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第46回会員大会 開催／上田市への要望書提出
渋沢栄一生誕の地深谷と「青天を衝け」ドラマ館を巡る旅
第46回永年勤続従業員表彰受賞者一覧
経済金融セミナー／信州うえだ謎解きさんぽ 開催
当所青年部創立35周年記念式典 ・ 記念講演会

＜付録＞
　新春講演会／
　がんばろう上田！チケットQR～最大20％割引キャンペーン～
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●発行 令和3年12月5日（毎月5日発行） 事業所内で回覧してください

　11月1日㈪、当所７部会の意見を取り纏めた要望書を
上田市へ提出しました。
　今回は幅広い業種に関わる１２項目について要望し、
上田市長と当所会頭・副会頭による意見交換が行われま
した。

上田市への要望書 提出
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上田市長へ要望書を提出　～当所 7 部会の意見を取り纏め要望～
　上田商工会議所は、本年度、全 7部会からの様々な意
見を取り纏め、総務委員会において具体的事業に集約し、
11 月 1日㈪土屋陽一上田市長に要望書を提出しました。
　当所では、この 1年半に渡りコロナ対応について、地域
の声、事業所の実情を日々行政と情報共有し、迅速な支援
事業を展開してまいりました。
　今回は、with コロナの対策を含め幅広い業種に関わる
12 項目について要望し、上田市長や商工観光部長・政策
企画部長も同席し意見交換を行いました。
　①きめ細かいコロナ対策の継続　②災害発生時の初動体
制の構築と防災・減災対策　③停電対策・脱炭素社会の取
り組み　④コロナ禍の影響による渋滞緩和分析　⑤上田市

スマートシティ推進・マイナンバーカード活用等デジタル化の強化　⑥児童 IT リテラシー教育推進・教職員の IT
リテラシー格差の解消　⑦上信自動車道整備促進　⑧中部横断自動車道、上田・諏訪連絡道の早期実現　⑨日本遺
産・塩田平の観光振興　⑩「歩きたくなる街」観光　⑪タクシー車両のキャッシュレス決済設備への助成　⑫グリー
ンインフラ推進
　上田商工会議所は、感染防止対策と中小企業支援策について、今後とも行政と連携し事業にあたってまいります。

永年勤続従業員 188 名を表彰永年勤続従業員 188 名を表彰　第 46 回会員大会　開催　第 46 回会員大会　開催

　当所は 11 月 25 日㈭、ザ・グランドティアラ上田高砂殿にて、
第 46 回会員大会を開催し、会員事業所の永年勤続従業員 188 名
の表彰を行いました。
　式典のあいさつで、栁澤会頭は「コロナ禍で日々試行錯誤の中、
行政等の緊急経済対策に対応し、会員事業所への相談体制をとっ
ていることや、日本経済の父として 500 以上の企業の設立に関
わった渋沢栄一が商工会議所を設立したことから、渋沢栄一の精
神を引き継ぎ、地域経済の発展に努めていく」と述べました。来
賓として𠮷澤上田市副市長、永原長野県上田地域振興局長が出席
され、祝辞をいただきました。

【記念式典】
　式典では、永年勤続従業員表彰式が厳かに行われ、栁澤会頭より、永年勤
続従業員の皆様に対し、表彰状及び記念品の贈呈があり、長きにわたる会社
への貢献に対し慰労の言葉がありました。（表彰受賞者 4・5 ページ）続い
て沓掛恵介青年部会長より「大会宣言」が全会一致で採択となりました。

【記念講演会】
　第2部では、講師にフルーティスト　山形由美さんを迎え、トー
クとフルートの演奏を楽しみました。山形さんがフルート奏者に
なったきっかけやフルーティストとしてキャリアなどを紹介、昨
年からコロナ禍でコンサートの機会が減り、山形さん自身も経済
産業省の補助金を申請したり、練習に練習を繰り返しても時間が
余るような生活をおくり、生演奏を届けられる喜びを感じている
と話されました。講演に続き、セルフプロデュースの転機となっ
たアルバムの中から 2曲と、日本の秋に因んだ「真っ赤な秋」「紅
葉」「ちいさい秋」をメドレーで演奏されました。会場内は澄ん
だフルートの音色に包まれました。� （出席者 126 名）



令和3年12月5日発行（毎月5日発行）
No.601

3

渋沢栄一生誕の地「深谷」で
渋沢の功績にふれる

「青天を衝け」深谷大河ドラマ館等見学
　令和 3 年 11 月
8 日㈪当所は、近
代日本経済の礎を
創り、商工会議所
の創立にかかわっ
た渋沢栄一の生誕
の地である深谷で
開催中の「青天を
衝け」NHK 深谷
大河ドラマ館等を

巡るツアーを実施、栁澤会頭、堀内副会頭、金子専務理
事ほか 19 名が参加しました。
　渋沢記念館では、関連資料の展示を見学し、渋沢翁の
アンドロイドによる「道徳経済合一説」の説明を聞きま
した。その後生家である「中の家」を見学、昼食は渋沢
翁が好んで食べたという「煮ぼうとう」を堪能しました。
NHK 深谷大河ドラマ館では、栄一の青年時代を描いた
セットや衣装などが中心に展示されていて、参加者は思
い思いの写真スポットで記念撮影をしてドラマの世界に
触れました。

渋沢栄一と
信州上田の繋がりを PR

深谷市  渋沢栄一ゆかりの自治体を集めた物産展に参加
　11 月 13 日㈯・14 日㈰埼玉県深谷市において、埼玉
新聞社主催による渋沢栄一ゆかりの地による物産展が開
催され、当所は信州上田観光協会と共同出展しました。
　渋沢栄一ゆかりの地として、栄一が養育院の経営に携
わった東京都板橋区、栄一の従弟になる渋沢平九郎の自
刃の地である埼玉県飯能市、富岡製糸場がある群馬県富
岡市、栄一が一橋家の家臣時代に農兵募集で大成功をお
さめた岡山県井原市が出展し、各地の特色ある商品を販
売しました。当
所は、信州りん
ごと栄一の藍玉
行商時代のエピ
ソードに因んだ
「出世切餅」を
販売し、上田と
渋沢栄一の繋が
りをPRしました。
　2日間の来場
者数は 2,338 人
でした。

「渋沢栄一の四字語」書道選作品展を開催
　上田市商店会連合会は、実業家として独自の商業道徳を示した渋沢栄一
への理解を深めることを目的として「渋沢栄一の四字語」書道作品を募集。
市内外の 607 人から 696 作品の応募があり、入選 30作品を選定しました。
入選作品や特別協力作品は、えびす講売出しの期間中に「渋沢栄一の四字
語」書道選作品展を開催し、展示しました。
〇展示期間	 令和 3年 11月 19日㈮～ 12月 5日㈰	
〇展示場所	 上田市中央 2丁目「八十二銀行展示スペース」
〇展示内容	 ・「渋沢栄一の四字語」書道選入選作品　30作品
	 ・特別協力　上田高校書道班・上田東高校書道班の作品　20作品	計 50 作品
作品展後、作品は、上田商工会議所 1階ロビーに展示します（令和 4年 1月 6日まで）。

株式会社イトーヨーカ堂
アリオ上田店　店長
津田　裕之　氏
（令和 3年 11 月 8日付）

議員職務執行者が変更されました
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勤続 30 年以上の部
日本商工会議所会頭・上田商工会議所会頭 連名表彰第46回

永
年
勤
続
従
業
員
表
彰
受
賞
者

氏　　名 事　業　所　名
中俣　浩一 笠原工業株式会社
小林　博紀 株式会社高見澤 石油・オート事業部 上田事業所
堀内　　剛 株式会社高見澤 石油・オート事業部 上田事業所
木下　洋一 長野造形株式会社
砂子田雅美 長野造形株式会社
滝沢　克也 東京精電株式会社
大熊　博幸 山洋電気株式会社上田事業所
堀内　洋一 山洋電気株式会社上田事業所
松本　昭弘 山洋電気株式会社上田事業所
棚橋　克俊 山洋電気株式会社上田事業所
田中　博之 山洋電気株式会社上田事業所
井出　賢一 山洋電気株式会社上田事業所
蓮池　卓也 山洋電気株式会社上田事業所
柴田　一哉 山洋電気株式会社上田事業所
高橋　啓二 山洋電気株式会社上田事業所
田尻　一友 山洋電気株式会社上田事業所
伊藤　郁仁 山洋電気株式会社上田事業所
南　　裕二 山洋電気株式会社上田事業所
井澤　淳一 山洋電気株式会社上田事業所
武田　鉄也 山洋電気株式会社上田事業所
横沢　裕二 山洋電気株式会社上田事業所
内川　直紀 山洋電気株式会社上田事業所
皆瀬　充宏 山洋電気株式会社上田事業所
工藤　秀昭 山洋電気株式会社上田事業所
下村　　聖 山洋電気株式会社上田事業所
藤井　義忠 山洋電気株式会社上田事業所
小木曽育代 山洋電気株式会社上田事業所
倉石恵里子 山洋電気株式会社上田事業所
倉島　千鶴 山洋電気株式会社上田事業所
小林めぐみ 山洋電気株式会社上田事業所
山口喜世美 山洋電気株式会社上田事業所
宮沢美喜江 山洋電気株式会社上田事業所
関　　清子 山洋電気株式会社上田事業所
加藤　菊江 山洋電気株式会社上田事業所
内川　美和 山洋電気株式会社上田事業所
井澤　祐子 山洋電気株式会社上田事業所
香山美由紀 山洋電気株式会社上田事業所
山本くに江 山洋電気株式会社上田事業所
菊原　由美 山洋電気株式会社上田事業所
山崎　美保 山洋電気株式会社上田事業所
水品　有希 山洋電気株式会社上田事業所
藤沢久美子 山洋電気株式会社上田事業所
吉池久美子 山洋電気株式会社上田事業所
新井千栄美 山洋電気株式会社上田事業所
赤尾　岳志 山洋電気株式会社上田事業所
関口　　孝 山洋電気株式会社上田事業所
御供　重一 山洋電気株式会社上田事業所
押森　卓男 山洋電気株式会社上田事業所
小山　雅久 山洋電気株式会社上田事業所
宮入　茂徳 山洋電気株式会社上田事業所
山本　博之 山洋電気株式会社上田事業所
志水　　悟 山洋電気株式会社上田事業所
池田　智昭 山洋電気株式会社上田事業所

氏　　名 事　業　所　名
荒井　俊男 山洋電気株式会社上田事業所
永渡　明子 山洋電気株式会社上田事業所
池本みどり 山洋電気株式会社上田事業所
北林　良子 山洋電気株式会社上田事業所
坂場由紀美 山洋電気株式会社上田事業所
下條　　元 山洋電気株式会社上田事業所
水野　健次 山洋電気株式会社上田事業所
山浦　麻見 山洋電気株式会社上田事業所
山崎　雅忠 山洋電気株式会社上田事業所
大沢ゆきな 山洋電気株式会社上田事業所
新保　一哉 山洋電気株式会社上田事業所
森田　宏行 山洋電気株式会社上田事業所
宮下　浩幸 山洋電気株式会社上田事業所
山崎　晋一 山洋電気株式会社上田事業所
半田　憲雄 山洋電気株式会社上田事業所
松村　修二 山洋電気株式会社上田事業所
宮澤　啓一 山洋電気株式会社上田事業所
児玉　千恵 山洋電気株式会社上田事業所
北澤　文浩 山洋電気株式会社上田事業所
能勢　孝行 山洋電気株式会社上田事業所
小林　信美 山洋電気株式会社上田事業所
武藤　喜芳 山洋電気株式会社上田事業所
中原　　努 山洋電気株式会社上田事業所
田口　賢司 山洋電気株式会社上田事業所
柳沢　陽二 山洋電気株式会社上田事業所
宮嵜　俊一 山洋電気株式会社上田事業所
坂場　　浩 山洋電気株式会社上田事業所
佐藤　　厚 山洋電気株式会社上田事業所
内山　厚志 信越電線株式会社
中澤　　一 信越電線株式会社
小林　正法 信越電線株式会社
保科　隆雄 信越電線株式会社
宮島　智子 長野計器株式会社
所谷　広美 長野計器株式会社
田中　健二 長野計器株式会社
中村　朋之 長野計器株式会社
依田　孝洋 長野計器株式会社
宮下　　学 長野計器株式会社
中澤　雅彦 長野計器株式会社
宮之上英美 長野計器株式会社
竹内　　清 長野計器株式会社
宮下　朋之 長野計器株式会社
小林　隆之 長野計器株式会社
柳沢　信子 長野計器株式会社
塚田　正浩 長野計器株式会社
所　　勝敏 長野計器株式会社
坂口みどり 長野計器株式会社
窪田　孝夫 長野計器株式会社
瀧澤美栄子 長野計器株式会社
白井　孝夫 長野計器株式会社
小林　利子 株式会社石原産業
原田みゆき 長野県連合青果株式会社
松尾　　明 上田日本無線株式会社
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勤続 20 年以上の部　上田商工会議所会頭 表彰

氏　　名 事　業　所　名
久保田幸弘 株式会社高見澤 石油・オート事業部 上田事業所
小林　俊介 株式会社高見澤 石油・オート事業部 上田事業所
山崎　公也 株式会社高見澤 石油・オート事業部 上田事業所
山田　武之 株式会社高見澤 石油・オート事業部 上田事業所
佐藤　　勇 株式会社中村体育
川上　英高 株式会社中村体育
高寺　恭子 東京精電株式会社
大石　修司 信越電線株式会社
浅沼　　智 信越電線株式会社
髙寺　美幸 信越電線株式会社
松木実由紀 信越電線株式会社
宮嶋　俊哉 株式会社あけぼの通商
塩澤　永次 株式会社あけぼの通商
北澤百合恵 長野計器株式会社
和田　芳紀 長野計器株式会社
瀧澤　　崇 長野計器株式会社
鳥羽　博之 長野計器株式会社
片山　康裕 長野計器株式会社
坂口　　聡 長野計器株式会社
片岡　将史 長野計器株式会社
荻原　克裕 長野計器株式会社
佐野　一浩 長野計器株式会社

氏　　名 事　業　所　名
田中　　成 長野計器株式会社
齋藤　　健 長野計器株式会社
宮下　　香 長野計器株式会社
山本　明美 社会保険労務士法人コーチジャパン
渡辺とし子 上田日本無線株式会社
上原　伴巳 上田日本無線株式会社
松林　淳子 上田日本無線株式会社
松澤由里子 上田日本無線株式会社
鷹野　文子 上田日本無線株式会社
箱山　巨起 有限会社協同特殊機械
大久保辰淳 株式会社東信公害研究所
納谷　陽一 株式会社東信公害研究所
根來　新吾 マリモ電子工業株式会社
竹花　貴志 マリモ電子工業株式会社
鈴木　　勉 マリモ電子工業株式会社
近藤とし江 佐藤工業株式会社
パルディ 佐藤工業株式会社

工藤　研二 西田技研工業株式会社
尾崎　洋子 西田技研工業株式会社
丸山　博司 西田技研工業株式会社
片桐　　誠 株式会社三葉製作所
箱山　浩二 株式会社三葉製作所

受賞者 計 44 名（申込順・敬称略）

氏　　名 事　業　所　名
斉京　利幸 上田日本無線株式会社
清水富美予 上田日本無線株式会社
小島　　敬 上田日本無線株式会社
中村　裕之 上田日本無線株式会社
丸山　雅彦 上田日本無線株式会社
高橋　修一 上田日本無線株式会社
西沢　　聡 上田日本無線株式会社
関森　賢志 上田日本無線株式会社
中村　映雄 上田日本無線株式会社
服部　秀夫 上田日本無線株式会社
小林　繁雄 上田日本無線株式会社
土屋　安正 上田日本無線株式会社
早川　英生 上田日本無線株式会社
相澤　正宏 上田日本無線株式会社
藤田由香季 上田日本無線株式会社
唐澤　永一 上田日本無線株式会社
佐藤　弘幸 上田日本無線株式会社
高木　芳則 上田日本無線株式会社
伊藤　雄一 上田日本無線株式会社
村田　　貴 上田日本無線株式会社
内藤　達郎 上田日本無線株式会社
中村こずえ 上田日本無線株式会社
若林　真也 上田日本無線株式会社
太田　由香 上田日本無線株式会社
村山　　徹 上田日本無線株式会社
齊田　　博 上田日本無線株式会社
春日　　哲 上田日本無線株式会社
西川　君枝 上田日本無線株式会社
山嵜　英夫 上田日本無線株式会社
横関恵美子 上田日本無線株式会社
寺井　砂織 上田日本無線株式会社
水谷　善雄 株式会社テクニカルイン長野
宮入　厚也 株式会社テクニカルイン長野
柄澤　　朗 株式会社日誠イーティーシー
髙橋　貴弘 マリモ電子工業株式会社
茂木　貴洋 株式会社三葉製作所
小林　則彦 株式会社三葉製作所
倉升　政典 株式会社三葉製作所

受賞者　計 144 名（申込順・敬称略）

●日時：11月１日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 渋沢栄一と信州上田展開催について
⑵	 第 46回会員大会について
⑶	 第 50期上田商工会議所議員選挙日程確認

正副会頭会議　報告　（第44回） 正副会頭会議　報告　（第45回）

●日時：11月25日㈭午前11時
●場所：上田高砂殿
●会議事項
⑴	 生命共済還元事業「大抽選会」実施について
⑵	 新春賀詞交換会開催について
⑶	 消費喚起事業　チケットQRについて
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各 種 補 助 金 の ご 案 内各 種 補 助 金 の ご 案 内
事業再構築補助金（第 4 回公募） 　新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取り組み、事業再編又はこれら

の取り組みを通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援。

■申請締切　令和 3年 12 月 21 日㈫ 18：00（第 5回公募は、令和 4年 1月中に開始する予定）　■申請方法　電子申請
■お問い合わせ　TEL.0570-012-088　9：00 ～ 18：00（日・祝日を除く）

主な申請枠 補助額（従業員規模により上限変動） 補　助　率

通 常 枠 100 万～ 8,000 万円
【中小企業】2/3（6,000 万円超部分は 1/2）

【中堅企業】1/2（4,000 万円超部分は 1/3）

緊急事態宣言特別枠 100 万～ 1,500 万円
【中小企業】3/4

【中堅企業】2/3

最 低 賃 金 枠 100 万～ 1,500 万円
【中小企業】3/4

【中堅企業】2/3

小規模事業者持続化補助金（一般型）

ものづくり・商業・サービス生産性向上
促進補助金（第 9 回公募）

小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

　小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開
拓や生産性向上等の取組みを支援。
■補助上限　50 万円　　■補助率　2/3
■申請締切� 令和 4年 2月 4日㈮
■申請方法� 郵送、電子申請

　小規模事業者等が経営計画を策定して行う、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	 100 万円
■補 助 率	 3/4
■申請締切� 令和 4年 1月 12 日㈬ 17 時
■申請方法� 電子申請

■補助要件
①⒜ 2020 年 4 月以降の連続する 6か月間のうち任意の 3か月の合計売上高が、コロナ以前（2019 年、2020 年
1 月～ 3月）の同月の合計売上高と比較して 10%以上減少している。

　⒝ 2020 年 10 月以降の連続する 6か月間のうち任意の 3か月の合計売上高が、コロナ以前（2019 年、2020 年
1 月～ 3月）の同月の合計売上高と比較して 5%以上減少している。

②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定している。
③補助事業終了後 3～ 5年で付加価値額（又は従業員一人当たり付加価値額）の年平均 3.0%以上増加見込み。

■補助上限・補助率

　新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための
取り組みを支援。
■補助上限� 1,000 万円（一般型）
� 3,000 万円（グローバル展開型）�
■補 助 率� 中小 1/2、小規模事業者 2/3
■申請締切� 令和 4年 2月 8日㈫ 17 時
■申請方法� 電子申請
■加点措置� 今回申請締切分より下記の項目について加

点措置がとられる。
○取引先との新たな共存共栄関係の構築を
目指す「パートナーシップ構築宣言」を
策定・登録をした中小企業者。

　※「パートナーシップ構築宣言」に
　　ついてはこちら

IT 導入補助金（第 5 回公募）

　自社の課題やニーズに合った IT ツールを導入する経
費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップを
支援。
■補 助 額� 30 万円～ 450 万円
■補 助 率� 通常枠 1/2 以内
� 低感染リスク型ビジネス枠 2/3 以内
■申請締切� 令和 3年 12 月 22 日㈬ 17 時
■申請方法� 電子申請
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月　次　支　援　金
　2021 年 4 月以降に実施される緊急事態措置等による影響を
受けた事業者を支援します。

10月分︓2021年11月1日～2022年1月7日
※当所における事前確認の受付期限は令和3年12月28日㈫までとなります。

※

■申請方法　WEB 申請のみ
※WEB 申請が難しい方等を対象に、サポート会場（長野市）
での申請が行えます

■お問い合わせ・相談窓口・サポート会場予約
TEL.0120-211-240
8：30 ～ 19：00（土日・祝日も対応）

「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」「事業再構築補助
金」といった各種補助金の申請については、電子
申請が主体となっております。
　これらの電子申請を行うためには、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HPでの必要事項入力の後、所
定の書類を郵送して3週間以上の時間がかかりま
す。補助金活用に向けお早めに ID 発行手続きを
お願いいたします。

「gBizID」公式サイト	
https://gbiz-id.go.jp/top/

東信三商工会議所広域連携支援事業
「事業継続力強化計画

策定支援セミナー」開催
　頻発する自然災害が企業経営に莫大な影響を及ぼす
ケースが増えていますが、事業を継続するための計画に
特化した「事業継続力強化計画」策定セミナー」を 11
月 4日㈭上田東急 REI ホテルで開催しました。講師には
独立行政法人中小企業基盤整備機構から運営を請け負っ
ている有限責任監査法人トーマツのマネージングディレ
クター　矢澤　浩�氏をお招きしました。
　この「事業継続力強化計画」は経済産業大臣が認定す
る制度であり、認定を受けた事業所は、税制措置や金融
支援、補助金の加点などの支援策が受けられるメリット
があります。また、専門家による無料の事業継続力強化
計画策定のための支援制度もあるので、この機会に自然
災害に直面した時のために、防災・減災の事前対策に関
する計画を策定して「防災・減災」意識を高めていただ
きたいとの説明があり、オンラインを含む参加者 16 名
が熱心に聴講されました。

「インボイス制度の概要と
電子帳簿保存法の実務対応のポイント」

講習会開催
　11 月 8 日㈪、当
所 5 階ホールにて
「インボイス制度の
概要と電子帳簿保存
法の実務対応のポイ
ント」講習会を開催
しました。
　令和 5 年 10 月 1
日からインボイス制
度が予定されています。講演会では、「インボイス制度
とは」、「制度導入のスケジュール」、「制度導入の影響と
対策」「電子帳簿保存法」について中小企業診断士・社
会保険労務士　河合正尚�氏が解説しました。
　インボイスは一定のルールを満たした請求書、納品書
等のことで、制度開始からインボイスを発行するために
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。免税事業者はインボイスを発行
できませんので、免税事業者と取引すると仕入税額控除
ができなくなります。
　インボイス制度が始まると経理事務が煩雑になるため、
経理精算システムを導入し、電子帳簿保存をするなどし
て業務効率化を図る必要があるとのことでした。
　当所では、インボイス制度導入にむけて相談に応じて
おりますのでご利用ください。� （参加者 27 名）
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コロナ禍からの経済回復　日本銀行 松本支店長が講演コロナ禍からの経済回復　日本銀行 松本支店長が講演

　11月17日㈬当所法務・金融部会（小山�智部会長）は、日本銀行松本支店大
川真一郎�支店長を講師に迎え、「最近の金融経済情勢」をテーマにセミナーを開
催しました。大川支店長は新型コロナウイルス感染症拡大からの経済回復の現
状を、海外・日本・県内のデータから解説。欧米では、概ねコロナ前の水準を回
復し、特に米国は、コロナなかりせば到達していたはずの水準にまで迫る勢いと
なっているが、日本はいまだコロナ前の水準に戻っておらず、宿泊・飲食サービ
ス関連の需要が弱いほか、東南アジアでの工場稼働停止や仕入価格の高騰、設
備のキャパシティーの限界、人手不足、ロジスティクスなどの供給制約の課題が
あることをあげました。また、気候変動問題は、長い目でみて経済・金融情勢に
影響を及ぼすため注視していく必要があると結ばれました。� （参加者40名）

上田市の人口増加策を共に考える　建設業部会が上田市と情報交換
　11月2日㈫、建設業部会（増澤延男部会長）は、部会役員と上田市政策
企画部長・移住交流推進課との情報交換会を開催しました。金子移住交流
推進課長より、上田市の移住定住支援施策に関し、上田市版人口ビジョン、
移住定住サイトや移住相談会等の取り組み、空き家バンクの利用状況等に
ついて説明がありました。小相澤政策企画部長からは、令和3年 4月1日
開園した「信州上田クラインガルテン眺望の郷�岩清水」について、計画か
ら開発に至る経過、施設の特色や利用状況等の説明がありました。岩清水
のクラインガルテンは、全棟に薪ストーブ設置を特徴とし、首都圏からの
アクセス、眺望の良さ、農作業等を通じた地域住民との交流が首都圏から

の利用者に好評で、今後、上田市への移住や二拠点居住に繋がることが期待されます。部会役員からは、移住促進に関
する補助制度やクラインガルテンについて熱心に質問・意見交換がされ、有意義な会となりました。� （参加者13名）

商店街に賑わいもどる !
「信州うえだ謎解きさんぽ」

624 名が参加
　商業部会（近藤秀樹部会長）
主催による、「信州うえだ謎
解きさんぽ」が 11 月 6日㈯・
7日㈰に中心商店街にて開催
されました。謎解きさんぽは
中心商店街に設置されたクロ
スワードを解き、まちなかを

楽しみながら回遊するイベントで、まちなかの賑わい創
出と魅力の再発見、商店街での販売促進を目的に開催し
ています。
　当日は天候が良かった上に、上田城紅葉まつりやうえ
だ鉄道まつりが併せて開催され、多くの人出がありまし
た。参加人数は過去最多の 624 名にのぼり、中心商店
街はいつも以上に賑わいに包まれていました。
　コロナ禍で商店街におけるイベントは久しぶりの開催
でしたが、引き続き商業部会として中心市街地活性化に
資する事業を行っていきます。

うまいものスタンプラリー、
スタートダッシュ賞抽選会開催
　当所生活関連サービス業部会（北嶋忠治部会長）は、
11 月 10 日㈬、「第 5回信州上田うまいものスタンプラ
リーのスタートダッシュ賞」の抽選会を行いました。
　北嶋部会長、小嶋副部会長、米津副部会長が参加し、「参
加飲食店の食事券」41 本を抽選しました。
　うまいものスタンプラリーは、引き続き12月 31日㈮
まで開催されます。A賞と B賞の残り合計 109 本の賞品
が用意されております。応募の締切は来年 1月 6 日㈭
までとなっております。ぜひスタンプを集めて、上田の
うまいものをゲットしてください。

経済金融セミナー開催



令和3年12月5日発行（毎月5日発行）
No.601

9

工業部会　上田市政策研究センターと懇談会を開催
　11 月 19 日㈮、工業部会（宮島武宏部会長）は上田市
政策研究センターとの懇談会を上田ドリームワークス
（綿谷憲一会長）との共催で開催しました。
　上田市政策研究センター大矢義博副センター長を招き、
「上田市のスマートシティ化に向けた取り組みと進行中
のプロジェクト」について概要をうかがい、意見交換を
行いました。上田市では、令和 3年 3月に『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』としたスマートシティ化推進計画を策定
し、上田市スマートシティ化推進パートナー制度として、
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、
地域課題の解決や産業振興につながる実証実験の推進に
向け、協力企業との連携を図る制度を設けているとの説
明を受けました。
　現在進行している実証実験についての具体的事例とし
て、公共交通キャッシュレス化推進プロジェクトや消費
喚起応援事業などがあり、特に工場における鳥獣被害へ
の対応や、河川の増水などによる危険情報を的確に把握
する事業等については、当部会の会員企業をはじめ、上
田地域の企業が積極的に関わっていることが紹介され、

今後も市の施
策に対し、上
田地域の多く
の事業者が積
極的関わって
ほしいとの話
がありました。
　本懇談会の
目的である、
工業系事業
所が今後ど
のように当計画に携わることができるかを改めて考え
る良いきっかけとなりました。今後も節目節目で懇談
会を開催していくことを確認しました。
　当部会では、12 月 21 日に、上田市が目指す『ゼロカー
ボンシティ』の実現に向けた構想について、いち早く上
田市生活環境部と懇談し、工業系事業所が当構想にどの
ような役割を果たせるか等について懇談する予定です。
� （参加者 15 名）

上田地域産業展 2021 オンラインセミナー開催
～コロナ禍で新しい事業に果敢にチャレンジする上田地域の企業から学ぶ～

　11 月 25 日
㈭に上田地域
産業展オンラ
インセミナー
を開催しまし
た。 今 回 の
テーマは、『事
業再構築や新

規事業に果敢にチャレンジ ! ポストコロナのニューノー
マルビジネス戦略を探る』で、パネリストに笠原工業
㈱アグリビジネス部課長代理金子貴之氏、㈲原製作所代
表取締役原洋介氏、TicketQR ㈱代表取締役宮嶋晃氏の 3
名を、ファシリテーターに AREC コーディネーター滝沢
一秀氏を招き開催しました。国では現在事業者の事業再
構築や事業承継について積極的に支援しています。事業
再構築補助金等の活用や事業承継をきっかけとして新た
な事業に取り組む具体的事例として、笠原工業金子氏か
らは、農業事業（いちごの苗の栽培）、原製作所原氏か
らは 3D スキャン・VR 映像を通じたトータルアドバイ
ス事業、TicketQR 宮嶋氏からは、新規ソフトウェア開
発事業について、事業再構築や新規事業に取り組む理由
やねらい、また今後の目標等をうかがいました。
　うまくいっていること、うまくいかないことがある中
で、前を向いて果敢に挑戦している内容などが発表され、
新事業に取り組む姿勢等多くを学ぶことができました。
アーカイブ映像として、当産業展オンラインページにて
当日のセミナーを視聴できます。是非ご覧ください。

　　https://ueda-sangyoten.jp/

上田地域産業展オンライン

上田地域産業展ビジネスマッチング
オンラインで開催

　上田地域産業
展ビジネスマッ
チング事業につ
いて、本年は参
加事業所の予定
に合わせて開催
しており、第 2

回目を 11 月 16 日㈫、オンラインにて開催しました。
発注企業 1社に対し、上田地域の受注企業 5社が
参加し、商談を行いました。相互の企業情報交換か
ら受発注内容について活発に意見交換を行いました。
12 月には、リアル、オンラインで各 1日ずつの開
催を予定しており、今後も当産業展では、ビジネス
マッチングを積極的に支援して参ります。
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当所青年部創立 35 周年記念式典、当所青年部創立 35 周年記念式典、
㈱セブン & アイホールディングス ㈱セブン & アイホールディングス 鈴木敏文名誉顧問による鈴木敏文名誉顧問による

記念講演会を開催記念講演会を開催
　11 月 11 日㈭、当所青年部（沓掛恵介会長）創立 35 周年の記
念式典・記念講演会等が上田東急 REI ホテルにて開催されました。

○記念式典　未来に向けて三十五周年宣言を力強く宣言
　式典では、「35 周年の歩み」として、これまでの青年部活動記
録のスライドショーの上映や、清水貞男初代会長への感謝状の贈
呈・あいさつなど、これまでの歴史を振り返ることができました。
また、沓掛会長はじめ正副会長らにより、未来に向けて、「三十五
周年宣言」が力強く宣誓されました。

○記念講演会『今の時代に思うこと　～地域経済を担う若手経営者達へ～』
　記念講演会では、㈱セブン &アイホールディングス名誉顧問の鈴木敏文氏
を講師に迎え、『今の時代に思うこと～地域経済を担う若手経営者達へ～』と
題した講演を行いました。
　鈴木氏は坂城町出身・現上田東高校卒業である郷土が誇る名経営者であり、
その経営哲学「変化対応」は日本中の経営者に大きな影響を与えています。「変
化対応」の精神は、蚕糸の技術を学んだものの、時代の変化により、出版業や
流通業に携わるなかで培われてきました。「嘘をつかず、真面目に尽力するこ
とに加え、いかに運を掴むかも重要」「『自分は正直だから正しい』という発想
は間違っている」「『変化対応』とはその場の思いつきではなく、物事を追求し

た先にある」といった、変化の激しい時代を生きなければならない青年経済人への大切な教えをいただきました。
会場からも多くの質問が寄せられ、意義深い講演会となりました。� （参加者　会場 95 名・オンライン 91 名）

　このほか、青年部活動の報告・プレゼンテーションも行い、35 年を超え、地域と世界を支える青年経済人として、
行動をもって時代を先駆けるべく、これからも一層積極果敢に事業を展開してまいります。

上田の美味しいお店を食べて応援 !!
「秋のもっテイク上田大集合フェア !!」開催

　当所では新型コロナウイルスの
影響により売上が減少してしまっ
た飲食店を支援するために、テイ
クアウトの販売会を開催しました。
この企画は今年の 4 月に続き 2
回目の開催で、キッチンカーイベ
ント「たべるカー上田」と並行し
て開催されました。
　アリオ上田（10 月 6 日㈬・7

日㈭、27 日㈬・28 日㈭）、イオンスタイル上田（10 月 15 日㈮・16 日㈯、
11 月 5 日㈮・6日㈯）にて計 8回開催され、計 21 店舗延べ 78 店舗が参
加しました。
　出店した飲食店からは「いままでは無かった機会だったので良い経験に
なった」「次のこういったイベントのためにこれから工夫を凝らしていき
たい」といった前向きな声が聞かれました。
　今回のテイクアウトイベント・キッチンカーイベントは終了しましたが、
今後も引き続き飲食店支援を展開してまいります。

上田市名産市
in アリオ上田（仮称）

開催決定 !

出店者を募集します
開催日
　令和 4年 1月 7日㈮～ 10 日㈪
場　所
　アリオ上田 1F 太陽のコート

＊出店希望事業者は12月10日㈮
までに当所地域振興課までご連
絡ください。
＊今後このような企画に関心のあ
る方はご連絡ください。
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生命共済還元事業

生命共済加入事業所様に
豪華賞品が当たる大抽選会のお知らせ

　会議所共済制度にご理解ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
　日頃の感謝を込めまして、生命共済加入事業所様を対象に、全国の商工会議所を通じ
選りすぐりの商品を用意し、正副会頭がくじ引きを行う大抽選会を開催します。
　当選された事業所様には、12 月中旬にご連絡・順次発送いたしますのでご賞味いただければ幸いです。以下の
賞品が生命共済加入事業所のうち、約 300 事業所様にあたります。どうぞお楽しみに !（応募不要）

【三国同盟：甲府・上越・上田】ワインセット
【岩手県】クラフトビール、海宝漬、三陸ホタテグラタン
【神奈川県】三崎メバチマグロ	 【宮城県】たこやわらか煮
【三重県】松坂牛 100%ハンバーグ	 【静岡県】浜松餃子
【新潟県】サーモン塩辛	 【埼玉県】深谷煮ぼうとう　…など !

今年もやります !
加入全事業所にチャンス !

　今後も、このような還元事業を行ってまいりますので、この機会に生命共済へのご加入を
ぜひご検討ください。

第 49 期配当金が確定 !　配当金をお支払いします
上田商工会議所生命共済にご加入を

　上田商工会議所では、会員事業所の福利厚生制度としてご活用いただける商工会議所生命共済制度について、ア
クサ生命保険㈱を引受保険会社として運営しています。
　商工会議所生命共済制度は、幅広い補償と祝金制度を兼ね備え、加入者自身はもとより、会員事業所にとって必
要なときに寄り添う力になってきました。
　この度、第 49 期の配当率が下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。配当金は、12 月下旬に加入
事業所各位の登録口座にお振込みいたします。

上田商工会議所  生命共済制度  第 49 期配当金（令和 2 年 10 月 1 日から令和 3 年 9 月 30 日）
保険年齢 性　別 配当金額 個別配当率 年額掛金

15 歳～ 60 歳 男女共通 3,185 14.75% 21,600
61 歳～ 65 歳 男　性 6,997 21.72% 32,208

女　性 4,448 18.22% 24,408
66 歳～ 70 歳 男　性 9,778 24.02% 40,716

女　性 5,444 19.83% 27,456
71 歳 男　性 12,155 25.33% 47,988

女　性 7,048 21.78% 32,364
72 歳 男　性 13,097 25.75% 50,868

女　性 7,699 22.41% 34,356
73 歳 男　性 14,536 26.30% 55,272

女　性 8,500 23.10% 36,804
74 歳 男　性 16,082 26.80% 60,000

女　性 9,370 23.74% 39,468
75 歳 男　性 17,816 27.28% 65,304

女　性 10,261 24.32% 42,192
※上記算定は、1口加入、R3.9 月末現在で加入確認済、12か月分の掛金を納付済の場合です。

●共済金・給付制度		支払状況
支払事由 件数 金額（円）

死 亡 保 険 金 10 10,000,000
災 害 保 険 金 1 4,000,000
高 度 障 害 保 険 金 0 0
障 害 給 付 金 0 0
入 院 給 付 金 16 2,555,000
ガ ン 入 院 一 時 金 23 1,000,000
ガ ン 先 進 医 療 一 時 金 0 0
6 大生活習慣病入院一時金 12 240,000

合　　計 62 17,795,000

支払事由 件数 金額（円）
事 故 通 院 見 舞 金 21 310,000
長 期 災 害 入 院 見 舞 金 0 0
病 気 入 院 見 舞 金 55 845,000
要 介 護 認 定 見 舞 金 1 20,000
結 婚 祝 金 12 140,000
出 産 祝 金 42 540,000
成 人 祝 金 3 35,000
人 間 ド ッ ク 助 成 金 125 519,000
ＰＥＴ／ＣＴ検診助成金 2 30,000

合　　計 261 2,439,000



12

商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

ジンバー 　386 上田市中央 1-6-14
常盤ビル 1階

本町にオープン。木を使ったスタイリッシュなデザインの店内に、ジンの香りが漂う。シン
プルでオリジナルな空間が広がる。国内外のクラフトジン約100種以上を揃えている。すっ
きりした味わいは飲みやすく、ソーダ割・トニック・ロック・ストレートなどで、いろいろ
な種類が楽しめる。つまみは、ミックスナッツ。客層は、男女ともで、年齢層は幅広い。若
者を中心に、新たな居場所づくりを目指している。店名の「386」は、上田の郵便番号か
らの名づけ。テーブルとカウンターで約10席。
【営業日】金・土曜日　【営業時間】21：00～24：00

ダンススタジオ　Wille（ヴィレ） 上田市中央西 1-6-17
Tel.090-1798-0533

上田城のそばにオープン。ダンスを通じて、音楽を、体を動かすことを、創造を楽しんでほしい。
そして、新たな人とつながる、コミュニケーションの場にしてほしいとの思いから、スタジオ
を立ち上げた。ストリートダンスの世界を体感できる。ジャンルは主に、HipHopとR&Bの
2ジャンル。レッスン内容は、小学生までを対象としたKidsクラスと中学生以上から年齢制
限なしのFreeクラスの2つで、レベルは3段階。長年のキャリアを持つインストラクターが、
個性を引き出す。Wille（ヴィレ）は、“意思”や“志”を意味している。
【営業日】日・月・火曜日　【営業時間】12：00～22：00

『2022 年版  上田商工会議所
オリジナルカレンダー』の配布を

開始します
　当所では、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て
います。「美しい、うえだフォトコンテスト」の
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ました。
　12 月 10 日より本所及び塩田・川西支所窓口に
て配布致します。なお、原則として、1事業所 1
部配布。数量に限りがありますので、無くなり次
第配布を終了します。ご了承ください。
　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に存じます。

武田信玄公生誕　　　　
　　　500年祭大法要
～甲府商工会議所主催により開催～

　甲府・上越・上田商工会議所は、『三国同盟』による広域観
光振興を展開しています。本年は、武田信玄公生誕 500 年と
いう節目の年にあたり、甲府商工会議所主催による『信玄公生
誕 500 年祭大法要』が令和 3年 11 月 3 日㈬甲斐善光寺にて開
催されました。本法要は、催行寺院の他、信玄公ゆかりの 10
寺院、友好商工会議所などが招待され、上田商工会議所も栁澤
会頭が出席しました。
　甲斐善光寺は、長野善光寺と同様、来年春　御開帳を予定し
ておりますが、この法要では、特別に本尊が御開帳され、信玄
公の生業が現代にも脈々とつながっていることが感じられました。
　甲府・上越・上田商工会議所は、武田・上杉・真田の武将に
よる『三国同盟』を更に進展させ、本年は、ご当地ワインの紹
介など新たな広域観光事業に取り組んでいます。
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「もん」を使ってお店を知ってもらおう !
～「まちのマーケットうえだ」開催～

　11 月 14 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、まちのコイン「も
ん」を活用した「まちのマーケットうえだ」が開催されました。
　まちのコイン「もん」を活用する事業所（スポット）が
7社参加し、普段使用しているユーザーだけでなく、初めて
まちのコインを利用する人も使用できる仕組みを作り、まち
のコイン「もん」を体験することが出来る機会として、約
150 人の方が来場しました。出展した事業所からは、他のス

ポットとの情報交換や、まだ来店したことのなかったユーザーにお店を知ってもらうきっかけとなった他、まちの
マーケットうえだ来場後、実際にお店へ来店した方もいるなど、販促の機会となったとの声をいただきました。
　まちのコイン「もん」は、手軽に使うことが出来る広報ツールです。ぜひ活用をご検討ください。

まちのコイン「もん」　私たちはこうやって使っています !
　『“ 心からのありがと
う ” が溢れ、人が輝く美
容室を創る』をモットー
に、地域満足のプライ
ベートサロンを目指す
『美容室サロンド 30』
（ 上 田 市 十 人 79-1）。
まちのコイン「もん」を、

集客やメニュー周知の手段として使っています。

①導入したきっかけは ?
　上田商工会議所の会報をきっかけに、お客様とのコ
ミュニケーション手段として興味を持ち導入しました。

②まちのコイン「もん」利用してみて
　「メンズカットのお客様限定の眉毛カット」、「店内
の音楽を自分好みに変えられる」など、来店のきっ
かけとなる体験を作り広報手段として活用していま
す。特に「眉毛カット」の体験をしてくださった方が、

Google レビューや Twitter で施術に対しての高評価
を発信していただき、多くの方にお店を知っていただ
く機会になりました。また、「髪の毛 20㎝以上寄付で
300 もん」の体験では、お預かりした髪の毛を美容師
の技術向上に活用させていただ
き、SDGs にも取り組むことが
出来ています。

③まちのコイン「もん」をこれか
ら導入する皆様へ !
　他の SNSと組み合わせて、お
店を知ってもらうことが出来る
きっかけ作りのツールです。ま
た、スマートフォンやタブレッ
ト操作なので、考えたものをす
ぐに体験として公開することが
出来ることもメリットだと考え
ています。ぜひ広報手段として、
使ってみてほしいと思います。

渋沢栄一と信州上田企画展
～上田商工会議所 1階ロビーで 12 月も継続開催中～

　11 月、アリオ上田にて、NHK主催による「青天を衝け展」が開催され、
併設展示として上田商工会議所主催「渋沢栄一と信州上田パネル展」が
11 月 11 日～ 18 日に開催され多くの皆様が足を止めてくださいました。
今回の展示は、渋沢栄一が少年・青年期、藍玉の行商で信州上田を訪れ
た際のエピソードをマンガパネルにして紹介、また、大正 6年に講演会
の旅に信州を訪問した記録を当時の信濃毎日新聞の記事にそって、小諸
→上田→長野→松本→岡谷・諏訪それぞれの地における写真や揮毫を紹
介しました。
　11 月 22 日からは、会場を上田商工会議所 1階ロビーに移し、今回初
公開となる渋沢翁直筆の揮毫を含め 30 点を展示しています。
　通常は平日開館ですが、12 月 18 日㈯ 19 日㈰は、特別開館いたしま
すので、この機会にご覧ください。



㈱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10月

調査対象
全国336商工会議所2737業種組合等

【建設業】
採算・仕入・資金繰りDI値
が悪化傾向、その他の項
目は改善傾向

【製造業】
売上DIが悪化傾向、採算・
資金繰りDIはほぼ横ばい、
その他項目は改善傾向

【卸売業】
販売単価DIはほぼ横ばい、
仕入・資金繰りDIは悪化
傾向、その他の項目は改善
傾向

【小売業】
仕入DIは悪化傾向、その
他項目は改善傾向

【サービス業】
仕入DIは悪化傾向、その
他項目は改善傾向

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、改善も、依然として厳しさ続く先行きは、回復への期待感広がるもコスト増に懸念。

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
▲ 28.9 ▲ 24.2 ▲ 32.6 ▲ 50.5 5.3 ▲ 18.9 10.6

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 21.6 ▲ 16.8 ▲ 27.3 ▲ 50.7 8.5 ▲ 18.4 14.3
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、▲28.9前月比+4.3ポイント改善。
◦	緊急事態宣言等の解除を受けて、時短要請や行動制限が緩
和され、外食・観光関連のサービス業では利用客の増加がみ
られた。製造業、卸売業では飲食料品や電子部品関連が堅調
に推移する一方、半導体不足や東南アジアでの感染拡大を背景とした部品の供給制約による、生産活動への
影響が継続している。また、鉄鋼などの原材料費や、原油価格を含む資源価格の上昇、最低賃金引上げに伴う
人件費の負担増加など、幅広い業種でコスト増加が足かせとなっており、中小企業の業況改善に向けた動き
は厳しさが続く。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	住宅関連など民間工事が持ち直している一方、木材や鉄鋼などの資材価格上昇による収益

圧迫が続き、悪化。一部では、公共工事の減少を指摘する声も聞かれた。
【製　造　業】	鉄鋼などの原材料の仕入価格上昇による収益圧迫や半導体不足に伴う生産への影響が続く

一方、緊急事態宣言等の解除に伴い、土産品や飲食業向けの食料品製造業の売上が増加し、
改善。

【卸　売　業】	鋼材や包装資材などの価格上昇が収益を圧迫しているものの、緊急事態宣言の解除に伴い、
外食向けの飲食料品や農畜水産品に動きが戻り始めたことが全体を押し上げ、改善。

【小　売　業】	内食向けの飲食料品等の売上が堅調に推移するほか、緊急事態宣言等の解除に伴い、客足
が増加した百貨店などの売上が増加し、改善。

【サービス業】	デジタル投資が堅調なソフトウェア関連の下支えが続くほか、緊急事態宣言等の解除を受
け、利用客が増加した飲食・宿泊業の売上が伸び、改善。ただし、運送業では、原油価格
の高騰によるコスト負担増加を指摘する声が聞かれた。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、▲21.6 今月比+7.3 ポイント改善
・活動制限緩和に伴う日常生活回復による、国内の観光需要回復、年末年始の個人消費拡大への期待感
が広がっている。一方で、半導体不足や部品供給制約による業績への影響、資源価格の高騰、円安の
進行、原材料費上昇分の価格転嫁の遅れによる収益圧迫などへの懸念から、中小企業においては、先
行きへの慎重な見方が続く。

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。

※1月・2月・3月の税務相談は開催いたしません。
●お申し込み方法　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） 12 月 15 日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県弁護士会上田在住会
弁護士

金　融
※オンライン併用

12 月 20 日㈪
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

登記（予約制）
※オンライン併用

1月 5日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県司法書士会上田支部
司法書士

労　務 1 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）

2月 7日㈪
13：30 ～ 15：00

NPO法人コンティニュー
不動産鑑定士
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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12月

年末調整指導会の
ご案内

〈モニター募集中〉育休中の不安や悩みに対し、助産師がオンラインでサポートします

　個人事業者を対象とした年末調整指導会を下記のとおり開催いたします。
　令和 3 年分の納付期限は令和 4 年 1 月 11 日㈫です。
（納期の特例の承認を受けている場合は 1月 20日㈭です。）
◆感染症等の予防について、ご来場の際にはマスクの着用にご協力いただき
ますよう、よろしくお願いします。

開催日
※全日程
　午前９：30 ～12：00
　午後１：00 ～４：00

会　場
（いずれの会場でも可）

持　ち　物

◯一人別徴収簿（賃金台帳）◯扶養控除等申告書
◯保険料控除申告書　◯国民年金保険料等控除証明書
◯基礎控除申告書　兼 配偶者控除等申告書
　兼 所得金額調整控除申告書
◯保険料証明書　◯個人型年金加入者掛金証明書
◯事業主・専従者・従業員のマイナンバーが分かる書類※

　※マイナンバーカードの写し、または通知カード及び運転免許証の写し等
◯納付書　○筆記用具　○電卓　◯はんこ（認印可）
◯令和 2 年分年末調整の控え

１月４日㈫ ・上田商工会議所
・　　　〃　　　川西支所

１月５日㈬ ・上田商工会議所
・　　　〃　　　塩田支所

１月７日㈮ ・上田商工会議所
・　　　〃　　　塩田支所

１月11日㈫ ・上田商工会議所
・　　　〃　　　川西支所

　関東経済産業局の事業として、県内の育休中のご家族を対象に、助産師による子育てオンラインサポート
《wellvic》を実施しております。育休中の不安や悩みに対し、1 ヶ月間間無料で助産師がサポートを行います。
　現在、モニターを募集しておりますので、興味・ご関心のある方におかれましては、ぜひご活用ください。
○概　要 助産師が育児のお悩みや不安にお答えします。助産師は国家資格を持ち、妊娠・出産・育児の専門家な

ので、安心して相談することができます。
 スマホやパソコンから、どこにいても相談できます。また、匿名でのご相談も可能です。
 また、地域専属の助産師なので、同じ助産師へ継続的に相談することができます。
○対象者 県内在住の育休中の従業員様
○サポート期間　2021 年 11 月～ 2022 年 1 月のうち 1 ヶ月間
○費　用 無料　　○詳　細　https://wellvic.jp/（wellvic ホームページ）
○お申し込み　https://withmidwife.jp/wellvic_before_questionnaire/

お申し込みはこちらから⇒
※アンケートがございます。

お子さまの進学、在学を応援 !

ご融資額350万円以内（お子さま1人あたり）

40年以上の
取扱実績 !

ご入学前の
まとまった費用の
準備が可能!

固定金利
長期返済なので
安心 !

【ご相談・お問い合わせは】
教育ローンコールセンター

0570-008656（ハローコール）
［または 03-5321-8656］

詳しくはWebで !
国の教育ローン 検索

受付時間 	月～金曜日／9：00～ 21：00　土曜日／9：00～ 17：00
	 ※日曜日、祝日、年末年始（12/31～ 1/3）はご利用いただけません。



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 231

不調の原因を改善して
繰り返さないために…

カイロプラクティック  こもれびの栞
【お問合せ】41shisei@gmail.com（完全予約制）

　慢性病の80%は、長年
の生活習慣による背骨のゆ
がみが原因と言われていま
す。健康なカラダを作るには、
ちょっとした日々の積み重ね
が大切です。当店では、施
術のみではなく、栄養・運動・
睡眠など生活習慣のアドバイ
スや指導を行い、不調の原
因を一緒に改善していきます。

セレクト雑貨・衣類　ちゃふる
〒386-0041　上田市秋和499-1
TEL.0268-23-6092

【営業時間】10：00～17：00　【定休日】日曜・祝日

　コロナ対策として
店舗を少し広げ、今
までよりも商品を
ゆっくりご覧いただ
けるようになりまし
た。ゆったりとした
着心地の良いアウ
ターやおしゃれで履

きやすい靴など、お気に入りの一点を探しにぜひご来店
ください。

ミセス・ハイミセスのためのお店
リニューアルしました!

有限会社ミヤジマ
〒386-1323　上田市本郷1399番地
TEL.0268-75-0770

【販売サイト】https://miyajima.base.shop/

『快話マスク』による
新しいマスク会食のカタチ

　『快話マスク』は、感染
防止対策に大変ご尽力され
ている事業所様をはじめ、
従業員の方々の負担を少し
でも軽減できないかと考え
て開発した、食事中も飛沫防止、および大声にならない
ようにする注意喚起グッズです。描かれたメッセージを
見ることにより、お互いを思いやる心に訴えかけるよう
になっています。使用勝手がよく、使い捨てのため衛生
的です。感染対策の一環として、ぜひご検討ください !

オリジナルブレンド味噌だれが美味、
とんかつをたべよう

　家族でゆっくり食事を楽しめ
るお店です。とんかつは味自慢、
揚げたてをぜひご賞味ください。
ハンバーグやステーキもありま
す。日替定食やお子さまセット
やエビフライも人気です。密かに人気なのが赤味噌と信州味
噌をオリジナルブレンドした味噌だれをふんだんに使用した
みそかつです。お好きな揚げ物にみそだれの追加注文も可
能です。ぜひご賞味ください。クレープやアイスクリームも
種類が多いので、デザートもお楽しみ下さい。

味楽亭
〒386-1103　上田市神畑90

【営業時間】11：30～13：50、17：00～20：30
【定休日】月曜日
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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

カフェ・レストラン�サンポー 上田市上田弥吾平 233-1 27-9658 喫茶・洋食
Flower�Market�monfavori 上田市踏入 2丁目 9-10 28-8007 生花小売
AKC 上田市大屋 245-20 35-0332 飲食店
㈲シティプランニング 上田市漆戸 88-3 28-9337 コンサルタント業務
ウエスト 上田市長瀬 3922-1 35-0255 スナック
studio�Wille 上田市中央西 1-6-17 － ダンススタジオ
メンテナンスサービス 上田市諏訪形 1429-8 23-7881 建物管理・給排水設備
㈱ SOCIARIZE 上田市中央 2丁目 4-3 75-7172 飲食店
㈱ Yʼs 上田市住吉 62-8 75-7888 運送業
Cheri 上田市材木町1-6-13�Sain-K�203号室 050-8883-0892 まつげエクステ・ネイルほか
㈱サニテック上田 上田市下之条 1048-5 71-5058 農業集落排水の運転維持管理
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 1212月月2222日㈬日㈬ です。

◆年末年始休業のお知らせ◆

　令和3年12月29日㈬～令和
4年1月3日㈪まで業務をお休み
させていただきます。
　なお、駐車場は 24時間営業し
ていますので、ご利用ください。

月影瞳コンサート
「Home Coming」への

協賛募集について

information

　上田市出身で、宝塚歌劇団元娘役トップの月影瞳さん。
来年 2月 23 日（水・祝）に上田で初のホールコンサー
トを行います。これを機に、限られた舞台人のみに与え
られる「トップ娘役」に上り詰めた月影さんの経験を地
元である上田の子どもたちへ、そして地域へ伝えていき
たいと考えています。この趣旨にご賛同いただき、ご協
賛して頂ける企業様を募集しております。何卒よろしく
お願いいたします。

１．協賛金額� 一口一万円より
２．募集期間� 令和 4年 1月 31 日㈪まで
３．納入方法� 銀行振り込み�または�集金
４．情報公開� コンサート当日に配布するパンフレット

にご芳名（企業についてはロゴ）を記載
させていただきます。コンサート会場に
てご芳名を掲示させていただきます。

問い合わせ先：�一般社団法人　シアター&アーツうえだ
� TEL.0268-71-5221
� （7：30 ～ 10：00 ／ 16：00 ～ 21：30）
� E-mail：info@sainotsuno.org

第 22 回 北海道サロマ 2021
大海産物市のご案内

　海野町商店街恒例の歳末イベント「北海道サロマ大海
産物市」が今年も開催されます。是非お出かけください。

■日　時
　令和 3 年 12 月 17 日㈮・18 日㈯・19 日㈰
　10：00 ～ 18：00（最終日は 17：00 まで）
■会　場
　海野町会館 1階（上田市中央 2-10-13）
■内　容
◦オホーツクの海の幸の大特価販売
　本たらばがにの足・刺身用帆立貝柱・新巻鮭・
　いくら醤油漬け・たらこ・数の子・松前漬ほか
◦海産物が当たる大抽選会
参加店ではお買上げにより「抽選券」を差し上げま
す。「抽選券」1枚で 1回の抽選ができます。大海
産物市会場でお買上げの方にも抽選のチャンス !
※感染対策をして実施します。
　※お買い物の際は、海野町駐車場をご利用ください。
■主催・お問い合わせ
　海野町商店街振興組合　TEL.0268-22-9301
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