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上田商工会議所会員大会を盛大に開催
～第 44 回会員大会・第 26 回共済加入者大会～

　当所は 2 月 4 日㈫、上田東急 REI ホテルにて、第 44 回会員大会・
第 26 回共済加入者大会を開催しました。
　栁澤会頭より、オリンピック・パラリンピックイヤーとなる本年、
日本の各地域が世界に紹介されることから「地域の良さを再発見し、

『上田発ブランド』の構築・発信、交流人口の増加につながること
を願っている。最も身近な支援機関として会員事業所の活動を支援
していく。」とのあいさつがありました。また来賓の土屋上田市長、
小林上田市議会議長、鈴木長野県上田地域振興局長より祝辞をいた
だきました。

【記念式典】
　式典では、永年勤続従業員表彰式が厳かに行われ、栁澤
会頭より、永年勤続従業員の皆様に対し、表彰状及び記念
品の贈呈があり、長きにわたる会社への貢献に対し慰労の
言葉がありました。（表彰受賞者 4・5 ページ）
　また、当所を含む長野県商工会議所連合会が、福祉制度
キャンペーンにおいて保険料グロス部門で全国第 1 位、秋
のキャンペーンでは基準保険料
達成率部門においても全国第 1
位となったことが報告されまし
た。続いて唐澤研作青年部会長
より「大会宣言」が全会一致で
採択となりました。

【記念講演会】
　第 2 部では、手相芸人　島田秀平氏を招き、「島田秀平の開
運手相講座」と題して今まで 1,000 人の芸能人の手相を見てき
た経験から健康、金運などの手相の特徴をユーモアたっぷりに
話されました。島田氏は長野県の出身で、学生時代は上田地域
にも縁があり、手相が繋ぐコニュニケーション術や 2020 年の
運気など楽しい話題で盛り上がりました。参加者は自身の手相
を興味深く見ながら、笑い溢れる講演会になりました。

【大抽選会パーティー】
　第 3 部の大抽選会パーティーでは、災害復興から別所温泉
の宿泊券や友好会議所である甲府や、静岡県清水港、渋沢栄一
のふるさと深谷市などの特産品を景品とした大抽選会を開催し、
当選番号が読み上げられる度に、喜びの歓声が会場のあちこち
で上がりました。全体の来場者は 262 名で、大盛況のうちに
終了することができました。
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経済産業省関係 新型コロナウイルス感染症の
影響を受ける事業者への支援策について

「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置

　2月 14日付、中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の経営に支障
が生じる可能性を踏まえ、資金繰り支援やサプライチェーン・観光、経営環境等、大きく分けて 3つの事業者向
け支援策を下記の通りとりまとめました。
　今後も地域の置かれた状況の変化を⾒極めつつ、順次必要な施策が講じられることが予想されます。当所では「新
型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業者からの新型コロナウイルスによる事業への影響な
ど、経営における相談案件につきまして、きめ細やかな対応をしてまいります。
■新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への
⽀援策
１．徹底的な資⾦繰り⽀援

⑴　セーフティネット保証 4 号・5 号
①【4 号】自治体からの要請に基づき、別枠（最大 2.8

億円）で 100% 保証。
　（売上高が前年同期比▲ 20% 以上減少の場合）

②【5 号】重大な影響が生じている業種に、別枠（最
大 2.8 億円）で 80% 保証。

（売上高が前年同期比▲ 5% 以上減少の場合）

⑵　セーフティネット貸付（要件緩和） • 売上高の減
少等の程度に関わらず、今後の影響が見込まれる場
合も含めて融資。

（上限額）中小企業事業7.2億円、国⺠生活事業4,800万円
（基準金利）中小企業事業 1.11%、国⺠生活事業 1.91%

※担保等により変動
⑶　衛生環境激変対策特別貸付

①一時的な業況悪化等となった旅館業等営業者に通
常と別枠で特別貸付。

　（上限額）旅館業 3 千万円、その他業種 1 千万円
　（基準金利）1.91% ⼜は 1.01%
 ※担保等により変動

⑷　金融機関等への配慮要請
①事業者からの返済緩和要望等への柔軟な対応を要請。

２．サプライチェーン・観光等
⑴　生産性⾰命推進事業

サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投
資や販路開拓に取り組む事業者を優先的に支援。
①ものづくり・商業・サービス補助国内生産強化等

の設備投資を支援
　補助率 中小 1/2・小規模 2/3、補助上限 1,000 万円
②持続化補助（小規模事業者の販路開拓を支援）
　補助率 2/3、補助上限 50 万円
③ IT 導入補助（IT 導入による効率化を支援）
　補助率 1/2、補助額 30 ～ 450 万円

３．経営環境の整備
⑴　経営相談窓口の開設（1/29 ～）

①中小団体、支援機関、政府系金融機関等 1,050 拠
点に窓口を設置し、相談に対応。

⑵　産業界への下請配慮要請
①新型コロナウィルスによる影響を受ける事業者と

の取引について、親事業者が柔軟な配慮を行うよ
う要請。

⑶　雇⽤調整助成金
①日中間の人の往来の急減による影響を受けるなど

一定の要件を満たす事業主について、支給要件を
緩和。

（助成内容）休業時の休業手当等について、中小
企業は 2/3、大企業は 1/2 を助成。

〇ご参考 「経済産業省関係 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策」を取りまとめました。
 https://www.chusho.meti.go.jp/corona（中小企業庁 HP）

広域連携事業  緊急事態に備えた計画が事業継続の要に BCP 事業継続計画策定
セミナーを開催　　　

　 上 田・ 小 諸・ 佐 久 商 工 会 議 所 で は、2 月 3 日 ㈪ 上
田東急 REI ホテルにおいて、会員事業所の皆様に BCP

（Business Continuty Plan: 事業継続計画）に対する理解
を深めていただき、その策定に取り組んでいただくこと
を目的に、東京海上日動火災保険株式会社様の協力によ
り BCP セミナーを開催しました。東日本大震災や熊本
地震、昨年 10 月の台風 19 号豪雨災害といった自然災
害など、不測の事態となった際に迅速に対応し、早急に
企業活動を復旧するためには、普段から緊急事態が発生
した時の対応を決めておくことが非常に大切です。昨年
10 月の台風 19 号豪雨災害に際して被害に遭われた県内

中小企業間でも BCP 策定の有無により被災後の事業再
開、復旧するまでの時間に大きな差が出ています。今回
のセミナーではケーススタディを通じて BCP の必要性
を体験いただきながら、
簡 易 版 の BCP 策 定 ま
で行っていただきまし
た。今後も同様のセミ
ナーを定期的に開催し
ますので理解を深めて
いただき、企業活動に
お役立てください。
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勤続 30 年以上の部
日本商工会議所会頭・上田商工会議所会頭 連名表彰第44回

永
年
勤
続
従
業
員
表
彰
受
賞
者

氏　　名 事　業　所　名
青木　　実 東京精電株式会社
小林　博和 東京精電株式会社
山﨑　　剛 上田交通株式会社
三井　勝人 上田交通株式会社
小田　雅之 株式会社タツノ
山崎　　勉 株式会社三葉製作所
梅原　理江 株式会社東信公害研究所
髙木　寿一 株式会社石原産業
辻谷　智明 株式会社石原産業
坂田　成美 長野計器株式会社
宮下えみ子 長野計器株式会社
佐藤　さよ 長野計器株式会社
魚住　博幸 長野計器株式会社
長坂　浩子 長野計器株式会社
松島　正光 笠原工業株式会社
依田　友樹 信越電線株式会社
原田江美子 豊上富士山製菓株式会社
小林　一郎 上田日本無線株式会社
伊藤　正三 上田日本無線株式会社
宮島　臣夫 上田日本無線株式会社
久保田俊雄 上田日本無線株式会社
永井八代枝 上田日本無線株式会社
伊藤　智彦 上田日本無線株式会社
山極　昭成 上田日本無線株式会社
羽生田貴志 上田日本無線株式会社
本庄　　豊 上田日本無線株式会社
内堀　洋治 上田日本無線株式会社
長谷部秀男 上田日本無線株式会社
関口　孝男 上田日本無線株式会社
大島　義幸 上田日本無線株式会社
松浦　茂雄 上田日本無線株式会社
春原　武彦 上田日本無線株式会社
宮川小百合 上田日本無線株式会社
小宮山晴美 上田日本無線株式会社
寺沢　康幸 西田技研工業株式会社
新井　隆寛 山洋電気株式会社上田事業所
宮下　年弥 山洋電気株式会社上田事業所
小川　賢一 山洋電気株式会社上田事業所
関　　良雄 山洋電気株式会社上田事業所
清水　高志 山洋電気株式会社上田事業所
塚原　正徳 山洋電気株式会社上田事業所
柳沢　博昭 山洋電気株式会社上田事業所
高杉　　満 山洋電気株式会社上田事業所
羽毛田健一 山洋電気株式会社上田事業所
大藪　正和 山洋電気株式会社上田事業所
大橋　賢治 山洋電気株式会社上田事業所

氏　　名 事　業　所　名
青木　正志 山洋電気株式会社上田事業所
土屋　公一 山洋電気株式会社上田事業所
高橋　由美 山洋電気株式会社上田事業所
荻原まゆみ 山洋電気株式会社上田事業所
木村　春美 山洋電気株式会社上田事業所
田島　明美 山洋電気株式会社上田事業所
小林　昌世 山洋電気株式会社上田事業所
杉田　敦子 山洋電気株式会社上田事業所
塩入　智恵 山洋電気株式会社上田事業所
宮坂由紀子 山洋電気株式会社上田事業所
鈴木由美子 山洋電気株式会社上田事業所
小林　美夏 山洋電気株式会社上田事業所
小山　恵子 山洋電気株式会社上田事業所
永井　　弘 山洋電気株式会社上田事業所
花岡　裕之 山洋電気株式会社上田事業所
川上　　治 山洋電気株式会社上田事業所
永里　正雄 山洋電気株式会社上田事業所
和田　有司 山洋電気株式会社上田事業所
土屋　　豊 山洋電気株式会社上田事業所
細川嘉津彦 山洋電気株式会社上田事業所
小林　　満 山洋電気株式会社上田事業所
西嶋　一夫 山洋電気株式会社上田事業所
西沢　里子 山洋電気株式会社上田事業所
荒井　祐治 山洋電気株式会社上田事業所
田中　一成 山洋電気株式会社上田事業所
飯島　一男 山洋電気株式会社上田事業所
塩入　　靖 山洋電気株式会社上田事業所
山越　啓子 山洋電気株式会社上田事業所
政木　広治 山洋電気株式会社上田事業所
宮本　孝子 山洋電気株式会社上田事業所
武者　昭夫 山洋電気株式会社上田事業所
中島　　潤 山洋電気株式会社上田事業所
中沢　富枝 山洋電気株式会社上田事業所
中村　君代 山洋電気株式会社上田事業所
手塚　　修 山洋電気株式会社上田事業所
髙野　恭子 山洋電気株式会社上田事業所
中村　竜博 山洋電気株式会社上田事業所
横関　和義 山洋電気株式会社上田事業所
橋詰　淳一 山洋電気株式会社上田事業所
小井土医左雄 山洋電気株式会社上田事業所
山﨑　秀幸 山洋電気株式会社上田事業所
宮本　憲一 山洋電気株式会社上田事業所
後藤　俊之 山洋電気株式会社上田事業所
尾山　和幸 山洋電気株式会社上田事業所
小林　昌樹 山洋電気株式会社上田事業所

受賞者　計 91 名（申込順・敬称略）
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●日時：２月４日㈫午前11時30分
●場所：上田東急REI
●会議事項
⑴	 新型コロナウイルス対応　経営相談室の設置を
確認

⑵	 台風 19号関連復旧工事の地域内受注について
確認

⑶	 上田氷灯ろう夢まつり点灯式確認

正副会頭会議　報告　（第7回） 正副会頭会議　報告　（第8回）

●日時：２月17日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 令和 2年度事業計画（案）・収支予算（案）を
承認

⑵	 定款の一部改正を承認
⑶	 上信自動車道建設促進陳情を確認

共済制度表彰
長野県商工会議所連合会・上田商工会議所

福祉制度キャンペーン

日本商工会議所会頭表彰
上田商工会議所職員【勤続 30年】

若林　陽子
（総務課係長）

上田商工会議所職員【勤続 20年】
梅田　美和

（塩田・川西支所担当係長）
保険料グロス部門� 全国第 1位
基準保険料達成率部門� 全国第 1位

勤続 20 年以上の部　上田商工会議所会頭 表彰

氏　　名 事　業　所　名
西川　良雄 株式会社テクニカルイン長野
峯山裕理枝 上田交通株式会社
山田　光国 株式会社武重商会
倉沢　圭介 株式会社武重商会
田丸その美 株式会社東信公害研究所
小島　義雄 株式会社ユダ
市川　美香 増田元就税理士事務所
都筑　　学 マリモ電子工業株式会社
池田　教政 マリモ電子工業株式会社
中澤　雅俊 マリモ電子工業株式会社
宮坂　文郎 長野計器株式会社
吉池　義弘 長野計器株式会社
岩﨑　敏雄 長野計器株式会社
田中　英之 長野計器株式会社
竹田　正典 長野計器株式会社
西澤　勇一 長野計器株式会社
杉山　晃一 長野計器株式会社
飯島理恵子 長野計器株式会社
竹内　政広 長野計器株式会社
遠藤　由香 長野計器株式会社
中村　吉邦 長野計器株式会社
市村　清隆 長野計器株式会社
柳澤　育宏 長野計器株式会社
滝澤　伸吾 長野計器株式会社
望月　奈々 長野計器株式会社
小林　貴浩 長野計器株式会社
櫻井みゆき 長野計器株式会社
田中　隆雄 長野計器株式会社
山邊振一郎 長野計器株式会社
春原　利香 長野計器株式会社
竹内　孝紀 笠原工業株式会社
土屋　貴子 上燃株式会社

氏　　名 事　業　所　名
四方　孝徳 上燃株式会社
髙寺　修一 信越電線株式会社
高橋　知子 豊上富士山製菓株式会社
加藤有希子 豊上富士山製菓株式会社
佐藤　望美 豊上ベーカリー株式会社
斉藤　　博 豊上東山観光株式会社
牧野　直美 豊上東山観光株式会社
牧内　一浩 山洋電気株式会社上田事業所
水口　政雄 山洋電気株式会社上田事業所
横田　雅史 山洋電気株式会社上田事業所
市川　茂生 山洋電気株式会社上田事業所
大内　幸男 山洋電気株式会社上田事業所
高桑　宗仙 山洋電気株式会社上田事業所
中村　直哉 山洋電気株式会社上田事業所
宮沢　昌嗣 山洋電気株式会社上田事業所
山崎　智仁 山洋電気株式会社上田事業所
阿部　充宏 山洋電気株式会社上田事業所
池田　祐貴 山洋電気株式会社上田事業所
坂井　直樹 山洋電気株式会社上田事業所
佐藤　和也 山洋電気株式会社上田事業所
滝澤　哲司 山洋電気株式会社上田事業所
竹田　慎一 山洋電気株式会社上田事業所
西沢　康志 山洋電気株式会社上田事業所
廣澤　慎吾 山洋電気株式会社上田事業所
松澤　　雄 山洋電気株式会社上田事業所
栁澤　　宏 山洋電気株式会社上田事業所
荻原　則彦 山洋電気株式会社上田事業所
荻原　教光 山洋電気株式会社上田事業所
金子　　晋 山洋電気株式会社上田事業所
北沢　龍治 山洋電気株式会社上田事業所
斎藤　　功 山洋電気株式会社上田事業所
田中　憲仁 山洋電気株式会社上田事業所

氏　　名 事　業　所　名
成沢　真記 山洋電気株式会社上田事業所
青木　弘樹 山洋電気株式会社上田事業所
羽田　　修 山洋電気株式会社上田事業所
松本　　崇 山洋電気株式会社上田事業所
丸田　陽一 山洋電気株式会社上田事業所
村田　武志 山洋電気株式会社上田事業所
依田　隆博 山洋電気株式会社上田事業所
渡辺　憲一 山洋電気株式会社上田事業所
中村　裕美 山洋電気株式会社上田事業所
佐藤岐代子 山洋電気株式会社上田事業所
三井　　薫 山洋電気株式会社上田事業所
石原　実幸 山洋電気株式会社上田事業所
滝澤美枝子 山洋電気株式会社上田事業所
六川おりえ 山洋電気株式会社上田事業所
伏見　　薫 山洋電気株式会社上田事業所
堀江ゆき枝 山洋電気株式会社上田事業所
松崎　美和 山洋電気株式会社上田事業所
佐塚由起子 山洋電気株式会社上田事業所
手塚　政裕 山洋電気株式会社上田事業所
西沢　和也 山洋電気株式会社上田事業所
内山　一則 山洋電気株式会社上田事業所
梅沢　洋二 山洋電気株式会社上田事業所
長谷川優子 山洋電気株式会社上田事業所
田中絵梨子 山洋電気株式会社上田事業所
依田美知代 山洋電気株式会社上田事業所
宮島　美香 山洋電気株式会社上田事業所
石井　良幸 山洋電気株式会社上田事業所
田村　勇助 山洋電気株式会社上田事業所
塩沢　雄一 山洋電気株式会社上田事業所
藤沢　良子 山洋電気株式会社上田事業所
羽田　洋子 有限会社小林精工
井上　幸司 長野県連合青果株式会社

受賞者 計 96 名（申込順・敬称略）
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RPAで作業の効率化を !　RPA 導入セミナー開催
　1 月 29 日㈬当所 5 階ホールにおいて、情報教育文化部会（母袋卓郎部会長）
が主催し、工業部会 、関東経済産業局、東信州次世代産業振興協議会、（一
社）長野県情報サービス振興協会東信支部の共催で『その作業、RPA で効率化 !
　RPA 導入セミナー』が開催されました。
　（一社）日本 RPA 協会の林淳一氏を講師に迎え、RPA（定型作業を、パソ
コンの中にあるソフトウェア型のロボットが代行・自動化する概念）は人手
不足を解消するツールの一つであるということや、RPA を導入する際に必要
なことを説明いただきました。導入にあたっては、RPA による置き換えるべ
き「作業」の洗い出しが最も重要になります。

　当部会では、IT 活⽤による経営課題解決に関するセミナーの他、働き方改⾰を目指した事業を随時開催いたしま
す。ぜひご参加ください。 （参加者 45 名）

誰もが狙われている !
サイバーセキュリティ

お助け隊成果報告会を開催

　2 月 14 日㈮当所工業部会（宮島武宏部会長）協力の
もと、サイバーセキュリティお助け隊成果報告会が開催
されました。経済産業省と（独）情報処理推進機構によ
る「中小企業向けサイバーセキュリティ事後対応支援実
証事業」の報告会であり、サイバー攻撃の実態と対策の
セミナー・相談会も同時開催されました。
　実証実験の結果、参画企業はその規模・業種問わず、
全てなんらかの不審な通信を受けていました。うち、数
社はマルウェア（被害をもたらす悪意のプログラムの総
称）の侵入・活動を許しており、機密情報の漏洩や関係
企業への感染などが発生するところでした。
　マルウェアの侵入経路には複数あり、従業員のスマー
トフォンから社内共有 Wi-fi を通じた侵入や、孫請け事
業者のセキュリティの弱いパソコンから遡上するように
発注元企業に侵入するケースなど、多様なものとなって
います。
　セキュリティ対策は事業者の責任であり、「知らな
かった」ではすまされません。被害は会社の信⽤に関わ
り、取引や事業の停止、損害賠償といった経営危機を引
き起こしかねませ
ん。メールの送り
主の確認やセキュ
リティソフトの最
新版への更新など、

「誰もが狙われて
いる」という意識
を常に持ち続ける
ことが肝心です。

外国人材を不可欠な
　コア人材として捉える

外国人材受入れセミナー開催
　2 月 25 日 ㈫ 当
所法務・金融部会

（佐藤信司部会長）
は、近年の少子化
の進展等による人
手不足への対応を
課題として捉え、
外国人材受入セミ
ナーを開催しまし

た。講演会には日本総合研究所　副理事長　山田久氏を
講師に迎え、「進展する外国人材の受入れと成功の条件」
をテーマに新たな在留資格「特定技能」での受入れ状況
等について説明がありました。山田氏は外国人材活⽤を
成功させるポイントとして、「なぜ、外国人か、どのよ
うな役割を担ってもらうかを明確にすること、外国人を

『成長する人材』として長く働いてもらうことを前提に
する」などをあげました。
　また、㈱ジョブズ・エルの専務取締役　清水睦 氏から、
登録支援機関の役割や外国人材の送り出し国の紹介があ
りました。
　第 2 部では、㈱ヤドロク  代表取締役　石坂大輔 氏が
特定技能の在留資格で旅館のフロント業務などを担って
いる外国人労働者の事例を発表しました。
　また、学校法人 ISI 学園　専門学校長野ビジネス外語
カレッジ　キャリアセンター長　髙木良幸　氏からはイ
ンターンシップやアルバイトを通じて、特定技能の資格
で就労している同校学生の事例を紹介し、地元企業と連
携を図っていきたいと述べました。 （参加者 24 名）
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長野ものづくり技術展
in テクニカルショウヨコハマ 2020 出展

優れた技術と製品を PR!!
　2 月 5 日 ㈬ ～ 7
日㈮にパシフィコ
横 浜 で 開 催 さ れ
た、（公財）長野
県中小企業振興セ
ンター主催「長野
ものづくり技術展
in テクニカルショ
ウヨコハマ 2020」
に伴走型小規模事

業者支援推進事業の一環として出展しました。
　今回は、石合精密㈱（精密機械加工）、㈲セルコトロ
ン（電気機械器具製造）、㈱ティーアイジー（省力化機
械設計製作）の 3 社が出展し、来場したメーカー等の担
当者に自社製品や技術を PR しました。
　また、この展示会には上田ドリームワークスとして、
アカネ工業㈱、㈱エスケー精工、㈲桜井産業、信越電線
㈱、㈱泰誠エンジニアリング、東特巻線㈱、ミヨシ精機
工業㈱、㈲吉見鈑金製作所の 8 社が出展し、PR や商談
を行いました。
　新型コロナウィルスの影響もあり、例年よりも来場者
が若干少ない状況でしたが、来場したメーカー担当者と
は密度の濃い商談ができ、見積や試作品などの依頼も多
く、手応えを感じた出展となりました。
　展示会終了後は、各社とも継続して商談を進めて実績
に結びつくよう継続的な支援を行ってまいります。

feel NIPPON 春 2020 出展 !!

「真田REDアップル」関連商品を
中心に販路開拓支援

　2 月 5 日 ㈬ ～ 7
日 ㈮、 東 京 ビ ッ
グ サ イ ト で 開 催
さ れ た 日 本 商 工
会議所主催「feel 
NIPPON 春 2020」
に出展しました。
　この展示会は、

「東京インターナ
ショナル・ギフト・

ショー」と「グルメ & ダイニングスタイルショー」との
同時開催で、会場には国内外のバイヤー約 20 万人が来
場しました。
　今回は、昨年に引き続き伴走型小規模事業者支援推進
事業の一環として、地域小規模事業者が製造する「真
田 RED アップル」を活⽤した「真田 RED アップルパイ」
やりんごジュースを展示し、来場するバイヤーに商品を
PR し販路開拓支援を行いました。
　また今回は、市内酒造業者が新たに取り組んでいる「山
恵錦プロジェクト」の紹介も行い、商品 PR を行いました。
　これまで継続して出展し、アンケート調査による市場
調査や商品のブランド調査等により、今回はギフトセッ
トを中心に商談を進めることができ、多くのバイヤーよ
り見積依頼があり効果を感じました。引き続き小規模事
業者の販路開拓支援に努めてまいります。

平成 30 年度補正 小規模事業者持続化補助金採択事業
【武舎煙火工業株式会社】さん
事業名：「5 万円で「誰でもスターマイン」を打ち上げましょう !」
業　種：製造業

　明治 35 年創業。上田市に本社、東御市に工場を持つ煙火製造会社。
　花火と言えば、それぞれの地域での花火大会など観光イベントが
代表的ですが、近年は、安全面や会場設営の問題等で縮小や中止と
なるものが出てきました。一方、平成 31 年 3 月に「長野県手作り
打上花火」が長野県の伝統工芸品として認定され、同社では、諏訪
湖花火大会にて 4 年連続で受賞する実績も残していました。
　新たな顧客獲得に向け、低価格から構成する個人向け打上花火
パッケージ事業を策定しました。
　補助金申請にあたり、商工会議所の経営支援では、業界の状況分
析、自社の強みの再確認、事業計画書作成等のサポートを行わせていただきました。
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法務・金融部会

建設業部会

防災への対応は自助、共助が有効
上田市危機管理防災課との懇談会  開催

　2 月 7 日㈮法務・金融部会（佐藤信司部会長）では、田中達夫上田市危機管
理防災課長を招き、「上田市の防災対策について」をテーマに部会役員との懇
談会を開催しました。
　田中課長から、令和元年の台風 19 号の被害状況と災害対応について、大雨
警報の発表から大雨特別警報解除、避難指示解除までの経過、被害状況などに
ついて説明があり、さらに防災、減災に対する取組や共有しておきたい防災情
報の取り方などについて話されました。
　今回の災害から、いざという時に対応できるよう、平時から情報の取得に努

めていただく啓発等が必要である、いざ大規模災害が発生した際には公助だけでは限界があり、自分の身は自分で
守る自助と共に、普段から顔見知りの地域で協力し合いながら防災活動を組織的に行う共助が大切で、自助・共助・
公助が有機的に行われることで被害の軽減を図ることができるので、企業でも共助の部分として日頃から防災減災
への取り組んでほしいと語りました。今後自然災害や地震はどの地域においても発生することを認識し、いざとい
う時にどのような対応を心がければよいかを共有できた懇談会となりました。

地域の安心・安全のために
上田市議会議員と台風 19 号災害対応について意見交換

　2 月 12 日㈬、建設業部会（増澤延男部会長）は、部会役員と上田市議会環
境建設委員会との意見交換会を開催しました。「台風 19 号災害復旧の現状と
今後の災害対応政策について」をテーマに、上田市と災害復旧支援に関する協
定を結ぶ「上田市防災支援協会」会員である部会役員より、今回の災害発生時
の対応状況や課題について説明がありました。
　建設業の人手不足が憂慮される中、地域として非常時に対応できる人員の確
保が求められること、また官⺠とも世代的に災害対応した経験者が少なく、即
時の判断・対応が難しい場面もあったことから、OB 人材の活⽤等について提
案がありました。また、優先度の判断が求められる被災現場の状況把握のため、複数の現場をリアルタイムに映し、
情報を一元化できるような管理システムの構築を求める声もありました。災害を経験した今だからこそ、官⺠一体
となり、より機能的な防災体制作りが求められます。それぞれの立場で今回の災害を振り返り、地域の安心・安全
を考えるよい機会となりました。

　当所は 2 月 6 日㈭、金融機関との相
互連携と創業支援体制の強化のために創
業支援研究会を初めて開催しました。
研究会には、市内金融機関の各支店や県
信⽤保証協会上田支店から担当者 22 人
が出席。創業支援の推進と創業計画書の
作成についての認識を共有し、支援体制
の強化を図ることとしました。
　当所の創業相談支援の件数は年々増加
しており、多様な創業支援事業を展開し
ていますが、関係機関や金融機関との連
携体制が基盤となっています。研究会の
開催により、連携体制の一層の強化を図
ります。

上田地域の創業支援、連携体制一層強化へ

創業支援研究会を
初開催 　第 32 期ビジネススクール閉講式が、2 月 12 日㈬当所で開催されました。

　昨年 7 月 3 日に開講した通信教育はマネジメントとものづくり（工
場生産）に関する 4 コースで、13 事業所 47 名の方が修了しました。閉
講式では、当所と㈻産業能率大学による、修了証授与と成績優秀者 37
名への賞状と記念品授与などが行われました。受講者を代表し、株式会
社三葉製作所 徳永邦彦氏から「レポート提出や研修を通し効率的に学
習を進められた。自分が今直面する課題等についても考えを深め、働い
ていく上で大切なことを学ぶ機会となった。今後一つでも多く学んだこ
とを職場の仲間にも伝え共有していき
たい。」との謝辞がありました。

第32期ビジネススクール閉講式
産業人材育成で47名がスキルアップ!

受講修了者	 47 名
　初級管理者コース 17 名
　管理者実践コース 8 名
　工場生産基礎コース 4 名
　工場生産現場リーダーコース 18 名
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第 3 回インターンシップ・
ワールドカフェ開催

　2 月 10 日㈪に当所 5 階ホー
ルにて、上田市・上田商工会
議所・上田職業安定協会の主
催により「インターンシップ・
ワールドカフェ」を開催しま
した。今回は上田地域にあ
る 6 事業所のインターンシッ
プ担当者と若手社員が集まり、

県内外から集まった大学生と、5 つのテーマでワールドカフェ
を実施し、インターンシップの情報提供やフリートークの時間
を過ごしました。
　参加学生は、上田地域出身で現在は都内にある大学に通う学
生や、県外出身でこの地域の大学に通う学生など 1 年生から 3
年生までそれぞれで、インターンシップに対する考え方も多様
化しているようでした。
　参加事業所の方からは「学生の本音を聞くことが出来た」「企
業同士のワークショップで他社の工夫を知ることが出来た、良
い点を自社でも取り入れていきたい」などの感想をお寄せいた
だきました。来年度も継続して開催して参ります。

インターンシップ・採用活動
向上支援セミナー開催

　12 月から 3 回にわたり開催してきた「インター
ンシップ・採⽤活動向上支援セミナー」が 2 月
13 日㈭に終了致しました。いずれも当所 5 階ホー
ルで開催し、㈱マイナビ教育研修事業部の小澤氏
に講師をしていただき、延べ 41 社の事業所から
採⽤担当者が参加し、グループワークを含めた講
義を受講しました。講義終了後には「今の若者の
特徴や考え方が分かった」「採⽤活動に関する自
社の問題・課題について振り返ってみようと思っ
た」などの感想があり、今後も採⽤活動強化につ
ながるセミナー開催への要望をいただきました。

お客様の性格や心理を分析し、接客に活かす
長野県商店会連合会東信ブロック研修会開催

　1 月 30 日㈭に当所共催、上田市商店会連合会（柳島隆二会長）主管のもと、
長野県商店会連合会東信ブロック研修会が開催されました。
　今回は上田市出身の山口博氏を講師に迎え、「顧客の購買意欲をかきたて、売
上げを増大させるモチベーションファクターを梃にした顧客対応手法」と題し、
ロールプレイを交えた研修が行われました。モチベーションファクターという「行
動する時において意欲を高める要素」の観点からお客様の性格や心理を分析し、
接客に活かす方法について勉強しました。いつもとは違った雰囲気で、活気のあ
る研修会になりました。

2020 年度珠算検定試験施行日

珠
　
　
　
　
　
算

検定試験　種別 施行期日 募集受付から締切の期間 合格発表日 検定受験料

◇第 219 回 珠算能力
　珠算・暗算 1 級～ 10 級
　（準 1・準 2・準 3 級含む）

◇第 129 回 段位認定

6 月 28 日㈰ 5/11 ㈪～ 5/27 ㈬ 7 月 3 日㈮

◆珠　算
　１　級 2,340 円
　準１級 2,040 円
　２　級 1,730 円
　準２級 1,630 円
　３　級 1,530 円
　準３級 1,320 円
　４～６級 1,020 円
　７～10級 910 円

◆暗　算
　１～10級 910 円
　準１級・準２級・準３級 910 円

◆段　位
　珠算・暗算 2,950 円
　珠算のみ 2,550 円
　暗算のみ 1,220 円

◇第 220 回 珠算能力
　珠算・暗算 1 級～ 10 級
　（準 1・準 2・準 3 級含む）

◇第 130 回 段位認定

10 月 25 日㈰ 9/7 ㈪～ 9/23 ㈬ 10 月 30 日㈮

◇第 221 回 珠算能力
　珠算・暗算 1 級～ 10 級
　（準 1・準 2・準 3 級含む）

◇第 131 回 段位認定

2021 年　　　　
2 月 14 日㈰ 12/14 ㈪～ 1

2021年
/13 ㈬

2021 年　　　　
2 月 19 日㈮

■試験に関するお問い合わせ・お申込みは当所総務課（TEL.0268-22-4500）まで。
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2020  第 17 回 上田城千本桜まつり
2020年4月1日㈬～12日㈰

■旧市民会館駐車場特設ステージ
イベント名 期　　　間 時　間

オープニングセレモニー／上田城ダンスフェスティバル／
野村美菜歌謡ショーほか 4月4日㈯   9：45～16：00

上田城太鼓まつり～春の陣～ 4月5日㈰ 10：00～16：00
おもてなしステージ 4月11日㈯ 10：00～16：00
おもてなし武将隊ステージ／ご当地ヒーローステージ　ほか 4月12日㈰ 10：00～16：00

■旧市民会館駐車場（上田城跡公園内）
内　　　容 開　催　日 時　　間

上田城おもてなし物産展 早期：3月28日㈯～3/31日㈫ ※一部店舗
本祭：4月1日㈬～12日㈰ 10：00～16：00

千本桜ライトアップ 4月1日㈬～12日㈰
※開花状況により変更の場合あり 日没（18：30頃）～22：00

五輪カラー風船プレゼント（無料）／上田市農産物数当てクイズ 期間中の土・日曜日 10：00～16：00
野点と着物で「和のおもてなし」／真田流忍術体験 4月4日㈯、5日㈰ 10：00～16：00
春爛漫神輿渡御 4月5日㈰ 12：00～15：00
上田城大茶会 4月6日㈪～12日㈰ 10：00～16：00
上田城光の祭典（一部有料・事前予約制） 4月11日㈯  ※予備日：12日㈰ 19：00～（準備16：00～）
姉妹都市等観光物産展／甲冑着用体験（無料） 4月11日㈯・12日㈰ 10：00～16：00
ご当地ヒーロー大集合 4月12日㈰ 10：00～16：00

■上田城跡公園芝生広場
内　　　容 開　催　日 時　　間

風情あふれる人力車でおもてなし 4月4日㈯ 10：00～16：00
桜コンサート 4月12日㈰   9：00～11：30

■会場周辺の期間限定イベント
内　　　容 開　催　日 場　　所

千本桜スイーツフェア 4月1日㈬～4月30日㈭ 上田市観光会館売店
上田市内周遊花巡りスタンプラリー 4月1日㈬～4月30日㈭ 上田市内 6 箇所

※イベント内容は天候等により変更になる場合があります。詳細は上田城千本桜まつりホームページを併せてご覧ください。
問い合わせ先：上田市商工観光部観光課（TEL.0268-23-5408）

「東京 2020 オリンピック聖火リレー」が上田市を通過します !
　東京オリンピック聖火リレーは、3 月 12 日にオリン
ピック発祥の地・ギリシャのオリンピアで採火された後、
同 20 日に日本に到着し、同 26 日に福島県でスタート
します。4 月 2 日㈭には上田市を通過する予定です。
　一人一人の熱い想いがオリンピックスタジアムに届く
よう聖火リレーを応援しましょう ! なお、聖火リレーの
詳細な時間や交通規制については、順次、上田市ホーム
ページ等で更新されます。

長野県コース
４月２日㈭ 軽井沢町→佐久市→山ノ内町→上田市→

野沢温泉村→白馬村→長野市
４月３日㈮ 飯田市→南木曽町→伊那市→諏訪市→
 大町市→安曇野市→松本市

問い合わせ先：交流文化スポーツ課　TEL.75-2005



15

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承継など）を共済制度／
福祉制度でサポートしています。
アクサ生命保険株式会社 長野支社 上田営業所 
〒386-0024 上田市大手1-10-22　上田商工会議所会館3F  TEL 0268-22-3164



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）

2020年
調査結果１月

調査対象
全国336商工会議所2627業種組合等

【建設業】
業況DI値が改善傾向、仕入単

価・販売単価DI値が悪化傾向、

その他の項目はほぼ横ばい

【製造業】
業況・売上・仕入単価DI値が改

善傾向、採算DI値が悪化傾向、

その他の項目はほぼ横ばい

【卸売業】
業況・売上・採算・仕入単価・資

金繰りDI値が改善傾向、販売

単価・従業員DI値が悪化傾向

【小売業】
業況・売上・採算・資金繰りDI値

が改善傾向、その他の項目は

ほぼ横ばい

【サービス業】
売上DI値が改善傾向、仕入単

価・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、4カ月ぶりの改善も先行きは、回復の力強さ欠き、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 仕入単価 販売単価 資金繰り 従業員

前年同月比
▲ 26.8 ▲ 20.3 ▲ 22.9 ▲ 35.3 3.8 ▲ 11.8 22.5

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 26.9 ▲ 20.6 ▲ 21.9 ▲ 32.2 2.2 ▲ 13.5 22.9
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2.6ポイントの改
善。都市部の再開発を中心とする民間工事が堅調な建設業や、
米中貿易摩擦・中国経済減速の影響があるものの、半導体関連
に持ち直しの動きが見られ始めた製造業に加え、年末年始の長
期連休により好調なインバウンドを含む観光需要の恩恵を受けたサービス業、小売業の業況感が改善した。一
方、根強い消費者の節約志向や記録的な暖冬による冬物商材の不振、深刻な人手不足や人件費の上昇、原油価
格の行方、世界経済の先行き不透明感を指摘する声も多く、中小企業の業況改善に向けた動きは力強さを欠い
ている。
◇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

は続くものの、堅調な都市部の再開発を中心とした民間工事に加え、地域により発注にば
らつきがあるものの公共工事が底堅く推移し、改善。

【製　造　業】	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、自動車関連が振るわない一方、建設業関連商品の堅調な動きが寄与し、改善。また、
半導体に持ち直しの動きも見られる。

【卸　売　業】	暖冬の影響により生育が好調で価格が下落している農産物関連が全体を押し下げているも
のの、原材料や部品など堅調な建設業の関連商品が下支えし、改善。

【小　売　業】	食料品や日用品を中心とする消費者の根強い節約志向や、記録的な暖冬に伴う冬物商材や
衣料品の需要低迷を指摘する声が聞かれる一方、堅調なインバウンド需要の恩恵や初売り
による売上回復の動きも見られ、改善。

【サービス業】	堅調なインバウンド需要に加え、天候に恵まれた年末年始の長期連休により飲食・宿泊業
を中心に客足が伸びた一方、製造業を中心とする出荷量減少や消費低迷による物流量減少
から、運送業の業況が悪化し、ほぼ横ばい。地域によっては、記録的な暖冬・雪不足によ
り旅行客のキャンセルが相次いでいるとの声も聞かれた。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、▲ 26.9 と今月より0.1 ポイントの悪化を見込むものの、個人消費拡大やイン
バウンドを含めた観光需要拡大、補正予算など経済対策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

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。
※３月の税務・不動産鑑定・発明相談は開催いたしません。

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） 3 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） 4 月 6 日㈪
13：30 ～ 15：00

長野県司法書士会上田支部
司法書士

⾦　　融 3 月 23 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） 4 月 6 日㈪
13：30 ～ 15：00

関東税理士会
税理士

労　　務 4 月 6 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

不動産評価等の
無料相談会

4 月 1 日㈬
10：00 ～ 16：00

（一社）長野県不動産鑑定士会
上小地区不動産鑑定士

発明（予約制） 4 月 9 日㈭
13：00 ～ 16：00

（一社）長野県発明協会
弁理士およ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３月

マル経融資（小規模事業者経営改善資金貸付）

　当所では、小規模事業者の方向けに「マル経融資制度」を取り扱っています。
　これは当所が審査を行い、日本政策金融公庫に推薦する制度です。当所会員の小規模事業者※のみご利用
いただけます。
　詳細につきましては、当所中小企業相談所窓口までお問い合わせください。
※従業員数が商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）の場合 5 人以下、製造業・その他の場合 20 人以下の事業者

3 つ の ポ イ ン ト !
低金利、借入期間固定の安心感

年 1.21%
※令和 2 年 2 月 3 日現在

高額融資で、高い利便性

最大 2,000 万円
（運転・設備合わせて）

担保不要の手軽さ

無担保・無保証
消費税の確定申告では標準税率（10%）・軽減税率（8%）にご注意ください !

　令和元年（2019 年）分の確定申告期限について、所得税および復興特別所得税が 3 月 16 日㈪、個人事業者の
消費税および地方消費税が 3 月 31 日㈫となっています。期限日までに提出できるよう、ご準備ください。
　特に、今回の消費税および地方消費税の確定申告について、10 月から標準税率（10%）と軽減税率（8%）の
複数税率制度が導入されています。一般課税の場合、売上だけでなく接待交際費や必要経費での飲食代なども分け
て計算しなければならないため、すべての業種に関わってきます。お早めにご確認いただき、適正な申告に努めて
ください。

標準税率（例）

軽減税率（例）

店内飲食（イートイン含む）、フードコートでの飲食、ケータリング・出張料理※ 1、
アルコール飲料、みりん、水道料金、医薬品・医薬部外品、個別に購入した新聞、
一体資産（食品とそれ以外の資産で構成されているもの）※ 2　など
※ 1： 有料老人ホーム等で提供される一定の基準を満たす飲食料品は軽減税率の対象になります。
※ 2： 商品の税抜販売価格が 1 万円以下で、飲食料品の価額が占める割合が 2/3 以上の場合、
 軽減税率の対象となります。

飲食料品のテイクアウト・持ち帰り※ 3、お土産※ 3、お中元・お歳暮※ 4、出前宅配、
屋台での軽食※ 5、甘酒、酒類を原料とした菓子、みりん風調味料、ノンアルコール飲料、
新聞の定期購読料※ 6　など
※ 3： お客様の求めに応じて店がテイクアウト用に提供したものを店内で飲食した場合でも軽減税率の対象と

なります。保冷剤や箱代、送料など飲食品以外の代金を別途もらう場合、その部分は標準税率となります。
※ 4： アルコール類やカタログギフトによる飲食品の贈答の場合、標準税率となります。
※ 5： テーブルやイスなどの飲食設備がない場合を指します。
※ 6： 週 2 回以上の発行かつ定期購読のものが軽減税率の対象となります。

経営でお困りのことは、当所中小企業相談所にお気軽にご相談ください !
■お問合せ　TEL.0268-22-4500　FAX.0268-25-5577　E-mail: info@ucci.or.jp



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 210

通勤・通学用自転車フェア実施中

オビズサイクル
〒386-0041　上田市秋和252-2
TEL.0268-22-1515　　【HP】http://obiscycle.com

【営業時間】10：00～19：00　【定休日】火曜日

　お子様の通学向けは
もちろんですが、最近は、
通勤用自転車も人気です。
これからの暖かい季節、通
勤から始めるシェイプアッ
プはいかがですか?　当店
では、各メーカーの新型
の自転車はもちろん、お買い得車もたくさんご用意していま
す !　ぜひ店頭でお確かめの上、より自分に合った自転車を
お選びください。しっかりとアドバイスさせていただきます !

株式会社　オーサン模型
〒386-1544　上田市仁古田1111-1
TEL.0268-31-1200　FAX.0268-31-1201
E-mail： osan01@rose.ocn.ne.jp

　弊社は建築模型をメイ
ンにアクリル材を使用し
た“模型”を製作してい
る会社です。最近は工場
の模型や製品の説明用模
型等の需要も増えてきま
した。おかげ様で創業

38 年目を迎え、お客様に喜んでもらえるよう、これか
らも日々邁進してまいります。写真の模型は上田市役所
の建設模型です。現在ロビーに展示してあります。

模型から広がる創造の世界

Salon de glitter（サロン ド グリッター）
〒386-0014　上田市材木町1-1-4  大王ビル1F
TEL.0268-71-0117　Mobile 080-4462-4100

【電話受付】9：30～17：30
【定休日】不定休（時間外応相談）

お客様の魅力を
最大限に引き出すために

　全てのお客様に喜んで
いただき、毎日素敵な笑
顔で過ごしていただくた
めに、お客様の魅力を引
き出すお手伝いをさせて
いただいております。ま
つエク、増毛エクステ、

フェアリーエクステ、ネイルの施術を行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

不動産の登記・測量・各種官庁申請手続
お困りの事はございませんか?

　「お隣さんとの土地の
境界がはっきりしない」

「土地を分割したいけど
どうすればいいの ?」「農
地を宅地へ転用したい」

「建物を新築・取り壊し
たけれど登記手続きの方
法がわからない」等、お困りの事がございましたら、専
門家である土地家屋調査士・行政書士が皆様のお手伝い
をさせていただきます。お気軽にご相談ください。

かみじま測量設計・登記事務所
〒386-0014　上田市材木町1-1-16
TEL.0268-71-0340　FAX.0268-23-3375

【HP】https://real-estate-surveyor-13.business.site
【メールアドレス】kamijima@email.plala.or.jp　【定休日】日曜・祭日
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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

かみじま測量設計・登記事務所 上田市材木町 1-1-16 71-0340 測量・設計・官庁申請手続
㈱さかきの杜みち リハビリテーション颯うえだ 上田市小島 268-4 71-7261 リハビリ特化型通所介護
㈻ ISI 学園専門学校 長野ビジネス外語カレッジ 上田市中央 3-5-18 23-7220 専門学科・日本語学科
リラクガーデン 上田市住吉 165-13 25-3650 造園
晄明商事（同） 上田市天神一丁目 3-17 75-8337 各種石材卸（輸出入卸）
藤澤電気保安管理事務所 上田市古里 1953-3 080-3274-2056 電気工作物の保守・管理
そば処 壱 上田市芳田 1513-1 75-5706 そば店
㈱アスコット・ナカジマ 上田市下塩尻 114 23-9808 建設業・廃棄物処理業
㈱月工業 上田市古里 1564-1 25-1168 メガソーラー、外配管　等

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。

会議所共済
口座振替の
お知らせ

3月23日㈪
です。

※毎月 22 日ですが、休
業日のため翌営業日と
なります。

　振替日が近づきました
らご確認、ご準備をお
願いいたします。

36 協定（時間外・休日労働協定）の様式が変わります !!　上田労働基準

監督署からの
お知らせ

　協定の期間が、令和 2 年 4 月1日以降の 36 協定の締結に
あたり、中小企業（一部業種・業務を除く）の、時間外・休
日労働にも上限規制が掛かります。それに伴い、36 協定の様
式が変更となり、新しい様式の項目について、記載漏れがあ
る 36 協定は、無効となる場合があります。このため、各事
業場におかれましては、協定の期間が令和 2 年 4 月1日以降
の 36 協定について、新様式（様式第 9 号～様式 9 号の 5）
で作成の上、所轄労働基準監督署へお届けいただくようお願
いします。なお、36 協定等の届出を郵送で行う場合は、原
本の写し（コピー可）及び返信用封筒（宛先の記載・切手付）
の同封をお願いします。記入方法等について不明な点があれ
ば、上田労働基準監督署までお気軽にご相談ください。
■お問い合わせ
　上田労働基準監督署 監督・安衛課
　TEL.0268-22-0338

日本全国の企業をつなぐ商工会議所・
商工会運営の商取引支援サイト

販路開拓・取引拡大に
ご活用ください

新規登録（ユーザー ID取得）の流れ
❶ユーザー登録画面にアクセス
ザ・ビジネスモールのサイトを開き、
ユーザー登録する（無料）

ボタンをクリックする。

❸必要情報を入力
「企業情報の登録画面へ」をクリック
して企業概要、ユーザー情報を
入力する。

❺ザ・ビジネスモール使用開始
ログイン画面で ID（メールアドレス）
とパスワードを入力し、マイページ
に入ると、企業・PR情報の編集や、
「買いたい案件」の
登録などの各種
機能が利用できる。

❷入会先で上田商工会議所を選択
上田商工会議所を都道府県別の
一覧から選択する。
都道府県名

団体名

長野県

上田商工会議所

❹パスワードを登録して完了
上田商工会議所にて情報確認
完了後、お手元に登録完了の
メールが届く。

メール記載のURLからパスワード
を登録する。




