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アート金属工業株式会社
代表取締役社長

三城　伸五　氏
（令和 3年 6月 24 日付）

長野県信用組合上田支店
支店長

市村　　康　氏
（令和 3年 6月 25 日付）

議員職務執行者が変更されました

「渋沢栄一ゆかりの地物産展」に出展「渋沢栄一ゆかりの地物産展」に出展
渋沢翁と信州上田のエピソードなど紹介渋沢翁と信州上田のエピソードなど紹介

　7月 7日㈬・8日㈭東京商工会議所主催による第 1回「渋沢栄一ゆかり
の地」物産展が開催され、上田商工会議所も出展しました。
　会場は東京商工会議所1階多目的スペースで、渋沢翁にゆかりの深い地
域が地元の特性を活かした農産品や食品、渋沢栄一関連商品等約120点を
出展・販売しました。当所からは、渋沢翁が青年時代に信州に行商に来た際
のエピソードを紹介する「出世切餅」のほか、味噌、蕎麦、リンゴジュース
などを販売し、「信州上田」をPRしました。2日間で 985名が来場されました。

〈渋沢栄一ゆかりの地〉
〇埼玉県	 深谷市	 生まれ故郷
〇東京都	 江東区	 旧深川区　区議会議長に就任
〇東京都	 板橋区	 日本の福祉・医療の原点となった養育院の院長を 50 年務める
〇北海道	 十勝清水町	 十勝開墾合資会社設立
〇東京都	 北区	 飛鳥山に邸を構え、日常生活を送る。
〇長野県	 上田市	 ・青年期藍玉の行商で度々信州上田を訪れる。

・大正 6年、上田映劇で講演会を行い、その時に揮毫された書『温故而知新』を現在も
上田商工会議所が大切に保管

ワクチンの接種状況とコロナ禍の経済を支える支援策について
行政と部会役員との懇談会開催
　7 月 26 日㈪当所法
務・金融部会（小山智
部会長）は上田市商工
観光部との懇談会を開
催しました。講師に商
工観光部長	大平光博
氏を迎え、「当市にお
ける新型コロナウイ

ルスワクチンの接種状況と市の商工施策について」を
テーマに意見交換を行いました。上田市では、7/18 現在、
65 歳以上の高齢者では 68.2% が既に 2回目の接種を終
えており、64 歳以下の一般接種については、集団接種
会場 5か所・市内医療機関 51 か所での接種計画を進め
ていること、また、11 月 21 日までに希望する人すべて

の接種完了を予定しているとのことです。
　全国では依然感染拡大が続いており、県では 8月 22
日までを「感染対策強化月間」としており第 5波の発生
を防ぐためにも県からのお願い（持ち込まない・広げな
い・ワクチン接種・思いやりの心）を遵守し生活してほ
しいと語りました。
　続いて、国・県・市の施策について説明があり、市の施
策では上田市観光誘客促進事業補助金や合宿・修学旅行
のサポートなどの観光業関連の支援策が紹介されました。
　その後、5月に開庁した、市役所新庁舎の見学を行い
ました。議場では、上田市産の木材が使われていること、
案内板には真田ひもがアレンジされていることの説明が
あり、各所に省エネルギー・環境への配慮もみられました。
	 （参加者 11 名）
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キッチンカー大集合 !!  たべるカー上田
開催のお知らせ

　新型コロナウイルスの影響により売上が落ち込んでしまった飲食店やイベント中止により出店機会が減ってし
まったキッチンカー事業者への支援として、キッチンカーを集めたイベントを開催いたします。
　キッチンカーでしか味わえない商品を取り揃えておりますので、是非お越しください。

●今後の予定
会　場 9月 10 月

ア リ オ 上 田 店 18 日㈯・19 日㈰ 16 日㈯・17 日㈰
イオンスタイル上田 25 日㈯・26 日㈰ 23 日㈯・24 日㈰

　当所では、上田市とマモル株式会
社、当所を含む市内三商工団体で行
うデジタルコミュニティ通貨実証実
験（もんプロジェクト）の一環とし
て、まちのコイン「もん」を導入し、
当所をスポットに登録いたしました。
『事務局入口にて検温すると 100 も
ん』や、『【当所会員限定】新規会員

紹介したら 500 もん』といったサービスを展開しており
ます。当所にお越しの際には、ぜひご利用ください。また、
この機会にまちのコイン「もん」への登録をお願いいたし
ます。お問い合わせは、上田商工会議所（TEL.0268-22-4500）
まで。

まちのコイン「もん」始めました ! テレビドラマ「二人の世界」で
創業を考える

　当所は、7月 15 日㈭に、創業予定者などを対象とし、
テレビドラマ「二人の世界」で創業を考える会を開催
しました。
　「二人の世界」は、1970年 12月から TBS系列で放送
されたテレビドラマで、脱サラして飲食店（スナック）
を開く夫婦の姿を描いた作品です。ドラマでは、開業資
金の工面、体験修行、空き店舗探し、メニューの開発
など創業準備と開店の様子がリアルに描かれています。
　それを題材とし、創業の視点や創業準備に必要なこ
と、事業の仕組みや商売のあり方などについて、参加
者が意見交換。共感と感銘の声があり、示唆に富むド
ラマの内容から、創業への思いを新たにしました。

●アリオ上田【令和3年8月14日㈯・15日㈰】	 （順不同）

事業所名 主な提供商品（予定）

合同会社ハイド カレー

The	Cremosso+ ソフトクリーム、サンドイッチ、カレー、スープ等

やきとり番長 美味だれ焼き鳥、手羽先

食季 Café 展 鹿のリエットのパニーニ

株式会社L&PConnection ピザ、ハンバーガー、ポテト等

ハム工房セキ ドイツソーセージ、ホットドック、タピオカジュース、わたあめ

●イオンスタイル上田【令和3年8月21日㈯・22日㈰】	（順不同）
事業所名 主な提供商品（予定）

The	Cremosso+ ソフトクリーム、サンドイッチ、
カレー、スープ等

株式会社
L&PConnection ピザ、ハンバーガー、ポテト等

ハム工房セキ ドイツソーセージ、ホットドック、
タピオカジュース、わたあめ

株式会社
ずくだせ農場

からあげ、馬肉うどん、おこわ、
りんごじゅーす

＊９月以降の出店については引続き申込を
受け付ています。キッチンカーを保有さ
れている方は、当所（TEL.22-4500）ま
で是非お申込みください。

　当所は、上田市商店会連合会・上田情報ライブラ
リー・NPO 法人上田図書館倶楽部と共催し、渋沢栄
一の思想と上田における足跡をたどる展示会と講演会
を下記のとおり、開催します。
○展示会
・展示期間	 令和3年9月2日㈭～13日㈪	12：00まで
	 平日10：00～20：30　土日10：00～18：00
	 休館日　9月7日㈫
・展示会場	 上田情報ライブラリー　市民サロン
・主な展示内容	 上田地域にある渋沢栄一関連の資料や関連図書

渋沢栄一展示会と講演会のご案内 ○講演会
・日　時	 令和3年9月3日㈮　13：30～16：40
・会　場	 上田情報ライブラリー　セミナールーム
・演題と講師
「渋沢栄一と上田地域」	 13：30 ～ 15：00
　八十二文化財団理事、上田歴史研究会会長	 阿部　　勇	氏
「渋沢イズムと企業の社会的責任」	15：10 ～ 16：40
　国学院大学経済学部教授	 杉山　里枝	氏

・参加料　無料
・申し込み	 8月13日㈮10時～
	 上田情報ライブラリー　TEL.0268-29-0210
・定　員　20 人（先着順）
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各 種 給 付 金 の ご 案 内
月次支援金

長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金 雇用調整助成金等の特例措置が延長される予定※です

　2021 年の 4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の
休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が 50%以上減少した中小法人・個人

●一時支援金を申請された方
一時支援金で使用したユーザー IDとパスワードを用いることで、申請を簡略化できます。
事前確認も省略が可能で、マイページにアクセスし書類を一部追加するのみで申請できます。
※申請区分や基準年を変更する場合はその他にも手続きが必要になる場合がございます。

●一時支援金申請をしたことがなく、今回初めて申請される方
月次支援金HPより仮登録を行い、申請 ID を取得し、商工会議所・金融機関など登録確認機関において事前確
認を受けてください。その後、マイページにアクセスし、必要事項の入力・必要書類の添付を行い、申請を完了
させてください。

■お問合せ・相談窓口・申請サポート会場予約　TEL.0120-211-240　8：30 ～ 19：00（土日、祝日含む全日対応）

事業者等の皆様に月次支援金を支給いたします。申請にあたっては一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認
のほか提出資料の簡略化を図ることができます。

（国の月次支援金の対象とならない中小企業者・個人事業者向け）

　詳細はこちら　https://www.shinshu-ouen.jp/
■お問合せ先
　長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金事務局
　TEL.026-262-1807　9：15 ～ 17：15（土日・祝日は除く）

　新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊
急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金の特例措置については、8 月末までとし
ている現在の助成内容を 9 月末まで継続することとす
る予定  です。
※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が	
必要であり、現時点での予定となります。

　詳しい助成内容については、下記より
　ご確認ください。
■詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/r309cohotokurei_00001.html
■お問い合わせ
　雇用調整助成金コールセンター　TEL.0120-60-3999
　（受付時間　9：00 ～ 21：00　土日祝含む）
　休業支援金・給付金コールセンター　TEL.0120-221-276
　（受付時間	月～金　8：30～ 20：00／土日祝8：30～17：15）

※

スマホの方は
こちら !

※ 2021 年の 4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休
業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措
置が実施される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

4月・5月分︓2021年 6月16日～8月15日 6月分︓2021年7月1日～8月31日
7月分︓2021年 8月1日～9月30日 ※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。

※

給 付 額 	 中 小法人等　上限 20 万円（対象月の売上減少額が上限）
	 個人事業者等　上限 10 万円（対象月の売上減少額が上限）
	 ※申請は各者 1回限りです。

給付対象 	 長野県内の幅広い業種の中小業者等が対象です。（以下主な要件）
①【法人】長野県内に本店があること
　【個人】長野県内に現住所があること
②新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021 年 4 月～ 6
月のいずれかの月の売上が、2019 年または 2020 年の同じ
月と比べて 50%以上減少していること
③国の月次支援金の 4月～ 6月分を受給していないこと
④公共法人・地方公共団体が 50%以上出資する法人・政治団
体に該当しないこと

⑤被扶養者に該当しないこと
申請期間 	 令和 3年 8月 2日㈪～ 9月 30 日㈭
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各 種 補 助 金 の ご 案 内
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

長野県プラス補助金（中小企業経営構造転換促進事業 補助金）が拡充されました

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

　小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開
拓等の取り組みを支援するもの。
　ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換
に資する取り組みや、感染防止対策費の一部を支援。
■補助上限額　100 万円　　■補助率　2/3
■申請締切	 令和 3年 9月 8日㈬ 17 時（第 3回）
	 その後は 3月 9日㈬の第 6回締切まで予定
■申請方法	 補助金申請システム（名称：Jグランツ）でのみ。
	 申請には「Gビズ ID プライム	アカウント」

又は「暫定Gビズ ID プライムアカウント」
の	取得が必要になります。詳細は右記参照。

小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）HP
https://www.jizokuka-post-corona.jp/

　事業再構築補助金の次回公募は7月下旬から開始する
予定です。（第 3回）
　その後も 2回程度の公募が予定されています。
　詳細は事業再構築補助金HPをご確認ください。
　https://jigyou-saikouchiku.jp/

　「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。
「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

　中小企業の未来（ポストコロナ）に向けた事業再構築やウィズコロナ・ポストコロナを見据えた低感染リスク型
ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援します。
　この補助金は、国が令和 2 年度の第 3 次補正予算で実施する中小企業等事業再構築促進事業（中小企業：卒業
枠及び通常枠）、中小企業生産性革命推進事業（ものづくり・商業・サービス補助金及び小規模事業者持続化補助
金及び IT 導入補助金のうち低感染リスク型ビジネス枠に限る）の交付決定を受け、事業を実施する県内中小企業
が対象となります。

申請期間	 令和 3年 3月 3日㈬～令和 4年 2月 15 日㈫　※ 2月 15 日㈫消印有効
申請方法	 申請書類（紙提出の場合は 2部）を産業・雇用	総合サポートセンター（地域振興局	商工観光課）に電子メー

ル、郵送・持参にて提出してください。
※詳細は『長野県プラス補助金』のホームページ（https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/kouzou-tenkan.html）をご確認ください。
■お問合せ先	 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）
	 TEL.0268-25-7185　午前 9時～午後 5時（平日のみ）

①信州未来リーディング企業育成事業（国：中小企業等事業再構築促進事業の拡充）
補助率： 最大 8/10（国 2/3、県 4/30 又は定額）
上限額： 中小企業（通常枠） 6,500 万円	（国	6,000 万円、県 500 万円）
 中小企業（卒業枠） 11,000 万円	（国 10,000 万円、県定額 1,000 万円）

②中小企業ニューノーマル対応支援事業（国：中小企業生産性革命推進事業の拡充）
補助率： 8/10（国 2/3、県 4/30）、9/10（国 3/4、県 3/20）
上限額： ものづくり・商業・サービス補助金［8/10］ 1,200 万円	（国 1,000 万円、県 200 万円）
 小規模事業者持続化補助金［9/10］ 120 万円	（国 100 万円、県 20 万円）
 IT 導入補助金［8/10］ 540 万円	（国 450 万円、県 90 万円）
	 （ただし、テレワーク対応類型は、上限 180 万円：国 150 万円、県 30 万円）
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商品等貼付用 商品等貼付用 信州上田日本遺産ロゴマークシール発売 !!信州上田日本遺産ロゴマークシール発売 !!
日本遺産ロゴマークを販売促進にご活用ください日本遺産ロゴマークを販売促進にご活用ください

　昨年 6月、文化庁により『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～』が
日本遺産に認定されました。当所では、より多くの地域事業者の方に日本遺産を活用していただけるよう、自社商
品などに貼付可能な日本遺産ロゴマークシールを発売します。商品販売促進等に是非ご利用ください。

上
田
市
日
本
遺
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議
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市
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化
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ポ
ー
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課
）

事
　
　
業
　
　
者

上
田
商
工
会
議
所

*ロゴ使用許可申請書提出

ロゴ使用許可書（コピー可）提出ロゴ使用許可書送付

ロゴシール販売

※申請書の様式・記載例等は、当所ホーム
ページからダウンロードできます。
https://www.ucci.or.jp/info/news/
nihonisanlogo/

※上田市・文化庁どちらの様式も上記が
提出窓口となります。

【*ロゴマーク使用許可申請書類】

・②のシールを購入する場合
文化庁の申請書とシールを貼る商品
のイメージ写真を提出してください。

・①のシールを購入する場合
上田市及び文化庁の申請書とシール
を貼る商品のイメージ写真を提出し
てください。

仕　　様 デザイン：2種類（①・②）
サイズ（シール 1枚）：①縦3㎝×横3.5㎝			②縦4㎝×横2.5㎝

販売価格 各種 1袋（シール 300 枚入）	税込 330 円

販売場所 上田商工会議所窓口

購入条件

〇上田商工会議所の会員であること
〇商品等へのシールの貼付には事業者から直接上田市日本遺
産推進協議会（上田市交流文化スポーツ課）へ申請が必要
です。シール購入時には上田市日本遺産推進協議会発行の
ロゴマーク使用許可書（コピー可）をご提出ください。（詳
細下記）

【ロゴマーク使用許可申請とシール購入の流れ】

上田市
申請書
（A）

文化庁
申請書
（B）

＋ ＋ 商品イメージ
写真

文化庁
申請書
（B）

＋ 商品イメージ
写真

　7月 2 日㈮、当
所5階ホールにて
「日本遺産で新商
品開発 ! ～基本要
素と進め方～」セ
ミナーを開催され
事業者・大学・行
政など約 40 名が
参加しました。

　講師の㈱東急エージェンシー	エリアプロジェクト局
地域プロジェクト部担当部長兼上田市観光課ブランディ
ングプロデューサー高山慶子氏は、商品開発の進め方に
ついて「ターゲット・市場の設定」「商品コンセプト設

「日本遺産で新商品開発 ! ～基本要素と進め方～」セミナー 開催
事業者・大学・行政など約 40 名が参加

計」「商品企画・設計」など段階的に説明し、その中で
商品に盛り込める日本遺産の『要素』として、日本遺産
ロゴマークや認定ストーリーにあるキーワード・モチー
フ（例：レイライン、龍、雨、塩田平など）を挙げ、ア
イデア例等を用いながら日本遺産を活用した商品開発に
ついて解説しました。
　また、上田市オリジナル日本遺産ロゴマーク制作をつ
とめた水野図案室（同）アートディレクター水野佳史氏か
らはロゴデザインに込められた意図や想いをお話いただ
き、また、上田市日本遺産推進協議会事務局からはロゴ
マークの商標使用申請方法等について説明がありました。
　当所では第 2回日本遺産商品開発セミナーを 8月 20
日㈮にオンラインにて開催します。（付録参照）

【申請書提出先】（郵送・メール可）
上田市日本遺産推進協議会事務局
（上田市交流文化スポーツ課）
〒 386-8601 上田市大手 1-11-16
　TEL.0268-75-2005
　E-mail:	koryusports@city.ueda.nagano.jp

【信州上田日本遺産ロゴマークシール概要】
① ②

※実際のカラーと
　異なります。

【シール購入に関するお問い合わせ】上田商工会議所　TEL.0268-22-4500
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4 社が新商品を堂々発表 !
第 20 回新商品・新サービス等合同プレス発表会 開催
　7月 13 日㈬、会員企業のための「新商品・新サービス等合同プレス発表会」
を当所にて開催しました。今回は、4社が自社の新商品を報道機関にプレゼン
テーションを行い、取材等に応じました。

リアル空間3Dデータ化サービス

「バーチャルショールーム」

㈲原製作所
〒 386-1321　上田市保野 248-7
☎ 0268-38-3560　FAX：0268-38-3843
E-mail：info@hara-sss.co.jp　企業 HP　https://www.hara-sss.co.jp

【商品サービス内容】
　建物や空間を 3D 撮影してバーチャル
ショールームを作成し様々な情報と共に利
用者にお届けするサービスです。URL 発
行だからお手持ちのスマートフォン・タブ
レット指先ひとつで簡単操作。感覚的に操
作できるから、よりリアルに空間が演出さ
れます ! 空間データは 360°全方位 4K 画
像により合成。まるでその場にいるかのよ
うな、圧倒的没入感 ! 自宅に居ながらにし
て、そこにいる感覚を味わうことができま
す。全国どこでも 3D 撮影対応いたします。

★ここがイチオシ ! ★
★シンプル操作でリアルな空間演出。
★実際の建物にいるような没入感。
★バーチャル空間に情報の一元化。

★商品価格★
参考価格　60,000 円～（内容により金額が変わります。）

キッチンカー　Kimik
〒 386-0042　上田市上塩尻 951-2
TEL.080-9717-9815

半世紀愛された味をお届けします!
Kimik（キミック）

　2019 年台風 19 号。浸水した住宅や店舗に
心が痛みました。被災者の方に何かできない
か ?　自分の人生このままでいいのか ?　会
社員をやめ、FC でラーメンの移動販売を開
始した。
　独立を決めたのは 45 年前父が開業した
kimik の存在。コロナ禍で店に足を運ぶ人も
減りました。青春の味 kimik をなくしてはな
らないとの思いから、軽トラックで皆様にお
届けするサービスを開始。伝統の味に加えラー
メンも提供。各家庭・事業所単位での出張販
売、イベント等にも積極的に参加し、元気を
届けます。kimik の味から話題が広がること
にやりがいを感じます。
★ここがイチオシ ! ★
★若かりし頃…スキー帰りに友達と食べたス

パゲッティ　記憶とともに家庭で蘇る
★軽トラベースで狭い路地にも入れます ! お気軽に呼んで下さい
★ラーメンもございます
★商品価格★
　各種スパゲッティ 800 円・ラーメン　各 700 円

◯当日の様子

「Unity 0268 Shop」Produce by Tamai fruit
Capretto（カプレット）

【製品サービス内容】
　㈱パトリオットエンタープライズが Unity 0268 Shop 内で始めるチー
ズ工房です。牛乳から作るチーズだけではなく、ヤギ農法（除草）で飼育
している 50 頭のヤギからヤギ乳のチーズも作ります。Shop では地域特
産品の販売やカフェ・菓子・パンといった商
品も作っています。Shop は柳町の通りにあ
り、付近を食べ歩きスタイルでチーズを使っ
た商品を食べることができます。

★ここがイチオシ ! ★
★上田で育ったヤギの、
　上田で作ったヤギチーズ
★ Shop 内で地場ワインと一緒に一休み
★ Shop 内には、他にもおもしろいもの沢山

★商品価格★
価格帯：1,000 円程度～（測り売りを予定）
令和 3 年 8 月　オープン !!

Unity 0268 Shop（玉井フルーツ店）
〒 386-0012　上田市中央 4-11-11
☎・FAX：0268-22-0581　企業 HP　https://tamaifruit.com/
オンラインショップ　https://store.shopping.yahoo.co.jp/shinshu-uedaya/

飛沫を防止しながら、カラフルにおすすめアピール!
ホワイトボード付き飛沫ガードパネル

【製品サービス内容】
　アクリル製の飛沫ガードパネルに、ホワイトボード
を印刷した新商品です。アクリルやガラスの表彰記
念品の製作・販売で培った技術と経験を活かし、特
注デザインのパネル製作やオリジナル印刷なども、
フルオーダーでご対応いたします。窓口でご接客さ
れる会社様や飲食店様など、どうぞお気軽にお問い
合わせください。

★ここがイチオシ ! ★
★書いたり消したり、カラフルに PR できます ! 
★パネル・ホワイトボードのデザインをフルオーダー

で、1 枚からご対応いたします !
★既存で、2 種類のサイズ・3 種類のホワイトボード

のデザインをご用意しております。

★商品価格★
900㎜× 600㎜…8,800 円　600㎜× 600㎜…5,500 円
特注サイズ・デザイン…お気軽にお問い合わせください !

㈱アクリルエイト
〒 389-0403　東御市御牧原 2749-1
TEL：75-7818　FAX：75-0685　E-mail：info@acrylic8.co.jp
企業 HP　https://www.acrylic8.co.jp/

●日時：６月30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	 ワクチンの職域接種について
⑷	 テイクアウト・デリバリー応援事業について

正副会頭会議　報告　（第38回） 正副会頭会議　報告　（第39回）
●日時：７月19日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 東京商工会議所「渋沢栄一ゆかりの地物産展」について
⑵	 市内夏まつりの代替事業の実施について
⑶	「抗原検査キット」配布事業について
⑷	 中部横断自動車道経済懇談会の開催について
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当所生命共済  フォローアップ月間  終了
ご協力ありがとうございました

　7月 1日㈭～ 21 日㈬まで、会員事業所の福利厚生制度の充実を目的とした、商工会議所の団体保険である生命
共済制度のフォローアップ月間を実施しました。期間中アクサ生命保険株式会社推進員、上田商工会議所職員が会
員事業所を訪問させていただき、多くの事業所様にご加入いただきました。ひとえに当所会員の皆様のご協力の賜
物であり、深く感謝申し上げます。
　当所生命共済制度は、新型コロナウイルス感染症にも対応し、企業の福利厚生の他、当所独自の給付金、全国の
商工会議所ネットワークを通じた逸品の抽選会など還元事業の内容も充実しています。特に当所健康診断において
は、通常会員価格 8,800 円のところ、4,400 円で受診いただけます（秋の健康診断付録参照）。大変有効な制度となっ
ておりますので当制度を是非ご活用下さい。
　また、当所の福祉制度には団体生命保険をはじめ新型コロナウィルス感染症に対応した各種保険があり、事業主
はもとより従業員の福利厚生・リスク管理として加入をお勧めしています。常時加入できますので、総務課までお
申込み、お問い合わせ下さい。

新型コロナウイルス抗原検査キットのご利用ありがとうございました
　当所生命共済加入事業所限定で販売しておりました「抗原検査キット」ですが、多くの皆様にご
利用いただき予定していた数量に達しました。ありがとうございました。「ウィズコロナ」を意識し
た事業活動が続く中で、これからの事業展開の一助になれば幸いです。今後も共済還元事業の充実
をはかってまいります。

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 3 階
TEL 0268-22-3164



令和3年8月5日発行（毎月5日発行）
No.597

9

海上自衛隊 横須賀音楽隊海上自衛隊 横須賀音楽隊

■日　時：令和 3 年 9 月 24 日㈮　開演 18：30（開場 17：30）
■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
■入場料：無料（全席指定・定員 500 名）
※但し入場券が必要になります !（定員を超えた場合は抽選になります）

🎼入場ご希望の方は往復はがきでお申込みください。
※はがき 1 枚で 2 名様までお申込みできます。
※お一人（一組）様、1枚のみの応募でお願いします。
※入場券のお知らせは返信はがきでお知らせします。

※抽選にはずれた方にも、その旨お知らせします。
※座席は主催者が決定し、返信はがきに記載します。
※当日、入場券をお持ちでない方はご入場できません。
※お電話での予約は受けつけできません。
※新型コロナウイルス感染症の動向により中止になる場
合もあります。

⬇往復はがき記入の仕方
　（私製は除きます。はっきりとご記入ください。）

お申込み締切▶令和3年8月20日㈮必着

63
往信

〒386-8522

上田市大手1-10-22
上田商工会議所内
上田市防衛協会行き

※入場券が印刷されま
すので、何も記入し
ないでください。

63
返信

①郵便番号
②ご住所
③お名前
※ご自分の宛先を
　記入してください。

①郵便番号
②ご住所
③電話番号
④入場者人数　　人
⑤お名前（フリガナ）

※2名の場合は
　2名分を記入

〒000-0000

主催　上田市防衛協会

🎺海上自衛隊横須賀音楽隊～プロフィール～
　海上自衛隊横須賀音楽隊は、1954 年（昭和 29
年）1 月に発足し、1974 年（昭和 49 年）4 月、
横須賀地方総監直轄の音楽隊として正式に編制が
認められました。
　宮城、山形、福島の東北 3 県、関東、東海を主
な広報区域とし「隊員の士気高揚のための演奏」「儀
式、式典における演奏」「広報のための演奏」を主
たる任務として演奏活動を行っています。

－高校生の就職活動を支援－
「高校生の就職に係る懇談会」開催 !!

　7月 6 日㈫に「ささ
や」において、上田職
業安定協会（会長：当
所栁澤会頭）・上田公
共職業安定所の主催に
より、来春高卒予定者
の求人を見込む企業
の人事担当者（26 名）

と高等学校進路指導担当者（12 名）による「高校生の
就職に係る懇談会」を開催しました。
　少子・高齢化の進展する中、企業では、若年労働力の
確保による生産性の確保及び技術力の継承が重要な経営
課題になっております。また、高等学校においても、ミ
スマッチの解消にむけた労働市場の十分な理解と求人情
報の的確な把握が重要になっております。コロナ禍の下
で情報が得られにくい状況が続く中、今回の懇談会では、
企業の人事担当者と高校進路担当者とが、お互いの課題
解決に向けて熱心な情報交換を行なっていました。
　実施後のアンケートでは、もっと長い時間をかけて情
報交換を行いたいといった要望と共に、来年もまた開催
を望む声が出席者全員から寄せられました。

■お問い合わせ先 上田市防衛協会事務局（上田商工会議所内）	 ☎ 0268-22-4500
	 自衛隊長野地方協力本部上田地域事務所	 ☎ 0268-22-5267

第30回
記念

第30回
記念『ふれあいコンサート in上田』『ふれあいコンサート in上田』

上田市・千曲市「シェアサイクル」
社会実験事業がスタート !

　新たな地域交通の
手段として、「シェア
サイクル」の社会実
験事業が 7 月 1 日㈭
よりスタートしました。
シェアサイクルは、二
次交通の補完や観光振
興、将来的には脱炭素
化社会をめざした地域のスマートシティ化を目的として
います。今回は、上田市と千曲市が同時開始となりまし
た。上田市内では、上田駅お城口、上田城跡公園、上田
市観光会館、柳町、ひとまちげんき健康プラザの 5ヶ所
にサイクルポートが設置され、電動自転車を時間利用で
きます。スマートフォンの専用アプリにより予約・支払
いをし、利用料は、30 分 110 円。GPS 機能で、配置や
利用状況を把握し、データを観光や交通施策に活用して
いきます。初日の出発式は、テープカットを合図に、上
田染谷丘高校生徒の皆さんが元気よく自転車を走らせま
した。今後、中心市街地から塩田平への広域観光や通勤・
通学の交通手段としても利用範囲が拡大されることが期
待されています。



㈱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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商工会議所LOBO調査
（早期景気観測調査）

2021年
調査結果６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】
販売単価・従業員DI値が
改善傾向、仕入はほぼ横
ばい、その他の項目は悪
化傾向

【卸売業】
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

【小売業】
業況・売上・採算・仕入DI
値が改善傾向、資金繰り
は悪化傾向、その他は項
目はほぼ横ばい

【サービス業】
仕入・販売単価・資金繰
り・従業員DI値が改善傾
向、売上DIは悪化傾向、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、長引く活動制約から5カ月ぶりに悪化。先行きは、期待感伺えるも、厳しい見方崩れず

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
▲ 26.7 ▲ 18.7 ▲ 25.2 ▲ 38.0 0.6 ▲ 17.8 9.1

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 26.8 ▲ 23.5 ▲ 26.7 ▲ 35.9 1.6 ▲ 19.8 11.7
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、▲26.7前月比-1.7ポイント
◦米国・中国など海外経済回復に伴う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のほか、防災・減災を中心
とする公共工事に下支えされた建設業が堅調に推移した。一
方、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の実施に伴い長引く活動制約が足かせとなっている小売業や観
光関連のサービス業は、業況改善が見通せないことから、低調な動きが続いている。また、相次ぐ食料品の値
上げや鉄鋼などの原材料費上昇によるコスト増加が小売業・卸売業などを中心に幅広い業種で業況の押し下
げ要因となっており、中小企業の景況感には鈍さが見られる。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	防災・減災などの土木関連を中心とした公共工事が下支えしているものの、設備投資をは

じめとする民間工事が低迷したほか、木材・鉄鋼などの資材価格上昇による収益圧迫が押
し下げ要因となり、ほぼ横ばい。

【製　造　業】	米国・中国の経済回復に伴い、受注増が続く半導体・電子部品関連の売上が好調なものの、
鉄鋼をはじめとした金属材料や小麦粉などの原材料の仕入れ価格上昇が幅広い業種の収益
を圧迫し、ほぼ横ばい。

【卸　売　業】	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・部品の受注は堅調なものの、
例年より早い梅雨入りの影響で価格上昇が見られた農産物関連や飲食料品関連が全体を押
し下げ、悪化。

【小　売　業】	巣ごもり需要による家具・家電製品などの住まい関連の売上が堅調に推移するものの、緊
急事態宣言やまん延防止等重点措置による客足減少が続き、悪化。また、飲食料品関連では、
巣ごもり需要が盛況だった前年同月比では売上が悪化したとの声が聞かれた。

【サービス業】	コロナ禍でデジタル投資向けの受注が伸びるソフトウェア業が下支えしているほか、テイ
クアウトに対応した一部の飲食店の売上が伸び、改善。ただし、緊急事態宣言やまん延防
止等重点措置の影響から、宴会・観光需要が落ち込む飲食・宿泊業では、厳しい状況が続く。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、▲ 26.8 今月比▲0.1 ポイントの悪化を見込む。ワクチン接種の加速化に伴う
経済活動正常化や観光需要の回復のほか、東京オリンピック・パラリンピックの開催による経済効果
に期待する声が聞かれる。一方、活動制約の長期化に伴う製品・サービスの受注・売上減少による業
績悪化の継続や、原油価格を含む原材料費の上昇による採算悪化への懸念などの不透明感は拭えず、
中小企業においては、先行きに対して依然と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） 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 18 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 6 日㈪
13：00 ～ 16：00

NPO法人コンティニュー
不動産鑑定士

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

コロナ対策
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。

9 月 6 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
日本弁理士会　弁理士
長野県信用保証協会上田支店
長野働き方改革推進支援センター
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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8月

ゼロカーボンに向けた太陽光発電への支援施策をご利用ください !

10月1日から消費税インボイス制度の登録申請書の受付が開始されます!

【長野県】みんなのおうちに太陽光 ! 共同購入「グループパワーチョイス」
　長野県では 2019 年に「気候非常事態宣言」を発表し、2050 ゼロカーボンを目指しています。
　今回、その取り組みの一つとして、太陽光パネルや蓄電池の購入を希望する県民の皆様を募集します。
参加者が多いほど「よりオトクに」購入できますので、是非ご検討ください。
◆詳細　https://group-buy.jp/solar/nagano/home
　　　　（「ながの　みんなのおうちに太陽光」でご検索ください。）

【上田市】中小企業向け　地球温暖化対策設備設置費補助金
　上田市では、令和 3 年 4 月より、市内の中小企業を対象として、「事業所用太陽光発電システム」「定置型蓄電
システム」の設置に要する経費の補助制度を新設しました。
※本制度は事前申請となります。補助申請書は必ず工事着工前に提出してください。
　申請の際はチェックリストをよくご確認ください。また、今年度申請した事業の実績報告は年度内に行ってください。

スマホの方はこちら !

対象システム 補助金額
【太陽光発電システム】
事業所（アパートおよびマンションを除く。）または同一敷地内にある倉庫等へ設置するもの

（モジュールの公称最大出力の合計が 50kW 未満で、かつ発電した電気の一部又は全部を事業所
で使用するもの。）

15,000 円 /kW
（上限 150,000 円）

【定置型蓄電システム】
・事業所または同一敷地内にある倉庫等へ設置するもの。
・太陽光発電システムに連結するもの。
・国が行うネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）支援事業の対象商品※として登録された

蓄電システムであること。
※執行団体（（一社）環境共創イニシアチブ）の HP よりご確認ください。
　https://sii.or.jp/zeh/battery/search

補助対象経費の
10 分の 1 以内

（上限 60,000 円）

◆詳細・お問い合わせ
上田市生活環境課

（上田市大手 1-11-16　TEL.0268-71-6428　E-mail：seikan@city.ueda.nagano.jp）
詳細　https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/seikan/42161.html
　　　（「上田市 温暖化 補助金」でご検索ください）

　令和 5 年 10 月 1 日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。適格請求書発行事業者
（登録事業者）のみが適格請求書（インボイス）を交付することができます。
　それにともない、登録申請書は、令和 3 年 10 月 1 日から提出が可能となります。令和 5 年 10 月 1 日から
登録を受けるためには、原則として、令和 5 年 3 月 31 日までに登録申請書を提出する必要があります。

◆お問い合わせ
　消費税軽減税率インボイス制度電話相談センター　TEL.0120-205-553（受付時間  9：00 ～ 17：00（土日祝除く））

ス
マ
ホ
の
方
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

12

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 227

在ると便利なニッチな仕事

トータルリペア清水
〒386-1324　上田市五加1389-1
TEL.090-2654-4617  E-mail: L750SGMGZ@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/TOTALREPAIRSHIMIZU

　6月1日アルミホイールの修
理業を開業し、アルミホイール
の傷・歪みの補修や出張での車
内清掃などを承っています。上
田市ではアルミホイールの修理
を請け負うお店がなかったため
フランチャイズ加盟をし、技術

を習得しました。まだまだ認知度が低いため、まずは知って貰うこ
とから始めていきます。自家用車・社用車等のアルミホイールにつ
いてお困りの事がありましたら、お気軽にお問合せください。

hair design Calm（ヘアデザイン カーム）
〒386-0015　上田市常入1-7-43　エトワール上田102
TEL.0268-75-8758（ご予約優先制）

【Instagram】@calm_satotai0416
【営業時間】9：30～19：30　【定休日】火曜日

　上田市常入のミン
トグリーンを基調と
した可愛いヘアとネ
イルのサロンです。
あなただけのオリジ
ナルカラー、透明感
たっぷりの外国人風
カラーやデザインカ

ラーもお任せ♪　落ち着いた雰囲気の店内でゆっくりと
サロンタイムをお過ごしください。

あなただけのオリジナルカラーで
オシャレしましょう!

株式会社 Liso
〒386-0032　上田市諏訪形1261-11
携帯電話　090-9358-8866
Mail： liso202103@gmail.com

小さなお店でも中国への出店を
お手伝いいたします!

　中小企業の中国
市場販路開拓（越
境 EC・Tmall 出店・
中国免税店出品）に
チャレンジしたい方
のお手伝いをいたし
ます。中国語の通
訳・翻訳が可能なの

で、全力でサポートさせていただきます。小さなお店で
もお気軽にお問い合わせください !

緑のある豊かな暮らしをデザインします

1975 年の創業以来、雑木の庭を作り続けています
現代の住宅建築と調和しつつ、どこか懐かしい原風景

そんな庭づくりを目指しています

庭園設計・施工・管理　安藤造園
〒386-1322　上田市小島99
TEL.0268-39-2232　E-mail: mail@ando-zoen.jp

【HP】www.ando-zoen.jp
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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

浪平 上田市本郷小在家 634-2 38-5136 やきとり店

㈱双葉溶接 上田市古里 819-2 75-7128 機械部品溶接、製缶溶接

Old	Pub	House	CHILL 上田市中央 3-7-12 090-2116-6551 バー

すずらんオート 上田市古里777-1	メゾン21篠井原A303 080-5414-0071 廃品回収・清掃など

スナックさつき 上田市中央 3-11-2 27-9835 スナック

トータルリペア清水 上田市五加 1389-1 090-2654-4617 アルミホイール補修

TAKESHI自動車コンサルティング 上田市上田 278-1 090-3145-9430 自動車販売・省力化機械製作

上田製パン㈲ 上田市諏訪形 1335-1 22-0640 パン製造販売

トリム理美容室 上田市上田 174-1 27-6025 理美容（カット他）

NEXT	RESERVATION ㈱ 上田市下之郷812-1	上田市マルチメディア情報センター内 71-7315 ウェブサービス運用等

㈲小林農園 上田市小島 829 38-2868 農業、農作業受託（水稲・小麦栽培）

志龍（ジヨン） 上田市中央3丁目9-7	石坂ビル1F 090-4955-3331 居酒屋

㈱ KANDA 上田市下塩尻 107 71-7637 自動車販売・整備

クイちゃん 上田市天神1-2-28	クッキービル1F 23-0155 韓国料理
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。

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お知らせ会議所共済口座振替のお知らせ

今月は 88月月2323日㈪日㈪ です。

上田市立博物館夏季企画展
「千曲川の赤い鉄橋と　 　

上田丸子電鉄の 100 年」
information

　上田電鉄別所線の開業 100 周年や 2019 年の台風 19
号災害からの復旧、日本遺産認定 1周年などを記念し、
現存する同線を中心に上田地域にあった私鉄5路線の歴
史をひもとく企画展を開催しています。
■期　間	 令和 3 年 8 月 29 日㈰まで
■休館日	 毎週水曜日・8月 10 日（祝日の翌日）
	 ※ 8月 11 日・18 日は開館
■時　間	 8：30 ～ 17：00（入館は 16:30 まで）
■場　所	 上田市立博物館（上田城跡公園内）
■料　金	 一般 300円、高校・大学生200円、
	 小・中学生100円
	 障がい者およびその介助者は無料。
	 団体割引あり
■主　催・お問い合わせ先
	 上田市立博物館　TEL.0268-22-1274
■協　力	 上田電鉄株式会社・上田市交通政策課

第 5 回 インスタ★フォトコンの
ご案内

■テーマ	 おめでとう !　別所線開業 100 周年
■期　間	 令和 3 年 9 月 30 日まで
■参加方法	 1　まず、別所温泉のアカウント (@bessho_

onsen) をフォローしてください。
2　次に、ハッシュタグ「#別所写真」と「#
オメデトウ別所線」を付けて写真を投稿。

■表　彰	 【別所温泉の村長さん賞】（1名様）
	 宿泊補助券 10,000 円分
	 【若 旦 那 賞】（2名様）
	 宿泊補助券 5,000 円分
	 【別所温泉はかま駅長賞】（2名様）
	 観光協会補助券 3,000 円分
	 【上田電鉄特別賞】（5名様）
	 別所線オリジナルグッズ

★受賞された一部の作品はポスターに掲出し、
別所線の車両内に掲示されます。
	 （期間：2021 年 11 月中旬予定）
※審査結果は厳正な審査の上、10 月中旬頃に
HPにて発表、入賞者へご連絡いたします。

■注意事項	 ・線路内での撮影は絶対に禁止です。
・走行中の電車に近付かないでください。
・私有地へは入らないでください。
・撮影時に駅長などの業務の妨げにならない
ようお願いします。

■主　催	 別所温泉旅館組合　TEL.0268-38-2020
■協　賛	 上田電鉄

※毎月 22 日ですが、土日と重なるため、翌営業日となります。




