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地域中小企業・小規模事業者の
新たな事業承継・M&A 支援をスタート !!

　6月 29 日㈪、上田市と上田商工会議所・上田市商工会・真田町商
工会の 3商工団体、㈱トランビによる「事業承継・M&A支援に関す
る連携協定」の調印式が上田市役所で行われました。
　全国的に中小企業・小規模事業者は、後継者不足や代表者の高齢化
による廃業等のため年々減少しており、さらに新型コロナウイルス感
染症拡大による影響が広がることにより、当地域でも優れた技術や
サービス・製品等が失われるだけでなく、雇用の維持や確保も難しく
なる恐れがあります。
　中小企業・小規模事業者の事業承継・M&A を円滑に進めるため、
全国的に支援実績を有する㈱トランビのM&Aシステムとノウハウを

活用し、高度な専門性ときめ細かな伴走型支援により、地域経済の活性化を目的としています。
　今後、上田・小諸・佐久 3商工会議所で展開する「東信ビジネスリレーセンター」や、地域金融機関の他、事業
承継やM&Aの実務を担う専門家等とも連携して、支援を行ってまいります。

がんばろう上田 ! PayPay で最大 30% 戻ってくる
キャンペーンがスタートします !

　上田市と PayPay ㈱、上田商工会議所・上田市商工会・真田町商工
会の市内 3商工団体は、上田市内の PayPay 利用可能店舗において、
キャッシュレス決済サービス「PayPay」で決済すると、決済金額の
最大 30%の PayPay ボーナス（付与上限：2,000 円相当 / 回、10,000
円相当／期間）が戻ってくる「がんばろう上田 ! 最大 30%戻ってく
るキャンペーン」を令和 2 年 8 月 10 日㈪から 9 月 22 日㈫まで実施
します。

　現在新型コロナウイルス感染症の影響から、接触機会の多い現金支
払いではなく、キャッシュレス決済の導入が推奨さ
れています。上田市内の中規模・小規模の対象加盟
店の売り上げ向上と、キャッシュレス決済利用のさ
らなる促進を目的とした本キャンペーンをぜひご利
用ください。キャンペーンの詳細は、当所ホームペー
ジ（右記QRコード）をご覧下さい。

【消費者向け説明会のご案内】
PayPay の使い方についての説明会を開催します。スマートフォンへ
のアプリのダウンロードや、使い方の詳しい説明を行います。

※上田市内のソフトバンク・ワイモバイル店舗窓口でも、随時消費者の方向けに PayPay の使い方について
ご案内をしています。

【お問い合わせ】上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

■日時　令和 2年 8月 20 日㈭　① 13：00 ～　② 15：00 ～
■場所　旧市民会館
■お申込み　専用申込フォーム（右記QRコード）または、当所ホームページ
（http://www.ucci.or.jp/info/news/paypay30back/）からお願いします。 消費者向け説明会

申込フォーム

当所ホームページ
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家賃支援給付金のお知らせ
家賃支援給付金とは ?

申請期間

申請方法

申請サポート会場について

給 付 額

支給対象（①②③すべてを満たす事業者）
　5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直
面する事業者の事業継続を支援するため、地代・家賃（賃
料）の負担を軽減する給付金を支給します。

①　資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模
事業者、フリーランスを含む個人事業者※

　　※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、
　　　会社以外の法人も幅広く対象。

②　5 月～ 12 月の売上高について、
　　・1 ヵ月で前年同月比▲ 50% 以上　または、
　　・連続する 3 ヵ月の合計で前年同期比▲ 30% 以上
③　自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支

払い

　給付金の申請の期間は、2021 年 1 月 15 日までです。
　電子申請の締め切りは、2021 年 1 月 15 日の 24 時まで。
　締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象
となります。�※上記は、7月 14 日時点の予定期間となります。

　法人に最大 600 万円、個人事業者に最大 300 万円を一括支給。

支払賃料（月額） 給付額（月額）

法　　　人
75 万円以下 支払賃料× 2/3

75 万円超 50 万円＋［支払賃料の 75 万円の超過分× 1/3］
　※ただし、100 万円（月額）が上限

個人事業者
37.5 万円以下 支払賃料× 2/3

37.5 万円超 25 万円＋［支払賃料の 37.5 万円の超過分× 1/3］
　※ただし、50 万円（月額）が上限

　申請は、電子申請（インターネットを利用した申請）を基本としております。
　下記URL または右記QRコードの家賃支援給付金ホームページにて申請手続きが可能です。
　https://yachin-shien.go.jp/

　電子申請を行うことが困難な方へは、申請サポート会場において補助員がサポートを行います。
上田地域の申請サポート会場は、「上田温泉ホテル祥園」です。

　サポート会場は完全予約制です。下記URL または右記QRコードのサイトから予約をし、
決められた日にご来場ください。　https://yachin-shien.go.jp/place/ys-301/index.html

　また、インターネットでの会場予約を基本としていますが、ネット予約が難しい方向けに下記の
電話予約も受け付けています。

　 ●家賃支援給付金申請サポート会場　電話予約窓口　0120-150-413 　受付時間9：00～18：00（土日祝日含む）

　 算定方法 　申請時の直近 1 ヵ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の 6 倍

　内容に関するご質問は、以下のダイヤルまでお問い合わせください。

　 ●家賃支援給付金相談コールセンター　0120-653-930 　受付時間　8：30 ～ 19：00

� （8月31日まで：全日対応／9月1日以降：平日・日曜日対応（土曜・祝日除く）

新型コロナウイルス感染症関連　国の支援策
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第18回　新商品・新サービス合同プレス発表会を開催

　7月 10 日㈮、会員企業のための新商品・新サービス合同プレス
発表会を当所にて開催しました。
　今回は、新型コロナウイルス感染症に起因し、衛生に関連する新
商品や地域の観光を盛り上げる新商品などを開発・開始した 5社が
報道機関を前にプレゼンテーションを行いました。その後、報道機
関に取材を受け、商品 PRを積極的に行いました。

【御朱印帳風】

上田電鉄 御
ご

乗
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株式会社 近畿日本ツーリスト関東 上田営業所
〒 386-0025　上田市天神 1-6-1　若菜館 4 階
☎ 0268-23-2111　FAX：0268-23-2274
E-mail: ueda@or.knt.co.jp

別所線応援企画として「御乗車印帳兼
御湯印帳」を 4 種類販売します。
御乗車印帳兼御湯印帳には、別所線が
1 日乗降りできる「1 日まるまるフリー
きっぷ引換券」と、別所温泉外湯（大湯・
石湯・大師湯）入浴券 2 枚と別所温泉
街の飲食店や土産物屋などで特典が受
けられる「別所手形」がセットになっ
ています。
別所線有人駅で「1 日まるまるフリー
きっぷ」に引換の際、上田電鉄乗車記念「オリジナ
ル印を押した御朱印風紙札（書き置き）」がもらえ、
別所温泉外湯（大湯・石湯・大師湯）では入浴記念「オ
リジナル印を押した御朱印風紙札（書き置き）」がも
らえます。※「御乗車印帳兼御湯印帳」の提示が必
要になります。

■販売箇所： 別所線上田駅・下之郷駅・別所温泉駅、
別所温泉旅館他

■種　　類： 千曲川赤い橋梁・まるまどりーむ号・
上田電鉄 5200 系・北条まどか

■販売価格： 各 4,000 円（消費税込み）

1台3役、おしゃれな空間清浄器
 （ライデン）

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

【商品サービス内容】
一辺 12.5㎝のコンパクトな立方体で、「ウイ
ルス・細菌の除菌」「花粉、PM2.5、ホルム
アルデヒド等のアレルギー物質の分解」「気
になる臭いの消臭」の 3 役をこなします。
雷の原理で、大量のマイナスイオンと微量
なオゾンを放出し、浮遊菌に加え、付着菌
にも効果を発揮します※。
メンテナンスは簡単な掃除を年 3 回程度の
み、フィルタ交換・薬剤補充等も不要です。
※マイナスイオンとオゾンを併用するとそれぞれ単体の場合と比べ、除

菌効果が 10 倍となります。（三菱電機総合研究所論文より）
★イチオシ！★
★コンパクトサイズなのに、最大 25 畳で『1 台 3 役』の効果を発揮します。
★電磁波や音が発生せず、小さなお子様からペースメーカー使用者でも

安心です。
★オシャレなデザインで、インテリアとしてもオススメです。
★ランニングコストは月 85 円程度の電気代のみで、メンテナンスも簡

単です。
■商品価格 1 台 140,000 円（税抜）
　木曽漆器をはじめとした伝統工芸とのコラボレーション商品も開発中
　10 月発売予定

「上田市唯一の母乳育児相談室」～妊娠中～産後へ切れ目のないケアを～
あべ母乳子育て相談室

あべ母乳・子育て相談室
〒 386-0002　上田市住吉 760-8
☎ 0268-71-0376　FAX：0268-71-0376
E-mail: abe.soudan3@gmail.com

【製品サービス内容】
上田市では現在開業助産師がいません。そのため、
妊娠中～産後の相談等を具体的にしたい場合は遠方
まで通っている母親が多い現状です。近隣に気楽に
相談できる、安心できる場所があることで、多くの
お母さんとその家族が前向きに子育てに向き合える
と考え、開業を決意しました。
厚生労働省より、産後の不安や負担を抱えている母親
は、8 ～ 9 割程度。地域の繋がりの希薄化、父親の育
児参加が十分に得られない中、子育てが孤立化し、負
担が増しているため、妊娠期から子育てにわたる切れ
目のない支援の必要性が重要視されています。
★イチオシ★
★上田市内では唯一の母乳マッサージ・トラブルケ

ア・各種相談に対応 !
　ひとりひとりのお母さんと子ども、家族に寄り添

い、ケアを一緒に考えていきます。
★イトオテルミーの施術が上田市内で唯一受けられる!
　妊娠～産後まで幅広くご利用いただけます。特に母乳トラブルに

も有効に利用します。
★産後の孤立化を防ぎ、産後うつの予防、早期発見に努めていきます。

就労継続支援A型事業所
self-A・CPF 上田

株式会社 CPF
〒 386-0025　上田市天神 1-8-1  上田駅前ビルパレオ 1F-2
☎ 0268-71-5559　FAX：0268-71-7068
E-mail: mail@c-p-f.co.jp

【製品サービス内容】
就労継続支援 A 型事業所として障がい者の
皆様に就労の場とサポートを提供しています。
施設内就労の一環として、トカゲや羊の革
を使ったマスクホルダーやワニ革を使った
キーホルダー、トカゲ革・ヘビ革を使った
キーチェーン等を自社製品として販売する
べく制作しています。
今後事業所において販売をはじめ、イベン
トへの出店・インターネット販売も予定し
ています。

★イチオシ★
★高級素材のヘビ、トカゲ、ワニ革製品を

安価で !（600 円～）
★実際に手に取って、触れて、試せる !
★一つ一つの製品が心を込めた手作りで、唯一無二 !
★オーダー（サイズ、色、デザイン）やカスタマイズ（サイズ、色、

金具、オプション）に対応 !

コロナ禍で衛生関連の新商品等 PR
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建物を丸ごと除菌し続ける
「イオニアミストPRO」登場!!

株式会社ワイズ・クルー
〒 386-0025　上田市天神 2-4-51 グレース天神 1F
☎ 0268-23-8733　FAX：0268-23-6342
E-mail: t.n@yz-crew.co.jp

★製品サービス内容★
　新型コロナウイルスの影響の中、
人の動きが戻りつつある際に心配
なのが、接触・飛沫・空気、二次
感染です。
　イオニアミストプロは「吹き付
けるタイプ」の光触媒コーティングです。一度吹き付け
乾燥させるだけで施工面が除菌、抗ウイルス等の様々な
効果を発揮します。安全性については、米国食品医薬品
局（FDA）において添加物として認められている酸化チ
タン等を主成分としています。コーティングは無色で色
味の影響も出ません。
　除菌効果については、経産省の認定機関である（一財）
カケンテストセンターの検査を受け、インフルエンザウ
イルスを始めとする各種細菌・ウイルスに対し高い除菌性能が証明されてい
ます。
★イチオシ★
・光が当たる度様々な効果を発揮

除菌、抗菌、抗ウイルス、防汚、防臭、防カビ、抗アレルゲン、抗ホルム
アルデヒド

・2 年程度の継続効果
・どんな物にも施工可能

　当日の様子は新聞各社や上田ケーブルビジョンの番組
内でも取り上げられ、メディアを通じてPRの一助となっ
ています。
　当所では、会員企業の商品開発・販路拡大に向けて、
今後も発表会を実施していきます。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
拡大にお役立てください。

●日時：６月30日㈫正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 新型コロナウイルス対策消費喚起応援事業特別
会計について　

⑵	「パートナーシップ構築宣言」について
⑶	 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

⑷	 テラス営業のための道路占有許可申請について

正副会頭会議　報告　（第16回） 正副会頭会議　報告　（第17回）
●日時：７月20日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 上田市行財政改革推進委員の推薦について
⑵	 上田市自治基本条例検証委員の推薦について
⑶	 上田市建築審査会委員の推薦について
⑷	 新型コロナウイルス対応関連施策報告

コロナ対策・販路開拓に
補助金の活用を !

経営計画作成セミナーを開催

　7月16日㈭、
当所におい
て、小規模事
業者持続化補
助金〈コロナ
特別対応型〉
の活用へ向け

た、経営計画作成セミナーを開催しました。
　今年は、小規模事業者の新型コロナウイル
ス感染症対策の取り組みを支援するため、補
助金が通年募集されています。
　セミナーでは、中小企業診断士の金丸修一
氏を講師に迎え、補助金申請書の書き方のポ
イントについて、審査員も務めた経験も交え
解説をいただきました。� （参加者 8名）

◆上田地域産業展2020
出展企業　募集中 !!

　7月 20 日㈪、上田地域産業展運
営委員会（栁澤憲一郎委員長）が開
催され、27 名が出席し、今年の産
業展について協議しました。
　コロナ禍ではありますが、感染症
を防ぐ対策を徹底した実展示会の開
催と、試験的にオンライン展示会を

構築、そしてビジネスマッチングデイ（受発注個別マッチング商談
会）の事業計画と、その予算が承認されました。
　東信地域の企業・団体が一堂に会し、自社製品の PR を行います。
販路拡大、情報発信の機会として出展企業を募集しています。
〇日時� 10 月 23 日㈮・24 日㈯　※ビジネスマッチングデイは 22 日㈭
� 午前 9時～午後 4時
〇会場� 上田城跡公園体育館　　〇申込締切　8月 25 日㈫
〇詳細・お申込み
　下記URL 公式サイトをご確認の上、お申込みください。
　http://www.ueda-sangyoten.jp/entry/
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長野県の支援策

新型コロナウイルス危機突破支援金
（健康・理美容サービス業等対応型）のご案内

　長野県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中、顧客との密接な接触を避けることが難しい業種
に対して、業種別ガイドラインによる感染防止策に取り組む県内の小規模事業者の皆様を支援するため、新型コロ
ナウイルス危機突破支援金を交付します。なお、本内容は抜粋版となります。必ず公式web サイトの申請受付要
項をご確認ください。

新型コロナウイルス危機突破支援金（健康・理美容サービス業等対応型）（抜粋）

交 付 対 象 者

以下の⑴～⑹の要件をすべて満たす事業者
⑴県内に本社所在地を有し、県内で事業を営む小規模事業者※であること
※常時使用する従業員の数が全事業合わせて 5人以下の事業者を指します。

⑵業務が、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業、
運転代行業、療術業のいずれかに該当すること。
⑶業種別ガイドラインに基づく、感染防止の取組を実施していること。
⑷事業所・法人および経営に実質的に関与している者が反社会勢力等と関係していないこと。
⑸「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく風俗営業、性風俗関連特
殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業を行っていないこと。
⑹県税に滞納がなく、業務に必要な許認可等を取得していること。

交 付 要 件
業種別ガイドラインに基づいて感染防止に取り組んでいること
（例）� 「新型コロナ対策推進宣言」を実施し、手指の消毒設備の設置やマスクの着用、施設の

換気など感染予防対策を行っている。

交 付 金 額 10 万円（1事業者につき 1回限り　定額）　受付から 1か月を目途に交付（不備がない場合）

申 請 期 間 令和 2年 7月 10 日㈮～同年 9月 30 日㈬　※消印有効

申 請 方 法
所定の様式をご記入いただき、産業・雇用�総合サポートセンター窓口もしくは郵送※にて
申請してください。
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で申請してください。

お 問 い 合 せ 先

〔産業・雇用 総合サポートセンター（上田地域振興局 商工観光課）〕
〒 386-8555　上田市材木町 1-2-6　TEL.0268-25-7185
午前 9時～午後 5時（平日のみ）
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/toppakin.html
（「新型コロナウイルス危機突破支援金」でご検索ください）

〔「業種別ガイドラインおよび新型コロナウイルス感染症対策」について〕
https://corona.go.jp/（「業種別ガイドライン」でご検索ください）

〔「新型コロナ対策推進宣言」について〕
https://www.pref.nagano.lg.jp/service/corona_taisakusengen.html

注意事項
※他の補助金との

重複について

長野県が新型コロナウイルス感染症に関して、令和 2年度中に事業者に対して補助している
補助金（「コロナ特別対応型持続化支援事業補助金」「飲食・サービス業等新型コロナウイル
ス対策応援補助金」「観光関連サービス業等生産性向上支援補助金」）について、支援金の申
請時点で受給している場合、申請できません。
ただし、申請時点で交付が決定していない場合、本支援金に申請いただけます。その場合、
前述の補助金の交付が決定し次第、申請取り下げの手続きをいただきます。
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取引先と共存共栄の関係を築こうとする経営者の皆様へ
「パートナーシップ構築宣言」の策定・登録について

　中小企業庁では、取引先との共存共栄関係を築こうと
考える大企業や中堅・中小企業の経営者が、自社の取引
方針を『パートナーシップ構築宣言』として策定・登録
し、専用ポータルサイトで公表する新たな枠組みを創設
しました。
　本宣言は、①サプライチェーン全体で付加価値の向上
に取組み、規模や系列等を超えたオープンイノベーショ
ンなど新たな連携の促進により「取引先との共存共栄関
係の構築」を目指すこと、②新型コロナウイルスの影響
による中小企業への「取引条件のしわ寄せ防止」など適
正な取引価格の実現を目指すことなどを盛り込んだ自社
の取引方針を、企業の代表者名で宣言するというものです。
　本宣言の取組みを通じて、取引先と生産性向上の成果
やコスト負担を適正にシェアし、「良いものを安く」か
ら「良いものを価値を反映した価格」で仕入れる構造へ
と転換することで、サプライチェーン全体で付加価値に

基づく適正な取引価格を尊重する機運醸成が図られると
期待しています。
　日本商工会議所では、全国で多くの経営者の皆様に宣
言いただき「大企業と中小企業による新たな共存共栄関
係の構築」、いわば『新しい石垣』を形づくる機運を醸
成し、わが国の国際競争力強化や新型コロナウイルス克
服後の未来を切り拓くことに繋げていきたいと考えてい
ます。
　策定・登録いただいた「宣言」は、ポータルサイト上
に公表され、企業 PR にもつながる機会となりますので、
本趣旨にご賛同いただき策定・登録にご協力をお願いい
たします。

●「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
　（宣言の登録・公表先）
　https://www.biz-partnership.jp/

「パートナーシップ構築宣言」を
作成・公表しませんか

取引先と共存共栄の関係を築こうとする経営者の皆様へ

①取引先との共存共栄の取組や、「取引条件のしわ寄せ」
防止を代表者の名前で宣言します。

以下の項目について、企業の代表者の名前で宣言します。

●サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携
●親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行（振興基準※）の遵守
●その他独自の取組

※下請中小企業振興法に基づく基準
（h�ps://www.chusho.me�.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm）

②「宣言」はポータルサイト上に公表されます。
（公財）全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイト（2020年6月10日から提出可能）

（h�ps://www.biz-partnership.jp）に提出すると、「宣言」が掲載されます。
※「振興基準」に違反し、主務大臣の指導・助言を受けた場合など、「宣言」を履行していないと認め

られる場合には、「宣言」のサイトへの掲載を取りやめることがあります。

③「宣言」企業は「ロゴマーク」を使うことができます。

④一部の補助金の優先採択を検討しています。
経済産業省の一部の補助金について、優先採択を検討しています。

「宣言」の内容について
未来を拓くパートナーシップ構築推進会議事務局
●内閣府政策統括官付
参事官（産業・雇用担当）付 03-6257-1540

●中小企業庁企画課 03-3501-1765

「宣言」の提出・掲載について

●（公財）全国中小企業振興機関協会
03-5541-6688
提出先URL︓https://www.biz-partnership.jp

＜ロゴマークに込められた思い＞
大企業と中小企業がうまく噛み合い、共存共栄していく
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部 会 だ よ り
交通・観光サービス業部会 法務・金融部会

　7 月 17 日㈮、
交通・観光サー
ビス業部会役員
会（岡田宝正部
会長）が当所に
おいて開催され、
部会長以下 18
名の参加のもと

今年度部会事業について協議しました。上田・上越・
甲府商工会議所による広域観光連携事業「三国同盟事
業」や、観光振興・地産地消を目的とした長野県酒造
組合上田支部と別所温泉旅館組合のコラボレーション
事業、しなの鉄道㈱と当部会が共催する「六文銭バザー
ル」（詳細付録）などの事業を進めることが決定しま
した。そのほか、関連の取組・事業に関する情報交換
や、コロナ禍における事業推進についての意見交換が
行われました。

－高校生が安心して就職活動ができるよう支援－
「高校生の就職に係わる懇談会」開催 !!

　7月 8日㈬に「ささや」において、上田職業安定協会（会長：柳澤会頭）・
上田公共職業安定所主催により、来春高卒予定者の求人を見込む企業の
人事採用担当者（25 名）と高等学校進路指導担当者（13 名）による「高
校生の就職に係わる懇談会」が開催されました。
　本年度は新型コロナウイルス感染症の影響で高等学校でも休校期間が
設けられ、生徒が準備不十分なまま就職活動に臨むことが懸念されてお
り、そのため、生徒の希望や適正に合った進路決定を実現し地元企業へ
の就職ができるよう支援する目的で本年度も企画されました。
　当日は、企業の仕事内容や企業の魅力、人事採用担当者のメッセージ、
就職希望生徒の状況等についてそれぞれ情報交換を行いました。
　実施後のアンケートでは、来年も開催を望む声が出席者全員から寄せ
られました。

商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

法人向け宅配弁当 　わっしょい弁当（合同会社遊心道）上田市住吉 531-2Tel.0268-71-6140

住吉の神科郵便局の前に令和2年3月にオープン。管理栄養士が考えた40種類7品目の
おかずと16穀米の日替わり弁当（ヘルシー弁当400円、デラックス弁当500円）を上
田市内の企業等に一個から配達料無料でデリバリーしている。新型コロナウイルスの影響で
お弁当へのニーズも高まり、一般の方向けのテイクアウトもスタート。7月からは、就労継
続支援A型事業所として障がい者の雇用も受け入れ、「お客様の美味しい !笑顔 !元気 !の
ために」自分は何ができるか ?をスタッフ一人一人が日々考え行動している。平日ランチ
の弁当を提供。
【営業時間】平日8：00～17：00　【定休日】土日祝日

法務・金融部会長に小山智氏を選任
　7 月 21 日㈫当所
にて法務・金融部会
役員会が開催され、
副部会長以下 15 名
が出席し、部会長の
選任について協議し
ました。

　部会長には、八十二銀行上田支店　執行役員支店長　
小山智氏が選任されました。小山氏からは、「上田市の商
工業の発展に力を尽くしてまいりますので、ご協力をお願
いしたい」とあいさつがありました。令和 2年度の事業と
して、コロナ禍での新たな働き方の導入に伴う就業規則の
ポイントを解説する「労務対策セミナー」や、例年日本銀
行松本支店長を講師に迎え開催している「経済・金融セミ
ナー」、「新春講演会」について、コロナウイルス感染症へ
の対策を講じたうえで開催することを確認しました。



経営者の未来と
会社の安心のために。

「就業不能」リスクまで
手厚くサポートします

経営者のリスクに備える

定期タイプ

在任中から勇退後まで手厚くサポートします

定期タイプ終身タイプ 長期定期タイプ（98歳満了）

在任中のリスクやご勇退に向けての備えは万全でしょうか。
万が一の事態から会社を守り、経営者の未来を支えるために、
アクサ生命はさまざまなサポートを提案させていただきます。

●本商品をご検討の際には「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ）」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 
AXA-A1-1708-1311/9F7

A4　モノクロ　（ 210）企業ラインナップ

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
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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６月

調査対象
全国335商工会議所2713業種組合等

【建設業】
業況・採算・資金繰り・
従業員DI値が改善傾向、
売上DI値が悪化傾向、そ
の他の項目はほぼ横ばい。

【製造業】
販売・資金繰り単価DI
値が改善傾向、その他の
項目は悪化傾向。

【卸売業】
業況・売上・資金繰り
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。

【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】
業況・売上・採算・販売
単価・資金繰り・従業員
DI 値が改善傾向、仕入
単価が悪化傾向。

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、下げ止まりの兆しも、厳しい状況続く。先行きも慎重な見方は変わらず。

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
▲ 62.8 ▲ 61.1 ▲ 59.6 ▲ 16.8 ▲ 10.3 ▲ 36.0 ▲ 2.1

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 57.7 ▲ 56.2 ▲ 55.1 ▲ 18.8 ▲ 10.7 ▲ 37.0 ▲ 0.4
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、▲62.8と前月から3.0ポイントの
改善。緊急事態宣言の解除を受け、営業を再開した小売業・飲食
業などで客足が戻りつつあるほか、中断していた公共工事に再
開の動きが出始めるなど、一部で下げ止まりの兆しがみられる。
一方で、依然として遠出を避ける消費者が多く、宿泊業をはじ
めとする観光関連では低調な動きが続く。また、製造業では、取引先の過剰在庫や生産調整に伴う受注減に加え、
緊急事態宣言下の営業自粛によるビジネスチャンスの喪失など、前月に増して悪影響が拡大しているとの指摘
も多く聞かれており、中小企業の景況感は持ち直しの兆しはみられるものの、厳しい状況が続く。
◇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・欠品が解消されつつあるほか、

緊急事態宣言の解除に伴い、中断していた公共工事の発注が再開され始めたことなどから、
改善。

【製　造　業】	緊急事態宣言の解除に伴い、小売業・飲食業向けの食料品製造業などでは売上が持ち直し
つつあるものの、金属製品や産業用機械などの製造業では、取引先における過剰在庫や生
産調整を受けて受注が低調になるなど、新型コロナウイルスの影響が一段と拡大している
ことから、悪化。

【卸　売　業】	新型コロナウイルスの影響が長期化している製造業向けの製品や宿泊業向けの商品を扱う
業種では、受注の回復が遅れている一方、緊急事態宣言の解除に伴う飲食業などの営業再
開を受け、飲食料品や調味料、農畜水産品を中心に動きが戻り始めたことが全体を押し上げ、
改善。

【小　売　業】	緊急事態宣言の解除を受けて外出する消費者が増えたことから、食料品のほか、衣料品
や住まい関連などの売上が伸び、改善。また、お中元など夏物商戦を従来より早く展開し、
売上確保に取り組む小売店がみられるほか、特別定額給付金の効果や6月末に終了する
キャッシュレス・ポイント還元事業の駆け込み需要を指摘する声も聞かれた。

【サービス業】	緊急事態宣言の解除以降、営業再開や営業時間の延長をした飲食業、理美容業などで客足
が戻り始めたことが押し上げ要因となり、改善。一方で、観光・ビジネス需要の低迷が続
く宿泊業や、製造業向けの荷動きが乏しい運送業では回復が遅れている状況もうかがえる。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は▲ 57.7 と今月より5.1 ポイントの改善を見込む。緊急経済対策の政策効果や消
費者における自粛ムードの緩和を背景に、夏季商戦や観光需要の拡大などへの期待感がうかがえる。

・新型コロナウイルスの第二波・第三波への警戒感がある中、新たな生活様式に対応したビジネスモデ
ルへの転換に迫られる企業や、サプライチェーン・生産活動への影響拡大を懸念する企業も多く、先
行きに対して依然として慎重な見方が続く。

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定例相談を開催しております。どうぞご利用ください。

※9月の発明相談は開催いたしません。
●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、ご来場をお控えいただきます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） 8月 19 日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県弁護士会上田在住会
弁　護　士

不動産鑑定
（予約制）

9月 7日㈪
13：00 ～ 16：00

（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） 10 月 8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

相談内容 開催日時 専門相談担当者

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

9 月 7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
長野県働き方改革推進支援センター�
� 社会保険労務士
日本弁理士会　弁理士
長野県信用保証協会上田支店　相談員
上田市商工課　相談員
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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８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

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付が拡充

「IT導入補助金」申請しめきりが近付いています !

　日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付について、令和 2 年度第 2 次補正予算を受け、
7 月 1 日から、融資限度額が 6,000 万円から 8,000 万円に拡充されました。
　また、低減利率の限度額も 3,000 万円から 4,000 万円に拡充されました。あわせて、「実質無利子化」の対象も
3,000 万円から 4,000 万円に拡充されました。

　「IT 導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合った IT ツー
ルの導入を支援する補助金です。自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把
握した経営課題や需要に合った IT ツールを導入することで、業務効率化・売上アップと
いった経営力の向上・強化を図ることを目的としています。
　今年度は全 7 回（C 類型は全 6 回）の受付期間が設けられています。現在は最終とな
る第 7 次（C 類型は第 6 回）締切分となっており、申請しめきりが 8月 31日㈪必着となっ
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、本補助金は IT ベンダー・サービス事業者と連携しての申請となります。IT ベンダー・サービス事
業者によって導入できる IT ツールが異なるので、早めのご相談をお勧めします。

新型コロナウイルス感染症特別貸付（下線部分が拡充内容）

貸 付 対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の 1 ま
たは 2 のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
１．最近 1 ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して 5% 以上減少している方
２．業歴 3 ヵ月以上 1 年 1 ヵ月未満の場合、最近 1 ヵ月の売上高が次の⑴～⑶のいずれかと比較

して 5% 以上減少している方
⑴過去 3 ヵ月（最近 1 ヵ月を含む）の平均売上高
⑵令和元年 12 月の売上高
⑶令和元年 10 月から 12 月の平均売上高

資 金 使 途 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備・運転資金

融 資 限 度 額 8,000 万円（別枠） 担 保 無担保

利  率  （年）
基準利率（1.36% ～ 1.75%）
ただし、融資後 3 年目までは基準利率から－ 0.9% ※　4 年目以降は基準利率（限度額 4,000 万円）
※一部の対象者については、基準利率－ 0.9% の部分に対し、別途決定される実施機関から利子補給され、

当初 3 年間が実質無利子となります。

返 済 期 間 設備資金　20 年以内（うち据置期間 5 年以内）／運転資金　15 年以内（うち据置期間 5 年以内）

お問い合わせ
書 類 郵 送 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）
○書類郵送先　日本政策金融公庫長野支店　国民生活事業
　　　　　　　〒 380-0816　長野県長野市三輪田町 1291（TEL.026-233-2141）



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 215

今こそ、誰でもスターマインを!

武舎煙火工業株式会社
〒389-0505　長野県東御市和2939
TEL.0268-62-0131

【HP】http://www.mushaenka.jp/

　今年の夏は花火のないさ
みしい夏になりそうです。
そんな時こそ、仲の良い友
達や家族で、お祝いや記念
に花火を打上げませんか ?
　5 万円から、あなたの為
だけに打上げます。弊社指定
の場所であれば、2 週間程度
で準備完了です。まずはお気
軽にご相談ください。

城下工業株式会社
〒386-0015　上田市常入1-1-58
TEL.0268-22-0612　FAX.0268-22-2176
E-mail: userinfo@shiroshita.com

【HP】https://soundwarrior.jp/

　コロナ禍の今、働き方
の模索が始まっています。
当社ではテレワーク・リ
モート会議に特化した
ヘッドセットとして、放
送局の定番プロ機器を
リ・デザインしました。

今回、「上田商工会議所特別キャンペーン」として、通
常価格よりリーズナブルにご提供いたします。当社に直
接ご連絡ください。

テレワーク・リモート会議専用、
本物のヘッドセットをご提供します！

絵本・童話のなるに屋
〒386-0004　上田市殿城978
TEL.0268-25-2230　【定休日】日曜日・祭日

【営業時間】8：30～17：30　㈯9：00～16：00
【HP】https://naruniya.jp/

ことばを、ゆたかにもっテイク!
　絵本は、初めて出会
う“本”です。お母さん、
お父さん、ばあちゃん、
じいちゃんの読み聞か
せは、読む喜び、聞く
喜びとして豊かな“こ
とばの体験”となります。
　早寝、早起き、朝ご

はんと共に、どきどき、わくわくの絵本体験を !
HP をご覧いただきご連絡をお待ちしております。

タピオカ　もちもち
　上田の中心市街地中央2丁目の交差
点のすぐそば。茶千歳　上田店。駅よ
り徒歩5分。原材料は国産にこだわり、
安全・安心で美味しいタピオカを新鮮な
うちに提供しております。新商品のオレ
オスムージーも好評いただいております。
チーズハットグやヤンニョンチキンも人
気があります。HPの改修後はHPより
注文が可能になります。密にならない様、
対策しております。配達にも対応しますので、是非ご利用ください。

茶千歳　上田店
〒386-0012　上田市中央2-5-5
TEL.0268-80-9062

【営業時間】11：00～19：00　【休業日】不定休

花火のギフトで
一生忘れられない

思い出を
作りませんか ?

５万円であなたの為だけに
花火を打ち上げます！
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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

㈱パトリオットエンタープライズ 上田市上野 1244-1 62-7087 農業、農産物加工
タカジアンドパートナーズ 上田市上野 090-6237-8391 経営コンサルティング業
㈲エスプリ 上田市五加 762-1 71-0112 企画・デザイン
あべ母乳・子育て相談室 上田市住吉 760-8 71-0376 母乳相談・子育て相談
（同）遊心道 上田市小牧 57-6 71-6140 法人向け宅配弁当制作販売・就労継続支援A型事業所
アルヤン�モータース 上田市秋和1146-1�サンライズうえだ102 090-8435-5523 中古車販売
ひふみマネジメント㈱ 上田市保野 1039-13 080-4676-5770 OA 機器販売
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。

会議所共済口座振替の
お知らせ

8月24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。

「新型コロナ対策 　
推進宣言」

ステッカー・ポスター配布中 !!
information

　長野県では、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。
　感染防止対策を実施する事業所に
向け、ステッカー・ポスターを当所
窓口にて配布しておりますので、安
心してご利用いただけるお店の PR
にご活用下さい。
　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
　下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
【お問い合わせ】
　上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

　8 月 13 日㈭・14 日㈮は業務を
お休みさせていただきます。ご不便
をおかけいたしますが、よろしくお
願いいたします。
　なお、駐車場は 24時間営業して
おりますので、ご利用ください。

上田商工会議所 お盆休業日等のお知らせ

　6月施行予定であった簿記検定試験につきま
しては、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り中止することとなり、受験を予定されていた
皆様に対し、改めて心より深くお詫び申しあげ
ます。
　11 月施行予定の簿記検定試験につきまして
は、施行に向けて準備を進めております。
　しかしながら、施行日時点での感染状況が見
通せない中、できる限り全国における受験申込
受付期間を統一いたしたく、以下の通り、変更
させていただきます。

○第 156 回簿記検定試験 受験申込受付期間
　（試験日：2020 年 11 月 15 日）
　（変更前）9月 7日～ 10 月 15 日

　→　（変更後）10月1日～10月19日

　受験を予定されている皆様におかれましては、
ご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますよう、
お願い申しあげます。

第 156 回簿記検定試験
受験申込受付期間の

変更について




