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～ Win-Win で地域社会への貢献を～
上田女子短期大学と連携協定を締結

　7 月 22 日㈪当所は、上田女子短期大学と包括連携協定を締
結しました。
　調印式には、同短期大学の北野講堂でおこなわれ、式後には
今後の連携の展望について懇談会を行いました。連携の目的は、
地域の産業や観光振興、教育研究、ボランティア活動等を通し
ての地域社会への貢献であり、今後具体的な活動を展開してい
くことを確認しました。
　小池明学長からは「教育研究機関として地域にどのような
協力ができるか、地域からどのような支援を求められている
か、連携協定をすることで Win-Win のきっかけをつくり、よ
り効果的な連携になるよう走っていきたい」とあいさつがあり
ました。栁澤会頭からは、当所も後援をしている「うえだ七夕

文学賞」や、同学地域連携センターの地域住民対象の公開講座やボランティア活動を例に挙げ、「女性の社会貢献は、
今後益々重要になってくる。連携協定を新たなスタートとして、共に地域発展のために活動していきたい。」と述
べました。
　懇談会では、ボランティア活動や、チャレンジショップ「豆の木」を通じて学生目線の企画や商品販売について、
インターンシップなどが話題に上がり、同学地域連携センターを窓口として、具体的事業に繋げていくことが確認
されました。

当所生命共済
加入促進キャンペーン

目標 360 口
達成 !

目標 360 口
達成 !

　7 月 1 日㈪～ 19 日㈮まで、
会員事業所の福利厚生制度の
充実を目的とした、商工会議
所の団体保険である生命共済

制度の加入促進キャンペーンを実施しました。
期間中アクサ生命保険株式会社推進員、上田商
工会議所振興委員及び職員が管内事業所を訪問
させていただき、目標の 360 口を達成するこ
とができました。ひとえに当所会員の皆様のご
協力の賜物であり、深く感謝申し上げます。
　当制度は、企業の福利厚生の他、当所独自の
給付金、還元事業としての健康診断の各種割引
制度など内容も充実しております。大変有効な
制度となっておりますので当制度を是非ご活用
下さい。
　当所の共済制度には団体生命保険をはじめ各
種保険があり、福祉制度として事業主はもとよ
り従業員の福利厚生として加入をお勧めしてい
ます。常時加入できますので、総務課までお申
込み、お問い合わせ下さい。

「真田REDアップルジュース」を
　使用したANA国際線の

機内食が登場 !!
　JA 信州うえだが管
理するブランドりんご

「真田 RED アップル」
を 100% 使用したスト
レートジュースを調理
に使用したメニューが
登場しました。
　全日本空輸㈱（ANA）
国際線日本発の東南ア
ジア・南アジア線エコノミークラスで提供される「長野県産リ
ンゴ風味スパイシーチキンカレー」に使用され、8 月 1 日～ 8 月
31 日まで提供されます。
　この企画は、同社が展開する「Tastes of Japan by ANA」の一
環として、6 月～ 11 月に東海・北信越エリアの食材等を使用し
た機内食や土産品等とともに地域情報を発信するものです。
　今回のメニュー化は、2 月に東京ビッグサイトで開催された「第
25 回グルメ & ダイニングスタイルショー春 2019」に当所が出展
し、「上田ブランドプロモーション事業」による地域商品ブラン
ディング商品として紹介し、ANA 機内食の企画・製造を行う㈱
ANA ケータリングサービスとの取引に結びつき商品化されたも
のです。
　今後も、同事業による地域食品加工品のブランディングと販路
開拓支援を積極的に取組んで参ります。

イメージ　画像提供：ANA
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元気づくり支援金事業　「上田まちなかイタリア交流ブランディング推進事業」
第 1 回イタリア語講座とブランディング事業を実施

イタリア語講座
　6 月 29 日㈯、海野町会館において「第 1 回
イタリア交流講座」として「イタリア語講座」
が開催されました。
　講師には昨年非常に人気の高かった、イタリ
ア文化会館のフラビオ・パリージ氏を招き、上
田市民だけでなく市外からの方も含め 33 名が
参加しました。
　今回も「よりイタリアを身近に感じてもらい
たい」というパリージ氏の想いが参加者に通じ
た模様で、イタリアの歴史や言葉の特徴を学び、
続いて行われた
隣同士での簡単
なあいさつなど
は、和やかな雰
囲気の中で行わ
れました。

市内の酒蔵をブランディング支援
　翌 30 日には、パリー
ジ氏をアドバイザーと
して市内の酒蔵を訪問
し、実際にテイスティン
グしながら、各蔵人の
酒造りに賭ける想いや
こだわり、技術などの
お話をうかがいました。

　その上で、今年開催されるラグビーワールドカップや来年のオ
リンピックなどを見据えたインバウンド需要への対応を進めるた
め、外国人から視た各酒蔵のブランディングについてアドバイス
いただきました。
　大切なのは「ここに来ないと味わえない酒」「ここでしか味わ
えない地域性」等、地域の個性を前面に出すこと、他とは違うと
いう主張がなければ特に欧米人をはじめとした外国の方には魅力
がないということでした。
　今回のブランディング支援を活かしつつ、事業者の皆様の支援
に役立ててまいります。

第2回「まちなか創業セミナー」を開催
～創業者が創業体験を語る～

　当所は、新規創業予定者の創業意欲の醸成を図るとともに、まちなか創業を促進
するため、株式会社マキノと共催し「まちなか創業セミナー」を開催しています。
　第 2 回は 7 月 10 日㈬に開催し、甘味処雪屋 Conco の徳武庄太郎氏が　「私の創
業体験」と題して、当所の今井裕創業コーディネーターと対談。創業の動機や創業
準備、創業後の経営などについての思いを語りました。受講者は男女 8 名。
　今後、第 6 回まで開催し、創業計画のプレゼンコンテストにより、株式会社マキ
ノが、新規創業予定者に対して、コンテナショップの 5 ヶ月間の無償レンタルを行
う予定です。第 3 回は、8 月 9 日㈮に「創業準備について」のテーマで開催を予定
しています。

取扱店負担金無料・4000円で 5000円分（1セット）のお買い物ができます !

上田市プレミアム付商品券取扱店募集中 !
　　　　　　　　　発行総額 8億円　申込期限は令和元年 8月 9日㈮まで

　上田市では令和元年 10 月の消費税率引上げによる低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和すると
ともに、地域における消費を喚起し経済の活性化を図るため、低所得者・子育て世帯向けのプレミアム付商品
券を発行します。本商品券を利用できる取扱店に加盟し、ぜひこのチャンスを活かしていただきますよう、幅
広い業種の皆様のお申し込みをお待ちしています。
◆申込方法　7 月号掲載の取扱店登録申込書に必要事項を記入押印のうえ当商工会議所へご提出ください。
　※申込書は上田市ホームページからもダウンロードできます。
◆申込期限　令和元年 8月 9日㈮　（※期日厳守でお申し込みください。FAX による申込も可）
◆申込連絡先　上田商工会議所　上田市大手 1-10-22　電話（0268）22-4500　FAX（0268）25-5577　
　※上田市プレミアム付商品券についてのお問合わせは上田市役所福祉課　電話（0268）75-7210 宛お願いします。
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●日時：６月28日㈮午後4時
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 常議員の補欠選任（案）確認
⑵	 上田市中小企業振興条例検討委員会委員推薦
について

⑶	 上田女子短期大学との連携協定（案）確認

●日時：７月16日㈫正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 上田市交流文化芸術センター運営検証委員を推薦
⑵	 会頭候補者選考委員会報告
⑶	 上田わっしょい・信州上田大花火大会内容確認
⑷	 甲府商工会議所視察受け入れ確認

正副会頭会議  報告  （第63回）

正副会頭会議  報告  （第64回）

第 32 期ビジネススクール開講式
地域企業 13 社が人材育成制度に活用 !

　第 32 期ビジネススクー
ル開講式が、7 月 3 日㈬
当所で開催されました。
　当スクールは、地域を
支える企業の人材育成、
スキルアップを目的に上
田市、学校法人産業能率

大学の後援のもと、毎年開催しています。
　マネジメントとものづくり（生産）に関する 4 コース
があり、「通信教育」と「スクーリング（集合研修）」を
合わせた研修期間は 6 か月間です。今期は 13 事業所 47
名が受講されます。
　開講式では、当所矢ケ﨑事務局長の挨拶のあと、来賓
の上田市商工観光部大矢義博部長から激励の祝辞があり、
㈻産業能率大学東日本事業部杉原徹哉部長から、通信教
育のしくみ、スクーリングの内容等についてオリエン
テーションがありました。

消費税増税に向けキャッシュレス化への対応を
上田市商連が説明会開催

　7 月 22 日㈪当所 5 階ホールで、上田市商店会連合会
（柳島隆二会長）主催による「経済産業省キャッシュレス・

消費者還元事業に関する説明会」が当所と共催で開催さ
れました。
　本事業は消費税増税に伴い、需要の平準化対策と
キャッシュレス化による生産性向上を目的として実施さ
れました。
　講師からはキャッシュレス化の事業参加審査には時間
を要すため、10 月 1 日の事業スタートに間に合わせる
には早めの申込が必要と何度もアナウンスがありました。
10 月 1 日に向け、
キャッシュレス化、
消費税増税並びに
軽減税率への対策
を講じていかなけ
ればと感じる研修
会でした。

工業部会
　7 月 11 日㈭工業部会
役員会（城下徹部会長）
が 当 所 で 開 催 さ れ、 部
会長以下 18 名が出席し、
今後の事業の進め方につ
いて協議しました。
　 は じ め に、 今 年 度 の
第 49 期議員選挙につい

てスケジュールや概要を確認しました。今回で 5 回目
となる「うえだ　ひと・もの興しの紡ぎ手」表彰を実施
し、会員事業所の改善提案や成果を伝えていきます。ま
た、上田地域産業展と積極的に連携し、ものづくり講演
会を開催します。
　この他、第 32 回信州上田大花火大会について、部会
目標に向けた協賛活動の実績報告がされました。

部会活動

玉
掛
け
技
能
講
習
会
開
催
の
お
知
ら
せ

　労働安全衛生法により、つり上げ荷重が 1 トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛
けの業務に従事する者は、所定の技能講習を修了した資格者でなければならないことになっています。（一社）
長野県労働基準協会連合会並びに（一社）上小労働基準協会の主催で玉掛け技能講習会が開催されますので、
関係者はこの機会に受講をしてください。今年度の玉掛け技能講習会（上田会場）は、今回が最後の実施です。

■開 催 日 学科講習　令和元年 10月 28 日㈪・29 日㈫
 実技講習　令和元年 10月 30 日㈬または 31日㈭
 ※実技は申込順で 10 月 30 日分から受け付けし、30 日が定員に達した場合 31 日になります。
■場　　所 上小トラック研修会館　（上田市殿城 581-6）
■定　　員 80 名
■受講申込 受講希望の方は、上田商工会議所（TEL22-4500）へお早めにご相談ください。

受講料・テキスト代、時間、持ち物等の詳細は、当所でお渡しする受講申込書にてご確認くだ
さい。定員に達し次第、締め切りとなりますのでお早めにお申し込みください。

お問い合わせ　上田商工会議所建設業部会・上田中小企業相談所　TEL.0268-22-4500
　　　　　　　（一社）上小労働基準協会　TEL.0268-23-2500
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サマーウォーズ公開 10 周年記念  関連イベント実施中 !
　アニメ映画「サマーウォーズ」の公開10周年を記念し、作品の舞台である上田に「聖地巡礼」で訪れるファンや
観光客に向け、ご当地ならでは関連イベントが多数企画されています。市内のコンビ二エンスストアでは、店内にサマー
ウォーズのデコレーションを施している店舗もあり、アニメファンだけでなく『OZ』の世界を楽しむことができます。

別所線サマーウォーズデザイン電車運行中
　上田電鉄別所線

「サマーウォーズ」
デザイン電車が 7
月 6 日㈯より運行
を開始し、同日に
出発式が上田駅で
行われました。
　出発式では、信
州 上 田「 サ マ ー

ウォーズ」実行委員会 2019 栁澤憲一郎 実行委員長（当
所会頭）と上田電鉄㈱ 山本修 代表取締役より挨拶があ
りました。
　信州上田おもてなし武将隊や、ゆるキャラの真田丸と
真田パパ丸も出発式を盛り上げました。訪れた方は、キャ
ラクターポスターや中吊り広告のあしらわれた車体や設
置されたパネル等の写真撮影をし、アニメの世界を楽し
んでいました。
　デザイン電車は 9 月 1 日㈰まで運行予定です。

「未来のミライ展」開催中 ! 
� 細田守監督の世界～アニメの聖地上田に登場

　7 月 6 日㈯サントミューゼにて「未来のミライ展」～
時を越える細田守の世界～（～ 9 月 1 日まで）が始ま
りました。7 月 5 日のオープニングセレモニーには、
栁澤会頭も出席しました。
　「未来のミライ展」では、サマーウォーズ特設コーナー
も設置されており、制作の裏側やここでしか観られない
絵コンテ、レイアウト原画や台本、グッズなど 300 点
以上の貴重な資料が展示されてい
ます。また、個性豊かなアバター
や映画のシーン再現コーナーなど

『OZ』の世界を体感できます。
　7 月 6 日～ 9 月1日まで、上田市
内でサマーウォーズデジタルスタン
プラリーも実施中 !　上田わっしょい
でもサマーウォーズ連、おおかみこ
どもの雨と雪連が登場、アニメの聖
地「上田」の熱い夏がやってきました。

商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

ヘアーサロン 　さろんでびゅーてぃー  あいる 上田市住吉 40-1  ロックヒル 102
Tel.0268-75-0210

上田市住吉の道路沿いにオープン。クリーム色を基調とした店内には、落着いた雰囲気が
漂う。客層は男性客・女性客ともに20～ 40歳代が多く、くつろげる空間で、ゆったり
としたサービスを提供する。美容技術への顧客の信頼もある。カット (シャンプー・ブロー
込 ) は、大人3,000円。深夜まで営業しており、顧客の都合に合わせ、柔軟なサービス
を提供する。気軽に入店できる店づくりを目指し、店名には「さわやかな愛」の意が込め
られている。カット3面、シャンプー2台。駐車場完備。
【営業時間】10：00～ 23：00　【定休日】不定休

市民総参加、総和楽　上田わっしょい !
　7 月 27 日㈯「第 48 回上田わっしょい」が中心市街地を中
心に開催されました。時折雨が降る中での開催となりました
が、100 連約 8,000 人が参加し盛大な祭になりました。揃い
の浴衣や法被姿の連のほか、信州上田がモデルとなったアニ
メ映画「サマーウォーズ」10 周年を記念して、全国各地か
らサマーウォーズファンが踊連に参加し、同映画のキャラク
ターのお面をつけたり、キャラクターに扮した衣装でそれぞ
れに趣向をこらし「わっしょい !」の元気な掛け声とともに
練り歩きました。また、2019 ラグビー W 杯のイタリア代表
チームが上田市で事前キャンプを行うことから、イタリア
チームのユニフォームで踊りに参加した連や、企業、自治会、
仲間どおしで結成した連など、子供から大人まで熱い、楽し
い踊りを披露していました。
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消費税軽減税率対策窓口相談等事業

　上田商工会議所では、佐久・小諸商工会議所と連携し、軽減税率対策、POSレジをはじめとする ITを活用した
働き方改革 /経営効率化・事業承継を積極的に支援しています。いよいよ消費税率引き上げが 10月から始まりま
す。上田地域でも ITを活用して軽減税率対応及び事業の効率化を進めている企業が増えつつあります。実際に IT
導入でどのように事業所が変わるのか…当所会員企業の実際の取り組みをご紹介します。事業所の軽減税率対策に
お役立てください。専門家による無料相談もありますので、お気軽にお問い合わせください。

◇◇軽減税率対策はお済みですか ?
IT 活用による軽減税率対応 & 効率化を積極的に推進しています◇◇

旅館中松屋（別所温泉）
モバイルPOSレジを旅館経営で活用 -軽減税率対応&効率化を実現
　別所温泉で江戸時代享保からつづく、旅館“中松屋”。同旅館では、飲食料品を扱う事業者が対応の必要な 8%-
10%軽減税率対応を目標とし、モバイル POSレジを導入。その効果を実際に聞いてきました。

きっかけは、商工会議所×旅館組合のセミナー
　商工会議所と旅館組合の共催セミナーで、旅館におけるクラウドサービス活用の話を聞いたのがきっかけです。
　旅館の経営は結構アナログな部分が多く、売上の集計やお土産などの仕入、在庫の管理、発注など、まだまだ
紙を使った非効率な作業が沢山あります。以前から、IT活用に興味がありましたが、例えばクラウド POSレジ 1
つとっても種類が多くあり、中松屋に何が最適か分からず諦めていました。そこで、自社に適したシステムを選ぶ
ところから、高齢な従業員がいても使いやすい形でのクラウドサービスの環境構築を専門としている、つづく株式
会社（上田市中央）にお願いしました。

最新の ITを使いこなせるか不安もあった
　中松屋では、高齢な従業員も多くいますから、iPad レジのような、新しい仕組み
に慣れるのに時間がかからないか、嫌がられるのではと心配でした。しかし今回は、
商品登録や初期設定といったセットアップ等は全てお願いできたので、自分たちは
日々のレジ打ちに専念し、その使い方だけ覚えればよかったので、スムーズに定着し
ました。直感的な操作で、従業員も 1日足らずで使い方に慣れてくれたようで安心
しました。

レジ締め・集計作業の負担が減り、現場の作業もラクに
　クラウド POSレジを導入したことで、今まで行っていた閉店時の売上の記録、商
品別の売上管理・在庫集計といった仕事が自動で終わり、従業員の負担が減りました。
また、自動で売上が集計されるので「今週はお土産の箸がすごく売れている」と現場
が言っても、「本当かな ?」ということが、ありました。今では、「このお菓子が今週
だけで¥▲▲売れた」という数字が iPad ですぐに分かり、とても便利です。従業員
も楽しみながら iPad を毎日見ています。

効率化の先で、接客や料理に集中したい
　スタッフのおもてなしの心、料理等のサービス提供は、IT化できない、人間にしかできないものです。古いや
り方が多くありましたが、古い仕組みややり方を見直していって、もっと宿泊者の方との会話の時間や料理の提供
に専念してほしいと考えています。POSレジからはじまった改善ですが、クラウド勤怠管理、を始めとして、次
の領域へとチャレンジしていきたいと考えています。
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真田十勇士ガーデンプレイス　情報 
上田の夏を、『納涼ビアガーデン』で愉しもう!!
　うえだ原町一番街商店街主催によるビアガーデンが、
真田十勇士ガーデンプレイスで今年も開催します。会場
では、ステージイベントも予定されています。ご来場、
お待ちしています !!
【開催日】	 8 月 9日㈮・16日㈮・23日㈮
【時　間】	 18：30～ 20：30
【場　所】	 真田十勇士ガーデンプレイス
【ステージ】	 ８月９日　ハロー☆はにゅはにゅスペシャルナイト（羽生市）
	 ８月16日　「六文戦士ウェイダー」スペシャルナイト
	 ８月23日　「ちゅらぱに」沖縄ポップスライブ
【主　催】	 うえだ原町一番街商店会

イタリアの人気キャラクター「Rody」展
　昨年も開催した「Rody」展を、さらにパワーアップ
し 35周年記念企画として開催します。ぜひご来場くだ
さい。お楽しみに !!
　ロディは、1984年イタリアのレードラプラスティッ
ク社で生まれた乗用玩具、今ではサイズもカラーも様々
で、誕生日にちなんだものもあります。
　今年は会場で、ご自身の誕生日のロディを探してみて
はいかがですか ?
【開催期間】　8 月 22日㈭
　　　　　　～ 11月 4日㈪
【開催時間】　10：00～ 17：00
【主　　催】　まちづくり上田㈱

上田市防衛協会
　　自衛隊ふれあいコンサート in 上田を開催♪♪

横須賀音楽隊と塩田中学が合同演奏
　上田市防衛協会（宮下勝久会長）は、「第 29 回自衛隊ふれあいコンサート in 上田」
を 7 月 11 日、サントミューゼで開催しました。多くのファンが長野市、佐久市など、
県外からも訪れました。
　今回は、横須賀地方総監の直属部隊であり、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る「海上自衛隊横須賀音楽隊」が、クラシックをはじめポピュ
ラーや話題曲などを演奏しました。上田市立塩田中学校との合同演奏があり、最後
のアンコール曲「信濃の国」と「軍艦マーチ」で会場は大いに盛り上がりました。

イベント名 開催日 開催場所 主な内容 問い合わせ先

第 38 回
大六の花市

8月12日㈪
午後5時～8時30分

東塩田小学校グランド
（上田市古安曽）

花市にあわせ夏祭りが開催され、屋台も出店
され盛大に行われます。小学生の金管バンド
の演奏、地域の伝統芸能などが披露されます。

東塩田商工振興会
会長　宮入一己

（℡ 0268-39-2575）

塩田平の夏祭り 8月12日㈪
午後4時～9時30分

中塩田小学校グランド
（上田市本郷）

中塩田小学校金管バンド、塩田中学校吹
奏楽部・合唱部演奏のほか、ご当地アイ
ドルD-COREやお笑い芸人小出真保さ
んも出演して、イベントを盛り上げます。

中塩田地区夏祭り実行委員会
実行委員長　神津和夫
（℡ 0268-38-2780）

西塩田花市 8月12日㈪
午後4時～9時

JA信州うえだ西塩田店
駐車場

（上田市新町）

花市が開催され、盆花、やきとり、と
ん汁などの出店や、和太鼓などイベン
トも行われます。

西塩田商工振興会
会長　岡田宝正

（℡ 0268-38-2548）

おとぎの里の「花市」 8月12日㈪
午前9時～午後9時

上田　道と川の駅
おとぎの里

９：00～　盆花の販売
17：00～　縁日コーナー
20：00～　花火大会

上田　道と川の駅
おとぎの里

（℡ 0268-75-0587）

ふれあい広場
in コイズミ

8月17日㈯
午後3時～9時

デリシア
上田川西店駐車場

岡城夢太鼓、室賀豊年太鼓、
T.N.Sジャズオーケストラ、響
彬斗オンステージなど

川西商工振興会
長岡篤市

（℡ 0268-25-2801）

別所温楽
～ Bessho Onsen 

Music
Festival 2019

8月24日㈯
午後5時～9時
8月25日㈰

午前10時～午後9時30分

別所温泉
北向観音境内
特設会場

多彩なジャンルのアーティストやパフォー
マーによる地域最大のエンターテイメント
イベント !キャンドルの会場ライトアップや
ご当地グルメ、地酒やビールも楽しめます。

別所温楽実行委員会
別所温泉旅館組合

（℡ 0268-38-2020）

夢ひろば
「ハートふる街川辺町」

どんとこい祭

8月24日㈯
午後5時～9時

㈱カネテック様
駐車場

大人御輿、子供御輿
上田原合戦太鼓の演奏
第六中学校吹奏楽部演奏
町内各クラブの発表会など

川辺町自治会
会長　根橋　寛

（℡ 0268-24-7750）

イ
ベ
ン
ト
情
報
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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６月

調査対象
全国339商工会議所2656業種組合等

【建設業】
売上DI値・採算DI値・資金繰りDI値が改善
傾向、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

【製造業】
業況DI値・仕入単価DI値が改善傾向、
売上DI値・採算DI値・資金繰り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】
資金繰りDI値・仕入単価DI値が改善傾向、業
況DI値・売上DI値・採算ＤＩ価・販売単価DI
値・従業員DI値が悪化傾向

【小売業】
業況DI値・売上DI値・採算DI値・仕入単
価DI値が改善傾向、資金繰りDI値・販
売単価DI値・従業員DI値が悪化傾向

【サービス業】
業売上DI値・仕入単価DI値・販売単価DI値
が改善傾向、業況DI値・採算DI値・資金繰DI
値・従業員DI値が悪化傾向

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、足踏み状況。先行きは、不透明感増す中、慎重な見方が根強い

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
▲ 18.3 ▲ 11.9 ▲ 18.1 ▲ 9.6 ▲ 40.7 3.7 22.8

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 19.5 ▲ 11.3 ▲ 16.0 ▲ 11.2 ▲ 36.3 3.3 24.6
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、▲18.3と前月から1.2ポイントの悪化。
インバウンド需要の堅調な動きに加え、都市部の民間工事を中心とす
る建設業が底堅く推移する一方、深刻な人手不足による受注機会の損
失や人件費・外注費の増大、根強い消費者の節約志向、原材料費の高
止まりによる収益圧迫が広く業況の押し下げ要因となった。また、米
中貿易摩擦の影響に伴う半導体や産業用機械、自動車関連の不振や、世界経済の先行き不透明感の広がりを指摘する声は依
然として多く聞かれ、中小企業の景況感には足元で鈍さが見られる。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	 都市部の再開発や省力化投資を中心とする設備投資などの民間工事は堅調に推移する一方、深刻な人

手不足による受注機会の損失や人件費・外注費の増大、資材価格の高止まりが足かせとなっており、悪化。
【製　造　業】	 半導体や産業用機械、自動車関連の不振や、鉄鋼をはじめとした金属材料や原材料の仕入れ価格高止ま

りの影響が続くものの、底堅い建設業の関連商品の受注が増加し、改善。一方、激化する貿易摩擦の影
響や世界経済の先行き不透明感の広がりを指摘する声は多い。

【卸　売　業】	 人件費や物流費の負担増の影響が続いているほか、平年を上回る気温上昇により生育が進み、安値となっ
た一部農産物関連や、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】	 食料品や日用品などに対する消費者の節約志向は根強い一方、好調なインバウンド需要に加え、地域に
より気温が上昇し真夏日を迎える日も多く、家電製品などの夏物商材の需要増が寄与し、改善。

【サービス業】	 好調なインバウンド需要を背景とした観光関連業や、ソフトウェア業は堅調なものの、人件費の増加や
受注機会の損失など深刻な人手不足の影響が、宿泊・飲食業や運送業などを中心に幅広い業種の業況
感を押し下げ、悪化。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、▲19.5 と、今月より▲1.2 ポイントの悪化を見込むものの、個人消費の拡大やインバウンド
を含む夏の観光需要拡大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の遅れ、貿易摩擦の激化、世界経済の動向、
消費税引上げの影響など不透明感が増す中、中小企業においては、先行きへの慎重な姿勢が続く。

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） 8 月 21 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

8 月 20 日㈫
10：00 ～ 15：00

㈱日本政策金融公庫長野支店
相　談　員

不動産鑑定（予約制） 9 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） 10 月 10 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

専門家によるワンストップ無料相談
※税務・法律・労務・許認可手続・経営・
　特許・販路開拓・金融・事業承継

9 月 5 日㈭
13：30 ～ 16：30

関東信越税理士会上田支部　税理士
長野県行政書士会上田支部　行政書士

（一社）長野県経営支援機構　中小企業診断士
長野県司法書士会上田支部　司法書士
長野県働き方改革推進支援センター　社会保険労務士
日本弁理士会　弁理士
長野県信用保証協会上田支店　相談員
㈱日本政策金融公庫長野支店　相談員
上田市商工課　相談員

※ 9 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8月

日本政策金融公庫担当者による融資相談会「一日公庫」を開催します

消費税対策のタイムリミットまであとわずか !
まだの方は至急ご準備ください !

キャッシュレス・消費者還元事業 （小売店・飲食店・サービス業等）

　消費者がこの事業の登録店舗で、本年 10月 1日から来年 6月 30日にキャッシュレス（クレジットカー
ド、電子マネー、QRコード決済など）で買い物すると、消費者に最大 5%のポイントが還元されます。
　また、お店側には端末の無料導入や期間中の決済手数料の補助といったメリットがあります。

①対象となるキャッシュレス決済の導入
②事業への参加登録　決済事業者を通じて、この事業への参加登録を行う必要があります。
※「既にキャッシュレス決済を導入している」だけでは登録店舗にはなりません !
　必ず決済事業者を通じ、事業への参加登録を行ってください。

◆公式WEBサイト　https://cashless.go.jp　　QRコードからもアクセスできます→

　ポイント還元しないお店では、10月以降にお客様がポイント還元できる同業他店に流れ、顧客・売上
の減少につながる恐れがあります !
【必要な手続き】

複数税率対応レジの導入 （食料品取扱店・飲食店で持ち帰りを行っているお店）

　8%、10%の異なる消費税率に対応したレジが必要となります。
　現在、「軽減税率対策補助金」による大きな補助がありますが、機器の導入・代金の支払いを本年 9月
30日まで完了していなければいけません。

【必要な手続き】①対象レジの購入　②設置・初期設定（モバイル POSレジ等）　③補助金の申請
◆公式WEBサイト　http://kzt-hojo.jp　QRコードからもアクセスできます→

　購入・設置・初期設定・従業員教育等の準備を今から導入しないと間に合わなくなる
可能性があります。さらに、間際になれば、レジが品薄となり、納期の遅れも予想され
ます !

詳細や申込み方法などについては、当商工会議所にお気軽にご相談ください !

事業継続力の強化に向けたワークショップのお知らせ
災害が多発する昨今…後回しにしていた防災・減災対策　今こそ始めませんか ?

■日　　時	 令和元年 8月 21日㈬ 13：00～ 17：00
■場　　所	 JA 長野県ビル 12階D
	 （長野市南長野北石堂町 1177番地 3）
■内　　容	 事業継続力強化計画とは／想定される災害と事業に

与える影響／初動対応と事業継続に向けた対策	等
■受 講 料	 無料
■お申込み	 webサイト（https://www2.deloitte.com/jp/

kyoujinka.html）よりお申込みください。

■お問合せ	 中小企業等強靭化対策事業事務局
	 TEL.	03-6213-2400
	 E-mail：info_kyoujinka@tohmatsu.co.jp
	 受付時間　平日9：30 ～ 11：45、

12：45 ～ 17：30（8/10 ～ 8/19
は夏季休業のため受付時間外）

■主　　催	 中小企業庁
	 有限責任監査法人トーマツ

↑こちらのQRコードからもお申
込みサイトにアクセスできます



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 202

室賀温泉ささらの湯  お食事処ささら食堂
〒386-1541　上田市上室賀1232-1
TEL.&FAX.0268-75-7590

【定休日】毎月第2・4木曜日

♨おんせん食堂♨
食べてから…それとも湯上り一杯?

特定技能外国人の
受入れ支援ができます!

24時間看護師常駐の介護施設
ウェルシニアホーム  入居者募集中!

昨年10月オープン !
　旧ささら亭でも大評判
だったそばを中心にうどん・
ごはんのメニューがありま
す。地元野菜を使った日替
定食は1日限定10食 !（売
切御免）旬の野菜を使った
田舎風料理も好評です。宴
会も承ります。「美人の湯」

の名に恥じないスタッフが笑顔でお迎えいたします。

　上田市を拠点
に、人材派遣業務
を行っております。
スタッフや企業様
に寄り添ったサ
ポートができるよう心掛けています。ま
た、今年の 4月より新たにスタートし
ている在留資格「特定技能」の登録支援
機関に登録されていますので、制度につ
いてのご相談もお気軽にどうぞ。

㈱アーチメディカルサポート
〒386-0005　上田市古里92-3
TEL.0268-71-5980

　今年 4 月にやおふ
く古里店向かいに高齢
者介護施設をオープン
しました。近隣の医療
機関とも協力し、入居
された方に安心して過
ごしていただけるよう
サポートいたします。
見学は随時対応しておりますので、お気軽にお問合せく
ださい。

人材総合コンサルティング  オプシス株式会社
〒386-0034　上田市中之条323-6 NFビル201
TEL.0268-75-2336　FAX.0268-71-5487
http://www.opxis.co.jp

ベルワールド  ハタナカ
〒386-0012　長野県上田市中央3-8-1
TEL.0268-22-0529　FAX.0268-23-8929

【営業時間】10：00～18：30　【定休日】水曜日

　アパレル最大手のワー
ルドを中心とした大人の
ミセス向けのアイテムを
取りそろえています。ゴ
ルフブランドの「アダ
バット」をはじめ、数多
くのワールドブランドを
展開しています。

　お買い物以外にも、セイロンティを飲みながら、サロ
ントークをお楽しみください。

ショッピングしながらやすらぎのひと時を
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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

㈱アイプロパティ 上田市芳田 1913-10 75-6670 賃貸と不動産管理
トータルソリューション㈱ 上田市常田 3-15-1 信州大学繊維学部 AREC 28-1550 電気・水・防災設備メンテナンス

（一社）グローカル・リソース・センター 上田市国分 1158 43-3235 人材育成・国際関連活動
Beauty salon CYC 上田市古里 203-10  エイトビル 1F 71-6884 美容室
㈱ K-POWER 上田市下之条 68-16 71-8311 建設物の解体
粋家 上田市古里 856-3 75-6699 リラクゼーション・ボディメンテナンス
O.network 上田市神畑 36-5 090-3408-1336 飲食店経営　コンサル業務他

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。

～上田市イタリア　 　
文化交流事業～

オペラ・ガラ・コンサート
information

　ラグビーワールドカップ日本開催にあわせ、イタリア代表チー
ムが上田市・菅平高原にて合宿を行うことを記念し応援祝賀演奏
会として、オペラ・ガラコンサートが開催されます。歓迎と応援
の意味を込め、イタリア・オペラの名曲を中心としたプログラム
で、オペラをあまり聴かれないという方にも馴染みのある楽曲が
登場します。ぜひ、この機会にイタリア文化に触れ、優雅なひと
ときをお楽しみください。
■開催日時 令和元年 9月 13 日㈮
 開演 19：00（開場 18：00）
■会　　場 サントミューゼ大ホール
■料　　金 一般 3,000 円　U-25　1,500 円（全席指定）
■主　　催 上田市イタリア文化交流実行委員会
■お問合せ 上田市交流文化スポーツ課　TEL.75-2005

第 4 回　上田城流鏑馬　　　
　「流鏑馬（やぶさめ）」とは、馬に乗って駆けながら三枚の的を
射当てる騎射です。
　その昔、流鏑馬は天下泰平、国家安穏、五穀豊穣を祈願する神
事として、宮中や神前で行われ、当った的や矢を御守護とする習
わしでした。会場に設けられた流鏑馬専用の道で日本の伝統であ
る弓馬術をご覧いただきます。
■日時・会場 令和元年 9月 15 日㈰
 上田城跡公園陸上競技場
 午前 10 時～午後１時 市民参加イベント
 午後１時 30 分～ 安全祈願祭（真田神社）
 午後２時 30 分～ 流鏑馬行事
■演　　武 倭式騎馬会
■主　　催 上田城流鏑馬実行委員会
■お問い合わせ　事務局　片桐　TEL.090-2306-6389

観覧
無料

第 3 回国際忍者学会  －真田忍者の諸相－
　「忍者」の名は最近では、日本国内だけでなく世界的にも知ら
れるようになる中で、国際忍者学会は、真田忍者をテーマに第 3
回国際忍者学会を上田市で開催します。
■開 催 日 令和元年 9月 14 日㈯・15 日㈰
■会　　場 上田東急 REI ホテル　信濃の間
■参 加 費 大会 2,000 円　交流会 4,000 円　巡検 2,000 円
 学生 1,000 円
■お問合せ 国際忍者学会　事務局
 三重県伊賀市上野丸之内 500　ハイトピア伊賀 2 階
 三重大学国際忍者研究センター内
 TEL.0595-51-7154　E-Mail: info@intlninja.com

■内　　容
基調講演「戦国時代の忍の実像」
講　　師：山梨県立中央高等学校　平山　優 教諭

【テーマ発表】
　「戦国時代における真田忍者の活躍」
　中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」館長　山口　通喜 氏

「試論　真田忍者と甲陽流」
　真田忍者研究会　甲陽流忍者傳吾妻流躰術宗家　伊与久大吾 氏

【自由発表】　3 名　　【交流会】
【上田市内巡検】15 日　上田城跡、長谷寺、信綱寺ほか

 先着 40 名




