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　押出川は、神川の上流から取り込まれ市街地の蛭沢川
に注がれる清流です。流域自治会が水路の保護や清掃活
動などを実施し、今年も可憐なホタルの光が舞いました。
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通常議員総会・常議員会開催
VR(バーチャルリアリティ)作成・活用支援事業
各種給付金・補助金のご案内

【付録】
　2022年生命共済キャンペーン／
　チケットQR～最大20％割引キャンペーン～参加事業者募集／
　電子帳簿保存ポイント講座／経営計画作成個別相談会／
　第6回うまいものスタンプラリー参加店募集／
　上田地域産業展2022出展者募集／
　信州上田日本遺産商品紹介サイト掲載品募集／百花繚乱
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コロナ禍における事業者支援に注力コロナ禍における事業者支援に注力
　　　オンライン開催など併用し事業を実施　　　オンライン開催など併用し事業を実施

通常議員総会・常議員会開催通常議員総会・常議員会開催
　6 月 30 日㈭当所において常議員会・通常議員総会合同会議が開催さ
れ、常議員の補欠選任、令和 3 年度事業報告並びに決算など 6 議案に
ついて承認されました。
　冒頭、5 月 13 日に逝去された手塚克巳　常議員への黙祷を捧げた後、
関東経済産業局長表彰並びに日本商工会議所会頭表彰が栁澤会頭から伝
達されました。
　会議では、常議員の補欠選任について、㈱ニッケン　代表取締役社
長　手塚大輔 氏、㈱ R&C ながの青果　代表取締役副社長　堀　陽介 氏、
㈱長野銀行上田支店　支店長
　田原謙治 氏、㈱八十二銀

行　執行役員　上田支店長　堀内厚志 氏が議員職務執行者の変更に伴
い、常議員に選任されました。続いて、令和 3 年度事業報告並びに決算
について承認された後、令和 4 年度の補正予算として、新型コロナウィ
ルス対策消費喚起応援事業に 3 億 2,000 万円、事業環境変化に対応する
ための経営相談体制強化事業に 300 万円、復活支援金サポートセンター
設置事業に 200 万円など新たに交付決定された補助事業に係る予算が
承認されました。
　新入会員は、復活支援金相談による入会が多く、94 事業所が承認さ
れました。

【表　彰】　　　　　　　　　　　　　　　　　( 順不同 )
関東経済産業局長　表彰

株式会社宮下組　　代表取締役会長　宮下　勝久 氏

大廣建設株式会社　代表取締役　　　宮原　政廣 氏

日本商工会議所会頭　20年表彰
株式会社武重商会　代表取締役会長　武重　昌樹 氏
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 氏
株式会社宮下組　　代表取締役会長　宮下　勝久 氏
大廣建設株式会社　代表取締役　　　宮原　政廣 氏
東信醸造株式会社　代表取締役会長　矢島　康夫 氏

　日本商工会議所会頭　感謝状（物故者）
　　株式会社ニッケン　代表取締役会長　手塚　克巳 氏

訃　報
　上田商工会議所 
常議員 手塚克巳 氏が
5 月13 日に逝去され
ました。
　 平 成 16 年 11 月
より当所議員として、
また平成 22 年 11 月
からは常議員として
商工業振興にご尽力いただき、地域の経済
発展に貢献されました。
　心からご冥福をお祈り申しあげます。

常議員に選任されました

株式会社ニッケン
代表取締役社長

手塚　大輔　氏
（令和 4 年 6 月 16 日付）

株式会社 R&C ながの青果
代表取締役副社長

堀　　陽介　氏
（令和 4 年 6 月 23 日付）

株式会社長野銀行  上田支店
支店長

田原　謙治　氏
（令和 4 年 6 月 24 日付）

株式会社八十二銀行
執行役員　上田支店長

堀内　厚志　氏
（令和 4 年 6 月 28 日付）
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VR（バーチャルリアリティ）作成・活用支援事業のご案内
　VR は、自社の店舗及び工場等を撮影し、業務効率化、販路拡大、セキュリティ対策の他広報宣伝や雇用採用活
動に幅広く活用されています。現在全国で推進している企業の DX にも大きく貢献することから、基幹産業支援事
業として企業の VR 導入について補助事業を実施し、企業の進化した IT 技術導入を助成し、経営効率化、販路拡大
を支援します。

【補助対象者】
上田商工会議所会員事業所、上田市商工会会員事業所、
真田町商工会会員事業所、上田ドリームワークス会員
事業所

【補助対象事業】
店舗及び事業所の VR 映像作成等活用事業

【補助対象経費】
VR 撮影費用・VR 撮影後のオプション追加費用・VR
撮影関連費用
※ VR 撮影後のランニングコスト（サーバー管理費）は補

助対象外
【補助事業期間】

令和 4 年 6 月 20 日㈪～ 11 月 30 日㈬
※補助予定額が上限に達し次第受付を終了します。

【補助上限額、補助率等】
1社につき 30万円上限　補助対象経費の 2/3 以内

【事業の流れ】
　①交付申請→②事業内容確認（補助金事務局）
→③事業実施→④完了報告→⑤補助金確定
→⑥補助金請求→⑦補助金振込

【VR撮影物の使用について】
　当補助金を活用して作成した店舗・工場等の VR 撮
影物については、上田地域産業展オンライン・リアル
展示会における VR 工場見学特設コーナーにて紹介さ
せていただきます。また、同事業をご活用いただいた
企業様には、上田地域産業展へ出展下さいますようお
願い致します。

【お申込み、お問合せ】
詳細・お申込みは上田商工会議所
ホームページをご覧ください。
https://www.ucci.or.jp/info/news/
r4vr-support-project/
お問い合わせ　上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

　令和 3年度決算
　令和 3 年度収支決算は一般会計ほか特別会計 8 会計、
積立金会計 3 会計を合わせた総収入額が 17 億 2,533 万
円余、総支出額が 13 億 3,432 万円余となりました。
　このうち積立金特別会計と事業外収入・支出を除いた
収支決算は図 -1 のとおり収入 7 億 1,114 万円で支出 6
億 1,878 万円、収支残高 9,236 万円が次年度繰越金とな
りました。
　令和 3 年度は新型コロナウィルス感染症への対応とし
て、県、市から補助金が交付され、テイクアウト・デリ
バリー応援事業や事業復活支援金申請サポートセンター
設置事業に取組みました。また、昨年度に続き、上田市
から新型コロナウィルス対策消費喚起応援事業を受託し、

3 億 1,000 万の交付金により市内飲食業と小売業への支
援とキャッシュレス決済利用による 20% 還元事業を実
施し、事業者支援に繋げました。長野県の地域発元気づ
くり支援金については、申請した 2 事業が採択され「発
酵食を活用し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」285 万円と「日本遺産認定を祈念した
関連商品開発推進と情報発信事業」140 万円が交付され、
それぞれ事業に取組みました。労務対策事業として、上
田市からインターンシップ事業や就活フェアを受託し、
新型コロナウィルス感染拡大によりオンラインをで開催
しました。感染症の影響により予定していた事業を自粛
したり、オンラインを併用するなど当初の計画を変更し
ながら実施する一方、給付金や支援金申請の相談件数が
増加した 1 年でした。

（図 -1）

【収入の部】 【支出の部】
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会費
5,030万円

事業収入
1億4,016万円

交付金
4億2,574万円

雑収入
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4億3,777万円
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繰出金・積立金
1,041万円
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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（概要）（概要）

売上減少事業者一斉支援事業交付金（上田市）

IoT導入支援事業補助金（上田市）

2022 年 6月 28日現在の公開情報をもとに作成した概要版となります。
詳細は必ず各ホームページや下記お問合せ電話番号でご確認ください。

　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 事業者につき 10 万円（複数店舗を経営する場合も 10 万円）
■申請期限 令和 4 年 7 月 20 日㈬（当日消印有効）　※当初より延長されています。

■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
■お問合せ 上田市商工観光部商工課　TEL.0268-23-5395（平日 8：30 ～ 17：15）

　自社課題の解決に取組む上田市内の意欲ある中小製造業者に対して、IoT 技術を導入するための技術指導や設備
導入に係る経費を助成することにより、企業の生産性向上や人材不足解消等を図ることを目的とします。

■対象事業 ① IoT 導入に向けた技術指導支援　　② IoT 設備等の導入支援
■対 象 者 市内に主たる事業所を有する「製造業」を主たる事業として営む中小企業者等
■対象経費

①技術指導支援経費
IoT 技術指導の受け入れを必要とする場合に指導者等に支払われる経費、研修・講座参加費、
コンサルティング委託経費または、専門家を依頼する際に相手方に支払われる経費

②設備等導入支援経費
IoT 技術のシステム導入に支払われる経費。購入、賃貸、製作、設置・改良等に要する経費を含む。

※以下の経費は対象外となります。
①事務用のパソコン、スマートフォン、タブレット端末等、汎用性があり目的外の使用が可能な設備・備品の購入費
②電話代、インターネット利用料、クラウド利用料等の通信費
③システム導入に係る電気通信工事費
④現状のシステムをバージョンアップする等、生産性向上につながらないシステム
⑤消費税及び地方消費税に相当する額
⑥交付決定日以前に発注または設置した物件等の経費
⑦自社の人件費等　
⑧他団体から補助金等の支援を受けている設備

■補助率・上限額　補助率：1/2　上限額：50 万円（1,000 円未満の端数は切り捨て）
■申請期限 令和 4 年 11 月 30 日㈬ 17：00

※申請期限前であっても採択額の合計が当該補助金の予算額に達した場合、募集は締切ります。 
※補助上限額の範囲内であれば 1 事業者複数回交付申請することができます。 
　ただし、国・県等で採択された事業テーマは対象となりません。

■お問合せ 上田市商工課 次世代産業支援担当（AREC）　TEL.0268-23-5396（平日 8：30 ～ 17：15）
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新技術等開発助成金（上田市）

ものづくり・商業・サービス生産性向上
促進補助金（第11回）

IT導入補助金　セキュリティ対策推進枠

　上田市内の意欲ある中小企業者等が実施する新技術の開発や新産業の創出のための研究開発に要する経費の一部
を助成することにより、「オンリーワン」の新技術取得やイノベーションの創出等を促進し、地域産業の振興及び
活性化を図ることを目的とします。
■対象事業 ①機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術　　②新材料の開発利用技術
 ③新製品の技術開発　　④生産、加工又は処理のための新技術
 ⑤新システム又は新工法の開発技術

※ 1 事業所につき、年間 1 テーマとします。ただし、令和 2・3 年度の両年度採択事業者は応募できません。 
　また、代表取締役が同じ会社の同時応募、法人とその法人の代表取締役個人の同時応募はできません。

■対 象 者 市内に工場又は研究機関等を有する中小企業者、もしくは 3 以上の中小企業者で構成する団体。
■対象経費 ①原材料及び副材料の購入に要する経費
 ②機械装置及び工具機器の購入、試作、改良、据付、借用に要する経費
 ③外注設計及び外注加工に要する経費　　④技術指導の受け入れに要する経費
 ⑤その他、市長が特に認める経費

※以下の経費は対象外となります。
①生産ラインで使用する生産設備　　②パソコンなどの汎用性の高い機器等
③取得価格が 50 万円以上の分析等機械装置　④交付決定日以前に発注または設置した物件等の経費
⑤自社の人件費等

■助成率・上限額　補助率：1/2　上限額：300 万円（1,000 円未満の端数は切り捨て）
■申請期限 令和 4 年 9 月 30 日㈮ 17：00
 ※申請期限前であっても採択額の合計が当該補助金の予算額に達した場合、募集は締切ります。
■お問合せ 上田市商工課　TEL.0268-23-5395（平日 8：30 ～ 17：15）

　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 率 【一般型・通常枠】
 　中小 1/2、小規模事業者・再生事業者 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
■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
■申請期限 令和 4 年 8 月 18 日㈭ 17：00
■申請方法	 jGrants による電子申請
■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（平日 10：00 ～ 17：00）

　生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等にお
いてサイバーインシデントが原因で事業継続が困難とな
る事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制
約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや中小企業・
小規模事業者等の生産性向上を阻害するリスクを低減す
るための支援を行います。（初公募となります。）
■補助率・補助金額　補 助 率：1/2 以内
 　　　　補助金額：5 万～ 100 万円
■機能要件 （独）情報処理推進機構が公表する「サイ

バーセキュリティお助け隊サービスリス
ト」に掲載されているいずれかのサービス

■補助対象 サービス利用料（最大 2 年分）
■公募開始	 令和 4 年 8 月頃申請開始予定
■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（平日 9：30 ～ 17：30）

小規模事業者持続化補助金（第9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。

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（詳細は公式ホームページをご確認ください。）

■申請締切 9 月 20 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）
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部 会 だ よ り
生活関連サービス業部会

　6 月 3 日㈮生活関連サービス業部会役員会（北嶋忠治
部会長）が開催され、11 名が出席し、今年度事業の推
進について協議しました。
　会議ではまず、第 6 回目となる「信州上田うまいもの
スタンプラリー」について検討しました。元気づくり支
援金を活用し、上田地域の農産物である「なないろ農産
物」と「発酵食品」をテーマとしてイベントを企画・運
営する事になりました。SNS を活用し広報にも力を入れ
て、賞品数を増やして進めていく事で決定しました。コ

経済・社会の変化に対応した新たな成長戦略を
〈上田・小諸・佐久〉東信三商工会議所連携支援事業「各種補助金の活用セミナー」開催

　6 月 7 日㈫に
上田東急 REI ホ
テルにて、上田・
小諸・佐久東信
三商会議所連携
支援事業として

「各種補助金の
活用セミナー」
を開催しました。

　現在、新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する
中で、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であり、既存事業の見直
しによる収益改善や販路拡大を図るための新たな成長戦

略が必要となります。
　今回のセミナーでは、多くの補助金の支援実績のある
AIC コンサルティング代表で中小企業診断士である渡邊
学氏に講演いただき、ものづくり・商業・サービス補助金、
持続化補助金、IT 導入補助金、事業承継・引継ぎ補助金、
事業再構築補助金について、従来から変更になった点や、
事業計画書作成のポイント等について分かり易く解説い
ただきました。
　今回のセミナーには、オンラインでの参加も含め 14
名の参加がありましたが、講演後の質問でも、自社や業
界の課題を踏まえた質問が投げかけられる等、補助金を
活用し自社の成長を図ろうという意欲が窺われました。

「信州上田日本遺産商品紹介サイト」
掲載商品募集中 !

　当所では、長野県地
域発元気づくり支援金
を活用し、日本遺産『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～』に関

連した商品を紹介する WEB サイトを令和 3 年 10 月より公
開を開始しました。日本遺産のロゴマークや認定ストーリー
を活用した土産品、雑貨、食料品など地域で開発された多
彩な商品を掲載し、観光客や地域内外に向け PR しています。
本サイトの掲載商品を募集しますので、募集の詳細は本誌付
録をご覧ください。

上田信用金庫
創立100周年記念式典
当所より表彰状を伝達

　6 月 23 日㈭に市内で開催された上田信用金庫創
立 100 周年記念式典において、上田商工会議所よ
り上田信用金庫へ 100 年にわたる事業継続と地域
への功績を称え表彰状が伝達されました。

ロナ禍で大きな影響を受けている飲食店等の集客、売上
げに貢献できるように開催するよう進めていきます。
　セミナーについては、コロナウイルス対策のお掃除講
習会の開催を企画します。
さらに健康管理に関する講演会はコロナ対策をした上で、
開催方法を再検討する事が決定しました。
　うまいものスタンプラリーは参加店舗を募集しており
ます。詳細は付録をご覧ください。
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法務・金融部会 交通・観光サービス業部会

建設業部会工業部会

　6 月 14 日 ㈫ 当 所
にて法務・金融部会
役員会（小山智部会
長）が開催され、部
会長以下 14 名が出
席し、令和 4 年度事
業のすすめ方につい
て協議しました。

　会議では、「労務管理セミナー」や日本銀行松本支店
長を講師に迎え開催している「経済・金融セミナー」、
新春講演会のスケジュールを確認したほか、視察研修、
上田市との懇談会についても順次進めていくことが承認
されました。また信州上田大花火大会、上田地域産業展
オンラインへの出展など商工会議所事業に積極的に協力、
推進してまいります。

　6 月 17 日 ㈮、 工
業部会（宮島武宏部
会長）役員会が開催
さ れ、 部 会 長 以 下
15 名 が 出 席 し、 今
年度部会事業につい
て協議しました。
　工業部会員企業で

きらりと光る取り組みを表彰する「うえだ　ひと・もの
興しの紡ぎ手表彰」の本年度表彰テーマについて協議し、
本年度は昨年に引き続き、「ニューノーマル部門（with
コロナを目指した取り組み）」「SDGs 部門」「名工・匠部
門」の 3 部門を設定し募集をしていくことが決まりまし
た。各種セミナーでは、「AI/IoT セミナー」「ビジネスマッ
チングサイト（J-goodtTech）活用セミナー」「法務・金
融部会と合同による安全保障貿易管理セミナー」の開催
について協議しました。また、部会会員の販路開拓の取
り組みを支援するためのアンケート調査の実施や AI・IoT
の企業の取り組みを支援する「VR 作成・活用支援事業」
の実施について協議しました。上田地域産業展 2022 の
参加協力、信州上田大花火大会への協力、会議所第 50
期議員改選について確認しました。

　6 月 16 日 ㈭、 当
所において交通・観
光サービス業部会役
員会（岡田宝正部会
長）が開催され部会
長以下 14 名が出席
しました。今年度事
業として上田・上越・

甲府商工会議所による「三国同盟」物産展や中部横断自
動車道 2022 総会の上田での開催、「美しい、うえだフォ
トコンテスト」や 2 年目となる地域発元気づくり支援金
採択事業「上田市日本遺産認定を記念した商品開発推進・
商品情報発信事業」などの実施が承認されました。また、
花火大会への協力や第 50 期議員選挙の流れのほか、令
和 3 年度上田市への要望に対する回答書について報告し
ました。

　6 月 17 日㈮、建設業部会
（増澤延男部会長）役員会が

開催され、部会長以下 12 名
が出席しました。冒頭で、5
月に逝去された当部会幹事、
㈱ニッケン手塚克巳氏に黙祷
が捧げられました。
　会議では、令和 4 年度部会
事業の推進について、デジタ
ル化・現場 DX 推進に関する
アンケートの実施、上田市関
係部局との意見交換会の開催
等が協議されました。
　また、令和 5 年 10 月開始の「消費税インボイス制度」
は、これまで免税事業者であった小規模な事業者をはじ
め建設関連事業者に大いに影響があるため、制度周知の
冊子を部会員に配付したことが報告されました。（※画
像参照）
　その他の議題として、信州上田大花火大会協賛につい
て、上田地域産業展について、第 50 期議員選挙につい
て等、事務局より説明がありました。

●日時：６月６日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 令和 3年度事業報告・収支決算について
⑵	 上田市廃棄物処理審議会委員の推薦について
⑶	 信州上田大花火大会協賛状況報告
⑷	 渋沢栄一ゆかりの地物産展について

正副会頭会議　報告　（第57回） 正副会頭会議　報告　（第58回）

●日時：６月20日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 会頭候補者選考委員会の設置について
⑵	 令和 4年度補正予算について
⑶	 新入会員の承認について
⑷	 生命共済キャンペーン（7月）について
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上田地域の12社が
自社で働く魅力を PR!
高校3年生対象「事業所説明会」開催

　上田職業安定協会は上田公共職業安定所との共
催で、6 月 2 日㈭・3 日㈮、高校 3 年生を対象に
した事業所説明会を上田文化会館大ホールで開催
し、延べ 430 人余が参加しました。上田公共職
業安定所に寄せられた学校・生徒の希望に沿って
参加決定した 12 社は、会社概要や勤務形態、仕
事のやりがい等を伝え、自社で働く魅力を PR し
ました。高校生は、メモを取りながら熱心に耳を
傾け、質疑応答では積極的に質問する姿が見られ
ました。
　参加した事業所担当者からは「高校生に直接説
明できる機会はあまりないので貴重な時間だっ
た」、高校生からは「色々な業種や職種について
知る事ができ
た 」「 ど の 会
社もわかりや
すく説明して
くれた」との
感想が寄せら
れました。

「サンキューベリーマッチ」
ポンプアップ大作戦

当所青年部が力を合わせて、駐車場横側溝を清掃
　5 月 28 日㈯当所青年部

（山越基史会長）は、会員
14 名が参加し、上田商工
会議所駐車場の側溝清掃
を実施しました。コロナ
禍の事業所支援の最前線
で尽力している商工会議

所へ対して感謝の気持ちを込め企画しました。
　側溝には、ゴミ・土砂・泥が沢山つまっており、分別
してそれぞれを袋にいれました。まとめた総量は 2 トン
トラック一台分になりました。大手自治会や上田市消防
団第 2 分団の協力を得て、作業を進めました。部分的
には機能していなかった側溝に放水を行い、豪雨災害の
対応を確認しました。多くの会員が力を合わせ協力して、
安全に清掃作業を行う事がで
きました。後日、栁澤憲一郎
会頭からの感謝状が事務局よ
り伝達されました。「感謝と
協調」のもと、自己研鑽と地
域経済活性化のため、青年部
活動に尽力してまいります。

当所青年部 会員交流
「健康経営のための

ヨガ講演・実技講習会」
　5 月 28 日 ㈯
当 所 青 年 部

（山越基史会長）
は、「 健 康 経 営
のためのヨガ講
演・実技研修会」
を 開 催 し、12
名が参加しました。
　タマン加藤紀子 氏を講師に迎え、まずヨガに関する説
明を聞きました。軽井沢でいくつもの教室を持ち、座右
の銘は「すべての瞬間が学び。学んだことはすべて伝え
る。」とのこと。講師の説明に従い、この瞬間に集中し体
を使いながら呼吸を整える事ができました。講師は、誰
かと競うのではなく、自身の身体・姿勢・呼吸の中にヨ
ガの真意があると述べました。講演の後は実際に身体を
動かして、ヨガのポーズを取りました。左右で同じ様に
行うのが難しかったり、呼吸が乱れたりと苦戦しながら
も、次第に上達していきました。いくつかのポーズをと
る事を通じて、自身の身体の姿勢が正しく整い、呼吸が
落ち着いてくると、参加者は余裕がでてきたようでした。

上田の消費喚起事業から学ぶ
「チケット QR について」

振興委員研修会議を開催
　今年度の第 1 回振興委員研
修会が6月20日㈪に、㈱チケッ
ト QR の宮嶋氏を講師に迎え
て開催されました。同社は上
田の消費喚起として活用され
た「TicketQR」アプリの運営
をしている会社であり、ソフ
トウェア開発を専門に全国展

開をしています。省エネを目的としたブラインドの調整や寝返り
が自動に出来るベッドへの IoT 技術の転用事業も行っています。
　令和 3 年度に実施された消費喚起事業第 3 弾では、アプリ
を活用して 840 店舗が参加し、約 3 億円の消費喚起を行いま
した。上田地域や長野県内での消費喚起事業や、交通系の QR
利用の登録を重ねる事で、「TicketQR」アプリのユーザー登録
者数は着々と伸びています。今後は更なる新しい展開を検討さ
れています。ユーザーからの要望にも応えるため、交通系の
QR の後払い機能も拡張しました。
　QR コード決裁方法を活用だけでなく、研修を通じてこうし
たシステムを地域のニーズへ置き換えて転用させていく事を学
びました。自店や地域経済の活性化に活用できるよう心掛けて
まいります。
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商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

カイロプラクティック施術院 　アンテリア 上田市中央 2-7-15
Tel.090-3980-3185

　木を生かした店内に施術マットが敷かれ、心休まる空間が広がる。カイロプラクティック
は、背骨や骨盤のゆがみを手技によって矯正する治療法。施術して痛みやこりを改善する
だけでなく、予防の観点から、食事・運動や生活習慣の改善をアドバイスする。施術前の
問診と検査を経て、体の不調を整え、快適な生活が送れる手伝いをする。顧客は男女共で、
年齢層は、20～70歳代と幅広い。店名は“前方”の意で、前に向かって進む姿勢を表し
ている。予約制で完全個別対応。
【営業時間】9：00～19：00　【定休日】不定休

宅地建物取引　稲池エステイト 上田市天神 4-5-13  カーサ天神 101
Tel.0268-71-6794

　上田警察署入口交差点近くのビル1階にオープン。事務所内は木の机やカウンターが整
備され、やわらかく親しみやすい空間が広がる。土地・建物の売買や賃貸の仲介を行う。上
田市の信州うえだ空き家バンク事業にも関わり、空き家の解消を目指す。東京などからの
移住者に対する中古物件の売買も増えている。法律や契約など煩雑な手続きが多いが、顧
客の要望に向き合い、丁寧できめ細かなサービスを提供する。地域密着型の不動産業として、
地元に根差した事業を進めている。
【営業時間】9：00～18：00　【定休日】日曜・祝日

　6月20日㈪に、まちづくり上田㈱（代表取締役 栁澤憲一郎
会頭）第13期定時株主総会を開催しました。
　総会では、第13期事業として、池波正太郎真田太平記館内
の喫茶ル・パスタンの運営状況や、コロナ禍において各種イ
ベント開催の状況、上田商工会議所と連携して上田地域の
加工品等の販路開拓を支援する「上田ブランディング事業」
の実績等について報告されました。
　協議事項としては、第13期事業年度計算書類（収支決算）

について協議が行われ、監査報告後満場一致で承認されま
した。
　当社は、上田市や会議所、上田市商店会連合会、各商店街
振興組合等と連携し、中心市街地における賑わい創出と活
性化をメイン事業の目的としています。今後はアフターコロ
ナ、ウィズコロナを見据え、新たなまちづくりのための住民
ニーズ調査や計画策定のため、関係諸団体と連携し事業を
推進します。

まちづくり上田㈱  第 13 期定時株主総会を開催しました

商店や商店街への日頃の思いや要望を伝える商店や商店街への日頃の思いや要望を伝える
「お店への手紙」募集中「お店への手紙」募集中

　コロナ禍のなかで、新しい生活様式が提唱され、消費
者の買い物行動が変化しています。上田市内の商店や商
店街は、感染症拡大防止のために様々な対策を講じてい
ます。こうした状況を展望し、上田市の商店や商店街に
対する期待や要望・意見などを「お店への手紙」として
募集しています。
■応募資格　どなたでも応募できます。
■応募方法　原稿用紙に次の事項を記載し、FAX で送信

又は郵送してください。
①住所・氏名（よみがな）・年齢・性別・職業（学生

は学年も）・電話番号
②商店や商店街に対する期待や要望・意見（800 字以内）
※①・②は別々の原稿用紙に記載してください。

②は特定の業種でも可ですが、特定の店は想定して
いません。

個人情報は、本目的以外に使用しません。
■応募締切　8 月 31 日㈬（当日消印有効）

■入選作の選定　入選作は、上田市商店会連合会で選定
します。
■入選作の発表　9 月上旬（予定）入選者に通知を郵送

し、マスコミに広報します。
■入選賞品　商店街の商品券 5,000 円分。
 入選は、学生と一般を区分し、50 名以内
■その他

・応募作品の著作権は、主催者に帰属します。作品は
返却しません。

・入選作は、冊子として発刊する予定です。掲載にあ
たり、内容の抜粋や一部修正することがあります。

■お問い合わせ・応募先
〒 386-8522　上田市大手 1-10-22　上田商工会議所内
　上田市商店会連合会「お店への手紙」係
　TEL.0268-22-4500　FAX.0268-25-5577
■主催　上田市商店会連合会
■共催　上田商工会議所



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５月

調査対象
全国332商工会議所2588業種組合等

【建設業】
業況・仕入・従業員DIは改
善傾向、売上・販売単価DI
は横ばい、その他の項目は
悪化傾向。

【製造業】
仕入DIは改善傾向、販売
単価・従業員DIは横ばい、
その他の項目は悪化傾向。

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

【小売業】
仕入・従業員DIは改善傾向、
販売単価DIは横ばい、その
他の項目は悪化傾向。

【サービス業】
仕入・従業員DIは改善傾
向、販売単価DIは横ばい、
その他の項目は悪化傾向。

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、活動回復で個人消費が持ち直し、改善。先行きは、価格転嫁が追いつかず、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
▲ 25.0 ▲ 13.0 ▲ 20.9 ▲ 31.7 ▲ 1.4 ▲ 16.7 6.6

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 23.6 ▲ 15.4 ▲ 28.8 ▲ 70.3 23.0 ▲ 18.9 18.1
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、マイナス20.4ポイント。前月比5.3ポ
イント改善。
◦	3年ぶりの行動制限のないゴールデンウィークで人の流れ
は回復に向かい、外食・宿泊関連のサービス業、百貨店・土産
品販売等の小売業で業況が改善した。また、個人消費の回復により、卸売業も業況が改善した。一方で、資源・
資材価格の高騰・供給不足の長期化により、製造業は改善するもその動きは鈍く、建設業では業況悪化が継続
した。資源・資材価格の高騰スピードは速く、増加したコストに見合う価格転嫁は行えていない。価格転嫁の
遅れは引き続き企業の収益回復の足かせとなっているものの、活動回復による個人消費の持ち直しに下支え
され、中小企業の景況感は改善の動きが見られた。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	建設資材・燃料価格上昇等のコスト増への価格転嫁の遅れや、設備機器の納期遅れ・欠品

に伴う工期遅れにより、悪化。民間工事・公共工事の受注競争激化に伴う採算悪化の声も
聞かれた。

【製　造　業】	国際的な物流の混乱による原材料供給の停滞、資源・資材価格の高騰によるコスト増が継
続するものの、堅調に推移する企業の設備投資に下支えされた IT関連や一般機械製造等を
中心に、改善

【卸　売　業】	資源価格の高騰に伴う輸送費や包装資材の上昇による負担増は続くものの、個人消費回復
による外食産業向け食品関連、百貨店向け日用品関連の引合いが増加し、改善。

【小　売　業】	安定した気候により春夏物衣類の需要が堅調に推移した衣料品店や、人流の回復で土産品
や飲食関連の売上が増加した百貨店が全体を押し上げ、改善。

【サービス業】	資源・資材価格の高騰によるコスト増加の影響はあるものの、3年ぶりの行動制限のない
ゴールデンウィークで客足が回復した外食産業・宿泊業等が牽引し、改善。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、マイナス23.6 ポイント。今月比3.2 ポイント悪化。
・需要喚起策や水際対策の緩和等でさらなる活動活発化に期待感がうかがえるも、個人消費の停滞を不
安視する声がサービス業や小売業、卸売業を中心に多く聞かれた。また、長期化するロシアのウクラ
イナ侵攻や中国のゼロコロナ政策による資材供給の乱れや、資源・資材価格の高止まりに企業の価格
転嫁は追いついておらず、業績悪化が懸念されており、先行き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、来場をお控え下さい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）
※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）
7 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

8 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
※原則オンラインのみ

7 月 21 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 長野県 IT コーディネータ協会

税務（予約制）
※オンライン可

8 月 5 日㈮
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会上田支部
税理士

労　務 8 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）

8 月 5 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） 8 月 4 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7月

中小企業大学校サテライト・ゼミが開催されます!
　中小機構が運営する中小企業大学校では、経営者や経営幹部などへの研修会を開催しております。特に、出張研
修会である「サテライト・ゼミ」は本来、中小企業大学校で受けられる内容の研修を近隣で学ぶことができ、非常
に便利です。ぜひご参加いただき、自社の経営にご活用ください。
◆問い合わせ先（共通）　中小企業大学校三条校 研修課　TEL.0256-38-0770　FAX.0256-38-0777

◆コミュニケーション活性化講座

◆リーダーシップ強化講座

　本研修では、管理者に求められる傾聴力の強化を図り、良い信頼関係を構築するための方策を演習を通じて学び、
自社への浸透、定着、さらに組織活性化につなぐための「人」と「組織」を動かす能力の向上を図ります。
■日　程 2022 年 8 月 17 日㈬～ 8 月 19 日㈮　全 3 日（21 時間）
■場　所 上田あきんどホール（上田市問屋町 510-2）　　■受講料　32,000 円（税込）　　■定　員　30 名
■対　象 管理者、新任管理者（自身のコミュニケーション力を高めたい方、職場のコミュニケーションを活性化

させたい方、活発に発言が出る会議の進め方を学びたい方）
日　　時 科　　目

【1 日目】8/17 ㈬
9：00 ～ 17：00

※ 8：50 ～　オリエンテーション
○管理者に求められるコミュニケーション活性化の考え方

【2 日目】8/18 ㈭
9：00 ～ 17：00 ○やる気を引き出すコミュニケーションの実際（演習）

【3 日目】8/19 ㈮
9：00 ～ 17：00

○コミュニケーション力強化プランづくり（演習）
　※ 17：10 ～　修了証書の授与

日　　時 科　　目
【1 日目】9/14 ㈬

9：00 ～ 17：00
※ 8：50 ～　オリエンテーション
○リーダーの役割とリーダーシップ

【2 日目】9/15 ㈭
9：00 ～ 17：00 ○チームの力を引き出すリーダーシップ（前半）

【3 日目】9/16 ㈮
9：00 ～ 17：00

○チームの力を引き出すリーダーシップ（後半）
○職場で活かす自己行動計画の作成（演習）　※ 17：10 ～　修了証書の授与

■講　師 本田　祐美 氏（コンサルタントネットワーク㈱取締役副社長　人材育成チーフプロデューサー）
■詳細・申込　下記の URL よりご確認・お申し込みください。
 　　https://www.smrj.go.jp/institute/sanjyo/training/sme/2022/pcgpup0000004rq4.html

　本研修では、管理者に求められるリーダーシップの知識・スキルを理解し、効果的に発揮する方法について、演
習を交えて学びます。
■日　程 2022 年 9 月 14 日㈬～ 9 月 16 日㈮　全 3 日（21 時間）

■場　所 上田あきんどホール（上田市問屋町 510-2）　　■受講料　32,000 円（税込）　　■定　員　30 名
■対　象 管理者、新任管理者（リーダーとして職場やチームを動かす役割を求められている方、
 自分らしいリーダーシップを知り無理なく力を発揮したい方）
■講　師 空　直美 氏（㈱ B-GROOW 代表取締役）
■詳細・申込　下記の URL よりご確認・お申し込みください。
 　　https://www.smrj.go.jp/institute/sanjyo/training/sme/2022/pcgpup0000004yqm.html

【受講料および宿泊料の一部が助成されます !】
　上田市では、市内に事業所を有する中小企業者およびその従業員が、中小企業大学校三条校が主催する研修に参
加する場合、宿泊料および宿泊料の一部が助成されます。ぜひご利用ください。
■助成額　宿泊料および宿泊料（食事代を除く）の 1/2　※ 1 人 1 年度内 1 回のみ
■問い合わせ先　上田市地域雇用推進課　TEL.0268-26-0023



㈱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

12

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77月月2222日㈮日㈮ です。

SEKIDO 錆作所 by umataco
〒386-0027　上田市常磐城4-1657-1A
TEL.0268-75-4412
instagram: QRコード

　場所はわかるけどたどり着け
ない !?　でお馴染み ?　の隠れ
すぎカフェです。信州の食材を
たっぷり使用したタコライスを、
常磐城の住宅街に突如現れる、
錆アートに囲まれた非日常空間
で楽しめます。表通りから壁に
描かれた
スプレー
アートを

見つけたら、当店を訪れるチャ
ンスです ! カフェメニューやアル
コールもご用意していますし、テ
イクアウトもお気軽にご利用くだ
さいませ。

信州食材たっぷりのタコライスを
錆アートに囲まれた空間で! 上田市で珍しい串揚げとおでんの店

　今年1月に本町の常盤ビルへ
移転しました。駅から徒歩で 5
分程の所にあります。サクサク
の串揚げ、年中食べる事のでき
るアツアツおでんが自慢。串揚
げは地元で採れた季節の野菜を
使っています。1番人気は『肉巻
き紅しょうが』です。12本の盛
り合わせがバケツに入って出て
くる『バケツ盛り』はインパクト

大です !!　俺ジナル居酒屋我むしゃらの料理もご注文頂けます。
店内はレトロな雰囲気で半個室もあるのでごゆっくりとお酒と
お食事をお楽しみ頂けます。お電話でのテイクアウトや、多人
数の貸切宴会、飲み放題コースのご予約も承ります。スタッフ
一同我むしゃらに御来店お待ちしております。

俺ジナル 串揚げ 我むしゃら
〒386-0012　上田市中央1-6-14  常盤ビル1階D号
TEL.070-4140-4741
instagram: orejinaru.kushiage.gamushara

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 238
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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

㈱ラポール 上田市諏訪形 1463-2 22-3046 フィットネスクラブの運営
㈱筒けん 上田市上塩尻 207 75-7024 筒けんの製造販売・指導
THE BAR 上田市中央 3-13-10 2F-1 090-4718-2607 スナック
印鑑ランド マルアイ 上田市中央 5-17-7 23-5057 印鑑販売
ケ・セラ・セラ 上田市舞田 717-6 090-5331-5289 もみほぐし・足つぼ・オイルマッサージ
Hair Salon Eclat 上田市神畑 244-1 71-0396 美容業
大久保設備 上田市真田町本原 1384-3 75-2483 水回り設備
片山左官工業 上田市緑が丘 3-14-1 24-5898 左官業
内山 直哉 上田市常入 1-14-32 090-4726-7884 屋根工事等
竹内建築 上田市住吉 231 24-3838 建築一式
田中 幸雄 上田市古里 2224-2 － 建設設備業
堀内建築 上田市築地 742 24-2581 木造建築
㈱クリエイティブ・フカイ上田営業所 上田市殿城 1195 71-7805 土木工事
伊藤重量クレーン事業部 上田市中野 201-45 090-6546-7819 クレーンリース業
田中板金工業 上田市神畑 987-1 25-1245 建築板金
目良 輝範 上田市殿城 891-1 090-3220-2298 翻訳通訳
眞田造園 上田市諏訪形 899-2 23-3867 造園
小林工業 上田市富士山 1694 38-5019 管工事
内山スチール 上田市常入 1-14-32 090-2737-0265 板金屋根施工
㈲関森 上田市緑が丘 3-11-19 26-7899 日用品・食料品販売等
スノハラワークス 上田市古里 196-23 090-4420-2617 空調設備
長野商会 上田市八木沢 279-1 090-3089-7747 内装工事

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。

上田市日本遺産
ショップカード設置協力店舗募集information

　上田市の日本遺産を市内外に広く知っていただくとともに、周
遊促進ため、名刺サイズのカード（全 44 種）を店頭に置いてい
ただける事業者を募集します。レジや入口に設置して持ち帰り自
由としたり、会計時に配布するなど店頭での配布方法は各店舗に
お任せします。
●募集期間 7 月 5日㈫から 8月 5日㈮まで
●提供方法 申込いただいた店舗へ全 44 種のデザインのうち、

無作為に 1 種から 2 種類のカードを配布します。
●企画内容 詳細はホームページをご覧ください。
●問 合 せ

上田市日本遺産推進協議会事務局
（事務局：上田市政策企画部交流文化スポーツ課内）
TEL.0268-75-2005

オモテ面 ウラ面

イタリアンマーケット
「メルカート」出店者募集

　イタリア文化に親しむため、イタリア人アー
ティストによるコンサートや路上ライブペイント
などさまざまなパフォーマンスが行われるイベン
ト「Festa Italiana UEDA ～上田市イタリア文化交
流フェア～」においてブース出店する出店者及び
キッチンカーを募集します。
●期　日 10 月 1日㈯・2日㈰
	 雨天中止・少雨決行
●時　間 10：00 ～ 16：00（ブース出店）
 10：00 ～ 17：30（キッチンカー）
 ※日曜日は 17 時まで
●場　所 サントミューゼ交流芝生広場
●出店料 無料
●申　込 詳細はホームページをご覧ください。
●問合せ

上田市イタリア文化交流実行委員会

（事務局：上田市政策企画部交流文化）　　　　 スポーツ課内
TEL.0268-75-2005
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