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●発行 令和4年1月5日（毎月5日発行） 事業所内で回覧してください

　当所青年部が日本遺産登録記念と新型コロナ終息祈願
として「生島足島神社の鳥居」と「信濃国分寺のハス池」を
イメージして制作したイルミネーションが信濃国分寺駅前
を彩っています。３月中旬まで設置予定です。

信濃国分寺駅前イルミネーションおもな記事
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年頭所感
干支さんに聞きました
常議員会・臨時議員総会 開催
上田地域産業展2021オンライン スペシャルコンテンツ

【付録】
　経営個別相談会／玉掛け技能講習会のご案内
　2021年度女性会講演会／上田地域産業展VR産業探検隊
　採用戦略セミナー
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　明けましておめでとうござい
ます。
　令和 4 年の新春を迎え、謹
んでお慶び申し上げます。
　昨年も新型コロナウィルス感
染症が全世界を巻き込み、交通
観光・飲食業のみならず多くの
分野で甚大な影響を及ぼした 1
年となりました。
　しかし、ワクチン接種も進ん
だこともあり、10 月以降国内
の感染者数も大幅に減少し、県
境を越えた移動や外食の動きも
戻りつつあります。今後も感染
症拡大に留意する必要はありま
すが、いよいよ成長へ舵を切る
1 年となります。
　経済活動の自粛によるデジタ
ル関連をはじめとした製品の供
給不足のほか、世界的な気候変
動や原油価格の高騰等により輸
入消費財等の円高傾向が続いて
おり、日常生活にも多大な影響
が出ています。
　上田商工会議所では、これま
で地域の中小企業、特に飲食業
関連ではテイクアウトやキッチ
ンカーによる販売イベント、デ
ジタルを活用した市内消費喚起
事業等を上田市・市内関係団体
等と連携して積極的に展開して
まいりましたが、引き続きコロ
ナ禍によりダメージを受けた地
域事業者に対する伴走型支援を
推進し、企業の思い切った事業

年頭所感年頭所感

上田商工会議所
会頭　栁　澤　憲一郎

再構築の支援や持続的な事業継
続・生産性向上のための経営革
新計画等の策定支援のほか、自
然災害や感染症等拡大に対する
BCP 計画・事業継続力強化計
画の策定支援、新商品・新サー
ビス開発支援、販路開拓支援、
事業承継・創業支援等にしっか
りと取組み、地域経済の活性化
を進めてまいります。
　昨年度もコロナ禍によりリア
ル開催を断念し、オンライン開
催となった「上田地域産業展」
のほか、地域の基幹産業である

「ものづくり」企業に対する積
極的な支援を上田市と市内三商
工団体、関係団体等と連携して
推進するとともに、東信州次世
代産業の振興につなげてまいり
ます。
　結びに皆様のご繁栄とご健勝
をご祈念申し上げまして、年頭
のあいさつといたします。
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　明けましておめでとうございます。
　2022 年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
　昨秋以降、国内では新型コロナ新規感染者数が低位で
推移し、本格的な日常生活回復に向けた動きが加速する
中で新年を迎えられたことを皆さまと共に喜びたいと思
います。
　海外での感染再拡大などもあり、先行きの見通しは予
断を許さないものの、商工会議所は、本年を感染防止と社
会経済活動をより高い次元で両立させる年と位置付け、地
域経済ならびにそれを支える事業者の皆さまの発展のため、
引き続き全力を尽くしてまいります。
　さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もようやく回復
基調に転じましたが、依然力強さを欠き、業種や規模によ
り回復度合いが異なる「K 字型回復」の状況が続いていま
す。国民全体を覆う閉塞感を真に打開するためにも、昨年
政府が決定した「新たな経済対策」の着実な実行はもとよ
り、国民が日本の将来について明るい希望を抱けるような、
新たな成長と発展への道筋を明確に示す必要があります。
　第 2 次岸田内閣の発足以降、政府は「新しい資本主義」
を掲げ、「成長と分配の好循環」「コロナ後の新しい社会
の開拓」に向けて議論を重ねてきました。私はコロナ禍を
通じて、「強く豊かな国でなければ有事の際に国民を守る
ことができない」と改めて認識しましたが、日本を危機に
対するレジリエンスを備えた強い豊かな国にするためには、
コロナ禍で明らかになった社会課題の解決と経済成長を車
の両輪として同時に実現することが必要です。
　少子高齢化に向かう人口動態等、様々な構造的課題を
抱えるわが国が、社会課題を解決すると同時に経済成長
を図るためには、一国の豊かさを示す総合的な指標であ
る「1人当たり GDP」の引き上げを国全体の目標として掲
げ、あらゆる分野での生産性向上と潜在成長率の底上げ
を図る必要があります。特に、雇用の約 7 割を占める中小
企業の生産性を引き上げることは、ひいてはわが国全体の
生産性の向上につながる重要な課題です。他にも、経済・
医療安全保障、成長を支える基盤である人材育成や科学

日本商工会議所
会頭　三　村　明　夫

技術研究への投資、デジタル化の推進、「S ＋ 3E」の原則
を踏まえたバランスの取れたエネルギー政策と技術革新等
が不可欠です。通商面では、TPP や RCEP の成果を踏まえ、
同じ考えを持つ国々との連携を深めつつ、引き続き日本が
自由貿易体制推進において主導的な役割を果たすべきです。
　こうした課題認識を踏まえ、われわれ商工会議所は本年、
特に以下 3 点について重点的な取り組みを実行してまいり
ます。
　第一は「デジタル活用による中小企業の体質強化」です。
これまでも幾多の困難を乗り越えてきた日本の中小企業は、
様々な変化に柔軟かつ迅速に対応できる潜在的な変革力
を有しています。中小企業経営へのデジタル活用は、生き
残りをかけた自己変革の有力な手段であり、コロナ禍で加
速したデジタル化の流れを、業務効率化に留まらず、越境
EC 等を通じた販路拡大、さらには業態転換などのビジネ
ス変革にまで広げる経営力向上の柱として強力に支援して
まいります。
　第二は「事業再構築、取引適正化等を通じた付加価値
の向上」です。商工会議所による伴走型の経営相談体制
の強化により、事業承継や事業の再生・再構築を後押しし、
経営の効率化や付加価値創出力の向上を強力に支援して
まいります。また、大企業と中小企業で構成されるサプラ
イチェーン全体で、創出した付加価値やコストをフェアに
分かち合う取引適正化も不可欠です。登録企業が 4 千社
を超えた「パートナーシップ構築宣言」は、官民連携でこ
れを実現するための有力なプラットフォームであり、今後
は宣言の実効性をより高め、中小企業の付加価値向上、ひ
いては日本全体の成長力の底上げに寄与してまいります。
　第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」です。東京一
極集中と言われますが、実際には一次産業の成長産業化、
インフラ整備を通じた製造業の集積、インバウンド需要の
取り込みなどを進めてきた地方圏の方が、東京圏よりも高
い経済成長率を実現しております。コロナ禍を契機とした
さらなる地方分散化の動きもみられる中、政府の「デジタ
ル田園都市国家構想」も踏まえ、こうしたモメンタムを地
方創生の加速化につなげていくことは、レジリエントな日
本の国土形成のためにも不可欠です。商工会議所は、地
域総合経済団体として地域の多様な主体との連携を深め、
地域ぐるみの地方創生をさらに後押ししてまいります。
　最後に、日本商工会議所は今年で創立 100 周年を迎え
ます。「地域とともに、未来を創る」をスローガンに、次
の 100 年に向けて、中小企業の活力強化と地域活性化に
よる日本経済の持続的な成長の実現を目指し、515 商工会
議所と連合会、青年部、女性会、海外の商工会議所とのネッ
トワーク力を最大限活用し、新しい時代を皆さまと切り拓
いてまいりたいと思います。引き続きのご支援、ご協力を
お願いして、私の年頭のあいさつとさせていただきます。
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株式会社ひだの
代表取締役

肥田野秀知

干支さんに聞きました干支さんに聞きました

株式会社タツノ
代表取締役社長

龍野　伸樹

株式会社
みすず綜合コンサルタント
代表取締役

増澤　延男

株式会社進和製作所
代表取締役

上原　昭彦

　新年あけましておめでとうございます。コロ
ナ禍対策にあたる全ての方々に感謝いたします
と共に、1 日も早い終息と会員皆さまのご健康
を心よりお祈り申し上げます。
　最近、世の中の変化を大変早く感じます。48
歳という加齢の影響も少々あるかと思いますが、
コロナの拡大によるものと、テクノロジーの進
化によるものだと思います。アップル社がア
イフォンを発売して、たった 15 年でコミュニ
ケーションや情報収集、仕事のやり方などが大
きく変わりました。日本企業は IT 活用が進まず、
生産性の低いことが課題とされています。当社
は、お客様の課題を IT という手段を用いて解
決できる企業を目指しております。地域経済に
少しでも貢献できるよう活動して参りますので、
引き続き、ご指導をお願い申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
　私は、今年で 6 度目の年男。そして当欄には
3 度目の登場と、本当に長い年月を会議所議員
として務めさせていただきました。
　我々の世代は、戦争を知らない子供達として
生まれ、繁栄と自由を謳歌したバブル景気を体
感しつつ団塊の世代として多少の競争を感じな
がらも“ぬくぬくと”育った、幸せな世代だと思っ
てきました。しかし昨年、一昨年と続くコロナウィ
ルスのパンデミックにより今までに経験したこと
のない大変な苦しみを味わいました。本年は、コ
ロナウィルス終息とは至らないまでも 3 回目のワ
クチン接種が進み、特効薬が流通して、コロナ
を意識することなく普通の生活が出来るように
成って欲しい、それが私の切なる願いです。

　新年あけましておめでとうございます。新型
コロナも日本に上陸して早 2 年になろうとして
おります。ワクチン接種が進んだせいか、この
ところ急激に鎮静化し、こんなにも効果がある
ものかと狐につままれた感じさえします。経済
もウイズコロナ過での対策もこの先 1 ～ 2 年
は続くでしょう。その後のアフターコロナ経済
対策も行われるでしょうが、その先を考えた時
に、気が付いてみると全く違った社会・経済が
存在しているのではないかと危惧しております。
その時、対応できるように経営の変革・事業再
構築など様々な対策を、積極的に行い、今をチャ
ンスと捉え経済・社会の変化に対応した、新し
い経営スタイルを構築しなければと考えており
ます。最後に、会員の皆様の益々のご健勝とご
発展を心よりお祈り申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
　新型コロナ感染症の公表から約 2 年が過ぎ
ました。そして、今もなお収束が見えない状況
になろうとは誰もが想像し得なかった事かと思
います。どれだけ文明が進歩してもあらゆる災
害の脅威が存在する事を痛感させられます。さ
て、そうした状況下、アフターコロナの世界で
は、多くの人が感じている様に人々の価値観、
ライフスタイル、働き方、企業の取組み、と言っ
た事が大きく変化しつつあります。未来に向か
い社会、経済が変革してゆく中、企業において
もそこに対応する柔軟性を改めて認識した上で、
企業としての社会的役割も見据えながら先ずは
より良い会社運営を摸索して参りたいと思いま
す。会員の皆様におかれましても益々のご活躍
とご多幸を祈念申し上げます。
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本年も宜しくお願いします。

上田商工会議所議員一同、
本年も地域発展のため様々な事業に取り組んでまいります。
会員の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

会 頭 栁澤憲一郎 上田ガス㈱
副 会 頭 宮下　勝久 ㈱宮下組
副 会 頭 堀内　健一 ㈱三葉製作所
副 会 頭 笠原　章嗣 笠原工業㈱
専務理事 金子　義幸
常 議 員 岡澤　尊宏 日置電機㈱

岡田　宝正 塩田運輸㈲
奥川　隆祥 上田日本無線㈱
北嶋　忠治 ㈱日本ビルシステムズ
桑原　茂実 上田冷蔵㈱
小池　文彦 上田信用金庫
小嶋　修一 田沢倉庫㈱
小山　　智 ㈱八十二銀行上田支店
近藤　秀樹 ㈱花のマリモ
三城　伸五 アート金属工業㈱
清水　　浩 日立 Astemo 上田㈱
城下　　徹 城下工業㈱
武井　　喬 エプソンアヴァシス㈱
竹内　敬吾 ㈱長野精工
武重　昌樹 ㈱武重商会
田沢　則男 山洋電気㈱上田事業所
龍野　伸樹 ㈱タツノ
津田　裕之 ㈱イトーヨーカ堂アリオ上田店
手塚　克巳 ㈱ニッケン
中村　邦彦 ㈱長野銀行上田支店
新村　雄一 ㈱新村
堀　　健二 長野県連合青果㈱
増澤　延男 ㈱みすず綜合コンサルタント
増島　良介 オルガン針㈱
水野　泰雄 ㈲デザインルーム エム
宮沢　俊行 ㈱シーティーエス
宮島　武宏 ミヤジマ技研㈱
母袋　卓郎 ㈱上田ケーブルビジョン
山本　　修 上田交通㈱
依田　恵夫 長野計器㈱

監 事 小山　秀喜 税理士法人小山会計
肥田野秀知 ㈱ひだの
宮坂　正晴 信州ハム㈱

議 員 青柳　邦久 イオンリテール㈱イオン上田店
荒川　義富 ㈲大正館えんぎや
有賀　健一 ㈱有賀技建
飯島新一郎 ㈱飯島商店
飯島　康典 ㈲飯島イイジマ薬局
石森　義久 石森㈱
市村　　康 長野県信用組合上田支店
井出　道英 ㈱東信ジャーナル社

議 員 上原　昭彦 ㈱進和製作所
小笠原裕夫 ㈱小西屋
金子　幸裕 ㈱日広
川上　千春 アクサ生命保険㈱上田営業所
北澤登与吉 東京特殊電線㈱
久保美奈子 ㈱上田温泉ホテル祥園
窪田　秀徳 窪田建設㈱
倉島　　博 別所温泉観光協会
向田　隆夫 行政書士こうだ事務所
小林　泰志 ㈲小林精工
櫻井　政信 ㈲桜井産業
島田　一雄 日軽松尾㈱
清水　金二 ㈱やおふく
清水　久夫 マリモ電子工業㈱
武田　幸一 武田味噌醸造㈱
田中　克明 ㈱城南アクト
中澤　栄二 ㈱エービーシー一級建築士事務所
成田　守夫 ㈻成田会
西澤　尚夫 ㈱マザーツール
西田　拓生 西田技研工業㈱
花村　健一 ㈱ JTB　長野支店
林　　健一 中部電力パワーグリッド㈱ 上田営業所
林　　正道 ㈱林工務店
原　　勝敏 ㈱システムプラン
夫馬　博行 ㈱レクスト・アイ
干場　雅志 ㈱ホシバ
町田　和幸 ㈲玉井フルーツ店
松永　勝大 ㈱信州さがみ典礼
丸山　良治 ㈱丸山商店
宮澤　広一 ㈱川西
宮下　勇二 ㈱上田建装社
宮島　聖二 ㈱宮嘉組
宮原　政廣 大廣建設㈱
矢島　康夫 東信醸造㈱
柳澤雄次郎 柳屋建設㈱
柳島　隆二 海野町商店街振興組合
山崎　隆延 社労士法人 コーチジャパン
山嵜　信幸 ㈱長遊園
山邉　正重 ㈱三協産業
湯田　勝己 ㈱ユダ
横沢　泰男 横澤化学㈱
吉澤　哲夫 ㈲しなの木温泉
米津　仁志 ささや㈱
若林　順平 ㈱デンセン
和田　澄夫 和田龍酒造㈱
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チケット QR 事業等 追加予算等承認チケット QR 事業等 追加予算等承認
常議員会・臨時議員総会を開催常議員会・臨時議員総会を開催

　12 月 20 日㈪常議員会並びに臨時議員総会が開催され、新型コロナウィ
ルス対策消費喚起応援事業に対する新たな予算措置を含む補正予算等 4 議
案が承認されました。
　会議では、新型コロナウィルス感染症の影響で冷え込んでいる地域経済
活性化のため、チケット QR を利用した消費喚起応援事業 2 億 1,200 万円
が追加事業の予算として承認されました。
　また、株式会社イトーヨーカ堂アリオ上田店　津田裕之  店長が常議員
に選任されました。
　そのほか、新入会員 56 事業所と特定退職金共済制度規約の改訂について承認されました。
　会議冒頭で、日本商工会議所会頭表彰の受賞を報告がありました。

〇日本商工会議所会頭表彰（敬称略）
　〈役員・議員　退任表彰〉　アート金属工業株式会社　石　原　光　章

新しい時代の要請に応えて、
一歩先を行く経営を !

《攻め》の脱炭素経営セミナーを開催

　11 月 26 日㈮に当所情報教育文化部会（母袋卓郎
部会長）が、脱炭素経営に向けたセミナーを開催し
ました。
　気候変動の影響が顕在化しているなか、脱炭素に
配慮した取引が優遇されたり、光熱費の上昇や環境
対策費の上乗せといった支出が発生したりと、企業
の対応は避けられなくなっています。国・県・市で
も温室効果ガス排出量の削減目標が設定され、「待っ
たなし」の状況となっています。
　こうしたなか、ピンチを前向きに捉え、先んじて
脱炭素経営に舵を切ることが生き残る道となってい
きます。再生可能エネルギー中心の設備投資や取引・
商品開発を推し進めることで、他社との差別化によ
る販路開拓やムダな支出を抑えた経営をすることが
できます。さらに、相対的に支出が削減された資金
を、雇用や福祉活動など他部門に投入でき、地域へ
の循環も図ることも可能となります。新しい時代の
要請に応え、一歩先を行く経営のために、大いに参
考となりました。 （参加者 27 名）

信州上田日本遺産をもっと知ろう!
オンラインクイズキャンペーン
県内外から 2,896 名が参加

　当所では上田市日本遺産推進協議会と共催で「信州上田日
本遺産をもっと知ろう ! オンラインクイズキャンペーン」を
10 月 12 日㈫～ 12 月 10 日㈮まで実施しました。
　文化庁により日本遺産に認定された『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～』
の紹介動画を見てクイズに正解した方に抽選で日本遺産関連
の景品を進呈する企画で、2,896 名（うち県内 298 名、県外
2.598 名）が参加しました。
　参加者へのアンケートでは 97.6% が「信州上田日本遺産
を巡ってみたい」と回答し、「レイラインの光の道が幻想的
で、神社仏閣と自然の融合も素晴らしく観光に訪れてみた
い」、「上田市には上田城だけでなく日本遺産となる由緒ある
文化財や歴史があることを知る機会になった」といった声が
聞かれ当地域の PR につながりました。

～信州上田日本遺産関連商品募集中 ! ～
　当所が運営する「信州上田日本遺産商品
紹介サイト」では、当地域の日本遺産に関
連した商品、土産品などの掲載商品を募集
しています（現在約 30 点を掲載）。詳細
は右記 QR コードよりご覧いただくか、ま
たはお電話（TEL.0268-22-4500）にてお問
合せください。



令和4年1月5日発行（毎月5日発行）
No.602

7

長野ものづくり技術展 in 高精度・難加工技術展 2021に出展
～上田地域のものづくり力を全国に発信 !! ～

　「高精度・難加工技術展 2021」が 12 月 1 日㈬～ 3 日㈮まで東京ビック
サイト西ホールで開催されました。この技術展では（公財）長野県中小企
業振興センターが、県内ものづくり企業（微細加工が中心）を集め、「な
がのものづくり技術展」と題したブースを設置し、上田ドリームワークス
として 5 企業（㈱ジェー . ピー . イー .、アカネ工業㈱、東特巻線㈱、信越
電線㈱、㈱エスケー精工）が出展しました。昨年は新型コロナウイルス感
染症の影響により、中止や参加見送りが相次いだため約 2 年ぶりの展示会
への参加となりました。
　コロナウイルスの影響もあり、展示会への来場者数は例年より少ない印
象でしたが、高精度・難加工を要する技術を求める案件が多く寄せられ、
最先端技術の需要はかなり多く、それに対応していくものづくりの必要性を感じました。来場したメーカー担当者
から見積や試作品などの依頼も多くいただき、密度の濃い商談ができました。当所におきましても、上田地域の企
業のビジネスマッチング事業を積極的に支援して参ります。

非対面で行う商談で、新たな取引のきっかけに
上田地域産業展ビジネスマッチング　リアル&オンライン開催

　上田地域産業展ビジネスマッチング事業について、本年は事業所の予定に合わ
せて分散開催としており、第 3 回目を 12 月 9 日㈭に当所にて対面開催し、発注
企業 1 社に対し上田地域の受注企業 4 社が参加、また、第 4 回目を 12 月 17 日
㈮にオンライン開催し、発注企業 1 社に対し、上田地域の受注企業 6 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商談を
行いました。ほとんどの企業が初対面でしたが、新たな取引のきっかけづくりの
ため真剣に交渉し、企業同士の今後の繋がりを作る良い機会になりました。

『VR産業探検隊』
～VRで再現された工場に隠された謎を解き、景品をGETしよう !! ～
　上田地域産業展オンラインでは、企業による常設
展示会の他、各種コンテンツを作成し、上田地域の
企業情報を発信しています。
　1 月より、VR（ヴァーチャルリアリティ）を体感
してもらうイベントを開催中です。VR の工場や事
業所に隠されたクイズに答えて素敵な景品を GET
しましょう !　小学校高学年から中学生の皆様も参
加して楽しめる内容です。
■開催期間：2022 年 1 月 1 日～ 1 月 31 日

※詳細は当会報別添チラシをご覧下さい。

VRで見る
『渋沢栄一と信州上田展』

　上田商工会議所 1F ロビーにて令和 3 年 11 月 22
日～令和 4 年 1 月 6 日の期間で開催された、『渋
沢栄一と信州上田』展を、VR でご覧いただけます。
その場で展示品を見ているような感覚を味わうこと
ができます。是非、産業展オンライン展示会ページ
にアクセス下さい。

上田地域産業展
オンラインページへ GO!

https://ueda-sangyoten.jp/

上田地域産業展 2021オンラインスペシャルコンテンツ

●日時：12月６日㈪午後4時30分
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 令和 3年度補正予算（案）について
⑵	 消費喚起事業　チケットQRについて
⑶	 上田地域産業展オンラインイベントについて

正副会頭会議　報告　（第46回） 正副会頭会議　報告　（第47回）

●日時：12月20日㈪㈭正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 常議員補欠選任（案）について
⑵	 特定退職金共済制度規約の改訂について
⑶	 信州上田名産市開催について
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各 種 補 助 金 の ご 案 内各 種 補 助 金 の ご 案 内
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 2 月 4 日㈮
■申請方法 電子申請、郵送（2 月 4 日消印有効）

　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 1 月 12 日㈬ 17 時（第 5 回）
 3 月 9 日㈬ 17 時（第 6 回）
■申請方法 電子申請

　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 ［通常枠］中小 1/2、小規模事業者 2/3
 ［低感染リスク型ビジネス枠］2/3
■申請締切 2 月 8 日㈫ 17 時
■申請方法 電子申請
※低感染リスク型ビジネス枠の公募は今回が最後となります。

事業再構築補助金

　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
　第 5 回公募が令和 4 年 1 月中に開始する予定

※補助要件・補助上限・補助率などは公募要領
が発表され次第ご確認ください。 
詳細は事業再構築補助金ホームページ（https://
jigyou-saikouchiku.go.jp/）をご覧ください。

ホームページはこちら→

新型コロナウイルス
対策専門家による
年末経営特別相談

実施
　12 月 6 日㈪・9 日㈭・15 日㈬、当所
において経営相談会を開催しました。弁
護士・税理士を始め 7 分野の専門家に多
岐わたる相談に対応いただきました。
　例年、一堂に専門家が集まる相談会を
実施していた本事業ですが、今回はコロ
ナ対策として、「事前予約制」「3 日間開
催」「オンライン相談も対応」という形
で実施しました。（相談件数 10 件）当
所では、専門家の相談日を定期的に開催
しており、2 月 7 日㈪にも相談会（付録
参照）を開催予定です。
　また、当所中小企業相談所では、経営
に関する全般的な相談を常時受け付けて
おりますので、どうぞご利用ください。

ピンチをチャンスに !　困難に負けない
儲けられる会社を目指す

経営革新・事業再構築伴走支援
「もうけま専科党

セミナー・個別相談」開催
　新型コロナウイルスにより大き
く変化した経営環境に対応するた
め、事業の抜本的な見直しを行う地
域の小規模事業者を支援する目的で、
11 ～ 12 月に渡りセミナー・個別相
談を行いました。（参加事業者　延
べ 15 社）
　講師・アドバイザーに㈱タイムの
片岡巧男氏を迎え、セミナーでは、

変化したニーズや今後のトピックとなる DX（デジタルトランスフォー
メーション）等の考え方について解説。各社最大 3 回行った個別相談で
は、それぞれの事業所へ伺い、経営資源を確認・整理し経営革新の可能
性について探りました。
　中小企業相談所では、今回の参加事業所の事業計画の作成・補助金活
用等へ向け継続サポートを行ってまいります。
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福祉分野 2 社が新商品を発表 !
第 21回新商品・新サービス等合同プレス発表会 開催

　12 月 1 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、福祉分野から 2 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、取材等に熱心に応えました。
当日の様子は各種メディアで取り上げられ、新商品の PR の一助となっています。

【今回の新商品はこちら !】
革商品を上田から全国へ

信州紬を生かした帽子とバック作成

就労続支援 A 型事業所　Self-A・CPF 上田
〒 386-0025　上田市天神 1-8-1　上田駅前ビルパレオ 1F-2
☎ 0268-71-5559　FAX：0268-71-7068
E-mail：mail@c-p-f.co.jp

【サービス内容】
　CPF 上田は就労継続
支援 A 型事業所として、
障がいを持った皆様と
雇用契約を結び就労の
サポートを提供してお
ります。私たちは施設
内で革商品を作成する
だけではなく、令和 3
年 4 月に活動の場を東
京から上田市に移動した「Ueda Local Factory」で製作されるクロコ
ダイルやオーストリッチの革を使用したオーダーメイドバッグの補助作
業や、ウォールアートアーティスト「五十嵐岳」のマスコットを作成す
る等、全国で活躍するアーティストの方に携わる活動を開始致しました。

☆「信州紬」×「アトリエ・アキコ」×「Ueda Local Factory」の
　コラボ商品☆

　武石に拠点を構え活動する「杜の工房　沖杜美さん」の織る格調高い
染め技術と深く渋みのある光沢をもつ信州紬を、皇室帽子デザイナーで
ある「アトリエ・アキコ」と「Ueda Local Factory」が、信州紬の特
徴を活かしながら様々なファッショに寄り添う帽子とバッグを作成。

　　 ウォームブランケット
〒 386-0012　上田市中央 2-8-10　アルプスミズノビル 2F
☎ 0268-71-6034　FAX：0268-75-2314
HP：https://warmblanketrhythm.com/thp/

上田市の多機能型支援事業所がお届けする
「シゴトとココロ」の研修サービス

■誰もがやりがいを持って
働ける職場の実現を支援
する研修です

　企業のメンタルヘルス課
題を丁寧にお聞きし、「いま、
必要な研修」を提供します。
社員ひとりひとりの「セル
フケア」や管理職者による

「ラインケア」、支援する側
とされる側がお互いに知っ
ておくべきことなど、企業
各層の状況やご要望に応じ
たトピックを取り扱います。
■福祉事業所だからこそお伝えできることがあります
　弊社は作業療法士や看護師といった専門家が常駐する多機能型支援事業所
を運営しています。福祉事業で精神疾患や発達障害のある方を日頃から支援
しているからこそ、支援する側とされる側の課題や具体的な対策を「シゴト
とココロの研修」に取り入れることができます。
■価格は 33,000 円～ご予算に応じて対応いたします
　ご要望とご予算に応じて柔軟にアレンジが可能です。

～新春講演会のご案内～
　本年の新春講演会は、講師に政治ジャーナリ
ストで駿河台大学客員教授の田﨑史郎氏をお招
きし「日本の政治は良くなるか」をテーマに講
演を行います。是非この機会にご参加ください。
主催：上田商工会議所 法務・金融部会
　　　一般社団法人　上田法人会
後援：上田市

■開催日時 令和 4年 1月 26 日㈬
	 午後 2時～ 3時 30 分
■会　　場 サントミューゼ 小ホール
■参 加 料 無料
■定　　員 120 名

※定員となり次第締め切りとさせてい
ただきます。

■申込締切 令和 4 年 1 月 20 日㈭
■お申込・お問い合わせ
　上田商工会議所
　TEL.0268-22-4500　FAX.0268-25-5577

東信三商工会議所広域連携支援事業
「事業再構築促進事業
補助金活用セミナー」の開催

　ポストコロナ・ウィズコロ
ナ時代の経済・社会の変化に
対応していくことが重要とな
り、新規事業分野への進出等
の思い切った事業再構築によ
る成長戦略が必要となってい
ます。
　そこで、成長意欲のある中
小企業等の挑戦を支援するた

め、1 兆 1,485 億円規模の新たな補助金が創設され、既に第 3 回
までの採択結果が出ており、東信地域でも多くの事業所様が採択
されておられます。
　その第 4 回の公募に伴い活用方法について解説するセミナーを
12 月 10 日㈮に上田東急 REI ホテルにて ACI コンサルティング代
表で中小企業診断士の渡邉　学氏を講師に開催いたしました。
　オンラインを含む 15 名の皆さんが参加され「再構築の事業化
に向けて想定している市場及び期待される効果を明確にさせる
マーケティングの重要性」等の指導をいただき、本補助金への関
心の高さから活発な質疑応答も行われました。
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●本商品をご検討の際には「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報・

 。いさだく覧ごず必を」款約・りおしの約契ご「」）せら知おな要重他のそ

経営者の未来と
会社の安心のために。

在任中のリスクやご勇退に向けての備えは万全でしょうか。

AXA-A1-1709-1425/9F7AXA-A1-1709-1425/9F7

企業ラインナップ 99（  ロクノモ  3/1 4A ）

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3F
TEL 0268-22-3164

商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

cafe & bar　アップモート 上田市中央 2-9-19
Tel.080-7317-0904

海野町にオープン。木の温もりがあふれる店内に甘い香りが漂う。メインは、クレープとラ
ム酒で、それぞれ数十種類を揃える。クレープは、生地とふわふわの生クリームが特徴で、
大人の味が女性客の人気を集めている。他に、ドリンクやつまみがある。店奥は広いイベ
ントスペースで、各種の催しや教室・セミナーなどに利用できる。飲食コーナーとのコラボ
により多様な活用ができる。型にはまらない自由な店づくりで、人の集まる場所づくりを目
指している。テーブルとカウンターで約20席。
【営業時間】11：00～22：00　【定休日】火曜日

古着販売 　DADA 上田市中央 2-3-5
大丸ビル

大手門公園前にオープン。モダンな店内に、メンズを中心としたカラフルな品が並ぶ。主と
してアメリカやヨーロッパなどの海外品を揃える。取扱商品は、トップス、ボトムス、アウ
ター、小物など。ヴィンテージからレギュラーまで、1点ものが数百品あり、品揃えは豊富。
顧客は、20～40歳代が中心で、個性あるファッションアイテムとして人気がある。試着
もでき、自由な雰囲気のなかで買い物を楽しめる。自分に合った服を見つけるために、気軽
に来店できる店づくりを目指している。
【営業時間】13：00～19：00　【定休日】火曜日

《生島足島神社の鳥居》と《信濃国分寺のハス池》で日本遺産登録1周年を祝う!
～青年部　信濃国分寺駅前イルミネーション点灯式を開催～

　12 月 4 日㈯に信濃国分寺駅前にて当所青年部（沓掛恵介会長）によるイルミ
ネーション点灯式が挙行されました。今年は、信州上田・塩田平レイラインの日
本遺産登録 1 周年記念と「コロナ禍」の終息祈願として、《生島足島神社の鳥居》
と《信濃国分寺のハス池》をイメージしたイルミネーションを制作し、駅前を彩
りました。
　点灯式では、信濃国分寺駅利用促進協議会の山崎会長より祝辞をいただき、点
灯をしていただきました。
　本事業は 18 年前から当所青年部主催により実施され、信濃国分寺駅利用促進

協議会のご協力のもと、すべて青年部会員による手作りで設置しています。日没から 6 ～ 8 時間ほど毎日点灯し、
3 月中旬まで設置予定です。

地域のお店 ご利用に感謝 !　上田市商店会連合会 えびす講売出し開催

　昨年の 11 月 19 日から 12 月 5 日まで、上田市商店会連
合会（柳島隆二会長）主催、当所共催にて「えびす講売出し」
を開催いたしました。今年度も昨年に続きコロナウイル
スの影響を考慮し、郵送による応募の形式で実施しました。
　応募総数は 1,378 件にのぼり 100 名の当選者に日本遺
産関連商品やお店で使える商品券を進呈致しました。
　今年度は関連企画として、えびす講おうちで花火大会

と題し上田ケーブルビジョンにて過去の信州上田大花火
大会の放映や渋沢栄一書道選の入選作品の展示を行いま
した。「コロナ禍でもできる事業」として計画し、感染
状況に左右されることなく実施することが出来ました。
　今後も当所並びに上田市商店会連合会は、中央商店街

【当選賞品一覧】

商店会賞

・日本遺産関連商品 30 名様
・海野町商店街振興組合共通商品券
・商店街振興組合うえだ原町一番街商店会共通商品券
・上田市松尾町商店街振興組合共通商品券

各 10 本
30 名様

大型店賞 アリオ・イオン・ツルヤ・やおふく各店の商品券 各 10 本
40 名様

や周辺商店会、大型店、各種組
合と連携を深め、販促活動など
事業を推進してまいります。
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謹賀新年
商工会議所共済制度に対しまして本年も倍旧のご愛顧、ご指導を賜りますよう
推進員一同、年頭のごあいさつかたがたお願い申し上げます。

所長 川上 千春 主任 馬場美佐江 主任 染野 智春 江連 恵子

召田真由美 宮島 啓子

髙藤 大輔 遠藤 洋一

柴田 吉男 小宮山郁子

田中 里奈

西川 満代

塩崎 友弥

宮澤 静香

福田 　諭

荒井美根子

上田商工会議所共済福祉制度引受保険会社

アクサ生命保険株式会社
上田商工会議所会館内　TEL.0268-22-3164

小池 　斉

飯島 育恵

福祉制度キャンペーンへのご協力
ありがとうございました。

　当所は会員事業所の福祉向上のために、10 月 1 日㈮から 11 月 30 日㈫
までアクサ生命保険㈱と協調連携し「福祉制度キャンペーン」を実施しま
した。
　「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
に備える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
株式会社共済担当者、上田商工会議所職員が管内事業所を訪問させていた
だき、目標の数値を達成することができました。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。

●本商品をご検討の際には「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報・
 。いさだく覧ごず必を」款約・りおしの約契ご「」）せら知おな要重他のそ

経営者の未来と
会社の安心のために。

在任中のリスクやご勇退に向けての備えは万全でしょうか。

AXA-A1-1709-1425/9F7AXA-A1-1709-1425/9F7

企業ラインナップ 99（  ロクノモ  3/1 4A ）

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3F
TEL 0268-22-3164

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。

会議所共済会議所共済
口座振替のお知らせ口座振替のお知らせ

今月は11月月2424日㈪日㈪ です。
※毎月 22 日ですが、㈯㈰と重なるため
　翌営業日となります。



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11月

調査対象
全国336商工会議所2737業種組合等

【建設業】
業況・販売単価DIは横ば
い、採算・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】
採算・資金繰りDIはほぼ横
ばい、業況・売上DIが悪化
傾向、その他項目は改善
傾向

【卸売業】
採算・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】
販売単価DIはほぼ横ばい、
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、2カ月連続の改善先行きは、改善見込むもコスト上昇圧力が重荷

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
▲ 21.1 ▲ 17.4 ▲ 26.9 ▲ 55.8 9.0 ▲ 16.6 14.9

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 17.5 ▲ 12.6 ▲ 24.2 ▲ 54.4 10.5 ▲ 16.6 16.6
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▲21.1前月比7.8ポイント改善。
◦	全業種において業況は改善。時短要請や活動制限の緩和に
伴い、客足が戻りつつある外食・観光関連のサービス業や、民
間工事が持ち直しつつある建設業などで業況改善の動きが
みられる。一方で、製造業、卸売業を中心に、半導体不足や部品供給制約による生産活動への影響が継続して
いる。幅広い業種で、鉄鋼などの原材料費や原油価格を含む資源価格の上昇などのコスト増加が続いており、
中小企業の景況感はコロナ禍からの回復に向けた動きがみられるものの、力強さを欠く。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	資材価格上昇による収益圧迫や、東南アジアでの感染拡大を背景とした住宅設備機器など

の納品遅れ・欠品の影響が続くものの、災害復旧を含む公共工事の下支えや住宅関連の民
間工事の持ち直しが寄与し、改善。

【製　造　業】	イベント向けなどの受注に持ち直しの動きが見られる印刷業・製紙業や飲食料品製造業の
売上が伸び、改善。一方、自動車関連を中心に鉄鋼や資源価格の上昇による収益圧迫や半
導体不足による生産活動への影響が続いているとの声は多い。

【卸　売　業】	物流費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、制限緩和に伴いイベント
や外食向けの受注増が続く農畜水産物・飲食料品関連が全体を押し上げ、改善。

【小　売　業】	制限緩和に伴い客足が戻りつつある百貨店などの売上増が寄与し、改善。一方、食料品や
日用品などの巣ごもり需要による売上の一服感を指摘する声も聞かれた。

【サービス業】	運送業では燃料費上昇による負担増が続いているものの、制限緩和に伴い客足が戻りつつ
ある飲食・宿泊業を中心に売上が増加し、改善。ただし、通常営業再開による人手不足が
生じているとの声も聞かれた。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、▲17.5 今月比3.6 ポイント改善。
・感染対策と社会経済活動の両立に向けた国・自治体の動きの加速による、年末年始の商戦を契機とし
た個人消費拡大や、国内の観光需要回復などへの期待感がうかがえる。一方で、半導体不足や部品供
給制約の長期化、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など、コスト上昇
圧力が重荷となり、中小企業においては、先行きへの慎重な姿勢が続く。

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。税務関連のご相談は 2 月 7 日の経営個別相談会をご利用下さい。
●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） 1 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）

2 月 7 日㈪
10：00 ～ 15：00

NPO 法人コンティニュー
不動産鑑定士

登記（予約制） 3 月 7 日㈪
13：30 ～ 15：00

長野県司法書士会上田支部
司法書士

相談内容 開催日時 専門相談担当者

発明（予約制） 2 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

金　融
※オンライン併用

1 月 20 日㈭
10：00 ～ 15：00

㈱日本政策金融公庫長野支店
相談員

経営個別相談会
（予約制）

※税務・登記・労務・許認
可手続・経営・販路開拓・
金融・事業承継

2 月 7 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
長野働き方改革推進支援センター　社会保険労務士
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
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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1月

決算個人指導会の
ご案内

小規模企業共済　掛金払込証明書（控除証明書）の再発行について

　確定申告に備え、個人事業者を対象とした決算個人指導会
を開催いたします。
　なお、決算・確定申告期は窓口が非常に混雑いたします。
ぜひ各指導会場へご出席ください。

◆当日、駐車場の混雑が予想されます。車でのお越しはなるべくご遠慮ください。
◆会場の衛生環境には配慮しておりますが、感染症等の予防について、ご来場の皆様にはマスクの着用にご協力い

ただき、ご参加くださいますようお願いいたします。

開催日 時　間 会　場 持　ち　物
２月１日㈫

全日程
　午前９：30 ～12：00
　午後１：30 ～４：00

神 川 地 区 公 民 館 ○帳簿一式
○令和 3 年分決算書用紙
○令和 2 年分決算書（控）
○筆記用具
○電卓
○受講証明書
※感染症予防のため筆記用具および電卓の

貸し出しはいたしません。

２月２日㈬ 上 野 ヶ 丘 公 民 館
２月３日㈭ 上田商工会議所川西支所
２月４日㈮ 上田商工会議所塩田支所
２月８日㈫ 川 辺 町 会 館
２月９日㈬ 上 田 商 工 会 議 所

※決算個人指導会は、新型コロナウイルスの感染状況により中止になる場合があります。

　確定申告において、「小規模企業共済等掛金控除」を行う場合、掛金払込証明書の提出が要件となります。その際に、
紛失等により手元に掛金払込証明書がない場合、再発行が必要となります。
　再発行には 2 種類の方法があります。中小機構の共済相談室のプッシュホン電話による「定型書類の自動発送
サービス」（下図①）と、インターネットによる中小機構ホームページ上での再発行申請（下図②）が利用可能です。
確定申告が近付くと、問い合わせが増加し、電話がかかりにくくなります。インターネットによる申請は、24 時
間対応で、必要な入力項目のみであるため、大変便利です。お早めにご対応ください。
※「掛金払込証明書」の発送時期について 
　・令和 3 年 9 月までに加入された方…令和 3 年 11 月中旬～下旬 
　・令和 3 年 10 月から 12 月に加入された方…令和 4 年 2 月上旬～中旬

※届出住所に変更がある場合は、共済相談室へお申し出いただくとともに、「届出事項変更申出書」のご提出を
お願いします。

■問い合わせ先　共済相談室（コールセンター：050-5541-7171　平日 9 時から 17 時まで（土日祝日を除く））

再発行手続き①【電話】
プッシュホン電話による定型書類の
自動発送サービスを利用

再発行手続き②【インターネット】
中小機構ホームページ上で再発行の申請を利用

（11 月末頃より利用開始予定、24 時間利用可能）

定型書類の自動発送サービス
ご利用時間　朝 6：00 ～夜 12：00（土・日・祝日も利用できます。）
ご利用方法（音声に従い操作を行ってください）
①　プッシュホン電話で
　　おかけください。 ☎ 042-567-3308
②　共済契約者番号（7 桁）と CD
　　（2 桁）を押し、♯を押す。 （例）1234567  89#

③　生年月日の月日を押し、
　　＃を押す。

（例）4 月 1 日生まれの場合
　　　　　　　 0401 　#

④　共済契約者番号の確認 正→「0」、「#」を押す。
誤→「1」、「#」を押す。

⑤　依頼書類番号を押し、
　　＃を押す。

355  # 掛金払込証明書
 （控除証明書）

⑥　連絡先の電話番号を押し、
　　＃を押す。 （例）0334337171  #

⑦　書類が届く。 1 週間程度で登録されている
住所にお届けいたします。

〈再発行画面の表示方法〉

小規模共済 　 検索
　　　　  
小規模企業共済制度トップページ、画面右にある「ご契約者さま」をクリック
　　　　  
表示されたページ内の「ご契約者さま向けのメニュー」の中の「手続き一覧」をクリック
　　　　  

「書類の再発行」中の「『掛金払込証明書』の再発行」をクリック
　　　　  
表示されたページ「STEP2」の「『掛金払込証明書』再発行専用フォーム」をクリック
　　　　  
表示されたページに〈共済契約者番号〉〈氏名〉〈生年月日〉〈電話番号〉〈メールアドレス〉をご入力
いただき、 確認  をクリックしていただきくと再発行の受付が完了いたします。



㈱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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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 232

日々の暮らしにお花で癒しを

Flower Market monfavori
〒386-0017　上田市踏入2丁目9-10
TEL.0268-28-8007

　お祝いやお供え、リース
やドライフラワーなどお花
の事はなんでもお任せくだ
さい。個人のお客様には、
お花の宅配便（月 3 回）、
法人のお客様には、受付な
どへのウェルカムフラワー
アレンジメントが大変人気
となっております。ぜひご
利用ください。

ふとんのたけうち
〒386-0034　上田市中之条73
TEL.0268-22-1365

【営業時間】AM9：30～PM7：00　【定休】第3水曜

　新店舗になり 4
年目になりました。
皆さまの快適な睡眠
と健康をサポート致
します。さらにコン
フォートシューズ部
門では足のお悩みに
お応えします。

　寝具と合わせてご気軽にお問い合わせ下さい。お布団
の丸洗いレンタル布団も行っております。

健康は日々の快眠から

soin cafe（ソワン カフェ）
〒386-0012　上田市中央5-2-2　山岸ビル1階
TEL.0268-71-5255　【定休日】毎週火曜、水曜日

【営業時間】㈪・㈭・㈰11：30～18：00／㈮・㈯11：30～23：00

16席の小さなカフェです
　地元で採れる季節
の美味しいお野菜や
果物を中心に、お食
事、デザート、ドリ
ンクメニューを心を
込めてご用意してお
ります。身体と心が
喜ぶような幸せな時
間をお過ごしいただけたら嬉しいです。お気軽にお立ち
寄りくださいませ。

上田市初のインターナショナルスクール
ISN上田原・ISN古里

　地域に保育・教育の選択肢
を増やすことをビジョンに掲
げ、上田市初のインターナ
ショナルスクールとして小
規模保育所（対象：0歳～ 2
歳）を 2021 年 4 月に開園。
2022 年度には上田市内にイ
ンターナショナルプレスクー
ル（対象：3歳～ 5歳）を開
園します。

未来プロジェクト株式会社
〒386-1103　上田市神畑485-2
TEL.0268-71-5637　FAX.0268-71-5638
E-mail：admin@ueda.isnedu.org

【定休日】日曜日・祝日
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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

アクロスホーム㈱ 上田市上田原 802-5 75-5511 建築業
㈲メイ・田中商事 上田市神畑 884-1 22-5123 不動産賃貸業
未来プロジェクト㈱ 上田市神畑 485-2 71-5637 保育サービス
アロマ ヒール・ケイ 上田市殿城 4023-1 25-1390 アロマ・ハ ーブ、ピラティスレッスン

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。

信州安全・安心な宿魅力向上事業補助金
申請締め切りは 1月 31日まで

■支援対象者
・県内の宿泊事業者

（旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第 3 条第 1 項
に規定する許可を受けた者をいう。ただし、風俗営業
等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23
年法律第 122 号）第 2 条第 6 項に規定する店舗型性
風俗特殊営業を営む者を除く。）
■支援対象経費
①宿泊事業者が感染拡大予防ガイドライン等に対応する

ために行う感染拡大防止対策に必要となる経費
 （例：マスク、手指消毒液、アクリル板ほか）
②新たな観光需要に対応するための取組に係る経費
 （例：ワーケーション設備の整備、非接触システムの

導入ほか）
■支援の上限額

客室数に応じて支援対象経費の上限額が設定されてお
り、その 3 分の 2 以内の金額を支援します。施設の
規模に応じ支援額に上限があります。
■申請方法　電子申請

申請方法・補助金の詳細についてホームページでご確
認下さい。（https://shinshu-yado-shien.jp/）
■申請期限　令和 4年 1月 31 日㈪
■お問い合わせ先
　信州 安全・安心な宿魅力向上事業 事務局
　TEL.026-219-6718

～上田市内の企業・事業所・団体の皆様へ～
マイナンバーカード

出張申請受付は今がチャンスです !!
　市職員が企業などに出向き、無料
の写真撮影とマイナンバーカードの
申請受付を行います。ご自宅にマイ
ナンバーカードを郵送するため、市
役所へ来庁する必要がなく、忙しい
方へお勧めです。
　令和 4 年 1 月 31 日㈪までに団体等で申し込み、3 月
18 日㈮までに出張申請受付で申請をした方のうち、先
着 450 名様へ 1,000 円分の図書カードを差し上げます。
普及促進のため、ノベルティの配布は『出張申請受付限
定』の事業となります。
　詳しくは上田市ホームページを確認または市民課へお
問合せください。

●お問合せ
　上田市役所市民課　TEL.0268-21-0210
　E-mail simin@city.ueda.nagano.jp

改正育児・介護休業法説明会の
ご案内

■日　　時 令和 4 年 2 月 9 日㈬ 13：30 ～ 16：00
■場　　所 【東信会場】
 上田市丸子文化会館  セレスホール
 （上田市上丸子 1488）
■参 加 費 無料
■対 象 者 企業の人事労務担当者、労働者 等
■内　　容 改正育児・介護休業法、改正女性活躍推進

法、パワーハラスメント防止措置に関する
説明ほか

■申込方法 ホームページに掲載されている申込書をダ
ウンロードし、FAX 等で各開催日の 1 週間
前までにお申し込みください

■申込・お問い合わせ先
　長野労働局雇用環境・均等室
　〒 380-8572　長野市中御所 1-22-1
　TEL.026-227-0125　FAX.026-227-0126

information

STOP! 冬季労働災害
～冬季における労働災害防止対策を講じましょう～

冬季転倒防止チェックリスト
　凍結等による転倒リスクをチェックしましょう。

チェック項目
1 積雪、凍結等に転倒のおそれのある場所は、事業場内で認識していますか □
2 除雪用具、融雪剤、転倒防止用マットを準備していますか □
3 段差のある箇所や滑りやすい場所などを、転倒危険場所として「見える化」していますか □
4 ヒヤリハット情報を活用して、転倒しやすい場所の危険マップを作成し、周知していますか □
5 「ながら歩き」や走っての移動、ポケットに手を入れたまま歩くことなどを禁止していますか □
6 屋外通路や駐車場等における転倒防止のため、滑りにくい靴や手袋の着用を推奨していますか □
7 降雪、凍結前に労働者に対し、転倒を予防するための教育・指導等を実施していますか □
8 降雪、気温に関する気象情報を把握し、注意喚起を行うための体制を確保していますか □
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