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　生島足島神社御柱大祭が4月16日から１８日の３日間に
わたり行われました。18日の奉建祭では、御旅所から神社に
運び込まれた御柱を、氏子らが木遣りの掛け声に合わせ境内
に建て、７年目ごとの勇壮な大祭のフィナーレを飾りました。
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「ろくもん」善光寺御開帳特別運行

令和4年度上田商工会議所振興委員委嘱 ・ 
　　　経営安定特別相談室商工調停士委嘱

各種給付金・補助金のご案内

【付録】

　美しい、うえだフォトコンテスト／経営セミナー／

　玉掛け技能講習会／経営計画作成個別相談会／

　経営個別相談会／第３５期ビジネススクール
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桜開花で賑わい　桜開花で賑わい　第 19 回上田城千本桜まつり第 19 回上田城千本桜まつり
日本遺産関連商品を販売 !  まちコインも PR!日本遺産関連商品を販売 !  まちコインも PR!

　第 19 回上田城千本桜まつりが上田城跡公園において 4月
1日㈮～ 10 日㈰（※一部 17 日まで延長）に開催され、花見
やステージイベント、ご当地グルメ・スイーツの出店などを
楽しみに訪れた多くの人々で賑わいました。
　当所が参加した「別所線全線開通 1周年・日本遺産 PRブー
ス」では、パネル展や上田電鉄㈱、別所温泉旅館組合、長野
大学学生等による商品販売
が行われました。別所線
グッズや塩田平産の真菰茶
やえごま油、桑の実ジャム

などの日本遺産関連商品を販売・PRしました。
　まちのコイン PR ブースでは、千本桜まつりに来場された方に昨年から上田市
で始まったまちのコイン「もん」の新規登録とチケットの体験をしてもらい、期
間中に 223 名が新規登録、1,336 回の体験が行われました。

　4月 9 日㈯、10 日㈰、しなの鉄道観光列車「ろくもん」の善光寺御開帳を記念
した上田・長野・松本間特別運行が行われました。車内では、県内産の食材を使っ
たコース料理と日本酒、地ビール等の提供や、上田城跡公園や北アルプスなどの景

観紹介のアナウンスがあり、県内外
から集まった乗客が沿線地域を満喫
する旅を楽しみました。また、9日
㈯には上田駅で、しなの鉄道㈱、（一
社）信州上田観光協会、当所が連携
しておもてなしを実施し、武将隊等によるお手振りやふるまい菓子
の配布を行いました。長野駅、松本駅、屋代駅でも観光協会等によ
るおもてなしが行われ、各地で「ろくもん」の善光寺御開帳特別運
行を盛り上げました。

未来ある新入・若手社員がビジネスパーソンの基礎を修める !
新入社員研修　開催

　4 月 6 日㈬・7 日㈭当所にて、社会人・企業人としての基礎を学ぶ
ための新入社員研修を開催し、27 事業所・86 名が参加しました。講
師に、シードジャパン㈱研修主任講師の白石真樹氏らを招き、社会人
としての基本的な姿勢・考え方、成果への意識づけ・改善活動、ビジ
ネスコミュニケーションの取り方、オンラインツールの作法など、最
新のビジネスシーンに求められる研修を受けました。バディやグルー
プでのワークにも取り組み、基礎のみならず、応用・実践的な内容も
学びました。
　受講者からは、「上司やお客様との人間関係が不安だったが、受講し

て解決した」「講師に親近感があり、とてもわかりやすかった」といった前向きな感想が集まりました。
　当所では、会社や地域で活躍できる産業人材育成の目的から新入・若手社員向けの研修を毎年開催しています。
効果の高い研修を目指し、徹底した感染症対策のうえ、2日間に分けて集合研修で行いました。

しなの鉄道観光列車「ろくもん」善光寺御開帳特別運行
上田・長野・松本など各地でおもてなし
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地域とのさらなる地域とのさらなる
密接なつながりに向けて密接なつながりに向けて

振興委員 38 名を委嘱振興委員 38 名を委嘱
　令和4年度
の第1回振興
委員連絡会議
が 4 月 26 日
㈫に開催され、
地域や業種を
考慮して選ば
れた 38 名の
方に対し、栁

澤会頭より委嘱状を交付しました。
　振興委員は小規模商工振興委員・商工振興委員と
して地域別に 6ブロックに分かれ、会議所と事業所
をつなぐ役割を担っていただき、会議所の事業活動
や小規模事業の施策普及に努めていただいています。
　会議では、当所の本年度の基本方針や事業計画、
振興委員制度について説明しました。続いて、各ブロッ
クの正副ブロック長の選任と振興委員連絡協議会正
副会長の選任が行われ、下記のとおり決定しました。

（新役員）
会　長	 細井　武夫	氏（第 1ブロック長）
副会長	 佐藤　修一	氏（第 4ブロック長）
幹　事	 志摩　充彦	氏（第 2ブロック長）
幹　事	 宮下　幸良	氏（第 3ブロック長）
幹　事	 石井　孝二	氏（第 5ブロック長）
幹　事	 黒澤　一彦	氏（第 6ブロック長）

（退任者）
川島　　実	氏（第 2ブロック　在任 5年）
瀧沢　　淳	氏（第 5ブロック　在任 2年）

相談者数182名、延相談回数391回、開業件数67件
～令和3年度の創業相談実績、大幅に増加～

　当所の令和 3年度の創業相談実績は、相談者数 182 名（前年度比
132%）、延相談回数 391 回（前年度比 125%）と大幅に増加しました。
　相談者の傾向としては、相談者数に占める女性の割合が約4割で、女
性のキャリアのひとつとしての創業選択が増加しています。
　また、開業件数は 67 件（前年度比 152%）、このうち、女性の開業
件数は25件（前年度比179%）です。開業の業種は下表のとおりですが、
サービス業（飲食・理美容など）、小売業が多くなっています。
　なお、創業支援融資斡旋の実績は、件数で前年度比 134%、金額で
前年度比 113%です。

業　　種 開業件数
令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度

サ ー ビ ス 業 31 29 42
小 売 業 6 6 15
卸 売 業 1 1 1
建 設 業 2 6 4
製 造 業 2 1 5
そ の 他 0 1 0

合　計 42 44 67

市内13社が「健康経営優良法人2022」に認定されました!
　「健康経営」とは、従業員の皆様が健康で自分らしく活き活きと働くことが企業の発展・生産性の向上につながるという
考えのもと、事業所が従業員と取り組む「未来への投資」のことです。認定を受けることで、社内外への発信の際に活用で
き、人材の獲得や定着につながります。この度、市内 13 社が健康課題に即した取組や日本健康会議（経済団体、医療団体、
保険者などの民間組織や自治体で構成）が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中
小企業等の法人を日本健康会議が認定する制度である、「健康経営優良法人 2022」に申請し、認定されました。

　健康経営の取り組みは、従業員の健康づくりから労働生産性の向上や企業価値・イメージの向上を目指す取り組みです。
リクルートにおいても、学生の企業選択基準としても注目されています。
　上田商工会議所並びにアクサ生命保険㈱上田営業所では、健康経営の取り組みついてのご相談に対応できる健康経営アド
バイザーがいますので、ぜひご利用ください。

上田商工会議所 経営安定特別相談室
商工調停士を委嘱

　商工調停士は、当所「経営安定特別相談室」の相談員で、中小企業
の倒産を未然に防ぐため企業の相談に応じ、企業が抱える諸問題の解
決に繋げることがその職務となっています。
　4月22日㈮、上田商工会議所商工調停士の委嘱状交付式を行いました。
　本年度は、税理士法人小山会計小山秀喜氏、金丸中小企業診断士事
務所金丸修一氏、上田商工会議所経営支援コーディネーター神﨑久氏
の 3名に対し、委嘱状を交付しました。
　今後、経営安定特別相談室は、企業の皆様の安定した経営を支援す
るため、様々な企業の相談に応じて参ります。

【健康経営優良法人 2022（大規模法人部門）】1社
・アート金属工業株式会社

・株式会社幸和建設
・株式会社創恒
・株式会社タツノ
・株式会社トミック

・株式会社トライアングル
・株式会社みすず綜合コンサルタント
・山眞建設有限会社
・上田商工会議所

【健康経営優良法人 2022（中小規模法人部門）】12社（順不同）
・有限会社アイ・ソリューション
・株式会社アルカディア
・株式会社インターサポート
・株式会社エースマシナリ
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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

長野県新型コロナウイルス拡大防止協力金

　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 1 億円超～ 5 億円以下 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㈫
■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

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㈫のうち月曜日～金曜日　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）

売上減少事業者一斉支援事業交付金（上田市）
　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	 2.5 万円～ 20 万円／日
	 ※売上規模等により変動
■受付期間	 期間①：
	 　令和 4年 2月 21 日㈪～ 5月 16 日㈬
	 ※ 5月 16 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）
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事業承継補助金

IT導入補助金

小規模事業者持続化補助金（第8回）

事業再構築補助金（第6回）

　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
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.03-6632-1502　9：00～ 12：00、13：00～ 17：00（土日祝日を除く）

　事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営
資源の引継ぎを行う中小企業等を支援します。
■補助率・補助額

類　　型 経営革新 専門家活用 廃業・再チャレンジ
補 助 率

※現在準備中
2/3 以内 2/3 以内

補助下限額 100 万円 50 万円
補助上限額 600 万円以内 150 万円以内

■お問合せ
事業承継補助金事務局		経営革新：050-3615-9053
専門家活用／廃業・再チャレンジ：
　050-3615-9043　10：00 ～ 12：00、
　13：00 ～ 17：00（土日祝日を除く）

　中小企業・小規模事業者等が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し、
みなさまの業務効率化・売上アップを支援します。
■対象経費	 ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費
	 ※デジタル化基盤導入類型はハードウェア購入費も含む
■補助上限額・下限額・補助率

通常枠
デジタル化基盤導入類型

A 類型 B 類型
補 助 率 1/2 以内 3/4 以内 2/3 以内
上限額 ･ 下限額 30万円～150万円未満 150万円～450万円以下 5万円～50万円以下 50万円超～350万円

応 募 締 切 第 1次　5月 16 日㈪　17：00（予定）
第 2次　6月 13 日㈪　17：00（予定）

第 2次　5月 16 日㈪　17：00（予定）
第 3次　5月 30 日㈪　17：00（予定）
第 4次　6月 13 日㈪　17：00（予定）

■ハードウェア購入費用（デジタル化基盤導入類型）

ハードウェア
購入費

PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれの複合機器：補助率1/2以内、補助上限額10万円

レジ・販売機等：補助率1/2以内、補助上限額20万円

■お問合せ	 サービス等生産性向上 IT 導入支援事業コールセンター　TEL.0570-666-424
	 9：30 ～ 17：30（土日祝日を除く）

　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。
■補助上限・補助率

主な申請枠 補助金額（従業員規模により上限額が変動） 補　助　率
通常枠 100 万円～ 8,000 万円 【中小】2/3（6,000万円超部分は1/2）【中堅】1/2（4,000万円超部分は1/3）

最低賃金枠 100 万円～ 1,500 万円 【中小】3/4 【中堅】2/3

回復・再生応援枠 100 万円～ 1,500 万円 【中小】3/4 【中堅】2/3

■申請開始	 5 月下旬～ 6月上旬（予定）　　■応募締切　6月 30 日㈭　18：00
■お問合せ	 事業再構築補助金事務局コールセンター　TEL.0570-012-088　9：00 ～ 18：00（日祝日を除く）
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●日時：４月４日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 事業復活支援金相談実績報告
⑵	 上田城千本桜まつり		日本遺産関連ブース出展
報告

⑶	 新入社員研修実施について
⑷	 女性会商品開発事業報告

正副会頭会議　報告　（第54回） 正副会頭会議　報告　（第55回）

●日時：４月18日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 令和 4年度信州上田大花火大会の開催について
⑵	 上田地域産業展 2022 開催判断基準・予算（案）
について

⑶	 日本百貨店しょくひん館「うまいものマルシェ」
出品について

⑷	「美しい、うえだフォトコンテスト」実施について

上田ドリームワークス総会を開催上田ドリームワークス総会を開催
～上田市内 3 商工団体 工業系ものづくり企業が連携強化を確認～～上田市内 3 商工団体 工業系ものづくり企業が連携強化を確認～
　4月 21 日㈭、綿谷憲一会長以下会員 20 名が出席し、上田ドリームワークス総
会が開催されました。上田市より北沢商工観光部長・酒井商工課長、上田商工会
議所より金子専務理事が出席しそれぞれご挨拶いただきました。
　上田ドリームワークスは、上田商工会議所・上田市商工会・真田町商工会管轄
内の「工業系ものづくり」企業による地域内連携グループとして、受発注促進・
ビジネスマッチングや展示会・商談会への共同出展等を中心に活動してきました。

　本年度事業では、市内 3商工団体工業系事業所が “ オール上田 ” として行政、学術機関との連携強化、展示会商
談会への出展、ものづくりや経営革新に関する勉強会を実施していくことを協議し承認されました。
　続いて上田商工会議所工業部会との共催により、基調講演会を開催しました。㈱エイチ・エーエルより中小企業
診断士太田敬治氏をお招きし、『事業再構築企業	先進事例紹介』と題してご講義いただきました。補助金を活用し
て現在事業再構築に取り組む全国の先進事例が多数紹介され、自社だけでなく他社も巻き込みながら地域全体を活
力あるものしていくことの重要性を学びました。今後、当グループでは、製造業が元気になる事業を積極的に推進
して参ります。

青年部の心を一つに !　　
　　　更なる組織力向上へ

　3月 26 日㈯に当所青年部（沓
掛恵介会長）が当所 5F ホール
にて研修交流会を開催し、24
名が参加しました。青年部では
卒業見込みの会員が多いことか
ら、近年特に会員増強に努めて
おり、今年度は 17 名が入会し
ました。コロナ禍で会員同士の交流が難しい状況が続いてい
て、会員交流が不十分であった為、この研修交流会が企画さ
れました。
　今年度で卒業する会員が企画・運営にあたり、RCレース
を通じた委員会対抗戦が行われました。参加費と賞品を設け、
トーナメント方式で各チーム 2回ずつレースを行い、順位を
争いました。委員会ごとに作戦を練って、ドライバーの順番
や周回数を決めてレースに臨みました。周回15周のレースの
中で、次第に各自の腕が上達していきました。童心に帰り、本
気でRCレースを楽しみました。
　交流会を通じて、会員同士の心を一つにする事ができまし
た。相互理解を深まり、今後より一層の自己研鑽に励み、青
年部組織として事業推進をしてまいります。

令和4年度新卒就職者激励会お楽しみ抽選会開催!!
～信州上田おもてなし武将隊による激励～
　上田職業安定協会で
は、4月 8 日にサンテ
ラスホール（東御市）
で開催を予定していた
『新卒就職者激励会』
を新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、
やむを得ず中止といたしました。激励会の中で実施
予定であった『お楽しみ抽選会』は、無観客で開催
し、その模様は Youtube で配信中。
　抽選会では、おもてなし武将隊がお祝いと激励の
演舞を披露し、これからこの地域で活躍する新卒就
職者に向けて熱い言葉でエールを贈りました。参加
申込のあった 48 事業所の新卒就職者 292 名全員に、
4市町村長の激励メッセージ、小冊子『新入社員が
知っておきたい 5つの成功法則』、上田紬を使った
記念品をお贈りしました。
　抽選会の景品は、おもてなし武将隊が抽選して参
加者全員に各賞品を贈呈。最後に武将隊は「皆の戦
が勝ち戦になるように !!」と勝鬨をあげました。
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ご活用ください !  上田商工会議所の生命共済「祝金・見舞金制度」
　当所生命共済には、保険会社による保障だけでなく、当所独自の見舞金・祝金制度があります。ご加入者の皆様
で、該当する事項がありましたら、お早めに申請をお願いします。
　また、新型コロナウイルス感染症への対応として、検査結果が陽性であるかどうかに関わらず、医師の指示によ
り医療機関に入院された場合は、「病気入院見舞金」の対象となります。なお、医療機関の事情等により、医師の
指示で、ご自宅またはその他病院等と同等とみなされる施設（ホテル等の滞在型施設）で治療を受けられた場合も
対象となります。
※見舞金・祝金・助成金は	、支払事由発生後 3年以内に請求してください。
〇申請用紙は当所に用意してあります。
〇それぞれの給付には、一定の制約があります。申請前にご確認ください。
上田商工会議所独自の給付制度の内容

口数
給付内容 1　口 2　口 3　口 4　口 5　口
事故通院見舞金（5日以上） 一律 10,000 円 一律 20,000 円 一律 30,000 円 一律 40,000 円 一律 50,000 円
長期災害入院見舞金（60日以上） 一律 30,000 円 一律 45,000 円 一律 60,000 円 一律 75,000 円 一律 90,000 円
病気入院見舞金（1～ 19日） 一律 10,000 円 一律 20,000 円 一律 30,000 円 一律 40,000 円 一律 50,000 円
病気入院見舞金（20日～ 89日） 一律 15,000 円 一律 30,000 円 一律 45,000 円 一律 60,000 円 一律 75,000 円
病気入院見舞金（90日以上） 一律 30,000 円 一律 45,000 円 一律 60,000 円 一律 75,000 円 一律 90,000 円
要介護認定見舞金（公的介護 3以上） 一律 20,000 円 一律 40,000 円 一律 60,000 円 一律 80,000 円 一律 100,000 円
結婚祝金（加入・増口 6ヵ月以上） 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
出産祝金 （加入・増口 6ヵ月以上）

対象：加入者および配偶者 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
成人祝金（20歳／加入・増口 6ヵ月以上） 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
還暦祝（60歳／加入・増口 6ヵ月以上） お祝い品（対象者に贈呈　※申請不要）
古希祝（70歳／加入・増口 6ヵ月以上） 〃
人間ドック助成金（加入・増口 6ヵ月以上） 一律   3,000 円 一律   6,000 円 一律   9,000 円 一律 12,000 円 一律 15,000 円
PET/CT検診助成金（加入・増口6ヵ月以上） 一律 10,000 円 一律 15,000 円 一律 20,000 円 一律 25,000 円 一律 30,000 円
※掛金 1口　15 ～ 60 歳男女 1,800 円から。詳しい内容は当所HPでご確認ください。

お問い合わせ先　上田商工会議所  総務課　☎ 22-4500

健康・文化パスポートをご活用下さい
　当所では、地域商工業の発展と従業員福祉の充実のため、各種の福祉事業を実施していますが、その一環として
生命共済加入者の皆様に上田市及び近隣市町村の健康文化施設の利用
割引券（通称 : 健康・文化パスポート）を発行しています。本年も、
令和 4年 3月 1日（火曜日）時点での加入事業所の皆様に、4月中旬
より送付しました。
　健康・文化パスポートは、市内温泉施設にて日頃の疲れを癒したり、
市内文化施設の見学等にも使用していただけます。健康づくりにご利
用ください。

事業所の福祉向上に 　福祉制度キャンペーン
2022年 5月 2日㈪～ 6月 30日㈭実施

時期

　上田商工会議所は、アクサ生命保険株式会社と協調連携し「福祉制度キャンペーン」を 5月 2日㈪から
6月 30日㈭まで実施しています。
　「商工会議所福祉制度」は、経営者・役員の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニー
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担当社員と商工会議所職員がご説明にお伺いした際には、ご協力いただ
きますようよろしくお願いいたします。

生命共済
加入事業所特

典



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）

2022年
調査結果３月

調査対象
全国331商工会議所2559業種組合等

【建設業】
仕入・販売単価DIは横ば
い、採算・資金繰りDIは悪
化傾向、その他の項目は改
善傾向。

【製造業】
販売単価・従業員DIは改
善傾向、その他の項目は悪
化傾向。

【卸売業】
仕入・販売単価・従業員DI
は改善傾向、その他の項目
は悪化傾向。

【小売業】
仕入・資金繰りDIは横ばい、
業況・従業員DIは悪化傾向、
その他の項目は改善傾向。

【サービス業】
採算・仕入DIは悪化傾向、
その他の項目は改善傾向。

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、持ち直しの動き。先行きは、コスト増への警戒感強く慎重な見方。

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
▲ 32.7 ▲ 23.2 ▲ 34.7 ▲ 65.3 15.2 ▲ 20.7 16.6

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 28.8 ▲ 19.2 ▲ 32.0 ▲ 66.1 19.5 ▲ 20.8 17.9
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、32.7ポイント悪化。前月比1.2ポイン
ト改善。
◦	新型コロナ感染拡大の影響に伴う巣ごもり需要による日用
品などの売上が増加した小売業や、飲食料品関連の卸売業
の業況感が改善した。一方、18都道府県におけるまん延防止等重点措置が延長され、営業制限やイベントの
中止が続く中、観光関連や対面サービス業を中心に売上が低迷するほか、製造業では、慢性化する部品供給制
約に伴う生産調整の影響を受けた自動車関連の動きが押し下げ要因となっている。業種を問わず、原油価格
を含む資源・資材価格、原材料費の高騰などのコスト増加が収益回復の足かせとなっており、中小企業の景況
感は、持ち直しの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】	公共工事の下支えや住宅関連工事の持ち直しが続くものの、建設資材価格の上昇や設備機

器の納期遅れ・欠品に伴う工期長期化によるコスト増の影響が強く、ほぼ横ばい。
【製　造　業】	半導体・電子部品関連の工作機械は堅調に推移するものの、部品供給制約による生産調整

が続く自動車関連の受注回復が遅れており、悪化。食料品関連では、小麦粉などの原材料
費の上昇に伴う負担増を指摘する声も多く聞かれた。

【卸　売　業】	原油価格高騰に伴う物流費や包装資材価格などの上昇による収益圧迫が続いているものの、
内食向けの飲食料品関連が全体を押し上げ、改善。

【小　売　業】	堅調な巣ごもり需要による飲食料品や日用品のほか、高額品の需要が堅調に推移する百貨
店の売上増加が寄与し、改善。一方、一部では気温の低い日が多く、春物衣料の動きが鈍
いとの声も聞かれた。

【サービス業】	18都道府県におけるまん延防止等重点措置の延長に伴い、飲食・宿泊業では売上減少が
続くものの、通販などの消費者向けの荷動きが増加した運送業やデジタル投資が堅調なソ
フトウェア業が押し上げ、改善。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、28.8 ポイント悪化。今月比3.9 ポイント改善。
・まん延防止等重点措置の全面解除に伴う客足や消費の回復、国・自治体による需要喚起策への期待感
が伺える。一方、部品の供給制約、資源価格の高騰が継続し、コスト増加分の価格転嫁が遅れる中、
ウクライナ情勢悪化に伴い、円安やコスト増がさらに加速するとの懸念から警戒感が強まり、中小企
業の先行きは慎重な見方が続く。

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。

●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）
※オンライン可

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） 5月 18 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）
※オンライン可

7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
※オンライン可

5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
IT相談（予約制）
※オンライン可

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）
※オンライン可

7月 5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）
※オンライン可

6月 6日㈪
13：00 ～ 16：00

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5月

創業者による異業種コラボレーション事業を進めています!

「小規模事業者持続化補助金」8回目受付締切分提出期限は6月3日です!

　当所では、創業・開業にかかる一連の支援を重点的に行っております。今年度、その一環として、異業種の創業
者がコラボレーションし、新たな商品やサービスを試行・開発することへのマッチング・支援事業を開始しました !
　さらに、こうして生まれた新商品・サービスを紹介するコラボイベントを商店街で開催し、創業者の商品・サー
ビス開発と販路開拓を促進するとともに、マッチングによる創業の促進、イベント開催によるまちなかの賑わい
創出を進めてまいります。
　ぜひご参加いただき、新しいコラボレーションを上田に生み出してみませんか ?
事 業 内 容 	 ⑴　創業者の異業種コラボレーションのマッチング・支援

異業種の創業者とコラボレーションする創業者を発掘・募集・マッチングを支援し、新たな
商品やサービスの試行・開発を促進させます。

⑵　創業者の異業種コラボイベントの開催
商店街において、創業者の異業種コラボレーションにより試行・開発した新たな商品やサービ
スを紹介するコラボイベントを開催します。

対 象 者 	 上田市内の創業予定者および創業 5年未満の創業者
スケジュール 	 ４～５月	 異業種コラボ創業者のマッチング
	 ６～８月	 異業種コラボによる新たな商品やサービスの試行・開発
	 10 月	 創業者の異業種コラボイベントの開催
お問い合わせ 	 上田商工会議所中小企業相談所

　「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応する
ために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等
の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
　現在、第 8次受付となっており、申請しめきりが 6月 3日㈮となっています。また、申請
書類のひとつである事業支援計画書（様式 4）発行の受付しめきりは原則 5月 27日㈮となっ
ています。
　既に申請に向けて動き出している方、これからの申請をご検討の方はご注意ください。
　特に、下記の点について、お気を付けください。

①　経営計画の策定に、お早めに着手してください !
　申請に必要な経営計画の策定には、分析が必要となるため、時間がかかります。
　経営分析や計画の策定、補助金の取得に向けて、当所経営指導員がサポートいたします。
②　「gBizID プライム」アカウントをお早めに取得してください !
　jGrantz による電子申請をご希望の場合、「gBizID プライム」アカウントの申請から取得まで 2～ 3週
間ほど要します。お早めの申請をお願いいたします。
③　ガイドブック・公募要領をお早めにご確認ください !
　今回から令和 3年度補正予算による事業となり、これまでに比べ、大きな変更・追加があります。
　特に、ホームページ作成やweb広告には補助制限がございます。補助事業計画作成に向け、お早めにご確認く
ださい。

詳しくは下記の公式webサイトをご覧ください。
◆令和元年度補正予算・令和 3 年度補正　小規模事業者持続化補助金（一般型）

　https://r3.jizokukahojokin.info/



㈱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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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55月月2323日㈪日㈪ です。
※毎月22日ですが、土日と重なるため翌営業日となります。

hair & make  SAWA 天神店
〒386-0025　上田市天神3-3-3
TEL.0268-22-7725
ネット予約はホットペッパービューティーがオススメです

　SAWA 天神店が大事に
している事、それは美容室
にきて単にカットやカラー
をするだけではなく「空間」
や「会話」の中から生まれ
る“美と癒し”をお客様に
感じていただき「また行き

たい」「来てよかった」と思っていただく事です。常にトレンドを意識
して日々勉強し、お客様一人一人の骨格、雰囲気、服装などから似合
わせカットやカラーなどをご提案。人気のイルミナカラーや N. シリー
ズ、グローバルミルボンの正規取扱店です。また 2 階で営業のまつ毛
サロン、beauty eye design  SAWA 天神店も大人気 !　安心の全室半
個室でコロナ禍でも安心して施術が受けられます。人気メニューのパ
リジェンヌラッシュリフトやアイブロウ WAX などメニューも豊富です
のでお気軽にお問合せください。ご来店お待ちしております !

みんながキレイに、可愛く、かっこよくなれる
トータルビューティーサロン どら焼き　鎌　倉　伝

　塩田平は、神社
仏閣が点在し歴史
的背景から【信州
の鎌倉】とも呼ば
れています。また、
私自身鎌倉で修業
してまいりました。
看板商品はそれに

ちなんでおります。みなさまに喜んでいただけるよう、
厳選した小豆をじっくり炊き上げ皮にもこだわっていま
す。1 人でやっているため、電話に出られないことも多
くご不便をおかけします。これからの季節、田園を渡る
風、木々の緑がとても気持ちがいいです。お出かけの際
には是非お立ち寄りください。
　おまちしております…

御菓子司　喜八
〒386-1321　上田市保野206-5　ツルヤ塩田店先
TEL.0268-39-1777
【定休日】月・水・金・日（不定休）

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 236
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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

㈲亀井製作所 上田市下之郷 90 090-7933-6816 縫製（婦人服）
寺田建築 上田市生田 3125-13 43-0126 木造建築
後藤電機製作所 上田市富士山 1461 39-3833 配電盤製造
栗原商会 上田市住吉 292-10 25-9103 水道設備
鈑金塗装センター 上田市常入 1-14-52 22-4401 自動車鈑金塗装
hair	room	nap	time 上田市中央 5-10-4 080-1007-7782 美容室
桜庵・こうや 上田市中央 2-7-4 23-4868 レストラン
グラフィックスタジオGALERIE 上田市常田 2-27-17	2F 090-1403-8143 商業撮影
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。

長野県「信州の安心なお店」感染予防資器材  無償配布のお知らせinformation

　長野県では、新型コロナウイルス感染対策のさらなる強化を目的とし、「信州の安心なお店」の
飲食店等の皆様へ、必要な資器材を無償で配布します。
◦配布する資器材　以下の①～⑤の中からご希望の資器材を 1種類配布します。
①非接触型検温器 1台
②消毒液噴霧器等 1台（消毒液 1L 入り 2本付き）
③サーキュレーター 1セット（大型 1台＋小型 2台）
④飛沫防止パーティション【大】1セット（テーブル用 3枚）
⑤飛沫防止パーティション【小】1セット（カウンター用 4枚）
◦配布対象　「信州の安心なお店」の認証を受けている飲食店等

※詳しい要件はチラシまたは公式ホームページを必ずご参照ください。	
　要件を満たしたうえで、お申し込みいただいた事業者すべてに配布します。

◦申請方法　①インターネットによる申請…公式ホームページ（下記URL）から申請してください。
② FAXまたは郵送による申請…申込書を公式ホームページからダウンロードいただくか、
	 上田地域振興局・当所窓口で取得のうえ、申請してください。

◦申請期間　令和 4年 3月 30 日㈬～同年 6月 30 日㈭
◦お問い合わせ先　長野県感染予防資器材配布事務局（営業時間：平日 9：00 ～ 17：00）
	 TEL.026-217-5219　FAX.026-217-5901　E-mail：nagano2022yobo@tobutoptours.co.jp

【感染予防資器材　公式ホームページ】
https://shinshu-shikizai.net

【「信州の安心なお店」公式ホームページ】
https://shinshu-anshin.net/

上田市新技術等　　　
　　開発事業補助金の
公募を開始しています。

　市内中小企業者が実施する「新技術
の開発」や「新産業の創出」に係る
研究開発費の一部を助成します。

■補 助 率：対象経費の 2分の 1以内
■限 度 額：1 件あたり 300 万円
■募集期間：4 月 1日から 9月 30日
　　　　　　17時まで
■お問合せ：上田市商工観光部商工課
　　　　　　TEL.0268-23-5395

～上田市内の企業・事業所・団体の皆様へ～
好評につき第 2 弾 !!

マイナンバーカード出張申請受付実施中です
　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 9 月 15 日㈭までに団体等で申し込み、
9月 30日㈮までに出張申請受付で申請をした方のうち、
先着 750 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
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