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第 49期会頭候補者に栁澤現会頭を選任
全会一致で承認� 常議員会を開催

　8 月 19 日㈪当所にて常議員会が開催され、第 49 期会頭候
補者として栁澤憲一郎氏（現会頭）が承認されました。
　常議員会では、冒頭、栁澤会頭から 8 月 5 日に開催され
た信州上田大花火大会が盛大に開催できたことに対し、協賛
いただいた関係者へのお礼の言葉がありました。また、サマー
ウォーズ 10 周年記念として開催されている『未来のミライ
展』や日本劇作家大会が上田市内で開催され、地域への経済
効果があらわれていることなどあいさつがありました。
　議事では、6 月 28 日㈮に常議員会において会頭候補者選
考委員会が設置され、7 月 10 日㈬に同委員会を開催、各部
会の代表からなる委員により協議を行い会頭候補者に栁澤憲

一郎氏（上田ガス㈱代表取締役社長）を選任した経緯が報告され、全会一致で任期満了に伴う臨時議員総会におい
て上程することが承認されました。
　第 49 期議員選挙は、9 月以降の予定は別表のとおりでありますが、現在各部会において協議されており、各号
議員の選任、選挙を行い、11 月 1 日㈮に開催される議員総会において、正副会頭、専務理事をはじめ常議員等の
選任を行い、新しい議員体制により商工会議所の活動が行われることになります。

令和時代の幕開け　煌く花火が夜空を彩る !
第 32回信州上田大花火大会　開催

　8 月 5 日㈪、恒例となった信州上田大花火大会は、千
曲川河川敷で上田市民ら約 8 万人が観覧、盛大に開催さ
れました。過去最高となる 232 の企業・団体から協賛
をいただき、約 10,000 発の花火が夜空を彩りました。
　花火大会は、栁澤憲一郎実行委員長（上田商工会議所
会頭）、土屋陽一上田市長の挨拶の後、「オープニングス
ターマイン 開幕の轟き」を皮切りに 20 プログラムを打
ち上げました。
　今年は多くの方に観覧いただけるよう、初めて諏訪形
グラウンドにも一般有料席を設けました。ラグビー W
杯が 9 月に開催されますが、今年もラグビーのイタリア
代表チームが当地域でキャンプを行うことから、イタリ
アに因んだプログラムも打ちあがりました。大会の最後
を飾るフィナーレスターマインは「令和時代の幕開け　
信州上田　情熱の夜空」をテーマに、音楽に合わせ色鮮
やかな花火が次々と打ち上がり、音と光のイリュージョ
ンを満喫された観客から歓声と拍手が沸きあがりました。

〈議員選挙・選任の主な日程〉
10月17日㈭ 選挙会（無投票の場合）

1 号議員当選告知及び告示（無投票の場合）
10月21日㈪ （1 号議員選挙投票日）
10月24日㈭ 常議員選考委員会開催

常議員候補者（案）選出
10月31日㈭ 第 48 期議員任期満了日
11月１日㈮ 臨時議員総会開催

会頭・副会頭、専務理事、監事、常議員選任

９月17日㈫ 1 号・2 号議員会開催　3 号議員選任
常議員会開催
各部会選出 2 号議員割当数決定

９月20日㈮ 1 号議員選挙告示
10月４日㈮ 2 号議員選任届出完了日
10月７日㈪ 常議員会開催

常議員選考委員会設置
10月11日㈮ 1 号議員立候補締切日
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平成 30 年度第 2 次補正予算 小規模事業者持続化補助金
当所より 18 事業者が採択 !

　平成 30 年度第 2 次補正　小規模事業者持続化補助金について、当所の支援により申請した小規模事業者 20
社のうち 18 社が採択されました。
　この補助金は、小規模事業者の持続的な経営力向上を図るため、自社の経営計画・事業計画を商工会議所等と
策定し、事業推進するものです。地道な販路開拓のための広報費・展示会等への出展費用や、業務効率化や生産
性向上の取り組みに対し、対象経費の 2/3（上限 50 万円　特定の取り組みの場合、上限 100 万円）が補助されます。
　採択された小規模事業者の皆さんがしっかりと補助事業に取り組み、事業終了後も持続的な経営力向上を図れ
るよう、寄り添った支援を行ってまいります。

【採択された事業者】
事業者名 事　　　業　　　名

㈱ DTC 事業プロモーション強化による、事業周知と購買意欲向上戦略
㈱ Knext future 自社 HP による販路拡大。全世界にジェラート届けます !!
VEGA hair's Story 市内初のメンズ専用脱毛機の導入による新事業展開
㈱上野石材商会 最新鋭 CAD ソフトによる提案の短縮化・明確化と WEB による販路開拓
㈲岡田フォトオフィス 見せる ! 魅せる ! プロが撮った絶景写真ホームページの認知度 UP
㈱松籟亭 地域活性化のためのインバウンドを和食から発信する !
新進商事㈱ 環境対応の高品質オイルを周知し航空機産業の新規販路開拓 
㈱創エンジニアリング 表面粗さ測定への設備投資と自社 WEB サイトと看板のリニューアル
㈱ダイフレックス 設計業務の IT 化とビジュアル化を強化し販促ツールへ展開
㈱中帯 就業者へ自立支援・介護予防を周知して介護離職を防止
㈱名取製餡所 次なる百年の未来を見据えた顧客 & リピーター獲得作戦
㈱西入不動産鑑定事務所 地元の中小企業に向けた新規顧客取込のためのホームページ改良
ぶしもりやめんめん 大人気つけ麺のカスタマイズ方法を女性店主が動画で伝授 !!
㈲誉工業所 高精度・低価格・短納期 !　顧客ニーズを小型 NC 旋盤で実現します !
マナ美容室 専門美容師による “ ウイッグ ” で、おしゃれをもっと身近に
武舎煙火工業㈱ 5 万円で「誰でもスターマイン」を打上げましょう
㈲メタルコート 新事業の取組により新規顧客獲得を図るためのホームページ開設

（同） 和苑 松茸の保存システム改善で販路拡大による収益アップ事業

　8 月 9 日㈮、当所建設業部会
（増澤延男部会長）は、上田市関係

部局との情報交換会を開催しまし
た。上田市は都市建設部長、上下
水道局長ほか各担当課長、総務部
より危機管理防災課長の合計 11
名、建設業部会は役員他 16 名が

出席しました。①令和元年度上田市防災訓練等について、②上田市
橋梁長寿命化修繕計画について、③上田市太陽光発電設備の適正な
設置に関する条例制定について、④上田市の公共交通について、⑤
上田市水道ビジョンについて、⑥上田市下水道ビジョンについての
6 項目を各担当課長より説明を受け、質疑応答、意見交換を行いま
した。また、同日開催の役員会では、今後の事業の進め方について
協議のほか、花火大会協賛実績等の報告がされました。

建設業部会が
上田市都市建設部・上下水道局他と懇談 9/17

～11/29
まで

　長野県商工会議所連合会は、アクサ生
命保険株式会社と協調連携し「福祉制度
キャンペーン」を県内商工会議所統一
キャンペーンとして実施します。
　「福祉制度」は、経営者・役員の保障
や退職金準備他、入院・介護・老後に備
えた様々な保障ニーズにお応えするもの
です。
　期間中、アクサ生命保険株式会社担当
社員と商工会議所職員がご説明にお伺い
した際には、ご協力いただきますようよ
ろしくお願いいたします。

事業所の福祉向上に

福祉制度
キャンペーンが
始まります。
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第 32 回信州上田大花火大会　協賛企業・団体一覧
ご協賛ありがとうございました

㈱ミクニ ㈲新工
ルートイングループ ㈲大正館えんぎや
上田ガスグループ ㈱タツノ
長野計器グループ ㈱ツルヤ
㈱長野精工・そば処倉乃 ㈱電算
エプソンアヴァシス㈱ 東京特殊電線㈱
上田信用金庫 東郷堂新聞店
㈱宮下組 東信折込センター・東郷商事
上田交通グループ 巴工業㈱
日高精機㈱ ㈱新村
㈱上田ケーブルビジョン 西田技研工業㈱
長野オートメーション㈱ 日軽松尾㈱
㈱日本ビルシステムズ 日本システム販売㈱
日本プラパレット㈱ ㈱原工業
社会保険労務士法人コーチジャパン 豊上製菓㈱
上田市金融団 ミヤジマ技研㈱
アート金属工業㈱ ㈱ユダ
上田日本無線㈱ ㈱ワールド重機開発
山洋電気㈱ 上田駅前ビルパレオ管理組合法人
シナノケンシ㈱ 上田市商店会連合会
大和証券㈱上田営業所 長野県行政書士会上田支部
㈱武重商会 長野県酒造組合上田支部
八十二銀行グループ 別所温泉観光協会・別所温泉旅館組合
日置電機㈱ ㈱システムプラン
㈱三葉製作所 春原建設㈱・マスターカレッジ住吉校
㈱レクスト・アイ　高砂殿・愛昇殿 ㈱竹原重建
㈱イトーヨーカ堂　アリオ上田店 信陽機材リース販売㈱
ヴィオニア日信ブレーキシステムジャパン㈱ ㈲デザインルーム　エム
オルガン針㈱ ㈱綿谷製作所
笠原グループ チームおいでよ上田
㈱城南製作所 生島足島神社
㈱都筑製作所 ㈲いすゞ製作所
カネテック㈱ 窪田建設㈱
ささや㈱ ㈱水工技建
㈱シーティーエス 千曲川の味とロマン鯉西
信州うえだ農業協同組合 ㈱マザーツール
信州ハム㈱ 丸登電業㈱上田支店
長野県連合青果㈱ ㈱長野放送上田支局
㈱みすず綜合コンサルタント ㈱テレビ信州上田支局
三菱ケミカル㈱・㈱アルポリック 長野朝日放送上田支局
㈱ミマキエンジニアリング 日本損害保険協会上田懇話会
レール・コーポレーション㈱ アカネ工業㈱
上田商工会議所振興委員一同 ㈱アサマネット
青木運輸倉庫㈱ ㈱アルカディア
中部陸運㈱ 上田冷蔵㈱
上田卸商業協同組合 ㈱小幡
信濃毎日新聞社 ㈲金井MSTY
信越放送上田放送局 かみじま事務所
㈱日広 ㈱ガリレオ
二十日会 行政書士こうだ事務所
アート梱包運輸㈱ ㈱共立プラニング
アートサービス㈱ ㈱クリーン長野
㈱アドソニック 社会福祉法人敬老園
㈱ウェルサイクル 小柳産業㈱
美し信州建設㈱ 社会保険労務士法人酒井総合事務所
㈱小西屋 ㈱三協産業
コムパックシステム㈱ 塩田運輸㈲
税理士法人小山会計 城下工業㈱
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㈱ SEIRYOU ㈱ JTB 長野支店
㈱全日警サービス長野 ㈱ジェー・ピー・イー
田沢倉庫㈱ しなの鉄道㈱上田駅
千曲バス㈱上田営業所 渋沢電設㈱
チクマホーム 上燃㈱
㈱長遊園 信越明星㈱
㈱塚田メディカル・リサーチ 信州鋼機㈱
㈲ T・K・S ㈱進和製作所
㈱東信ジャーナル社 ㈱ズー
巴産業㈱ 菅沼モーター工業㈱
㈱長野銀行上田支店 相鉄フレッサイン長野上田駅前
長野県信用組合 大廣建設㈱
㈻成田会・長野救命医療専門学校 田口印刷㈱
㈱ニッケン ㈲田口建設
㈱花のマリモ 千曲電業㈱
㈱林工務店 ㈱テクニカルイン長野
㈱ひだの ㈱デンセン
㈱丸山商店 東京精電㈱
㈱丸陽 ㈱ながのアド・ビューロ
みすゞ飴本舗　飯島商店 長野県パトロール㈱
㈱宮下硝子店 日信サービス㈱
㈱山辺 ㈱日誠イーティーシー
㈲和合ガラス建窓 ㈱ハビタット
上田市測量設計業協議会 ㈲ビーアンドエル
関東信越税理士会上田支部 東日本電信電話㈱
長野県司法書士会上田支部 東日本旅客鉄道㈱上田駅
オオタ自動車販売㈲ ㈱久高設計
㈱アオヤギ印刷 ㈱フジカーランド上田
アクサ生命保険㈱上田営業所 ㈲誉工業所
アネックス・インフォメーション㈱ マスダ看板製作所
㈱有賀技建 マリモ電子工業㈱
イオンリテール㈱イオン上田店 ㈱丸二ちきりや
㈱石原産業 ㈱みすゞ工務店
㈱イズミダ 水野商工㈱
一期一会 ㈱矢島工務店
上田駅前りんせん・ゆう杉 柳屋建設㈱
㈱上田温泉 リフォームワン㈱
㈱上田建装社 海野町商店街振興組合
エイエス・ロードサービス㈱ 川辺町商工振興会
㈱エービーシー・一級建築士事務所 祝 50歳記念東高校卒業生（6組）
㈱エナキス 上小広告美術塗装事業協同組合
㈱エム・ジェイ 東京上田会
㈱エンジニアリングダイワ 合東信電気引込工事センター上田地区会
㈱オーサン模型 長野県電機商業組合上小支部
㈱カネト上田店 パゴパゴ上田インター店・牛角国分店
㈱川西 ㈱ハヤカワ冷機システム
㈱絆コーポレーション 上田酒商組合
北原設備㈱ 長野県美容業生活衛生同業組合上小支部
北村社会保険労務士事務所 岡田屋折店
清澤自動車 ㈱サニクリーン甲信越
㈱近畿日本ツーリスト関東 中電興業㈱上田営業所
グリーンパークしおだ野ショッピングセンター 上田商工会議所青年部
コウズケヤ薬局 ㈱あんでーくっく
㈱香青軒 （一社）信州上田観光協会
㈲小林精工 上田市
㈲桜井産業 上田商工会議所
㈱真田 上田商工会議所共済制度
真田 KOA㈱
㈲座間製作所 （敬称略）
賛光電器甲信越販売㈱
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導入するなら今がチャンス !　～キャッシュレス超入門講座を開催～
　7 月 31 日㈬、上田商工会議所 5F ホールにてキャッシュレスセミナーを
実施しました。現在、クレジットカードに加え、デビットカード、電子
マネー、○○ pay などの QR コード決済等々、決済方法がますます多様化、
複雑化しています。10 月の消費税率引上げに合わせて消費者向けのポイ
ント還元が行われる予定であることなど、キャッシュレス化の波がどんど
ん押し寄せてきます。
　今回、中小企業診断士　加藤敦子先生をお招きし、「導入するなら今が
チャンス !　キャッシュレス超入門講座」と題して講義いただき、国内に
おけるキャッシュレス事情、支払方法により店舗にどのようなメリット ・
デメリットがあるかなどを事例や実際の使っている様子などを紹介しなが

らわかりやすく解説いただきました。参加者からは、「大変勉強になった」「今後取り扱っていく上で大変役立つ内
容だった」などの声が聞かれました。
　いよいよ消費税率の引き上げが 10 月にスタートします。準備も最終段階を迎えています。今一度、消費税率引
き上げ、軽減税率対策、キャッシュレス導入状況についてご確認いただきますようお願いします。
　当所では、随時ご相談に応じております。ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

（参加者 32 名）

創業に向けた準備と手順を学ぶ
第 3 回「まちなか創業セミナー」を開催

　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 3 回は 8 月 9 日㈮に開催し、当所の今井裕創業コー

ディネーターが「創業準備について」と題して、創業前
のチェックポイント、創業の手順とスケジュールなどに
ついて説明しました。受講者は男女 7 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 4 回は、令和元年 9 月 18 日㈬に「創業計画書の作
り方」のテーマで開催を予定しています。

2019 年度各種検定試験受験料改定のお知らせ

検定試験名 級 受験料
（10%税込）

筆
　
　
記
　
　
試
　
　
験

珠　　　算

1 級 2,340
準 1 級 2,040

2 級 1,730
準 2 級 1,630

3 級 1,530
準 3 級 1,320

4 ～ 6 級 1,020
7 ～ 10 級 910

暗算（準 1・準 2・準 3 級含む） 1 ～ 10 級 910

段位認定
総　合 2,950

珠算のみ 2,550
暗算のみ 1,220

リテールマーケティング
（販売士）

1 級 7,850
2 級 5,770
3 級 4,200

簿　　　記
1 級 7,850
2 級 4,720
3 級 2,850

検定試験名 級 受験料
（10%税込）

ネ
　
ッ
　
ト
　
試
　
験

簿　　　記 簿記初級 2,200
原価計算初級 2,200

電子会計実務
1 級 10,480
2 級 7,330
3 級 4,200

日商 PC

（文書作成・データ
活用・プレゼン ）

1 級 10,480
2 級 7,330
3 級 5,240

基礎級 4,200
キータッチ 2000 テスト 1,570

ビジネスキーボード 2,620

日商ビジネス
英語

1 級 7,330
2 級 5,240
3 級 4,200

日商プログラミング
（創設）

EXPERT 6,600
STANDARD 5,500

BASIC 4,400
ENTRY 3,300

　2019 年 10 月 1 日㈫の消費税率引上げに伴い、当日以降に実施する試験（下記参照）から、受験料は消費税率
を 10% とした改定受験料になります。
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生活関連サービス業部会

ノスタルジックうえだ 2019 Vol.06 企画
「あなたの想い出の写真がカラーで甦る !」

　当所情報教育文化部会（成田守夫部会長）は、懐かし
い想い出のモノクロ写真を綺麗にカラー化した写真にす
る「ノスタルジックうえだ 2019 Vol.06 企画」を実施し
ています。
　この事業では、昔懐かしい街並みや商店街、上田城な
どの観光名所・旧跡、小さい頃の遊んだデパートの遊園
地などの写真を募集しています。大切な一枚を綺麗なカ
ラー写真でデータ化し、当所ホームページやポスターで
ご覧いただきます。あの時の感動をもう一度。そして新
たな感動を !
　完成したポスター等は、10 月 25 日㈮・26 日㈯開催
の上田地域産業展 2019 にて公開します。
　また、当日は上田地域産業展会場内でもモノクロ写真
を、カラー化しますのでご持参ください。

【応募方法】
住所、氏名、連絡先電話番号を明記し、写真データ（1MG
以内）をメール（info@ucci.or.jp）でお送りいただくか、
またはモノクロ写真を会議所窓口までご持参ください。
その他詳細は、担当者と打ち合わせさせていただきます。
応募いただいた写真はデータ化して、カラープリントで
お返しします。料金は無料です。

【その他】
※写真の修正に関しては別途ご相談ください。
※一部写真により鮮明なカラー化が出来ない場合があり

ます。
※ご応募いた写真データは、上田商工会議所情報教育文

化部会「ノスタルジックうえだ」ポスターなどの企画
として使用しますので、ご了承ください。

●日時：８月19日㈪午前10時
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 2019 年度一般会計補正予算（案）承認
⑵	 生命共済加入促進キャンペーン実績報告
⑶	 上田地域産業展2019出展申し込み状況確認

正副会頭会議  報告  （第65回）

☆随時開催中 !
　当所情報教育文化部会ではノスタルジックうえだ「上田～懐かしの写真展」を当所ホームページ・ポスターに
て開催中です。今現在の街並みを見ながら～あの日・あの時間（とき）～をお楽しみ下さい。

　当所商業部会（丸山正一部会長）は、商店街等へ
の誘客、賑い創出のため、中心商店街で開催した「信
州うえだ謎解きさんぽ」を今年も開催します。
　この企画は、地域の魅力を掘り起こし、そこにミ
ステリー風の「謎解き」のストーリーを加え、参加
者自身がリアルな街、人、文化を実際に体感し、な
ぞを解きながら街なかを回遊するウォーキングイベ
ントです。
　開催初日は、海野街商店街ではフードサミットが
開催されており、秋の街歩きと食をお楽しみいただ
けます。
　また同時開催で、10 月 19 日㈯は真田十勇士ガー
デンプレイスでハロウィンイベントも計画されてい
ますので、仮装してお楽しみいただくこともできます。
　街の魅力探し、いかがですか !!

■開催日時： 令和元年 10 月 19 日㈯・20 日㈰
 ※両日とも同じ内容になります。
 10：00 ～ 16：00
■開催場所： 中心商店街
■問題チラシ配布場所：
 真田十勇士ガーデンプレイス
 しなの鉄道上田駅
■問題報告場所：	真田十勇士ガーデンプレイス
■参 加 料：無料
■お問い合わせ：上田商工会議所　TEL.22-4500

「信州うえだ謎解きさんぽ 2019」
のご案内

　8 月 29 日㈭、生活関連サービス業部会役員会（北嶋
忠治部会長）が開催され 11 名が出席し、部会事業の取
り組みについて協議しました。
　会議ではまず、10 月 1 日から始まる「第 3 回信州上
田うまいものスタンプラリー」事業について、パンフレッ
トの内容などを検討し、多くの方に参加いただけるよう
積極的に PR していくことを確認しました。参加店舗は
前回より増え 70 店舗となりました。
　また講演会については、人生 100 年時代が現実味を
帯びる中、健康は欠かせないテーマであることから、今
年度も健康管理に関する内容で 11 月の開催に向け進め
ていくこととしました。
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地元の食材で外国人観光客をお・も・て・な・し !!
～第 2 回イタリア交流講座とブランディング支援事業報告～

　8 月 8 日㈭に、当所 5F ホールにおいて「第 2 回イタリア交流講座」を開催
しました。
　講師に鎌倉市で精進料理塾「禅味会」を主催し、自身も「鎌倉不識庵」を営む
藤井まり氏を迎え、「上田の食材を使った海外プロモーション～外国人観光客が感
じる精進料理（イタリアでの試食会を通じて）～」と題して、講演いただきました。
　藤井氏からは、地元上田の乾燥きのことしみどうふを軽く素揚げした煮付け
と、上田産ぶどうのドライフルーツを味わいながら、精進料理の基本や海外に
おける講演・実演の様子などについてお話いただきました。
　その中でも、その土地の食材を使うことが非常に重要であり、インバウンド

を進めるのであれば、来訪した外国の方の文化や食事、考え方などを尊重しつつ、身近（＝地元）で用意できる旬
のものを真心とともに提供することが大事であるとのことでした。

　翌日には、藤井氏をアドバイザーとして市内の事業者を訪問し、実際の食品加工
品の製造工程や設備を見学して、販路開拓に必要な製品のブランディングについて
アドバイスをいただきました。
　また地域の食材を使用したこだわりのメニューを提供する飲食店を訪問し、実際
に提供される料理をいただきながら、素材そのものの味や良さをさらに前面に出し
た美味しい料理の提供についてアドバイスがありました。

　今年はラグビーワールドカップ、来年にはオリンピック・パラリンピックと、国際的なスポーツイベントが目白
押しであり、来日する海外の方も非常に多いため、インバウンド需要を見越した商品・メニューのブランディング
が重要となります。今回のアドバイスを活かした、事業者の皆さんの支援に取組んでまいります。

秋の夜長に、新作メニューと定番の味を愉しむ !!
「信州上田新作グルメ食堂

×美味だれの宴」のご案内
　新作メニューと
美味だれやきとり
を味わう「信州新
作グルメ食堂×美
味だれの宴」を開
催します。
　当所駐車場での
開催は今年で 3 回
目。今年は料理人

が自信をもって提供する新作メニューのほか、上田らし
いメニューや商品、JA 信州うえだが展開する「真田 RED
アップル」を使った新作メニューや商品が出店するほか、
定番の「美味だれやきとり」もお楽しみいただけます。
　キュッと冷えた地酒とビールと自慢の逸品を、秋の
夜長に仲間たちと愉しみませんか !!
■開催日時： 令和 1 年 9 月 28 日㈯ 15：00 ～ 20：00
■開催場所： 上田商工会議所駐車場
 ※会場が駐車場のため、終日使用できません。

飲酒運転をしないよう、公共交通機関
のご利用をお勧めします。

■お問い合わせ： 上田商工会議所  TEL.22-4500
 （平日 9：00 ～ 18：00）

　ラグビーワールドカップ 2019 日本大会開催に合わせ、
イタリア国代表チームが当市菅平高原でトレーニングキャ
ンプを行う機会を活かし、イタリアをテーマとする「信州
上田まちなかイタリアフェスタ」を開催します。
　この事業は長野県地域発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事業」の一環として開
催するもので、地域全体でワールドカップを盛り上げるだ
けでなく、中心市街地における賑わい創出を図るものです。
　中心商店街でイタリアを愉しんでみませんか !!
○開催日時： 令和 元年 9 月 15 日㈰ 10：00 ～ 15：00
○開催場所： 真田十勇士ガーデンプレイス
○内　　容： 【ステージイベント】
 ・「カンツォーネ」の解説と合唱
 ・バイオリンとチェロによるデュオ演奏
 【上田市 & イタリアグルメ紹介ブース】
 ・イタリアワイン、地酒等の販売

・上田市の食材や商店街で調達できる食材を
使用したイタリア料理等

 ・チャレンジマーケット
・キッズスペース（ロディすくい、ワーク

ショップ他）
お問い合わせ：上田商工会議所　TEL.22-4500

イタリアを愉しむ !!
「信州上田まちなか
イタリアフェスタ」のご案内



令和元年9月5日発行（毎月5日発行）
No.574

21

打ち水で涼を呼ぶ
上田駅前「打ち水大作戦」

　真夏の暑さを和らげようと、8 月 1 日㈪上田駅前にお
いて「打ち水大作戦 2019」が行われ、当所からも女性
会（山崎孝子　会長）会員はじめ職員が参加しました。
打ち水は旧暦の大暑から処暑までの間に、暑さをしのぐ
庶民の知恵として江戸時代から始まり、最近では誰もが
簡単に取り組める地球温暖化対策として各地で実施され
ています。
　上田市とうえだ環境市民会議主催で、地球温暖化防止
や雨水の再利用促進など環境意識啓発を目的に行われ今
回で 13 回目となります。昨年まで午前中に実施してい
ましたが、今年は打ち水の効果が持続する午後 4 時に
実施しました。開始前の気温は 35 度、地表面の温度は
約 45 度でしたが、打ち水後は地表温度が約 10 度下降し、
打ち水の効果を実感しました。打ち水にはリサイクルさ
れた雨水を活用。上田を訪れるお客様へのおもてなしの
心も込めて、参加者約 15 名が一斉に水を撒きました。

当所女性会
フードドライブで社会貢献 !
ご協力ありがとうございました。

フードドライブとは
　食品ロス削減・生活困窮者の自立支援等を目標に、
家庭で使いきれない食料品を提供いただき、生活困
窮者や福祉団体・施設に届ける活動です。

　長野県商工会議所女性会連合会で「フードドライブ」
の推進が提唱され、県内各地で取り組まれております。
当所女性会（山崎孝子会長）は、8 月 19 日㈪、当所ロビー
にて開催しました。
　当日は、午前 10 時から 12 時まで受付けし、お米や
乾麺などインスタント食品のほか、ジャムや調味料等
様々な食品を提供いただきました。

◆集まった食品の重さ	 46 ㎏
◆集まった食品点数	 165 品
◆持参された方	 13 名

第 2回 ! 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～

　7 月 24 日㈬に当所青年部（唐澤研作会長）が研修会
を開催し、33 名が参加しました。今年度は通年で、参
加した会員企業の課題解決に向けたグループディスカッ
ションを行い、その第 2 回となります。
　前回と異なる 4 名の青年部会員が自社の概況・強み・
解決したい課題などについて発表しました。その後、4
グループに分かれ、各グループで参加者の視点から課題
解決に向け、ディスカッションしました。発表者はもち
ろん、参加者全員がお互いに聴きあい、同じような課題
に対し、フィードバックすることができました。
　各社が持つ課題は千差万別ですが、掘り下げていけば
どの会社にも共通する課題であり、そうした課題を解決
してきた会員もいます。青年部の絆を活かし、今後も各
社の課題解決を進めていきます。



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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商工会議所LOBO調査
（早期景気観測調査）

2019年
調査結果７月

調査対象
全国339商工会議所2666業種組合等

【建設業】
業況DI値・仕入単価DI値・販売
単価DI値が改善傾向、売上DI
値・採算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

【製造業】
売上DI値・仕入単価DI値・採
算DI値・販売単価DI値・資金
繰りDI値・従業員DI値が改善
傾向、その他の項目はほぼ横
ばい

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

【小売業】
業況DI値・売上DI値・販売単価
DI値・従業員DI値が改善傾向、
採算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】
仕入単価DI値が改善傾向、業
況DI値・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

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、一部に弱さ見られる。先行きは、不透明感強く、ほぼ横ばいの動き

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
▲ 20.2 ▲ 14.8 ▲ 20.8 ▲ 11.2 ▲ 38.1 6.1 24.6

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 20.1 ▲ 13.1 ▲ 17.9 ▲ 11.6 ▲ 36.1 6.7 24.3
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、▲20.2と前月から1.9ポイントの悪
化。都市部民間工事を中心とする建設業の底堅い動きや堅調
なインバウンド需要が下支えしたものの、消費者の節約志向に
加え、気温の低い日が続き、夏物商材の需要が低迷した小売業
や、例年より長い梅雨の影響で客足が減少した飲食・宿泊業を中心とするサービス業の業況感が悪化した。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、原材料費の高止まり、米中貿易摩擦や世界経済の
先行き不透明感が中小企業のマインドを下押ししており、足踏みが続いていた中小企業の景況感は、足元で弱
い動きがみられる。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	人件費・外注費の増大や受注機会の損失など人手不足、資材価格の高止まりの影響が続く

一方、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し、
改善。

【製　造　業】	貿易摩擦や世界経済の先行き不透明感の影響に伴い、半導体や産業用機械関連を中心に不
振が続く一方、堅調な建設業の関連商品の受注増加が寄与し、ほぼ横ばい。一方、人件費
や鉄鋼をはじめとした金属材料、原材料費の負担増を指摘する声も依然として多く聞かれる。

【卸　売　業】	人件費や物流費の負担増が収益を圧迫しているほか、個人消費の低迷から売上が伸びない
との声も聞かれ、悪化。長引く梅雨や記録的な日照不足により、一部で供給不足や価格上
昇が見られた農産物関連や、低い気温が続いた影響で売上が伸び悩んだ飲食料品関連が全
体を押し下げた。

【小　売　業】	インバウンド需要は堅調なものの、根強い消費者の節約志向に加え、梅雨寒が続いた影響
により衣料品を中心とした夏物商材の需要が低迷し、悪化。

【サービス業】	受注が堅調なソフトウェア業や運送業が下支えするものの、長引く梅雨の影響により客数
が減少した飲食・宿泊の売上が伸びず、悪化。また、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幅広い業種でみられる。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、▲ 20.1 と、今月より0.1 ポイントの改善を見込む。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、貿易摩擦や世界経済
の動向、消費税引上げの影響など不透明感が増す中、中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移する見通し。

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。

●予約制相談については、開催日の 7 日前までに上田商工会議所中小企業相談所（TEL.22-4500　FAX.25-5577）宛にお申し込みください。

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） 9 月 18 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） 10 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 9 月 20 日㈮
10：00 ～ 15：00

㈱日本政策金融公庫長野支店
相　談　員

相談内容 開催日時 専門相談担当者

税務（予約制） 10 月 7 日㈪
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会
税　理　士

労　　務 10 月 7 日㈪
13：30 ～ 15：00

長野県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 10 月 1 日㈫
10：00 ～ 16：00

（一社）長野県不動産鑑定士協会
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
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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9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

消費税軽減税率対策  直前チェック !
消費税の増税・軽減税率制度の開始まで 1ヵ月を切りました。
事前の対策を進め、準備状況を 1つずつチェックしていきましょう。

小売店 □取扱品の中で、軽減税率（税率 8%）の対象商品を確認しましたか ?
□お客様に誤解を招かないよう、税率 8%と 10%の商品の標記や陳列を区別してありますか ?

飲食店 □消費税率変更に伴うメニューの価格戦略を検討しましたか ?
□店内飲食とテイクアウトの価格表示方法を検討しましたか ?

全ての
事業者 □税率 8%と税率 10%の経費について、区分経理の準備はしましたか ?（飲食費等）

小売店
飲食店

□価格の表示方法（総額・外税表示）の検討、値札の付け替えやメニュー表を準備しましたか ?
□請求書・領収書等の記載事項を確認しましたか ?区分記載請求書等の様式に則していますか ?
□従業員への周知・教育を済ませてありますか ?
□複数税率対応レジは導入しましたか ?

メカレジ
（一般的なレジ）

機能がシンプル。低価格。誰でも扱いやすい。
拡張性が低く、今後の制度変更への対応の負担が大きい。

モバイル POSレジ

機能が充実。タブレットの扱いが必要。
インターネットによる自動更新で制度変更に即座に対応可能。
売上データが取れるので、販売戦略の立案やクラウドアプリへの連携により業務効率化・
人手不足対策への対応が可能。

軽減税率対象事業者が複数税率対応レジを購入する場合、
軽減税率対策補助金（通称「レジ補助金」）が使えます！

※ 9/30 までに機器の導入・代金の支払いを完了、12/16 までに補助金申請が必要です。

○キャッシュレス決済の導入に向けて検討しましょう !
　取扱商品や客層、お店の方向性と合わせて導入する決済方法を検討しましょう。

クレジットカード
もっとも保有者の多い決済手段です。
利用限度額が大きいため、高額決済が
できます。

電子マネー
保有者が多く、誰でも持つことが
できます。
若年層から高齢者まで幅広く利用
されています。

QRコード
最近、普及が進んでいる決済方法で、
今後の利用者増加も見込まれます。
東アジアを中心に、インバウンドの利用が
多いです。
導入費用や維持費、手数料が安く、入金が早いです。

組み合わせタイプ
複数社のクレジットカードや電子マネーを 1つの端末で
対応でき、幅広いお客様に対応できます。
1つの業者とのやり取りで複数のキャッシュレス決済を
導入できるので、手続きの効率化もできます。

「キャッシュレス・消費者還元事業」にご登録ください！
　本事業の対象決済事業者を利用した場合、事業期間中のお買い物に対して、消費者にポイントが最大５％還元
されます。また、対象事業者の決済端末を無料で導入でき、期間中の決済手数料も優遇されます。
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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 204

弾き語りコミュニティーライブハウス��Rin
〒386-0012　上田市中央2-4-4
TEL.0268-75-2116

【営業時間】金、土曜日　pm 7：00～

あの日の輝きをもう一度！
ギターとお酒で楽しいひと時を

風味豊かな松茸料理
香りを楽しみ食感で味わう

国産で美味しい素材にこだわる

オリジナルソング、コピー、カバーソング
弾き語り仲間と楽しい時間を過ごしませんか。

聴きたいだけの方も大歓迎です。
ジャンル不問、2,000 円呑み放題。
お気軽にお出掛け下さい。　店主

　秋の味覚の王様 松茸
料理を「松茸山 別所和
苑」でご堪能下さい。
　当店では一流ホテルで
経験を積んだ料理人が素
材の味を十分に生かせる
よう味を追求した料理を
提供いたしております。
松茸の風味を味わえる土瓶蒸しを始め、各種松茸料理を取り揃え
ております。当店の周囲の赤松林で松茸狩りも楽しめます。（完
全予約制）今年の営業は 9 月 7 日㈯～ 11 月 17 日㈰の営業を予
定しております。夜には当地一の眺望を眺めながら美味しいお酒
を楽しめるように特別メニューもご用意いたしております。ご来
店心よりお待ちしております。

日なた堂�ベーカリー
〒386-1106　上田市小泉1182-2
TEL.0268-55-8336

【営業日】火曜日・土曜日　11：00より

　一番人気は食パンで、
バターとハチミツの厚
切りトーストが店主のお
ススメです。多種ベーカ
リーの他にもクッキー・グ
ラノーラ・スコーンがあり
ます。小麦の味・酵母の香
りを活かすよう、こだわって製造されています。8月に店舗
改装し、更にお買い物しやすくなりました。エアレジによっ
て、カードやQRコード決済でスムーズにお会計できます。

松茸山�別所和苑（合同会社�和苑）
〒386-1431　上田市別所温泉241
TEL.0268-38-8182　FAX.0268-38-8168

【営業期間】9月7日～11月17日　【営業時間】11：00～20：00（夜のご予約は当日15：00までに予約が必要になります）
https://waen.co.jp

料理思考室かご
〒386-1102　上田市上田原873-2
TEL.0268-29-1481

【HP】www.kago2.jp

　神社でお宮参りをした後
は、料理屋のゆったりとし
た個室で会席料理をどうぞ。
お食い初めや七五三も好評
です。当店にお越しいただ
きましたら、是非お召し上
がり頂きたいのが看板料理
のすっぽん鍋です。風味豊
かな特製の割り下で食べる
人気の鍋なのであります。

ご家庭で「もっとも特別な日」
のご予約承り中
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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

お食事処 比蘭樹 上田市別所温泉 58 38-2100 食堂
ビッグミニ企画 上田市国分 577-4 23-0032 カード販売
イセリン 埴科郡坂城町南条 293-1 80-9178 生前整理・遺品整理・片付け
さろんでびゅーてぃー あいる 上田市住吉住吉 40-1 ロックヒル 102 75-0210 カット・パーマ・カラー
日なた堂 上田市小泉 1182-2 55-8336 食品　パン　その他
㈱オーパーツ 上田市住吉 1128-1 75-9702 金属加工
㈱アライ不動産プランニング 上田市材木町 2-9-4 産業振興ビル 3-C 75-8170 不動産業
㈱和合貿易 上田市殿城 3497 75-7799 金属、プラスチック等の輸出入
ラ・ロッシュ 上田市殿城 3320-1 84-0405 フランス料理
パン工房パリッシュ 上田市中央西 1-3-33 24-8011 パン製造・販売
北澤司法書士事務所 上田市中央 5-4-20 27-7766 司法書士
KEN ビルワークス 上田市野倉 1037-1 39-3075 防水工事業、シーリング工事、外装工事

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。

新入会員紹介キャンペーン実施中 !
未加入事業所をご紹介ください

　上田商工会議所では管内で事業を営んでおられ、まだ会員でない方を会員事業所様からご紹介いただくキャン
ペーンを実施しています。会員の皆様方のお知り合いで当所に加入されてない事業所様がいらっしゃいましたら
是非ご紹介ください。ご連絡を頂ければ、職員が当所事業概要についてご説明にお伺いさせて頂きます。
　ご入会いただいた方には、ご紹介者様・ご入会者様ともに、「健康・文化パスポート」を5枚プレゼントします。

自衛隊体育学校・りっくんランド
上田市防衛協会からのお知らせ   視察研修（ご案内）!

　上田市防衛協会では、2020 年東京オリ
ンピックにあわせて、自衛隊唯一のアス
リート養成機関である自衛隊体育学校と
陸上自衛隊広報センターりっくんランド
見学を計画いたしました。自衛隊体育学
校は、朝霞駐屯地の敷地内にあり、1964 年東京オリンピック以降、
全てのオリンピックに選手を輩出してきました。広報展示室（過去
に獲得したメダルや写真等展示）やスポーツ施設およびトレーニン
グ状況の見学、また、2020 年東京オリンピックへの取り組みや過
去大会での自衛官選手の活躍についてお話を伺う予定です。
　普段見ることのない施設を見学できる絶好の機会です。協会会
員以外の方も参加募集いたしますので、奮ってお申込みいただき
ますようご案内します。
■期　日 令和元年 10 月 16 日㈬
 集合時間／ 6 時 45 分　集合場所／上田商工会議所
■視察先 ・朝霞駐屯地　自衛隊体育学校（見学）
 ・陸上自衛隊広報センターりっくんランド（見学）
 ・小江戸川越　蔵の町・駄菓子横丁（自由散策）
■募集人数 20 名　※参加者 10 名以下の場合は中止とさせていただきます。

■参加費 上田市防衛協会非会員の方　10,000 円
■お申込み／お問合せ　※募集締切　9 月 19 日㈭
 申込書をお送りいたしますのでお電話ください。
 上田市防衛協会事務局（上田商工会議所内）

 電話 22-4500　FAX25-5577

雇用関係助成金
個別相談会のご案内

　定年引上げ等や雇用管理制度の整備、有期契約労働者
の無期雇用への転換、高齢者や障害者など就職が特に困
難な方を雇い入れる事業主様向けの助成金に関する「個
別相談会」を開催します。

■日　　時： 10 月 17 日㈭　10：00 ～ 15：00
■場　　所： ハローワーク上田　2 階会議室
■対象助成金： 65 歳超雇用推進助成金
 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
 障害者職場実習支援事業
 特定求職者雇用開発助成金
 キャリアアップ助成金
■申込方法： TEL もしくは、下記 HP より申込書を印刷

して FAX にてお申込みください。
 http://www.jeed.or.jp/location/shibu/nagano/
■お問合せ先： 独立行政法人
 高齢・障害・求職者雇用支援機構 長野支部
 高齢・障害者業務課【吉野・岩澤】
 TEL.026-258-6001　FAX.026-243-2077
■主　　催： 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支

援機構 長野支部
■共　　催： 長野労働局・各ハローワーク
 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/




