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第 49 期議員選挙の選任方法本年９月以降
各議員を選出

　当所の議員選挙が本年、各号議員毎に順次行われます。現議員
の任期は、本年 10 月 31 日を以て満了することから、定款に基
づき、議員選挙を行うものです。
　商工会議所は、業種や事業規模の大小に関係なく、広く商工業者
等をメンバーとした「地域総合経済団体」であり、その運営は会員
の代表者として各種各層の事業所から公正に選出される議員が中
心となって行われています。
　商工会議所議員選挙は、全国各地の 515 会議所で本年度秋に一
斉に実施されます。議員任期は 3 年と定められていますので、当
所議員は、第 49 期議員として任期は令和元年 11 月 1 日から令和
4 年 10 月 31 日までとなります。
　議員選挙の流れについては、議員の選任方法で示した図のとお
り、始めに 3 号議員（13 人）を 1 号・2 号議員会で選任し、次
に部会ごとに 2 号議員（31 人 ) が選任された後で、会員による
選挙を行い、1 号議員（46 人）が選出されます。議員定数は商
工会議所の会員数等規模によって決まっていますが、当所の議員
定数は 90 人と定められています。なお、正副会頭はじめ役員に
ついては議員選挙後、議員総会で選出されることになります。
　選挙日程は 6 月に開催される予定の常議員会で決定されますの
で、今後、選挙関連の報告を随時行ってまいります。本号では各
号議員の選任方法などについてお知らせします。

3 号議員
　3 号議員は、1 号議員および 2 号議員で構成する選考
委員によって会員のうちから選ばれます。
　商工会議所の機能発揮上必要な者を選ぶことが望まし
いとされており、議員が特定の地区や業種にかたまって
集まる場合等が考えられるので、あらゆる業種、業態、
地域等を網羅することによって、議員総会を強化しよう
との主旨から設けられています。定数は 13 人

2 号議員
　2 号議員は、7 の各部会で、その部会に所属している
会員のうちから選任されます。この制度が設けられた
主旨は、1 号議員だけでは、場合によっては一部の業種、
業態に偏する恐れがあるので、これを補うために設けら
れたものです。
　定数は 31 人で、各部への割り当て数は、部会員の数
とその部会員の会員持口数により決められます。各部会
では割り当てられた数の 2 号議員を「部会の会議」を開
いて選任します。

1号・2号議員会

9月中旬 選
任

3号議員（13人）

9月下旬 選
任

2号議員（31人）

10月下旬 選
任

1号議員（46人）

部　会

会員
特定商工業者

●商業部会
●建設業部会
●工業部会

●交通・観光サービス業部会
●生活関連サービス業部会
●法務・金融部会
●情報部会

議
員
の
選
任
方
法

1 号議員
　会員および会員以外の特定商工業者が投票によって会
員のうちから選挙した議員で、定数は 46 人。なお、立
候補の届け出締め切り日までに、立候補の数が 1 号議員
の定数を超えない時は無投票当選となります。
　会員は、会費 1 口について 1 票の 1 号議員の選挙権
があります。ただし会員 1 人の選挙権の票数は 50 票ま
でとなっています。また、選挙権を行使するためには納
期の到来した会費を納めていることが必要です。会員以
外の特定商工業者についても同様の条件で、各々 1 票の
1 号議員の選挙権があります。
　また、会員は議員に選任または選挙される権利があり
ますが、次の事項に該当する人は権利がありません。①
満 25 歳未満の者　②成年被後見人又は被保佐人　③禁
固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日また
は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過する
までの者　④破産者であっていまだ復権しない者　⑤会
費を納めない者。

※参考文献「商工会議所法の解説　日本商工会議所」

　春の叙勲が発表され、旭日双光章に当所副会頭　小林哲哉 氏
（上田信用金庫 理事・相談役）が、金融業の功労により栄えある
受章に輝きました。

春の叙勲
　おめでとうございます

上田信用金庫
理事　相談役
上田商工会議所副会頭
小林　哲哉 氏
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IT・IoT 導入活用セミナー
今後 100 年つづく企業を考える ～美容業・理容業編～ 開催

　5 月 10 日㈮に長野県美容業生活衛生同業組合上小支部が主催、5 月 13 日
㈪に長野県理容生活衛生同業組合上小支部が主催し、当所生活関連サービス
業部会及び中小企業相談所が共催し、セミナーを開催しました。
　セミナーでは、「100 年つづく企業を考える」と題し、つづく株式会社 代
表取締役 井領明広氏より IT・IoT 導入・キャッシュレス活用に関する説明が
ありました。「経理事務・労務事務等のバックオフィス業務は IT・IoT 導入
することにより、日々の業務が大きく改善される。空いた時間でいかに顧客
サービスの向上を図るかが、今後長く経営を続けていくカギとなる。また、
キャッシュレス導入には、経費がかかる面もあるが、新たな顧客開拓という

メリットもある」等を実際の企業事例を交えてわかりやすく解説しました。
　セミナー後、当所の 1F ロビーに展示されている、POS レジの使い方やどの
ようなことができるのかを実際に手に取って使いながら学びました。
　「すでに身近な企業でも IT・IoT を導入して実績を上げている企業がいる
ことに関心した」「POS レジの販売管理に魅力を感じた。導入を検討したい」
などの声が聞かれました。
　今後も当所では、IT の導入や経営の効率化に関するセミナー等を通じ、事
業者の皆様に役立つ情報提供を通じて積極的に推進して参ります。
 （各回参加者　5/10 ㈮ 32 名、5/13 ㈪ 25 名）

「上田地域産業展 2019」
出展者募集を開始 !

令和の人材確保に向けたプロジェクトを初実施

日時：	10月 24日㈭
	 　ビジネスマッチングデイ（事前予約制）
	 10月 25日㈮、26日㈯
	 　ブース展示・出展企業プレゼンテーション
会場：	上田城跡公園体育館

　出展される企業の
ビジネスマッチング
支援と、地域の子供
たちに地元の産業と
企業を知ってもらう
ことを目的に、今年
も「上田地域産業展
2019」 を 開 催 し ま
す。今年は、長野県

の地域発元気づくり支援金　「上田地域産業展を見に行こ
う !“ 子供たちに地元の産業と企業を知ってもらうプロジェ
クト ”」の採択を受け、地元の小・中・高校生が、授業で
産業展を見学します。
　この事業を通じ子供たちに、上田地域の産業と企業をよ
り深く具体的に知る機会を提供し、もって将来の上田地域
への就業に結びつけることを目指しています。
　会員事業所の皆様の積極的な出展お申し込みをお待ちし
ております。 （出展のご案内・お申込みは 19 ～ 24 ページ）

商工調停士 4名を委嘱

　5 月 7 日㈫、当所商工調停士会を開催しました。
　本年度の調停士には、小山秀喜氏（税理士法人小山
会計　代表）、上原昭彦氏（㈱進和製作所　代表取締
役）、金丸修一氏（金丸中小企業診断士事務所　代表）、
赤羽伊久夫氏（金融関係学識経験者）の 4 名に委嘱さ
れました。
　会議では、平成 30 年度の経営安定特別相談事業の
実績報告のほか、今年度の事業計画等について打ち合
わせを行いました
　商工調停士は、当所の「経営安定特別相談室」事業
において、中小企業の経営問題や事業整理等に係る諸
問題に対し、円滑な解決を図るための相談・支援を専
門的な見地から行っています。
　ご相談をご希望の事業者の方は、中小企業相談所ま
でご連絡ください。
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●日時：５月14日㈫正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 上田市名誉市民推薦委員会委員の推薦について
⑵	 元気づくり支援金事業採択報告
⑶	 総務省「モバイル決済モデル推進事業」内容確認

正副会頭会議　報告　（第60回）

⑷	 融資相談強化ウィーク実績報告
⑸	 上田城流鏑馬の開催について
⑹	 映画「兄消える」先行上映・舞台挨拶確認

　モバイル端末を用いたキャッシュレス決済手段の広範
な普及を図ることを目的に、「統一化された QR コード
決済等」を、安価な決済手数料等で実証地域の店舗等に
導入し、6 か月間、QR コード決済等の運用を行い、QR
コード決済等が地域でどの程度使われるようになったか
等を検証する総務省の「統一 QR〈JPQR〉普及事業」を
長野県で実施することとなりました。実証地域は長野県
全域で長野県以外では、岩手県、和歌山県、福岡県の
3 県において実施されます。実証期間は 2019 年 8 月～
2020 年 1 月（予定）で実証事業の請負予定者である凸
版印刷株式会社のもと、（一社）キャッシュレス推進協
議会、QR コード決済事業者、県、金融機関、商工団体

総務省「統一QR〈JPQR〉普及事業」を長野県で実施します!
～説明会を上田商工会議所で開催します～

等が協力して実施します。
　今後、県内各地で説明会を開催し、統一化された QR
コード決済等を導入する店舗等を募集する予定です。こ
の事業者募集説明会を当地域では 6 月 17日㈪ 14：00と
18：00 の昼夜 2回、7月 4日㈭ 14：00それぞれ上田商工
会議所 5階ホールにおいて開催します。どうぞご参加く
ださい。

お問合せ先：	上田商工会議所　中小企業相談所
 （TEL.0268-22-4500）
	 長野県産業労働部　創業・サービス産業振興室
 （TEL.026-235-7198）

経済産業省 
キャッシュレス・消費者還元事業 
 （ポイント還元事業） 
 説明会開催について
　キャッシュレス・消費者還元事業は、2019
年 10月 1日の消費税率引上げに伴い、需要平
準化対策として、キャッシュレス対応による
生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含
め、消費税率引上げ後の 9カ月間に限り、中小・
小規模事業者によるキャッシュレス手段を使っ
たポイント還元を支援する事業です。
　概要や補助制度について説明会を開催します。

■と　き	 令和元年6月10日㈪
	 14：00～15：30
■ところ	 上田商工会議所 5階ホール
■説明者	 経済産業省関東経済産業局産業部
	 流通・サービス産業課担当者
■お申込み・お問い合わせ
　上田商工会議所	中小企業相談所
　TEL.0268-22-4500

建設業部会

　5 月 22 日㈬建設業部会（増澤延男部会長）役員会が
開催され 16 名が出席しました。主に今年度事業計画の
推進について協議し、また信州上田大花火大会協賛につ
いて、第 49 期議員選挙日程について確認しました。今
年度も「建設業界への入職や定着を促し、技術者等を育
成する」ことをテーマに講習会等を計画していますが、
人材確保について、空き家対策・利活用について等、活
発な議論がなされました。また、i-Construction につい
ては、体験型の内容を含めた実施について検討すること
が確認されました。今後も会員の声を反映し、また行政
関連部署との連携をとりながら順次事業を進めてまいり
ます。
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岡崎酒造㈱　ワイン品評会日本酒部門で金賞受賞
　岡崎酒造㈱（上田市中央 4）
が、世界最大級のワイン品評
会「インターナショナル・ワ
イン・チャレンジ」の日本酒
部門純米吟醸酒の部に「信州
亀齢　山恵錦」を初出品し、
金賞を受賞しました。
　出品した日本酒は長野県が
開発した酒米「山恵錦」を初
めて使用し醸造したもので、
岡崎謙一社長は「酒米の特長
をつかむまで試行錯誤を重ね

た。今回の酒米は柔らかくて味が出やすい感じだったが、
すっきりとした後味に仕上がった。日本以外の審査員の

方にも評価してもらえたことは嬉しいが、これがゴール
ではない。お酒を飲みなれていない方や若い方、女性の
嗜好を意識した日本酒づくりを目指して行きたい」と語
りました。
　5 月 26 日㈰には、同社の酒造りを取り上げたドキュ
メンタリー映画「一献の彼方に」が上田映劇で上映され
ました。
　岡崎社長は「日本酒の酒蔵は地域のアドバンテージが
ある。上田市内 5 蔵の酒が美味しいという評価が上がれ
ば、上田の酒米の農家の評価もあがる。上田の酒を飲み
に来たい、買いに来たいというきっかけになれば、地域
が盛り上がり循環し、今後に繋がっていくと思う」と話
されました。

チャレンジマーケット開催
海野町「豆の木」で 6月 15日㈯

　当所は、まちなかの賑わい創出と商店街への創業出店
を促進するため、創業を目指す方々が、商品の販売やサー
ビスを提供する「豆の木　チャレンジマーケット」を開
催します。
　手づくりのアクセサリー・雑貨、お菓子の販売、チョー
クアートや宝石石けんのワークショップ、姓名判断や色
彩判断などを行います。
　運営には、チャレンジショップ豆の木のテナント「ueda 
craft ひよこ豆」が協力。なお、当日は海野町商店街において、
同振興組合主催の「春のフードサミット」が開催されます。
◦日時　令和元年 6 月 15 日㈯　10：00 ～ 15：00
◦場所　上田市海野町　チャレンジショップ豆の木

商店街でオリンピックムード醸成
一店一国応援事業　実施中

　上田市商店会連合会では東京オリンピック・パラリン
ピック 2020 を盛り上げる事業として、一店一国応援事
業を開催しています。商店街の各店舗において、お店と
関係がある国や店主が好きな国についてパネルを作成し、
紹介しています。今までは見ることが出来なかった店主
の意外な側面やお店の歴史を感じることが出来ます。
　さらには 8 月までの開催期間中、各店で押印するスタ
ンプを 5 つ集めると、ガーデンプレイスで開催するビア
ガーデン等でワインやジュースを 1 杯プレゼントします。
　商店街では今後も街なかへの回遊や商店街利用促進を
図る事業を行ってまいります。

商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

エクステリア&ガーデン　Nine Arcs GARDEN
	 ナインアークスガーデン

上田市上田原 707-3
Tel.0268-71-5909

エクステリアとガーデンの専門店。「暮らしをもっと楽しく、暮らしにもっと笑顔を」
をテーマとし、エクステリア全般、外構工事、リフォーム工事のプラン設計・施工管理・
メンテナンスを行う。落着いた色調の店内には、くつろげる空間が広がり、幅広い世
代の顧客が訪れる。子ども連れには、キッズスペースもある。地域に愛され、信頼さ
れる企業を目指す。エクステリアプランナーの資格を持つ経験豊富なスタッフが、お
しゃれで機能的なプランを提案。技術とサービスの向上に努めている。
【営業時間】10：00～18：00　【定休日】不定休

ラーメン・居酒屋 　なおきゅう 上田市中央2-20-3		成沢ビル1階
Tel.0268-75-5407

ラーメン・焼きそばなどの中華料理をメインに、居酒屋メニューも提供する。あっさり中華
そば・麻婆豆腐・麻婆焼きそばなどに人気があり、また、10種類のスパイスが入ったスリ
ランカカレーは上田初の提供。サラリーマンや女性客などが訪れる。そば・うどん・茶漬け
など、飲み会後の締めメニューも充実している。顧客とのコミュニケーションと料理のタイ
ムリーな提供に努めている。店頭の赤い暖簾や店内の扇飾りがひときわ目を引く。カウンター
での1人飲みもできる。3テーブル12席、カウンター6席。
【営業時間】火～木、日18：00～2：30　金・土18：00～3：30　【定休日】月曜日
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中小企業への新たな特許料金の　　　
　　　　　　軽減制度が始まりました

　今年の 4月より、中小企業の皆様や個人事業主の方を対象とした新たな特許料金の軽減制度が始まりま
した。中小企業の特許料金が半額になり、中小ベンチャー企業・小規模企業の特許料金が 3 分の 1になり
ます。大幅な軽減であり、手続も簡素ですので、是非ご活用ください。
　なお、軽減制度の対象になるには、従業員数や資本金額等が要件になります。業種によって要件が異なり
ますのでご注意ください。

１．国内特許出願の費用軽減
　特許を受けるためには、特許出願の手続をするだけで
なく、出願から 3 年以内に審査請求をする必要があり
ます。また、特許庁の審査を受けて特許要件を満たして
いると判断された特許出願であっても、登録料を納めな
いと特許を受けることはできませんし、特許を存続させ
るためには、年金を支払う必要があります。
　今回の軽減制度では、一定の要件を満たす中小企業（個
人事業主も含みます）は、下記の図のような一連の流れ
の中で特許庁に支払う費用（印紙代）が半額になります。

２．国際出願（PCT出願）の費用軽減
　日本の特許権は日本国内のみに権利が及びますので、
外国で特許権を得るには各国で特許を受ける必要があり
ます。
　外国で特許を受けるためには、それぞれの国に直接特
許出願をすることもできますが、WIPO を通じて日本
語で最初の出願手続を行うことができます。これを国際
出願（PCT 出願）といいます。PCT 出願をしても最終
的には各国特許庁で審査を受ける必要がありますが、国
際調査や国際予備審査の結果を見てから、どの国に出願
するかを判断することができます。各国の特許庁に特許
出願をする場合には、その国の言語に翻訳する費用が高
額になってしまうため、国際調査等の結果を見て各国へ

特許出願
14,000 円

審査請求
142,000 円

↓
71,000 円
（1/2 軽減）

登録料
6,900 円
↓

3,450 円
（1/2 軽減）審査

※上記の金額は、請求項数 1 で出願した場合の金額です。
※特許を受ける際には、1 年～ 3 年の年金を登録料と

して納付する必要があります。
※ 4 年以降の年金も 10 年までは半額になります。
※中小ベンチャー企業（個人事業主含む）、小規模企業（個

人事業主含む）の条件を満たしている場合は、上記の
軽減幅が 3 分の 1になります。

の出願を検討できるというメリットがあります。
　今回始まる軽減制度では、中小企業は、下記の図のよ
うな流れの中で支払う費用が半額になります。

PCT出願
※日本語で
　出願

各国特許庁

各国特許庁

各国特許庁

WIPO
（世界知的所有権機関）

国際調査
国際予備審査

手数料の種類 通常金額 減免後
国際出願手数料 154,000 円→77,000 円

（1/2 交付）
送付手数料 10,000 円→ 5,000 円

（1/2 軽減）
調査手数料 70,000 円→35,000 円

（1/2 軽減）

手数料の種類 通常金額 減免後
予備審査手数料 26,000 円→13,000 円

（1/2 軽減）
取扱手数料 23,200 円→11,600 円

（1/2 交付）

※上記の通常金額は、最小の場合の金額です。
※「軽減」の場合は手続時点から費用が減額され、「交付」

の場合は手続時点では全額を支払い、その後返金されます。
※中小ベンチャー企業（個人事業主含む）、小規模企業
（個人事業主含む）の条件を満たしている場合は、上
記の軽減幅が3分の1（交付の場合は 3 分の 2 を交付）
になります。

※各国特許庁への手続については、費用軽減がありませ
んのでご注意ください。

〈筆者紹介〉
西浦特許事務所 上田オフィス　出山　　匡
平成 14 年 9 月
　西浦特許事務所入所
平成 15 年 12 月
　弁理士登録
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真田まつり  武者行列・決戦劇で賑わう
第 37回上田真田まつり	開催

　第 37 回「上田真田まつり」が 4 月 29 日㈪上田城跡公園から
中央商店街を中心に開催され、多くの観光客らで賑わいました。
　上田城跡公園櫓門前で出陣の儀を行い、真田三代武者行列では真
田幸隆に岡本九度山町長、真田昌幸には信州上田観光大使で元プロ
ボクサーの西澤ヨシノリさん、真田幸村公には“信州上田おもてなし
武将隊”の「真田幸村公」が扮し、
真田十勇士や信州真田鉄砲隊
や武者姿の当所振興委員等と
ともに中心市街地まで行進し

ました。上田城跡公園では、当所振興委員が「信州上田」をPRしようと、上田の観光
スポットを撮影したうちわを武者姿で観光客に配布しました。上田城跡公園芝生
広場では、当所青年部による大坂夏の陣の道明寺の戦をテーマにした「真田軍VS
徳川軍」の決戦劇が披露され、熱の入った演技で観客の拍手を浴びていました。

　真田まつりにあわせて中心市街地の「真田十勇士ガーデンプレ
イス」では、うえだ原町一番街商店街の主催で “ まちなかワイン
フェスタ 2019” が開催されました。地元の食材を使った料理が販
売され、大勢の来場者がワインとともに味わっていました。当所
が観光振興で三国同盟として連携している上越・甲府・上田のワ
インの他、イタリアワインが販売され、お昼すぎには早々に売り
切れるワインが多数出る程の人気でした。
　他にも、「家康くん」や「幸丸くん」をはじめとするゆるキャ
ラが来場し、子供たちは大喜びでした。ガーデンプレイスでは 8
月にビアガーデンも予定していますので、是非ご来場ください。

上田真田まつり
青年部企画・運営の決戦劇《残桜》

盛大にフィナーレを飾る !
　第 37 回上田真田まつりにおいて、今年も当所青年部（唐
澤研作会長）企画・運営による決戦劇を実施し、大きな盛り
上がりとなりました。
　今回は「残桜」をキーワードに、大坂夏の陣が舞台となり
ました。徳川本陣への決死の急襲という、真田幸村公の最期
を描ききるため、参加者全員が時間を縫いながら毎週練習を
重ねてきました。オーディションで優勝した真田幸村公役の
坂口平氏、当所青年部会員より選抜された真田十勇士、そし
て県内外からの一般参加者たちなど総勢 90 名以上が一丸と
なり、日頃の練習の成果を発揮しました。迫力ある殺陣、感

涙を禁じ得ない名演技が多くの来場者を魅了しました。
　上田真田まつりのなかでも最も盛り上がるイベントの 1 つである決戦劇ですが、今年もまつりのフィナーレを感
動で締めくくりました。

三国同盟マリコヴィンヤードなど人気高く
まちなかワインフェスタ 2019開催
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山崎孝子新会長による新体制がスタート
上田商工会議所女性会定期総会開催

　5 月 17 日 ㈮ に
当所女性会定期総
会がささやにて開
催されました。
　議事では、昨年
度の事業報告・収
支決算の報告並び
に、今年度の事業
計画・収支予算案

が承認されました。また本年は役員改選も行われ、新会
長には山崎孝子氏（やまざきや）が選任され、新しい役
員体制となりました。

2019 年度　上田商工会議所女性会　正副会長
会　長　山崎　孝子 氏（やまざきや）
副会長　竹原　英子 氏（㈱竹原重建）
　〃　　中原美代子 氏（㈱アーチ・メディカルサポート）
　〃　　小林　潤子 氏（㈱丸陽）

自社をみんなにさらけ出そう !
～青年部		グループディスカッション型研修会を開催～

　5 月 22 日 ㈬ に
当所青年部（唐澤
研作会長）が研修
会 を 開 催 し、21
名が参加しました。
今年度は通年で、
参加者の課題解決
に向けたグループ
ディスカッション

を開催し、今回はその第 1 回となります。
　青年部会員のうち 4 名が自社の強み・弱み・問題点な
どを発表し、その後、発表者ごとに 4 グループに分かれ、
各グループでそれぞれの視点から課題解決に向けたディ
スカッションをしました。発表者はもちろん、参加者全
員がお互いの意見に耳を傾け、自社の似たような課題へ
フィードバックすることができました。
　問題のない企業は存在しません。その解決に向け、近
い年代の、異なる業種の仲間たちとの意見交換を通じ、
さらなる経営発展に向けて前進していきます。

甘くみていませんか ?? 転倒災害 !!
～ 6 月は STOP! 転倒災害プロジェクト重点月間です～

　厚生労働省では転倒災害を撲滅するため、「STOP! 転倒災害プロ
ジェクト」を推進しています。上田労働基準監督署管内（上田市・
東御市・小県郡）における休業 4 日以上の転倒災害は、平成 30 年
1 ～ 12 月で 53 件と労働災害全体 201 件のうち約 30% を占めており、
高所からの墜落災害や機械等によるはさまれ災害等を超えて、1 番
多く発生している労働災害となっています。事業者及び労働者の皆
さまは、次の点（①から⑤まで）にご留意頂き、職場の転倒災害防
止対策を進めてください。

①　作業通路等に物を放置しないこと
②　段差のある箇所や滑りやすい場所等に注意を促す表示等をすること
③　作業に適した履物の着用を推進すること
④　ストレッチ体操や転倒予防のための運動を取り入れること
⑤　転倒災害防止のための安全な歩き方等を教育すること

■お問い合わせ
　★上田労働基準監督署 安全衛生係　（TEL.0268-22-0338）★

上田労働基準監督署からのお知らせ

　女性会で一緒に活動しませんか !
・会員企業の女性の役員／事業主が参加しています。
・ランチ会などの親睦交流会や研修会による自己研
鑽の他、フードドライブなどの地域貢献活動を
行っております。
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　上田で撮影された映画「兄消える」の上映に先立ち、5 月 18 日㈯ TOHO シネ
マズ上田で舞台挨拶が行われました。兄役を演じた俳優の柳澤愼一さん、弟役の
高橋長英さん、上田市出身の女優　土屋貴子さんが撮影の様子を振り返りなが
ら、千曲川沿いの風景の美しさや袋町での撮影の思い出を紹介しました。兄の役
作りの話しには満席の館内から笑いが起こり、出演者たちの素顔が感じられるエ
ピソードが披露されました。当日は土屋市長と栁澤会頭が激励に駆け付け、栁澤
会頭は今回作成された「兄消える ～信州上田ロケ地マップ～」を紹介しました。
このマップには上田各地での撮影場所が詳細に記載されていて、写真と一緒に映
画を振り返られる内容となっています。また、マップには兄に宛てる空欄の手紙

がついていて、応募できる企画になっています。映画観賞後は、マップを利用して弟の立場になって兄への “ 思い ” や “ 気
持ち ” を綴ってみませんか。マップは映画館等で配布しています。

「兄への手紙」を書こう !  ロケ地マップ完成 !
映画「兄消える」舞台挨拶

～地の利を活かし～  スカイランニングの聖地をめざせ !
太郎山登山競走（バーティカル・スカイレース）開催

　5 月 3 日㈮・4 日㈯両日、第 5 回太郎山登山競走（バーティカルレース＝山岳
駆け上り、スカイレース＝山岳駆け上り・駆け下り）が開催されました。当地上
田は、新幹線駅からスタート地点の大星神社まで、一直線にストリートがつながっ
ており、中心市街地から 1㎞余りで、標高差 700m の太郎山（1,164m）がそび
えています。太郎山は、上田市民が最も親しみを感じている自然のシンボルであ
ると同時に、スカイランニング競技として初心者向け～国際競技公認のハイレベ
ルなコース設定ができる日本有数の適地です。
　そのため、第 5 回を数える本年大会には、県内外・国外から総勢 1,000 名に迫
るエントリーがあり、年々盛り上がりをみせています。3 日の開会式には、土屋
上田市長、栁澤会頭が歓迎のあいさつをし、熱いエールを贈りました。2021 年には国際スカイランニング  アジア大会が予
定されており、「上田市」も開催候補地をめざしています。

第 29 回『自衛隊ふれあいコンサート in 上田』

♪日　　時	 7月 11日㈭
	 開演	午後6：30（開場	午後5：30）
♪場　　所	 サントミューゼ　大ホール
♪入場無料	 入場整理券が必要です。
	 お一人様 2枚まで
	 ※整理券お求めについて（6月17日㈪から）
	 　　上田商工会議所（本所・塩田支所）
	 　　アリオ上田店　イオン上田店
♪主　　催	 上田市防衛協会

お
取
扱
い

海上自衛隊 横須賀音楽隊プロフィール
　海上自衛隊横須賀音楽隊は、1954 年 1 月 6 日に発足し、
74 年 4 月 11 日、横須賀地方総監の直轄部隊として正式に編
成が認められました。
　自衛隊と国民の懸け橋となり、皆様に愛される「スマート
で爽やかな音楽隊」をモットーに、演奏活動を行っています。
　2014 年 12 月、米国ジョンフィリップスーザ財団より世界
の優秀な軍楽隊コンサートバンドに贈られる最も名誉ある賞

「ジョージハワード大佐顕彰」を受賞しました。

海上自衛隊 横須賀音楽隊
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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４月

調査対象
全国336商工会議所2600業種組合等

【建設業】
業況DI値・売上DI値が改善傾向、採算
DI値・仕入単価DI値・従業員DI値が悪
化傾向、その他の項目はほぼ横ばい

【製造業】
業況DI値・売上DI値が悪化傾向、
その他の項目はほぼ横ばい

【卸売業】
業況DI値・売上DI値が改善傾向、採算
DI値・仕入単価DI値・従業員DI値が悪
化傾向、その他の項目はほぼ横ばい

【小売業】
売上DI値が改善傾向、業況DI値・採算
DI値・仕入単価DI値・資金繰りDI値が
悪化傾向、その他の項目はほぼ横ばい

【サービス業】
業況DI値・売上DI値・採算DI値・資金繰
DI値が改善傾向、仕入単価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、ほぼ横ばい。先行きは、懸念材料多く、慎重な見方崩れず

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 販売単価 従業員

前年同月比
▲ 16.7 ▲ 9.2 ▲ 16.0 ▲ 9.6 ▲ 45.0 5.5 24.5

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 18.4 ▲ 12.4 ▲ 17.7 ▲ 10.8 ▲ 40.8 5.8 25.5
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、▲16.7と、前月から＋0.2ポイントの改善。
都市部を中心に民間工事が堅調な建設業に加え、4月上旬の寒波の影
響により例年に比べ花見期間が長くなり、客数が増加するなど春の好
調な観光需要を取り込んだ宿泊・飲食業を中心とするサービス業の業
況が改善した。他方、受注が減少した半導体や産業用機械、自動車関
連の不振に加え、人手不足の影響拡大や消費者の節約志向、原材料費の高止まりの影響を指摘する声は依然として多く、中
小企業の景況感は足元でほぼ横ばいの動きとなっている。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	 受注機会の損失や人件費・外注費の増大など深刻な人手不足や、資材価格の高止まりの影響が続く中

でも、都市部の再開発やオリンピック関連を中心とした堅調な民間工事が寄与し、改善。
【製　造　業】	 半導体関連の受注減少に加え、産業用機械や自動車関連が振るわず、悪化。また、鉄鋼をはじめとした金

属材料、原材料の仕入れ価格の高止まりによる負担増が足かせとなっており、収益改善に向けた動きは鈍い。
【卸　売　業】	 人件費や物流費上昇の影響もうかがえる一方、原材料や部品など、建設業の関連商品の堅調な動きが好

材料となり、改善。また、例年より高い気温で続く好天に伴い豊作となった野菜の価格低迷に回復が見
られ始めた。

【小　売　業】	 春の観光需要を取り込み、客数が増加したインバウンドを含めた観光需要が下支えするものの、消費者
の節約志向に加え、人件費や輸送コストの上昇分に対する価格転嫁が追い付かず、悪化。

【サービス業】	 深刻な人手不足の影響が続く一方、花見客など、国内外からの春の観光需要が好調に推移した宿泊・飲
食業の業況が上向いたほか、受注が好調なソフトウェア業や運送業が全体を押し上げ、改善。

◇先行きについて
・先行き見通しDI が▲ 18.4（今月比▲1.7 ポイント）と悪化を見込むものの、改元を契機とする個人消費の拡大や
10連休に伴う観光需要拡大への期待感がうかがえる。

・他方、人手不足の影響の深刻化や、原油価格を含む原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅れ、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、中小企業においては、先行きへの慎重な見方を崩していない。

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） 6 月 19 日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県弁護士会上田在住会
弁　護　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

6 月 20 日㈭
10：00 ～ 15：00

㈱日本政策金融公庫長野支店
相　談　員

登　　　記（予約制） 7 月 5 日㈮
13：30 ～ 15：00

長野県司法書士会上田支部
司 法 書 士

税　　　務（予約制） 7 月 5 日㈮
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会
税　理　士

労　　　務 7 月 5 日㈮
13：30 ～ 15：00

長野働き方改革推進支援センター
社会保険労務士

不動産鑑定（予約制） 7 月 5 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） 8 月 8 日㈭
13：00 ～ 16：00

（一社）長野県発明協会
弁理士及び知財アドバイザー

※ 7 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6月

エコアクション 21 セミナー 開催のお知らせ

東信ビジネスリレーセンター　上田相談室

事業の引継ぎに関するご相談はお早めに!!
　「事業の引継ぎはまだ早い」とか「まだ先の
ことだから」と思っていませんか ?　事業の引
継ぎには事前の準備、引継ぎ、その後のフォロー
と意外と時間がかかるものです。早めの準備が
スムーズな引継ぎに繋がり、後継者の意欲向上
とともに会社の経営革新にもつながります。
　ぜひ、お早めにご相談ください。

センターからのお願い
　事業引継ぎに関しましては、広域専
門指導員、当所経営指導員が地域の実
態調査並びに事業引継ぎ支援のため、
ヒアリングにお伺いする場合がござい
ます。その節はご理解、ご協力を賜わ
りますようお願いいたします。

東信ビジネスリレーセンター
相談無料
秘密厳守

上田相談室　上田商工会議所
〒 386-8522　長野県上田市大手 1-10-22
TEL.0268-22-4500　FAX.0268-25-5577
E-mail: info@ucci.or.jp

佐久相談室　佐久商工会議所
〒 385-0051　長野県佐久市中込 2976-4
TEL.0267-62-2520　FAX.0267-64-2008
E-mail: info@sakucci.or.jp

小諸相談室　小諸商工会議所
〒 354-0025　長野県小諸市相生町 3-3-12
TEL.0267-22-3355　FAX.0267-23-9030
E-mail: kcci@komoro.org

　エコアクション 21 は事業者の環境活動のために環境省が策定し
た環境マネジメントシステムです。ガイドラインが改訂され、その
企業に合った活動を実行することになり、本当の意味で役に立つシ
ステムとして期待されています。コストや労力の ISO に比べて小
さく、とても取り組みやすい内容です。
　その認証・登録に向け、上田会場でのセミナーが下記のとおり開
催されます。どうぞご参加ください。

■日　　　時	 7 月 2 日㈫　13：30 ～ 15：50
■場　　　所	 上田商工会議所　5F ホール
■受　講　料 無料（定員 40 名）
■プログラム

① 13：30 ～ 15：00「日常業務を改善するツール、エコアクション 21」
・2017 年版ガイドライン改訂ポイント
・エコアクション 21 による組織の活性化

② 15：10 ～ 15：50「エコアクション 21 活動事例発表」
※事例発表終了後に希望者に対して、個別相談を行います。

■お申込方法・問い合わせ先
参加ご希望の方は 6 月 25 日㈫までに事業所名・受講者名・所
在地・電話番号・FAX 番号を記入の上、郵送、FAX または
E-mail にて下記へお申込みください。

〒 380-0936 長野市中御所岡田 131-10
 （一社）長野県産業環境保全協会　講習会係
 TEL.026-228-5886 ／ FAX.026-228-5872

／ E-mail: ea21nasa@valley.ne.jp

■主　　　催 長野県、
 （一社）長野県産業環境保全協会（EA21 地域事務局

長野産環協）
■共　　　催 上田商工会議所・中小企業相談所、（一財）持続性推

進機構（IPSuS）、（一社）長野県環境保全協会、（一社）
長野県資源循環保全協会、（一社）長野県建設業協会、
長野県工業会

　AREC・Fii プラザでは、東信州次世代イノベーションセン
ターが支援して取組んでいる「次世代産業創出に向けた開発プ
ロジェクト」案件をご紹介いたします。
　第 1 部は、個々のプロジェクト概要のプレゼン、第 2 部で
は各プロジェクトのブースでポスター等による展示、及びご関
心のある企業への個別説明を行います。また終了後は交流会も
開催します。東信州エリアでの新たなビジネス展開を図る良い
機会ですので、多くの皆様のご参加をお願いいたします。
●日　時： 令和元年 7 月 4 日㈭ 13：00 ～ 17：10
 終了後 名刺交換交流会を開催
●会　場： ベルウィンこもろ
 （小諸市相生町 2-3-5  TEL.0267-22-9410）
●内　容（予定）：
■経産省　グローバル・ネットワーク協議会の支援メニュー紹介
　　　　　説明者　梶川 義実 事務局次長
■東信州次世代イノベーションプラン、及びプロジェクト概要説明
■各プロジェクト等の詳細プレゼン　7 件
■各プロジェクトブースでの個別対応
■名刺交換交流会
●主　催： 東信州次世代産業振興協議会、東信州次世代イノ

ベーションセンター、AREC
●共　催： 佐久産業支援センター、千曲市産業支援センター、

さかきテクノセンター
●後　援： 上田商工会議所、佐久商工会議所、小諸商工会議所、

千曲商工会議所、東御市商工会、八十二銀行、
 上田信用金庫、商工組合中央金庫、長野県信用組合、

長野銀行（連携協定金融機関 5 行）
●参加費： フォーラム、交流会とも無料
●定　員：	80名程度

AREC・Fii プラザ

第 13 回ものづくりパートナーフォーラム開催のご案内

●お申込先：
AREC・Fii プラザ事務局 宛　TEL.0268-21-4377

（担当：産学連携コーディネータ　池田・宮坂・滝沢）
メール（mousikomi@arecplaza.jp）またはファック
ス（0268-21-4382）でお申し込みください。



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 200

HAIR SAKAI
〒386-0016　上田市国分1985-3
TEL.0268-27-4182

【営業時間】9：00～19：00
【定休日】毎週月曜日／第1・第3火曜日

素敵なヘアスタイルのポイントは!?店内リニューアル
「キャンプ」用品が更に選びやすく

創業明治二十年  名代手打ちそば

　ファーストクラス
の椅子に座り、リ
ラックス。
　そして、あなただ
けの時間が流れ、あ
なたのベストなヘア
スタイルを、作り上
げます。

　素敵なヘアスタイルは、あなたの後ろ姿が大切なポイ
ントになります。

　アウトドア用品は種類
ごと並び snow	peakを中
心に充実し、テントなど
の展示でキャンプシーン
を感じながらお買い物が
出来ます。ウェアはメー
カー毎に陳列され、レ
ディースやキッズコーナーもあるのでご家族で楽しみなが
らお選び頂けます。本格的なアウトドアシーズンへ向けて
セールも開催予定、詳細はHPやFBをご覧ください。

そば処 東都庵
〒386-0025　上田市天神1-2-1  東急ビル地下
TEL./FAX.0268-24-1666

【営業時間】11：00～14：00　17：00～22：00
【定休日】土曜日

　創業明治二十年、明
治・大正・昭和・平成
と手打蕎麦と伝統の味
を守って参りました。
「令和」という新たな
時代も、六代目店主を
中心に伝統を守って営
業しております。上田
駅より徒歩１分の日本蕎麦屋。地酒も多種類、そば焼酎
なども御用意しております。御来店、お待ちしております。

アウトドアステーション バンバン 上田店
〒386-0001　上田市上田1776-2
TEL.0268-21-1816

【定休日】毎週月曜日

青木プロダクション
〒386-0407　上田市長瀬3188-7
TEL.0268-42-5555　携帯090-4462-1999
E-mail: aoki.shozo@gmail.com

　上田市出身の立川談慶師匠
実弟の青木省三氏が代表を務
めるプロダクション。芸人さ
んをはじめ芸能に関する方々
の紹介やイベント協力等を
承っております。8月 17 日
には、月亭方正・立川談慶	
東西会を上田市で開催します。
詳細は左チラシをご覧下さい。
（お問合せ先は下記です。）

「寄席は笑いや感動を提供し
心を幸せにする特効薬!!!」
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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

㈱宮崎保険サービス 上田市小泉 670-8 24-8073 保険代理店業
つづく㈱ 上田市中央 6 丁目 3-41 080-6306-2118 クラウドサービスの導入支援
㈲アイリスサービス 上田市上田原 668-1 26-3173 ビルメンテナンス
ヘア & メイク SAWA 天神店 上田市天神 3-3-3 22-7725 ヘアカット パーマ ヘアカラー等
アース アール 上田市古里 1660-23 050-3590-2570 車磨き・車内清掃・ガラス磨き
ささら食堂 上田市上室賀 1232-1 75-7590 一般食堂

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。

　　　NAGANO インターンシップ補助金のご案内information

　長野県では、県内外の大学等に在籍する学生の皆さん
が県内の事業所等で実施されるインターンシップ（就業
体験）に参加するために必要な経費の一部を助成します。

【対象者】
長野県の開催するインターンシップフェア若しくは
マッチング（信州産学官連携インターンシップ）に参
加した学生等。

【対象となるインターンシップ】
①　県内の事業所等で行われるものであること
②　実施期間が実働 1 日以上であること　等
※但し、資本金又は出資金の総額が 30 億円以上の法

人、従業員が 1,000 人以上の事業者が実施するイン
ターンシップを除く

【補助対象経費及び補助限度額】
①　実働 1 日の場合（交通費のみ） 10,000 円
②　実働 2 日以上の場合（交通費・宿泊費） 30,000 円
※但し、受入事業者が職場いききアドバンスカンパ

ニー認証企業である場合は 40,000 円
【留意点】

①　補助金申請は、インターンシップに参加した学生
本人が行います。

②　予算の都合上、年度途中であっても受付を終了す
ることがあります。

【その他】
　制度の詳細については、長野県のホームページ

（https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/rodo/koyou/
nagano-internship.html）をご覧ください。

長野働き方改革推進支援センター
のご案内

　働き方改革推進支援センターは、政府が推進する働き
方改革の取組み①長時間労働の是正　②同一労働同一賃
金　③賃金引き上げと労働生産性向上　④人手不足の解
消に向けた「魅力ある職場づくり」等を支援するため、
47 都道府県に設置されています。就業規則の作成方法、
賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などについ
て、社会保険労務士等の専門家が無料でご相談に応じま
す。ご希望により、専門家が直接企業に訪問することも
可能です。

【お問合せ先】
　長野市大字中御所字岡田 131-10
　（長野県中小企業団体中央会　内）
　TEL.0800-800-3028
　受付時間　9：00 ～ 17：00（土・日・祝日を除く）
　URL:http://www.alps.or.jp/chuokai/work/

働き盛りの運動セミナー
「にこにこスロージョギング」

　大人気 ! うえだミック
スポーツクラブの高野秀
樹さんを講師にお迎えし、
皆さんで楽しく汗を流し
ましょう。保健福祉事務
所による食育講座も併せ
て行います。お誘い合わ
せの上ご参加ください。

☆日　時 令和元年 6月 28 日㈮ 13：30 ～ 15：30
☆会　場 西部公民館大ホール
☆内　容 スロージョギング体験・健康体操
☆参加費 無料
☆持ち物 タオル、飲み物、運動のできる服装

【問い合わせ・申し込み】
　東信教育事務所生涯学習課　TEL.0267-31-0252

気軽に
参加して
ください !




