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上信自動車道・長野県内区間の
建設促進を要望

上田・東御地域商工団体（上田商工会議所・東御市商工会・
上田市商工会・真田町商工会 ）が

連名で長野県に陳情
　 上 信 自 動
車 道 は、 現
在、群馬県渋
川市の関越自
動車道から嬬
恋バイパスま
で建設工事が
進捗していま
す。上田・東
御地域として

は、上信越自動車道までつなげ延長約 80㎞（群馬県内
65㎞＋長野県内 15㎞）の「高規格道路」の早期建設を
めざしています。
　3 月 6 日㈮、上田商工会議所・東御市商工会・上田市
商工会・真田町商工会の経済団体　会頭・会長が長野県
へ連名による陳情活動を行いました。上信自動車道が開
通することにより、群馬県北部への直通輸送が可能とな
り、経済的メリットが高まります。また、上信越自動車
道を経て中央道とつながることで、日本海～太平洋を結
ぶ広域ネットワークの形成も期待されています。
　長野県は、新年度、長野県区間の調査開始を検討して
おり、今回の陳情が建設計画を進める機会ともなりまし
た。この計画は、国、県、市それぞれの行政の連携が必
要なことから、地域の経済団体として、今後も早期建設
実現に向け提言・要望活動を継続してまいります。

「働き方改革実行宣言」
推進モデル団体第 1 号に
上田商工会議所が選定

　働き方改革関連法につきましては、2019 年 4 月から
順次施行され、2020 年 4 月 1 日より中小企業において
も時間外労働の上限規制が適用されます。
　当所では、関係する労働法制を会員事業所の皆様にわ
かりやすく周知し、各事業所の施行を促進しております。
　3 月 18 日㈬、上田労働基準監督署・上田公共職業安
定所・上小労働基準協会は、働き方改革を推進すること
を目的に、「上小地域　働き方改革実行宣言」推進モデ
ル団体として、上田商工会議所を第 1 号として選定しま
した。
　この取り組みは、各企業において、現状の課題を見つ
め直し、業績の向上や人材の確保につながることを目指
しております。職場の中で、具体的に取り組みをはじめ
られるよう、実効性のある宣言をすることによって方策
が見える化されます。台風など自然災害や、新型コロナ
ウイルス感染症など思わぬ経済環境リスクがある中で、
事業継続のた
めにも必要と
されています。
　当所は、各
事業所の実情
にあった取り
組みをこれか
らも支援して
まいります。

公開 !
　新型コロナウイルス感染症の影響により、大規模イベントや宴会等の自粛ムードの中、地域店舗も一般市民
の皆様にとっても、地域内流通・消費が不可欠です。
　上田商工会議所では、上田市商工会・真田町商工会と連携し、緊急企画として、上田地域の飲食店・宿泊業
等を応援するため、テイクアウト・デリバリー（仕出し）可能店舗のとりまとめ情報サイトを立ち
上げます。上田地域内の事業所様には、無料掲載ですので、下記により登録をお願いします。また、一般市民
の皆様には、順次情報を公開しますので、ふるってご利用いただきますようお願いいたします。詳細は、上田
商工会議所HPをご確認ください。
　店舗の掲載お申し込みページは→ https://www.p-shinwa.jp
　登録店ご利用一覧ぺージは→ https://www.takeout-ueda.jp
　4月 8日から随時公開します

『もっテイク上田』 飲食店・宿泊業等応援サイト

テイクアウト・デリバリー（仕出し）
取扱店 情報サイト
テイクアウト・デリバリー（仕出し）
取扱店 情報サイト
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向け
支援策が発表されました

　経済産業省より、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向けの緊急対応策が発表されました。
　強力な資金繰り対策やサプライチェーン毀損への対応等など、事業活動の縮小に対する緊急施策となっています。
　以下は、3 月 24 日現在の支援施策を抜粋して掲載しています。施策は経済産業省 HP 特設ページに掲載されて
いますので、   経済産業省　新型コロナウィルス感染症関連 で検索、
または右記の QR コードよりご確認ください。

【資金繰り支援内容】

〈資金繰り支援全般に関するお問合せ先〉
　〇中小企業金融相談窓口　TEL.03-3501-1544　平日・休日 9：00 ～ 17：00
〈新型コロナウィルス関連特別貸付相談　お問い合せ先〉

　○日本政策金融公庫  事業資金相談ダイヤル  平日 TEL.0120-154-505（国民生活事業  9：00～19：00／中小企業事業  9：00～17：00）
　　土日・祝日　TEL.0120-112476（国民生活事業　9：00～17：00）　TEL.0120-327790（中小企業事業　9：00～17：00）
　○商工組合中央金庫相談窓口　TEL.0120-542-711　平日・休日 9：00 ～ 17：00

〈お問合せ先〉長野県信用保証協会 上田支店　TEL.0268-22-5914　平日・土日・祝日　8：45~17：15

　信用保証制度、融資制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援します。

信用保証
セーフティネット保証 4号・5号
一般保証とは別枠（2.8 億円）で保証。4 号は全国
47 都道府県を対象地域に 100% 保証、5 号は影響
を受けている業種を対象に 80% 保証。

危機関連保証
セーフティネット保証とは、さらに別枠（2.8 億円）
で、全国・全業種※を対象に 100% 保証。
※一部保証対象外の業種があります。

一般保証枠（2.8 億円） SN保証枠（2.8 億円） 危機関連保証枠（2.8 億円）＋ ＋
４号：100% 保証（全都道府県）
　　　売上高が前年同月比▲ 20% 以上減少等
５号：80% 保証（指定業種）
　　　売上高が前年同月比▲ 5% 以上減少等
別枠（2.8 億円）は共有

※保証枠とは、制度上の保証限度額の
　ことです。

危機関連保証：100% 保証（全国・全業種）
売上高が前年同月比▲ 15% 以上減少

融　資
融資による支援では、大きく分けて 3 段階の支援を実施。

新型コロナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫等）
危機対応融資（商工中金）
金利当初 3 年▲ 0.9% 引下げ　措置期間は最長 5 年

【対象要件】
最近 1 ヶ月の売上高▲ 5％以上減少
※個人事業主（事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る）については、柔軟に対応

セーフティネット貸付
基準金利

【対象要件】
売上高等の要件はなし

＋
特別利子補給制度
特別貸付を利用した事業者を対象
に利子補給

【対象要件】
個人事業主（小規模）：要件なし
小規模（法人）：売上高▲ 15% 減
中小企業：売上高▲ 20% 減

また、小規模事業者※であれば、
マル経融資
を活用し、別枠で最大 1,000 万円
まで、金利を▲ 0.9% 引き下げる
ことが可能。
※商工会・商工会議所の経営指導を受ける

ことが条件

金利引下げなし金利▲ 0.9 引下げ実質無利子融資

経済産業省
新型コロナウィルス
感染症関連
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雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とは？
　経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育
訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

助成内容
【助成率】大企業 1/2、中小企業 2/3　　【支給限度日数】1 年間で 100 日

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置①
※休業等の初日が令和 2 年 1 月 24 日から 7 月 23 日までの場合に適用します。

【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造

業なども幅広く特例措置の対象となります。

【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が令和 2 年 5 月 31 日まで可能。
②生産指標（売上高等 10% 減）の確認対象期間を 3 か月から 1 か月に短縮。
③雇用指標（最近 3 か月の平均値）が対前年比で増加している場合も対象。
④事業所設置後、1 年未満の事業主も対象。
⑤雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が６か月未満の労働者も助成対象に。
⑥過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
　ア　前回の支給対象期間の満了日から１年を経過していなくても助成対象に。
　イ　支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。

詳細は、  厚生労働省 雇用調整助成金 　で検索

【お問合せ先】長野労働局　職業対策課　TEL.026-226-0866

長野県  新型コロナウイルス対策のための制度資金の新設について
　長野県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小等により厳しい経営環境にある中小企業
等の資金繰りを支援するため、「経営健全化支援資金（新型コロナウイルス対策）」を下記のとおり、創設します。

経営健全化支援資金（新型コロナウイルス対策）

貸 付 限 度 額
【設備資金】6,000 万円
【運転資金】8,000 万円

※「経営健全化支援資金（経営安定対策、特別経営安定対策）」とは別枠で利用可

貸 付 利 率 年 0.8%

貸 付 期 間
【設備資金】10 年以内
【運転資金】7 年以内（借換不可）

据置期間は設備資金、運転資金ともに 2 年

貸 付 対 象 者 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が前年同月比 15% 以上減少した方

信 用 保 証 料 ・危機関連保証、セーフティネット保証等利用の場合、県・市補助により保証料を全額補助
・他の保証制度の場合、県・市補助により保証料の 4/5 を補助（保証料自己負担 0.44% 以内）

実 施 時 期 4 月上旬より受付予定

制度についての
お問い合わせ

長野県　上田地域振興局　商工観光課
〒 386-8555　上田市材木町 1-2-6　TEL.0268-25-7140　FAX.0268-24-0331
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緊急課題は企業が抱えるリスクへの対応
令和 2 年度事業計画　策定

　令和 2年度事業計画及び収支予算等が 3月 2日㈪に開催された常議員会で承認されました。
　令和 2年度の基本方針では、昨年に引き続き人材確保や中小企業の生産性向上、産業育成活性化を課題として
向き合っていくとともに、昨年の台風 19 号被害等自然災害や、コロナウィルスなど広範囲、長期にわたり企業活
動に影響を与えるリスクに対応する経営支援を緊急課題として取り組んでまいります。

令和 2 年度  上田商工会議所  事業計画（抜粋）

《緊急課題》
１．災害等リスクに対する経営支援

・中小企業等グループ補助金・小規模事業者持続化補助金等支援対策、国土強靭化を高める BCM（事業承継マ
ネジメント）、BCP 策定促進、風評・間接被害対応、交通インフラ・別所線橋梁等復興支援

《地域課題》
１．人材確保・生産性向上

・雇用促進、人材育成、奨学金制度、女性・高齢者・外国人材等多様な人材活用、働き方改革、IoT・AI 等活用
によるデジタルシフト促進

２．中小企業の活力強化
・事業承継・創業、伴走型支援、東信州次世代産業振興、連携による受発注取引の推進（上田ドリームワークス）、

販路拡大、農商工連携、空店舗対策
３．地域力強化

・「蚕都上田」等歴史・文化・地域資源の活用・発信、東京オリンピック・パラリンピック等国際イベントの地
方波及対策、国際文化芸術交流、広域観光（三国同盟）、テーマ別観光（アニメ・映画の聖地）、中部横断自動
車道早期全線開通、上信自動車道建設促進

４．政策提言強化
・行政への事業提言、地方創生の推進、中小企業振興条例制定、税制改革、規制・制度改革
５．会議所活動の進化

・会員加入促進・組織強化、活動の見える化

－部会事業－（新規・重点課題）
●交通・観光面における防災・減災および高齢化社会

に対応した施策に関する研究
５．生活関連サービス業部会

●地域の賑わい創出、個店の新規集客・リピーターの
確保につながる「信州上田うまいものスタンプラ
リー」の実施。

●改正食品衛生法に対応するためのセミナーの開催。
６．法務・金融部会

●「働き方改革」の課題である長時間労働の是正、同
一労働同一賃金への対応について周知を図る。

７．情報教育文化部会
●社会人に対する IT リテラシー教育を推進するため、

IT 化された社会で働く社会人が備えておくべき基礎
的な知識を証明する国家試験である、IT パスポート
試験の取得を目指した講座の実施。

１．商業部会
●高齢化社会の進展に備えた新たなデマンド交通事業

について、行政や関係団体、他部会と連携し、中心
市街地での導入・活用について調査・研究する。

２．工業部会
●『うえだひと・もの興しの紡ぎ手表彰』について制

度内容を精査、実施し、地域製造業のモチベーショ
ンアップを図る。

●発酵食品産業である味噌・酒の販売促進を推進する。
●地域の基幹産業を活性化させるため、上田ドリーム

ワークスの運営に協力し、受発注拡大を図る。
３．建設業部会

●上田市建設業界の災害復旧工事対応、防災体制構築
に関する事業を推進する。

４．交通・観光サービス業部会
●信州上田大花火大会の観光活用に向けた施策の研

究・事業提案
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令和 2 年度　収支予算
　当所は一般会計のほか10特別会計で構成されており、
そのうち3会計は積立金会計です。収支構成のグラフは、
積立金会計（予算総額2億9,147万円）を除いた8会計（3億
7,013万円）の令和2年度予算合計の構成比を示しています。
　収入の部では、交付金（国・県・市等補助金）が 1 億 2,112
万円で 32.7% を占めています。この中には、上田市からの
受託料として、チャレンジショップ事業のための地方創生
交付金 865 万円や、地域内での受発注の循環システムの
構築を目的とした上田ドリームワークス事業の基幹産業支
援体制整備事業交付金 1,400 万円を含んでいます。なお、
国の補助事業として実施した消費税転嫁対策事業は令和

元年度で終了し、上田市から業務委託を受け運営していた
真田十勇士ガーデンプレイスが 4 月以降、土・日曜日のみ
の開館になるため、補助金・交付金が減額になっています。
事業収入は 1 億 3,610 万円で 36.8% には共済事業による手
数料、検定事業収入、会館貸室収入が主なものです。
　支出の部では、事業費 42.8% 管理費 48.6% となって
います。事業費は部会活動を中心とした一般事業費、組
織運営に係る事業費、市民祭等への協力など特別事業費、
経済対策特別事業費で構成されています。経済対策特別
事業費では、補助対象事業の終了に伴い支出も減額に
なっています。管理費は人件費を含む固定費です。

※収入、支出に同額が計上される他会計からの繰入・繰出は構成比に含めていません。

収　入収　入

前期繰越金
15.2%

会費
13.8%

事業収入
36.8%

交付金
32.7%

雑収入
1.5%

支　出支　出

予備費 4.5%

事業費
42.8%管理費

48.6%

繰入金・積立金等
4.1%

●日時：３月２日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	「上田市ものづくり・キャリア教育推進委員会」
委員の推薦について

⑵	 台風 19号関連義援金について
⑶	 長野大学経営審議会委員の推薦について

正副会頭会議　報告　（第9回） 正副会頭会議　報告　（第10回）

●日時：３月16日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 令和 2年度商工振興委員委嘱（案）を承認
⑵	 新型コロナウイルス感染症対策事業支援策を確認
⑶	 上信越自動車道建設促進陳情報告

－委員会事業－
●上田市学生等地域就職促進奨学金制度周知・活用

－中小企業相談所に関する事業－
●令和元年台風 19 号豪雨災害により被害を受けた中小

企業・小規模事業者に対するグループ補助金等申請支
援や資金繰り支援、新型コロナウィルス関連経営相談・
支援など寄り添い型の支援を展開する。

　また、中小企業の防災・減災対策を推進するため事業
継続計画（BCP）および事業継続力強化計画の策定支
援等を行うことで、自然災害からの復旧・復興の加速、
国土強靭化の強力な推進を図る。

●より効果的な事業者支援に取り組むため、行政、金融
機関との連携（産・官・金連携）を一層強化し、帯同
巡回・合同研修等を実施、創業・事業承継・経営力向
上・販路拡大・助成金制度活用といった企業の新事業
展開や新商品開発・販路拡大支援を推進する。

●創業の促進と経営者の高齢化等の課題を抱える中小企業
の世代交代・再活性化を促進することで地域経済の活性
化を図るため、上田・小諸・佐久商工会議所が広域連携事
業として進めている東信ビジネスリレーセンターの機能を
さらに高め、地域金融機関・事業引継支援センターとも連
携し第三者承継も視野に入れた事業引継支援を推進する。

－地域課題・プロジェクト・イベント等－
●中部横断自動車道経済懇談会への参画、上信自動車道

の建設促進陳情
●上田電鉄㈱別所線の復旧・利用促進、しなの鉄道㈱連

携事業推進
●市内・復旧関連工事・近隣道路等建設促進協力
●商工会議所の創設者であり、上田地域にも縁の深い

渋沢栄一を主人公とした 2021 年大河ドラマ「青天を
衝け」が決定したことを受け、関連資料を調査・研究
し、ゆかりの地「上田」としての事業展開につなげる。

● NAGANO 国際音楽祭 in 上田開催支援
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建設業部会  ドローン活用で業務の幅を広げよう
ドローン体験セミナー開催

　2 月 27 日㈭、
建設業部会（増
澤延男部会長）
は、上田地域高
等職業訓練セン
ターにてドロー
ン体験セミナー
を開催しました。

　今では一般的となったドローンは、危険な作業の多い
建設業を始め、様々な業種・分野で活用が期待されてい
ます。今回は㈱みすず綜合コンサルタント 西澤慶允 氏
を講師に、ドローンの基礎知識を学び、屋外にて実習を
行いました。
　参加者からは「自社業務に取り入れるか検討したい」

「実際に操作まで体験できて良かった」との声をいただ
きました。 （参加者 18 名）

生活関連
サービス業部会  異業種間で情報交換

部会員交流会を開催
　3 月 2 日㈪、生活関連サービス業部会（北嶋忠治部会
長）は、今後の事業に活かすため、部会員交流会を開催
し親睦を深めました。会の冒頭、信州上田うまいものス
タンプラリーは参加店舗を増やし前回を上回る応募数で
あったこと、また第 3 回目となる健康管理セミナーにつ
いては当日 100 名が聴講し好評であったことなど、令
和元年度事業について懇談しました。
　新年度は改正食品衛生法に関するセミナーの開催など、
会員のニーズに
即した新規事業
も計画しており
ます。今後も情
報交換の場をも
ちながら事業を
推進してまいり
ます。

いざという時に慌てないために
事業承継に係る相続の注意点を説明

経営安定セミナー　開催
　2019 年（平成 31 年）7 月 1
日から相続法が改正・施行され
ていることから、3 月 3 日㈫　
弁護士の花岡正人氏を講師に、

「改正相続法の重要点について」
セミナーを開催しました。
　セミナーでは、会社で使用し
ている不動産が代表者の個人名
義になっていないか注意する、
相続になって慌てる前に贈与を

視野に早い段階から税理士等の専門家へ相談することが事業承継の課題解
決に役立つと説明されました。 （参加者 23 名）

小規模事業者持続化
補助金事業計画作成

セミナー開催
　3 月 10 日より公募が開始された小
規模事業者持続化補助金の申請には、
事業計画の添付が必要になります。同
補助金の申請を踏まえ、3 月 18 日㈬
セミナー・個別相談会を開催し、補助
金審査員経験もある中小企業診断士の
金丸修一氏に事業計画の書き方につい
て解説いただきました。
 （参加者 13 名）

株式会社  山洋電気株式会社
上田事業所

専務執行役員上田事業所所長
中山　千裕　氏

（令和 2 年 4 月 1 日付）

議員職務執行者が変更されました 令和 2 年度 人事異動等のお知らせ
　職員人事は以下のとおりです。よろしくお願いいたします。

【4 月 1 日付　新規採用】
　広域専門指導員� 丸山　　孝
　総務課　主事� 栁沢　千暁

【4 月 1 日付　異動】
　中小企業相談所長� 唐澤　信広
　経営支援課長� 山﨑　博昭
　地域振興係長� 梅田　美和
　経営支援係長� 丸山　幸子
　総務係長� 春原いずみ
　地域振興課　主事� 松井　　治

【再　任】
塩田・川西支所　職員� 藤田　尚男

【新　任】
関東地区　発注開拓推進コーディネーター

菊池　　洋

【3 月 31 日付　退任】
　久保田　進（前　広域専門指導員）
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～広域連携事業で人材確保～
更埴・小諸・佐久職業安定協会、AREC・
東信州次世代イノベーションセンター

と連携・協力協定締結
　3 月 16 日 ㈪ 上 田 職
業安定協会は、更埴・
小諸・佐久職業安定協
会、AREC・ 東 信 州 次
世代イノベーションセ
ンターとの包括的な連
携・協力に関する協定

を締結しました。
　調印式は、AREC ミーティングルームで行われ、包括
連携協定締結に至る経過説明、協定書調印、調印者によ
る取組状況や今後の対応等のあいさつの後、事業展開に
向けて懇談会が行われました。
　柳澤会長（当所会頭）からは、「現在、景気回復に必
要な政策として「人手不足の解消」への期待が大きい状
況にある。地域産業を担う人材の確保・育成に向けて従
来の連携の流れを踏襲しながらも、更に広域的な視点に
立って効果的な新規事業も取り入れながら重要課題に取
り組んでいきたい」とのあいさつがありました。
　懇談会では、それぞれが有する人的資源と知的資源を
活用し、相互の幅広い連携・協力関係を深め、次世代人
材の確保支援に取り組むことで、東信州地域の経済活性
化に寄与することが確認されました。

インターンシップ
新サイトを開設しました

　上田職業安定協会は上田市より委託を受けて、新たに
『長野県上田でインターン』を開設しました。現在、就

職活動を始める学生の約 9 割がインターンシップへの
参加意向を示している中で、上田地域のインターンシッ
プ情報を提供するツールは必ずしも十分でなく、学生か
らインターンシップ情報の提供を望む声が寄せられてい
ました。
　新サイトには、インターンシップに関連するイベント
である「インターンシップ・ワールドカフェ」や、上田
地域の大学で開催した「ジョブトーク」、今年度初めて
開催した「インターンシップ成果報告会」の様子等を掲
載しています。それぞれのイベントの詳細や、参加者の
声なども掲載し、今後上田地域でインターンシップに参
加したいと考えている学生や事業所の方にもわかりやす
い内容となっています。上田職業安定協会で配信してい
る LINE「上田地域で就職 !」と合わせて、学生にむけて
の情報提供ツールとして活用していきます。

【アクセスはこちらから→ https://uedaintern.info/】

【東京】機械要素技術展に
上田ドリームワークスが出展
新型コロナウィルスの影響で来場者減

　2 月 26 日 ㈬ ～ 28
日㈮幕張メッセにお
いて、【 東 京】機 械
要素技術展が開催さ
れ、上田ドリームワー
クスが出展しました。
　新型コロナウィル
スへの感染拡大が、

経済にも大きな影響を及ぼし始めている中で、当初の出
展計画では、7 社と事務局の計 8 社・団体でしたが、開
催までに 3 社が出展を取りやめ、出展は、㈲桜井産業、
㈲吉見鈑金製作所、㈱信越電線の 3 社とカタログ出展で
㈱ジェー . ピー . イー、そして事務局での出展でした。
　2 月初旬のテクニカルショウヨコハマでは、新型コロ
ナウイルスが大きな拡がりを見せていなかったため、主
催者発表の来場者数は前年比 1 割減とのことでしたが、
今回の機械要素技術展は、新型コロナウイルスの大きな
拡がりの影響を受け、出展を中止した企業も多く、来場
者数も前年比 9 割減とのことで厳しい展示会となりま
した。

「台風きたけど、
今度はオイどうする ?」

青年部  公開グループディスカッションを開催
　2 月 26 日㈬に当所青
年部（唐澤研作会長）が
公開研修会を開催し、36
名が参加しました。今年
度は通年で、参加者の課
題解決に向けたグループ
ディスカッションを開催
し、今回はその第 5 回目

となり、一般参加者を交えた研修会としました。
　今回は「台風きたけど、今度はオイどうする ?」と題し、
昨年の台風 19 号に対し、各社がどんな対応をし、今後に
向けてどんな取り組みを考えているかなどを、青年部会
員 4 名が発表しました。その後、各グループでそれぞれ
の視点から課題解決に向けたディスカッションを行いま
した。発表者はもちろん、参加者全員がお互いの意見に
耳を傾け、自社の課題へフィードバックしていきました。
　災害への備えは、企業の大小や業種にかかわらず、重
要なものとなっています。いざという時に、お互いに助
け合える企業の仲間づくりが大切であり、青年部として
も意義深い研修会となりました。
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青年部企画・運営  真田幸村公オーディションを開催 ! 
11 代目真田幸村公役は白石 恵子さんに決定 !
　3 月 1 日㈰、当所青年部（唐澤研作会長）企画・運営による「第
38 回上田真田まつり決戦劇」の主役である真田幸村公役を選抜す
るオーディションを開催しました。まつりのクライマックスを飾る
決戦劇は、第 35 回より当所青年部が企画・運営し実施しています。
　県内外からの男女 9 名がエントリーし、真田幸村公にかける熱
い PR と課題セリフ・演技が行われ、審査員からの厳しい質疑がな
されました。
　厳正なる審査の結果、市内出身・東京都在住の白石恵子さんが優
勝し、11 代目真田幸村公役の座を射止めました。

　決戦劇は県内外から総勢 70 名近くの一般参加者や裏方スタッフが日々時間を縫いながら練習を重ねます。真田
十勇士役は当所青年部会員より選抜された 10 名が務めます。
　第 38 回上田真田まつりが延期となりましたが、盛大に開催できるよう、準備を進めてまいります。どうぞご期
待ください。

「第 17 回上田城千本桜まつり」イベント中止  並びに
「第 38 回上田真田まつり」開催延期のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、上田城千本桜まつり及び上田真田まつりを主催する信州
上田まつり実行委員会と上田市は、「第 17 回上田城千本桜まつり（4月 1日～ 4月 12 日）」を中止し、「第 38 回
上田真田まつり（4月 26 日）」を延期することとしました。
第 17回上田城千本桜まつり（中止）
中止するもの ・ステージイベントほか各種イベント
 ・おもてなし物産展、露店の開設
実施するもの ・千本桜ライトアップ・ぼんぼりの点灯
 ・上田城跡公園周辺の駐車場運営・警備

第 38回上田真田まつり（延期）
　実施時期などについては、決定次第、上田市ホームペー
ジ等でご案内があります。

陸上自衛隊東部方面音楽隊

第 30 回記念『自衛隊ふれあいコンサート in 上田』

♪日　　時	 6月 8日㈪
	 開演	午後6：30（開場	午後5：30）
♪場　　所	 サントミューゼ　大ホール
♪入場無料	 入場整理券が必要です。
	 ※整理券お求めについて（5月7日㈭以降）
	 　お一人2枚まで
	 お取扱い：
	 　上田商工会議所（本所・塩田支所）
	 　アリオ上田店　イオン上田店
♪主　　催	 上田市防衛協会

陸上自衛隊 東部方面音楽隊プロフィール
　陸上自衛隊東部方面音楽隊は昭和35年に創隊され、東京都練
馬区の朝霞駐屯地に所在しています。関東甲信越に静岡県を含む
1都 10県を活動範囲として、隊員の士気高揚、儀式、広報のた
めの演奏を任務とし、これまでに長野冬季オリンピック、大喪の
礼、即位の礼などの国家的諸行事に参加しました。また、新潟中
越・中越沖地震および東日本大震災災害派遣における慰問演奏を
実施するなど国民と自衛隊の懸け橋として年間約 100回の演奏
を行っています。

※新型コロナウイルス感染症の状況で中止や延期になる場合があります。
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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２月

調査対象
全国335商工会議所2624業種組合等

【建設業】
仕入単価・販売単価DI値が改
善傾向、業況・売上・採算・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・仕入単価DI値が改善傾
向、業況・採算・販売単価・資金
繰りDI値が悪化傾向、その他
の項目はほぼ横ばい

【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DI値が改善傾向、採
算・販売単価・資金繰り・従業員
ＤＩ価が悪化傾向、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・売上・採算・販売単価・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、大幅に悪化。先行きは、新型コロナウイルスに伴う懸念広がる。

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
▲ 32.6 ▲ 25.1 ▲ 28.2 ▲ 31.6 1.7 ▲ 15.8 20.4

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 31.5 ▲ 23.6 ▲ 27.0 ▲ 28.1 ▲ 1.7 ▲ 17.1 20.9
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、▲32.6と前月から5.8ポイントの悪
化。都市部の再開発を中心とした民間工事や公共工事は堅調な
ものの、新型コロナウイルス流行の影響が大きく、中国からの
団体旅行客などのインバウンドを含む観光需要の落ち込みや
国内客の客足減少を受けたサービス業や小売業をはじめ、サプライチェーンの混乱により生産や物流に影響が
及んでいる製造業や卸売業の業況感が悪化した。また、根強い消費者の節約志向や深刻な人手不足、人件費の
上昇、世界経済の先行き不透明感が依然として広く業況の押し下げ要因となっており、中小企業の業況改善に
向けた動きには遅れが見られる。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】 都市部の再開発を中心とした堅調な民間工事に加え、公共工事の増加を指摘する声が聞か

れるものの、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
手不足の影響が強く、悪化。

【製　造　業】 中国経済の減速や貿易摩擦、世界経済の先行き不透明感の影響による、工作機械や産業用
機械、自動車関連の不振に加え、新型コロナウイルスに伴う観光客の減少を受け受注が減
少した飲食料品関連が振るわず、悪化。サプライチェーンの混乱に伴う中国からの部品・
資材の調達難など生産や物流への影響を指摘する声が多く聞かれた。

【卸　売　業】 長引く個人消費の低迷に加え、新型コロナウイルスの影響により観光客が減少し、売上が
落ちた飲食料品や、記録的な暖冬により安値が続く農産物関連が全体を押し下げ、悪化。
冬物商材の動きが予想以上に悪いとの声も聞かれた。

【小　売　業】 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苦戦が続く中、新
型コロナウイルスの影響による客足減少に伴う売上の落ち込みを指摘する声が多く聞かれ、
悪化。また、感染対策商品の需要の高まりを受け、マスクやアルコール除菌関連商品など
の品薄状態が続いているとの声も多い。

【サービス業】 新型コロナウイルスの影響に伴い、中国の団体旅行客や国内客からのキャンセルが相次い
だ宿泊業・飲食業や、中国に対する輸出入の取扱量が減少した運送業が全体を押し下げ、
悪化。消費者の自粛ムード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、▲ 31.5 と今月より 1.1 ポイントの改善を見込み、補正予算など経済対策への

期待感がうかがえる一方、新型コロナウイルスの流行によるインバウンドを含む観光需要の鈍化やサ
プライチェーン・生産活動への影響、消費税率引上げ、人件費の上昇や受注機会の損失など人手不足
の深刻化、原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅れ、世界経済の動向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。

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） 4 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） 5 月 7 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） 5 月 7 日㈭
13：30 ～ 15：00

関東税理士会
税理士

相談内容 開催日時 専門相談担当者

労　　務 5 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
（予約制）

5 月 7 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） 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４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

令和 2年度　長野県中小企業融資制度資金の新設・拡充などのご案内
⑴　【新設】信州創生推進資金に〈IT産業向け〉を新設し、創業企業・既存企業・立地企業といった多方面から支援
　　　　➡

⑵　《拡充》信州創生推進資金（事業承継向け）の〈貸付金利の引下げ・貸付対象者の拡充〉
　　　　➡

⑶　《拡充》中小企業振興資金（しあわせ信州創造枠）の〈金利優遇（△ 0.2%）対象の拡充〉
　　　　➡

⑷　《拡充》信州創生推進資金（事業展開向け）の〈金利優遇対象の拡充〉
　　　　➡

⑸　《拡充》〈貸付期間の延長・資金ごとの相違の見直し〉
　　　　➡

・貸付利率…創 業 時	 1.0%（他の創業メニューより△ 0.1%）
	 既存企業	 1.1%
	 立地企業	 1.1%※　※ ICT産業立地助成金の補助対象者に限る

・貸付利率△ 0.1%、最優遇金利（1.0%）を適用。
・貸付対象者に〈事業承継特別保証※を利用する者〉を追加。
　経営者保証を不要とするとともに、県制度の借換を認める。
※国が新設した保証制度。今後事業承継を予定し、資産超過をはじめとした一定の要件を満たした者が対象。

対象者に〈「長野県 SDGs推進企業登録制度」登録者〉を追加。

・貸付対象者に〈石油由来製品を環境に優しい素材や製品に転換することに係る研究開発・事業展開
を行おうとする者〉を追加。

・貸付利率 1.4%を適用。（AI・IoT・ロボット関連と同様）

・中小企業振興資金（一般枠・創業枠）、小規模企業発展資金、信州創生推進資金（創業支援向け・
地域活性化向け・海外展開向け）…運転資金 5年→ 7 年に延長。

・中小企業振興資金（一般枠）
　…設備資金 7年（うち土地建物等 15年）→ 10 年（うち土地建物等 20 年）に延長。

令和 2年度　上田市事業者向け助成金・補助金の募集が始まりました。
名　称 新技術等開発事業助成金 産金官連携雇用創出事業補助金

助　成　金 新技術の開発や新産業の創出のための研究開発に
要する経費の一部を助成

業績拡大に向けた事業に対する、金融機関の融資と
の協調支援

助 成 対 象 上田市内に主たる事業所を有する中小企業者 上田市内に主たる事業所を有し、要領に定める条件
を満たす中小企業者

対 象 経 費
※いずれも　
　交付決定日
以降　　

・原材料及び副材料の購入に要する経費
・機械装置及び工具機器の購入・試作、改良、据付、
借用に要する経費

・外注設計及び外注加工に要する経費
・技術指導の受け入れに要する経費

原材料費、備品費、機械装置等購入費、リース・
レンタル費、会議費・旅費・交通費、広告宣伝費、
専門家謝金、展示会出展費、試験研究機関への検査
委託費、特許・実用新案意匠登録等の取得費

助　成　率
および

限　度　額

助成率　対象経費の1/2以内
限度額　1件あたり300万円以下

補助率　対象経費の1/2以内
限度額　1,000万円
　　　　もしくは融資額のいずれか低い金額

募 集 期 間
応 募 方 法

募集期間　4/1～ 9/30　午後5時（必着）
上田市商工課に直接持参又は郵送により提出

募集期間　4/1～ 5/29　午後5時（必着）
上田市商工課に直接持参又は郵送により提出

お問い合せ 上田市商工課　〈〒386-0024　上田市大手2-8-4　Tel.0268-23-5395／ FAX.0268-23-5246〉
詳細および申込様式については上田市ホームページをご覧ください。



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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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 211

小さいのに高性能な空間清浄器『J.air』
お部屋の除菌消臭はおまかせ

株式会社エースマシナリ
〒386-1102　上田市上田原855番地　陽光ビル2F
TEL.0268-22-1411　FAX.0268-23-4892
E-mail: gyoumu@acemachinery.co.jp

【担当者名】佐藤　【HP】http://acemachinery.co.jp/

　当社は、生産工場の設備全般の
機器類の販売をしております。そ
の1つである『J.air』は12.5㎝角
なのに25畳までの除菌消臭を実現。
１．除菌対策
　　（ウイルスや細菌の除菌）
２．アレルギー対策
　　（花粉・カビの原因菌の除菌）
３．臭い対策（たばこの煙・室内の消臭）
☆ランニングコストは電気代のみ、お手入れ簡単で大活

躍。お問合せは下記まで。

はちみつ舎
〒386-0012　上田市中央3-3-18
TEL.0268-22-2226　FAX.0268-22-2303
E-mail: u888ya@aol.com

【営業時間】11：00～18：30　【定休日】不定休

　原町にお店を構え
る、昭和 52 年創業
のはちみつ専門店で
す。国内はもとより
海外からも珍しいは
ちみつをセレクトし
沢山取り揃えていま
す。良質なこだわり

のはちみつを是非ご賞味ください。お取り寄せも可能です。

本物の味に出会える はちみつ専門店

お食事処  比蘭樹
〒386-1431　上田市別所温泉58（あいそめの湯）
TEL.0268-38-2100

【営業時間】平日11：00～19：00、土日祝11：00～20：00（30分前にL/O）
【休館日】あいそめの湯と同じ　第2・4月曜日（祝日の場合は翌日）

家族でうれしい、おいしい新メニュー
　とんかつ定食、山菜そば、
チョコサンデー、一品料理
やソフトドリンクの種類など、
ご家族みんなで楽しめる新メ
ニューが増えました。午後の
休憩時間がなくなり、のんび
り食事やゆっくり入浴が出来
るようになりました。地域の

みずみずしい野菜を活用し、お米は塩田産にこだわり、安心安全美味
しい食事を提供します。食品ロスの削減や肥料化のリサイクルにも取
り組んでいます。温泉や岩盤浴で気持ちよく整った後に、是非お立ち
寄りください。施設には個室もあり、宴会や仕出しもご相談ください。

珈琲の香りに誘われて…
　2019 年 8 月 16 日
オープン !　店内で焙
煎した新鮮な珈琲豆の
香りを、ぜひお店で体
感してみませんか ?　
ブレンド 3 種と 7 か
国 10 種類の合計 13
種類の珈琲豆を常時品
揃え。また、ご自宅でも楽しめるようハンドドリップ教
室も開講中です !　ぜひ一度、お立ち寄りください。

自家焙煎珈琲店  亀山珈琲焙煎所
〒386-0012　上田市中央5-6-26
TEL.&FAX.0268-80-9274　【定休日】水曜日

【営業時間】10：30～19：00（日曜日10：30～17：30）
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5 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）

「メンタルヘルス事例検討」
■日　時 令和 2 年 5 月 8 日㈮　15：00 ～ 17：00
■講　師 信州大学医学部精神医学教室
 教授　鷲塚　伸介
■受講対象者 産業医、産業看護職（保健師、看護師等）、

衛生管理者、企業内産業保健スタッフ、
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 事例検討

　精神障害、パーソナリティ障害、発達障害など、メンタル
ヘルス事例は多岐に渡っています。そして、その対応には各
事例に合わせた臨機応変さが求められます。正解が 1 つに決
められないことにメンタルヘルス事例の難しさがあるとも言
えます。本研修では、参加者から事前に事例を出していただき、
その対応を皆で考えます。
　全員で討議を行いますので、メンタルヘルスの知識が全く
ない方は対象外とします。事例を出していただける方は、概
要を所定の用紙にまとめてあらかじめ事務局にご送付いただ
きます。参加申し込みを受けた後、事務局から事例記載用紙
をお送りします。

※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。

ザ・ビジネスモール
■□■ BM　SOS モール開設 ! ■□■

　商工会議所が運営するネットを活用した「会員限定」の商取引支援サー
ビス「ザ・ビジネスモール」では、新型コロナウィルス感染症の影響に
より経営的に打撃を受けている中小企業の販路開拓を支援するため期間
限定（2020年 3月 11日～ 5月 31日を予定）の特設ページ（https://
www.b-mall.ne.jp/sos/）を開設しています。
　SOS〈売りたい〉、SOS〈買いたい〉いずれもマイページ冒頭より無
料にてご登録頂けます。
マイページ：https://www.b-mall.ne.jp/login/

会議所共済口座振替の
お知らせ

4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。

令和 2年 4月 1日から、　　　　
すべての雇用保険被保険者について　

　　　　　　雇用保険料の納付が必要となります

長野労働局
からの
お知らせ

　平成 29年 1月 1日以降は、65歳以上の高齢者であっても依然として就業意欲が高いことなど
を背景に、雇用保険の「年齢による加入要件」が廃止され、65歳以上の労働者も雇用保険の適用
対象となっていますが、経過措置として、平成 29年 1月 1日から令和 2年 3月 31日までの間は、
高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除されていました。

　令和 2年 4月 1日からは、高年齢労働者※についても、他の雇用保険
被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
（※）保険年度の初日（4月 1日）において満 64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般保険者となって

いる方を指します。	 【お問合せ先】長野労働局  職業安定課　TEL.026-226-0865

　上田商工会議所では、新型コロナウイルス感染拡大に関する事業者向け
支援についての情報を当所ホームページ（http://www.ucci.or.jp/）にて
随時更新しています。
　資金繰り、雇用（厚生労働省）関連支援策など関連先のリンクをご案内
していますので、ご活用ください。

新型コロナウイルス関連  　　　　　　
　　　　　　  事業者向け支援のご案内




