を開催し、山梨県、静岡県との連携強化を図る。ま
た、上信自動車道の建設促進を図る。

●「美しい、うえだフォトコンテスト」を企画・実施
し、広く内外に上田の魅力を PR する。

５．生活関連サービス業部会
●個店の新規集客・リピーターの確保、回遊促進を目

的に消費拡大につながる「信州上田うまいものスタ
ンプラリー」を実施する。

●再生可能エネルギーによる地産地消の実現を目指し、
地域新電力に関する研究、セミナーを開催する。

６．法務・金融部会
●消費税軽減税率対策事業への協力・支援
●事業承継対策への協力
●「働き方改革」関連法の施行に伴い相談体制の充実

を図る。また、外国人労働者の雇用について企業が
抱える課題と対応を考える。

７．情報教育文化部会
●人材育成や定住・就業の観点から、企業や団体によ

る学ぶ意欲のある学生に対する奨学金制度の実施に
向け調査・研究を行い関係機関等に提言する。

●キャッスレス社会の進展に伴う新たなビジネスモデ
ルについて研究し、セミナー、講習会等を企画・開
催し、情報提供を行う。

－委員会事業－
● 3,000 会員の維持を目標として、部会・各種業界の仲

間を増やし、多くの事業者が会議所活動に参加できる
よう会員加入促進を積極的に行う。

－地域課題・プロジェクト・イベント等－
●中部横断自動車道経済懇談会への参画、上信自動車道

の建設促進
●新幹線沿線都市民間交流会、「東日本連携センター」

の活用・広域連携
●（仮称）上田市中小企業・小規模企業振興条例策定協力
●「上田ブランド」推進事業（地域産品を活用した 6 次

産業化・上田ブランド構築・販路拡大）
●「サマーウォーズ」10 周年記念事業の推進協力
●「スカイランニング（太郎山登山競争）」への協力

－中心市街地活性化事業－
●「まちなか創業空き店舗活用事業」を受託し、チャレ

ンジショップ事業等を推進する。

－中小企業相談所に関する事業－
● 2019 年 10 月の消費税率引上げと軽減税率導入に向

けた対応としてモバイル POS レジ・クラウド会計
導入活用といった IT 化による経理事務の効率化促進、
キャッシュレス決済システムによる販路拡大支援を実
施し、中小企業の円滑な価格転嫁の環境整備に努める。

●小規模事業者に対する伴走型支援の推進
●上田・小諸・佐久商工会議所と連携して進めている東

信地域ビジネスリレーセンターの機能を高め、創業と
事業承継支援を推進する。

●会員限定商取引支援サイト「ザ・ビジネスモール」の
有効活用を推進する。

　上田、小諸、佐久の東信地域において、広域的
に小規模事業者に対し、補助金申請や事業承継な
どの経営指導を行うため、前任の大平英明氏に代
わり4月 1日付で赤羽博氏を採用しました。
　駐在場所は当所になりますが、東信管内の各商
工会議所と連携しての勤務となります。

4月 1日付　新規採用
　広域専門指導員（新任）　赤羽　　博
3月 31日付　退任
　大平　英明（前　広域専門指導員）
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2019 年度　収支予算
　当所は一般会計のほか 10 特別会計で構成されており、
そのうち 3 会計は積立金会計です。収支構成のグラフは、
積立金会計（予算総額 2 億 8,609 万円）を除いた 8 会計（9
億 442 万円）の 2019 年度予算合計の構成比を示してい
ます。
　収入の部では、交付金（国・県・市等補助金）が 1 億 3,500
万円で 36.5% を占めています。この中には、上田市か
らの受託料として、チャレンジショップ事業のための地
方創生交付金 1,000 万円や、地域内での受発注の循環シ
ステムの構築を目的とした上田ドリームワークス事業の
基幹産業支援体制整備事業交付金 1,400 万円を含んでい
ます。チャレンジショップ事業の交付金は 300 万円増
額、上田ドリームワークス事業では 340 万円増額され

ました。なお、国の補助事業として日本商工会議所が委
託していたジョブカード事業は平成 30 年度をもって商
工会議所での委託が終了となるため、2019 年度は実施
しないことになりました。事業収入は 1 億 3,340 万円で
36.1% は共済事業による保険手数料、検定事業収入、会
館貸室収入が主なものです。
　支出の部では、事業費 46.2% 管理費 48.0% となって
います。事業費は部会活動を中心とした一般事業費、組
織運営に係る事業費、市民祭等への協力など特別事業費、
経済対策特別事業費で構成されています。経済対策特別
事業費では、上田新作グルメイベント等の企画運営に係
る上田ブランド推進事業費として 400 万円を計上しま
した。管理費は人件費を含む固定費です。

経済活性化策の提言について、回答書 手交
上田市との懇談会開催

　3 月 14 日㈭当所は上田市との懇談会を開催し、昨年 10 月 25 日㈭上田
市に提出した要望について、上田市より回答書を手交されました。懇談会
には上田市から柳原政策企画部長、大矢商工観光部長ほか 8 名、当所から
は栁澤会頭、小林、宮下副会頭、金子専務理事のほか要望の取りまとめを
行った総務委員（増澤延男委員長）14 名が出席し、要望に対する今後の
上田市の政策や方針などについて説明を聞き、意見交換を行いました。
　回答では、当所が上田市と協力し上田地域の創生に向けて取り組んでい
く課題などもあり、栁澤会頭からはこのような機会を設けていただいたこ
とに感謝の意を述べました。

収　入

前期繰越金
12.1%

会費
13.8%

事業収入
36.1%交付金

36.5%

雑収入
1.5%

支　出

予備費 2.7%

事業費
46.2%管理費

48.0%

繰入金・積立金等
3.1%

最近の経済情勢と地域商工業の方向性を解説
市内3商工団体経済セミナー開催

　3 月 5 日㈫当所ならびに上田市商工会・真田町商工会の主催による市内
3 商工団体連携経済セミナーを開催しました。
　このセミナーは上田市内 3 商工団体会員のスキルアップと相互の情報交
換の場として毎年開催しているもので、講師には長野経済研究所小澤吉則
調査部長を招き、最近の経済情勢と見通し、リスクの一つである消費増税
に関連し、増税に負けない経営展開などについて、アンケート結果を踏ま
え解説していただきました。 （出席者 50 名）
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地域経済活性化に向け、中小企業支援施策説明会を開催
～市内3商工団体連携支援事業～

　3 月 12 日 ㈫
当所は上田市商
工会、真田町商
工会ならびに東
信州次世代産業
振興協議会等と
連携し、中小企
業を対象とする
支援施策の説明

会を開催しました。
　この説明会は地方創生の実現に向けて、地域経済・雇
用を支えている小規模企業・中小企業の活性化を図るた
め、平成 30 年度補正予算や平成 31 年度予算に盛り込

まれている国、県、市の施策や補助金制度の周知および
有効な活用の推進を目的に開催したもので、関東経済産
業局地域経済部地域振興課をはじめ長野県上田地域振興
局商工観光課、上田市商工観光部商工課の各担当者から
各種支援施策について説明いただきました。中小企業を
取り巻く経営環境は人口減少や不透明な海外情勢のもと
依然として厳しい状況が続いており、それに対応できる
足腰の強い企業経営体質が求められるなか、今回の説明
会には 150 名を超える経営者や担当者が参加し、自社の
経営課題の解決に向けて熱心に耳を傾けていました。
　今後も市内 3 商工団体では、補助金等の積極的な申請
や活用に向けて経営支援体制を強化してまいりますので、
どうぞお気軽にご相談ください。

上田商工会議所「経営発達支援計画」
平成 30年度実施事項評価結果について

　平成 27 年度に国より認定を受けた「経営発達
支援計画」の 4 年目の達成状況と、計画に基づき
実施された伴走型小規模事業者支援推進事業の評
価及び見直し検討会議を、2 月 25 日㈪に開催い
たしました。
　この会議では、事業の実施状況や計画に対する
達成状況等を報告し、第三者が実施状況等につい
て評価を行います。
　今回は「他の支援機関との連携を通じた支援ノ
ウハウ等の情報交換に関すること」と「支援ノウ
ハウ等を組織内で共有する体制」について、現状
よりも更に強化するようご指摘をいただきました。
　今回の評価結果は右記の通りですが、「経営発
達支援計画」最終年度となる平成 31 年度事業で
は、中小企業相談所全体で更なる小規模事業者に
対する支援体制の強化をはかり、持続的な経営の
実現のため、生産性向上や販路開拓等による売上
増加等の支援を行ってまいります。

上田商工会議所　平成 30 年度実施事項評価

大項目 中　項　目 計画進捗
状況評価

事業成果
評価

経
営
発
達
支
援
事
業

①地域経済状況調査に関すること 3.00 3.25

②経営状況調査に関すること 3.75 3.50

③事業計画策定・実施支援に関すること 3.75 3.50

④需要動向調査に関すること 3.75 3.75

⑤販路開拓支援に関すること 3.50 3.25

地域活性化
事業 ⑥地域経済活性化に資する取組みに関すること 3.25 3.25
経
営
発
達
支
援
事
業
の
円

滑
な
実
施
に
向
け
た
支
援

力
向
上
の
為
の
取
組
み

⑦他の支援機関との連携を通じた支援ノウハ
ウ等の情報交換に関すること 3.00 3.00

⑧経営指導員等の資質向上に関すること 3.25 3.25

⑨支援ノウハウ等を組織内で共有する体制 3.00 3.00

※経営発達支援計画の進捗状況と伴走型支援事業の事業成果について、4 段階
で評価して下さい。

※ 4 段階評価の目安 ４：十分達成している
 ３：概ね達成している
 ２：どちらかというと達成していない
 １：達成していない

中小企業向け補助金のご案内
　事業者等が取り組む、生産性向上に繋がる革新的サー
ビス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設
備投資等を支援します。
補助額： 100 万～ 1,000 万円（補助率 1/2　※）

※経営革新計画又は先端設備導入計画の認定を
受けている場合 2/3

公　募： 公募中　～　［締切］2019 年 5 月 8 日㈬

活用例： 新製品開発のための製造機械の購入、効率的な
最新の加工機等の購入、システム構築費用、ク
ラウドサービス利用料など

　詳細内容については、当所中小企業相談所までご連絡
ください。

中小企業・小規模事業者向け
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
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清水港利活用説明会を開催
～中部横断自動車道（中央道↕清水区間）2019年度末開通で太平洋がぐっと近くに～

　3 月 15 日㈮に、清
水港利用促進協会と
静岡県 RORO 船利用
促進協議会が主催し、
上田商工会議所の共
催において、清水港
利活用説明会を当所
にて開催しました。

　現在多くの輸出入で利用されている東京港、名古屋港
に加え、中部横断自動車道の中央道 - 清水区間の 2019
年末の開通を控え、清水港が大きく注目されています。
　今回、上田を中心とした事業所向けの利活用説明会を
開催し、清水港利用で事業者にとってどのようなメリッ
トが生まれるのかについて、モーダルシフト、航路の紹

介、混載サービスをそれぞれ関係する行政及び事業者が
解説しました。
　現在でも長野県、山梨県からレタス、りんご、ブドウ
といった農産物は海外に輸出されており、長野県東信地
域でも高速道の開通により、より時間短縮となり、便利
になることが説明されました。BCP、代替港としての役
割も重要で、自然災害や危機管理という観点からも事業
所にとって重要となることが説明されました。
　今回、上田地域をはじめ、周辺各地から多くの参加者
が来訪し、当港への関心の高さがうかがえました。当所
としても、中部横断自動車道経済懇談会に参画し、当自
動車道の長野県側の開通に向けた運動に協力するなど、
当自動車道の全面開通に向けて協力して参ります。
 （参加者 80 名）

小規模振興委員・
商工振興委員連絡会議  開催

　3 月 22 日 ㈮ 当 所
小規模振興委員・商
工振興委員連絡会議

（細井武夫会長）が
開 催 さ れ、 平 成 30
年度の事業報告を行
いました。
　年間を通じ、地域

の事業所情報（出店・移転・閉店）や経営課題について
中小企業相談所と情報交換を行うブロック会議や、研鑽
の為のセミナー・会員交流事業を実施してきました。特
に、一昨年からは、小諸商工会議所の振興委員との合同
研修会を実施し、今年度は上田での開催となりました。
　また、委員の方々には当所事業の周知についても協力
いただいており、各種共済の加入促進について実績を報
告しました。
　会議終了後、永年
振興委員として尽力
いただいた松林振興
委員に、金子専務理
事より感謝状が贈呈
されました。

【振興委員　在任期間 10年以上　表彰】
　松林　邦治 氏（カードリーム　代表）

高齢化社会、事業承継…
移り行く相続の在り方を解説

経営安定セミナー開催
　2019 年（平成 31 年）7 月 1 日から改正相続法が施行
されることを受け、3 月 7 日㈭　弁護士の花岡正人氏を
講師に、「相続法の改正と実務対応」セミナーを開催し
ました。
　40 年ぶりに手が加えられた相続法について、これま
でどのような問題が生じ、どうやって対処してきたのか。
時代の変化に対応した改正相続法のポイントについて解
説いただきました。

　セミナー資料として
使用したパンフレット
を窓口で配布中です!
　相続法改正の主要項
目について、わかりやす
く解説しています。今
般の改正は高齢化社会
を迎える変化に対応す
るための改正で、今後
の相続のあり方に大き
な影響を与える内容に
なっています。部数に
限りがありますので、お
早めにご来所ください。

2019 年 7 月改正
　相続法について解説したパンフレットを

配布中 !
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工業部会

情報教育文化部会

生活関連サービス業部会

交通・観光サービス業部会

先進的工場見学会を開催
　2 月 20 日㈬～ 21 日
㈭工業部会（城下徹部
会長）は、県外視察研
修を実施しました。
　1 日目は、愛知県豊
田市のトヨタ自動車㈱
元町工場を見学しまし
た。元町工場は以前は

見学できなかった主力工場です。トヨタカイゼン方式の
発祥工場でありクラウン、マーク X、エスティマといっ
たトヨタ自動車のフラッグシップ車を生産しています。
　その後、名古屋市に移動し、トヨタ産業技術記念館を
見学しました。豊田自動織機の展示が中心の産業技術記
念館、ものづくりの奥深さがわかる人気の記念館でした。
　2 日目は、レッドバロン岡崎本社工場を見学しました。
レッドバロンの旧社名はヤマハオートセンターであり、
国内一の直営でオートバイ販売・修理のネットワーク網
を築いています。岡崎市には本社と工場があり、各オー
トバイメーカーが生産を打ち切った車種の部品を独自に
確保、リペアし供給しています。各工場の細かい品質管
理についての行程や、ジャスト・イン・タイム方式によ
る部品供給、製造ラインなどを視察しました。
 （参加者 10 名）

地域のワインを嗜もう!�
�「地場ワイン研究セミナー」と「ワインを楽しむ会」を開催
　3 月 8 日㈮、情報教育文化部会主催（成田守夫部会長）
による「地場ワイン研究セミナー」が当所で開催されま
した。
　今回は、青木村のワイナリー「ファンキーシャトー」
へワイン用ブドウを提供する、㈱エンジニアリングダイ
ワの皆瀬保昭氏を講師に迎え、ワイン用ブドウの種類、
ブドウづくりに適した地域性などワイン用ブドウづくり
に関してや、ブドウの出来によって変化し年によって
様々な顔を見せるワインの魅力をお話しいただきました。
　「地場ワイン研究セミナー」に引き続き、会員交流と
地域の文化を知るきっかけとして「ワインを楽しむ会」
を開催し、地場ワインについての知識をもとにワインを
嗜みました。上田地域では、ワインのみならず山恵錦を
使った市内五蔵によ
る 地 酒 の 醸 造 が ス
タートするなど、日
本酒文化にも注目が
集まっています。当
部会では更なる文化
振興を推進してまい
ります。
 （参加者 21 名）

部会員交流会を開催�
� 理容・美容業、飲食業等 19名が意見交換
　3 月 4 日㈪、当所生活関連サービス業部会（北嶋忠治
部会長）は、会員相互の親睦を図り、今後の事業に活か
すため、部会員交流会を開催しました。理容・美容業、
飲食業、介護事業など 19 名の参加があり、今年度の部
会事業報告に続き、自己紹介を行い、懇親を深めました。
参加者からは「部会の組織を知ることができた」「異業
種の方との交流で刺激になった」などの声があり有意義
な会となりました。
　当部会は多くの業種の方に所属いただいております。
今後も様々な分野の方に参画していただける部会となる
よう、業種を超えた意見交換の機会をもちながら事業を
推進してまいります。

IT・IoT 導入セミナー・ワークショップ�
　　　今後 100 年つづく旅館を考える�
� ～別所温泉地域編～　開催
　3 月 19 日 ㈫、 当 所 交
通・観光サービス業部会
と別所温泉旅館組合の共
催により IT・IoT 導入セ
ミナー・ワークショップ

「今後 100 年つづく旅館
を考える～別所温泉地域
編～」を別所温泉センターにて開催しました。セミナー
では、つづく株式会社 代表取締役 井領明広氏より、経理・
労務事務等のバックオフィス業務の効率化により、宿泊
者へのサービス等の中枢的な業務への注力や人手不足・
インバウンド対応等の課題への取組が可能となるなど今
後の経営の在り方について、身近な中小企業の IT・IoT
導入事例を交えて講演していただきました。
　ワークショップでは、講師の井領氏と参加した別所温泉
旅館組合員 7 名により、旅館業に共通する問題点や、各
旅館の業務の現状や IT 化の進み具合についてなど詳細な
意見交換を行いました。参加した皆様からは、旅館業の
経理事務や業務は特殊な部分があり、なかなか改善しづ
らい面があることなどが挙げられ、先生からは実際の事例
を示しながら、各企業や業種に適した方法やツールを導
入することで経営の効率化に繋がるとの解説がありました。



8

●日時：３月４日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 2019 年度事業計画・収支予算（案）確認
⑵	 議員職務執行者の変更と常議員選任（案）確認
⑶	 上田市環境審議委員推薦者（案）承認
⑷	 上田スカイランニング開催内容確認

正副会頭会議　報告　（第56回） 正副会頭会議　報告　（第57回）
●日時：３月18日㈪午後3時30分
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 2019年度上田商工会議所商工振興委員委嘱（案）
を承認

⑵	 2020 年 4月採用職員募集要項確認
⑶	 上田スカイランニング上田市要望書提出を報告
⑷	 10 連休前	融資相談窓口強化対策確認

上田商工会議所 ジョブ・カードサポートセンター からお知らせ
　当所では、厚生労働省からの委託により、長野県地域ジョブ・カードサポートセンターを設置し、有期実習
型訓練や実践型人材養成システム（認定実習併用職業訓練）などを活用される企業様のお手伝いをさせていた
だき、ジョブ・カード制度を推進する事業を実施してまいりましたが、日本商工会議所からの委託が終了した
ことにより当所での事業が平成 30 年度で終了します。4 月 1 日から当面の間（3 カ月程度）は、長野労働局
がこの事業を担当することになりましたので、ジョブ・カード制度の活用をご検討されているなどの場合は、
誠に恐縮に存じますが、4 月 1 日以降は、長野労働局にご相談くださいますようお願い申しあげます。

連絡先の電話番号は、下記のとおりです。
長野労働局　訓練室　TEL.026-226-0862

長年にわたり、ご利用いただきありがとうございました。
厚く御礼申し上げます。

上田商工会議所　2020 年 4 月採用  新規職員募集
募集対象
　2020年 3月新規大学・短期大学卒業予定者　若干名

※既卒3年以内の者を含む

受験手続
⑴募集期間	 2019 年 6月 3日㈪～ 6月 14日㈮
⑵提出書類	 卒業見込証明書・成績証明書、履歴書（自

筆）、作文（テーマはHPで確認）
	 所定の様式がありますので、当所 HP

（http://www.ucci.or.jp）からダウンロー
ドするか、当所窓口にてお受取りください。

お知らせ 信州上田地域合同就活フェア 2019
　上田地域の約 70社が
一堂に会する「合同企業
説明会」です !　当地域
の主要な企業を知るチャ
ンスです。上田商工会議
所も参加しています。

日　　時：	2019 年 4月 26日㈮ 13時～16時
会　　場：	上田東急REIホテル3階（上田市天神4-24-1）
対　　象：	2020年 3月に大学・短大・専修学校等卒業

予定の学生
お問合せ：	上田職業安定協会（上田商工会議所内）
	 TEL.0268-22-4500

⑶試験日時	 ①一次審査　書類選考
	 ②二次審査　筆記試験・一次面接
	 　日時：2019年 7月 14日㈰午前 9時～
	 ③三次審査　面　接
	 　日時：2019年 8月 1日㈭午前 9時～
	 　会場：上田商工会議所
⑷そ の 他	 ご不明な点は、下記までお問合せください。
	 　本件担当：
	 　　総務課長	坂田・事務局長	矢ヶ﨑
	 　　TEL.0268-22-4500
	 　　FAX.0268-25-5577
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上田商工会議所　生命共済制度
～活用事業所～　㈱上田ケーブルビジョン

結婚祝金：1口 1万円　出産祝金：1口 1万円からご利用いただけます。
事業所の福利厚生に是非お役立ください。　※祝金等の給付には、条件があります。ご確認ください。

上田商工会議所
共済還元事業  参加者の更なる発展と商売繁盛を祈願 !

～共済バスツアー「甲府　必勝祈願の旅」～
　3 月 16 日㈯、㈱上田バス催行による上田・甲府・上越
商工会議所の三国同盟事業と上田商工会議所共済還元事業
の一環として、甲斐の虎・武田信玄公のお膝元、山梨県
甲府市へのバスツアーが実施され、29 名が参加しました。
武田神社では、武神としてのみならず農業・商業・工業を
振興したことから産業・経済の神としても祀られる、武田
晴信（信玄）公に、商売繁盛と更なる発展を祈願しました。
　また昼食会場となったサドヤワイナリーでは、約 700 坪
に及ぶ、醸造場・貯蔵庫の地下ワインセラーを見学し、ぶ
どう品種や貯蔵年数な
どによる味の変化の説
明を受けました。甲府
駅前の商業施設である
甲州夢小路や、桔梗信

玄餅で有名な桔梗屋本社工場を見学し、甲府の文化に
触れたことで、参加者からも「楽しみながら歴史を学
ぶことができた !」などの声が聞かれ、大変満足度の
高いツアーとなりました。

4月の�
共済掛金口座振替日は�
� 4月22日㈪です
　共済掛金口座振替（毎月
22日※休業日の場合は翌営
業日）について、残高不足
等により口座振替不能の場
合は、月末までに納入をお
願いしておりますが、ゴール
デンウイーク期間中、金融機
関並びに会議所窓口が4月
27日㈯から5月6日㈪ま
で休業となりますので予めご
留意ください。加入事業所
におかれましては、口座振替
が実施できますよう預金残
高の確認をお願いします。

■会議所独自の祝金制度の活用事例をご紹介します！

■上田商工会議所生命共済還元事業をご紹介します !

詳細は
こちら→

　式や新生活に向けた準備等、何かとお金が必要な時期でござ
いましたので、1 万円という額は素直にありがたかったです。

利用された方の声（Y.S さん 30 歳）

健康・文化施設利用割引券（通称：健康・文化パスポート）がもらえます !

春の健康診断を実施します

4月

5月

大好評 当所共済加入者様には 4 月上旬より順次発送予定です。健康づくりにご活用下さい。
※ 1 枚に付き 200 円程度の割引となります。

当所共済加入者様は割引料金にて受診できます !
　労働安全衛生法第 66 条により経営者には従業員のための定期健康診断の実施が
義務付けられています。
　新入社員の皆様やまだご加入されていない従業員の方がいらっしゃいましたら、
この機会に是非当所生命共済制度に加入して健康診断をお受けください。
健診内容・日程等詳細は本紙9・10ページをご覧下さい。

《当所共済加入者様割引例》　★全項目健診（法定健診）8,640円→4,000円
4,640円も
お得 !!
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商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

ジャズ喫茶 　A列車 上田市中央 3-9-1
Tel.080-2680-0011

茶系色をベースにした木調の店内に、軽快なジャズが流れ、心地よい落着いた空間が
広がる。1950～60 年代の名盤から新しいヨーロッパジャズまで幅広く、世界のジャ
ズが楽しめる。ジャズファンが来店するが、女性や若者など新しい客層も。店名は、ジャ
ズのスタンダード曲「A 列車で行こう」から。筆字の店名看板が、ひときわ目を引く。
メニューは、ソフトドリンク、酒類、おつまみなど。カウンター 5 席、テーブル 10 席。

【営業時間】平日 15：00 ～ 22：00　土・日・祝 13：00 ～ 20：00
【定休日】水曜日・第一日曜日　【ホームページ】ジャズ喫茶 A 列車

大衆酒場食堂 　Nakamura 上田市中央1-3-3  西村ビル
Tel.0268-71-5827

材木町から松尾町に移転オープン。豊富なメニューを提供し、昼は麺類と定食、夜
はお酒と夕食などが楽しめる。会社員や学生を中心に、幅広い年齢層に人気がある。
ホッとくつろぎながら、飲めて定食もある店。新しいメニューが強みで、値段は廉価。

「店づくりは街づくり」とし、食を通して文化と街をつくる店、長く愛される店を目
指す。店頭の暖簾とのぼり旗が目を引く。テーブル 12 席、小上がり 8 席。

【営業時間】11：30 ～ 14：00　17：00 ～ 21：00
【定休日】日曜日　【ホームページ】大衆酒場食堂 Nakamura

創業に関する相談を集中的に受け付けます。

4 月は創業促進月間です !

　当所では 4 月を《創業促進月間》として、創業に関する相談を集中的に受け付けます。
　創業を検討されている方、創業されてまだ間もない方は、この機会にお気軽にご相談ください。

○期　　間 平成 31 年 4 月 1 日㈪～ 4 月 26 日㈮
○場　　所 上田商工会議所　受付時間　平日 10：00 ～ 16：00
○対 象 者 これから創業しようとする方（主に 2019 年 5 月以降の創業）、創業後 5 年未満の方
○実施内容 個別窓口相談（要予約）、専門家によるワンストップ個別相談、創業支援フェア　など
○お問合せ先 当所中小企業相談所　TEL.0268-22-4500

「サマーウォーズ」10 周年 !!『よろしくお願いしまぁぁぁすっ !!』
信州上田「サマーウォーズ」実行委員会 2019 設立

　信州上田の風景「雲」「空」「城」「電車」「停留所」「祭り」「歴
史」「上田魂」etc. がふんだんに描かれた映画「サマーウォーズ」
は、2009 年に劇場公開され、以来

『聖地上田』として現在でもファン
が絶えません。
　本年は、10 周年を記念して、先日、
米国エミー賞や日本アカデミー賞
を受賞した細田守監督の「未来の
ミライ展」や「サマーウォーズ聖

地巡礼スタンプラリー」、無料上映会など様々な企画が予定されています。このイベ
ントを企画運営するための信州上田「サマーウォーズ」実行委員会 2019 が 3 月 26
日㈫設立され、実行委員長に栁澤（一社）信州上田観光協会理事長・当所会頭が就任
しました。期間限定オフィシャルグッズの販売や劇中にも登場する「上田わっしょい」
との連携などわくわくする企画が期待されます。
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上田市　（一社）信州上田観光協会

時　間 イベント 場　　所
９：35～11：10 神輿渡御 上田城跡公園→原町→海野町→松尾町待機（11：20 松尾町発→ 11：45 上田城跡公園）
９：35～９：55 上田獅子 東虎口櫓門前
10：00～10：15 出陣の儀 上田城跡公園旧市民会館駐車場特設ステージ
10：30～10：50 江戸芸かっぽれ 第二中学校前→中央 2 交差点付近
10：40～11：00 民謡流し 第二中学校前→中央 2 交差点付近
10：55～11：10　 真田隊パレード 第二中学校前→中央 2 交差点→原町
11：05～11：50 真田三代武者行列 上田城跡公園→原町→海野町→松尾町→上田市役所→上田城跡公園
11：50～12：00 帰陣の儀 上田市役所前
13：15～14：00 真田軍 vs 徳川軍決戦劇 上田城跡公園芝生広場
14：15～15：15 全国鉄砲演武大会 上田城跡公園芝生広場
15：30～16：30 戦国キャラステージイベント 上田城跡公園旧市民会館駐車場特設ステージ

～同時開催～ 　まちなかワインフェスタ 2019
　上田真田まつりに合わせ開催する「まちなかワインフェスタ 2019」では、
上越・甲府・上田（三国同盟）のそれぞれのワインとイタリア等のワイン、
冷製パスタや生ハムなどワインに合うフードを販売します。また、「ゆるキャ
ラと遊ぼう」や音楽ライブなど楽しめる各種イベントも実施します !
【日　時】4 月 29 日㈪　11：00 ～ 16：00（荒天中止）
【場　所】真田十勇士ガーデンプレイス　イベント会場
【主　催】うえだ原町一番街商店街　TEL.0268-25-2110

青年部企画・運営による上田真田まつり決戦劇を今年も開催 !
10 代目真田幸村公役は坂口 平さんに決定 !　練習も快調

　今年も上田真田ま
つりの決戦劇を、当
所青年部の企画・運
営により実施します。
　真田軍と徳川軍の
戦いを再現する決戦
劇ですが、今回は「残
桜」をキーワードに、

大坂夏の陣が舞台となります。徳川本陣への決死の急襲
という真田幸村公の最期をこれまでにないクオリティで
描ききります。
　3 月 9 日㈯には主役である真田幸村公役を決めるため、
真田幸村公役オーディションを開催しました。

県内外より男女 7 名が出場し、厳正なる審査の結果、市
内在住の坂口 平さんが記念すべき 10 代目真田幸村公役
の座を射止めました。
　本番に向けて県内外を問わず、総勢 70 名を超える一般
参加者や裏方スタッフが集まり、日々時間を縫いながら練
習を重ねています。真田十勇士役は当所青年部会員より選
抜された 10 名が務め
ます。まつりのクライ
マックスを盛り上げる
べく、参加者全員が一
丸となって奮迅してま
いりますので、どうぞ
ご期待ください !

〈第 36 回上田真田まつり〉

上田真田まつり開催中の交通規制について
　上田真田まつり当日は、上田市中心市街地の一部で交通規制が実施されます。交通規制により、上田市中心市街地の
一部駐車場でお車の移動が制限されます。



コイル・モーター製造  セラミック塗料・断熱材

㈱日誠イーティーシー
本社・吉田工場 上田市吉田92-10 TEL.0268-25-6161
西 上 田 工 場 上田市上塩尻941-1 TEL.0268-75-8181
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商工会議所LOBO調査
（早期景気観測調査）

2019年
調査結果２月

調査対象
全国386商工会議所3038業種組合等

【建設業】
売上DI値・採算DI値が改善
傾向、その他の項目はほぼ横
ばい

【製造業】
業況DI値・従業員DI値が悪化
傾向、その他の項目はほぼ横
ばい

【卸売業】
仕入単価DI値が改善傾向、
その他の項目はほぼ横ばい

【小売業】
仕入単価DI値が改善傾向、
業況DI値が悪化傾向、その他
の項目はほぼ横ばい

【サービス業】
仕入単価DI値が改善傾向、従
業員DI値が悪化傾向、その他
の項目はほぼ横ばい

ＬＯＢＯ調査は、商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気観」を全国
ベースで毎月調査し、その集計結果をリアルタイムに情報提供することを目的としています。

業況DIは、足踏み。先行きは懸念材料多く、慎重な見方が続く

詳しくは日本商工会議所のホームページでご覧いただけます。 http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html

全産業
業　況 売　上 採　算 資金繰り 仕入単価 従業員

前年同月比
▲ 18.1 ▲ 14.0 ▲ 17.8 ▲ 10.3 ▲ 38.5 25.9

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 16.0 ▲ 7.5 ▲ 14.1 ▲ 10.0 ▲ 37.2 25.3
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）

　全産業合計の業況 DI は、▲ 18.1 と、前月から▲ 2.1 ポイント
の悪化。建設業の底堅い動きに加え、インバウンド需要が堅調に推
移したものの、消費者の節約志向により売上が伸び悩んだサービス
業の業況感が悪化した。また、暖冬に伴う農産物の出荷量増加・価
格下落により、卸売業の業況悪化を指摘する声が聞かれた。人手不
足の影響拡大や原材料費の高止まりによる収益圧迫が中小企業のマインドを下押ししており、景況感には鈍さが見られる。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】 都市部の再開発やオリンピック関連を中心とする民間工事が堅調に推移するものの、深刻な人手不足や

資材価格の高止まりが足かせとなり、悪化。
【製　造　業】 自動車関連が底堅く推移する一方、半導体関連の一服感や産業用機械の弱い動きが全体を押し下げ、ほ

ぼ横ばい。貿易摩擦の影響や世界経済の先行き不透明感を指摘する声も多い。
【卸　売　業】 暖冬による豊作で価格が下落している農産物関連や、個人消費の低迷から売上が伸び悩んだ飲食料品関

連が全体を押し下げ、悪化。
【小　売　業】 堅調なインバウンド需要に加え、春節による売上増加を指摘する声も聞かれ、改善。根強い消費者の節

約志向に加え、暖冬により衣料品を中心とした冬物商材の不振が続いている。
【サービス業】 深刻な人手不足の影響に加え、消費者の節約志向により売上が減少した飲食・宿泊業が全体を押し下げ

たため悪化。
◇先行きについて
・先行きについては、先行き見通し DI が▲ 16.0（今月比＋ 2.1 ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」から「不

変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。個人消費の拡大やインバウンドを含めた観光需要拡大、補正予算の
早期執行への期待感がうかがえる。

・人手不足の影響の深刻化や、原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁遅れ、貿易摩擦の激化、世界経済の動向、消
費増税の影響など不透明感が増す中、中小企業の景況感は慎重な見方が続く。

景況天気図

とくに好調
（50≦DI）

好　調
（25≦DI＜50）

まあまあ
（0≦DI＜25）

不　振
（▲25≦DI＜0）

きわめて不振
（DI＜▲25）

●定例相談日程表　中小企業相談所では、下記の日程で定例相談を開催しております。ご利用下さい。

相談内容 開催日時 専門相談担当者

経　　　営（予約制） 随　時
10：00 ～ 15：00

（一社）長野県経営支援機構
中小企業診断士

法　　　律（予約制） 4 月 17 日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県弁護士会上田在住会
弁　護　士

登　　　記（予約制） 5 月 7 日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県司法書士会上田支部
司法書士

金
融

㈱日本政策金融公庫　国民生活事業
※即日審査もできます

4 月 22 日㈪
10：00 ～ 15：00

㈱日本政策金融公庫長野支店
相　談　員

税　　　務（予約制） 5 月 7 日㈬
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会
税　理　士

不動産鑑定（予約制） 5 月 7 日㈬
13：30 ～ 15：00

NPO 法人コンティニュー
不動産鑑定士

発　　　明（予約制） 6 月 6 日㈭
13：00 ～ 15：00

（一社）長野県発明協会
弁理士及び知財アドバイザー

※ 5 月の発明相談は開催いたしません。
●予約制の相談につきましては、原則として開催日の 7 日前までにお申し込みください。
●駐車場は当所駐車場をご利用ください。無料になります。
●お問い合わせ先　上田商工会議所中小企業相談所　TEL22-4500　FAX25-5577
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相談所インフォメーション
　　上田商工会議所　　　　　　　　中小企業相談所より3月

融資相談強化ウィークを実施します
　改元に伴う 4 月 27 日～ 5 月 6 日の 10 連休期間中、金
融機関等も休業を予定しています。
　事業者の皆様には円滑な事業運営のため、この期間を挟ん
での運転資金については通常より時間的に余裕をもって資金
繰り対応にあたられることをお勧めいたします。
　当商工会議所では中小企業者の資金繰り等への影響を考慮
し、早めの対応を促すとともに金融機関・保証協会とも連携
し、融資相談窓口の強化を図る融資相談強化ウィークを実施
します。期間中は相談窓口対応時間を通常より延長し、午後
7 時まで経営支援員が融資相談にあたるとともに、日本政策

金融公庫長野支店による個別相談会を予約制にて実施いたし
ます。どうぞお気軽にご相談ください。

■実施期間 平成 31 年 4 月 15 日㈪～ 4 月 19 日㈮
 午前 9 時～午後 7 時
■相談会場 上田商工会議所　1 階相談室
■相談内容 事業資金（運転資金・設備資金）の融資に関する

ご相談
■お問合せ 上田商工会議所中小企業相談所
 （電話 22-4500）

平成31年度　上田市中小企業融資制度資金の新設・拡充のご案内

平成31年度　長野県中小企業融資制度資金の新設・拡充などのご案内

⑴　【新設】　低利かつ早急な資金需要に応じるため、小規模企業小口事業資金を新設
　　　　　　貸付利率：1.5% ／限度額：運転・設備合わせて 500 万円／返済期間：5 年以内／保証料補助率：80% ～
⑵　《拡充》　制度融資貸付対象者に〈NPO 法人〉を追加
⑶　《拡充》　新規開業資金の貸付対象者を拡大⇒開業前又は開業後 1 年未満→開業後 3 年未満
⑷　《拡充》　中小企業資金の〈貸付金利の引下げ〉⇒ 2.0% → 1.8%（△ 0.2 ポイント）
⑸　《拡充》　小規模企業資金の〈貸付金利の引下げ〉⇒ 1.8% → 1.6%（△ 0.2 ポイント）
⑹　《拡充》　経営健全化資金の〈貸付金利の引下げ〉⇒ 1.7% → 1.5%（△ 0.2 ポイント）

⑴　【新設】　中小企業振興資金に〈創業枠〉を新設⇒迅速な資金調達が可能　金利 1.1%（保証料率 0.8% 以下）
⑵　【新設】　信州創生推進資金に〈事業承継向け〉を新設（貸付対象者を拡充）
　　　　　　⇒貸付対象者に「認定  を受けた中小企業者の代表等」を追加　※認定者は県知事
⑶　【新設】　小規模企業発展資金を新設（貸付期間拡充・借換可）
　　　　　　⇒・設備資金の貸付期間を 10 年以内（うち据置１年以内）に拡充
　　　　　　　・設備投資等と併せて行う借換を７年以内（うち据置１年以内））で可能とする
⑷　《拡充》　信州創生推進資金（創業支援向け）の〈貸付金利の引下げ〉
　　　　　　⇒県の創業支援施策を受ける者  の金利を 1.0% へ引下げ（△ 0.1 ポイント）

※ア）信州アクセラレーションプログラムの支援対象事業者
　イ）信州ベンチャーコンテスト及び信州ベンチャーサミットのプレゼンテーション発表者
　ウ）地域課題解決型創業支援事業の支援対象事業者
　エ）長野県創業支援センターの支援対象事業者
　オ）エンジェル税制の対象企業

⑸　《拡充》　信州創生推進資金（地域活性化向け）の〈貸付対象者の拡充〉
　　　　　　⇒貸付対象者に宿泊施設の整備や観光需要に対応するための環境整備を行おうとする者を追加
⑹　〔再編〕　6 資金（17 メニュー）を〈5 資金（16 メニュー）〉に整理・再編
　　　　　　⇒ニーズの低下したメニューを廃統合し、消費税引き上げ等への対応、
　　　　　　　企業のライフステージや県施策に対応するメニュー構成へ整理・再編

※

※



社会保険　
労務士法人 酒井総合事務所

〒386-0033  上田市御所 601-1

企業のチャレンジ

労働・社会保険を
トータルサポート

上田商工会議所の生命共済制度
★1口1,800円～と割安な掛金★24時間保障
★1年更新★余剰金は配当金で給付★従業員
の掛金は必要経費に★各種見舞金･助成金制
度が充実★各種健診が割安に★温泉
施設等の割引券がもらえる等
お得な制度です。
お申込み&お問い合わせは、

上田商工会議所　TEL22－4500
引受保険会社：アクサ生命保険株式会社
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このコーナーは、会員企業の情報
をご紹介します。掲載してみたい
とお考えの事業所の方は、総務課
までご連絡下さい。
◎広告ではありませんので、掲載
は無料です。

Members Network 198

長谷川豆腐店
〒386-1431　上田市別所温泉1719-1
TEL.0268-38-2137
【定休日】毎週月曜日

“70年間変わらない「美味しい」を
承継して”

「美」を生活の中に。
今始まる、上質の日常。

おかげさまで
創業100年をむかえました

　別所温泉の長谷川豆腐
店は 3 代目の長谷川純
一氏が安心・安全をモッ
トーに昔ながらの製法で
豆腐を作っています。白
い豆腐に加え、油揚げ・
豆乳・おからドーナツが

店頭に並びます。地元産青大豆からつくる青豆豆腐は木
綿豆腐と柔らかいおぼろ豆腐と 2 種類製造しています。
味わい深い美味しい豆腐をぜひご賞味ください。

　創業 98 年を迎えた
陶器の専門店です。店
内には陶芸作家による
ブランド品から始まり、
飲食店で料理を提供す
る際におすすめの食器、
一般家庭用と幅広い品
を揃えております。
　これからの季節、新入学のお祝いやお返しの品として、
桜を写した器や小物はいかがでしょうか。

株式会社　コエダ時計店
〒386-0012　上田市中央1-2-19
TEL.0268-22-0838　FAX.0268-22-4768
【営業時間】10：00～18：45　【定休日】日曜日

　上田市松尾町の時計
店です。2019 年 4 月
で開店から100年をむ
かえました。店内には
開店当時からの大時計
があります。創業以来、
信頼と技術をモットー
に腕時計、掛・置時計の販売修理を中心に宝飾品、メガネ、
CD、カセットも豊富に取り揃えております。お気軽にお
越しください。話題のハズキルーペも販売中 !

若林陶器店
〒386-0012　上田市中央1-2-18
TEL.0268-22-0800
【営業時間】10：00～18：30　【定休日】火曜日

Hair direct Cheer’s
〒386-1102　上田市上田原1298-3
TEL./FAX.0268-23-8135
【定休日】毎週月曜日、第1・第3火曜日
予約制　お電話にてお問い合わせください。

　上田原駅近くの店舗
から、11月に神畑にて
新装開店いたしました。
トリートメントに特化
し、クリニック&デザ
インをコンセプトに心
と若さをそのまま演出

します。男性の髪のケアにも、たくさんの方にご利用い
ただいています。高級感溢れる店内で、美しい髪に出会っ
てみませんか ?

きれいな髪をあなたに
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新入 員 ご会 の 紹介
事業所名 所在地 電話番号 営業内容

ジャズ喫茶 A 列車 上田市中央 3-9-1 080-2680-0011 ジャズ喫茶
アクティブアイム 上田市蒼久保 83-23 36-3787 広告代理・彫刻販売・メンテナンス
そば茶屋 生島の杜 上田市下之郷 539 38-8867 そば・一般食堂
プロスタ 上田市中央 1-6-7  サーパス本町 304 号 090-3141-9996 建設業・外構工事
斉藤商事 上田市中央 2-21-6 71-5595 農機部品配送

（同）和苑 上田市前山 391-2 38-5390 松茸小屋
お取引先、お知り合い等で未加入の事業所がありましたら、ぜひご紹介ください。ご紹介先には職員がお伺いさせていただきます。

　　　　　　  「ながの子育て家庭優待パスポート事業」協賛店舗募集information

　長野県では “ 地域全体で子どもと子育て家庭を支えよう ”
という趣旨のもと、市町村が地元子育て家庭にパスポートを
発行し、協賛店舗のご理解のもと子育て世帯に対し買物の際
に割引など各種サービスをご提供いただく「ながの子育て家
庭優待パスポート事業」を実施しています。協賛店舗を増や
していきたいと考えていますのでご理解ご協力をお願いいた
します。
　年度末年齢 18 歳以下の子どもが 3 人以上いる世帯を対象
とした、多子世帯応援プレミアムパスポートの協賛店も募集
しています。

【事業の概要】
　協賛店舗では、市町村が交付したパスポートカードを提示し
た世帯に対し、割引等の子育て支援サービスをご提供いただき
ます。ご提供いただく特典内容は、企業・店舗様の可能な範囲
で自由に設定していただけます。協賛費用はかかりません。

【対象世帯】
・年度末年齢 18 歳以下の子どもがいる世帯
・妊婦さんがいる世帯
・「子育て支援パスポート全国共通展開」に協賛いただいた

場合には他都同府県から発行されたカード等を提示した世
帯も対象になります。

【お申込】
　 申 込 書 は URL（http://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/
shien/kosodate/kateiyutai/kyousan.html）からダウンロードで
きます。下記へご提出ください。
【申込締切】2019 年 4 月 22 日㈪
【お問合せ先】

長野県県民文化部次世代サポート課　次世代企画係
〒 380-8570　長野市大字南長野字幅下 692-2
TEL.026-235-7207　FAX.026-235-7087
E-Mail：shoushika@pref.nagano.lg.jp

第 14 回
地方銀行フードセレクション

出展社募集
　主催する地方銀行の取引先で全国に向けた販路拡大を希望
する「食」関連の企業および団体と地域色豊かな食品を求め
る食品バイヤーとの商談の場を提供するための展示商談会
です。地方創生の取り組みとして、2006 年に地方銀行 5 行

（七十七銀行、群馬銀行、千葉銀行、八十二銀行、静岡銀行）
出展社 102 社でスタートし、日本最大の地域食品の展示商
談会となっています。

■開催日時 2019 年 9月 19 日㈭・9月 20 日㈮
 10：00 ～ 17：00（両日）
■会　　場 東京ビッグサイト　南 1 ～ 4 ホール
■出 展 料 1 小間 250,000 円（税抜）
■出 展 社 原則として、八十二銀行のお取引先で、全国に

向けた販路拡大を希望する「食品」の生産、加
工、販売等の事業者。

■募集期間 2019 年 3月 1日～ 7月 31 日
■主　　催 地方銀行フードセレクション実行委員会
 リッキービジネスソリューション㈱
■お問合せ 上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

　関連書籍や挿絵、古文書の他に信之の正室・小松姫の
お道具を特別展示します。
■開催期間 2019 年 3月 23 日㈯～ 6月 16 日㈰
■開催時間 午前10時～午後6時（入館は5時30分まで）
■休 館 日 毎週水曜日

※ 5 月 7 日㈫～ 10 日㈮、5 月 14 日㈫、5 月
21 日㈫は振替休館日
4 月 4 日㈭～ 23 日㈫、4 月 25 日㈭～ 5 月
1 日㈬は無休

■観 覧 料 一般 400 円　高・大学生 260 円
 小・中学生 130 円
■お問合せ 池波正太郎真田太平記館
 〒 386-0012　上田市中央 3-7-3
 　TEL.0268-28-7100

池波正太郎真田太平記館 企画展
池波作品にみる真田信之

改元にともなう休業のお知らせ
　改元に伴う4月 27日～ 5月 6日の 10 連休期間中、
商工会議所の窓口業務をお休みさせていただきます。
なお、駐車場は年中無休で 24時間営業しております
ので、ご利用ください。




