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コロナ禍における事業者への相談に対応コロナ禍における事業者への相談に対応
　新たな生活様式での事業など承認　新たな生活様式での事業など承認
　令和 2年度事業報告・決算承認�　令和 2年度事業報告・決算承認� 通常議員総会・常議員会開催通常議員総会・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 2 年度事業報告並びに決算など 9 議案について
承認されました。
　常議員の補欠選任では、上田日本無線㈱　代表取締役　奥川隆祥　
氏、山洋電気㈱上田事業所　執行役員上田事業所長　田沢則男　氏、日
立 Astemo 上田㈱　代表取締役社長　清水浩　氏、アート金属工業㈱　代
表取締役社長　三城伸五　氏、㈱タツノ　代表取締役社長　龍野伸樹　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
2 年度事業報告並びに決算について承認された後、長野県地域発元気づく
り支援金の採択事業や、コロナウィルス感染症対応のための経営相談体制

強化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。
　新入会員は 72 事業所が承認されました。
　また、永年の議員の功労に対し、城下徹議員に経済産業局長表彰が、肥田野秀知議員に日本商工会議所表彰が栁
澤会頭から伝達されました。

【表　彰】
関東経済産業局長　表彰
　城下工業株式会社　代表取締役　城下　　徹 氏

日本商工会議所会頭　30年表彰
　株式会社ひだの　代表取締役　　肥田野秀知 氏

令和 2年度事業報告
　令和 2 年度は、新型コロナウィルス感染症関連の支援策が国、県、市から示され、経営相談体制強化事業とし
て専門家による無料相談会の開催、補助金申請に係る相談への対応、持続化給付金申請サポート会場の貸出、長
野県の「新型コロナ対策推進宣言の店」事業やアクリルパネル配布事業などに対応してまいりました。経済対策・
消費喚起事業では、「PayPay　がんばろう上田 ! 最大 30% 還元キャンペーン」が実施されました。上田地域産業
展において個別商談会や展示会をオンラインで開催したり、新入社員研修や就活フェアがオンラインになるなど
新しい生活様式で実施しました。令和 3 年 2 月から NHK 大河ドラマ『青天を衝け』が放送され、主人公である
渋沢栄一と信州上田に関連した企画展を開催しました。

株式会社タツノ
代表取締役社長

龍野　伸樹　氏
（令和 3 年 6 月 15 日付）

中部電力パワーグリッド株式会社
上田事業所所長

林　　健一　氏
（令和 3 年 7 月 1 日付）

議員職務執行者が変更されました
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令和 2年度決算
　令和 2 年度収支決算は一般会計ほか特別会計 8 会
計、積立金会計 3 会計を合わせた総収入額が 17 億
4,394 万円余、総支出額が 13 億 6,787 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 9 億 8,927 万円で支
出 9 億 467 万円、収支残高 8,460 万円が次年度繰越
金となりました。
　令和 2 年度は新型コロナウィルス感染症への対応
として、国、県、市から支援策が示され、それに対応
する補助金が交付されました。新型コロナウィルス
対策消費喚起応援事業では、上田市から受託により 6
億 949 万が交付され、市内飲食業と小売業への支援

とキャッシュレス決済利用による 30% 還元事業を実
施し、新たな生活様式の普及促進につなげました。ま
た、コロナ対策緊急経済対策事業では、県、上田市か
らの補助金により、テイクアウト・デリバリー情報を
発信するサイト「もっテイク上田」の開設・運営、市
内の観光土産品販売や地元特産品の製造販売を行う事
業者支援のための優良在庫等の販売支援サイト「買っ
てミール上田」の運営、中心商店街等の個店における
買い物・テイクアウト及びタクシーの利用促進を図る

「寄っテイク上田」の開設・運営を市内三商工団体連
携事業として実施しました。同感染症の影響により予
定していた展示会への出展を自粛したり、イベントが
中止となる一方、事業の開催方法の変更や補助金申請
の相談件数が大きく増加した 1 年でした。

収入
9億8,927万円
収入

9億8,927万円

前期繰越金
5,965万円

会費
4,984万円

事業収入
1億4,583万円

交付金
7億2,856万円

雑収入
539万円

支出
9億8,927万円
支出

9億8,927万円

次期繰越金
8,460万円

事業費費
7億2,629万円

管理費
1億6,308万円

繰出金・積立金
1,530万円

（図 -1）
【収入の部】 【支出の部】

　6 月 18 日 ㈮ 総 務
委員会（増澤延男委
員長）は、各部会長
はじめ 14 名が出席
し開催されました。
　要望活動は当所の
重要事業として行っ
ており、会議では、
前回の要望の中から

令和 2 年度に奨学金支援事業が開始されていることや、三
才山、新和田トンネルの無料化が早期に実現したこと、防災・
減災については、台風 19 号による被害で当所建設業部会が
中心となり、関係部署と懇談会を設け要望を提出しているこ
とが報告されました。また、緊急性を要する要望としてコロ
ナ禍での消費喚起についての陳情や、中部横断自動車道や上
信自動車道の実現に向けた要望を国・県に引き続き実施した
ことを報告しました。
　今年度は、9 月中に各部会からの意見集約を行い、11 月
上旬に上田市へ提出する予定です。

キッチンカーを所有している
市内の事業者 募集中 !!

～笑顔とおいしさとできたてを提供～
　当所では 8 月～ 10 月、各月 2 回、土曜日・日曜
日にキッチンカーによる販売イベントを計画してい
ます。場所は市内大型ショッピングセンターです。
　なお、提供メニュー・価格・車両サイズなどを
お知らせください。
　詳細・出店を希望されるかたは下記までご連絡
ください。
上田商工会議所　中小企業相談所
TEL.0268-22-4500

総務委員会 開催
各部会へ要望を呼びかけ
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市政の重要課題について聞く市政の重要課題について聞く
　　上田市副市長 　　上田市副市長 吉澤  猛吉澤  猛 氏 氏ににインタビューインタビュー

　今年 4 月、上田市副市長に就任された𠮷澤  猛 氏に市政の重要課題や当市のスマートシティ化推進計画について
うかがいました。

―県職員としてのご経歴も踏まえ、上田市について 
どのような印象をお持ちでしょうか ?

　今から 10 年程前、平成 20 年から、上小地方事務所
地域政策課長として 3 年間、「地域発元気づくり支援金」
による地域づくりの支援、市町村の行財政サポート、消
防防災・危機管理業務、多文化共生などの業務に携わり
ました。
　上田市に関する印象については 3 点あり、当時は、
真田幸村公を主人公とする NHK の大河ドラマ実現に向
けた署名活動が始まった時期であり、多くの団体の皆様
から元気づくり支援金のご要望をいただき、上田市民の
皆様の「郷土愛」の深さとともに、「地域力」の高さを
強く感じたというのが 1 点目です。
　2 点目は、赴任期間の終盤で、東日本大震災が発生し、
東北の被災地への義援金、義援物資の受付業務を行いま
したが、県内 10 の地方事務所で最も多く集まったと記
憶しており、市民の皆様の他の人々を思いやる「利他」
の心が強い地域であると受け止めています。
　この 2 点は、土屋市長が掲げている「共感力」、「市民力」
を重視するまちづくりにつながるものであり、こうした市
民の皆様の思いに応えるため、「現場主義」、「市民起点」
を念頭に、市政運営のあり方を変えていくことで、上田市
の更なる発展を図っていくことが重要であると考えます。
　3 点目は、上田市は首都圏からのアクセスが良く、駅
周辺の中心市街地には、一定の都市機能が揃っているこ

とに加え、駅から車で 30 ～ 40 分程度の距離に温泉地
やスキー場があり、「そこそこ都会、そこそこ田舎」の両
面の魅力を備えています。さらに、信濃国分寺、上田城、
真田幸村公、蚕都など、歴史的な資源も豊富で、地域の

「ふところの深さ」により、産業や観光の両面で潜在的な
ポテンシャリティが高い地域であると感じています。

―現在の市政の重要課題について教えてください。

①新型コロナウイルス感染症対策
　まずは、新型コロナウイルス感染症の一刻も早い収束に
むけた市民の皆様に対するワクチン接種です。国・県・関
係機関等と連携を強化し、ワクチン接種を円滑に進めるこ
と、併せて、引き続き、感染防止対策や、生活支援、経済
対策等にも全庁体制で取り組んでいきたいと思います。
　経済対策については、これまでにキャッシュレス決済
サービス Pay Pay と連携した消費喚起応援事業、売上
減少事業者支援給付金の支給や、飲食・宿泊業への支援
など各種施策を行ってまいりましたが、今後も状況を見
ながら必要な施策を行っていきます。

②令和元年東日本台風災害からの復旧・復興
　3 月 28 日には、多くの皆さまのご支援により、被
災から約 1 年 5 カ月ぶりに別所線が全線開通しました。
東日本台風災害からの復旧・復興を印象付ける、正に、
象徴的な再スタートになったものと思います。市内には

吉
よし

澤
ざわ

　　猛
たけし

 氏
上田市副市長
上田市政策研究センター長　事務取扱
　昭和 57 年に長野県職員に採用され、当時の自治省や
長野オリンピック組織委員会などへの派遣を経て、上小
地方事務所地域政策課長、市町村課長、長寿福祉課長、
産業政策課長、観光部長、東京事務所長、長野地域振興
局長などを務める。平成31年に上田市政策研究センター
長に就任し、最先端技術の活用を中心に地方創生の実現
に向けた独自政策の企画立案等に取り組み、令和 3 年 4
月 1 日より上田市副市長に就任。佐久市出身。
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災害の爪痕がいまだに多く残るので、復旧・復興に着実
に取り組むとともに、ビルド・バック・ベターの理念の
下、防災体制のさらなる強化を図っていきます。

③第二次上田市総合計画「後期まちづくり計画」
　今年度からスタートする、第二次上田市総合計画「後
期まちづくり計画」。本計画は、「上田市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」との一体化が図られ、また、「SDGs」
のグローバルな目標と市の施策との関連付け、「子育て
支援」と「最先端技術活用」の重点プロジェクト化など
の内容が盛り込まれた今後 5 年間の上田市の方向性を
示す、まちづくりの指針です。目標設定をきちんと行っ
た上で、事業を着実に推進していくことが重要だと考え
ています。

④市役所業務の積極的なスマート化推進
　現下の人口減少、少子高齢化の進展に加え、大規模災
害や新型コロナウイルス感染症対策など様々な課題に対
応していくため、自治体にとっても「デジタルトランス
フォーメーション（DX）」の推進が急務となっています。
　「上田市スマートシティ化推進計画」に基づき、行政
手続きなどのデジタル化が可能な分野の業務効率化を図
りながら、対面での人的なサポートが必要な業務に時間
を振り分けていくことで、市民サービスの一層の向上に
取り組んでいきたいと思います。

―「上田市スマートシティ化推進計画」について詳しく
教えてください。

　上田市では本年 3 月に、本年度から令和 7 年度まで
を期間とする「上田市スマートシティ化推進計画」を策

定しました。
　この計画では目指す姿を「市民、地域、行政がデジ
タル化でより密接につながり、共に創る未来都市★
UEDA」と定め、「誰一人取り残さない利用者ファース
トに立ったデジタル先進地」を目指しています。
　基本戦略として、「市役所業務のスマート化」、「地域
企業の技術の活用」、「まちの魅力を高めるデジタル化の
推進」の 3 つを位置付け、計画全体としては、25 の個
別施策と 62 の主な取組を位置付けています。本部とし
ては次の 3 点について重点的取り組んでいくこととし
ています。
　1 点目は、「市役所業務のスマート化」。特に、行政手
続のオンライン化の推進や AI・RPA などの最先端技術
活用による業務改善に取り組んでいきます。
　2 点目は、個別施策（62 項目）の工程表、ロードマッ
プの策定です。5 年間を見据えた計画的な業務執行を進
めていきたいと思います。
　3 点目は、新たに「上田市スマートシティ化推進パー
トナー」制度（詳細：本誌 15 ページ）を設け、市内外
問わず、市と協働で取り組んでいただける企業・団体等
を募集し、公民連携で事業や取組を推進してまいります。
　多くの市内企業、商工会議所の会員企業の皆様にもご
応募いただきたいと思います。

―最後に一言お願いします。

　この度、副市長という大役を仰せつかり、その責任の
重さを痛感しているところであります。これまでの行政
経験を踏まえ、微力ではございますが、土屋市長の職務
を補佐し、上田市の発展のため、力を尽くしてまいりた
いと考えております。

●日時：６月７日㈪正午

●場所：上田商工会議所

●会議事項

⑴	 令和 2年度事業報告について

⑵	 令和 2年度収支決算報告について

⑶	 労働保険事務組合事務処理規約の一部改正

⑷	 生命共済自家給付制度規約の一部改正

正副会頭会議　報告　（第36回） 正副会頭会議　報告　（第37回）

●日時：６月21日㈪正午

●場所：上田商工会議所

●会議事項

⑴	 常議員の補欠選任（案）について

⑵	 令和 3年度補正予算（案）について

⑶	 生命共済フォローアップ月間について

⑷	 ワクチンの職域接種について
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部 会 だ よ り
商業部会

工業部会 情報教育文化部会

生活関連サービス業部会

　6 月 3 日㈭商業部会役員会（近藤秀樹部会長）を開催し、
部会長以下 8 名が出席し、今年度事業の推進と上田地域
産業展 2021 における部会事業について協議しました。
　今年度事業の 1 つであるデマンド交通事業についての
調査・研究は、より早期の実現にむけて部会としても推
進していくことが再度確認されました。その他の事業に
ついてもコロナウイルスの状況を見ながら実施してまい
ります。
　上田地域産業展 2021 における部会事業については、
えびす講の歴史の紹介・コロナウイルスに対応した商売
を始めたお店紹介等幾つかの案が上がりました。今後も
協議を重ね、オンライン展示会が始まるまでにコンテン
ツの内容を決定します。
　コロナ禍の影響は続きますが、今年度も部会として商
業活性化に資する事業に取り組んでまいります。

　6 月 10 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。
　会議では第 5 回目となる「信州上田うまいものスタン
プラリー」について事務局より説明し、元気づくり支援
金を活用し、上田地域の発酵食品を紹介する冊子と連動
企画として、賞品数を増やし広報にも力を入れて進めて
いく事で決定しました。コロナ禍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よう進めてま
いります。
　セミナーについては、食品衛生法の改正に伴う「HACCP

（ハカップ）」に沿った衛生管理が義務づけられたことを
受け、導入の定着へ向けての個別相談会を実施すること
を決めました。また健康管理に関する講演会はコロナ禍の
状況をふまえて、開催方法を再検討する事が決定しました。

　6 月 17 日 ㈭、 工 業 部
会（宮島武宏部会長）は
役員会を開催し、17 名
出席の下、上田地域産業
展 2021 と今年度の部会
事業計画について協議し
ました。
　上田地域産業展は、リ
アル・オンラインによる
ハイブリット開催となるた
め、併催による相乗効果
を狙うための企画につい
て議論しました。
　また、「うえだ・ひと・
もの・興しの紡ぎ手表彰」の概要について協議しました。

「ウイズ・ポストコロナ」を見据え、「ニューノーマル」
に取り組む事業活動等に対して表彰することに決まりま
した。
　新たな視点で部会事業を運営していくため、工業部会
員へのアンケートを実施し、ウイズコロナ・ポストコロ
ナ時代に向け事業展開していくことを確認しました。
　今後さらに事業の詳細についての協議を重ね、上田地
域の振興となる部会事業を進めてまいります。

　6 月 22 日㈫情報教育文化部会役員会（母袋卓郎部会
長）をローカルとリモートの併用により開催し、部会長
以下 7 名が参加し、今年度事業の推進などについて協議
しました。IT パスポート試験対策の通信講座や、IT 化の
取り組みに関するアンケートの実施などについて、進め
てまいります。
　また、上田地域産業展について、コンテンツの掲載や
広報プロモーションに関する部会としての協力などにつ
いても協議され、進めてまいります。
　DX（デジタル・トランスフォーメーション）の普及が
進んでいる中、情報産業はすべての業種に対し、さらに
関係の深いものとなってきます。新しい時代を乗り越え
ていく一助となるべく、事業活動を推進してまいります。
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法務・金融部会

交通・観光サービス業部会

建設業部会

　6 月 22 日㈫、法務・金融部会役員会（小山智部会長）
は 12 名が出席し開催されました。
　冒頭、上田・小諸・佐久を担当する広域専門指導員か
ら、東信ビジネスリレーセンターの存在と業務について
説明があり、事業承継等の課題解決のため当部会員とも
連携を図っていくこととしました。
　続いて今年度事業の推進について協議し、With コロ
ナに対応する働き方改革、テレワーク導入時の課題につ
いて解説する「労務管理セミナー」、日本銀行松本支店
長を講師に迎え開催する「経済金融セミナー」のほか、「新
春講演会」など具体的なスケジュールを確認しました。
また 10 月開催の上田地域産業展にて公開となるオンラ
イン特別コンテンツに協力していくことを決定しました。
　セミナー等については順次会報等を通じて周知してま
いります。

　6 月 21 日㈪、建設業部会（増澤延男部会長）役員会
が開催され部会長以下 14 名が出席し、令和 3 年度事業
計画の推進について等協議しました。今後ますます加速
するであろう建設業のデジタル化対応のセミナーや、災
害対応に向けた事業の進め方、空き家問題の現状、定住
人口増加に向けた方策についてなど、活発な議論がされ
ました。当初より計画のドローンセミナーについては、
10 月の上田地域産業展に併せて開催することを確認し、
産業展オンライン展示会に掲載する部会特別コンテンツ
についてどのような内容にするかを協議しました。各事
業について、今後も行政・関係機関と連携をとりながら
順次進めてまいります。

　6 月 28 日㈪交通・観光サービス業部会役員会（岡田宝正
部会長）が開催され、部会長以下 15 名が参加し、令和
3 年度部会事業等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

「三国同盟事業」では三地域連携での特産品の発信や
FeelNIPPON 展示会への出展、また、令和 3 年度長野県
地域発元気づくり支援金の採択による「上田市日本遺産
認定を記念した商品開発推進・商品情報発信事業」とし
て、商品開発セミナーの実施、日本遺産ロゴマークシー
ルの製作・販売、商品紹介 web サイトの開設等を行う
ほか、地域教育機関との連携事業や中部横断自動車道経
済懇談会総会への参加、上田地域産業展 2021 への協力
などを行うことについて承認されました。

日本遺産認定 1 周年記念事業
「ラッピング電車・バス」出発式

　6 月 19 日
㈯、上田市日
本遺産推進協
議会、上田電
鉄㈱、上田バ
ス㈱は上田市
日本遺産『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～』の認定 1 周年を記念し、ラッピング車両の出
発式を上田電鉄別所線下之郷駅で開催しました。上田電
鉄別所線と上田バスのラッピング車両は日本遺産上田市
オリジナルロゴマークの色合いを活かし文化財群や龍な
どがデザインされたもので、関係者やファンなどが集ま
り出発を祝いました。当所でも日本遺産認定一周年を記
念して、構成文化財を PR するポスターを作成しラッピ
ング車両内に掲示しました。
　また、同日別所温泉駅では、出発式にも参加した動
画 投 稿 サ イ ト

「Youtube」 を 中
心に活躍するハラ
ミちゃんが、期間
限定で設置された
ストリートピアノ
を演奏し盛り上げ
ました。
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上田商工会議所女性会 定期総会　開催上田商工会議所女性会 定期総会　開催

上田商工会議所青年部　活動報告上田商工会議所青年部　活動報告

　6 月 4 日㈮、当所女性会の総会が開催されました。9 名が出席
し（委任状 19 名）、令和 2 年度事業報告並びに収支決算書、令
和 3 年度事業計画並びに収支予算書等について承認されました。
　本年は任期満了に伴う役員改選の年でもあり、令和 3 年度・
4 年度の役員について以下のとおり決定いたしました。

会　長　　山崎　孝子（やまざきや）
副会長　　小林　潤子（㈱丸陽）
副会長　　原　　有紀（信州イゲタ味噌醸造蔵元 酒の原商店）

　山崎会長は令和 3 年度の抱負として、「女性会独自の商品や
メニューの開発など会員が活躍できる事業を進めたい。事業活
動を広く情報発信し、女性会として顔の見える事業を実施して
いきたい」と述べました。

問題意識を持とう !　　
　ピンチはチャンス。　
　　ヒントでジャンプ。
青年部グループディスカッション

研修会を開催
　6 月 18 日㈮に当所青年部（沓掛恵介会長）が、グルー
プディスカッション研修会を開催し、18 名が参加しました。
　今回は、グループディスカッションの質を高めるた
め、方法について実践を通じ、研修しました。「『コロナ
禍』での懇親会の在り方」や「青年部の問題点」といっ
たテーマについて、ブレインストーミングによる意見出
しや KJ 法によるグルーピングなどで、問題点を明確化
する方法を学びました。
　「コロナ禍」の先がいまだ見えず、正解がなかったり、
予測がつかないなか、それぞれの最良の答えを導くため
にも、主体者の意見や発想は欠かせません。質の高い会
議やグループディスカッションを通じ、現状打破を目指
していけることを学びました。

決戦劇さながらの「殺陣」で
交流 !

東信 3YEG スポーツ交流会開催

　6 月 20 日㈰、当所青年部（沓掛恵介会長）が上田・小諸・
佐久の東信 3 商工会議所青年部のスポーツ交流会を開催
し、総勢 31 名が参加しました。
　今回は、当所青年部による上田真田まつり決戦劇の企
画・運営の経験を活かし、「殺陣」をテーマとした交流
会を開催しました。殺陣の型の指導を受ける中で、だん
だん木刀に慣れ、構えや持ち方も様になっていきました。
　その後、グループに分かれ、演舞仕立ての劇の練習を
行いました。セリフを入れたり、間合いを合わせたり、
グループ毎に工夫を重ねました。最後にグループ毎に発
表を行い、どのグループも初めてとは思えないほど、上
達した発表になりました。
　最後にはグループ対抗のチャンバラ合戦も行いました。
両肩に付けた紙風船を目掛けて、本気のたたき合いで熱
中した戦いを楽しみました。
　東信地域での交流を深め、さらなる青年部活動の発展
を目指します。



令和3年7月5日発行（毎月5日発行）
No.596

9

地域企業での就職に向け、「高校生3年生向け事業所説明会」開催
　上田職業安定協会は上田公共職業安定所との共催で、東信地域の高校 3
年生を対象にした事業所説明会を、上田市交流文化芸術センター（サント
ミューゼ）にて、6 月 9 日㈬・23 日㈬の 2 日間開催しました。東北信地域
の生徒累計 400 人余が参加し、上小地域の 12 事業所・団体が動画やスラ
イドを用いて、組織の概要や勤務形態、魅力等を紹介しました。メモを取
りながら熱心に聞き入る学生の姿が多く見られ、意識の高さが伺えました。
例年バスでの「事業所見学会」を行い、企業を実際に見学し理解を深める
機会を設けていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により昨年か
ら中止としました。今年度はウィズコロナでの新たな取り組みとして説明
会を企画し、併せて「高校三年生対象事業所説明ガイド」を参加者に配布

しました。ガイドには「働く現場の姿」の紹介や「自社の特徴・強み」、先輩の目線で捉えた「職場の雰囲気・仕
事のやりがい」など実際に事業所で働く姿をイメージできる内容が盛り込まれています。

ヘアサロン 　HAIR SALON REOKUMA
上田市本郷 926-1

ロイヤルハイツ
Tel.050-8881-8090

県道177号線沿いにオープン。茶色のレンガ造りの店内は、アメリカのブルックリンスタイ
ルで、おしゃれな空間が広がる。東京渋谷エリアでサロンワークしたオーナーのこだわりが、
小物や音楽にまで溢れている。透明感カラー、ハイトーンカラーを得意とし、クオリティの高
い技術とサービスを提供する。主として10～30代の女性が集まるブランドサロン。ハイセ
ンスのおもてなしで、特別な時間を過ごせる。セット面2席、シャンプー室は半個室。完全
予約制、駐車スペース有。
【営業時間】9：00～22：00　【定休日】不定休

カフェ 　cafe epice カフェ・エピス 上田市古安曽 2037
Tel.070-1533-4665

元材木店の旧宅を改装した古民家カフェ。県道65号線のA愛ホーム向いにオープン。店内
は、木をふんだんに使い、温もりの空間が広がる。日替定食、スパイスカレー、アイスクリー
ム、コーヒー・紅茶・コーラ・ソーダなどメニューは豊富。女性客が大半で、近隣住民を中
心に人気が高まっている。おいしい料理の提供と丁寧な接客を心がけている。店名の“エピス”
は仏語で香辛料の意。香辛料をテーマにした商品を提供する。テイクアウトも可能。席数11
席、駐車スペース有。
【営業時間】10：00～17：00　【定休日】第2・第4水曜日、毎週木曜日

商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

映画「シルク時
と

空
き

をこえて」プレミアム試写会　開催
　ドキュメンタリー映画「シルク時空をこえて」は、江
戸～明治～大正～昭和にかけてシルク産業繁栄の地 信
州（岡谷・上田）を中心に飛騨、上州、横浜、そしてア
メリカ、イタリア・フランスへと絹の歴史と記憶をたど
る物語です。6 年の制作期間を経てこのほど完成し、（制
作：KOA ㈱上伊那）5 月 30 日㈰上田市においてもサン
トミューゼにてプレミアム試写会が開催されました。
　農村の家計を支えた女工さんの生活を印す当時の映像
や製糸会社への感謝の声、地域産業発展の姿、海外への
生糸や蚕種の輸出の歴史など真実に基づいた内容です。
特に、江戸後期、欧州で蚕の病気が蔓延し、徳川家茂の
命で、日本から優良な信州の蚕種が送られたことが紹介
され、事実『信州上田産』ラベルの蚕種紙（たねがみ）
も近年ヨーロッパで発見されています。
　上田は、全国で唯一の小県蚕業学校（現：上田東高校）

や上田蚕糸専門学校（現：信州大学繊維学部）が明治期
に開校され、全国の蚕糸教育を進める中心的な役割を担っ
てきました。このことを礎に地域産業の活性化や文化の隆
盛につながり、現在に至っていると言えます。今回の試写
会は、蚕糸産業の関係者、企業、行政、教育機関、文化・
芸術関係者等 119 名
が参加し、大変意義
深い時間となりまし
た。今後、地域・企
業や学校など上映機
会を増やし、当地の
産業の歴史を再確認
し、蚕都上田の意識
の醸成につなげてま
いります。
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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
〒0386-0024　上田市大手 1-10-22 上田商工会議所会館３階
TEL 0268-22-3164

新型コロナウィルス 抗原検査キット配布
上田商

工会議
所

上田商
工会議

所

生命共
済加入

事業所
限定

生命共
済加入

事業所
限定

生命共済フォローアップ

生命共済フォローアップ
キャンペーン中 !

キャンペーン中 !

　新型コロナウィルス感染症の収束が不透明な中で、上田商工会議所では、従業員の出張やイベント等を実施する
際に感染の早期発見と集団感染の拡大防止対策の一つとして利用してもらうため、生命共済加入事業所様限定で新
型コロナウィルス抗原検査キットを用意しました。1個500円で1事業所につき生命共済加入者数までご購入い
ただけます（申込は1回限定）。9月末まで申込を受付けますが、数量に達し次第終了となります。感染防止にご
活用ください。
　なお、上田商工会議所では7月1日より、生命共済制度のフォローアップキャンペーンを実施中です。（詳細は
付録）本制度に関心をお持ちの事業所様には、ご説明にうかがいますので下記までご連絡ください。

限定 500 個 !
1個3,000円相当を500円で配布します。

無くなり次第終了
販売元　Fujikon corporation

本キット及び付属品は医療用機器ではなく研究用製品です。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく体外診断用医薬品ではありません。
本製品を用いた検査判断はいかなる意味でも医療診断や治療を目的とするもので
はありません。

【抗原検査キット申込締切】令和3年9月末日
【お問合せ】上田商工会議所　TEL.0268-22-4500



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５月

調査対象
全国336商工会議所2737業種組合等

【建設業】
仕入・従業員DI値が改善
傾向、販売単価はほぼ横
ばい、その他の項目は悪
化傾向

【製造業】
従業員DI値が改善傾向、
仕入・販売単価DI値はほ
ぼ横ばい、その他の項目
は悪化傾向

【卸売業】
販売単価DI値が改善傾向、
従業員DIはほぼ横ばい、
その他の項目は悪化傾向

【小売業】
従業員DI値はほぼ横ばい。
その他の項目は悪化傾向

【サービス業】
仕入DI値が改善傾向、従
業員DIはほぼ横ばい、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、感染拡大に伴う活動制約から足踏み先行きは、不透明感増す中、厳しい見通し

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
▲ 25.0 ▲ 13.0 ▲ 20.9 ▲ 31.7 ▲ 1.4 ▲ 16.7 6.6

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 33.6 ▲ 25.6 ▲ 30.3 ▲ 30.0 ▲ 2.3 ▲ 22.4 7.4
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、全産業合計の業況DIは、▲25.0前月
比+0.3ポイント
◦米国・中国などの海外経済の回復に伴い、需要増が続く半導
体・電子部品関連や自動車関連の製造業・卸売業が堅調に推
移した。一方、小売業では、緊急事態宣言に伴う活動制約・客足減少とともに、前年同月の買いだめ需要の喪失
の影響を受けているとの声もあり、業況が悪化した。また、宣言が発令されている地域以外においても活動縮
小が発生し、外食・観光関連では業績改善への対応に苦慮している状況がうかがえる。このほか、原材料費上
昇によるコスト増加が業種を問わず、広く業況の押し下げ要因となっており、中小企業の景況感は厳しい状
況が続く。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	防災・減災工事などの土木関連を中心とした公共工事が底堅く推移する一方、店舗・宿泊

施設の新設・改修などの民間工事の低迷や木材・鉄鋼などの資材価格上昇の影響が続き、
悪化。

【製　造　業】	中国・米国の経済回復に伴い、受注増が続く半導体・電子部品関連や自動車関連が全体を
押し上げ、改善。ただし、鉄鋼をはじめとした原材料の仕入価格上昇による収益圧迫を指
摘する声も聞かれた。

【卸　売　業】	内食向けの飲食料品の売上が堅調に推移しているほか、半導体・電子部品関連や自動車関
連の製造業からの原材料・部品などの受注増が寄与し、改善。

【小　売　業】	緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響により、大型連休における都市部からの客足
が減少し、悪化。また、買いだめ需要があった前年同月に比べて、飲食料品や日常消耗品
などの売上が悪化したとの声も聞かれた。

【サービス業】	コロナ禍で増加したデジタル投資の恩恵を受けたソフトウェア業が堅調な一方、緊急事態
宣言やまん延防止等重点措置の実施を背景に、大型連休における客足が遠のいた娯楽施設
や飲食・宿泊業が全体を押し下げ、ほぼ横ばい。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、▲336今月比▲86ポイントの悪化を見込む。ワクチン接種拡大による感染抑
制効果や、海外経済回復に伴う電子部品関連の輸出増に期待する声が聞かれる。一方、変異株による
感染拡大が収まらず、緊急事態宣言が延長されるなど先行き不透明感が増す中、活動制約の長期化へ
の懸念に加え、製品・サービスの受注・売上減少による業績悪化、原材料費や燃料費の上昇による採
算悪化を懸念する声は多く、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、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）
※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） 7 月 21 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）
※オンライン併用

8 月 5 日㈭
13：30 ～ 15：00

長野県司法書士会上田支部
司法書士

金　融
※原則オンラインのみ

随　時
10：00 ～ 15：00

㈱日本政策金融公庫長野支店
相談員

相談内容 開催日時 専門相談担当者

税務（予約制）
※オンライン併用

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

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 5 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

中小企業 119 専門家派遣が始まりました !

月次支援金の「取引先情報」の書き方について

長野県の観光支援事業をご活用ください !

　国の専門家派遣事業「ミラサポ専門家派遣」がリニューアルし、「中小企業 119
専門家派遣」がスタートしました。
　これは、中小企業の専門的な課題解決に対し、当所をはじめとする支援機関を通
じ、専門家による支援・指導を無料で受けられる制度です。派遣による相談は来年
度 2月末までに、原則 3回まで無料で受けられます。
利用の際には、当所にご相談をいただき、そのうえで専門分野の専門家を選んでま
いります。
　当所だけでは解決できない課題を解決するための専門的サポートを受けられます。
お気軽に当所までご相談ください。

☆中小企業 119専門家派遣webサイト　https://chusho119.go.jp/

○県民支えあい信州割 SPECIAL 日帰り割が始まりました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい環境にある県内交通事業者を支援
するため、バス・タクシー・列車を利用した日帰り旅行商品への割引支援を実施し
ます。
　事前に登録された旅行会社等にて日帰り旅行代金に応じた割引を実施します。
　さらに、日帰り旅行の利用者には、対象観光施設で使える観光クーポン 2,000 円分をセットで
提供します。
・実施期間：令和 3年 6月 22日㈫～令和 3年 12月 28日㈫の催行分

☆詳細はこちら→　https://tabi-susume.com/sws-higaeri/

○〈信州GoToEat キャンペーン〉プレミアム付食事券の追加販売が始まりました。
　新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている飲食業の需要喚起のため、長野県内
の郵便局（441カ所）にて、プレミアム付食事券（プレミアム率 20%）の追加販売が始まりました。
　また、この度の追加販売に伴い、既に販売済の食事券の有効期限が 9月 30日㈭
（追加分と同日）まで延長となります。
・発売期間：7月 1日㈭～ 8月 31日㈫　県内 441の郵便局にて
　（12,000 円× 40万冊）

☆詳細はこちら→　https://shinshu-gotoeat.com/

　6月 16日より、月次支援金の申請が始まりました。これは 4・5・6月に出された緊急事態宣言・まん延防止
等重点措置による影響緩和のための給付金で、5月まで受け付けていた「一時支援金」と流れを同じくするもの
です。一時支援金の給付を受けている事業者でも申請でき、その場合には申請手続を簡略化することができます。
　申請時にはすべての申請者に 2019年・2020年・2021年のそれぞれの対象月の取引先の情報が求められます。
ここで、一般個人を対象としている事業者の場合、個人顧客の取引先情報を記載せず、「影響を受けた事業に関す
る他の取引での取引先の情報」を入力しなければなりません。ついては、そこには仕入や店舗家賃（個人に対して
は不可）、公共料金の支払先などの情報を入力してください。事業者を対象としている事業者の場合、
顧客情報を入力してください。
　申請において、一時支援金と大きく異なるポイントですので、ご留意のうえ、申請してください。

☆月次支援金webサイト　https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html



㈱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 226

ハチのことなら何でもお任せ下さい!

はけた養蜂場
〒386-0032　上田市諏訪形1632-4
TEL.0268-26-1432

【営業時間】月曜日～金曜日：9時～17時

　地元上田産の最高級はち
みつを供給する養蜂家で
す。100%完全純正はちみ
つのみで添加物、抗生物質
等は一切使用しておりませ
ん。安心で美味しいはちみ
つを提供させていただきま
す。季節によりいろいろな

種類のはちみつをご堪能ください ! スズメ蜂などの駆除
もご相談ください。

眼鏡店�ミモザオプティーク
〒386-0034　上田市中之条744-6
TEL.0268-75-5470　FAX.0268-75-5470

【HP】http://mimosa-opt.com/　【E-mail】otoiawase@mimosa-opt.com
【定休日】毎週木曜日/第2・第4水曜日

　『親しみやすい雰囲
気になりたい』『知的
に見られたい』『キリっ
と見せたい』など、な
りたいイメージをおう
かがいしながらお客様
にお似合いのメガネを

ご提案することも出来ます。お気軽にスタッフまでお声
がけ下さいね ! また、お手持ちのメガネのレンズ交換も
大歓迎です。

なりたいイメージに合わせて、
似合うメガネをお見立てします!

㈲TTS�TAKAKOトーキングスクール
〒386-0012　上田市中央6-11-19
TEL.0268-26-2693　FAX.0268-26-2603

【HP】https://www.tts-ueda.com/

看板とホームページを
リニューアルしました
　スクールの看板とホームページの
リニューアルに合わせて、通訳・翻
訳・企業出張レッスン中心から幼児
英会話に力を入れることになりまし
た。今まで長野高専や法廷通訳で
培った経験を持つ韓国出身の責任

者澁谷高子を始め経験豊かな講師たちがリモートレッスンやニーズに
マッチングするようなレッスン体制を目指し、子供たちに生きた言葉
を学べる場所として心新たに再出発します。また、弊社ではランゲー
ジカフェも運営していますので興味のある方は是非ご連絡ください。

各種展示会やイベント会場からの
ライブ配信承ります!
　各種展示会やイベント会
場など各会場から機動性に
富んだライブ配信を実現
します。BGM・タイトル・
テロップ等もその場で挿入
しながら、テレビ番組に近
い形式で配信できます。専

用のオンライン会議システムを併用して世界のどこでも
生中継で結び配信番組に出演でき、映像データとして納
品もできます。お気軽にお問合せ下さい。

アクティブアイム
〒386-0155　上田市蒼久保83-23
TEL.090-3132-9111　FAX.0268-36-3787
お問合せは、
携帯電話またはE-mail: fumio@minos.ocn.ne.jp



令和3年7月5日発行（毎月5日発行）
No.596

15

新入 員 ご会 の 紹介
事業所名 所在地 電話番号 営業内容

ネパール・インド料理　Base Camp 上田市上野 392-9 71-7363 ナンとカレー

はなの筐 上田市中央 6 丁目 1-2  アクセスビル 2F 26-9030 スナック

スナック ラネージュ 上田市中央 3-10-11 21-0117 スナック

こあ 上田市上田原 1177-6 71-3777 一般飲食店

スタジオケイナ 上田市中央 4-8-4 26-4525 手作り品（クラフト雑貨等）

手打ちそば処 だるま家 上田市別所温泉 1665-1 38-3735 そば店

スナックレインボー・ち～む i 上田市中央 3-11-3  田中ビル 3 階 26-0013 スナック・人材派遣

橋本屋 上田市別所温泉 1721 38-2051 一般食堂

遊民 上田市中央 3-11-21 23-4184 スナック

ゴジラ 上田市前山 103-1 25-8529 スナック

chaplin 上田市中央 3-10-10  パブリックセンター B1F 25-8666 スナック

スターⅡ 上田市中央 3-11-2 24-9166 スナック

やきとり丸吉 上田市中央 3-11-17 22-6774 やきとり
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。

上田市からの
お知らせ 上田市スマートシティ化推進パートナーの募集について

【取組内容】
〇「上田市スマートシティ化推進計画」（今和 3 年度～令和 7 年度）に基づく、上田市のスマートシティ化の推進
・ICT の利活用による市民サービスの向上や行政データの有効活用と業務改善に向けた公民連携による調査・研究
・地域課題の解決や産業振興につながる、先端技術・デジタルツールを活用した実証事業の推進
○その他、協議により合意した事項

【パートナー企業等に期待すること】
○個別施策の推進のための先端技術・デジタルツール

（システム、ソリューション等）などの提案や情報
提供

○実証事業などにおける技術・ノウハウ、体験版製品
などの提供

○プロジェクトへの参画、事業効果等の検証
○市に対する専門人材の派遣等の人的支援 など

【市が協力すること】
○提案や情報提供に対する調査・研究、実証事業への導入

検討
○実証事業を推進するプロジェクトチームの編成・運営、

実証フィールドの提供
○公民連携で推進する実証事業等の発信（広報、ホームペー

ジ等）
○提案や情報提供に必要なデータ等の情報提供 など

【申込方法】
〇「上田市スマートシティ推進パートナー登録申込書」に所定事項を記入の上、上田市政策研究センターに持参

またはメールで提出。登録申込書の様式は、上田市政策研究センターのホームページ（https://www.city.ueda.
nagano.jp/soshiki/u-research/）に掲載されています。

【その他】
○パートナーの登録に当たっては、書類やヒアリングにより審査があります。ただし、上記の「パートナー企業等

に期待すること」について、全てを満たすことを求めるものではなく、連携が可能な部分があれば、お申込み可
能です。

○事業所の所在地が上田市内であるか否かを問わずお申込み可能です。企業等の規模なども問いません。
〇お申込みいただいた企業等は、パートナーとして登録し、市ホームページ等で公表されます。
○本件は、公民の連携を進めるためのパートナー募集であり、パートナー企業等に対する事業の優先的な発注など

を担保するものではありません。
【お問い合わせ】	 上田市政策研究センター

 電話：0268-71-0611 ／ FAX：0268-22-4131 ／ E-mail：u-research@city.ueda.nagano.jp




