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●発行 令和4年4月5日（毎月5日発行） 事業所内で回覧してください

　3月23日㈬上田東急REIホテルにおいて、脚本家 大森
美香さんを招き、【『青天を衝け』で描いた渋沢栄一】を
テーマに講演会を開催しました。多くの功績のある渋沢栄一
の生涯をドラマに凝縮した苦労などが語られました。　　　
　　　　　　　　　　  　　　　　　 （関連記事6ページ）

大河ドラマ『青天を衝け』
　　    脚本家 大森美香 講演会 開催
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2022年度事業計画・収支決算を承認

各種給付金・補助金のご案内

大河ドラマ「青天を衝け」

脚本家 大森美香講演会 開催

【付録】

　Excel2019ビジネステクニック講座／Excel2019応用講座

　小型移動式クレーン運転技能講習会
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with コロナ時代の地域経済の再生に向けて事業展開with コロナ時代の地域経済の再生に向けて事業展開
令和 4 年度事業計画・収支予算を承認令和 4 年度事業計画・収支予算を承認

　令和4年度事業計画及び収支予算等が3月7日㈪に開催された常議員会の議決を経て、3月22日㈪に
通常議員総会で承認されました。

　会議では、栁澤会頭が挨拶で、ウクライナ情勢やコロナウィルス感染症
など不安要素はあるものの、イベントなどは配慮しながら実施していくこ
とを想定して計画していると述べ、引き続きの協力をお願いしました。
　議事では、令和 4年度事業計画・予算について審議されました。with コ
ロナ時代における地域経済活動の再生、コロナ禍による経済的苦境にある
業種・中小企業の支援、補助金等追加経済対策の活用など、会員事業所に
寄り添った事業を展開していくことを基本方針とし、各部会等で立案され
た事業並びに予算が承認されました。� （関連記事 3ページ）

令和4年度　上田商工会議所　事業計画（抜粋）
――――――――――　基　本　方　針　――――――――――

――――――――――　部　会　事　業　――――――――――

【緊急課題】
１．with コロナ時代の地域経済活動再生
　感染拡大防止と経済活動の両立、コロナ禍による経済的苦境にある業種 • 中小企業への�支援、補助金等追加経
済政策の徹底活用、雇用の維持 • 安定化、需要回復 • 消費喚起 •�販路拡大

１．商業部会
●上田城下町エリアの広域的な魅力アップ、商業活性
化、賑わい創出のための事業とコロナ禍を経て変貌し
た人流・ライフスタイルに対応するための事業の推進。

２．工業部会
●上田千曲高等学校メカニカル工学科『ものづくり学』
キャリア教育実践•『キャリアアップ講座』事業に協力。

【地域課題】
１．経営の活力強化
　経営相談 • 融資 • 持続化補助金 • 伴走型支援等経済
対策の活用、産学官連携、経営力�強化、業態転換 • 事
業再構築、創業 • 事業承継、人材育成、デジタル化に
よる生産性�の向上 ,DX 推進、農商工連携

２．地域ぐるみの地方創生の推進
　スマートシティ化推進、新しい生活様式に対応した
テレワーク •ワーケーション •移住促進、広域観光（三
国同盟）、テーマ別観光（大河ドラマ「鎌倉殿の13人」）、
日本遺産「レイラインがつなぐ『太陽と大地の聖地』信
州上田 •塩田平」、『蚕都上田』、地域ブランド発信、ゼ
ロカーボンへの取組、空店舗対策 •中心市街地活性化

３．政策提言強化
　中小企業 • 地域のコロナ禍克服に向けた政策提言、
税制改革、規制 • 制度改革、中部横断自動車道早期全
線開通、上信自動車道 • 上田諏訪連絡道路建設促進

４．会議所活動の進化
　会員加入促進、第 50 期議員選挙 • 組織強化、活動
の見える化、会議所事業 • 運営のオンライン化

３．建設業部会
●現場で使えるデジタル技術について情報発信等を行う。

４．交通・観光サービス業部会
●フォトコンテストの企画 •実施。高速交通網建設促進。

５．生活関連サービス業部会
●上田の地域資源である発酵食品や信州上田なないろ
農産物を活用した地産地消と販路拡大につながる
信州上田うまいものスタンプラリーの実施。

６．法務・金融部会
●「働き方改革」「消費税インボイス制度」等の周知。

７．情報教育文化部会
●「システムエンジニア等紹介制度」立ちあげに向け
た調査・検討。
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― 地域課題・プロジェクト・イベント等 ― ―― 中小企業相談所に関する事業 ――

―― 中 心 市 街 地 活 性 化 事 業 ――
●中部横断自動車道経済懇談会上田大会主催。

●中心商店街におけるマンション住民に対し、商店街に
おける住民ニーズ等についてアンケート調査の実施。

●コロナ禍により影響を受けた地域事業者等に対する、
国 • 県 • 市等の給付金等各種支援への協力及び活用
による事業者支援。

令和 4 年度  収支予算
　当所は一般会計のほか 10 特別会計で構成されており、
そのうち 3会計は積立金会計です。収支構成のグラフは、
積立金会計（予算総額 3億 1,394 万円）と各会計への繰
入繰出を除いた 8会計の令和 4年度予算合計（3億 8,367
万円）の構成比を示しています。
　収入の部では、事業収入が 1 億 3,212 万円で 34.4%
となっていて、共済事業による保険手数料、検定事業
収入、会館貸室収入が主なものです。交付金（国・県・
市等補助金）は 1億 488 万円で 27.3% を占めています。
コロナ対策等緊急経済対策事業補助金は、当初予算では
計上されていません。また、上田市からの受託料として、

地域内での受発注の循環システムの構築を目的とした基
幹産業支援体制整備事業交付金は 700 万円減額となっ
ており、事業承継・M&A 支援事業については継続事業
として受託料 474 万円が計上されています。
　支出の部では、事業費 37.3% 管理費 47.6% となって
います。事業費は部会活動を中心とした一般事業費、組
織運営に係る事業費、市民祭等への協力など特別事業費、
経済対策特別事業費で構成されています。経済対策特別
事業費では、コロナ対策緊急経済対策費は、交付金の決
定が未定のため当初予算で 200 万円の減額、100 万円を
計上しています。

令和 4 年度　人事異動等のお知らせ
　職員人事は以下のとおりです。よろしくお願いいたします。

【4月 1日付　新規採用】
　総　務　課　主事　　市川　千夏
　　　〃　　　職員　　山本　雪江
【4月 1日付　異動】
　塩田・川西支所
　経営支援コーディネーター　　神﨑　　久

【3月 31 日付　退任】
　栁沢　千暁（前　総務課主事）
　山岸　丈貢（前　総務課職員）
　小林　和男（前　塩田・川西支所　職員）
　八幡　富男（前　受発注・販路拡大コーディネーター）
　菊地　　洋（前　関東地区　発注開拓推進コーディネーター）

●日時：３月７日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 新入会員の承認について
⑵	 チケットQR実績状況報告
⑶	 新型コロナ第 6波対応経済対策について

正副会頭会議　報告　（第52回） 正副会頭会議　報告　（第53回）

●日時：３月22日㈫正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 令和 4年度商工振興委員委嘱（案）について
⑵	 令和 4年度商工調停士委嘱（案）について
⑶	 上田地域産業展 2022 について

収　入収　入

前期繰越金・
積立金繰入
23.6%

会費
13.0%

事業収入
34.4%交付金

27.3%

雑収入
1.6%

支　出支　出

事業費
37.3%

管理費
47.6%

予備費
11.2%

繰入金・
積立金等
8.9%
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各種給付金・補助金のご案内各種給付金・補助金のご案内
事業復活支援金
　新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事
業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。

■給付上限額

売上高減少率 個　人
法　人

年間売上高※※  1 億円以下 年間売上高※※  1 億円超～ 5 億円以下 年間売上高※※5 億円超

▲ 50%以上 50 万円 100 万円 150 万円 250 万円

▲ 30%以上 50%未満 30 万円 60 万円 90 万円 150 万円
※※　基準月を含む事業年度の年間売上高

■申請期間� 2022 年 1 月 31 日㈪～ 5月 31 日㈫
■事前確認について
事業復活支援金を申請する前に「登録確認機関」による事前確認を受ける必要があります。
当所においても、「登録確認機関」として、事前確認を実施しています。
当所会員事業所の事前確認は「宣誓・同意書」の確認のみの簡略化された形式で行うことが出来ます。
※非会員事業所はその他必要になる書類があります。

■一時支援金・月次支援金を申請された方
一時支援金・月次支援金を受給済の方は、申請 IDの発行・事前確認は不要です。
※事業形態・申請主体を変更される方は事前確認が必要になる場合があります

■申請方法　電子申請また申請サポート会場にて申請
※下記申請サポート相談会をご利用いただくこともできます。

■申請サポート会場のご案内（要予約）
電子申請が難しい方等を対象に、サポート会場で申請を行うことが出来ます。
〒 380-0936　長野市岡田町 3-2　長野県庁前ビル 6F
■お問い合わせ・申請サポート会場予約
事業復活支援金相談窓口　TEL.0120-789-140　8：30 ～ 19：00（土日、祝日を含む全日）

給付対象について
要件 1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

要件 2

2021 年 11 月～ 2022 年 3 月のいずれかの月（対象月）の売上高が、2018 年 11 月～ 2021 年 3 月
の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して 50% 以上又は 30% 以上 50% 未満減少した事業者
※計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、
補助金等は、各月の事業収入から除きます。ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、そ
れに伴う協力金等を受給する場合は、「対象月中に時短要請に応じた分」に相当する額を、対象月の事業収入に加え
ます（給付額の算定においても同じ）。

給付額
中小法人等　上限最大 250 万円　個人事業者等　上限最大 50万円
基準期間※の売上高－対象月の売上高× 5か月分
※2018年 11月～ 2019年 3月／ 2019年 11月～ 2020年 3月／ 2020年 11月～ 2020年 3月のいずれかの期間（基準月を
含む期間であること）

　事業復活支援金の申請者への申請・今後の事業継続を支援するために独自の申請サポート相談会を開催します。
■開催日� 2 月 21 日㈪～ 5月 31 日㈫のうち火曜日・水曜日・木曜日　各日 9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 15：00
■会　場� 上田商工会議所　会議室

事業復活支援金　申請サポート相談会（要予約）
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売上減少事業者一斉支援事業交付金（上田市）

長野県新型コロナウイルス拡大防止協力金

小規模事業者持続化補助金（第8回）

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（第10回）

　コロナウイルス感染症による経済への影響は長期化し、また幅広い業種へ及んでいることから、業種の区分けな
く売上が大きく減少した事業者を支援するため、予算の範囲内で交付金を給付します。
■対 象 者� 国が実施する事業復活支援金を受給した事業者で上田市内に本店登記がある法人
� 又は住民登録がある個人事業者
■給付金額� 1 事業所につき 10 万円（複数店舗有している場合であっても 10 万円）
■申請期間� 令和 4年 2月 21 日㈪～ 6月 30 日㈭　※ 6月 30 日消印有効
■申請方法� 規定申請様式による郵送
� 〈送付先〉〒 386-0012　上田市中央 4-9-1「上田市売上減少事業者一斉支援事業交付金事務局」行き
■お問合せ� 上田市役所商工観光部商工課　TEL.0268-23-5395（平日 8：30 ～ 17：15）

　長野県からの要請（期間：①令和 4年 1月 27 日㈭～ 2月 20 日㈰、②令和 4年 2月 21 日㈪～ 3月 6日㈰）に応じて、
営業時間の短縮等に全面的にご協力を頂き、支給要件に適合する事業者の方に、協力金を支給します。
■給 付 額
「信州の安心なお店」認証店で
5時～ 21 時までに営業時間を短縮し、酒類提供可を選択した事業所

売上規模または売上減少規模に応じて
2.5 万円／日～ 20 万円／日

5時から 20 時まで営業時間を短縮し、酒類提供不可を選択した事業所 売上規模または売上減少規模に応じて
3万円／日～ 20 万円／日

■受付期間� 期間①：令和 4年 2月 21 日㈪～ 4月 20 日㈬　※ 4月 20 日消印有効
� 期間②：令和 4年 3月 15 日㈫～ 5月 16 日㈪　※ 5月 16 日消印有効
■申請方法� 郵送による申請または電子申請
■お問合せ� 長野県新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局　
� TEL.0265-98-6440　9：00 ～ 17：00（土日・祝日を除く）

　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り組みを支援します。
■補助金額� 上限 50 ～ 200 万円　　　■補 助 率　2/3

類　型 通常枠 特　　別　　枠（新設）
賃金引き上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 インボイス枠

補 助 率 2/3 2/3
※赤字事業者は3/4 2/3

補 助 上 限 50 万円 200 万円 100 万円

追加申請要件 － 追加要件あり（詳細は右記QRコードをご確認ください。）

■申請締切� 6 月 3 日㈮
■申請方法� jGrants による電子申請又は郵送
■お問合せ� 小規模事業者持続化補助金事務局
� TEL.03-663-1502　9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00（土日祝日を除く）

　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します。
■補助上限� 【一般型】2,000 万円　※従業員規模・申請枠により補助上限の金額が異なります。
� 【グローバル展開型】3,000 万円
■補 助 率� 【一般型・通常枠】中小 1/2、小規模事業者 2/3
� 【一般型・その他の枠】2/3
� 【グローバル展開型】中小 1/2、小規模事業者 2/3
■申請締切� 5 月 11 日㈬ 17 時　　　■申請方法　電子申請
■お問合せ� ものづくり補助金事務局サポートセンター
� TEL.050-8880-4053　10：00 ～ 17：00（土日祝日を除く）
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大河ドラマ『青天を衝け』で描いた渋沢栄一を語る
脚本家　大森美香さん講演

　3月 23 日㈬上田商工会議所は、上田東急 REI ホテルにおいて脚本家の
大森美香さんを招き、「『青天を衝け』で描いた渋沢栄一」をテーマに講演
会を開催し、約 70 名が参加しました。
　当所では、令和 3年の大河ドラマの主人公である渋沢栄一が商工会議所
の創設に関わり、また上田地域を青年時代に訪れていたことなどから、渋
沢の精神を広く伝えるため事業を展開してまいりました。
　大森さんは、NHK の連続テレビ小説で「あさが来た」の脚本を手掛け
たことから、大河ドラマのオファーがあった時に幕末を描きたいと思った
そうです。当時、新一万円札に渋沢が決まったこともあり、注目度が高く
渋沢を主人公としてドラマ化が決定しました。青年時代の上田でのエピ
ソードも脚本にされたとのことでしたが、コロナ禍や東京オリンピックの開催で放送回数が減り、描きたかった渋
沢の功績を凝縮せざるをえなかったことが残念だったと述べました。渋沢の晩年、大正 6年にはロシア革命が起こ
り世界情勢に不穏な空気が漂い、その数年後日本とアメリカの関係が悪化していく中で、民間人としてアメリカと
日本の関係改善に奔走していた渋沢が、今この時代にいたらどのように思っているのか書いてみたかったと語りま
した。

今日から始める DX!
豊富な具体例で基礎を学ぶ

DX セミナー〈基礎編〉を開催

　3月 17 日㈭に当所情報教育文化部会（母袋卓郎部
会長）が、DXの基礎的なセミナーを開催しました。
　“DX” とは「デジタル・トランスフォーメーション」
の略称で、経営においては「デジタル技術を活用した
製品・サービス・ビジネスモデルの革新」を指します。
これは、単なる IT ツールの活用ではなく、結果とし
て経営そのものを変えていくことです。そのためには
長期的な視野と目的・目標を設け、それに沿って多
岐に渡る IT ツールの何をどのように使うかが重要に
なってきます。
　AI 技術の発達は目覚ましく、画像検索・処理、音
声の文字起こしやOCR（印刷物の文字データ変換）、
危険防止といった技術は「人間に理解できるものは
AI でも理解できる」レベルまで達しています。
　企業の DX 実現に向け、当所では今年度より IT 個
別相談を開始しています。どうぞご利用ください。
� （参加者 26 名）

信州上田地域
合同就活フェア 2022 開催 !!
　上田公共職業安定所・上田職業安定協会では、3月 3日㈭、
上田東急 REI ホテルにおいて、『信州上田地域合同就活フェ
ア 2022』を開催しました。
　3月の就活フェアは、採用情報が開示されるタイミング
であり、来年度の人材確保に重要な機会であるという観点
から、新型コロナウィルス感染防止対策を従来以上に強化
し対面で開催しました。会場はソーシャルディスタンスを
保つため 3会場に分散し、事業所 60 社、学生 62 名が参加。
同時に開催した就職支援セミナーは、「自分が活躍できる
企業の探し方」などの内容で、受講した学生 29 名はセミ
ナー後、各ブースを熱心に訪問していました。県内外から
参加した学生は、ひとり平均 3.7 社のブースを訪れ、参加
後には「話を聞きたい企業がたくさんあり、時間がもっと
欲しいと思った」「合同開催なので、様々な企業の話を聞
けてよかった」等の声が聞かれました。企業の担当者から
は、「直接学生と話が出来る貴重な場であった」「オンライ
ンでできる事もあるが対面も必要」等、対面開催について
の意見が寄せられました。次回は4月21日に開催予定です。

就職支援セミナーの様子
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上田商工会議所「経営発達支援計画」
令和3年度実施事業等評価結果について

　小規模事業者支援法に基づき令和 2年 3 月に
新たに認定を受けた「経営発達支援計画」の令和
3年度計画達成状況と、計画に基づき実施された
伴走型小規模事業者支援推進事業について検証す
るため、2月 24 日㈭に評価見直し検討会議を開
催いたしました。
　この会議では、計画に基づき実施される事業実
施状況や計画に対する達成状況等を事務局より報
告し、第三者による実績等の評価を行い、次年度
以降の事業の進め方の見直しを行い、より効果の
ある小規模事業者支援を行うことを目的としてい
ます。
　昨年に引き続き、新型コロナウィルス感染症へ
の対応に注力せざる得ない状況において、計画実
行が難しかった面がありますが、非常に厳しい状
況にある小規模事業者に対する支援の在り方とし
て、小規模事業者の経営状況の分析や事業継続の
ための事業計画策定支援、策定後の支援の強化が
必要と審査委員からご指摘をいただきました。
　今年度の評価は別紙のとおりですが、小規模事
業者が厳しい経営状況から脱却し、新たなビジネ
スの展開や、生産性向上、販路開拓等による売上
拡大等にしっかりと取組めるため、支援体制の強
化を図り、伴走型の支援を行ってまいります。

上田商工会議所　令和 3 年度実施事項評価

大項目 中　項　目 計画進捗
状況評価

事業成果
評価

経
営
発
達
支
援
事
業

①地域の経済動向調査に関すること 3.25 3.25

②経営状況の分析に関すること 2.25 2.25

③事業計画策定支援に関すること 2.75 3.25

④事業計画策定後の実施支援に関すること 2.25 2.75

⑤需要動向調査に関すること 2.75 2.75

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 3.50 3.50
地
域
活
性
化

事
　
　
　
業

⑦地域経済の活性化に資する取組みに関する
こと 3.25 3.25

経
営
発
達
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
に

向
け
た
支
援
力
向
上
の
為
の
取
組
み

⑧他の支援機関との連携を通じた支援ノウハ
ウ等の情報交換に関すること 3.75 3.75

⑨経営指導員等の資質向上に関すること 3.50 3.50

⑩事業の評価及び見直しをするための仕組み
に関すること 2.75 2.75

※経営発達支援計画の進捗状況並びに伴走型支援事業の事業成果につい
て 4段階で評価。

※ 4段階評価の目安
　　4：十分達成している� 3：概ね達成している
　　2：どちらかというと達成していない� 1：達成していない

「ルーズソックス」の
ルーツから学ぶ商品開発

当所青年部・女性会合同研修会を開催
　2 月 25日㈮に当所青
年部（沓掛恵介会長）が、
研修会を開催し、21名が
参加しました。講師には
絹とアンティークストッ
キング収集家�鴇田�章�氏
を招き、商品開発を通じ
た販路拡大や商売の哲学

を学びました。
　鴇田氏が 1982 年のパリコレで衝撃を受け考案したのが
ルーズソックスでした。80 年代後半からじわじわと売れ
はじめ、96 年には流行語大賞を受賞するほどに爆発的に
売れました。氏の理念は、「生産したモノはすべて売り切る」
です。例え残ったものでもあえて、加工して高く売る。セッ
トにして販売したり、流行を取り入れて受入れられやすい
商品に加工して販売をしました。売り場にイベント感を持
たせることで消費喚起を促しました。
　パネル写真や商品の実物を紹介しながら講演されました。
懐かしさも交じりながら、商売の哲学を享受し有意義な研
修会となりました。

人生100年時代のライフデザイン
－多様化する社会の楽しみ方－

東信3商工会議所女性会講演会を開催
　3月 15 日㈫に当所女性会（山崎孝子会長）は、東
信三商工会議所女性会による講演会を開催し、佐久・
小諸商工会議所の女性会を含め合計 35 名が参加しま
した。講師の河野純子氏は年齢やライフステージ（教
育・仕事・引退）にとらわれない生き方を提示したベ
ストセラー『ライフ・シフト』から、人生 100 年時
代の社会の楽しみ方について、グループワークを取り
入れた講演会を行いました。
　ライフ・シフトの法則について説明を受け、4つの
法則についてはその都度意見交換を行い、参加者は次
第に打ち解け、意見が多くだされました。特に価値軸
カードを活用したワークでは、現在とこれからの自分
自身を見つめ直す
ことができ、年齢
や立場に囚われず、
成長を続けるため
のヒントを頂き、
有意義な時間だっ
たと意見がありま
した。



㈱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）

2022年
調査結果２月

調査対象
全国332商工会議所2579業種組合等

【建設業】
仕入・販売単価DIは改善
傾向、採算・従業員DIは横
ばい、その他の項目は悪化
傾向。

【製造業】
仕入・従業員Dは改善傾向、
採算・販売単価DIIはほぼ
横ばい、その他項目は悪化
傾向。

【卸売業】
採算・仕入・販売単価は改
善傾向、売上DIはほぼ横ば
い、その他項目は悪化傾向。

【小売業】
従業員DIはほぼ横ばい、販
売単価DIは悪化傾向、その
他項目は改善傾向。

【サービス業】
業況・仕入・従業員DIは改
善傾向、売上DIは悪化傾
向。その他項目はほぼ横
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、活動制約とコスト増の影響で大幅悪化。先行きも不透明感拭えず、厳しい見方。

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
▲ 33.9 ▲ 23.5 ▲ 35.5 ▲ 61.2 12.4 ▲ 20.8 14.2

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 34.2 ▲ 25.2 ▲ 34.2 ▲ 59.2 13.5 ▲ 21.9 15.5
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、33.9悪化。前月比15.7ポイント悪化。
◦	36都道府県へのまん延防止等重点措置に伴う外出自粛や
営業制限により客足が減少した飲食・宿泊業などのサービス
業の業況感が大幅に悪化した。また、持ち直しつつあった自
動車関連を中心とした製造業や卸売業でも半導体不足や部品の供給制約に伴う生産調整により売上が落ち
込んだ。原油価格を含む資源価格や原材料費の上昇によるコスト増加が続いていることに加え、オミクロン
株の感染拡大から従業員の自宅待機に伴う人手不足が発生しているなどの声も聞かれた。中小企業の景況
感は調査開始以降最大であった2020年3月マイナス16.4ポイントに次ぐ悪化幅を記録した。※東日本大震
災後の2011年4月はマイナス11.8ポイントの悪化幅
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	リフォームなどの住宅関連工事の持ち直しが続くものの、木材などの資材価格上昇や住宅

設備機器の納期遅れの継続によるコスト増が収益を圧迫しており、悪化。
【製　造　業】	鋼材や小麦粉などの原材料費の上昇や燃料費の上昇による収益圧迫が続いているほか、半

導体不足など供給制約による自動車やデジタル機器の生産調整の影響が全体を押し下げ、
悪化。

【卸　売　業】	原油価格上昇に伴う輸送費や包装資材の価格上昇による収益圧迫が続いていることに加え、
36都道府県におけるまん延防止等重点措置の適用に伴い、外食やイベント向けの売上が
落ち込んだ飲食料品関連が下押しし、悪化。

【小　売　業】	食料品や日用品の需要は堅調に推移するものの、36都道府県へのまん延防止等重点措置
の適用に伴う外出自粛の動きから客足が減少した百貨店などの売上が落ち込み、悪化。

【サービス業】	燃料費の高騰による負担増が続く運送業の業況感が悪化するほか、36都道府県へのまん
延防止等重点措置の適用に伴う客足減少や営業制限により飲食・宿泊業の売上が大幅に落
ち込み、悪化。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、34.2 悪化。今月比0.3 ポイント悪化。
・オミクロン株の感染収束が見通せない中、春の観光需要喪失、受注・売上減少の長期化、年度末を控
えた借入金返済時期の到来による資金繰り悪化を不安視する声は多い。また、部品などの供給制約、
資源価格の高騰、円安、人件費上昇などの相次ぐコスト増加分の価格転嫁の遅れによる業績悪化への
懸念もあり、中小企業においては厳しい見方が続く。

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、お越しになりません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） 4月 20 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

5月 6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
IT相談（予約制）
※オンライン併用

随時
10：00 ～ 16：00

NPO法人長野県 ITコーディネータ協会
ITコーディネータ

税務（予約制）
※オンライン併用

5月 6日㈮
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会上田支部
税理士

不動産鑑定（予約制）
※オンライン併用

5月 6日㈮
13：30 ～ 15：00

NPO法人コンティニュー
不動産鑑定士

発明（予約制） 6月 9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4月

　総務省・経済産業省では、2022 年 6月に全ての産業における企業・事業所や団体を
対象とした「経済構造実態調査」を実施いたします。
　この調査は、統計法（平成 19年法律第 53号）に基づき実施する国の重要な統計調査（基
幹統計調査）であり、報告の義務があります。ご回答いただいた調査内容は統計法に基づ
き厳重に保護されます。
　調査をお願いする企業・事業所や団体の皆さまには、国が調査を委託した事業者から、
調査票などの調査書類を、5月中旬から順次郵送いたしますので、インターネット（難し

い場合は郵送）にて、ご回答をお願いいたします。
　この調査結果をもとにして、将来の経済政策や支援施策が検討されていきますので、
ご回答にご協力いただきますよう、お願いいたします。詳しくは、以下のURL から
経済構造実態調査のホームページをご覧ください。

　　　☆公式ホームページ（総務省）　https://www.stat.go.jp/data/kkj/index.html

※これまで実施してきた「工業統計調査」を「経済構造実態調査」の⼀部として実施することとしております。

⑴　《新設》経営健全化支援資金（新型コロナ向け伴走支援型）の創設　※令和 4 年度のみ
　➡

⑵　《変更》長野県新型コロナウイルス感染症対応資金に係る〈利子補給要件の緩和〉　※令和 4年 3月より実施
　➡

⑶　《変更》経営健全化支援資金 新型コロナウイルス対策の〈条件変更〉
　➡

⑷　《変更》経営健全化支援資金（経営安定対策・特別経営安定対策）の〈条件変更〉
　➡

◆制度についてのお問い合わせ
　長野県上田地域振興局　商工観光課（〒 386-8555　上田市材木町 1-2-6　TEL.0268-25-7140）

・条件変更後の返済内容について、均等分割返済→分割返済に緩和。
・当初借入時から条件変更後の返済期限について、10年以内→ 12 年以内に緩和。

◆貸付対象者（下記のいずれかに該当する者）
・セーフティネット保証 4号を利用する者
・セーフティネット保証 5号を利用し、売上高等減少率が 15%以上、もしくは、最近 1か月間に対応する前
年同月の売上高がコロナ前決算期と比較して 15%以上減少している者
・最近 1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して 15%以上減少、もしくは「5%以上減少し、かつ前
年同月の売上高がコロナ前決算期と比較して 15%以上減少している」者

◆貸付限度額　6,000 万円（運転・設備資金の合計）
◆貸付利率　1.6%（セーフティネット保証利用以外は 1.8%）
◆信用保証料（国補助後）0.2%～ 1.15%	 ※県による上乗せ補助（0.2%）により、自己負担なし～ 0.95%
	 ※セーフティネット保証利用の場合自己負担なし
◆その他
・地域振興局によるあっせん手続きを省略し、スピーディな融資実行を実現
・国の「伴走支援型特別保証」を活用し、保証協会付き融資全般の借換可能（同⼀金融機関のみ）
・事業者は経営行動計画書（今後取り組む事項）を作成　　・金融機関は継続的な伴走支援を実施

・売上減少要件の期間について、前 3か年のいずれか同期（同月）に拡大。

・「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、危機関連保証を利用する者」を条件から除外。
・売上減少要件の期間について、前 3か年のいずれか同月に拡大。

令和4年度  長野県中小企業融資制度資金の新設・変更などのご案内（概要版）

総務省・経済産業省「経済構造実態調査」へのご協力のお願い



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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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
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。

今月は44月月2222日㈮日㈮ です。

バイクショップレッドウィングマン（㈱松田輪業商会）
〒386-0002　上田市住吉130-1
TEL.0268-75-9799　FAX.0268-75-9669
E-mail: info@redwingman.jp
URL: http://www.redwingman.jp/

　上田市の老舗
バイク屋『バイク
ショップサイトウ』
が『バイクショッ
プレッドウィング
マン』に移転オー
プンから、お陰様
で4年が経ちまし
た !　ホンダ、スズ

キ、ベネリの正規代理店を取得し、新車・中古車の販売、修理、
カスタム、レンタルバイクも運営しております。
　当店のYouTubeもバイク好きの皆様に好評をいただい
ております !（是非チャンネル登録よろしくお願い致します）
バイクのことなら『バイクショップレッドウィングマン』ご
来店お待ちしております !

～あなたの街のバイク屋さん～ スクリーン印刷の事なら!
　スクリーン印刷
をはじめ、パッド
印刷・ホットスタ
ンプ・色入れ等、
特殊印刷全般ご相
談ください。工業
製品から生活雑貨
など幅広く印刷を
行っております。

品質を第一に小ロットから大ロットまで幅広くご相談に
応じております。個人の方からの名入れのご相談もお気
軽にお問い合わせください。平面はもちろん、凹凸面、
曲面などお客様のニーズに可能な限りお応えいたします。
スクリーン印刷のご要望がありましたら、お気軽にご相
談ください。

スクリーン印刷  ラトナ
〒386-1321　上田市保野735-1
TEL.0268-38-2148　FAX.0268-38-8870
E-mail: Printing-ratona@ba.wakwak.com

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 235

YouTubeも是非
ご覧ください☞

LINE＠イベントや
お得な情報はこちらから☞



令和4年4月5日発行（毎月5日発行）
No.605
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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

宮下歌謡教室 上田市中之条 859-53 24-5856 音楽教室
CARNET 上田市中央6丁目1-2��アクセスビル203 24-1885 スナック
はやしや 上田市芳田 1318-5 － 居酒屋
スラタム 上田市中央 6-2-11 － 雑貨販売業
プライベートエステ�セレーナ 上田市中央北 2-1-8 090-4949-1401 エステ・ボディケア
ユウヤマベフォトグラフィー 上田市別所温泉195-1��別所ヴィレッジテナントA 090-9354-1966 撮影（婚礼）
信州クリーンネス 上田市中央北 1-8-8 22-4025 ビル管理全般
スナック�ユミ 上田市中央3-10-11��袋町センタービル1F 090-4754-5999 スナック
睡蓮 上田市中央 2-13-5 23-3398 やきとり屋
ピー・オア・ケイ㈱ 上田市緑が丘 1-16-13 71-0920 食肉卸売業
Bar&Diner�CROSSGATE 上田市中央 2-5-3 26-4155 バー
信濃ビル管理㈱ 上田市御嶽堂 1370 43-2296 建物の清掃等
HOPE 上田市中央3-10-11��袋町センタービル2F 75-7534 スナック
美容室ルシファー 上田市上田原 855��陽光ビル 1F 21-3369 美容室
片山建築 上田市常磐城 6-1-28-102 090-1543-3566 建築大工
㈲セムトータルエージェンツ 上田市天神 4-26-17 24-6188 アーティスト、タレントブッキング・マネージメント、イベント企画等
S&K プロモーション 上田市吉田 304-2 27-0370 美容室向セミナーのアテンド
CM�INTERNATIONAL�FOOD�SHOP㈱ 上田市材木町 2-12-6 21-1025 食料品販売
片山造園 上田市中央北 3-4-40��南 B 号 23-7286 庭木管理
ミニッツ 上田市別所温泉 1695-1 38-0355 青果・鮮魚販売
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。

～事業者の皆様へ～
上田市メールにご登録ください !

　上田市メールは、発災時の緊急速報や市からのお知らせ
などをスマートフォンや携帯電話へお届けする登録無料の
サービスです。従業員の皆様へも登録をおすすめください。

■配信情報は11種類からお好みで選べます
商工業情報（事業者向け）、防災情報、イベント情報��など

■ 10言語での自動翻訳配信ができます
　英語、中国語（簡体字・繁体字）、スペイン語��など

登録方法など詳細は
市ホームページから

●お問い合わせ先
　上田市広報シティプロモーション課
　TEL.0268-71-8080

information UIJ ターン就業・創業移住支援金のご案内
（令和 3 年 4 月 1日以降に移住された方）

　長野県と県内市町村では担い手不足の解消、地域課題の解
決、県内への移住促進のため、東京圏（埼玉県、千葉県、東
京都、神奈川県）、愛知県、大阪府から長野県へ移住し、就
業または創業した方に、移住支援金を支給しています。

　移住支援金の申請は
移住先市町村から行い
ます。
　支給にあたり、支給
要件を満たす必要があ
りますので、右記のサイ
トからご確認ください。
　申請可能期間は、「移
住してから3カ月以上
1年以内」かつ「就業
してから3カ月以上ま
たは創業支援金の交付
決定から1年以内です。

〈お問合せ先〉
〇移住支援金に関すること
　長野県産業労働部労働雇用課
　TEL.026-235-7201
　E-mail:
　koyotai@pref.nagano.lg.jp

〇創業支援金に関すること
　（公財）長野県中小企業振興センター経営支援部
　TEL.026-227-5028
　E-mail:
　keieisien@icon-nagano.or.jp

【移住支援金】
東京圏等の対象地域から移住し、
長野県が支援する企業等へ就職した場合
または社会的事業の創業をする場合
単身の場合　最大 60 万円
2人以上世帯の場合　最大 100 万円

支給されます !
※移住先市町村により支給額は異なること
　があります。

【創業支援金】
長野県内で地域課題
解決に資する社会的
事業の創業、事業承継、
第二創業する場合
最大 200 万円
（補助率 1/2）

支援します !

HPはこちら

HPはこちら

＋
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