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コロナ禍における地域振興事業を承認
　　　令和元年度事業報告・決算承認

通常議員総会・常議員会開催

　6 月 30 日㈫当所において常議員会・通常議員総会合同会議が開催さ
れ、常議員の補欠選任、令和元年度事業報告並びに決算など 6 議案につ
いて承認されました。
　会議の冒頭、栁澤会頭は新型コロナウィルス感染症が生活環境や経済
活動に大きな影響を及ぼしていることに触れ、支援事業の取組み等につ
いて述べ今後の会議所活動へ
の協力と理解を求めました。
　常議員の補欠選任では、山
洋電気㈱上田事業所　執行役
員上田事業所長　中山千裕 

氏、㈱八十二銀行上田支店　執行役員上田支店長　小山　智 氏が議員
職務執行者の変更に伴い、常議員に選任されました。続いて、令和元年
度事業報告並びに決算について承認された後、コロナウィルス感染症対
策緊急経済対策事業や上田市事業承継・M&A 支援事業など新たに交付
決定された補助事業に係る補正予算が承認されました。
　会議では、当所交通・観光サービス業部会が、秋の観光シーズンに向
け実施する上田バイパスの道路清掃等の取り組みが信州豊かな環境づく
り県民会議で評価され表彰を受けたことが報告され、栁澤会頭から岡田
交通・観光サービス業部会長に表彰状が伝達されました。
　また、永年の議員の功労に対し、横沢泰男議員と武田幸一議員が関東
経済産業局長表彰を受けたことが報告されました。

令和元年度事業報告
　令和元年度は消費税改正に伴い軽減税率制度が導入されたことから、キャッシュレス決済の普及やモバイル POS
レジのデモンストレーションを行うなど導入支援を実施しました。10 月の台風 19 号では、豪雨や強風による被害
があり、10 月 13 日から「台風 19 号豪雨災害特別相談窓口」を設置、被害状況調査を実施し被害状況の把握に努め、
中小企業グループ施設等復旧整備補助金の申請業務など、事業者の相談に対応しました。令和 2 年 1 月 29 日からは

「新型コロナウィルス関連経営相談窓口」を開設。3 月には管内企業活動への影響調査を実施し、緊急融資、持続化
補助金、雇用調整助成金などの相談に対応しました。また、緊急支援企画として、上田市内の外食産業を対象とし
たテイクアウト・デリバリー情報サイト「もっテイク上田」を立ち上げ、外出自粛要請の環境下において飲食店など
の支援を実施しました。

イオンリテール株式会社　イオン上田店
店　長

青柳　邦久　氏
（令和 2 年 6 月 20 日付）

株式会社八十二銀行　上田支店
執行役員上田支店長
小山　　智　氏
（令和 2 年 6 月 26 日付）

議員職務執行者が変更されました

【表　彰】
関東経済産業局長　表彰（順不同）
　横澤化学株式会社　代表取締役会長
 横沢　泰男 氏
　武田味噌醸造株式会社　代表取締役
 武田　幸一 氏
信州豊かな環境づくり県民会議　表彰

上田商工会議所
交通 ･ 観光サービス業部会
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令和元年度　収支決算

（図 -1）
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1億4,910万円
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支出

3億9,229万円

次期繰越金
5,964万円

事業費
1億5,761万円

管理費
1億6,370万円

繰入金・積立金
1,134万円

　令和元年度収支決算は一般会計ほか特別会計 7 会計、積立金会計 3 会計を合わせた総収入額が 12 億 24 万円余、
総支出額が 8 億 6,444 万円余となりました。
　このうち積立金特別会計と事業外収入・支出を除いた収支決算は図 -1 のとおり収入 3 億 9,229 万円で支出 3 億
3,264 万円、収支残高 5,964 万円が次年度繰越金となりました。
　主な補助事業は、消費税率の引き上げと軽減税率制度の導入に対し、事業者がスムーズに移行できるよう国から
の補助金が増額されました。また、長野県地域発元気づくり支援金事業は 2 事業が採択され、ラグビーイタリア代
表チーム来訪をきっかけとした「上田まちなかイタリア交流ブランディング事業」では、補助金 138 万余を活用
しイタリア交流講座やまちなかイタリアフェスタを開催しました。また、子供たちに地元の産業と企業を知っても
らうプロジェクト事業「上田地域産業展を見に行こう」では、補助金 71 万円を活用し、産業展会場と学校を往復
するバスを手配、コンシェルジュによる会場案内などを実施しました。
　また、上田市から委託料 291 万余を活用し「地域学生地元就職促進事業」を実施。就職活動を開始する学生と
上田地域の企業を研究をする機会を設営、インターンシップ・ワールドカフェなど学生と企業の交流会を開催しま
した。2 年目となる「まちなか創業空き店舗活用事業」は委託料 806 万円を活用し、空き店舗の利活用支援、チャ
レンジショップの運営、創業セミナーなどを実施しました。「上田ドリームワークス」事業は、委託料 1,400 万円
を活用し、各種工業展示会に 6 回出展、会員企業の工場見学を 2 回開催するなど販路拡大等の支援を行いました。

新型コロナウイルス感染症関連対策応援企画　第 3弾
タクシーでお店に寄っテイク !「寄っテイク上田」

　上田商工会議所と上田市商工会・真田町商工会は、長野県タクシー協会上小支部と共催
し、新型コロナウイルス感染症関連対策を実施します。
　上田市内のお店へ買い物やテイクアウトなどでのタクシー利用を促進し、小売業・飲食
業・サービス業及びタクシー業を支援します。タクシー利用 1回乗車につき、タクシー
料金を 500 円割り引きます。� （12P 参照）

●こんな時に利用できます
上田市内のお店で、買い物やテイクアウトなどでの
タクシー利用。
小売店・飲食店・サービス業の店舗で利用できます。
（利用例）

・タクシーを利用して買い物やテイクアウトに行く。
・タクシー乗車の途中で買い物やテイクアウトに立

ち寄る。
・お店立ち寄りやテイクアウトの後にタクシーを利

用する。
※通院、薬局の処方箋調剤では利用できません。

●利用できる期間
令和 2 年 7 月 1 日㈬～ 12 月 31 日㈭
但し、利用枠の上限に達したら終了となります。

●利用できるのは、上田市内に営業所のあるタクシー
　会社です。

上田観光自動車 省和タクシー 菅平観光タクシー
上田タクシー 藤森タクシー 塩田観光タクシー
松葉タクシー 浅間観光タクシー 和田バス

●お問い合わせ先
　上田商工会議所　TEL.0268-22-4500
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✓持続化補助金

〈令和元年度補正予算持続化補助金（一般型）の
　　今後のスケジュール〉
応募締切：令和 2年 10月 2日㈮
　　　　　当日消印有効（3次締切）

日本商工会議所
03-6447-2389

補助金活用で災害から復興 !
小規模事業者持続化補助金（令和元年度台風19号型）採択事業所紹介

【Aquila（アークイラ）】（美容業）
所在地：上田市国分 1568-9　TEL.0268-21-7270

　昨年 10 月に発生した台風 19 号により、店舗前を流れる
千曲川が越水し店内にも濁流や土砂が流入。一夜明けた後の

Before After

〈令和 2年度補正予算持続化補助金（コロナ特別対応型）の
　　今後のスケジュール〉
応募締切：令和 2年 8月 7日㈮
　　　　　必着

日本商工会議所
03-6447-5485

　今回、補助金を早めに活用することで最小限の風評被害に
抑えることができ、現在は元気に営業しております。皆様の
ご来店をお待ちしております。
 （代表　樺澤　国男）

店舗は写真のとおり悲惨な状況でした。
　そうした中、一日でも早く営業再開する
べく店舗内の泥の掻き出しや水の洗い流し
を行いましたが、浸水の影響でシャンプー
台や電気等の配線関係が使用不可になり大
きなダメージを受けました。
　そのような折、商工会議所より被災地域
を対象とした持続化補助金の情報をいただ
き、申請書の書き方等を指導いただいた結
果、採択され補助金を活用することが出来
ました。

お問合せ先　上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の
取組を支援（小規模事業者持続的発展支援事業）

〈補助額〉
上限 50万円（コロナ特別対応型：上限 100万円）
事業再開枠：上限 50万円／特例事業者：50万円上乗せ
� ※共同申請可能

〈補助率〉
一般型、コロナ特別対応型（A）：2/3
コロナ特別対応型（B・C）：3/4
事業再開枠（定額）�特例事業者上乗せ：2/3または3/4または定額

〈補助対象〉
非対面販売のためのホームページの作成・改良、店舗の改
装、チラシの作成、広告掲載など

✓新型コロナウイルス感染症対応「特別枠」
 補助対象経費の 1/6 以上が以下のA～Cのいずれかの要
件に合致することが必要。
Ａ　サプライチェーンの毀損への対応�
Ｂ　非対面型ビジネスモデルへの転換�
Ｃ　テレワーク環境の整備

✓「事業再開枠」（感染防止対策のための取組）
 業種別ガイドラインに基づく新型コロナウイルス感染症感
染防止対策のための取組にかかる経費について定額補助。
� 事業再開枠単独での申請は不可。
✓特例事業者に対する上限上乗せ
 クラスター対策が特に必要な特例事業者に上限50万円を上
乗せ� ※詳細は公募要領参照

持続化給付金に関するお知らせ
支援対象を拡大します

　感染症拡大により、特に大きな影響を受ける中小法人・個
人事業者に対して、  事業の継続を下支えし、再起の糧とし
ていただくため、事業全般に広く使える持続化給付金を支給
しております。
　この度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者
を新たに対象とします。

1 2主たる収入を
雑所得・給与所得

で確定申告した個人事業者
2020年1月～3月
の間に創業した事業者

申請方法、申請開始日
新たに対象となった方の申請は6月29日より受付開始

申請は、WEB・スマホから電子申請
（全国に設置した申請サポート会場でも申請が可能）

詳細情報はコチラ
内容の詳細は、HP にてご案内しており
ます。 経済

産業省
持続化給付金

事務局
1　申請要領（主たる収入を雑所得・給与

所得で確定申告した個人事業者等向け）
2　申請要領（中小法人等向け、個人事

業者等向け）をご確認ください。

申請サポート会場 持続化給付金
事務局全国に設置したサポート会場で、電子申請

をサポートします。
設置箇所・予約方法については、持続化給
付金事務局 HP をご確認ください。

持続化給付金事業 コールセンター
0120-115-570、［IP 電話専用回線］03-6831-0613
※受付時間  8：30～19：00  6月（毎日）・7月～12月（土曜日を除く日から金曜日）
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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

そば処 　壱 上田市芳田 1513-1
Tel.0268-75-5706

浅間サンライン沿いの「あやめの里ショッピングセンター」内にオープン。交通量も多く、
サラリーマンや地元客などが来店する。店内は、ゆったりとした空間が広がる。田舎そばが
メインで、季節に合わせた丼やてんぷらなども提供する。新型コロナウィルス感染拡大のな
かで、栄養があり、免疫力を高めるメニューを工夫している。客との対話に心がけ、立ち寄
りやすい店づくりを目指している。店名には、第一歩から始めて、年輪のように大きく成長
したいとの思いが込められている。テーブル12席、小あがり8席、カウンター7席。
【営業時間】11：00～15：00　【定休日】水曜日

食堂・居酒屋 　にの屋 上田市中央 3-7-33
Tel.090-2433-0930

原町のホテルユーイン上田内にオープン。木目調の和風なドアを開けると、ホテル内食堂・
居酒屋としての洒落た空間が広がる。揚げ物、焼き物、サラダなどメニューは豊富で、ビール・
ワイン・日本酒などのドリンクも提供する。地元の人が気軽に集い、楽しく飲食できる場づ
くりを目指している。長年の経験を活かし、低廉な価格で、おいしい料理を提供する。新型
コロナウィルス感染拡大のなかで、店内の換気や消毒を徹底し、席の間隔も開けて対応する。
ホテル宿泊者には、朝食を提供している。テーブル18席、カウンター5席。
【営業時間】11：00～14：00　17：00～22：00　【定休日】月曜日

雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金）の
　受給額・対象期間が引き上げられました !!� 令和２年６月12日現在
　雇用調整助成金は新型コロナ
ウイルス感染症の影響によって
一時的に休業等を行う場合に、
従業員に支払った休業手当等の
一部を国が助成する制度です。

変更項目 変更前 変更後

受給額上限（1人あたり日額） 8,330 円 15,000 円
助成率：解雇等を行わない場合

※解雇等のあった場合は 4/5 中小企業　9/10 中小企業　10/10

緊急対応期間 4 月 1 日～ 6 月 30 日 4 月 1 日～ 9 月 30 日

詳細・各種申請書は、

　 厚生労働省　雇用調整助成金   で検索

【お問合せ】
・ハローワーク上田� TEL.0268-23-8609
・雇用調整助成金コールセンター� TEL.0120-60-3999

◆家賃支援給付金◆
　新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長等に
より、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家
賃（賃料）の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家
賃支援給付金」を支給します。

　上記給付金制度の詳細は現在検討中です。具体的な内容等に
ついては、準備が整い次第、経済産業省 HP 等で公表されます。
　経済産業省 HP　https://www.meti.go.jp/covid-19/

【給付対象者】
テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事
業者、個人事業者等であって、5 月～ 12 月において以
下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか 1カ月の売上高が前年同月比で 50%以上減少
②連続する 3ヶ月の売上高が前年同期比で 30%以上減少
【給付額・給付率】
申請時の直近の支払賃料（月額）に基づいて算出される給
付額（月額）を基に、6 カ月分の給付額に相当する額を支給。

→法人は最大 600 万円 →個人事業者は最大 300 万円

〈変更前に申請し、支給されている方〉
　追加の手続きは不要です。支給額との差額は後日支給され
ます。
〈変更前に申請し、支給決定されていない方〉

　追加の手続きは不要です。申請額との差額を合わせて支給
されます。
〈支給申請済みだが、過去の休業手当を見直し（増額し）

従業員に追加の休業手当を支払う方〉
　追加支給の手続きが必要です。令和 2 年 9 月 30 日までに

【再申請書（様式）等】を提出ください。

〈これから申請を行う方〉
　厚生労働省の雇用調整助成金 HP の書式にて申請ください。
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●日時：６月１日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 令和元年度事業報告確認
⑵	 令和元年度収支決算書確認
⑶	 事業継続力強化支援計画の認定申請承認
⑷	 新型コロナウイルス関連支援状況確認
⑸	 テイクアウト &タクシー利用促進「寄っテイ
ク上田」企画案確認

正副会頭会議　報告　（第14回） 正副会頭会議　報告　（第15回）
●日時：６月15日㈪午後４時
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 令和元年度事業報告確認
⑵	 令和 2年度補正予算（案）確認
⑶	 新型コロナウイルス対策消費喚起応援事業案報告
⑷	 渋沢栄一「青天を衝け」記念事業案検討
⑸	 事業承継・M&A支援連携協定締結確認

生活関連サービス業部会

　6 月 19 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、今年度事業の推
進について協議しました。
　会議ではまず、第 4 回目となる「信州上田うまいも
のスタンプラリー」について検討し、コロナウイルス感
染拡大で大きな影響を受けている飲食店等の集客、売上
げに貢献できる内容で開催することなどを協議しました。
セミナーについては、食品衛生法の改正により食品を扱
うすべての事業者は国際基準「HACCP」に沿った衛生
管理が義務づけられたことを受け、周知と導入に向けて
のセミナーを実施すること、また健康管理に関する講演
会も開催の方向で計画することとしました。
　今年度事業については、コロナウイルス感染症対策を
講じながら推進してまいります。

青年部
初のWeb役員会を開催 !

　当所青年部（西澤優会長）
は 6 月 2 日 ㈫ に、 青 年 部
として初となる Web 役員
会を開催し、18 名が参加
しました。当所青年部は定
例で役員会を開催してい
て、今回はカメラ通話アプ
リ「ZOOM」を使い、各自
の事業所・自宅から会議に
参加しました。

　今回の web 会議は、新型コロナウイルスの感染拡大
防止だけでなく、青年部会員から、「今はまるで打ち合
わせができない」「リモートツールを使ったことがなく、
不安だ」という声も多く聞かれたため、こうしたツール
に触れ、今後の経営や研修会の開催等に活かすべく実施
しました。
　会議では、ツールの使い方だけではなく、ビデオ会議の
注意点なども学びながら進めました。従来の会議とは異な
る勝手に戸惑いながらも、Web 会議の可能性を感じました。
　当所青年部は「自己研鑽」を基本理念として据えてい
て、これからも変化や課題に対応したアクションを続け
ていきます。

まちづくり上田㈱　第 11 期定時株主総会 開催
　6 月 25 日㈭に、まちづくり上田㈱（代表取締役　栁澤憲一郎会頭）第 11 期
定時株主総会が開催されました。
　総会では、報告事項として第 11 期事業の報告が行われ、真田十勇士ガーデ
ンプレイスの運営受託事業や中心商店街との各種イベントへの協力等について
報告をしました。
　第 11 期事業年度計算書類（収支決算）について協議が行われ、監査報告後
満場一意で承認されました。
　また、前副会頭の小林哲哉氏（元上田信用金庫相談役）、今成孝雄氏（現東

急電鉄㈱常勤監査役）の辞任と、後任者として堀内健一氏（副会頭・㈱三葉製作所代表取締役社長）、笠原章嗣氏（副
会頭・笠原工業㈱代表取締役社長）が選任されました。
　当社は、上田市や会議所、上田市商店会連合会、各商店街振興組合等と連携し、中心市街地における賑わい創出
と活性化をメイン事業目的としており、今期も事業を展開してまいります。
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「新型コロナ対策推進宣言」で
安心なお店づくりと PRを進めましょう

　長野県では、県内の経済活動の再開・需要喚起を図るため、適切な感染防止策を講じる
事業者が、自ら宣言する「新型コロナ対策推進宣言の店」を実施しています。
　感染防止の取組みを実施している事業者には、ポスターやステッカーを当所窓口にて配布
していますので、安心してご利用いただけるお店のPRにご活用ください。ポスター・ステッカー
はホームページ（https://www.pref.nagano.lg.jp/service/corona_taisakusengen.html）からもダウンロード可能です。
　新型コロナ対策への取組は下記項目が対象です。
①対人距離の確保　　②手指の消毒設備の設置　　③マスクの着用　　④施設の換気　　⑤施設の消毒
⑥国や関係団体が定めるガイドライン等に基づき必要と判断される項目

■推進宣言をしているお店

ほぐし処　粋
すい

家
や

（リラクゼーション） Smile School（学習塾）

　手指の消毒液を設置し
たり、施設の換気や消毒、
施術スタッフの出勤前の
検温など、長野県が新型
コロナ対策として対象と
している取組を実施し、
安心して施術を受けてい

ただける環境で営業しています。「上田地域で感染
者が出た頃から、来店者が少なくなった。緊急事態
宣言が解除されてからは、高齢者の方からぼちぼち
施術に訪れて、学校が始まると主婦の方々が来てく
れるようになった。」と代表
の柳澤秀旗さん。マスクの着
用や使用タオル、ベッドなど
の消毒は常日頃から実施して
いたので、長野県が対象とす
る取組はスムーズに実施でき
ています。ぜひ、ご来店くだ
さいとのことでした。
所在地：上田市古里856-3
TEL・FAX�0268-75-6699

　教室内における対人
距離の確保、手指消毒
や飛沫防止ビニール
シート設置や、来塾時
の生徒の体温報告など
に加え、（公社）全国
学習塾協会が定める対
策ガイドラインに基づ

くオンライン授業も併用しています。塾長の羽田和
正さんは、このような状況下でも「絶対に生徒の学
びを止めない」という思いで細やかな対策に取り組
んできました。普段から大
切にしている生徒とのコ
ミュニケーションや、一人
一人の状況を見ながらの指
導を続けることができ、生
徒・保護者の皆様にも安心
して塾を利用していただけ
ているとのことでした。
所在地：上田市御所522-19
TEL�070-2808-8624

　右記ホームページにて県内の推進宣言事業者一覧を随時掲載しています。http://www.nagano-cci.or.jp/kenren/corona_ueda

「憩いのとき  宵のまち  ふくろうまち  お出かけ下さい」
袋町商工振興会　会長　尾澤　英夫

　常日頃は、上田・夜の社交の街として、当袋町振興会各店をご愛顧下さいまして誠にありがとうご
ざいます。現在 187 軒の方が個性とハートを持って上田の夜の繁華街を盛り上げています。
　さて、この度の新型コロナウィルス流行に伴い、2 月中旬から会員間で話題が持ち上がり、まさか
この街ではと思っていたものの、徐々にお客様の足が街から遠のき始め、各店の不安が募り始めまし
た。3 月に入り、マスコミからの感染報道は拡大して行くばかり、3 密禁止・外出控え呼びかけが加わり、
全く人影なく閑散な繁華街に。4 月 23 日からは、県の緊急事態感染防止対策も発令され、各店も真
摯に休業協力体制に入り、ほぼ 5 月末までは街の灯りは消えました。そして、6 月に入り各店少しず
つ再開し始めましたが、グラスを交す機会はまだないようで、例年の活気はありません。
　多くの店がこの 3 ケ月間の売り上げ、前年対比マイナス 100% と云っても過言ではなさそうです「死
活事態」。この街は特に危険注意せよと呼びかけております。各店共、食品衛生指導を受ける組合に
所属、換気・除菌・席配置分散等の予防対策はできる限り実行し、皆様のお越しを心よりお待ち致し
ております。この街を救って下さい。
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専門学科の特性を活かし、地域産業を担う人材を育成
長野県上田千曲高等学校

　当所では、学卒者の地元就職促進事業等を通じ、地域の産業や社会を支える
各教育機関と情報交換をしています。今回は、平成 29 年に創立 100 周年を
迎えた長野県上田千曲高等学校 高嶋邦夫学校長より、同校の教育の特色や地
域との関わりについてお話を伺いました。「上田地域産業展 2019」では、同
校電子機械科の生徒による「金属を溶かしてアクセサリーを作る教室」や食物
栄養科の生徒による菓子等の販売で協力いただきました。

【教育の特色】
　同校は全日制に工業、商業、家庭に関する 7 つの専門学科（機械科・電子
機械科・電気科・建築科・商業科・食物栄養科・生活福祉科）を有し、定時制
に機械科を擁する総合的専門高校として、地域の産業を担う人材を輩出しています。また、令和 3 年度より機械科・
電子機械科を統合し、メカニカル工学科が新設されます。日々の教育では、専門的知識や技術・技能を習得するた
めの実習や体験等を取り入れ、実践的な教育を大切にしています。

【生徒の各分野での活躍】
　同校では専門性を活かし、商品開発・社員食堂のメニュー考案などの地域企業との共同事業や、松本市内のバリ
アフリー実態調査などの地域課題にも積極的に取り組んでいます。また、各分野でのコンテストや大会では優秀な
成績を残し、生徒の幅広い活躍が注目されています。　

〇受賞（抜粋） 【生活福祉科】第16回福祉用具アイデアコンテスト最優秀賞・優秀賞受賞（R1.11）
 【食物栄養科】第32回きのこ料理コンクール全国大会  日本特用林産振興会長賞受賞（H31.3） ほか

【地域産業への貢献】
　卒業生は地元企業への就職も多く、過去 3 年間の卒業生 814 名に対して、就職者は 296 名で 36%。就職者のうち、
県内就職者は 86% と高い割合を占めています（図 1）。学科別の進路状況（図 2）では、工業系学科の就職率が高
く、地元企業への就職が多くなっています。また、就職者の多くは、各学科に関係した職種を選択していく傾向に
あるとのことです。高嶋学校長からは「当校では生徒の進路希望を尊重し、専門的職業資格の取得に挑戦させるなど、
実社会で活用できる能力を身に付けるためのキャリア教育に力を注いでいます。地域の企業の皆様には、生徒が安
心して就職活動ができ、就職後も働き続けられるよう、今後もご理解とご協力をお願いしたい。」とお話がありました。

【図1】過去3年間の進路状況の推移
卒業生 就職（内県内） 進学

平成29年度 278 96 （83） 178

平成30年度 273 94 （80） 175

令和元年度 263 106 （91） 153

合　計 814 296（254） 506
0 10 20 30 40

食物栄養科

生活福祉科

商業科

建築科

電気科

電子機械科

機械科

就職
進学

29 10

12 21

20 14

15 24

12 27

7 30

11 27

【図2】令和元年度学科別進路

2021 年 3月に大学、短大、専修学校等卒業予定の学生対象
信州上田地域2020夏季合同就職面接会��【来場型面接】&【オンライン面接】同時開催!

開催日時　7月 27日㈪　13：00～ 16：00
◇来場型面接会◇
【会場】上田東急 REI ホテル
【時間】13：00 ～ 16：00　※入退場自由
【予約】学生は予約不要　直接会場へお越しください。

　当日会場に参加する事業所、オンライ
ン面接に参加する事業所は右記 QR コー
ドからご確認いただけます。

◇オンライン面接会（要予約）◇
　来場できない学生向けに「zoom」を使用したオンライ
ン面接会も同時に開催します。
【時間】13：00 ～ 16：00　1 社 20 分の面接（入れ替え制）
【予約】要予約。右記 QR コードから申込

フォームへ進めます。予約後、ミーティ
ング ID とパスワードをお送りします。

●主催　上田公共職業安定所・上田職業安定協会／●共催　上田市・東御市・長和町・青木村・上田商工会議所
●後援　信濃毎日新聞社／【お問い合わせ】ハローワーク上田（学卒係）　TEL.0268-23-8609



上田営業所 0268-22-3164
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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５月

調査対象
全国335商工会議所2703業種組合等

【建設業】
仕入単価DI 値が改善傾
向、その他の項目は悪化
傾向。

【製造業】
仕入単価DI 値が改善傾
向、その他の項目は悪化
傾向。

【卸売業】
仕入単価DI 値が改善傾
向、その他の項目は悪化
傾向。

【小売業】
仕入単価・従業員DI 値
が改善傾向、その他の項
目は悪化傾向。

【サービス業】
売上・仕入単価DI 値が
改善傾向、その他の項目
は悪化傾向。

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、新型コロナウイルスにより一段の悪化。先行きも影響長期化への懸念から厳しい見方続く。

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
▲ 65.8 ▲ 62.6 ▲ 62.2 ▲ 15.0 ▲ 12.8 ▲ 41.9 ▲ 1.9

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 69.0 ▲ 66.9 ▲ 66.5 ▲ 15.9 ▲ 14.4 ▲ 46.5 ▲ 2.3
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、▲65.8と前月から5.4ポイントの悪
化。新型コロナウイルスの流行に伴い、消費者の外出自粛や企
業の営業自粛・休業の動きが広がる中、ゴールデンウィークの
観光需要消失などにより幅広い業種で売上が低迷している。加
えて、固定費の負担増が資金繰りを急激に悪化させており、特
にサービス業では89年4月の調査開始以来、過去最悪（※）の▲77.6を記録した（※これまでは、2009年2月時
の▲72.6）。また、新型コロナウイルスの影響長期化を懸念し、設備投資や採用、新規事業の見直しに踏み切る
との声も聞かれるなど、中小企業の景況感は一段と厳しさを増している。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	新型コロナウイルスの影響に伴う建築資材などの納品遅れ・欠品の長期化に加え、店舗・

宿泊施設などの新設・改修工事や学校をはじめとする公的施設の改修工事、リフォームを
含む住宅工事などで中止・延期の動きが広がり、悪化。

【製　造　業】	新型コロナウイルスの流行により、ゴールデンウィークを中心に観光関連産業向けの需要
が急減した飲食料品や土産品等の製造業が大きく押し下げたほか、自動車関連の工場稼働
停止の長期化を受けて、幅広い業種の生産活動に影響が拡大していることなどから、悪化。	
また、展示会等の中止による販売機会の喪失を訴える声も多く聞かれた。

【卸　売　業】	新型コロナウイルスの影響により、飲食・宿泊業向けの受注低迷や、民間工事・公共工事
の中止・延期による建設業向け商品の需要減がみられるものの、消費者の巣ごもり消費の
拡大に伴い、内食向け商品を扱う農畜水産品や食料品卸売業で受注が増加したことなどが
押し上げ要因となり、改善。

【小　売　業】	新型コロナウイルスの流行に伴い、消費者の買いだめや内食志向の広がりによる飲食料品
等の売上増が一部でみられるものの、外出自粛による買い物頻度の減少や、衣料品等の
不要不急の商品の買い控え、ゴールデンウィークにおける観光需要の消失などが下押しし、
悪化。

【サービス業】	新型コロナウイルスの流行に伴う外出自粛の動きが広がり、ゴールデンウィークを中心に
観光客・ビジネス客が激減した宿泊業、飲食業が大きく押し下げた。また、休業や営業時
間短縮により収益が上がらない中、家賃などの固定費負担により資金繰りが急激に悪化し
ており、景況感は89年4月の調査開始以来、過去最悪（▲77.6）を記録。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は▲ 69.0 と今月より3.2 ポイントの悪化を見込む。緊急事態宣言の解除や緊急経
済対策の政策効果による消費喚起を期待する声が聞かれるものの、企業・消費者のマインド低迷やイ
ンバウンドを含む観光需要の回復遅れ、サプライチェーン・生産活動への影響長期化などへの懸念に
加え、新たな生活様式の浸透に伴うビジネスモデルの変容を指摘する声も多く、先行きに対して厳し
い見方が続く。

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。
●感染症防止のため、ご相談の際はマスク着用のうえ、お越しく
ださい。また、明らかにご体調が悪い場合、ご連絡いただき、
お越しになりませんようご協力お願いします。

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） 7 月 15 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） 8 月 5 日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県司法書士会上田支部
司法書士

税務（予約制） 8 月 5 日㈬
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会
税理士

労　　務 8 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

相談内容 開催日時 専門相談担当者

不動産鑑定
（予約制）

8 月 5 日㈬
13：30 ～ 15：00

（一社）長野県不動産鑑定士協会
上小地区不動産鑑定士

発明（予約制） 8 月 6 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７月

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

「ものづくり補助金」3次公募の申請しめきりは 8月 3日です !
　「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」（通称「ものづくり補助金」）は、中小企業・小規模事業
者等が今後複数年にわたり、相次いで直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイ
ス導入等）等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロ
セスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
　今年度は全 5 回の受付期間が設けられています。現在は第 3 次応募となっており、申請
しめきりが 8 月 3 日となっています。既に申請に向けて動き出している方、これからの申
請をご検討の方はご注意ください。特に、今年は web での電子申請のみの受付となったこ
とをはじめ、昨年からの制度変更が多数ありますので、公式 web サイト・公募要領などを
必ずご確認ください。
　なお、第 4 次応募は 8 月中旬より予定されています。

〈特別枠・事業再開枠について〉
　新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対し、通常枠とは別に、補助率が引
き上げられ、営業経費を補助対象とした「特別枠」が設けられ、優先的な支援を受けられます。さらに、業種別の
ガイドラインに基づいた感染拡大予防の取組を行う場合は、定額補助・上限 50 万円を別枠（「事業再開枠」）が上
乗せされます。

台風・出水の季節に向けて
来客・従業員の安全確保策を整えましょう !

　新型コロナウィルス感染症の感染拡大や自然災害の頻発化・激甚化する中で、日本商工会議所を通じ内閣府
より災害時の企業等における来客や従業員の安全確保に向けた対応について協力依頼がありました。

　災害警戒時には、来客や従業員の安全確保を最優先し、対応することが重要です。そうした対応が、企業の信用、
事業継続等に良い影響を与えることになり、社会全体への被害を最小限に抑え、地域・国全体の経済の安定に
もつながります。
　実際、昨年の大型台風の際には、多くの鉄道事業者が計画運休を行い、このような動きや防災情報等を踏まえ、
閉店時間の繰り上げや工場や事業所の休業などの対応を行った企業もありました。

◯平常時…事業所等の災害リスク、災害警戒時にとるべき行動、行動のタイミング等の確認　など
◯災害が予想されるとき…災害情報や災害ハザードマップなどに基づく店舗・事業所等の

営業時間変更・計画休業・自宅待機・時差出勤・テレワーク実施などの早期決定　など
◯災害発生の危険性が高まったとき…従業員の早期退勤、
　　　　　　　　　　　　　　　　　従業員の待機・受入れ（帰宅による危険性が高い場合）など

こういったことを実施しましょう !

　また、新型コロナウィルス感染症の現下の状況において、大規模自然災害が発生し、自治体が避難所を開設
する場合、十分なスペースの確保を図るため、可能な限り多くの避難所の開設、国や独立行政法人、民間団体
等が所有する研修所、ホテル・旅館等について地元自治体への貸出の協力についてお願いしているところです。



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 上田市上塩尻941-1 TEL.0268-25-6161
吉田工場 上田市吉田92-10 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 214

新しい形の会社を目指しています!

有限会社��ミクロンサービス
〒386-0003　長野県上田市上野508-14
TEL.&Fax.0268-21-2125
【担当者】土屋　090-1869-4931

　子供たちが幼稚
園や学校に行って
いる間、空いた時
間で働きたいお母
さんたちや定年退
職をしても元気
いっぱいのおじ
ちゃんおばちゃん
が活躍しています。検査や梱包、内職どんな仕事でも受
けます、まずはお気軽に相談してください。

青雲会珠算・書道塾
〒386-0003　上田市上野535-4
TEL.0268-24-5196
【問い合わせ】080-6938-5178

　読み書きそろばんは、昔から勉強の基礎といわれてい
ます。珠算で身につくといわれる計算力や集中力、また、
書道で培う美しい文字・小さい頃からの良い習慣は一生
の宝物です。入会問い合わせは随時受け付けています。

珠算と書道の教室 ～青雲会～

Hair�Salon�LuzeL
〒386-0012	 上田市中央5-13-31
	 ショッピングタウンユーメイト1F
TEL.0268-27-2218
【定休日】火曜日・第2月曜日・第4月曜日

ご新規様10%OFF!
　上田市中央にある美
容室、LuzeL（ルゼル）
です。カラーが得意で
幅広い年齢層のお客様
にお越しいただいてお
ります。当日予約も可
能で、隣接しているダ
イソーさんやビックさ

んでのお買い物ついでにもお立ち寄りいただけます。是
非お越しください。

窓のスペシャリスト
　お陰様で今年で
創業 43 年目を迎
えました。網戸・
窓ガラス・鍵の修
理・交換から、窓
まわり・バスルー
ム・キッチンのリ
フォームなど、家
のことなら何でもおまかせください。より住みやすい家
にするお手伝いをさせていただきます。

有限会社��水出サッシ建材
〒386-0027　長野県上田市常磐城3-12-40
TEL.0268-27-4513　FAX.0268-27-4565
【HP】http://www.mizuide.co.jp

■練習曜日
　水曜日	 午後３：30～６：30
　木・金曜日	 午後４：00～６：30
　土曜日	 午前11：00～12：00
	 午後３：00～６：30
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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

（一社）あそび心 BASE アフタフ・バーバン信州 上田市中央 2-11-20  犀の角 2 階 71-6830 体験活動等の社会教育
BISTRO DATS 上田市中央 3-10-10  武蔵野第一ビル 201 75-5993 レストラン
相馬商事㈱ DD セルフ上田原店 上田市上田原 1087-6 23-3927 ガソリンスタンド
太陽力㈱ 上田市上田 3176-6 55-8155 自然エネルギー機器、自然食材の販売
サロンド 30 上田市十人 79-1 38-9989 美容業
㈱プリントショップ・ミネ上田営業所 上田市材木町 2-9-4 産業振興ビル 3FB 号室 0263-35-1681 印刷・紙加工・キャッシュレス
㈱ CPFself-A・CPF 上田 上田市天神 1-8-1 上田駅前ビルパレオ 1F-2 71-5559 就労継続型支援 A 型事業所
中丸子簡易郵便局 上田市中丸子 1682-16 42-3256 簡易郵便局
笑庭 ‐ ENIWA 上田市芳田 458-1 サンライン内藤 C 号 080-1283-5892 造園外構工事、植栽、コンクリート
砂原ゴルフ倶楽部 上田市富士山 5081-1 38-2766 ゴルフ練習場

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。

マイバッグの　��　
作り方を動画配信

祝・日本遺産認定
信州上田・塩田平が日本遺産として認定 !

経営いろは格言
真田氏カルタA4クリアファイル
　　　　　第3弾　無料配布中 !

会議所共済
口座振替の
お知らせ

7月22日㈬
です。

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。

　7 月 1 日から全国
でレジ袋の有料化が
始まりました。当所
と上田市商店会連合
会（柳島隆二  会長）
ではマイバックでの
買い物を推進するた
め、YouTube で マ

イバックの作り方を動画配信しています。
　講師は、ウルジーフタグ・バヤルマーさんで、モンゴ
ル製品などの販売するかたわら、洋服のリメイクや革
のハンドメイドを手掛けています。作り方は右記の QR
コードまたは YouTube のサイトから［上田
市商店会連合会］を検索して、ご覧いただけ
ます。オリジナルのバックを作成してみませ
んか。

　当所では、接客や
仕入れなどに対する
姿勢や心構えを簡単
な言葉にした「経営
いろは格言 真田氏
カ ル タ 」 の ク リ ア
ファイルを作成し、
窓口にて無料配布し
ています。
　今回のクリアファイルは経営いろは格言の完結版で、

「こ」から「ん」まで。「こ　困った時の商工会議所」　「し
　施策で活かす行政支援」などが載っていて、クリアファ
イルとして身近において利用いただけます。製作枚数は
300 枚でなくなり次第配布終了となります。
 お問い合わせ先　上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

　信州の鎌倉と呼ばれる塩田平が、6 月
19 日に文化庁から上田市では初となる
日本遺産の認定を受けました。
　タイトルは、レイラインがつなぐ「太
陽と大地の聖地」～龍と生きるまち 信
州上田・塩田平～」。信濃国分寺から生
島足島神社、別所温泉を通るレイライン
※沿いに分布する神社仏閣などの文化財
や、雨乞いまつりなどを題材とした塩田

平の人々の暮らし等のストーリーが認定されました。
　日本遺産は平成 27 年度から始まり今回の認定で 104 件となりました。認定
が最後となる今年度は、上田市や千曲市を含む 21 件が新たに認定されました。
 ※夏至の朝、太陽が日の出の際に地上に作る光の線

information




