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市内飲食店のテイクアウト商品が勢ぞろい!市内飲食店のテイクアウト商品が勢ぞろい!
『春のもっテイク上田『春のもっテイク上田

大集合フェア !!』開催 !大集合フェア !!』開催 !
　4 月 14 日㈬から 17 日㈯まで、アリオ上田・イオン
スタイル上田にて、『春のもっテイク上田　大集合フェ
ア !!』を開催しました。
　「もっテイク上田」は、新型コロナウィルス感染症の
影響を受ける飲食店の皆さんの来店者数の増加・売上に
少しでも貢献できるよう、昨年に立ち上げられたテイク
アウト・デリバリー情報サイトです。
　今回の大集合フェアは、もっテイク上田掲載店舗を対
象とし、テイクアウト形式の出店販売を市内ショッピン
グモール 2店舗で開催しました。イベント当日は、各日
約 10 店舗のお弁当・お惣菜が並び、多くの方に来場い
ただき、出店者にとってもまたとない広報の機会となり
ました。また春にふさわしく、新しい「美味しい」に出
会うきっかけとなるなど、有意義なイベントとなりました。

商品に込められた「思い」や「ストーリー」を発信商品に込められた「思い」や「ストーリー」を発信
通販サイト『もんマーケット上田』を通販サイト『もんマーケット上田』を

開設しました!開設しました!

　4月 1日、上田市と当所・上田市商工会・真田町商工会、
マモル㈱による上田市デジタルコミュニティ通貨実証実
験（通称：もんプロジェクト）の一環として、『もんマー
ケット上田』が開設されました。
　こちらは、上田地域の事業者、生産者の「想い」のこ
もった商品、サービス、農産物や残念ながら規格外になっ
てしまった商品などを市内外へ発信するネット通販サイ
トです。本サイトの特徴は、単なる通販サイトではなく、
商品一つ一つに込められた「想い」、「ストーリー」をしっ
かりと取材。画像や動画も交えて掲載します。手厚い運
用サポートで、消費者に届けたい思いを形にすることが
出来るサイトです。
　掲載をご希望の方は、サイト内（https://
shop.ueda.club/）の問い合わせフォー
ムへ入力いただくか、上田商工会議所
TEL.0268-22-4500までご連絡ください。

サイトはこちら→

2年ぶりの特別運行 !
しなの鉄道「ろくもん」・えちごトキめき鉄道「雪月花」が

相互乗り入れ
　4月 9日㈮・10 日㈯、えちごトキめき鉄道㈱のリゾート列車「雪月花」
としなの鉄道㈱の観光列車「ろくもん」の相互乗り入れが行われました。
9日㈮に雪月花号が上田上越間を往復、10 日㈯にはろくもん号が上田
上越間を往復しました。昨年
は新型コロナウイルス感染拡
大の影響で中止となりました
が、今年は感染対策を講じ 2
年ぶりの特別運行となりまし
た。上田駅では、両車の乗降
客へのおもてなしとしてお手
振りや観光パンフレット・オ

リジナル付箋の配布などが行われ、また、上越の高田駅・直江津駅や長
野駅・戸倉駅などでもそれぞれおもてなしが行われました。乗客の方々
は華やかな歓迎の雰囲気の中で上田上越間の列車の旅を楽しみました。
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日立 Astemo 上田株式会社
代表取締役社長

清水　 浩　氏
（令和 3年 4月 23 日付）

議員職務執行者が
変更されました

地域とのさらなる密接なつながりに向けて
振興委員 39 名を委嘱

　振興委員連絡会議が 4月 27 日㈫に開催され、
地域や業種を考慮して選ばれた 39 名の方に対
し、栁澤会頭より委嘱状を交付しました。
　振興委員は地域別に 6ブロックに分かれ、会
議所の事業活動や小規模事業の施策普及に努め
ていただいています。
　会議では、当所の本年度の基本方針や事業計
画、振興委員制度について説明し、引き続き、
各ブロックの正副ブロック長の選任と振興委員
連絡協議会正副会長の選任が行われました。新
役員は下記のとおり決定しました。

（新役員）
会　長	 細井　武夫	氏（第 1ブロック長）
副会長	 佐藤　修一	氏（第 4ブロック長）
幹　事	 志摩　充彦	氏（第 2ブロック長）
幹　事	 宮下　幸良	氏（第 3ブロック長）
幹　事	 石井　孝二	氏（第 5ブロック長）
幹　事	 黒澤　一彦	氏（第 6ブロック長）

（退任者）
小宮山　仁一	氏（第 2ブロック　在任 4年）

2021 年度2021 年度
新入社員研修講座を開催新入社員研修講座を開催

33事業所・72名が参加33事業所・72名が参加

　4月 12 日㈪・19 日㈪当所 5階ホールにおいて、社会人として、
また、企業人としての一歩を踏み出すための基本的なビジネスマ
ナー研修会を開催しました。
　当所では産業人材育成事業の一環として、新入社員の皆さんが
会社や地域から必要とされる人間となってほしいとの思いから、
毎年実施しています。昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響
によりオンラインで実施しましたが、本年は感染対策を施し、日
程も 2日間にわけて集合研修で行いました。
　講師に、㈱エイチ・エーエル　香山千賀氏を招き、ビジネスマ
ナーの基本となる心構え、第一印象の重要性やあいさつ・言葉遣
いの基本について講義を受けた後、お辞儀や名刺交換について、
実践を交え、研修しました。また、よりよい人間関係の作り方、
指示と報告のあり方、ロールプレイングを取り入れた電話応対な
ど、きめの細かな研修となりました。
　受講者からは、「講座の内容がとてもわかりやすい」「応対や名
刺交換のやり方など今後の業務に活かせる」「上司やお客様との
人間関係が不安だったが、解消できた」などの前向きな意見をい
ただきました。

上田地域産業展
2021 年度の開催方法を協議

　4月 19 日㈪、上田地域産業展 2020 運営委員会（栁澤憲一郎委員長）を開催し、
2020 年度の産業展に関する報告と 2021 年度の産業展の開催方法について協
議しました。
　2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、リアルでの展示会
は中止となり、初めてオンラインによる産業展を実施しました。出展者・来
場者のアンケートやアクセス状況を踏まえた検証結果を報告しました。また、
2021 年度の開催方法について、リアルとオンラインの「ハイブリット方式よ
る開催」とする方針が決定されました。
　本年度の産業展は、オンライン開催については昨年の内容をブラッシュアッ
プし、多くの方に閲覧していただけるホームページとし、また、リアル開催に
おいてはコロナ対策を施しつつ、企業の皆様が安心して出展し、多くの皆様に
ご来場いただけるような企画を検討して参ります。
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〈長野県〉信州の安心なお店応援キャンペーン事業
　県民が安心して飲食店等を利用できる環境づくりと、県内経済の活性化を図るため、「新
型コロナ対策推進宣言」を行った事業者の感染対策確認を行い、『信州の安全なお店』として、
利用啓発に取り組みます。
１．対象者
「新型コロナ対策推進宣言」行っている事業者
２．募集期間

令和 3 年 3 月 29 日㈪～ 11 月 30 日㈫
３．申請方法
キャンペーン HP（https://shinshu-anshin.net/）の申込フォーム・LINE から申請いただくか、HP の申請用紙を
印刷し FAX にてお申込みください。
※申請用紙は上田商工会議所でも配布しております。
キャンペーン参加店舗へ巡回員がお伺いします。感染対策項目を確認させていただき、適合していれば、『信州
の安心なお店』ステッカーをお渡しします。
４．利用啓発事業（予定）
「感染症対策模範店舗として県内民放各局で紹介」「電子スタンプラリー」「プレミアム付きクーポン券の発行」
など
５．お問い合わせ
キャンペーン事務局（TEL.026-217-5219）

国の補助金制度等を活用される方は
「gBizID プライム」アカウントをご取得ください

　「小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）」、「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」といっ
た経済産業省の補助金の申請については、同省が運営する「jGrants」（電子申請システム）によるインターネット
での申請が必須となります。
　「jGrants」（電子申請システム）を利用するためには、国が運営する「gBizID プライム」アカウントが必要とな
ります。これは、1つの ID・パスワードでインターネットでの様々な行政サービスを受けられるアカウントです。
この「gBizID プライム」アカウントの発行には、公式web サイトで必要事項を入力し、所定の書類を郵送して 3
週間以上の時間がかかります。これから補助金の申請を計画している事業所につきましては、お早めに ID の発行
手続をしてください。

■各種補助金
名　　称 事業概要 公募期間

事 業 再 構 築 補 助 金
〈通　常　枠〉

事業・業種転換、新分野展開・業態転換等による抜本
的な経営改革の取組みを支援 ２次公募　５月～６月下旬

小規模事業者持続化補助金
〈低感染リスク型ビジネス枠〉

ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換
に向けた取組みを支援

１次公募　～５月12日
２次公募　～７月７日

小規模事業者持続化補助金
〈一　般　型〉

小規模事業者が経営計画を策定して実施する販路開拓
等の取組みを支援

５次公募　～６月４日
６次公募　～10月１日

も の づ く り 補 助 金
〈一　般　型〉

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための
取組みを支援

６次公募　～５月13日
７次公募　～８月

Ｉ Ｔ 導 入 補 助 金 IT ツール導入による業務効率化・生産性向上の取組み
を支援

１次公募　～５月14日
２次公募　～７月

「gBizID」公式サイト	 https://gbiz-id.go.jp/top/
jGrants（電子申請システム）	 https://www.jgrants-portal.go.jp/

gBizID公式サイト jGrants
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新型コロナウイルス感染症　経営支援制度情報　各種支援金・助成金のご案内

緊急非常事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
● 2021 年 1 月より発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が
50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」（一時支援金）を
給付いたします。

※ 1	 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域（以下「宣言地域」という。）の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、
宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

※ 2	 対象期間内に、2019 年又は 2020 年の同月に比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が 50%以上減少した月

給付対象について

ポイント 1
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出
自粛等の影響を受けていること※1

ポイント 2
2019 年比又は2020 年比で、2021年の1月、2
月又は3月の売上が50%以上減少していること

■上田市飲食店等事業継続緊急支援金〈新型コロナ関連経済対策〉
１．目　的
　新型コロナウイルス感染症再拡大の影響により会食や外出の自粛が進み、年末年始をはじめ営業に大きな打
撃を受けている飲食店等の市内中小企業を緊急的に支援するため、上田市独自の支援金を支給することで事業
者の事業継続を支援します。

２．支給額　1事業者につき 20 万円（市内に複数店舗を経営する場合でも 20 万円）
３．申請受付期限　令和 3年 5月 31 日㈪　※消印有効

５．申請書類について　上田市ホームぺージより入手可能。（上田市役所総合案内または各地域自治センターでも入手可能。）
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shoko/
【申請書類の提出方法】◆コロナ感染対策のため、原則郵送により提出。
〈送付先〉〒 386-0012	上田市中央 4-9-1『上田市飲食店等事業継続緊急支援金事務局』宛

６．お問い合せ先　上田市商工観光部商工課　TEL.0268-23-5395	（平日 8：30 ～ 17：15）

４．支給対象者概要（※詳細は交付要領をご確認下さい）
◆業種　飲食サービス業、食料品製造業、旅客運送業、生活関連サービス業、卸売業（衣服、飲食料品）、
小売業（機械器具、無店舗小売を除く）、娯楽業

◆売上状況　令和 2年 12 月から令和 3年 2 月までの合計売上が、前年同期（※）の合計売上と比較して
50%以上の割合で減少（前年同期の売上合計が 40 万円以上あること）
※ 2020 年 1 月以降に創業した事業者は、創業月から 2020 年 11 月の任意の連続する 3ヶ月間の合計売上との
比較になります。また、2020 年 10 月以降の創業者は対象外となります。

◆その他　市内に住所（法人は登記）、かつ店舗などの事業所を有する事業者で、上田市が同時期に給付
する旅館業等向け給付金の対象者とならない者

給付額 ＝2019 年又は 2020 年の対象期間の合計売上
　－2021 年の対象月の売上× 3 ヶ月

中小法人等 上限 60万円 対象期間 1月～ 3月

個人事業者等 上限 30万円 対 象 月 対象期間から任意
に選択した月※2

申請受付期間 2021 年 3 月 8日㈪～ 5 月 31 日㈪

申請受付期限 　2021 年 5 月 31 日㈪

申 請 方 法 　支援金HP（https://ichijishienkin.go.jp）からの電子申請

【申請サポート会場について】※完全予約制
　電子申請の電子申請の方法が分からない方向けに、補助員が
申請の入力支援を行う、申請サポート会場が設置されています。
なお、感染症拡大を避けるため事前の予約が必要です。

〈長野県内の申請サポート会場〉
・長野県庁前中沢ビル 6F（長野市岡田町 3-2）

お
問
合
せ
・
相
談

サ
ポ
ー
ト
会
場
予
約

0120-211-240

8：30 ～ 19：00
（土日、祝日含む全日対応）

〈支援金HP〉
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●日時：４月５日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 令和 3年度商工振興委員委嘱について
⑵	 信州上田大花火大会について
⑶	 上田地域産業展の実施について
⑷	「春のもっテイク上田大集合フェア」について

正副会頭会議　報告　（第32回） 正副会頭会議　報告　（第33回）

●日時：４月19日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 上田地域産業展開催方法について
⑵	 長野県感染防止徹底巡回について
⑶	「春のもっテイク上田大集合フェア」実績報告
⑷	 映画「シルク時空をこえて」試写会実施について

まつ毛エクステ 　Peri.（ぺリドット）上田市常田 2-6-3  M's ビル 1F
Tel.070-8550-4450

目元のおしゃれ、まつ毛エクステは、自まつげに人工まつげを装着する。ナチュラルに仕上が
るのが特徴。店内は白を基調とし、非日常を味わえる空間が広がる。半個室のゆったりとした
ソファベットで、リラックスできる。バインドロックやボリュームラッシュなどの特異な技術
を誇り、専門スタッフが、きめ細かなサービスを提供する。施術後のメイクやヘアの直しスペー
スもある。顧客は、20 歳代から高齢者まで年齢層は幅広い。店名は、宝石の名前にちなみ「愛
情・癒し・本当の自分の美しさを知る」の意。駐車場 2 台。

【営業時間】10：00 ～ 18：00【定休日】不定休

古着屋 　BECK 上田市常田 2-34-15
Tel.070-3617-0575

メンズファッションを中心とし、ストリート系、アメリカ古着など様々なアイテムを揃え、店
頭及びネットで販売する。店内は、すべて手づくりで、温かみのある、お洒落な空間が広がる。
品揃えは豊富でボリュームがあり、色鮮やかな商品が並び、店内を彩っている。顧客は、10
歳代を中心に年齢層は幅広い。多様なニーズに応え、オリジナルなスタイルを提案する。店
名は、日本の少年漫画・音楽漫画作品にちなんでいる。駐車場 2 台。

【営業時間】平日 12：00 ～ 19：00　土・日・祝　11：00 ～ 19：00　【定休日】不定休

相談者数 138 名、相談回数 314 回、開業件数 44 件相談者数 138 名、相談回数 314 回、開業件数 44 件
～令和2年度の創業相談実績、コロナ禍でも開業増～～令和2年度の創業相談実績、コロナ禍でも開業増～

　当所の令和 2年度の創業相談実績は、相談者数 138
名（前年度比 88%）、延相談回数 314 回（前年度比
83%）となりました。
　相談者の傾向としては、相談者数に占める女性の割合
が約 3割で、女性のキャリアのひとつとしての創業選択
が増加しています。
　また、開業件数は 44 件（前年度比 105%）、このうち、
女性の開業件数は 14 件（前年度同）です。開業の業種
は右図のとおりですが、前年同様、“ 飲食 ”“ 理美容・エ
ステ ”などの相談が多くありましたが、この他、“小売業 ”
“ 建設業 ” などでの開業がありました。
　なお、創業支援融資斡旋の実績は、件数で前年度比
85%、金額で前年度比 68%です。

業　種
開業件数

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

サービス業 30 31 29

小 売 業 8 6 6

卸 売 業 2 1 1

建 設 業 6 2 6

製 造 業 2 2 1

そ の 他 0 0 1

合　計 48 42 44

商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します
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ご活用ください !  上田商工会議所の生命共済「祝金・見舞金制度」
　当所生命共済には、保険会社による保障だけでなく、当所独自の見舞金・祝金制度があります。ご加入者の皆様
で、該当する事項がありましたら、お早めに申請をお願いします。
　また、新型コロナウイルス感染症への対応として、検査結果が陽性であるかどうかに関わらず、医師の指示によ
り医療機関に入院された場合は、「病気入院見舞金」の対象となります。なお、医療機関の事情等により、医師の
指示で、ご自宅またはその他病院等と同等とみなされる施設（ホテル等の滞在型施設）で治療を受けられた場合も
対象となります。
※見舞金は支払事由発生後 3年以内、祝金・助成金は支払事由発生後 3年以内に請求してください。
〇申請用紙は当所に用意してあります。
〇それぞれの給付には、一定の制約があります。申請前にご確認ください。
上田商工会議所独自の給付制度の内容

口数
給付内容 1　口 2　口 3　口 4　口 5　口
事故通院見舞金（5日以上） 一律 10,000 円 一律 20,000 円 一律 30,000 円 一律 40,000 円 一律 50,000 円
長期災害入院見舞金（60日以上） 一律 30,000 円 一律 45,000 円 一律 60,000 円 一律 75,000 円 一律 90,000 円
病気入院見舞金（1～ 19日） 一律 10,000 円 一律 20,000 円 一律 30,000 円 一律 40,000 円 一律 50,000 円
病気入院見舞金（20日～ 89日） 一律 15,000 円 一律 30,000 円 一律 45,000 円 一律 60,000 円 一律 75,000 円
病気入院見舞金（90日以上） 一律 30,000 円 一律 45,000 円 一律 60,000 円 一律 75,000 円 一律 90,000 円
要介護認定見舞金（公的介護 3以上） 一律 20,000 円 一律 40,000 円 一律 60,000 円 一律 80,000 円 一律 100,000 円
結婚祝金（加入・増口 6ヵ月以上） 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
出産祝金 （加入・増口 6ヵ月以上）対象：加入者および配偶者 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
成人祝金（加入・増口 6ヵ月以上） 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
還暦祝（60歳／加入・増口 6ヵ月以上） お祝い品
古希祝（70歳／加入・増口 6ヵ月以上） 〃
人間ドック助成金（加入・増口 6ヵ月以上） 一律   3,000 円 一律   6,000 円 一律   9,000 円 一律 12,000 円 一律 15,000 円
PET/CT検診助成金（加入・増口6ヵ月以上） 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
※掛金 1口　15 ～ 60 歳男女 1,800 円から。詳しい内容は当所HPでご確認ください。

お問い合わせ先　上田商工会議所  総務課　☎ 22-4500

健康・文化パスポートをご活用下さい
　当所では、地域商工業の発展と従業員福祉の充実のため、各種の福祉事業を実施していますが、その一環として
生命共済加入者の皆様に上田市及び近隣市町村の健康文化施設の利用
割引券（通称 : 健康・文化パスポート）を発行しています。本年も、
令和 3年 3月 3日（水曜日）時点での加入事業所の皆様に、4月中旬
より送付しました。
　健康・文化パスポートは、市内温泉施設にて日頃の疲れを癒したり、
市内文化施設の見学等にも使用していただけます。健康づくりにご利
用ください。

事業所の福祉向上に 　福祉制度キャンペーン

2021年5月6日㈭～6月30日㈬実施
時期

　上田商工会議所は、アクサ生命保険株式会社と協調連携し「福
祉制度キャンペーン」を 5月 6日㈭から 6月 30 日㈬まで実施
しています。
　「商工会議所福祉制度」は、経営者・役員の保障や退職金準備他、
入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
　期間中、アクサ生命保険株式会社担当社員と商工会議所職員が
ご説明にお伺いした際には、ご協力いただきますようよろしくお
願いいたします。

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。

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

今月は 55月月2424日㈪日㈪  です。

生命共済
加入事業所特

典
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第 34 期  上田商工会議所ビジネススクール受講者募集開始
　当所では、人材育成を通し地域の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
ススクールを実施しています。受講期間は 7月から 12
月までの 6か月間で、通信教育学習とスクーリングを組
み合わせたカリキュラムです。

　コースはマネジメント全般とものづくり（工場生産）
に関する 4種類から選択でき、職制に合わせた受講が可
能で、受講修了者へは修了証や奨励金が贈呈されます。
　募集要項や研修スケジュールなどの詳細については本
誌付録をご参照ください。

～ビジネススクール利用事業所紹介～
上田プラスチック株式会社（上田市岩下229）

2021 年度　新たな日商簿記検定がスタート !
　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を鑑み、日本
商工会議所では感染症や自然災害が発生しても継続的に
試験を実施できるよう、2級と 3級に新しい施行方式を
導入しました。
　現行の年 3回にペーパーで行う「全国統一試験日に施
行する試験方式」に加え、2020 年 12 月からパソコンで
随時施行する「ネット試験方式」をさらに 2021 年 7 月
から団体試験を申請した企業・教育機関等の社員・学生
を対象に、ペーパーで随時試験を実施する「団体試験方
式」を導入します。
　団体試験の実施には、各地商工会議所が定める要件を
満たす必要があります。詳しくは、上田商工会議所総務
課にお問い合わせください。
　なお、1級はこれまでと同様、年2回（6月、11月）にペー
パーで行う「全国統一試験日に施行する試験方式」で実
施します。

　ネット試験会場（テストセンター）が定める試験
日時に、パソコンを使用してインターネットを介し
て試験を実施します（随時施行）。試験終了後、す
ぐに合否結果が判明し、合格された方は試験結果に
表示されるQRコードからデジタル合格証を読み込
むことができます。速やかに資格取得を目指す方に
おすすめです。

2021 年度からの変更点
　すべての試験方式について統一されます。

○試 験 時 間	 2級は90分、3級は60分となります。

○出題問題数	 3級は3題以内となります。（2級は5題以内）

○試験問題・計算用紙の回収

1 級～ 3級について、試験終了後、答案用紙のほ

か試験問題と計算用紙も回収します。

※ 1級は、後日、試験問題を検定ホームページで公開します。

●当スクールを利用している理由
・「企業は人なり」「人財育成」＝社員は財産であるという考えのもと社員の内

面的スキルアップを図るため、当社の教育体系に階層別教育・自己啓発の一
環として組み入れている。

・受講経験者を介して職場内でのビジネス専門用語の共有化も図れる。
・スクーリングで市内企業と交流ができるなど社員から好評であるため。
・上田商工会議所と㈻産業能率大学との 30 年の歴史あるオリジナル研修であるため。

●受講対象社員
　課長・係長・主任の職制を始め、チームリーダーやメンバーの中から「やる気のある者」を選抜。

●当スクールの人材育成における活用について
　ビジネススクール受講をより実のある研修にし、社員の更なる成長を促すため、受講前後にミーティングを実施。
・受講開始前に受講者を集め社長を交えて受講の目的や「どの項目に興味を持ち、何を身に着けたいか」な

どを確認。
・受講終了後には「何を学び、今後具体的にどのように行動するか」について報告書の提出と社長を交えた

座談会を開催。 また、座談会の内容は社内報で社員全体への共有を図っている。

　年 3回（6月・11 月・2月）の全国統一試験日に、
各地商工会議所が定めた試験会場で、ペーパーで実
施します。個人で学習をされ、ペーパーでの受験を
希望される方におすすめです。

統一試験方式

ネット試験方式
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令和 3 年度 新卒就職者激励会
お楽しみ抽選会

信州上田おもてなし武将隊が盛り上げる !!

　上田職業安定協会では、4月 2日にサンテラスホール（東
御市）で開催予定していた『新卒就職者激励会』を新型コロ
ナウイル感染症拡大防止のためやむを得ず中止としました。
参加申込のあった 51 事業所、167 名の新入社員には 4市町
村長の激励メッセージ、小冊子『新入社員が知っておきた
い 5つの成功法則』と記念品を 3月末に送りました。今回は、
お祝いと激励の思いを込めて、信州上田おもてなし武将隊に
協力いただき、『お楽しみ抽選会』を 4月 15 日㈭午後 2時
から上田商工会議所において開催し、賞品は参加を予定した
方全員に事業所を通じて配布しました。
　抽選会の模様は後日、新入社員に『YouTube』で配信。幸
村公は「新入社員は地域経済、事業所を担う大切な存在。新
卒就職者は 3年以内に 3割やめるらしいぞ。皆の者、簡単に
辞めるなよ。これら豪華な景品は、皆が頑張るよう贈るもん
じゃ。では厳正なる抽選を行う、出陣じゃあ !」と気合を入れ
て抽選を行いました。景品は金賞タブレット（1本）、銀賞ス
マートスピーカー（5本）、銅賞モバイルバッテリー（10本）、
ラッキー賞シャチハタネーム（10 本）、当たらなかった方全
員にハッピー賞クリアファイルを贈呈。最後に武将隊から「地
域の元気は皆の力にかかっておる。皆が良き成果を上げられ
るよう応援する !」と力強いメッセージが送られました。

信州上田地域信州上田地域
合同就活フェア2021開催 !合同就活フェア2021開催 !

　上田職業安定協会では、上田公共職業安定所と共
に、4月 22 日㈭上田東急 REI ホテルにおいて「信
州上田地域合同就活フェア 2021」を開催しました。
令和 4年 3 月卒業者対象のフェアは、先月 3日に
引き続き 2回目の開催で、参加事業所は 60 社とな
りました。前回同様、新型コロナウイルス感染防止
のため企業数を制限して募集しましたが、定数を超
える参加希望数があったため急遽会場を増やし開催
しました。学生は 69 名の参加となりました。
　同時開催した就職支援セミナーには 15 名の学生
が参加し、セミナー終了後に積極的に各社ブースを
訪問していました。
　当日実施したアンケートには、事業所担当者から
「対面式ガイダンスは直接応対できるので有効だと
思う」「このような機会は是非続けて欲しい」とい
う声が寄せられ、また、学生からは「幅広い業種が
あり、将来の方向性が広がった」「様々な企業から
話が聞けたので、気になる職種を見つけられる良い
機会になった」等の意見が寄せられました。次回は
7月 29 日㈭に合同企業面接会の開催を予定してい
ます。

上田市役所 新本庁舎完成 !　5 月中に業務スタート 予定

　4月 17 日㈯、上田市役所の新本庁舎が完成し、竣工式が行わ
れました。同庁舎の 1階つむぎモールでテープカット後、5階大
会議室で式典が行われ、土屋市長から「環境と景観に配慮した建
物として、自然エネルギーの活用と先導的な省 CO2 技術を取り
入れて人にやさしい、温もりのある庁舎になった。市民に親しま
れる庁舎になることを願い、職員一丸となって取り組んでいく」
とあいさつがありました。
　同日午後市民向け内覧会がありました。新庁舎ではサインボー
ドに真田紐が使われていたり、5階には太郎山を望める展望テラ
ス、2階から 6階まで吹き抜けになったエコボイドは自然の光や
外気を取り込むことができるようになっています。



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）

2021年
調査結果３月

調査対象
全国336商工会議所2737業種組合等

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

【製造業】
業況・売上・採算・販売
単価・従業員DI 値が改
善傾向、仕入・資金繰り
DI値が悪化傾向、その他
の項目ははほぼ横ばい。

【卸売業】
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DI 値が悪化傾向。

【小売業】
業況・売上・採算・販売
単価・資金繰りDI 値が
改善傾向、仕入DI 値が
悪化傾向、その他の項目
ははほぼ横ばい。

【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DI
値が悪化傾向。

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、持ち直しの兆しも、依然厳しい状況  先行きは回復への期待感みられるも、警戒感続く

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
▲ 35.3 ▲ 34.3 ▲ 33.9 ▲ 25.7 ▲ 4.0 ▲ 20.9 6.4

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 29.1 ▲ 26.7 ▲ 28.0 ▲ 26.5 ▲ 3.7 ▲ 19.8 8.7
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、▲35.3（前月比+11.5ポイント）デ
ジタル投資の増加を背景に需要が伸びている半導体関連や堅
調な自動車関連の製造業のほか、飲食料品・家電製品を中心に
巣ごもり消費に下支えされた小売業で業況感が改善した。また、
一部地域では、緊急事態宣言の解除に伴い、飲食店などで日中の客足が回復し、売上に持ち直しの動きがみられ
た。しかし、原油価格の上昇による燃料費の増大等のコスト負担増や年度末の資金繰りを不安視する声も多く、
中小企業の景況感は持ち直しの兆しがみられるものの、依然厳しい状況が続く。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】 設備投資を中心に民間工事の受注減少が続いているものの、災害復旧や防災・減災工事な

どの土木関連をはじめとした公共工事が堅調に推移し、改善。ただし、一部では建設資材
の価格上昇が収益を圧迫しているとの声も聞かれた。

【製　造　業】 内食需要が堅調な飲食料品関連のほか、デジタル投資や 5G 向けに受注が伸びている半導
体製造装置・電子部品関連が下支えし、改善。ただし、中国向けの需要増に伴い、鉄鋼な
どの原材料など仕入価格の上昇を指摘する声が聞かれた。

【卸　売　業】 巣ごもり需要が堅調な小売業向け飲食料品・農畜水産品関連に加え、機械器具関連では半
導体関連の製造業からの部品などの受注が増加し、改善。

【小　売　業】 内食需要に下支えされた飲食料品の売上が堅調に推移しているほか、新型コロナウイルス
感染防止対策として、加湿機能付きの高性能エアコンや空気清浄機などの家電製品の売上
増加が寄与し、改善。

【サービス業】 デジタル投資の増加を受け、受注が好調なソフトウェア業が全体を押し上げ、改善。また、
緊急事態宣言の解除や気温の上昇などの影響から日中の人出が増加し、ランチタイムを中
心に売上が伸びた飲食業や、一部自治体における地域限定の需要喚起策などの効果もあり、
宿泊業でも持ち直しの動きがみられた。

◇先行きについて
・先行き見通し DI は▲ 29.1 と今月より 6.2 ポイントの改善を見込む。ワクチンによる感染抑制や、

緊急事態宣言解除に伴う客足回復への期待感から、小売業や飲食業を中心に持ち直しを見込む。一方で、
雇用調整助成金の特例措置などの政策効果剥落後や資金繰りの悪化、経済活動の再開に伴う感染再拡
大への懸念のほか、原材料費や燃料費の上昇等による採算悪化を不安視する声も多く、警戒感が続く。

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。

●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、来場をご遠慮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）
※オンライン併用

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） 5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）
※オンライン併用

5月 6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） 6月 10 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

コロナ対策
緊急経営相談会
（予約制）

資金繰り、雇用維持・テレワーク・
働き方、給付金申請・許認可手続き、
事業再構築・補助金活用、各種税金、
不動産・会社登記　など
※詳細は同封の案内をご覧ください。

5 月 24 日㈪
6月 21 日㈪
13：30 ～ 16：30

関東信越税理士会上田支部　税理士
長野県司法書士会上田支部　司法書士
長野県社会保険労務士会東信支部

社会保険労務士
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
長野県信用保証協会上田支店
㈱日本政策金融公庫長野支店
※オンライン併用
　日本政策金融公庫のみオンライン専用
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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5月

長野県の新型コロナウイルス感染症に対応する資金をご活用ください

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融資です。当所会員の小規模事業者であれば、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（TEL.0268-22-4500）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低金利、借入期間固定の安心感

年 1.21%年 1.21%
※令和 3年 5月 1日現在※令和 3年 5月 1日現在

担保不要の手軽さ担保不要の手軽さ

無担保・無保証無担保・無保証
高額融資で、高い利便性高額融資で、高い利便性

最大2,000万円最大2,000万円
（運転・設備合わせて）（運転・設備合わせて）

　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近 1ヵ月間等の売上高または過去 6ヵ月（最近 1ヵ月を含む）
の平均売上高が前 3年のいずれかの年の同期と比較して 5%以上減少している（またはこれと同様の状況にある）
場合、別枠 1,000 万円の範囲内で当初 3年間、通常の貸付金利から 0.9%引き下げる特例措置を受けられます。

　長野県中小企業融資制度は、中小企業のみなさまが、事業活動に必要とする資金を円滑に調達し、大きく飛躍し
ていただくために、県が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。
　新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りの悪化に対しても、専用の資金が用意されています。ご利用の
際には市内各金融機関にお問い合わせください。

経営健全化支援資金（新型コロナウイルス対策） 経営健全化支援資金（経営安定対策・特別経営安定策）

利 用 要 件

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下記のいずれかに該当する方

・危機関連保証を利用する方
・最近 3 か月のうちいずれか 1 か月の売上高また

は収益性が、前年同月または前々年同月に比べ
15% 以上減少している方

・セーフティネット保証 4 号を利用する方

・セーフティネット保証 1 ～ 8 号に該当する方
・最近 3 か月のうちいずれか 1 か月の売上高又は

収益性が、前年同月又は前々年同月に比べ 15%
以上減少しており、経営向上に取り組む方等

上　　 限 設備：6,000 万円　運転：8,000 万円

貸 付 期 間
（据置）

設備 10 年以内（2 年以内）
運転 7 年以内（2 年以内）

設備 10 年以内（1年以内）
運転 7 年以内（1年以内）うち借換 10 年以内（2 年以内）

年 利 率 0.8% 経営安定対策　1.9%
特別経営安定対策　1.6% もしくは 1.3%（要件あり）

信用保証料 0.44% 以内（セーフティネット保証等を利用する場合自己負担なし）

保 証 人 等 保証人：法人代表者を除き原則不要　担保：必要に応じて徴する

お 問 合 せ 上田地域振興局商工観光課　〒 386-8555 上田市材木町 1-2-6　TEL.25-7140



㈱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 224

世界にひとつだけの花瓶敷を
作ってみませんか?

藤本塩田店
〒386-1213　上田市古安曽3499-1
TEL.0268-38-7660　FAX.0268-39-0480

【定休日】毎週木曜日・日曜日

　機織りは初めて !と
いう方でも、楽しく花
瓶敷を織っていただく
ことが出来ます。お好
きな緯糸（よこいと）
を選び、オリジナルの
素敵な花瓶敷が完成し

ます。自分用に、大切な方へのプレゼントに喜ばれており
ます。コーヒーを飲みながら、窓から見る景色も気持ちが
いいので、ぜひお出かけください。お待ちいたしております。

株式会社どんぐり王国
〒386-0413　（本店所在地）長野県上田市東内2373-3
TEL.0268-41-8055　FAX.0268-41-8056
E-mail: sirakaba-kurabu@mae.biglobe

　当社は上田近郊に親子3
世代が長い時間を過ごせる
施設（テーマパーク）をつ
くるため、前山寺付近の荒
廃農地開発に取り組んでい
ます。2023年の開園に向け、
資材購入等のた

めのクラウドファンディングの募集も5月14日
㈮まで実施中です。ご支援をいただいた方へは
夏野菜・果物等の返戻品もご用意しております。

荒廃農地を
「3世代が楽しめる場所（王国）」に

株式会社　柳原商店
〒386-0002　上田市住吉1401-10
TEL.0268-27-5383

〈お問合せはこちら〉QRコードから簡単にサイトへ飛べます!
https://yanagihara-shoten.studio.site/

ごみの事なら柳原商店に
なんでもおまかせ!

　【Cleanで人々を幸せ
に】を理念にキレイな
上田の街づくりに貢献
すべく日々の仕事に励
んでいます !　「ゴミの
事ならなんでもおまか
せ」とあるように、家
庭から出るゴミや不用

品等の回収から企業様へのゴミ収集コンテナ設置・定期
回収等。ゴミ、解体に関する事は気軽にご相談下さい !

移転しました“チャリベース”
　新店舗は自転車の基地
“ベース”をコンセプトに
お子様から通勤・通学、ア
クティブに自転車ライフを
楽しむ方々まで、楽しく
ゆっくりと愛車を探せる空
間にしました。各世代の

様々なタイプをラインアップ、パーツからヘルメット等
セーフティグッズまで豊富に取り揃えています。あなた
にぴったりの一台を見つけにぜひご来店ください。

オビズサイクル
〒386-0041　上田市秋和261-13
TEL.0268-22-1515

【HP】http://obiscycle.com/　【営業時間】10：00～19：00
【定休日】火曜日（不定休あり）

〈CFサイト〉
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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

ヒーリングフェアリー 上田市下之郷乙 525-15 080-5826-3005 整体

藤本塩田店 上田市古安曽 3499-1	 38-7660 上田紬製造販売

にの屋 上田市中央 3-7-33 75-0795 居酒屋

矢島工芸 上田市芳田 1698-2 55-3355 アクセサリー製造

玄香庵	月ノ灯 上田市長瀬 2604 43-2015 アロマ・ハーブ・お香教室

㈱ TK サービス 上田市中之条 575-2		スカイビル 2F 75-0499 人材派遣

やさしいおやつ	Tielykke 上田市手塚 704-32 090-4672-2763 菓子製造

おそうじ本舗	上田東御店 上田市住吉 247-2		内樹コーポD号 75-0413 ハウスクリーニング

DOGTOWN 上田市御所 603-1		BOXPARK 080-3345-3827 アメリカンフード販売

ホンダヒロト製作所 上田市築地 929 番地		上小運輸㈱築地倉庫内 29-1800 精密部品製造・治具設計製作

美容室ピクシー 上田市御所 713-8 23-4301 美容一般

㈱柳原商店 上田市住吉 1401-10 27-5383 一般・産業廃棄物収集運搬業、解体業

ワインバー	RM 上田市中央 3-10-10		武蔵野第一ビル 102 号 080-6998-5282 ワインバー

㈱ケイエスシー 上田市住吉 54-1		上田インタービル 5階 29-9722 シーリングファン・ミストファン・照明の輸入販売

フォーク酒場	アルペジオ 上田市中央 2-9-4 75-6077 ライブハウス

㈱山栄 上田市材木町 1-8-9		信栄ビル 3階 75-6334 一般土木
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。

「安全衛生委員会を活性化させましょう」
～安心・安全な職場環境をつくるための安全衛生委員会の活用～
■日　時	 令和 3年 6月 16 日㈬　13：30 ～ 15：30
■講　師	 小林労働安全衛生コンサルタント事務所
	 所長　小林喜八郎	氏
■受講対象者	 興味のある方はどなたでも
■研修方式	 講義方式

　毎月開催する安全衛生委員会と労働者の健康確保や生
産性向上のためにどのように活用すればよいのか。
　委員会の構成と役割、ルールとともに、委員会の進行
方法、議事録の作成方法などを改めて学び、ともすれば
形骸化、マンネリ化の傾向にある安全衛生委員会の開催
を実効あるものにするためのヒントを得ましょう。

「職場のメンタルヘルス  事例検討 Q&A」
■日　時	 令和 3年 6月 22 日㈫　13：30 ～ 15：30
■講　師	 オフィス・キャリアサポート
	 代表　古越真佐子	氏
■受講対象者	 興味のある方はどなたでも
■研修方式	 講義方式・事例検討

　一人ひとりの社員が健康でモチベーション高く仕事に
専念できる職場環境が理想ではありますが、中には、仕
事がこなせない、指導しても成長がみられない、職場の
人間関係で悩んでいる等様々な事例があるのも事実です。
そんな時、職場ではどのような対応が求められるのか、
具体的な事例に基づき検討をしていきたいと思います。

※お申込みは、当センターホームページからお願いいたします。　なお、事前申込み無しでの当日参加はお断りさ
せていただきますのでご了承ください。
※新型コロナウイルス感染状況によっては、研修会を延期又は中止させていただくことがございます。その際は、
申込者にメールまたは電話にてご連絡します。

【お問い合わせ】	 長野産業保健総合支援センター　長野市中御所 1-16-11	鈴正ビル 2F
	 TEL.026-225-8533　FAX.026-225-8535

6 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）




