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上田商工会議所　第 49 期議員選挙
3 号議員を選出・2 号議員の部会割当数が決定

　上田商工会議所第 49 期（令和元年 11
月 1 日～令和 4 年 10 月 31 日）議員選
挙は、告示された選挙日程に沿い議員の
選任が進んでいます。
　9月 17 日㈫には、1号・2号議員会が
開催され、3号議員選考委員会（委員長
　増澤延男常議員）7名による慎重な協
議を経て下記の 13 社を選考し、同議員
会において承認されました。

【3号議員選出事業所名】（五十音順・敬称略）
上田交通㈱　　　上田ガス㈱　　　上田信用金庫　　　上田日本無線㈱　　　エプソンアヴァシス㈱
オルガン針㈱　　　笠原工業㈱　　　信州ハム㈱　　　長野計器㈱　　　長野県連合青果㈱
㈱八十二銀行上田支店　　　㈱三葉製作所　　　㈱宮下組� 以上 13 社

　また、同日開催された常議員会では、部会員数と持ち口数に応じ各部会の 2号議員の割当数が下記のとおり決定
しました。

【2号議員各部会の割当数】
商業部会…7名　　　建設業部会…6名　　　工業部会…7名　　　生活関連サービス業部会…4名
交通・観光サービス業部会…3名　　　法務・金融部会…2名　　　情報教育文化部会…2名
� 合計 31 名

静岡～山梨～長野を結ぶ
中部横断自動車道経済懇談会に参画

　中部横断自動車道は、静岡・新清水 JCT ～山梨・
双葉～長野・佐久小諸 JCT に至る高速自動車です。
2020 年には、静岡県～山梨県区間が共用開始となり
ます。しかしながら、長野県区間は、八千穂高原 IC
～山梨県・中央自動車間が計画調査中となっており、
全線の開通が望まれています。
　中部横断自動車道経済懇談会は、静岡・山梨・長野
県の沿線商工会議所・商工会など 35団体にて組織さ
れる全線開通促進のための組織です。この度、上田商
工会議所は、中部横断自動車道～上信自動車道の開通
がもたらす経済効果を考慮し、当懇談会に加入しました。
　9月 26 日㈭小諸市にて 2019 年度総会が開催され、
当所の加入と栁澤憲一郎会頭の副会長選任が議決され
ました。

　太平洋の臨海地域と山梨・長野県の連携・交流を促進するとともに、物流・観光、災害時における緊急輸送ルー
トとしても機能を発揮する道路でもあります。上田地域として、全線開通がもたらす利活用を積極的に PR し、全
線開通に協力していきます。

〈あいさつをする栁澤会頭〉
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イタリアワインをもっと気軽に楽しむために…
第 3回イタリア交流講座
　8月 31 日㈯に、松尾町フードサロンにおいて「第 3回イタリア交流講座」
を開催しました。講師に（一社）日本ソムリエ協会公認ソムリエの齋藤富士子
氏を迎え、「イタリアワインを気軽に楽しむ」と題し、齋藤氏がセレクトしたイタ
リアワインと上田の食材としてドライフルーツと味噌を使用したワインのつまみ
を楽しみながら、イタリアワインの特徴や自宅での気軽な楽しみ方などをお話し
いただきました。
　イタリアでは約 6千年前からワインが飲まれており、ワイン用のぶどうの種
類も多く、イタリア固有の品種による個性的なワインなども楽しめますが、フ

ランスワインなどに比べると比較的お気軽に楽しめる価格のものが多いため、もっと自宅で自由に楽しんでほしい
とのことでした。

ブランディング支援
　翌 9月 1 日㈰には齋藤氏をアドバイザーとして市内の事業者を訪問し、商
品構成やコンセプトなどの説明を受けて、販路開拓のためのアドバイスを行い
ました。齋藤氏からは地域の特色ある食材そのものの味を活かしつつ、その良
さを前面に出した食品は、海外からの観光客だけではなく、特に首都圏等都会
の女性なども好む傾向がある。安心安全な食という強みを活かしつつ、生産者
の顔が見えるような取組を強化することが重要とのアドバイスがありました。

　今回で長野県の元気づくり支援金を活用した連続講座とブランディング支援事業は終了しますが、これまでいた
だいたアドバイスを活かして、事業者の皆さんが販路開拓や新製品開発に積極的に取組めるよう、しっかりと支援
を行ってまいります。

全国のバイヤーに、上田の商品を売り込め !!
～第 26 回グルメ & ダイニングスタイルショー秋 2019 出展～

　9月3日㈫～6日㈮、東京ビッ
グサイトで開催された「第 26
回グルメ&ダイニングスタイル
ショー秋 2019」に、上田商工
会議所として出展しました。
　同ショーは毎年 9 月と 2 月
に、東京インターナショナル・
ギフト・ショーと同時に開催さ
れる「食」に特化した大規模展

示会であり、国内外のバイヤーが多数訪れ、多くの商談が行われます。
　本年 2月にも出展しており、JA 信州うえだが展開するブランドり
んご「真田 RED アップル」を使用した商品を中心に、更なる販路拡
大と新規取引先の開拓を図りました。
　以前取引契約を結んだ大手航空会社のほか、さらに多くの商社や飲
食店関係者、WEB 販売業者等が当所ブースを訪れ、熱心に商品の詳
細や取引条件等についての商談を行いました。
　最終的に 4日間で、3万人を超える来場者があり、当所ブースで名
刺を交換して商談を行った相手先は約 120 社で、そのうち何社かは
即取引を始めたいとの意向もあり、継続的に商談を進めてまいります。
　今回の出展は、当所が地域の小規模事業者等が製造・販売する食品
加工商品の販路開拓を目指す、「上田ブランドプロモーション事業」
の一環として出展したものであり、引き続き地域の良い商品を広く
知って頂くとともに、取引実績に結び付けてまいります。

　9月 28 日㈯当所駐車場において、新作
メニューと美味だれやきとりを楽しむ「上
田新作グルメ食堂×美味だれの宴」が当所
主催、美味だれで委員会共催、キリンビー
ルマーケティング長野支店協賛により開催
されました。
　今回は、初出店が 7 店舗、地域の食材
を使用したもつ煮や鮎の塩焼き、各種惣菜、
秋の味覚松茸おにぎりやきのこ汁など自慢
のメニューが並びました。美味だれやきと
りも 3 店舗出店、また市内 6 蔵の地酒も
販売され、来場者はそれぞれ味を楽しんで
いました。「真田 RED アップル」を活用し
たスイーツなども販売され、老若男女が集
うイベントになりました。

地域食材活用メニューが好評 !
「上田新作グルメ食堂×美味だれの宴」
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消費税率引き上げスタート !
IT 活用で業務効率化を進めよう !
PC データ整理  業務効率化実践セミナー開催

　消費税率引
き上げが開始
され、企業は
経営を効率化
し、限られた
経営資源を有
効に活用する
ことがますま
す重要になっ
てくることか

ら、8月 29 日㈭、当所は 5F ホールにて PC データ
整理業務効率化セミナーを開催しました。
　㈱ミセルカ代表取締役上口まみ氏をお招きし、消
費税率引き上げ・消費税転嫁対策に関する概要説明
後、パソコンデータ整理のポイント抑えて業務効率
化を進める実践セミナーについて講義いただきま
した。毎日使用するパソコン業務において、日々の
業務をまず整理し、業務に合ったフォルダ設計図を
作成することで、劇的にパソコンの整理が進むこと
を、手順や図解によりわかりやすく説明がありまし
た。普段から、パソコンの中身について意識しなが
ら整理することで、時間の節約が進み「働き方改革」
の一助となります。今後も当所では働き方改革に関
するセミナー等積極的に推進して参ります。
� （参加者 24 名）

消費税率引き上げに対応 !
シニア顧客を虜にするための

3 つのポイントセミナーを開催
　消費税率引き上げ対策として、個々の店の売上アップ対策
は重要な課題です。高齢化が進む中で、サービスに対する目
が厳しいシニア顧客がに合わせた対応ができる質の高いス
タッフが一層求められていることから、9月 25 日㈬、当所
は 5F ホールにて売上アップに効果的なセミナーを開催しま
した。
　㈱GLITTER�STAGE 代表取締役七條千恵美氏を講師に迎え、
消費税率引き上げ・消費税転嫁対策に関する概要説明の後、
シニア層のお客様から心底可愛がられ、ファンを増やし、同
業他社よりも圧倒的にずば抜けた接客のできるスタッフの教
育ノウハウ等について講義いただきました。七條氏は第一
印象の『外見力』は大変重要であるが、それ以上に、『察知
力』を磨き、お客様が何を求めているのかを先取りし、『会
話力』でファンを作ることが重要であることを、大手航空会
社の CAの経験を取り混ぜながら、わかりやすく解説されま
した。参加者からは、「接客に対する再確認ができた」「今後
実際の現場で活かし
たい」などの声が聞
かれました。消費税
率引き上げについて
は、当所においても
引き続き相談窓口を
設け、支援していま
す。お気軽にご相談
下さい。
� （参加者 25 名）

実務に活かすヒントをグループワーク演習で
ビジネススクール スクーリング開催

　第 32 期ビジネススクール集合研修が、8 月 31 日㈯、9 月
21 日㈯、当所において行われました。通信教育で得た知識を
実務で活かすためのヒントを習得するための集合研修で、コー
スごとに講義と演習があり、受講生同士の啓発と交流の機会に
もなりました。
　7月 3日に開講した当スクールは、学校法人産業能率大学の
協力により、地域の企業人材育成を目的に毎年開催しており、
本年度は 4コース 47 名（13 事業所）が受講されています。

 参 加 者 の 声� 工場生産現場リーダーコース　上田プラスチック株式会社　古津　賢太郎

　私は主任という立場になってまだ 1年に満たない未熟者です。なので、とにかく積極的に取り組み、何
か一つでも自分の引き出しになれば…。そんな気持ちで取り組みました。
　工程分析、パレート図、さかなの骨など、今回、他社のリーダーの方々とディスカッションできて、より
深く理解できました。又、当社に無い文化、考え方に触れることができて、とても有意義な時間を過ごすこ
とができました。今回勉強したことを自分の現場でも、効果的に使って行きたいと思います。

8 月 31日　工場生産現場リーダーコース
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ラグビーイタリア代表チーム
オペラ・ガラ・コンサートで応援 !
　9月 13 日㈮、ラグビーワールドカップ 2019 日本大会に出場する
ため、上田市菅平高原で事前キャンプを行っていたイタリア代表チー
ムを壮行するイタリア・ガラ・コンサートが、上田市イタリア文化交
流実行委員会（栁澤憲一郎　会長）の主催によりサントミューゼ（上
田市）で開催されました。
　コンサート冒頭では、イタリア代表チームに応援メッセージの入っ
た旗が贈られ、会場ではイタリアチームのエンブレムチラシを掲げ、
「Forza,Azzurri!（フォルツァ , アッズーリ）」のエールを送りました。
　コンサートは、日本を代表するオペラ歌手 4名と電子オルガン奏者

1名が出演。壮大なオーケストラ・サウンドを紡ぎだすエレクトーンの演奏にのせて、オペラ歌手がイタリアオペ
ラの代表である「蝶々夫人」や「椿姫」などの名場面から素晴らしい歌声を披露しました。「乾杯の歌」では、公
募の市民合唱団も参加し、コンサートを盛り上げました。
　会場の芝生広場では、13 日㈮・14 日㈯�イタリア代表チーム菅平高原トレーニングキャンプを記念して、イタリ
ア料理クッキング教室やイベントパフォーマンスなど「ピアッツァ・イタリア」が開催されました。

商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

生活関連サービス業 　ライフコーティング 上田市中央2-10-14
Tel.080-8711-4247

海野町商店街にオープン。ナノサイズのガラスコーティング施工で、フローリング、風呂、ト
イレ、キッチン、車、スマホ、タブレット、時計、メガネ、アクセサリーなど対象品は多岐に
渡る。液体ガラスコーティングで、硬度が増し、キズや汚れが付きにくい、汚れを洗い流しや
すいなどの効果があり、効果の持続性もある。顧客は男女ともに、学生から中高年まで年齢層
は幅広い。施工料は低廉で、店内での短時間での施工（最短 10 分）も可能で、用途は広がっ
ている。

【営業時間】13：00 ～19：00　【定休日】火曜日

コーヒー販売・カフェ 　亀山珈琲焙煎所 上田市中央5-6-26（房山）
Tel.0268-80-9274

長野県の素晴らしさ、コーヒーの深さに心動かされ、今年 8 月に開業。7 ヵ国 9 種類のコー
ヒー豆や 3 種類のオリジナルブレンド豆をはじめ、焙煎前後にハンドピックで不良豆が除
去された、焙煎後 7 日以内の新鮮豆のみを使用。カフェでは、一杯ずつハンドドリップで
丁寧に抽出し、希望があれば、棚にある好みのカップで楽しめる。J.C.Q.A 認定コーヒーイ
ンストラクター 2 級を取得し、ハンドドリップ教室も開催している。

【営業時間】10：30 ～ 19：00（日 10：30 ～ 17：30）【定休日】水　駐車場あり

ラグビーワールドカップ2019日本初戦に声援 !
当所ロビーでパブリックビューイング開催

　ラグビーワールドカップ 2019 日本大会～日本対ロシア戦～「4Kパ
ブリックビューイング」が、9月 20 日㈮当所 1階ロビーにおいて開
催されました。（主催：NHK長野放送　共催：上田市）
　ロビーには、147 インチの大型スクリーンが設置され日本対ロシア
戦の 4K ハイビジョンによる生中継のほか、試合直前にはゲスト解説
の元プロラグビー選手の西山淳哉氏と司会者のNHK 長野放送局アナ
ウンサー西川典孝氏によるトークショーが行われ、日本代表チームの
選手紹介、試合の見どころの解説がありました。
　訪れた約 100 名が 4K の大迫力映像で観戦し、観客一丸となり日本
代表チームを応援しました。試合の結果は 30 対 10 で日本が勝利し、会場は大歓声と笑顔に溢れました。
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消費税増税前後における「企業間取引の注意点」を説明
　9月 3日㈫上田商工
会議所にて、消費税転
嫁対策セミナーを開催
しました。
　現在、企業間の取引
は、8% と 10% が 混
在しています。本来
10% で取引するとこ

ろ 8%税率で行われた場合。消費税転嫁拒否行為があっ
たとみなされ、国の指導対象となってしまいます。
　セミナーでは、前回（5→ 8%）の事例を踏まえ、公
正取引委員会の調査官の方から、取引の注意点を解説い
ただきました。

〇消費税転嫁拒否行為の point

１．買い手が法人、売り手が中小企業の場合のほぼ
全ての取引が対象となります。

２．特に気を付けたいのは、
　　買いたたき：増税後も増税前の税込価格に据え
置いた場合　など

３．「うっかりわすれていた」「お互い端数を切り捨
てることで合意していた」

　　「価格を据え置くよう契約書を交わしていた」
場合も形式的に調査が行われます。

　買い手側が気を付けるのはもちろんですが、売り手側
の方も、面倒でも税率の再計算を忘れないように注意し、
余計な調査を受けないよう取引を行いましょう。

「まちなかに楽しいモノ・コトを増やす」
新潟県三条市の若者の自己実現の場を視察

　9月 25 日㈬に、
商業部会（丸山正
一部会長）・商業
研究会合同県外視
察研修として、新
潟県三条市の一ノ
木戸商店街を視察
しました。
　今回の視察は、

中小企業庁の「はばたく商店街 30 選」に海野町商店街
振興組合が選ばれましたが、一ノ木戸商店街も選ばれて
おり、中心市街地の賑わい創出の参考とするため訪問し
たものです。
　一ノ木戸商店街は若者が集うコミュニティー施設
「TREE」を中心として、三条市、商店街、地域企業が手
を組み事業を行っています。
　「TREE」は約 100 年前の歴史的建造物をリノベーショ

ンした複合施設となっており、地域の料亭とコラボした
ハンバーガーを提供するレストランを中心に、コワーキ
ングスペースとしても利用できる Café、若いアーティ
ストの作品等を販売する物販スペースなどがあり、訪問
時も 20 ～ 30 代の女性が数多く訪れていました。
　この施設がオープンしたことにより商店街の歩行者通
行量も増加しており、商店街の各店舗との協力体制も深
まっているようでした。
　当市も多くの学生
が通う学園都市であ
り、三条市の「若者
が自己実現する場」
を提供し、「まちな
かに楽しいモノ・コ
トを増やす」取組は
非常に参考となりま
した。

建設業部会セミナー 各酒蔵のブランドストーリーを発表
信州上田地酒セミナー開催

　9 月 28 日㈯当所 5F
ホールにおいて、情報
教育文化部会（成田守
夫部会長）主催、工業
部会の共催による「上
田の地酒を知る !　信
州上田地酒セミナー」
が開催され 29 名の方が参加されました。
　長野県酒造組合上田支部の岡崎支部長より、上田市武
石で栽培された酒米『山恵錦』を五蔵共通で使用した『山
恵錦プロジェクト』の説明をいただき、その後上田市内
五蔵より各酒蔵の軌跡と各蔵ブランドの魅力をお話しい
ただきました。上田市の文化の一つである地酒のヒスト
リーとストーリーに触れたことで、嗜み方の幅が広がる
きっかけとなりました。

消費税率引上げに伴う
貿易関係証明料金改定のお知らせ

　当所では、10 月 1 日からの消費税率引上げに伴
い、下記のとおり貿易関係照明の料金改定を行いま
す。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

令和元年 10 月 1日（単位�円、税込）

内　　訳 新料金

原産地
証明関係
手数料

貿易証明発給料金 ( 会員） 550
貿易証明発給料金 ( 非会員） 1,100
貿易登録・更新料金（非会員） 2,200
証明書用紙 100 枚購入（会員） 1,100
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情報教育文化部会 工業部会
　9 月 11 日㈬情報教育
文化部会（成田守夫部会
長）役員会が開催され、
5名が出席しました。
　今回は昨年度上田市へ
提言した奨学金制度に関
して、上田市地域雇用推
進課との懇談を行いまし
た。上田市の施策におけ

る奨学金制度が、上田地域の事業所と学生双方にとってメ
リットとなるような制度構築に向けて意見交換を行い、今後
も継続して懇談をしていくことを確認しました。
　また、先進地視察研修についても協議し、先進的な事例に
触れるきっかけとして『ET/IoT�Technology　2019』の展示
会への視察を決定しました。新たな仕組みや IoT の新潮流と
言われる「エッジコンピューティング」などを視察します。

　9月 2 日㈫に
工業部会役員会
（城下徹部会長）
を開催し、部会
長以下 14 名が
出席し、今後の
事業の進め方等
について協議し
ました。

　今年度の第 49 期議員選挙についてスケジュール
や制度を確認し、議員選挙に向けてのアクションや
役員人事案などについて話し合われました。また、
「うえだ　ひと・もの興しの紡ぎ手」表彰の申し込
み状況が報告され、審査・表彰について協議されま
した。この他、第 32 回信州上田大花火大会の協賛
実績や、上田地域産業展の出展状況などが報告され
ました。

部 会 だ よ り

11 月の産業保健研修会（無料）のご案内
－長野産業保健総合支援センターと上田商工会議所との共催－（会場：上田商工会議所 5 階 B ホール）

「改正労働安全衛生法（産業医・産業保健機能の強化等）
の概要」
■日　時� 令和元年 11 月 11 日㈪　13：30 ～ 15：00
■講　師� 小林労働安全衛生コンサルタント事務所
� 所長　小林　喜八郎
■受講対象者� 興味のある方はどなたでも
■研修方式� 講義方式

　昨年、働き方改革関連法による労働安全衛生
法の一部改正が行われ、産業医による面接指導、
健康相談等の確実な実施や産業医が専門的な立
場からより一層効果的な活動をしやすい環境の
整備のための改正が行われました。
　これら産業医及び産業保健機能強化などの改
正労働安全法の概要を主体とした内容です。

「衛生管理者職場巡視のポイントと、衛生委員会（安全衛
生委員会）における役割」～職場巡視の結果をどう活かすか ! ～
■日　時� 令和元年 11 月 14 日㈭　13：30 ～ 16：30
■講　師� HSC 健康科学コンサルティング株式会社
� 長野営業所　所長　今井　千一
■受講対象者� 衛生管理者
■研修方式� 討議方式と講義方式の併用・ロールプレイ

　衛生管理者の職務の一つである職場巡視につ
いて、参加メンバーとの情報交換により他社の
実情を知ると共に、職場巡視のし方のポイント
を理解し、衛生委員会（安全衛生委員会）でそ
の結果を報告、対応検討するための自分の役割
と行動を、模擬衛生委員会の体験により理解し
ていただきます。衛生管理者を対象とした研修
です。

※お問い合わせ、お申込みは、長野産業保健総合支援センター（電話 026-225-8533）まで。

●日時：９月２日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 第 49期 3号議員選任について
⑵	 議員選挙費用の負担について
⑶	 上田市総合計画審議会委員の推薦について
⑷	 統一QR「JPQR」普及状況報告

正副会頭会議　報告　（第66回） 正副会頭会議　報告　（第67回）

●日時：９月17日㈫正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 2 号議員の部会割当数について
⑵	「経営発達支援計画」認定申請について
⑶	 2020年度信州上田大花火大会開催日程について
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当所生命共済加入者還元事業
従業員の健康維持・増進で生産性向上へ
健康経営キックオフセミナー

地酒とビールで夏の終わりの夕涼み
会議所地酒&生ビールトレイン

　9月 20 日㈮当所 5F ホール
において、当所生命共済加入
者還元事業として、「健康経
営キックオフセミナー」が
全国健康保険協会�長野支部・
アクサ生命保険㈱�上田営業
所の共催により開催され 23
名の方が参加されました。
　第 1部では、東京大学未

来ビジョン研究センター　特任准教授の井出博生氏を講師に迎え、
健康が事業所の経営にどう役立つかを数々のデータをもとにお話
しいただきました。出勤はしているものの、疾患や病状により業務
遂行能力や生産性が低下している状態を放置することにより経営
リスクが増大します。また、従業員のモチベーションアップへの活
用などを学び、今後の経営について考えるきっかけとなりました。
　また第 2部では、『健康づくりチャレンジ宣言のススメ』と題
して、全国健康保険協会長野支部　久保敷隆氏より、健康経営の
第一歩となる健康づくりチャレンジ宣言と取り組みを公に認定す
る制度である、「健康経営優良法人認定」について説明していた
だきました。
　当所では、今後も健康づくりに関する情報を提供するとともに、
認定制度の要件となるような企画を実施してまいります。

　8月 30 日㈮、しなの鉄道㈱の列車を貸し切
り、長野県酒造組合上田支部（岡崎謙一支部長）
のご協力により、「地酒 &生ビールトレイン」
を 3両編成で運行しました。
　当所会員・生命共済加入事業所の還元事業と
して実施し、133 名が参加しました。今回は市
内各蔵の日本酒やワイン、ビールのほか、「美
味だれ焼き鳥」を用意し、上田～軽井沢間を楽
しんでいただきました。軽井沢駅では、特別に
開放していただいた「森の小リスキッズパーク」
で、ピロシキとワインが振る舞われ、夏の終わ
りのひと時を過ごしました。

振興委員ブロック会議で
地域の情報を交換

　9月 6日㈮香青軒において振興委員ブロック会議
が開催され、細井会長以下 23 名が出席し、各担当
地域の情報交換を行いました。
　会議では、各地域の商工振興会等の活動や空き店
舗・出店・閉店など地域業況の動きについて報告が
ありました。
　会議終了後、7月の生命共済加入促進キャンペー
ン報告会が開催され、実績報告を行いました。
　ブロック会議は振興委員との連携を密にし、地域
事業者の意見を経営改善事業に反映させるため、半
年ごとに開催しています。

　当所では 9 月 3 日㈫、
職員並びにテナントを対
象に 45 名が参加して防
災訓練を実施しました。
　5階パントリーからの
火災発生を想定し、館内
放送による伝達、避難誘
導、防火扉が閉じられた
状態での避難訓練を行い

ました。その後 AED 装置の使用方法を中心に、緊急時の対
処法の説明を受け、上田中央消防署員の指導の下、胸骨圧迫
を実践しました。最後に 119 番への通報訓練を行い、消防
署からの問いかけに、正確に場所や状況を模擬報告しました。
　上田中央消防署�宮内�一哉さんから「防火扉は煙や熱を感
知して作動する。観葉植物や荷物が置かれている事で扉の妨
げにならないよう気を付けてほしい。また煙の蔓延を防ぐ機
能があることに留意して避難して頂きたい。AED 装置の使
い方や使用に至るまでの流れは今回の訓練を活かして緊急時
に応対してください」と訓話がありました。
　本年はより実践的な避難・防災・通報訓練を行い、災害時
に落ち着いて行動が出来るよう普段から防災意識を高めるこ
との大切さを再認識しました。

防災意識を高めよう
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真田十勇士ガーデンプレイス 情報
10月19日㈯・20日㈰　「信州うえだ謎解きさんぽ」開催!!
■時　間：	10：00～ 16：00
■場　所：	真田十勇士ガーデンプレイス
	 （参加マップ配布・報告場所）
	 中心商店街
■お問い合わせ：上田商工会議所（TEL.22-4500）

【同時開催】
10月19日㈯　信州上田まちなかハロウィン
■時　間：	10：00～ 16：00
■場　所：	真田十勇士ガーデンプレイス・中心 3商店街
■内　容：	①ハロウィンスタイルでスタンプラリー
	 ②ハロウィンウォーキングコンテスト
	 　（仮装コンテスト）
	 ③ジャック・オー・ランタン
	 　作成体験と作品コンテスト
■お問い合わせ：うえだ原町一番街商店会
	 （TEL.090-3142-3281	中村）

第 4 回 上田城流鏑馬 開催
　9 月 15 日
㈰、倭式騎馬
會（ 森 顕 会
長）による上
田城流

や ぶ さ め

鏑馬が
上田城跡公園
陸上競技場で
開催されまし
た。流鏑馬に
先立ち、真田

神社では安全祈願祭が行われ、その後古式懐しい衣
裳で騎乗し、陸上競技場まで行進しました。
　流鏑馬の演舞では、倭式騎馬會の 7名が射手を務
め、会場に設けられた 200 メートルの流鏑馬専用
の道を東から西へ走りながら、「一ノ的」「二ノ的」「三
ノ的」と 3カ所の的に向けて矢を放ちました。的中
すると、観客から大きな拍手と歓声が上がりました。

第 13 回  上 田 城 紅 葉 ま つ り
令和元年 11 月 2 日㈯・3 日㈰　会場：上田城跡公園

■ライトアップ　 日没～ 22時
10 月 26 日㈯～ 11 月 4 日（月・休）

■ステージイベント
11 月 2 日（土曜日）

時　間 イベント
９：45 ～ 10：00 オープニングセレモニー
10：00 ～ 10：40 信州上田～歌と愛を紬～大使　野村美菜歌謡ショー

11：00 ～ 11：30 信州真田鉄砲隊演武
12：00 ～ 12：45 ダンスショー（Dance-Spirits）
13：00 ～ 14：45 信州上田真田太鼓サミット

15：00 ～ 15：45
マチ×マチフェスティバルコラボステージ
BLACK BOTTOM BRASS BAND によるパレード

& ミニ LIVE

11 月 3 日（日曜日・祝日）
時　間 イベント

10：00 ～ 16：00 戦国 GIG 凱　～ KACHIDOKI ～

（ステージイベントは天候等により予告なくスケジュールを変更する場合
がございますのでご了承ください。　　　　　　　　　　　　　　　）

■グルメ・物産・体験コーナー　各日 10：00 ～ 16：00
イベント 内　　　容

上 田 城 二 の 丸 横 丁 上田地域のご当地グルメや特産品が
集結 !

姉妹都市等観光物産展 姉妹都市等のご当地品を販売
甲 冑 着 用 体 験 赤備え紙甲冑の着用体験です。
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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８月

調査対象
全国338商工会議所2655業種組合等

【建設業】
採算DI値・資金繰りDI値が改
善傾向、業況DI値・販売単価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】
売上DI値・仕入単価DI値・採
算DI値が改善傾向、業況DI
値・販売単価DI値・従業員DI
値が悪化傾向、その他の項目
はほぼ横ばい

【卸売業】
業況DI値・売上DI値・採算DI
価が改善傾向、仕入単価DI
値・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・仕入単価
DI値が改善傾向、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

【サービス業】
仕入単価DI値が改善傾向、売
上DI値・販売単価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

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、依然として一部に弱さ見られる。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 仕入単価 販売単価 資金繰り 従業員

前年同月比
▲ 21.0 ▲ 13.2 ▲ 18.9 ▲ 35.7 2.6 ▲ 11.3 23.2

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 22.7 ▲ 14.9 ▲ 19.7 ▲ 34.7 4.0 ▲ 12.0 25.0
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、▲21.0と前月から0.8ポイントの悪
化。気温の上昇により飲食料品などの夏物商材の需要が拡大し、
小売業や卸売業の業況が改善する一方、急激な猛暑の到来や
台風などの天候不順に伴う客足減少により、飲食・宿泊業を中
心にサービス業の業況が悪化した。加えて、一部の地域からは日韓情勢の影響による観光客の減少を指摘する
声も聞かれた。また、深刻な人手不足や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製
造業を中心に広く業況の押し下げ要因となっており、中小企業の景況感は、足元で弱い動きが続いている。
◇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している

ものの、技術者を始めとした深刻な人手不足に伴う人件費・外注費の増大や受注機会の損
失に加え、資材価格の高止まりの影響が続き、悪化。

【製　造　業】 半導体や産業用機械関連を中心に不振が続くほか、激化する貿易摩擦や世界経済の先行き
不透明感の広がり、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、悪化。

【卸　売　業】 全国的な気温上昇や猛暑を背景に急激に需要が伸びた飲食料品関連が全体を押し上げたほ
か、堅調な建設業の関連商品が下支えし、改善。

【小　売　業】 消費者の節約志向は根強いものの、堅調なインバウンド需要に加え、猛暑に伴う飲食料品
や衣料品、家電製品などの夏物商材の需要増の恩恵を受け、改善。

【サービス業】 深刻な人手不足による人件費の増加や受注機会の損失などの影響が幅広い業種で足かせと
なっているほか、猛暑や台風 10 号に伴い客足が減少した飲食・宿泊業が全体を押し下げ、
悪化。また、日韓情勢が一部のインバウンド需要に与える影響を懸念する声も聞かれた。

◇先行きについて
・先行き見通し DI は、▲ 22.7 と、今月より 1.7 ポイントの悪化を見込む。個人消費の拡大やインバ

ウンドを含む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、貿易摩擦の激化や世

界経済の動向、日韓情勢の行方、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。

●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） 10 月 16 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） 11 月 5日㈫
13：30 ～ 15：00

長野県司法書士会上田支部
司 法 書 士

金　　融 10 月 21 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） 11 月 5日㈫
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会
税　理　士

労　　務 11 月 5 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
（予約制）

11 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） 12 月 12 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10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

　今月から消費増税・軽減税率制度が始まりました。国ではこれに合わせ、「キャッシュレス・消費者還元事業」と「統
一QR『JPQR』普及事業」を展開しています。さらに便利に、さらに必要とされるお店となるべく、この絶好の
機会にキャッシュレス決済を導入しましょう。

■キャッシュレス・消費者還元事業
・実施期間	 令和元年 10月 1日～令和 2年 6月 30日
・事業内容	 ①期間中にキャッシュレス（クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など）で買い物をすると、

代金の最大 5%相当のポイントがお客様に還元されます。
	 ②期間中、決済手数料が最大 3.25%以下となり、さらにその 1/3 を国が補助します。
	 ③決済端末の購入費用が無料となります。
・申請方法	 ①契約したいキャッシュレス決済事業者を選択してください。
	 　公式WEBサイト（https://cashless.go.jp）から決済事業者が登録済みかご確認いただけます。

※QRコードからもアクセスできます→　　　　　　　　

	 ②選択した決済事業者に連絡し、参加登録・契約をしてください。
	 ※既にキャッシュレス決済を導入している場合、そのままだと登録店舗にならない場合があります !　

必ず決済事業者と連絡を取り、本事業への参加登録がなされているかご確認ください。

今なら間に合う !　キャッシュレスの導入をしましょう !

便利でおトクなQR決済をはじめましょう !

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 !

■統一QR「JPQR」普及事業
・実施期間（決済手数料優遇期間）　令和元年 8月 1日～令和 2年 6月 30日
・事業内容	 ①複数のQRコード決済事業者※が統一のQRコードを使用することにより、
	 　QRコードでスムーズに決済できるようになります。
	 　また、複数の決済事業者※との契約が一度で同時にできます。
	 ※ au	PAY、J-Coin	Pay、ゆうちょ Pay、メルペイ、LINE	Pay、d払い（10/1 現在）
	 ②実施期間中の決済手数料が優遇されます。（最大 1.8%）
	 ③キャッシュレス・消費者還元事業にも同時登録ができ、お客様へのポイント還元もあります。
・申請方法	 ①当所相談所窓口もしくは公式WEBサイト（https://jpqr-start.jp）から申込書をご用意ください。

※QRコードからもアクセスできます→　　　　　　

	 ②必要事項を記入いただき、提出書類と合わせて、当所相談所窓口までお持ちください。

☆申込期限が延長され、10月31日まで受付が可能です !　ご検討されている方はお急ぎください。

☆申請は令和 2年 4月 30日まで受付が可能です !
☆ポイント還元しないお店では、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 !



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

24

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 205

株式会社日誠イーティーシー
〒386-0042　上田市上塩尻941-1
TEL.0268-25-6161　FAX.0268-27-8799
E-mail: info@nissei-etc.co.jp

本社移転のご案内隠れ家から広がる世界

今までご縁のなかった方
お気軽にご相談ください。

　赤坂上駅から徒歩 2
分。交差点の一角に佇む
落ち着いた雰囲気のお店
では、美味しいお酒と素
敵な時間を楽しめます。
　様々な人と、様々な話
が出来る。人との出会い
で世界が広がります ! ぜ
ひお越しください。

　弊社は今年 5
月で創業より 40
年を迎えました。
これからの 30・
40 年に挑戦して
行く為、新たに上
塩尻の地に工場を

取得し、8月 1日に本社移転を致しました。『安心の二
文字を製品につけて』を合言葉に、より一層業務に精進
してまいります。

馬場結婚相談所
〒386-1327　上田市八木沢92-1
TEL.0268-38-7067

　ご縁を大切にお世話いたし
ます。上田市内、松本、長野、
飯田にグループがありますの
で、県内幅広くご紹介できま
す。安心してご利用いただく
ため、お電話をいただければ
ご説明に伺います。まずはご
紹介方法についてなどざっく
ばらんにお話いたします。

Bar HID（合同会社ハイド）
〒386-1102　長野県上田市上田原887−1
定休日・営業時間は左記QRコードへアクセス!→

上田日本無線株式会社
〒386-0017　上田市踏入2-10-19
TEL.0268-26-2112　FAX.0268-26-2070
http://www.ujrc.co.jp/

　おかげ様をもち
まして、創業よ
り 70 年の節目に、
正門右手に新社屋
の 107 号棟が 7
月 5 日竣工いた
しました。技術部

門、品証部門、物流の各部門が移転し、新しい拠点とし
て稼働を始めております。これからも「次世代技術をか
たちに」への取組みに邁進してまいります。

70th Anniversary since 1949
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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

VEGA�hair's�Story 上田市材木町 1-1-4���大王ビル 2F 28-5005 美容室
XEGULUS 上田市天神1-2-28��クッキービル1F 75-5129 美容室
JETEC ㈱上田研究所 上田市常磐城 2381-32 23-2335 バイク部品の販売等
亀山珈琲焙煎所 上田市中央 5-6-26 80-9274 珈琲豆の販売
市坂山荘 上田市別所温泉 2094-1 38-3819 松茸小屋
松島瓦店 上田市御嶽堂 2147-1 43-2620 瓦工事
㈱龍田通商 上田市古里 42-25 55-7569 自動車付属品販売
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。

　　　　　　うえだ鉄道まつり「Ueda Station Festival 2019」
■日　時：�2019 年 10 月 26 日㈯　10：00 ～ 15：00
■会　場：�上田駅（上田駅お城口、上田駅温泉口、上田駅南北自由通路、しなの鉄道・上田電鉄・JR 駅構内）
■内　容：
【温泉口エレベーター前】Nゲージ走行・展示、シミュレーター体験
【温泉口駅前広場】缶バッチの製作体験　【南北自由通路】幼稚園児のぬり絵展示
【各社指定場所】3駅探検隊（新幹線通過見学、自動券売機の裏側見学、案内放送体験、駅制御盤見学）
【新幹線改札内・しなの鉄道 2番線ホーム・上田電鉄入り口】エキナカミニコンサート
【お城口駅前広場】3社制服記念撮影、おもてなし武将隊による演舞
【温泉口エレベーター横】軌陸車、レールスター展示
【しなの鉄道コンコース】オリジナル掛紙付駅弁の販売
【各社きっぷ売り場】3駅記念入場券（硬券）の販売

◦詳細は、JR 東日本長野支社ホームページ� https://www.jreast.co.jp/nagano/
　　　　　しなの鉄道㈱ホームページ� https://www.shinanorailway.co.jp/
　　　　　上田電鉄㈱ホームページ� https://www.uedadentetsu.com/　　をご覧ください。

information

第 23 回 うえだ城下町映画祭
　上田ロケ作品をはじめとする日本映画の上映、映画関係者のゲストトー
クや自主制作映画コンテストを開催します。

■開催日時：�令和元年 11月 16 日㈯・17 日㈰
■会　　場：�上田文化会館、犀の角、上田映劇
■料　　金：�1 日券／一般 2,000 円（前売 1,700 円）、高校生以下 800 円
� 2 日券／一律 3,300 円（前売 3,000 円）
� 1 回券／一律 800 円
■内　　容：�●日本映画上映
� 　１日目：「未来のミライ」、「まく子」、「サクらんぼの恋」
� 　２日目：「万引き家族」、「翔んで埼玉」他
� ●自主制作映画コンテスト
� ●映画関係者によるゲストトーク　ほか
■主　　催：�うえだ城下町映画祭実行委員会
■お問合せ：�上田市交流文化スポーツ課　TEL.0268-75-2005

■日　時：�令和元年 11月 3日㈰
	 午前 9時～午後 3時 30 分
■会　場：�上田市伊勢山地区砥石米山城

山ろくお祭り広場
■イベント内容：
砥石米山城に伝わる「白米伝説」の
再現、「村上軍・武田軍・真田三代・
真田十勇士の武者演技」、信州真田
六文銭太鼓、上田市立第五中学校吹
奏楽部、神科小学校管楽器クラブ、
農産物直売　など
■問い合わせ：
　砥石・米山城まつり実行委員会
　事務局（石合�裕太）
　TEL.0268-23-3482��FAX.0268-55-3561

第 36 回 砥石・米山城まつり

会員の皆様の交通事故による経済的負担をサポート

上田商工会議所の自動車事故費用共済 共済掛金
（月払）

軽自動車 800円／ 1台
普 通 車 1,250円／ 1台

（取扱代理所）上田商工会議所　　　　（取扱組合）長野県火災共済協同組合
運転中に車をぶつけてしまった。
保険を使うほどの損害でもないし…そんな時 !




