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中部横断自動車道　長野県側の早期実現を要望中部横断自動車道　長野県側の早期実現を要望
～国土交通省　国会議員へ要望書を提出～～国土交通省　国会議員へ要望書を提出～

　中部横断自動車道は、静岡県～山梨県～長野県 佐久・小諸・上田に
至り太平洋と日本海をつなぐ重要路線です。静岡県清水 JCT ～山梨県双
葉 JCT は、令和 3 年夏開業し、新東名高速道路と中央自動車道が結ば
れます。しかしながら、長野県側　山梨県長坂 JCT ～長野県八千穂高原
IC は、現在未整備区間で、本年秋頃より調査着手の段階です。
　東信地域としても、全線開通により清水港の利用など物流・販路拡
大につながるため、10 月 15 日㈭、栁澤憲一郎会頭（上田商工会議所）、
土屋上田市長、栁田佐久市長、山村坂城町長が、国土交通省、関係する
衆議院・参議院議員に早期整備促進を求める要望書を提出しました。
　太平洋～日本海の新たな高速道路網の形成は、沿線地域の物流・産業

経済・観光・文化等の振興・発展に大きな活力を与えるとともに、東海地震など災害が危惧される中で、広域的防
災体制の強化、緊急輸送路としての役割を担う「命の道」ともなります。早期全線開通を切望する沿線地域の声を
引き続き発信してまいります。

上田・上越商工会議所　経済交流会を開催
　10 月 19 日㈪、上田市において第 16 回上田市・上越市経済交流会を開催しま
した。上田・上越商工会議所の正副会頭専務理事が出席し、両地域における経済
活性化に向けた取り組み状況に関する懇談及び先進施設の視察を行いました。
　懇談会においては、新型コロナウイルス感染症対策の議題が中心となり、両地域共
通してコロナ対策関連の融資・補助金・給付金の相談件数が大幅に増加しており、今
後もきめ細かな事業者に対する支援が重要であることが確認されました。コロナ禍に
おいては感染症対策を徹底しつつ、GoToトラベル等国県市の施策を積極的に活用して
飲食店の利用を促すなど、地域経済を動かすことが重要であるという意見がありました。

　視察においては、2019 年 9 月にオープンしたシャトー・メルシャン 椀子（まりこ）ワイナリーを視察しました。
『シャトー・メルシャン 椀子シャルドネ 2018 年』 が国際ワインコンクール「シタデル・デュ・ヴァン 2020」にて

金賞を受賞、また、ワイン観光に取り組む世界最高のワイナリーを選ぶ「ワールズ・ベスト・ヴィンヤード 2020」
で、「シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー」が日本初、世界第 30 位を受賞したことが説明され、上田地域でも
観光の目玉として積極的な活用が期待されます。上越・甲府にもワイナリーがあ
ることから、“ 三国同盟事業 ” においてワインを活用した広域観光連携の提案が
両地域の正副会頭からありました。また、生島足島神社を視察し、上田の塩田平
地域が認定を受けた「日本遺産・太陽と大地の聖地」について、当神社との関連
性の説明を受け理解を深めました。
　当所栁澤会頭、上越髙橋会頭により「両商工会議所が経済・観光面での交流を
更に活発にし、両地域の発展に寄与していくこと」が確認され、大変有意義な交
流会となりました。

彩り豊かな品揃え !  手作り品など販売でまちなかに賑わい
「秋の色いろマルシェ」開催

　 当 所 は、10 月 24 日 ㈯・25 日 ㈰ の 両 日、 松 尾 町 の フ ー ド サ ロ ン と
VACILANDO COFFEE（ヴァシランドコーヒー）において「秋の色いろマル
シェ」を開催しました。
　このマルシェは、創業予定者等が手づくり品などの販売を行い、まち
なかの賑わい創出と創業の促進を目指したもので、当日は、6 店が出店し、
オイルランプ、バッグ、カラー雑貨、和風雑貨などを品揃え。併せて、新
型コロナウイルス終息祈願やアマビエ関連グッズを販売しました。
　また、上田東高校美術科の生徒は、独自にデザインした「疫病退散札」を販売。
若い世代やファミリー層の来店があり、季節色のあるイベントとなりました。
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法務・金融部会

交通・観光サービス業部会

テレワーク導入時の労務管理のポイントを解説�
� 労務管理セミナー　開催

　10 月 22 日㈭当所法
務金融部会（小山智部
会長）は、長野県社会
保険労務士会東信支部

（神津節雄支部長）と
共催により、特定社会
保険労務士の寺島正之
氏を講師に迎え、「新

しい生活様式を取り入れた働き方とは」をテーマに 5 階
ホールにおいてセミナーを開催しました。
　寺島氏は、コロナ禍において都市部ではテレワークが
進んだが、長野県の実施率は下位から 15 番目であるこ
となど現状を説明し、テレワークの導入においては目的
を明確化し、ルールをつくり ICT 環境を整え、セキュリ
ティ対策を行ったうえで、特定の社員、特定の部門から
取り組んでいくことが望ましいと述べました。テレワー
クを行うことを予定している場合には、就労場所を明示
することや費用負担のルールを明確化すること、労働時
間管理、就業規則に必要となる記載事項等について説明
されました。 （参加者 32 名）

秋の行楽期、クリーンな上田でお出迎え�
� 国道 18 号線上田バイパス道路清掃実施

　10 月 16 日 ㈮ 早 朝、
当所交通・観光サービ
ス業部会（岡田宝正部
会長）は、上田バイパ
ス 蛇 沢 橋 か ら 新 田 信
号まで約 1.6㎞間の道
路清掃を実施しました。

「上田菅平インターか
ら上田を訪れる県内外の行楽客をきれいな幹線、道路で
お迎えする」をコンセプトに、平成 16 年 10 月より 17
年間にわたり毎年 1 回実施しています。当部会はこの活
動を通して、平成 30 年に「豊かな環境づくり上小地域
会議表彰」を、さらに本年 5 月には「令和 2 年度信州
豊かな環境づくり県民会議表彰」を受けています。今回
参加された企業の皆様は下記の通りです。
 （16 企業、参加者 23 名）

参加事業所名（五十音順）
アートサービス㈱、㈱アクセル、上田交通㈱、
上田道と川の駅　おとぎの里、笠原工業㈱、
㈲カーメイクツカサ、清澤自動車、光栄商会㈲、
塩田運輸㈲、㈱シナノエナジー、㈱武重商会、
東日本旅客鉄道㈱上田駅、㈱フィットイン、
㈱フジカーランド上田、㈱松田輪業商会、
水野商工㈱

令和5年10月から制度導入!
早めの準備が必要です。

インボイス制度の概要と実務講習会  開催
　10 月 21 日㈬、当所
5 階ホールにて「イン
ボイス制度の概要と実
務」講習会を開催しま
した。
　令和 5 年 10 月 1 日
から消費税の仕入税額
控除の方式に適格請求

書等保存方式が導入されるにあたり、消費税の仕組み、
適格請求書の記載事項、売手・買手の留意点などについ
て税理士　矢野実氏に解説していただきました。適格請
求書を交付するためには税務署に登録し「適格請求書発
行事業者」なる必要があり、登録は令和 3 年 10 月 1 日
から受付が開始されます。
　昨年 10 月の複数税率導入以降、帳簿や請求書等の記
載項目の追加があります。当所では、今後もインボイス
制度導入にむけて講習会を開催してまいります。
 （参加者 23 名）

「信州うえだ謎解き散歩2020」の
ご案内

　商業部会（近藤秀樹部会長）は上田市商店会連合
会とともに、信州うえだ謎解きさんぽを開催します。
謎解きさんぽは商店街の賑わい創出、地域の歴史や
魅力の再発見を目的に開催しており、今回はコロナ
禍を踏まえて期間を長く設定しました。商店街のお
店を知る、上田市の魅力を再発見する機会にもなり
ますので、是非ご参加ください。

■開催期間	 令和２年11月20日㈮～12月20日㈰
■開催場所	 中央商店街
■問題チラシ配布箇所
上田商工会議所、上田市観光会館、松尾町フード
サロン、海野町会館、池波正太郎真田太平記館、
商店街掲示板他
■解答方法
住所・氏名・年齢・電話番号・問題の答え・問題
を解いた感想をハガキに記入し、当所「謎解きさ
んぽ」係まで郵送。
■参 加 料	 無料
■お問合せ	 上田商工会議所　TEL.22-4500

　期間中の 11月 20日㈮～ 12月 6日㈰には商店
街にてえびす講売出し（詳細 7p）も開催されます。
お買い物を楽しみながら商店街を回遊してみてはい
かがでしょうか。
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Go To 商店街事業募集のお知らせ

信州 Go to Eat キャンペーン 参加加盟店募集中

募 集 期 間： 令和 2年 10 月 30 日㈮以降
※応募書類が事務局に届いてから、審査・採択・契約ま

でに約 1 か月を要します。

対 象 事 業：	令和 2 年 12 月 1 日㈫～令和 3年 2 月 14 日㈰
に開始する事業

事業終了日： 令和 3 年 2 月 14 日までに事業を終了すること
 ※経費等の支出も終了していること

対象事業者： ①法人格を有する商店街振興組合、事業協同組
合、商工会等の組織

※構成員数等各種条件あり

②まちづくりや商業活性化の担い手として事業に
取組むことができ、かつ特定の商店街等におい
て活動実績を有する中小企業・小規模事業者

③その他法人化されていない上記①に類する組織
※構成員数等各種条件あり

対 象 事 業： ①地元商店街の良さを再確認するきっかけとな

るような商店街イベント等の実施
※オンラインを活用したイベント実施も含む

②地域の良さを再発見を促すような、新たな商
材の開発やプロモーションの制作

申請上限額： 1 団体（社）　300 万円
 2 者以上で連携し事業を実施する場合
 　300 万円×申請者数＋ 500 万円
 ※ただし、1 応募当たりの上限額は 1,400 万円

応 募 回 数： 募集ごとに 1 申請者 1 回まで
 ※採択されていない場合は再応募可能

事業実施条件： 基本的対処方針や商店街・業種別ガイドライン
等を踏まえた感染防止対策の徹底

お問い合わせ等： Go To 商店街事務局
 URL：https://gotoentry.meti.go.jp/
 フリーダイヤル 0120-304-060
 （10：00 ～ 18：00）

テニス用品・バド用品専門店　バド・テニスステーション上田 上田市天神 2-4-59  アイランドビル 1F
Tel.0268-75-0310

天神の上田城スケートパーク向いにオープン。テニス、ソフトテニス、バドミントン用品の
販売とストリングの張り替え。明るい店内には、ラケット、シューズ、バッグ、ボール、シャ
トルなど豊富な種類の商品が並ぶ。顧客の要望に添いながら商品選びをアドバイスする。会
員制があり、入会するとストリングの張り替えが会員価格となり、取扱商品の値引きがある。
また、張り替え日時・ストリングの種類・張りの強さ・使用ラケットの種類などのデータ管
理サービスも受けられる。駐車スペース2台。
【営業時間】10：00～20：00　【定休日】水曜日

　日程や詳細については必ず公式 web サイト（https://shinshu-gotoeat.com/）でご確認ください。

募 集 期 間 2 次募集　令和 2 年 10 月 24 日㈯～ 11 月 30 日㈪

参 加 条 件

①日本標準産業分類「76 飲食店」に分類されている飲食店
②食品衛生法第 52 条第 1 項の許可を得ている飲食店であり、その場で飲食させる事業所
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 4 項に規定される「接待飲食等営業」を

営む飲食店に該当しない店舗
④本事業が定める「新型コロナウイルス感染症対策に関する事項」に取り組む店舗

登 録 方 法

インターネットでの申請 下記の登録申請サイトより申請してください。
 https://shinshu-gotoeat.com/shop.php
FAX での申請　必要書類（公式 web サイト参照）を下記へ FAX してください。

〈送信先〉信州 Go to Eat キャンペーン事務局　FAX.026-262-1435

お問い合わせ先
信州 Go To Eat キャンペーン事務局（平日 10：00 ～ 17：00）
長野市南千歳 1-12-7　新正和ビル 1 階（㈱ JTB 長野支店内）
TEL.026-262-1378　E-mail: nagano.gotoeat@jtb.com ［メール］ ［webサイト］

商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

洋食レストラン　BISTRO DATS. 上田市中央 3-10-10  武蔵野ビル 2F
Tel.0268-75-5993

袋町にオープン。ライトに照らされた茶色のドアを開けると、テーブル席が並び、落ち着
いた空間が広がる。ハンバーグ、オムライス、パスタなど豊富なメニューで、ビール・ワイ
ンなども提供する。お洒落で気楽なレストランを目指し、フレンドリーな接客に努めている。
立地から、夜の客もあり、認知が高まっている。新鮮な食材を使用し、マーガリンと牛乳は
使用せず健康志向に気を配る。最大収容人数20人。
【営業時間】18：00～2：00　【定休日】不定休
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「日商簿記検定試験（2級・3級）」へのネット試験方式の追加について
　日本商工会議所・各地商工会議所は、日商簿記検定試験の 2 級と 3 級について、年 3 回（6 月、11 月、2 月）の統一試験日にペー
パーで行う従来の試験方式（統一試験方式）に加えて、随時施行が可能なネット試験方式（CBT 方式）による試験を実施する
ことを決定しました。
　本年 6 月施行の第 155 回検定については、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、同検定創設以来初の中止となり、
多くの学習者が受験機会を喪失することとなりました。11 月ならびに 2021 年 2 月施行予定の検定については、感染症予
防に努めながら現時点では実施する予定ですが、今後も同感染症拡大の収束が見通せず、試験会場の確保が困難な状況が続
くと想定され、統一試験方式のみでは希望される方すべてに受験いただくことが難しい状況にあります。
　こうした状況を受け、継続的・安定的に試験実施が可能となる体制を構築するとともに、社会変化に対応した IT 化・デ
ジタル化を基盤とする新たな試験実施の仕組みを取り入れ、受験者数の多い 2 級と 3 級にネット試験方式を導入し、統一
試験方式と併用していくこととなりました。

『2021年版 上田商工会議所
オリジナルカレンダー』完成

　上田商工会議所では、毎年、地域資源にスポットを当
て、様々なテーマでオリジナルカレンダーを発行し、ご
好評をいただいております。「美しい、うえだフォトコ
ンテスト」における入選作品の中から “ 山紫水明の自然
の美しい上田 ”“ 豊かな歴史と文化に築かれたふるさと
上田 ” として特に優れた魅力溢れる写真を厳選し、2021
オリジナルカレンダーを作成しました。多くの皆様に美
しい上田を感じていただき、広く内外に PR していただ
ければ幸いです。12 月上旬より本所及び塩田・川西支
所窓口にて配布します。原則として、1 事業所 1 部配布
になります。数量に限りがありますので、無くなり次第
配布を終了させて頂きます。ご了承ください。

タクシー利用 1回乗車につき、タクシー料
金を 500円割引をする事業です。
●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
などで上田市内のお店にタクシー（市内
9社）を利用する時に使えます。
※通院、薬局の処方箋調剤では利用でき
ません。

●利用締切日　12月 31日㈭
★利用枠の上限に
　達したら終了と
　なります。お早
　めにご利用下さい。

●お問い合わせ先
　上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

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!タクシーでお店に寄っテイク!

「寄っテイク上田」「寄っテイク上田」

職制に応じたコースで人材育成を
ビジネススクールオンラインスクーリング実施

　当所では、人材育成を通し企業活動に貢献することを目的に、㈻産業能率大学の協
力を得て毎年ビジネススクールを開講しています。8 月 29 日㈯、10 月 3 日㈯に、第
33 期同スクールのスクーリングをオンラインで実施しました。オンラインスクーリ
ングでは、通信テキスト教育で得た知識をより実践的に身につけるための講義や、受
講者同士のグループワーク・発表が行われました。マネジメントコースでは、職場課
題の検討や、目標管理、OJT 計画作成などを体系的に学び、生産（ものづくり）コー
スでは、効率的な生産現場をつくるための製品工程・作業者工程分析等の手法につい
てワークを織り交ぜながら研修が行われました。

１．施行開始
2020 年 12 月中を目途に施行開始を予定（申込受付開始は
11 月下旬を予定）
２．試験会場

商工会議所が認定した全国 100 カ所（2020 年 9 月現在）
の「テストセンター」で実施（自宅での受験は不可。テス
トセンターの一覧は検定ホームページ等で公開する予定）
３．受験申込方法

「テストセンター」の全国統一申込サイトから、受験希望日
時、受験希望会場、受験者情報等を入力し、クレジットカー
ド、コンビニ払いにより受験料および申込手数料を決済
４．試験方式

①申込みをした試験日時、会場で受験
②受験者ごとに異なる試験問題がインターネットを介して

受験者のパソコンに配信され、受験者はパソコン上で解

答を入力
③試験終了後、試験システムにより自動採点し、合否を判定
④合格者にはデジタル合格証を即日交付
５．試験日

「テストセンター」が定める日時で随時実施
６．試験時間

2 級：90 分　3 級：60 分
７．出題範囲

現行出題区分表を適用。出題形式は若干の変更を予定。
８．受験料（税込）

2 級：4,720 円　3 級：2,850 円
９．その他

詳細については、商工会議所検定ホームページを通じて、
情報を提供してまいります。
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●日時：10月５日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 PayPay利用還元事業実績報告
⑵	 復興の花火事業について
⑶	 上越・上田商工会議所経済懇談会について
⑷	 コロナ対策　年末経営特別相談について

正副会頭会議　報告　（第20回） 正副会頭会議　報告　（第21回）

●日時：10月19日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 中部横断自動車道整備促進陳情報告
⑵	 オンライン・ビジネスマッチング事業について
⑶	 コロナ禍を乗り越えるための共同宣言について
⑷	 長野県商工会議所創立70周年記念式典について

「心 の 定 期 健 診」「心 の 定 期 健 診」
－導入したらどうなった ?－－導入したらどうなった ?－

連載　第2回（全6回）

職場における　　　
メンタルヘルスケア

〈筆者紹介〉
公立大学法人 長野大学 社会福祉学部 教授

寺沢英理子
臨床心理士、公認心理師、芸術療法士、 

認定描画療法士、博士（心理学）

1988 年に新潟大学大学院教育学研究科
（教育心理学分野）を修了。同年より心

理臨床に従事し、大学病院精神科、精
神科クリニック等に勤務。2001 年に『E・R・I カウンセ
リングルーム』を開設し、現在に至る。臨床と並行して、
心理療法に関連する分野で研究活動を行っており、2008
年に九州大学大学院人間環境学府にて博士号を取得。

　今回は、前回の予告通り、「心の定期健康診断」について、事例を紹介しながらお話しします。前回と同様、
紹介する事例は複数の事例をアレンジして脚色を加えたものです。

【事例 B】
　今回の事例 B 社は従業員 40 名の会社です。役員は社
長と専務の 2 人です。製造業の会社なので、営業職の人
を除けば基本的には社内での仕事が多い会社です。組織
は、総務部・営業部・製造部・品質管理部の 4 部体制となっ
ています。社長さんは、最近、在職 5 年以上の社員が続
けて退職したこともあって、メンタルケアの必要性があ
るのかもしれないと感じ、X 社が提供する「心の定期健
診」を導入しました。
　B 社が導入した「心の定期健診」は、15 分～ 20 分程
度で記入できる調査票に社員一人一人が記入し、封をし
て X 社に渡すという簡単な方法です。社長さんがこの
サービスの導入を決めたのは、X 社のカウンセラーが健
診の結果を社員全員に面談形式で説明してくれる点が気
に入ったからでした。一人一人の結果は本人以外には伝
えられませんので、社員たちも気兼ねなくカウンセラー
と話せたようです。一人 15 分程度でしたが、専門家か
ら自分の心の状態の説明を受けることは想像以上に良い
体験だったようで、社員の反応も良好でした。
　全員の面談終了後、X 社のカウンセラーから全体報告
がありました。現時点では、メンタル面が心配な方はい
ませんという報告を聞いて、社長さんはホッとしました
が、一つ気になる話がありました。高ストレス者が品質
管理部に多いように思われるというのです。
　社長さんには思い当たることがありました。実は 3 か
月ほど前に、品質クレームを受けていたのです。幸い軽
微なクレームで、代品の再納入でお客様も納得してくれ
たのですが、危機感を覚えた社長さんは、品質管理部長
に「検査が甘いんじゃないか。もう少し締めろ」と命じ
たのです。それ以来、検査での不備指摘が増え、「こん
なことまで目くじらを立てるのか」と製造部は不満顔で

す。納品遅れを心配する営業部も「ほどほどにしてくれ
よ」と牽制してきます。検査の強化という指示と他部署
との関係性の板挟みになって、品質管理部員は大きなス
トレスを受けていたのです。
　社長さんは、各部の部長を集め、社内をギスギスさせ
るのが本意ではなく、重大なクレームの未然防止が目的
なのだと改めて説明しました。そして、各部のキーマン
を集めて品質向上策を練り直してもらうことにしました。

　メンタルヘルスケアでは、個人の秘密を守ることが必
須事項です。組織全体の傾向は、個人が特定されないよ
う工夫しながら、衛生委員会や経営者に報告されます。
B 社の事例のように、会社全体の情報伝達を改善したり、
意思統一を図ったりすることで、社員のストレスを軽減
できることもあります。心の定期健診は、従業員個人に
とってはもちろん、会社全体にとっても有益なものとし
て活用することができるのです。
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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
TEL 0268-22-3164

信州上田の伝統行事  信州上田の伝統行事  上田市商店会連合会  えびす講売出し開催 !上田市商店会連合会  えびす講売出し開催 !
　上田において江戸時代から続く伝統行事「えびす講」の売出しが今年も開催され、当会議所も共催します。
　上田のえびす講は天保 9 年（1838 年）より始まりました。秋の一大イベントとして、大輪の花火が何発も打ち
上げられ、米俵が高々と積み上げられました。
　今回はコロナ禍を踏まえ大規模なイベントではなく、「地元のお店ご利用に感謝」というテーマのもと、お買い
物をしていただいた皆様に福をお分けします。

○売出期間 令和 2年 11 月 20 日㈮～ 12 月 6日㈰
○応募締切 令和 2年 12 月 11 日㈮必着
○当選発表 12 月下旬に賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。
○応募方法 売出期間中に下記の商連加盟商店街のお店なら合計税込 3,000 円以上、

大型店なら 5,000 円以上ご利用のレシートとクイズの答え等必要事項を
記入したえびす講チラシ内（QR コード参照）の抽選券を封筒に入れて
事務局まで郵送にてご応募ください。

○加盟商店街および大型店（順不同）
海野町、松尾町、原町一番街、大門町、上横町、下横町、川辺町、本町、
柳町、長野県電機商業組合上小支部加盟店舗、アリオ上田店、イオン上田店、
やおふく秋和店・古里店・塩田店、ツルヤ上田中央店・山口店・塩田店・神畑店
○関連イベント

えびす講 おうちで花火大会放送
　今年の「信州上田大花火大会」は残念ながら中止となりましたが、「信州上田
大花火大会」の過去 3 か年の映像を 20 分にまとめて、上田ケーブルビジョンに
て放送します。また、映像の中で「えびす講クイズ」の答えが出ますので、ぜひ
ご覧ください。
　・放 送 日　令和 2 年 11 月 20 日㈮・27 日㈮
　・放送時間　① 8：00 ～　② 11：00 ～　③ 14：00 ～　④ 21：00 ～　⑤ 24：00 ～
○お問合せ・応募先　
　〒 386-8522　上田市大手 1-10-22　上田商工会議所内　上田市商店会連合会事務局
　TEL.0268-22-4500　FAX.0268-25-5577

えびす講クイズ !
【問題】
七人の福の神の呼び名は
何ですか ?　漢字三文字
で答えてください。

▲詳細はこちら



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９月

調査対象
全国336商工会議所2748業種組合等

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

【製造業】
採算・従業員DI 値が改
善傾向、その他の項目は
ほぼ横ばい。

【卸売業】
業況・仕入単価・資金繰
りDI 値が改善傾向、そ
の他の項目が悪化傾向。

【小売業】
資金繰りDI値が改善傾向、
売上・従業員DI値が悪化
傾向、その他の項目はほ
ぼ横ばい。

【サービス業】
業況・売上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、持ち直しの動きあるも、力強さ欠く。先行きは慎重な見方続くも、回復に期待感。

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
▲ 56.5 ▲ 55.8 ▲ 51.4 ▲ 20.5 ▲ 7.3 ▲ 27.6 0.9

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 44.0 ▲ 42.7 ▲ 43.2 ▲ 19.1 ▲ 7.8 ▲ 25.8 3.9
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、▲56.5と前月から2.5ポイントの改
善。新型コロナウイルスの影響により、巣ごもり消費が拡大す
る中、ネット通販やデリバリーを活用する消費者の増加も追い
風となり、飲食料品の売れ行きが堅調だった。また、自動車関連
で、経済活動をいち早く再開した中国向けの生産が持ち直しつつあるほか、建設業では台風などの災害復旧を
含む公共工事の下支えが続く。一方、消費者のマインド低下や観光需要の低迷から、飲食・宿泊をはじめ関連産
業の経営は依然厳しく、コロナ対策のコスト増を指摘する声も聞かれる。中小企業の景況感は持ち直しに向け
た動きがみられるものの、力強さに欠く状況が続いている。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	観光需要の低迷により、ホテルや飲食店の新設・改修工事が延期されるなど、民間設備投

資の動きが鈍いものの、集中豪雨や台風の災害復旧を含む公共工事が下支えし、改善。
【製　造　業】	巣ごもり消費の拡大により飲食料品関連などの売上が堅調なほか、経済活動が再開し、回

復基調にある中国向けの自動車部品や、5G向けの半導体製造装置で生産が持ち直しつつ
あることなどから、改善。ただし、需要が低迷する衣料品のほか、チラシや段ボールなど
ビジネス向けが低調な印刷業・製紙業は依然として弱く、まだら模様の状況が続く。

【卸　売　業】	総菜や冷凍食品など、小売業からの引き合いが堅調な飲食料品、農畜水産品関連が押し上
げ要因となり、改善。ただし、衣料品関連では消費者のマインド低下もあって秋物の需要
が鈍いほか、機械器具関連では、製造業の生産持ち直しの足取りが鈍い中、部品や機械工具、
工場向け衛生用品などで苦戦が続く。

【小　売　業】	巣ごもり消費の拡大により、飲食料品や日用品、趣味・娯楽などの売上が堅調だったもの
の、9月上旬の厳しい残暑や消費者のマインド低下の影響から、秋物衣料などの動きが鈍く、
ほぼ横ばい。

【サービス業】	観光需要の回復に向けた足取りは依然として力強さを欠くものの、Go	To	トラベルの効果
もあり、4連休の宿泊予約が伸びたことなどから、改善。ただし、飲食業や宿泊業からは、
消毒液やフェイスシールドなどのコロナ対策コストの増大を指摘する声も多く聞かれた。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は▲ 44.0 と今月より12.5 ポイントの改善を見込む。コロナ禍の影響長期化により、
売上回復の見通しが立たない中、助成金等の政策効果が剥落したあとの急激な業績悪化を懸念する経
営者も多く、先行きの不透明感から、慎重な見方が続く。

・政府による旅行喚起策の東京追加や、順次開始される飲食業支援策による需要喚起への強い期待感が
うかがえるほか、欧米向けを含む自動車関連、5G向けなど半導体関連の持ち直しを期待する声も聞
かれた。

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。

●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） 11 月 18 日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県弁護士会上田在住会
弁　護　士

相談内容 開催日時 専門相談担当者

コロナ対策
年末経営
特別相談

※登記・税務・労務・
不動産鑑定・金融・
法律・許認可手続・
経営・発明特許・
不動産取引

12 月 7 日㈪
12 月 10 日㈭
12 月 16 日㈬

13：30 ～ 15：00

※詳細は折込みのチラシを
　ご覧ください。
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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11月

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業等に対して、
令和 3年度分の事業用資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額を軽減します

１　対象者
中小事業者等（法人・個人）＊条件があります
２　対象要件
　令和2年 2月から同年10月までの任意の連続する3か
月間の事業収入を前年の同期間と比較し、事業収入の減少
の程度に応じて軽減を適用します。
事業収入の減少割合 軽減割合

30%以上～ 50%未満 2分の 1
50%以上 全額

３　対象資産
中小企業者等が所有し、事業の用に供している家屋及び償
却資産

４　対象税目
設備等の償却資産および事業用家屋に対する令和3年度分
の固定資産税
事業用家屋に対する令和 3年度分の都市計画税
５　申告期限
令和 3年 2月 1日㈪
申告期限までに上田市役所税務課へ令和3年度の償却資産
申告書と合わせて申告してください。期限後に提出のあった
ものについては、原則特例の適用ができません。
６　提出書類
ア　課税標準特例に関する申告書
イ　特例対象資産一覧
ウ　認定経営革新等支援機関等への申告書類一式（写）

★この申告には、認定経営革新等支援機関等の確認印が必要です。
申請書を市HPからダウンロードしていただき、売上減少欄をご記入の上、上田商工会議所にお越し下さい。必要書類につ
いては決算書のほか事業用家屋についてわかるものとなります。詳細については、上田商工会議所（TEL.0268-22-4500）
までお問合せ下さい。

※補助対象となる休業等の
　期間が令和２年12月31日
　まで延長されました

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応するため
「雇用調整助成金」に係る支援を実施しています!

お問い合わせ先　上田市商工観光部地域雇用推進課　TEL.0268-26-6023

令和 2年分青色申告決算等説明会のお知らせ
　令和２年分青色申告決算書の作成方法や作成上の注意点等についての説明会を開催します。なお、十分な距離と密接した環境
を避けるため、下記の通り日時を区切り開催いたします。参加を希望される方は、必ず参加希望日時を事前にご予約ください。
開催日 時　　間 開催場所

12月 2日㈬ ① 10：00～ 12：00 上田商工会議所 5階ホール② 13：30～ 15：30

12 月 3日㈭ ③ 10：00～ 12：00 上田商工会議所 5階ホール④ 13：30～ 15：30

■持 ち 物：	筆記用具
■定　　員：	各回 40名
■申込締切：	11 月 20日㈮　※定員になり次第締切。
■お申込み・お問合せ先：
　上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

※感染症拡大防止のため来場時のマスクの着用にご協力ください。
※当日は駐車場の混雑が予想されますので、なるべくお車でのお越しはご遠慮ください。

　上田市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響下において、一時的な休業等により労働者の雇用の維持を図ろう
とする、市内の中小企業者に対して支援を実施します。

１　対　象
令和 2 年 4 月～ 12 月に実施
した休業等※について、雇用調
整助成金の支給を受けようとす
る中小企業者等
２　補助率
2 分の 1（従業員 20人以下の
事業者は、10分の10）
３　補助額
1 事業所当たり上限 10 万円

※令和２年４月１日から 12月31日までの期間を１日でも
含む賃金締切期間（判定基礎期間）が対象です。

【概要】社会保険労務士への申請依頼費用を補助します（上限 10万円）

事業のイメージ

社会保険労務士ハローワーク 中小企業者等 上田市

支給申請 ② 補助金申請

③ 補助金交付
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㈱日誠イーティーシー
〒386-0042　上田市上塩尻941-1　TEL.0268-25-6161

モーター・コイル製品の開発・製造
試作から量産まで対応

セラミック断熱塗装&一般塗装
断熱塗装と一般塗装の併用で快適空間に
工場・倉庫・一般住宅施工承ります
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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 218

伝統製法に基づいた滋味深いパンたち

石窯パン　ハル
〒386-0012　上田市中央2-11-19　グラスプ海野町1階

【営業時間】11：00～18：00　【定休日】日・月曜日
【HP】https://ishigamapan-haru.com/

　海野町商店街内「ベーグル屋
ハル」が、2019年10月「石窯
パンハル」としてリニューアルし
ました。信州小麦100%（自家挽
き全粒粉10%以上配合）、自家
培養発酵種、富士山溶岩窯で焼
く、ヨーロッパの伝統製法に基
づいた、滋味深く、消化に優しい
パンたち。カンパーニュ、食パン、
ベーグル、フォカッチャ、スコーンが店頭に並びます。

ピザ　ミッキーズ
〒386-0012　上田市中央2丁目9-2
TEL.0268-23-6288　FAX.0268-23-6288

【HP】https://pizza-mickeys.shop/

　今年開業33周年を迎
え、宅配ピザのほかに新
たに家にいながら熱々ピ
ザが食べられる冷凍ピザ
を始めました。信州特産
のくるみ・リンゴなどを
使用したピザなど豊富な
バリエーションで本格的
なピザをご賞味ください。

冷凍ピザを始めました!
全国発送承ります

株式会社関口商会
〒386-0012　上田市上田中央5-12-9
TEL.0268-22-2982　FAX.0268-22-5414
E-mail: sekiguchi1@if-n.ne.jp

卒入園・卒入学のプレゼントに！
プロ絶賛の上履き・スニーカー用洗剤「クツピカ」

　当社はクリーニング店向け
のプロ仕様洗剤を販売してい
ます。そのノウハウを生かし
て制作したのが「せきぐちさ
んちの洗剤クツピカ」。実は
当社の代表である関口の奥さ
んが上履き洗濯に苦労してい
るのを見て、何とか楽にして

あげたいと制作したのがこの洗剤です。口コミのみで 1
万本以上。これからの季節のプレゼントにぜひ !

トロ旨! ちゃーしゅうが絶品!!
　定番はからし味噌らー
めん。15 種類以上のス
パイスを使った「特製か
らし味噌」を溶きながら
食べる名物らーめんです。
餃子のセットがお勧めで
す。うまいものスタンプ
ラリー特典で麺類 100

円引きです。（お子様らーめんを除く）
　是非、一度足をお運びください。

ちゃーしゅうや武蔵  上田原店
〒386-1103　上田市神畑226-2
TEL.0268-25-0701

【営業時間　11：00～21：30（L.O.21:00）】 【年中無休】

（購入はこちら）

（詳細はこちら）

▲マルゲリータ・くるみピザ
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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。

会議所共済口座振替の会議所共済口座振替のお知らせお知らせ

2020 年『NAGANO 国際音楽祭』特別編
「NAGANOいのちの音楽祭 in 上田」のご案内 ごみの減量・再資源化に

御協力をお願いします

information 上田市からのお知らせ

　上田市では、持続可能な循環型社会の形成
や、新たに計画する資源循環型施設をコンパ
クトなものとして、環境への負荷をできるだ
け低減するために、ごみの減量・再資源化に
ついて、市民・事業者・行政が一体となった
取り組みを推進しております。
　事業系可燃ごみは全体の約 3 分の 1 を占
めていますが、その排出量は毎年増加傾向に
あります。事業者の皆様には、適正な分別に
よるごみの減量・再資源化に御理解と御協力
をお願いします。

●問い合わせ　ごみ減量企画室  TEL.22-0666

11 月は
「労働保険適用促進強化期間」です !

○労働保険（労災保険と雇用保険の総称）は、原則とし
て労働者を一人でも雇っていれば適用事業場となり、
その事業主は加入手続を行う義務があります。

○労災保険は、労働者の業務上又は通勤上の災害等につ
いて必要な給付を行い、雇用保険は労働者が失業した
場合等その生活の安定を図るために給付を行うものです。

※労災保険は雇用されるすべての労働者が適用になり、
雇用保険は短時間就労者であっても、次の一定の要件
を満たせば適用になります。

雇用保険の加入に必要な要件
①　1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
②　31 日以上引き続き雇用されることが見込まれ

ること

　未手続の事業主は、至急、加入手続を行なってください。
■お問い合わせ： ハローワーク上田　TEL.0268-23-8609
 上田労働基準監督署　TEL.0268-22-0338

　国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税
務行政に対する知識と理解を深めていただくため、
1 年を通じて租税に関する啓発活動を行っています
が、毎年 11 月 11 日から 17 日を「税を考える週間」
として、集中的にさまざまな広報広聴施策を実施し
ています。
　今年の「税を考える週間」は、テーマを「くらし
を支える税」として、実施します。

～「税を考える週間」とは～
令和 2 年 11 月 11 日㈬～ 17 日㈫

※毎月22日ですが、土日祝日と重なるため
　翌営業日となります。

1111月月2424日㈫日㈫		です。
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事業系　可燃ごみ量の推移
ごみ処理基本計画
計画目標値

　20 年余長野の地で開催を続けている「NAGANO 国際音楽祭」。
　今回はコロナ禍「NAGANO いのちの音楽祭」と位置付け、医療
従事者、患者の方々、感染拡大の影響を受け苦境にある人々…
コロナと戦う全ての方々にエールを送り、勇気を与える音楽祭と
して開催します。
♬「いのちの音楽祭」フェスティバル・コンサート
開催日時： 11 月 29 日㈰
	 18 時 30 分開演～ 19 時 50 分終演（休憩無し）
開催場所： 上田市交流文化芸術センター・サントミューゼ大ホール
出 演 者： 澤　　和樹（東京藝術大学学長）
 中澤きみ子（元上野学園大学客員教授）
 フェデリコ・アゴスティー二 （イーストマン音楽大学教授）ほか
演奏曲目：バッハ　無伴奏ヴァイオリンソナタ　ほか
チケット料金：一般・1 名 2,000 円（エリア指定自由席）
 ※同伴の小・中・高校生は無料。人数分の整理券をお渡しします。
チケット販売場所：上田商工会議所窓口　※なくなり次第終了
お 問 い 合 わ せ 先：上田商工会議所　TEL.0268-22-4500




