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年頭所感

上田商工会議所
会頭　栁　澤　憲一郎

　皆様には、健やかに新春を迎えられ
たこととお慶び申し上げます。
　わが国経済は緩やかな回復基調が続
いているとされておりますが、消費税
率引き上げ、海外の政治経済の変化や
金融資本市場の影響など、十分な留意
が必要な状況が依然として続いており
ます。これに加えて、台風など自然災
害が相次いだことにより広範囲にわた
り甚大な被害が発生し地域経済活動に
も大きな影響がみられ、自然災害に対
する安全の確保が求められています。
　このような中、政府は、経済再生と
財政健全化の双方を同時実現していく
ため「安心と成長の未来を拓く総合経
済対策」を柱とし、地域や中小・小規
模事業者も含めた経済の好循環のさら
なる拡大を図っていく方針を示してお
ります。
　上田商工会議所は、昨年 11 月 1 日
より第 49 期の新体制を整えました。
折しも、商工会議所の創始者である
渋沢栄一翁が、NHK 大河ドラマの主
人公や、新 1 万円札の顔となること
が決定いたしました。渋沢栄一は青年
期に藍玉の行商で上田を訪れており、
また、晩年大正 6 年に上田で講演会
を行っており、『温故而知新』の揮毫
が残されています。当所は、百年以上
前から今日まで、渋沢翁の理念と精神
を大切にし、時代に沿った事業を展開
してまいりました。創立 120 周年を
機に策定した「地域活力」発展元年宣
言を基に、「温故知新」を現代のテー
マとして掲げ自律的な地域発展をめざ
し、地域創生に向けた活動を積極的に
推進してまいります。
　主な取り組みとして、経営者の高齢

化等の課題を抱える中小企業の世代
交代・再活性化が急務となっている
中、創業・事業承継支援を重点施策と
位置付け、上田・小諸・佐久商工会議
所による広域連携事業「東信ビジネス
リレーセンター」の機能をさらに高め、
一体的に支援促進してまいります。
　また、市内企業が連携し受発注や販
路拡大に取り組む「上田ドリームワー
クス」の活動を推進し、上田市の基幹
産業である「ものづくり」産業の安定
成長を図り、当地域の「優れた技術
力」「上田ブランド」を広くアピール
し、東信州広域連携による次世代産業
の振興につなげてまいります。併せて
若者に地元企業を紹介する活動にも注
力し、安心して働ける場を提供するこ
とで「若い人が住みたくなるまちづく
り」も進めてまいります。
　本年は、東京オリンピック・パラリ
ンピック開催年です。上田市は昨年、
ラグビーイタリア代表を受け入れた実
績があり、スポーツ・アスリートの合
宿地として海外からも高い評価をいた
だいており、首都圏からの誘客の取組
みと併せて、上田の優位性を大いにア
ピールし、観光振興も一層推進してま
いります。また、本年はベートーヴェン
生誕 250 年にあたり、文化・芸術の
イベントも多く企画されております。
　上田商工会議所は、地域総合経済団
体として多様なテーマに全力で取り組
んでまいりますので、皆様のご理解と
ご協力を賜りますよう心からお願い申
し上げます。結びに皆様のご繁栄とご
健勝をご祈念申し上げまして、年頭の
ごあいさつといたします。
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　明けましておめでとうございます。
　2020 年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
　私は、昨年 11 月の臨時会員総会において、各地商工
会議所の皆様のご推挙を得て日本商工会議所会頭に再任
され、日商会頭として 3 期目の新年を迎えることとな
りました。各地の皆様におかれましても新体制の下、清々
しく新年をお迎えになられたことと存じます。
　さて、昨年は国内外ともに実に多くの動きがありました。
　わが国では 30 年ぶりの御代替わりを経て「令和」時
代の幕が開き、大変な盛り上がりを見せたラグビーワー
ルドカップ、5 年ぶりの消費税率引き上げ等、重要な出
来事が相次ぎました。一方で、台風等の自然災害による
被害も広範囲かつ甚大なものとなり、いまだ影響の残る
被災地の皆様には、改めて心からお見舞いを申しあげた
いと思います。
　世界では、長期化する米中対立、不安定な中東情勢、
ブレグジット問題、香港問題、日韓関係の悪化等、数々
の混乱が生じ、その出口を模索し続けた1年でありました。
　わが国の経済情勢に目を転じれば、個人消費にはいま
だ力強さを欠くものの、米中摩擦等の影響もこれまでの
ところ限定的であり、民間投資は引き続き底堅く、日本
経済は潜在成長率並みの 1% 程度の緩やかな拡大を続け
ています。本年は、いよいよ東京オリンピック・パラリ
ンピックが開催されますが、東京および全国各地の魅力
とともに、東日本大震災等から復興した日本の姿を、全
世界にアピールできる絶好の機会であり、ぜひともこの
ビッグイベントによる効果を全国津々浦々に波及させ、
日本全体が元気になれる 1 年になることを切に願って
おります。
　一方、わが国経済は多くの課題も抱えております。人
口減少や高齢化等の日本社会の構造変化を背景に、年々
深刻化する人手不足、経営者の高齢化等による廃業の増
加、地方の疲弊等が、日本経済のさらなる成長の足かせ
になっております。これら日本の抱える構造的課題は、
立場の弱い中小企業の経営課題として最も早く顕在化し
てきており、大企業との利益率格差は年々拡大し、また
賃金も毎年上昇する中で、労働分配率は大企業の 40%
台に対し、中小企業では 70% 台に達しています。従って、

日本商工会議所
会頭　三　村　明　夫

生産性の向上や取引価格の適正化等を通じた付加価値の
向上なくして、中小企業はこれからの時代を生き抜くこ
とはできません。
　こうした危機感の下、私は昨年 11 月、会頭再任時の
所信において「中小企業の強化を通じて日本の成長する
力を育てる」「地域の活性化」を活動の二本柱とする今
期の取り組みを表明いたしました。
　中小企業はわが国経済の基盤であります。日本全体の
雇用の約 7 割、付加価値の約 5 割を生み出している中
小企業の強化なくして、わが国の持続的な経済成長はあ
り得ません。所信では、①ひっ迫する人手不足とデジタ
ル社会の到来にあって、いまだ「発火点」に達していな
い中小企業への「IT 導入」と「デジタル技術の実装化」
を急ぎ、生産性向上と付加価値向上を同時に実現するこ
と、②来る「大事業承継時代」を変革と創造の好機と捉え、

「事業承継の加速化」で価値ある事業と技術を次世代へ
承継し、「起業・創業の活性化」でビジネス全体の新陳
代謝を促すこと、③取引価格の適正化とともに、中小企
業の生産性向上を大企業が積極的に支援する「大企業と
中小企業の新しい共存共栄関係の構築」により、サプラ
イチェーン全体をより強固なものにしていくこと、をわ
が国経済全体の発展・強化のための最重要の取り組みと
して掲げています。
　また、「地域の活性化」では、各地域がその魅力を活か
し、他地域とも連携して所得向上に取り組まねばなりま
せん。地域横断での広域連携を軸とした「観光振興」と

「農商工連携」をさらに推し進め、地域の独自資源を最大
限に活用して、インバウンドも含めた域外需要を取り込
んでいく必要があります。また、観光振興や地方創生の
取り組みを支え、これを加速化するストック効果の高い
社会資本整備や、近年頻発する大規模自然災害に耐え得
る国土強靭化についても、引き続き政府に対して積極的
な働き掛けを行ってまいります。都市と地方が共に輝き、
日本経済の持続的成長をさらに後押しできるよう、本年
も皆様と共に全力を尽くして取り組む所存であります。
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行政書士こうだ事務所
所　長

向田　隆夫

干支さんに聞きました

塩田運輸有限会社
代表取締役

岡田　宝正

田沢倉庫株式会社
代表取締役

小嶋　修一

有限会社桜井産業
取締役会長

櫻井　政信

　新年あけましておめでとうございます。昨年
は台風 19 号の影響により、上田市内でも洪水
により甚大な災害が起こりました。被災されま
した方々に心よりお見舞いを申し上げます。
　百年に一度の豪雨とも言われ、地球温暖化の
進行により、今後も大型台風が頻繁に発生する
事が想定されます。上田市もこれからは防災設
備、防災管理を強固にし、災害に敗けない都市
づくり・市民の協力体制が必要と思われます。
　地域住民みんなで協力し、自分の住んでいる
郷土を守り続けていきたいものです。今年は鼠
年です。素早い判断で素早く行動を起こしてい
きたいと思います。
　仕事もその先々を読みとり運営して行きたい
ものです。また今年はオリンピックの年でもあ
りますが、無事成功すればよいと願っています。
会員の皆様にとりまして良い年である事をご祈
念申し上げます。

　明けましておめでとうございます。
　今年は2回目の東京オリンピックイヤー、世
界が一つになるスポーツ（平和）の祭典の子年。
思えば1964年当時は高1、陸上班で只ひたすら
先輩の後を走り続けたあれから半世紀以上。6回
目の子年を迎えたが気持ちは未だ3回目。家庭
ではお爺ちゃんでも仕事場ではお兄さん（?）の
つもり。誰もが健康で長生きを願っているもの。
「健康は全ての基」と2回目の子年頃恩師からの
お言葉。今また原点に遡って考えねばなるまい。
　ネズミは真面目で倹約家、火事の前にはネズ
ミが居なくなる危機察知能力にたけ、豊かな想像
力・判断力・観察力に恵まれ思いやりのある子年
の皆様。また夜行性でもある。このフレーズが極
似しているかも。健康だからの所以である。
　本年も会員皆さまがご健康で益々ご活躍され
ますよう心からご祈念申し上げます。

　明けましておめでとうございます。
　昨年は台風 19号による河川の氾濫被害を始
め何かと災害の多い年でもありました。復旧が
確実に進むよう願っております。
　私事ですが 12年前の 10月に議員になりま
したが、すぐに来年の年男だから年頭にあたっ
ての原稿をとお願いされ面食らったことを思い
だします。
　私共の会社は不動産管理業を生業としており
ます。あまり積極的に動くスタンスではありま
せんが、でも借りてくださっている相手にはで
きるだけ協力する姿勢で接しております。
　私自身古希を過ぎて、体も年相応になってき
ておりますが、人の話しによく耳を傾け、方向
を間違えないように心がけるつもりです。
　御指導御鞭撻の程宜しくお願いいたします。

　新年あけましておめでとうございます。私は
1948年のベビーブーム時代に生まれ、当時は、
やっと社会が落ちつきを取り戻してきましたが、
食生活は大変な状況にあったと聞いております。
学校給食は常に脱脂粉乳が出され喉を潤すカル
シウム元であったと記憶しており、我々の今が
有ると痛感しております。仕事一筋に過してき
た人生であり、定年そして古稀となった今、ゆ
とりの時間を大切に、趣味を生かしていきたい
と思います。
　数年前に、皆様のご指導とご協力により、事
業継承を済ませる事が、出来ました事を有り難
く思っております。
　これからの時代我々には計り知れない変化の
中、元気な体と知恵を供えて行きたいと思って
おります。会員の皆様のご健康と益々のご繁栄
を祈念申し上げます。
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窪田建設株式会社
代表取締役社長

窪田　秀徳

学校法人成田会
理事長

成田　守夫

株式会社長遊園
代表取締役

山嵜　信幸

株式会社システムプラン
代表取締役社長

原　　勝敏

　新年おめでとうございます。先頃、長野医療
衛生専門学校、言語聴覚士学科校舎で「元気な
老後のための市民公開講座」が開催され 6回
目の干支を迎えた私にとって考えさせられる言
葉がありました。
　オーラルフレイルとは、口に関する些細な衰
えから始まり、口の機能の低下、食べる機能の
障害、心身の機能低下にまでつながる負の連鎖
に警鐘を鳴らす概念です。
　この事を念頭に 2020 年東京オリンピック、
パラリンピックを観戦したいと思います。
　「日日是好日」そして「ありのままの時間」
を肯定しつつ、今後、唇、舌の筋力訓練で健康
な口や心身を保てるように努めて参ります。本
年もよろしくお願い致します。

　昨年、歴史的な天皇陛下生前退位により「令
和元年」を迎えました。また、消費税増税10%
となり、軽減税率等で企業も消費者も揺れ動く
年となりました。そして本年、2020年は平和
の祭典「東京オリンピック」をご当地でありま
す我が国日本の東京を中心に開催されます。昨
年とは違い、日本全体の動きがオリンピック一
色となり元気漲る意義深い年となるでしょう。
本当に興味深い年です。
　さて、本年は十二支のスタート「子年」です。
過去の様々な事柄に左右されず、最初の干支で
あることを自覚し、オリンピック開催の元気を
戴きながら良いスタートが切れますよう精進し
てまいりたいと思います。どうぞお力添えを賜
りますよう心よりお願い申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
　前回の子年にも寄稿いたしました。あれから
あっという間に 12年が経過しうれしい事、悲
しい事、残念な事いろいろな事がありました。
私にとって生きづらい世の中ではあったけれど
なんとか乗り切って、今があるのかなと思って
います。その間に 70才を過ぎ、記憶力も落ち、
忘れる事も多くなり体の衰えを実感している昨
今ではありますが、健康で元気に生活出来るこ
とを有難く思っています。諸事情からこの年に
なっても社業から離れられない事が、気力とな
り、生活の張りにもなり元気でいられる証のよ
うな気がします。これからも生涯現役を旗印に
シルバーパワーで、元気で 1日 1日を精一杯
生きてゆけたらと思っています。会員の皆様に
とって今年 1年すばらしい子年になりますよ
う御祈念申し上げます。

　令和の新年おめでとうございます。
　私は昨年御即位された天皇陛下と同じ日に
生まれ、令和の新しい時代と新しい年を迎え
る上で特別な 1年になることを期待していま
す。昨今、AI・IoT が社会の変革の大きなカギ
となり私どものビジネスにも今後その要素は一
層強く関係することになるでしょう。そして何
といっても東京オリンピックの年で、日本のス
ポーツへの関わりが更に変化するでしょう。私
も会場で生の戦いを見られる機会を大切にし、
ビジネスでもスポーツをもっともっと支援して
いく事を進める年にしたいです。
　昨年の台風被害の影響を、自身の意欲で吹き
飛ばすつもりで進んでいきたいと思います。
　本年もよろしくお願いいたします。
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本年も宜しくお願いします。

上田商工会議所議員一同、
本年も地域発展のため様々な事業に取り組んでまいります。
会員の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

会 頭 栁澤憲一郎 上田ガス㈱
副 会 頭 宮下　勝久 ㈱宮下組

堀内　健一 ㈱三葉製作所
笠原　章嗣 笠原工業㈱

専務理事 金子　義幸
常 議 員 葦澤久佐男 上田日本無線㈱

石原　光章 アート金属工業㈱
岡田　宝正 塩田運輸㈲
北嶋　忠治 ㈱日本ビルシステムズ
桑原　茂実 上田冷蔵㈱
小池　文彦 上田信用金庫
小嶋　修一 田沢倉庫㈱
児玉　展全 山洋電気㈱上田事業所
近藤　秀樹 ㈱花のマリモ
佐藤　信司 ㈱八十二銀行上田支店
城下　　徹 城下工業㈱
武井　　喬 エプソンアヴァシス㈱
竹内　敬吾 ㈱長野精工
武重　昌樹 ㈱武重商会
龍野　裕樹 ㈱タツノ
手塚　克巳 ㈱ニッケン
中村　邦彦 ㈱長野銀行上田支店
南波　幸信 ヴィオニア日信ブレーキシステムジャパン㈱
新村　雄一 ㈱新村
細谷　和俊 日置電機㈱
堀　　健二 長野県連合青果㈱
増川　明倫 ㈱イトーヨーカ堂アリオ上田店
増澤　延男 ㈱みすず綜合コンサルタント
増島　良介 オルガン針㈱
水野　泰雄 ㈲デザインルーム エム
宮沢　俊行 ㈱シーティーエス
宮島　武宏 ミヤジマ技研㈱
母袋　卓郎 ㈱上田ケーブルビジョン
山本　　修 上田交通㈱
依田　恵夫 長野計器㈱

監 事 小山　秀喜 税理士法人小山会計
肥田野秀知 ㈱ひだの
宮坂　正晴 信州ハム㈱

議 員 荒川　義富 ㈲大正館えんぎや
有賀　健一 ㈱有賀技建
飯島新一郎 ㈱飯島商店
飯島　康典 ㈲飯島イイジマ薬局
石森　義久 石森㈱
井出　道英 ㈱東信ジャーナル社
上原　昭彦 ㈱進和製作所
大厩　朋幸 中部電力㈱電力ネットワークカンパニー上田営業所

議 員 小笠原裕夫 ㈱小西屋
金子　幸裕 ㈱日広
萱津　祐也 長野県信用組合上田支店
川上　千春 アクサ生命保険㈱上田営業所
北澤登与吉 東京特殊電線㈱
久保美奈子 ㈱上田温泉ホテル祥園
窪田　秀徳 窪田建設㈱
倉島　　博 別所温泉観光協会
向田　隆夫 行政書士こうだ事務所
小林　泰志 ㈲小林精工
酒井　恒彰 イオンリテール㈱イオン上田店
櫻井　政信 ㈲桜井産業
清水　金二 ㈱やおふく
清水　久夫 マリモ電子工業㈱
武田　幸一 武田味噌醸造㈱
田中　克明 ㈱城南アクト
中澤　栄二 ㈱エービーシー一級建築士事務所
成田　守夫 ㈻成田会
西澤　尚夫 ㈱マザーツール
西田　拓生 西田技研工業㈱
野澤　嘉弘 日軽松尾㈱
林　　正道 ㈱林工務店
原　　勝敏 ㈱システムプラン
夫馬　博行 ㈱レクスト・アイ
干場　雅志 ㈱ホシバ
町田　和幸 ㈲玉井フルーツ店
松永　勝大 ㈱信州さがみ典礼
丸山　良治 ㈱丸山商店
宮澤　広一 ㈱川西
宮下　勇二 ㈱上田建装社
宮島　聖二 ㈱宮嘉組
宮原　政廣 大廣建設㈱
矢島　康夫 東信醸造㈱
柳澤雄次郎 柳屋建設㈱
柳島　隆二 海野町商店街振興組合
山崎　隆延 社労士法人 コーチジャパン
山嵜　信幸 ㈱長遊園
山邉　正重 ㈱三協産業
山本　博史 ㈱ JTB　長野支店
湯田　勝己 ㈱ユダ
横沢　泰男 横澤化学㈱
吉澤　哲夫 ㈲しなの木温泉
米津　仁志 ささや㈱
若林　順平 ㈱デンセン
和田　澄夫 和田龍酒造㈱
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～新体制を整え、市長と意見交換～
上田市理事者と正副会頭懇談会を開催

　当所が第 49 期の正副会頭・新体制を整えたことを受け、土屋上田
市長・井上副市長はじめ商工観光部・政策企画部など理事者との懇談
会が 12 月 9 日㈪開催されました。上田市と当所は、日々情報のやり
取りをしながら、事業を展開しているため、喫緊の具体的課題につい
て、意見交換を行いました。
　第 1 の課題として、台風 19 号に関する上田地域の被害状況を確認
し、災害復興・中小企業グループ補助金や小規模事業者持続化補助金
の活用方法、上田電鉄別所線橋梁復旧に向けた計画の方向性について
意見交換を行いました。また、高規格道路「上信自動車道」の群馬県
側の整備が進んでいることから、長野県側・上田市・東御市としての

対応や国・県への要望活動について課題を確認しました。
　2020 年は、東京オリンピック・パラリンピックを控えており、夏季のお祭りやイベントの開催時期なども考慮
が必要となっています。各地で開催されるイベントスケジュールを総体的に把握し、上田地域全体として広域観光
や地域の活性化につながるよう準備していくことが確認されました。

上田市と上田商工会議所
ならびに上田信用金庫が
連携協定を締結

　当所は上田市ならびに上田信用金庫との「地方
創生に向けた連携に関する協定」を締結すること
となり、上田商工会議所栁澤会頭、上田市土屋市
長、上田信用金庫小池理事長による協定調印式を
上田市役所において 12 月 13 日に執り行いました。
　本協定はそれぞれが保有する人的資源・知的資
源等を活用し地域産業力強化や魅力あるまちづく
り等の地方創生に取り組むことによって地域経済
の活性化と雇用の安定を図ることを目的としたも
のです。これまでも三者合同で事業所を訪問し経
営相談を行うなどの活動をしてまいりましたが、
今後さらに連携を強化し、創業、事業承継、販路
拡大、経営力向上といった様々な支援を推進する
ことで、事業者の課題解決、地域の活性化などに
繋げてまいります。

第 49 期顧問・参与等承認
常議員会・臨時議員総会を開催

　12 月 16 日㈪常議員会並びに臨時議員総会が開催され、第
49 期顧問及び参与の委嘱、総務委員の委嘱など 3 議案が上程
され、承認されました。
　会議では、第 49 期の顧問 4 名と参与 13 名が承認されました。
顧問については、学識経験者や本商工会議所に功労のあった方
を基準として選任し、参与については関係する機関の長、大学
関係者、前期の副会頭から選任しています。また、総務委員に
は各部会の部会長のほか 2 名を選任しました。報告事項では、
台風 19 号に係る被災中小企業者等向け支援や外国人材受入れ
に関するアンケート調査報告書などが報告されました。
　会議に引き続き、日本商工会議所産業政策第二部　羽柴秀
俊 氏を講師に迎え、議員研修会を開催しました。「最近の外国
人労働政策について」をテーマに人手不足の状況や外国人材受
入れの現状、外国人材の受入れ政策に関する商工会議所の要望、

「特定技能」の概要などについて説明がありました。
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五つのホールdeめちゃ便利
（miteca）

県内初! 振袖を切らずに着付けのみでドレスに変身
ザ・オリエンタル和装R

記念品やインテリアとしても最適
ハイクオリティーマグカップ

安心安全　100%地産地消の真田印!
うえだコロッケ

ビッグミニ企画
〒 386-0016 長野県上田市国分 577-4
☎ 0268-23-0032　FAX：0268-23-0032
E-mail:miteca@email.plala.or.jp

㈱紅屋堂
〒 386-0025　上田市天神 3-23-8
☎ 0268-75-0340　FAX：0268-75-0429
E-mail: info@beniyado.com

アイ写真工房
〒 386-0022 上田市緑が丘 1-6-22
☎ 0268-23-5820　FAX：0268-23-5820
E-mail: aikoubou@ueda.ne.jp

〒 386-1106　上田市小泉 2575-2
☎ 0268-75-0587　FAX：0268-75-0586

公式 WEB
サイトはこちらを

Check　→

【製品サービス内容】
　旅行先の脱衣所で脱いだ物を間違えられた経
験や、旅館のタオル取り違え、部屋を間違えて
開けてしまった事など有り、自分のモノだと簡
単にアピールできる物が有ればと思い開発しま
した。
★イチオシ★
・カード型にしたので携帯性に優れ、繰り返し使

用できるのでエコです。
・五つのホールを装備し、多機能化をはかりました。
・だれでも、どこでも、いつでも使用可能です。
・シール・イラスト・印刷などをする事により

オリジナルカードにもなります。
・意匠登録・商標登録済
★今後の展開★
・主に旅行関係 ( 旅行者・旅館などの宿泊施設のノ

ベルティ・売店での委託販売をしていきたい。
・旅行以外にも日常使用できるので日用雑貨（便

利用品）としても販売していきたい。
・カードに企業 PR シール、取説にも企業 PR

を掲載し宣伝効果を強化し、企業などの販促品として活用できればと
思います。

■希望小売価格　１個 150円（税込）

　「振袖をドレスに着付ける」ザ・オリエンタル和
装Ⓡを県内で初めて、ご提供します。
　創始者からの修行のもと、正規代理店と認めら
れた者のみが許されるこの着付けは、振袖を裁断・
縫製をせずに、着付け技術のみでドレスを着付け
ます。
★イチオシ★
・振袖を裁断・縫製をせずに、ドレスとして着付

けることで、大切な振袖を傷つけません。
　着付けを解けば、振袖として着ていただけます。
・振袖の美しい和柄や模様を活かした、華やかな

ドレスにすることができます。
・わずか 10 分ほどで着付けることが
 できます。
　ご結婚式のお色直しや、成人式の記

念写真、コンサートの衣装としても
おすすめです。

・創始者の認定による正規代理店は
 長野県内で当店のみです。
 （令和元年 11 月現在）
■着付け料金　￥66,000（税込）
	 ヘアメイクセット　￥99,000（税込）
※出張の場合は別途交通費・出張費を頂戴いたします。

【製品サービス内容】
・記念の写真やお子さん、お孫さん、

絵画、版画等をマグカップに転写で
きます。

・従来の転写マグカップと違い、写真
のクオリティーもよく、絵画などの
質感や色も忠実に再現します。

・特殊インクと熱転写により、耐光性
と傷などにも強い製品となっていま
す。

　飲むカップとして、又は花立てペン
立て等インテリアの一部として楽し
める商品です。

・大切な方への贈り物にも喜ばれる商
品になると思います。

★イチオシ★
・色再現に優れているので絵画等の記念品としても喜ばれます。
・一個から作成出来るので色々な種類の製品がリーズナブルな価格で作

成出来ます。
・傷や熱、耐光性に優れているのでお手入れも楽で日常のアイテムとし

ても最適です。
■価格　1個 1,500 円（税込）、2個以上～ 1個 1,300 円（税込）

　上田地産地消推進会議の農産物直
売所部会で開発した「うえだコロッ
ケ」です。
　直売所会員が作った上田産のジャ
ガイモや米粉、信州ハム㈱によるハ
ムを使い、長野県内の工場で加工・
製造し、地元直売所で一部販売して
います。
　農業（素材）・工業（製造）・商業（販
売）に渡り、地元 100% の安全安心
のコロッケです。
★イチオシ	★
・直売所会員が作った素材・県内で

の製造・市内直売所での販売に渡
り、100% 地産地消のコロッケです。

・作り手の顔が見える安全安心の食
材を使用し、子どもから大人まで
召し上がれます。

・学校給食や観光客への普及も進め、食育や市の魅力 PR、6 次
産業の推進を図ります。
■希望小売価格	150 円前後（税込）

第17回　新商品・新サービス合同プレス発表会開催
　12 月 4 日㈬、会員企業のための新商品・新サービス等合同プレ
ス発表会を当所にて開催しました。今回は、新商品・新サービスを
考案・開発した下記 4 社が報道機関を前にプレゼンテーションを行
いました。プレゼンテーションの後、報道機関の皆様に取材を受け、
商品 PR を積極的に行いました。
　当所では、会員企業の商品開発、販路拡大に向けて今後も発表会
参加企業の募集を行いますので積極的にご応募いただき企業経営・
販路拡大にお役立て下さい。

直売所での販売風景
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「管内の景況感は緩やかな回復基調にあるものの足踏み状況
先行きについては慎重な見方も続く　8月～10月の業況調査」

上田市経営実態調査実施（1 年 11 月～ 12 月）
　上田商工会議所では上田市ならびに市内商工団体と共同で最近の上田地域の経済状況について、市内 200 事業
所を対象にアンケート調査を実施しました。速報値（ダイジェスト版）を掲載しますのでご参考にご覧ください。

（※完全版は 1 月中旬に上田市役所ホームページにて公開予定）

〈売上動向の推移と消費税増税影響について〉
　昨年 8 月から 10 月までの売上高は、前年同期に比べ「横這い」の企業が 34% と最も多くなっています。半年
前の前回調査と比較すると「減少」の割合が増加しているものの、域内の景気はほぼ横ばいに推移している傾向が
みられます。
　半年後の業績については、先行きの見通しはやや悪くなると予想している企業の割合が高くなっています。深刻
な人手不足の影響拡大や消費者の節約志向、運送費・原材料の上昇などを懸念する声も多く聞かれ、先行きについ
ては慎重な見方が続いています。
　消費増税の影響については「特に影響を感じていない」が半数以上を占めていますが、「増税による消費落ち込
みで売上が減少した」とする企業が 12% であるのに対して「各種施策により売上が向上した」とする企業も 14%
と高い数値を示しています。
　消費増税への対応策について最も多いのは「何もしていない」が 31% ですが生産性向上・高付加価値化・キャッ
シュレス決済導入など何らかの対応策を施している企業の割合も高くなっています。

ほとんど変化なし
34%

■売上高等の動向

■今後の見通し予想（半年後）

■消費増税の影響について

■消費増税への対応

（昨年同時期（8～10月）比較）
減少（10％未満）

18%

減少（10～29％）
16%

減少（30～49％）
7%

減少（50％以上）
0%増加（10％未満）

15%増加（10～29％）
7%

増加（30～49％）
3%

増加（50％以上）
0%

駆け込み需要と
反動による売上減少

9%
増税による消費の
落ち込みで売上減少

12%

増税分の事実上の
値引により収益悪化

6%

高額商品の
買い控えによる
売上／利益減少

2%

各種施策により
売り上げが向上

14%

特に影響を
感じていない

55%

その他
2%

やや良くなる
12%

横ばい
50%

やや悪くなる
16%

悪くなる
10%

分からない
10%

良くなる
2%

コスト削減
13%

生産性向上
17%

製品・サービスの
高付加価値化

16%
新規販路開拓

10%

キャッシュレス
決済の新規導入

12%

その他
1%

何もしていない
31%
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●日時：12月２日㈪午後４時30分
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 上田市中小企業振興条例（案）について
⑵	 信州上田大花火大会開催について
⑶	 外国人材受入れに関するアンケート調査報告
⑷	 第 35回なんでも無料相談日実績報告

正副会頭会議　報告　（第3回） 正副会頭会議　報告　（第4回）
●日時：12月16日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 秋の共済キャンペーン実績報告
⑵	 新春賀詞交換会開催内容確認
⑶	「上田電鉄別所線」早期復旧を願う署名について

上田市内 3 商工団体連携事業

“事業承継・M&A新時代・
会社を買う・売る”がもっと身近に
～㈱ TRANBI（トランビ）セミナー開催～

　12 月 5 日㈭市内 3
商工団体（当所・上
田市商工会・真田町
商工会）は、経営者
の高齢化による喫緊
の課題である事業承
継・M&A にポイント
を絞り「事業承継セ
ミナー」を開催しまし

た。講師に、株式会社 TRANBI（トランビ）の高橋聡氏を迎え、
日本初の Web による M&A マッチングサイトを立ち上げ、累
計 18,000 件以上の成約実績を基に、事例から学ぶ第三者承
継・M&A の成功と失敗を、わかり易く解説していただきました。
第三者承継・M&A における、“ 本当の ” 成功とは、マッ
チング成約に至ったことではなく、企業の雰囲気を変え
ることなく、取引先も守り、従業員も退職させることな
く労働環境を守り持続させていくことが重要であること
など説明がありました。身近な事業承継・M&A のヒン
トにつながるセミナーとなりました。 （参加者 39 名）

展示会出展の基本
自慢の商品を売り込むために必要なこと!

商談力向上セミナー開催
　12 月 25 日㈬市内
3 商工団体は、営業
力・販売力強化のた
めにバイヤーへの商
談に有効な「商談力
向上セミナー」を開
催しました。グロー
カルマーケティング
㈱代表の今井進太郎

氏を講師に迎え、マーケティングの 4 つのステップを
用いた商談・展示会を基に、ブースづくりの事例紹介を、
わかり易く解説していただきました。
　展示会や商談会などの場で成約を高めるためには、自
社の現状と商談相手について理解を深め、バイヤーから
求められる商品とバイヤーへの効果的な商談方法を把握
しておくことが、より重要とし、それぞれ詳しい説明が
ありました。今後の展示会出展の成功ヒントにつながる
セミナーとなりました。 （参加者 30 名）

拡大相談窓口「なんでも無料相談日」  同時開催　台風 19 号相談会
　12 月 2 日㈪に開催した「なんでも無料相談日」では、
95 名 122 件の相談がありました。
　弁護士・税理士・司法書士をはじめ、16 分野 26 ブー
スを設営。相談者の悩みを聞き、解決の糸口へ繋げるこ
とができました。
　当所窓口では、台風 19 号相談のほか事業承継・創業・
販路開拓など経営全般の相談に対応しました。
　当所窓口相談は ” 常時 ” 受け付けておりますので、ご
利用ください。

専門家による相談会
　ワンストップ相談（2月 5日開催　付録参照）
　定例相談（毎月開催　24ページ参照）

弁護士
24%

税理士
11%

司法書士
11%

行政書士
6%

宅地建物
取引士

5%
弁理士

4%

社会保険
労務士

4%

土地家屋
調査士

3%

公認会計士
2%

不動産鑑定士
2%

中小企業
診断士

2%
金融
6%

上田商工会議所
20%

相談分野
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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

ヘアサロン 　Mieno（ミーノ） 上田市岩下 61-35
Tel.080-2355-6012

洒落た外観のヘアサロン。店内は、白壁に緑色のアクセントがあり、北欧風で、ゆったりと
したくつろぎの空間が広がる。「長く安心して通い続けられる場所でありたい」「一人一人と
の時間を大切にしたい」との思いが詰まる。1席のみのプライベート空間で、東京で経験を
積んだ女性オーナースタイリストが、マンツーマンで対応する。顧客の年齢層は幅広く、オー
ガニックブランドを使用したヘッドスパが好評。髪や頭皮の悩みに向き合う。リラックスで
きる時間を提供する隠れ家的サロン。駐車スペース2台。
【営業時間】9：00～17：00　【定休日】月曜・日曜日

整骨 　MOMO整骨院 上田市常盤城2-4-30  矢ケ崎ハイツ
Tel.0268-23-0839

上田地域高等職業訓練センターの隣にオープン。手技によって自然治癒力を導き出し、健
康を回復するオステオパシー治療や肩甲骨はがし、骨盤矯正、頭蓋矯正など、一人ひとりの
患者に合わせた施術メニューを用意。首・肩・腰・膝の関節痛、日常生活動作での辛さ等
の悩みを解消する。ベット数は4台で、ひとつずつ区切られたプライベート空間で、リラッ
クスできる。保険診療と自費診療がある。低周波治療器、水圧ベッドを完備。駐車場6台。
【営業時間】9：00～12：00／14：00～20：00　【定休日】日曜・祝日

外国人材雇用は23.0%
受入れの背景は「人手不足」が80.6%でトップ

外国人材受入に関するアンケート調査　実施
　全国的に少子化が進展し労働人口の減少が課題となる
中で、企業において多様な人材活用が人手不足等への対
応の一つとして挙げられています。このような状況を踏
まえ、当所法務・金融部会（佐藤信司部会長）は、地域
の外国人材受入れの実態を把握し、今後の指針とするた
めアンケート調査を実施しました。調査結果を抜粋して
掲載します。

■調査機関 令和元年 9 月 10 日～ 9 月 30 日
■調査対象 従業員 5 名以上で製造業、建設業、卸・小

売業、宿泊業、飲食業、交通運輸サービス
業、生活関連サービス業、医療・介護サー
ビス業を営む当所会員事業所　802 社

■回収状況 回収事業所 305 社　回収率 38.0%

①雇用している

70

23.0%

②雇用していない

234

76.7%

無回答

1

0.3%

①必要

30

9.8%

②どちらかと

いえば必要

65

21.3%

③どちらかといえば必要ない

114

37.4%

④必要ない

87

28.5%

無回答

9

3.0%

１．現在の外国人雇用の有無
　現在の外国人材雇用
の状況では、70 事業所

（23.0%）が雇用している。

２．外国人材受入れの背景等について

　「人手不足への対応」が全体で
80.6% であった。

３．今後の外国人材受入れについて
　「どちらかといえ
ば必要ない」「必要
ない」と回答した企
業が 65.9% であった。

8.1%

6.5%

8.1%

8.1%

14.5%

24.2%

80.6%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

⑥その他

⑤外国人の顧客への対応

④海外販路拡大、海外展開の強化

③国際貢献（技術・技能移転）

②専門的・技術的知識を持つ人材の確保

①人手不足への対応
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法務金融部会

情報教育文化部会 商業部会

外国人材の活用について研修
乾燥機等の製造メーカー ㈱大川原製作所等を視察

　当所法務・金融部会（佐藤信司部会長）14 名は、11 月 29 日㈮～ 30 日㈯乾
燥技術を柱に濃縮、殺菌、焼却などの行程に関わる装置をオーダーメイドで設
計、製造、販売をしている株式会社大川原製作所（静岡県榛原郡吉田町）等の
視察を実施しました。
　法務・金融部会では、令和元年度の重点課題として外国人労働者の雇用につ
いて企業が抱える課題をテーマに掲げており、同社は、平成 30 年度経済産業
省貿易経済協力局による高度外国人材活躍企業 50 社の事例に選ばれているこ
とから視察先に選定しました。
　同社は 1927 年（昭和 2 年）に創業を開始、2003 年に中国・上海に進出し

ました。当初は日本から日本人幹部を派遣してスタートしましたが、現地の労働者の労務管理が難しいことや、い
ずれは中国国内での市場開拓の拠点となるであろうことなどを考慮し、幹部となる外国人材の活用を考えました。
地元の大学出身の中国人が同業界で就労経験があったので本社で採用し、現在は中国で副社長、執行役員社長にあ
たる肩書きで就労しています。外国人材の活用については、スキルをもった人材には「信頼して任せること」「ステッ
プアップしていく将来のビジョンを示す」ことで定着が図れるのではないかとのヒントをいただきました。

　12 月 20 日
㈮、情報教育
文化部会（母
袋 卓 郎 部 会
長）役員会を
開催。９名が
出席し、来年
度の部会事業
計画に関して
協議しました。
　来年度部会

事業としては、PC やネットワークに触れる機会が年々
増加していることから、社会人の備えるべき基礎的な IT
知識を証明する国家試験である、『IT パスポート』の取
得を目指した講座の開設や、労働力不足に伴う業務・作
業の効率化に役立つ IoT や RPA 活用などの調査・検討
を計画します。
　今後さらに事業の詳細ついての協議を重ね、上田地域
や中小事業所の振興となる部会事業を進めてまいります。

古き良き上田が上田駅に登場 !　ノスタルジックうえだ 2019 × JR 東日本上田駅
　当所情報教育文化部会（母袋卓郎部会長）が企画する「ノスタルジックうえ
だ 2019 Vol.06 企画」が、JR 東日本上田駅にて写真展として登場しました。JR
東日本上田駅では、昔懐かしい街並みや商店街、上田城などの観光名所・旧跡
などの様々な写真を展示しています。
　開場時間は、9：30 ～ 19：00、展示期間は 12 月 11 日から令和 2 年 2 月下旬ま
での予定です。JR 東日本上田駅をご利用の際には、ぜひお立ち寄りください !

※「ノスタルジックうえだ」の各種ポスターは、既に配布終了しているものと、数に限りがあるものがございま
す。お問い合わせは、当所情報教育文化部会担当（TEL.0268-22-4500）まで。

　12月19日㈭
商業部会役員
会（近 藤 秀 樹
部会長）が開
催 さ れ、部 会
長以下 6 名が
参 加し、今 年
度の事業報告
並びに来年度
事業について
協議しました。

　今年度は新規事業であった「えびす講大福大売出し」
（関連記事 21 ページ）を上田市商店会連合会と協力し

て開催したほか、中心市街地への誘客及び回遊を図るた
めに「謎解きさんぽ」を実施したことが報告されました。
　来年度事業としては、新たにデマンド交通を用いた中
心市街地及び地域全体の賑わい創出やキャッシュレス社
会実現のための研究・検討に取り組むことが承認されま
した。関係部会や団体と連携し、地域振興・商業振興に
資する事業を進めてまいります。
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観光商談マッチングフェアへ出展
上田・上越・甲府商工会議所広域観光連携

「三国同盟」事業として参加
　12 月 11 ～
12 日、新宿 NS
イベントホール
にて、地域性の
ある観光商品の
販路開拓・拡大
を目指すため、
観光パンフレッ

トの作成や観光商談会を行う「観光マッチング
フェア」へ出展しました。上田・上越・甲府商工
会議所で現在広域観光連携事業を行っており、今
回 3 地域の魅力を全国のエージェントに紹介す
るため商談会へ参加しました。上田からはきのこ
むら深山と NPO 法人エリスンが参加し、桑の実
摘み取り体験を観光コースに入れた新しい旅行商
品を目玉として売り込みました。今後も当所では
様々な展示会商談会を通じて観光上田を全国に広
く PR して参ります。

上田女子短期大学と連携し
「クリスマスキャンドルウェディング」を開催

　当所は、上田市商店会連合会、上田
女子短期大学と共催し、令和元年 12
月 21 日㈯、海野町のチャレンジショッ
プ豆の木で「クリスマスキャンドル
ウェディング」を開催しました。
　同短大と締結した「包括連携協定」
に基づく事業展開のひとつで、商店街
への誘客と販売促進などを目的とし、
模擬結婚式やクリスマスコンサートを

実施しました。模擬結婚式では、進行と新婦役を同短大の学生
が、新郎役を当所の職員が務めました。
　また、指輪やティアラの貸し出し、
花束、ヘアーセット・メイクなどは、
中心商店街の各商店が協力しました。
　このイベントにより、当所と短大
との相互連携とともに、ブライダル
を学ぶ学生が、学習の成果を実践す
る場ともなりました。

上田市商店会連合会
えびす講大福大売出し開催報告

　昨年の 11 月 16 日から 12 月 8 日まで、上
田市商店会連合会（柳島隆二会長）主催、当
所共催にて「えびす講大福大売出し」を開催
しました。
　前回まではレシートをハガキに張り付けて
郵送での応募形式でしたが、今回はかつての
賑わい復活をテーマに、抽選会を実施しまし
た。抽選会は売り出し期間の終了前 3 日間に
海野町会館にて行い、当日はチンドン屋さん

による売出しの広報やかつての商店街の様子をとらえた写真展も開催さ
れ、福引きは順番待ちの人もいるなど、商店街はいつも以上の賑わいに
包まれていました。
　3 日間で 2,797 回福引きされ、100 名に豪華賞品が当選しました。
　今後も当所並びに上田市商店会連合会は、中央商店街や周辺商店会、
大型店、各種組合と連携を深め、販促活動など事業を推進してまいります。

【当選賞品一覧】

特　賞 テーマパークペアチケット 2組様
別所温泉宿泊割引券 2組様

商店会賞

国産無添加自然の味詰め合せ（太陽）
コーヒー詰め合わせ（café bosso）
おすすめ商品詰め合せ（みすゞ飴本舗㈱飯島商店）
海野町商店街振興組合共通商品券
商店街振興組合うえだ原町一番街商店会共通商品券
上田市松尾町商店街振興組合共通商品券

各4名様

大型店賞 アリオ・イオン・ツルヤ・やおふく各店の商品券 各10名様
お正月賞 ㈾沓掛酒店　日本酒・㈱箱山食糧販売店　お餅セット 各16名様
参加賞 みかんまたはホッカイロ

現状打破 !の
経営セミナー

～今こそ取り組みたい
マーケティングと経営戦略～

　働き方改革、消費税引上げ、事業
承継…経営活動には多くの課題があ
ります。「何から始めればいいのか?」
「どこに進めば良いのか ?」経営者
なら誰もが抱えている悩みです。
　解決の糸口をつかむため、今後の
経営のヒントとするため、ぜひご活
用ください。

日　時：令和2年1月15日㈬
　　　　14：00～ 15：30
場　所：上田商工会議所　会議室
定　員：20名
内　容：プロダクトアウトはダメ ?
　　　　人材は補充するもの ?
　　　　株主のために会社はある ?

お申込みは
　上田商工会議所経営支援課まで
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復興、平和、そして飛躍の願いを込めて
「令和」をイルミネーション!

～青年部  信濃国分寺駅前イルミネーション点灯式を開催～

　12 月 7 日㈯に
信 濃 国 分 寺 駅
前にて当所青年
部（唐澤研作会
長）によるイル
ミネーション点
灯式が挙行され、
近隣住民およそ

200 名が参加しました。今年は、災害からの復興と新時
代の平和、そして飛躍の願いを込めて約 1,500 球の LED
で大きな「令和」の 2 文字をイルミネーションし、駅前
を彩りました。
　点灯式では信濃国分寺駅利用促進協議会の林会長より
祝辞があり、イルミネーションによる駅前や地域の活性
化への感謝と激励の言葉をもらいました。
　また、青年部公式キャラクター「いしがき氏」から子
どもたちへ一足早いクリスマスプレゼントもあり、おお
いに盛り上がる点灯式となりました。
　イルミネーション事業は 15 年以上前から当所青年部
主催により実施され、すべて会員による手作りで設置し
ています。日没から 6 時間ほど毎日点灯し、3 月中旬ま
で設置予定です。

当所女性会が
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

　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、12 月 11 日㈬、当所ロ
ビーにて開催しました。
　当日、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。

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。

◆集まった食品の重さ
 約 105㎏
◆集まった食品点数
 317 品
◆持参された方
 27 名

「インターンシップ成果報告会」
初開催 !!

「インターンシップ・採用活動向上
支援セミナー（全3回）」参加者募集

　12 月 7 日 ㈯ に 当 所 5
階ホールにおいて、上田
市・上田商工会議所・上
田職業安定協会主催によ
る「インターンシップ成
果報告会」を初開催しま
した。

　キャリア教育や就職活動におけるインターンシップの
果たす役割がますます重要となるなか、学生が地域の産
業や企業への理解を深める為に行うインターンシップの
成果や有効性を広く発信するために企画したものです。
　インターンシップに参加した高校生・短大生・大学生
や、インターンシップを実施した企業担当者からの報告
発表にくわえ、パネルディスカッションも実施し、参加
者も交えた意見交換の機
会となりました。開催後
のアンケートでは、参加
者の方から “ 大変良い会
であった ” と多くの声を
寄せていただきました。
 （参加者 30 名）

　上田市・上田商工会議所・上田職業安定協会で
は、㈱マイナビの小澤繁樹氏を講師にお招きし、全
3 回に分けて「インターンシップ・採用活動向上支
援セミナー」を開催しています。第 1 回目は 12 月
12 日㈭に開催し、第 2 回目以降の予定は下記のと
おりです。

●第２回目　1 月 23 日㈭ 
　「企業・法人の PRとは何か」	
●第３回目　2 月 13 日㈭ 
　「インターンシップのプログラムを作成する」

【会　場】
　上田商工会議所 5 階ホール

【時　間】
　13 時 30 分～ 16 時 30 分

【お申し込み】
上田商工会議所 上田職業安定協会までお電話に
てお申し込み下さい。

（TEL.0268-22-4500　上田職業安定協会）
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謹賀新年
商工会議所共済制度に対しまして本年も倍旧のご愛顧、ご指導を賜りますよう
推進員一同、年頭のごあいさつかたがたお願い申し上げます。

所長 川上 千春 副所長 酒井 一朗 参与 戸島 恭子 主任 馬場美佐江 主任 工藤 美幸 主任 染野 智春 江連 恵子

竹内 芳一 小林真由美 宮島 啓子 髙藤 大輔遠藤 洋一 柴田 吉男 小宮山郁子

江原 弓子荒井美根子

上田商工会議所共済福祉制度引受保険会社

アクサ生命保険株式会社
上田商工会議所会館内　TEL.0268-22-3164

小池 　斉 小山さおり 白石 美代 工藤美穂子古畑 美保 久保田瑞枝塩入 春奈



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11月

調査対象
全国338商工会議所2622業種組合等

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

【製造業】
仕入単価DI値が改善傾向、業
況・売上・採算・資金繰りI値が
悪化傾向、その他の項目はほ
ぼ横ばい

【卸売業】
販売単価・資金繰り・従業員
DI価が改善傾向、業況・売上・
採算・DI値が悪化傾向、その
他の項目はほぼ横ばい

【小売業】
従業員DI値が改善傾向・業況・
売上・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・従業員DI値が改善
傾向、業況・売上・採算・販売単
価・資金繰り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、消費低迷から悪化。先行きは、期待感見られるも、慎重な見方続く。

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
▲ 26.8 ▲ 22.5 ▲ 25.1 ▲ 39.3 5.7 ▲ 13.6 24.2

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 23.5 ▲ 17.8 ▲ 19.7 ▲ 35.5 4.4 ▲ 13.1 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、▲26.8と前月から2.7ポイントの
悪化。省力化投資を中心とする設備投資や都市部の民間工事
などの建設業は堅調に推移したものの、消費税率引上げに伴う
消費者の節約志向の強まりや、高額品を中心とする駆け込み需
要の反動減の影響が残り、小売業やサービス業、卸売業など幅広い業種の売上が落ち込んだ。また、米中貿易摩
擦や世界経済の先行き不透明感、深刻な人手不足や人件費の上昇、仕入コストや光熱費の増加が業種を問わず、
広く業況の押し下げ要因となっており、中小企業の景況感には鈍さが見られる。
◇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、技術者を始めとした深刻な人手不足の影響

が続く中でも、省力化投資を中心とする設備投資や都市部の再開発を中心とした民間工事
が堅調に推移し、改善。

【製　造　業】	長引く貿易摩擦や中国経済の減速、世界経済の先行き不透明感の影響により、工作機械や
産業用機械、自動車関連を中心に不振が続き、悪化。

【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、駆け込み需要の反動減に伴う需要減
少の影響が残り、小売業向けの引き合いが鈍化し、悪化。平年より高い気温の影響で生育
が進み、一部農産物の価格低迷を指摘する声も聞かれた。

【小　売　業】	消費税率引上げに伴う消費者の節約志向の強まりにより、売上が低迷し、悪化。また、仕
入価格や光熱費などの上昇、キャッシュレス・ポイント還元制度導入に伴う経費負担や軽
減税率制度による事務負担の増加を指摘する声も聞かれた。

【サービス業】	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飲食・宿泊業を中心に幅広
い業種で見られ、悪化。また、運送業では、消費税率引上げによる駆け込み需要の反動減
に伴う輸送量減少や、人件費・燃料費の負担増から、悪化。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、▲ 23.5 と今月より3.3 ポイントの改善を見込み、クリスマスや年末年始の個
人消費拡大やインバウンドを含めた観光需要拡大への期待感がうかがえる。

・消費税率引上げの影響や、人件費の上昇や受注機会の損失など人手不足の深刻化の影響、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、日韓情勢の行方など不透明感が
増す中、中小企業の業況感は慎重な姿勢が続く。

景況天気図
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●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） 1 月 15 日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県弁護士会上田在住会
弁　護　士

金　　融 1 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）

2 月 5 日㈬
13：30 ～ 15：00

NPO 法人コンティニュー
不動産鑑定士

相談内容 開催日時 専門相談担当者

発明（予約制） 2 月 6 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

2 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
長野働き方改革推進支援センター　社会保険労務士
長野県信用保証協会上田支店
㈱日本政策金融公庫長野支店
上田市商工課
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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１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

令和元年度「被災小規模事業者再建事業費補助金」（持続化補助金
台風19号型）の公募を開始します

　本補助金は、令和元年 10月に発生した令和元年台風第 19号の暴風雨による災害による激甚災害の被災区域（岩
手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、
静岡県）において、被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援するため、商工会議所等の支援機関の助言を受け
ながら行う、事業再建に向けた取組に要する経費の一部を補助するものです。
※本公募は、台風 19号による被害を受けた、かつ令和 2年 2月中に事業が完了する取組を対象としたものです。
　被害を受けたが令和 2年 2月中には事業が完了しない事業者に対する公募については、追ってお知らせします。
　詳細はこちらをご覧ください→https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2019/191217jizoku.html
� （「台風19号　持続化」で検索）

　当所では、台風 19号被害に対する特別相談室を設置し、対応にあたっております。どうぞご相談ください。

■お問い合わせ先　上田商工会議所中小企業相談所　TEL.22-4500　FAX.25-5577　E-mail:�info@ucci.or.jp

決算個人指導会のご案内 　確定申告に備え、個人事業者を対象とした決算個人指導会を開催いた
します。下記日程にてご参加ください。

開催日 開催時間 会　場 持ち物

２月３日㈪ 午前９：30～12：00 神 川 地 区 公 民 館

・令和 1年分決算書用紙（送付された方）

・平成 30年分決算書（控）

・減価償却資産の明細

・その他相談に必要な書類

午後１：30～４：00 踏 入 公 会 堂

２月５日㈬ 午前９：30～12：00
午後１：30～４：00 上 野 ヶ 丘 公 民 館

２月６日㈭ 午前９：30～12：00
午後１：30～４：00 上田商工会議所川西支所

２月７日㈮ 午前９：30～12：00 三 好 町 会 館
午後１：30～４：00 川 辺 町 会 館

２月10日㈪ 午前９：30～12：00
午後１：30～４：00 上田商工会議所塩田支所

２月12日㈬ 午前９：30～12：00
午後１：30～４：00 上 田 商 工 会 議 所

【ご相談・お問い合わせは】
教育ローンコールセンター 0570-00 8 6 5 6 

（または 03-5321-8656）

ハローコール 詳しくはWebで！ 

受付時間 月～金曜日／9:00～21:00 土曜日／9:00～17:00 
※日曜日、祝日、年末年始（12/31～1/3）はご利用いただけません。

国の教育ローン 検索 

ご入学前の
まとまった費用の

準備が可能!

固定金利
長期返済なので

安心!
35年以上の
取扱実績!

ご融資額 350万円以内（お子さま1人あたり）

お子さまの進学、在学を応援! 



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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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 208

本社移転のご案内

第一商工株式会社
〒386-0005　上田市古里1488-1
TEL.0268-22-5263㈹　FAX.0268-25-1286

【HP】http://daiichi-s.co.jp/

　製販一体のグループ
力で、『プラスチック・
ゴム・金属・無機質等
の複合素材の加工なら
第一商工』を掲げ、あ
らゆるニーズに総合力
でお応えします。9月
30日に本社を古里に
移転致しました。『自らを育てる』を経営理念に、より一
層業務に精進してまいります。

丸山園茶舗
〒386-0012　上田市中央2-20-22
TEL.0268-22-2123

【営業時間】8：00～18：00　【定休日】日曜日

　味が濃く甘みも感じら
れる静岡産の深蒸しのお
茶がおすすめです。寿司
屋等飲食店・事業所用の
お茶としてご好評いただ
いております。もちろん
個人の方にもお店にて販
売もしております。

これからますます寒くなる季節です。美味しいお茶を飲
んで温まりませんか。

美味しいお茶いかかですか

コトバヤ
〒386-0012　上田市中央4丁目8-5

【営業日】土曜12：00～20：00、日曜10：00～18：00、月・
火曜12：00～18:00

コトバヤ  本や会話が醸される場所
　ヨーグルッペ（乳酸菌飲
料）をこよなく愛する店主、
髙橋さんが柳町で店を開き
4年。絵本を中心にした古
本・趣き深い古書など、何
だか気になる本が店内に立
ち並びます。喫茶には季節

のメニューがあり、おしゃべりや読書についつい長居してしまい
ます。お茶目な雑貨や会話や本たちの不思議なまとまり感がコト
バヤの魅力です。寛いで言葉や本と向き合いにお出掛けください。

株式会社として新たなスタート
　2019 年 12 月で創
業 25 周年を迎え、株
式会社として新たにス
タートしました。マシ
ニングセンターで工作
機械の精密部品加工と
大物プレート（500㎜
× 1,400㎜）などの製
作を行っています。少ロットにも対応。確かな製品づく
りに邁進してまいります。

株式会社　ミヤコ技研
〒386-0043　上田市下塩尻418-2
TEL.0268-29-0591　FAX.0268-29-0791
E-mail: gkmiyako@sweet.ocn.ne.jp
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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

ドンキー洋菓子店 上田市岩下 269-3 36-1361 洋菓子製造・販売
ライフコーティング 上田市中央 2-10-14 080-8711-4247 ガラスコーティングの施工
宮沢園芸 上田市舞田 631-1 38-3096 農業
㈲信州観光バス別所温泉営業所 上田市別所温泉 1884-4 39-7080 路線バス・観光バス運行
エイ開発工業㈱ 上田市芳田 440-1 26-6200 ガソリンスタンド・自動車整備

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。

1 月・2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 階ホール）

「健康管理の基礎；
健康診断の結果、診断書情報と就業上の配慮」

■日　時 令和 2 年 1 月 27 日㈪　13：30 ～ 15：30
■講　師 信州大学医学部産業衛生学講座
 教授　塚原　照臣
■受講対象者 産業保健関係者一般
■研修方式 講義方式

　職場における労働衛生 3 管理の中の健康管理
について、基本を学ぶ場とします。会社が得る
健康情報は、健康診断結果、診断書情報が代表
的なものになります。これらの結果や情報の社
内での活用の仕方について、具体的な事例を交
えて学び、健康と仕事の両立支援について知識
を深めることを目的とします。

（産業医認定単位申請予定）

「職場のハラスメント対策の具体的な取組み」
～ハラスメント対策のマニュアルづくりと初期対応の心得～

■日　時 令和 2 年 2 月 6 日㈭　13：30 ～ 16：00
■講　師 オフィス・キャリアサポート
 代表　古越　真佐子
■受講対象者 産業看護職（保健師・看護師等）、メンタルヘルス対策

担当者、企業等の人事労務担当者
■研修方式 講義方式・実習

　今年ハラスメント防止対策の法案が通り、「あ
らゆるハラスメントを許さない」という社会的
な機運を背景にして、これまで企業には求めら
れていなかった「職場のパワハラ防止のための
対応策」が企業に義務づけられることになりま
す。貴重な人材の喪失とならないよう、ハラス
メント対策の具体的な取組み方法と初期対応の
あり方を学んでいきたいと思います。

※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。

労務管理改善リーダー研修会
　ハラスメントは、個人の問題ではなく、企業
の問題として適切に対応することが心身への影
響や紛争リスクから従業員と企業双方を守るこ
とにつながります。
　この研修会では、具体的な事例を検討しなが
ら、企業側がとるべき対応について解説します。

■日　　時 令和 2年 1月 17 日㈮
 午後 1 時 30 分～午後 3 時
■会　　場 長野県上田合同庁舎　講堂（6 階）
■講　　師 神田法律事務所  弁護士  織　英子 氏

■演　　題 弁護士が教えるハラスメント対策
 　－具体的な事例を取り上げて－
■参 加 費 無料
■申込期限 令和 2年 1月 16 日㈭
■申込方法 お電話でお申込みください。
■問合せ先 長野県東信労政事務所
 TEL.0268-25-7144

価格交渉サポートセミナー
～親事業者との価格交渉に必要なノウハウを専門家がアドバイス～

　親事業者（発注者）との価格交渉がうまくいかず悩んでいませ
んか ?　一方的な要求を受けて困っていませんか ? 違反事例となる
取引行為や取引改善のための価格交渉のノウハウを専門家がわか
りやすく説明します。
■主　催： 中小企業庁（セミナー事務局：株式会社 パソナ）
■日　時： 2020年 2月21日㈮
	 基礎編	13：30～ 15：00、実践編	15：15～ 16：45
■場　所： さかきテクノセンター　研修室 1,2
■定　員： 40 名（定員になり次第、締切）
■内　容： 「価格交渉サポートセミナー」
 〈基礎編　90 分〉国の取り組み、振興基準の説明、
 下請法・違反事例の説明、価格交渉のポイント
 〈実践編　90 分〉価格設定の具体的事例、価格交渉の

具体的事例、下請法違反の具体的事例
■講　師： 中小企業診断士　　　■参加費：無料
■問合先： ㈱パソナ内　価格交渉サポートセミナー事務局
 Tel. 03-6262-6470
■ Web 申込ページ：http://www.tekitori.org/kakakukoushou.html




