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第50期会頭候補者選任
上田千曲高校「キャリアアップ講座」開催
第35回信州上田大花火大会協賛企業・団体一覧
各種給付金・補助金のご案内

【付録】
　補助金活用へ向けた経営計画作成個別相談会／
　インボイス制度の概要と実務／いますぐ役立つDXセミナー
　安全保障貿易管理入門編／上田地域産業展2022
　AI・IoTセミナー／労務管理セミナー／玉掛け技能講習会
　日商簿記３級対策講座／「ITパスポート」試験対策講座

　８月５日㈮、多くの市民の皆さんが待ち望んだ信州上田
大花火大会が千曲川河川敷で開催されました。
　３年ぶりの開催となる今回は、過去最高の240企業・団体
から協賛をいただき、8,000発の色鮮やかな花火が夏の
夜空に打ち上がりました。

第35回信州上田大花火大会 開催
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第 50 期  第 50 期  会頭候補者に堀内現副会頭を選任会頭候補者に堀内現副会頭を選任
常議員会を開催　常議員会を開催　全会一致で承認全会一致で承認

　8 月 22 日
㈪当所にて常
議員会が開催
さ れ、 第 50
期会頭候補者
として、副会
頭の堀内健一
氏（株式会社
三葉製作所　

代表取締役）が承認されました。
　常議員会では、冒頭、栁澤会頭から 8 月 5 日に開催
された信州上田大花火大会が、コロナ禍にもかかわらず
盛大に開催できたことに対し、協賛いただいた関係者へ
のお礼の言葉がありました。49 期が残り 3 カ月となる
中、上田地域産業展など大きなイベントも控えており、
重ねての協力を依頼しました。
議事では、6 月 30 日㈭に常議員会において会頭候補者
選考委員会が設置され、7 月 12 日㈫に同委員会を開催、
各部会の代表からなる委員により協議を行い会頭候補者
に堀内健一氏を選任した経緯が報告され、全会一致で任
期満了に伴う臨時議員総会において上程することが承認
されました。

　第 50 期議員選挙は、9 月以降の予定は下記のとおり
でありますが、現在各部会において協議されており、各
号議員の選任、選挙を行い、11 月 1 日㈫に開催される
議員総会において、正副会頭、専務理事をはじめ常議員
等の選任を行い、新しい議員体制により商工会議所の活
動が行われることになります。

〈議員選挙・選任の主な日程〉
月　日 内　　容

９月20日㈫ 1 号・2 号議員会開催　3 号議員選任
９月20日㈫ 常議員会開催  各部会選出 2 号議員割当数決定
９月20日㈫ 1 号議員選挙告示
10月５日㈬ 2 号議員選任届出完了日
10月11日㈫ 常議員会開催　常議員選考委員会設置
10月11日㈫ 1 号議員立候補締切日
10月17日㈪ 選挙会（無投票の場合）
10月17日㈪ 1 号議員当選告知及び告示（無投票の場合）
10月21日㈮ （1 号議員選挙投票日）
10月26日㈬ 常議員選考委員会開催  常議員候補者（案）選出
10月31日㈪ 第 49 期議員任期満了日

11月１日㈫ 臨時議員総会開催
会頭・副会頭、専務理事、監事、常議員選任

地域待望の夏の風物詩「第35回 信州上田大花火大会」
3 年ぶりの開催 !

　8 月 5 日㈮、新型コロナウイルスの感染拡大に
より中止が続いた信州上田大花火大会が千曲川河
川敷にて開催されました。過去最高となる約 240
の企業・団体からの協賛があり、約 8,000 発の花
火が夜空を彩りました。花火大会は、栁澤憲一郎
実行委員長（当所会頭）、土屋陽一上田市長の挨
拶の後、17 プログラムを打ち上げました。
 今年は、例年の事故防止・火災防止だけでなく、
感染予防、令和元年台風 19 号の被害を受けた河
川敷の対策と多くの課題のあった本大会ですが、
徹底したコロナウイルス対策と、およそ 1 ヶ月間
に及ぶ会場整備工事により、従来通りの場所での
打ち上げが実現しました。
　久しぶりとなる花火大会にどのプログラムも花
火師の方の気迫が感じられました。大会の最後を
飾るフィナーレスターマイン「光輝燦然～真田の
里の永遠なる平和～」では、大河ドラマ『真田
丸』のテーマに合わせた音と光のイリュージョン
に、多くの観客が感嘆しました。
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三国同盟（甲府・上越・上田）で地域の魅力をPR
静岡市で「甲信越物産展」開催 !

　8 月 5 日㈮～ 7 日㈰の 3 日間、「甲府・上田・上越三国同盟 甲信越物産展」
が静岡市内のフードマーケット・マム若松店で開催されました。
　上田からは、12 事業者が出品しりんごジュースや美味だれ、味噌、甘酒、
地元を代表する名産品などを販売しました。甲府は信玄餅やほうとう、上
越は笹団子パンやエビやホタルイカを使ったおつまみなど、三地域の多彩
な商品が並び、物産展会場には連日
多くの買い物客が訪れ賑わいました。
　宿泊補助券や各地域の商品等が当
たる抽選会も開催され、観光パンフ

レットの配布など観光面でのプロモーションも併せて行いました。
　9 月 8 日には中部横断自動車道沿線の経済団体による経済懇談会も予定さ
れており、静岡・山梨エリアとの交流が期待されるなか、静岡市の方々に三
地域の物産を通して地域の魅力を大いに PR することができました。

上田商工会議所工業部会 & 上田ドリームワークス企業が支援上田商工会議所工業部会 & 上田ドリームワークス企業が支援
上田千曲高校メカニカル工学科『キャリアアップ講座』開催 !!上田千曲高校メカニカル工学科『キャリアアップ講座』開催 !!

　8 月 18 日㈭・19 日㈮、上田商工会議所工業部会（宮島武宏部会長）・
上田ドリームワークス（綿谷憲一会長）の協力の下、上田千曲高校メカニ
カル工学科による『ものづくり学』キャリア教育実践・『キャリアアップ
講座』が開催されました。
　当講座は、同校メカニカル工学科の生徒（39 名）が、『ものづくり』人
材に求められ基礎となる「心構え」・「技術・技能」・「地域の産業や企業へ
の理解」・「アイデアを創出する能力の育成」・「環境保全への関心と知識」
について、3 年間の実践的学習活動として地域や産業・企業などの支援・
協力を得ながら行う学校設定科目として行うものです。
　通常のインターンシップとは違い、今回協力した 11 事業所において、
より実践的な企業活動を体験してもらうため、参加した生徒の皆さんは 2
～ 4 人のグループに分かれて、始めに各企業の事業内容を学び、製造から
部品調達・発注などの一連の流れを学習した後、実機での製品の製造、溶
接、設計等を体験するなど貴重な経験をすることができました。
　受け入れを行った事業所からは、「上田地域にどのようなものづくりの
企業があり、どのような製品を作っているのか知ってもらうきっかけと
なった」、「教える側の社員も教えるにあたっての業務の整理や、新たな知
識の習得の機会となり有意義だった」との声が聞かれました。
　今回、千曲高校との産学連携による初めての事業として、大変有意義で
した。今後秋冬にかけて当事業の情報交換会を開催し、ブラッシュアップ
し、次年度の事業に活かして参ります。

●日時：８月１日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 令和 4年度補正予算（案）について
⑵	 日本商工会議所事業活動表彰について
⑶	 信州上田大花火大会開催方法確認

●日時：８月22日㈪午前9時30分
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 上田市行財政改革推進委員会委員の推薦について
⑵	 上田まちなかグルメの開催について
⑶	 中部横断自動車道経済懇談会開催確認
⑷	 上田地域産業展 2022 開催進捗について

　協力企業 11社　
上田プラスチック㈱、オルガン針㈱、
笠原工業㈱、山洋電気㈱上田事業所、
東京精電㈱、西田技研工業㈱、㈱ホシバ、
㈱三葉製作所、ミヤジマ技研㈱、
ルート設計㈱、㈱綿谷製作所

正副会頭会議　報告　（第61回） 正副会頭会議　報告　（第62回）

㈱ホシバ

東京精電㈱
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第 35 回信州上田大花火大会　協賛企業・団体一覧
ご協賛ありがとうございました

株式会社ミクニ
ルートイングループ
上田ガスグループ
長野計器グループ
株式会社長野精工・そば処倉乃
上田信用金庫
エプソンアヴァシス株式会社
株式会社宮下組
日高精機株式会社
株式会社上田ケーブルビジョン
上田交通グループ
長野オートメーション株式会社
株式会社日本ビルシステムズ
日置電機株式会社
社労士法人コーチジャパン
三菱ケミカルインフラテック株式会社
笠原グループ
上田市金融団
# 頑張って営業してます　上田飲み推進の会
アート金属工業株式会社
上田日本無線株式会社
山洋電気株式会社
シナノケンシ株式会社
株式会社武重商会
東京特殊電線株式会社
日本プラパレット株式会社
八十二銀行グループ
株式会社三葉製作所
オルガン針株式会社
株式会社城南製作所
株式会社都筑製作所
日立 Astemo 上田株式会社
株式会社イトーヨーカ堂　アリオ上田店
カネテック株式会社
株式会社シーティーエス
信州うえだ農業協同組合
信州ハム株式会社
株式会社創恒
大和証券株式会社　上田営業所
株式会社みすず綜合コンサルタント
株式会社ミマキエンジニアリング
株式会社レクスト・アイ
レール・コーポレーション株式会社
上田商工会議所振興委員一同
コムパックシステム株式会社
中部陸運株式会社
上田卸商業協同組合
青木運輸倉庫株式会社
信濃毎日新聞社
株式会社日広
行政書士会東信支部
株式会社 R&C ながの青果
株式会社ウェルサイクル
美し信州建設株式会社
かみじま事務所
お菓子と駄菓子のお店 小西屋
有限会社小林精工
税理士法人小山会計

賛光電器甲信越販売株式会社
有限会社新工
株式会社竹原重建
株式会社タツノ
ツルヤ
有限会社 T・K・S
株式会社電算
株式会社東郷商事
有限会社東郷堂
巴工業株式会社
株式会社新村
西田技研工業株式会社
日軽松尾株式会社
株式会社原工業
豊上製菓株式会社
松山技研株式会社
ミヤジマ技研株式会社
株式会社やおふく
株式会社ユダ
株式会社ワールド重機開発
上田駅前ビルパレオ管理組合法人
上田市商店会連合会
二十日会
別所温泉観光協会・別所温泉旅館組合
信陽機材リース販売株式会社
有限会社デザインルーム エム
株式会社綿谷製作所
生島足島神社
窪田建設株式会社
株式会社水工技建
丸登電業株式会社　上田支店
株式会社丸陽
長野県酒造組合上田支部
株式会社アオヤギ印刷
アカネ工業株式会社
株式会社アルカディア
株式会社イズミダ
上田地所株式会社
上田冷蔵株式会社
上野設備株式会社
株式会社小幡
株式会社ガリレオ
川西陸送株式会社
株式会社絆コーポレーション
行政書士こうだ事務所
株式会社共立プラニング
株式会社クリーン長野
社会福祉法人敬老園
けんしん BANK
小柳産業株式会社
社労士法人酒井総合事務所
有限会社坂口製作所
ささや株式会社
塩田運輸有限会社
城下工業株式会社
株式会社 SEIRYOU
株式会社全日警サービス長野
第一商工株式会社
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株式会社長遊園
株式会社塚田メディカル・リサーチ
株式会社テクニカルイン長野
巴産業株式会社
株式会社長野銀行　上田支店
株式会社林工務店
株式会社マザーツール
株式会社マテュリティ
株式会社丸山商店
みすゞ飴本舗 飯島商店
株式会社宮下硝子店
有限会社和合ガラス建窓
関東信越税理士会上田支部
清澤自動車
オオタ自動車販売有限会社
有限会社赤池工業
株式会社アサマネット
アート梱包運輸株式会社
アネックス インフォメーション株式会社
株式会社石原産業
一期一会
エイエス・ロードサービス株式会社
株式会社エナキス
NTT 東日本　長野支店
株式会社オーサン模型
株式会社小沼製作所
有限会社オフィスナガノ
有限会社金井ムスティ
株式会社カネト
株式会社川西
北村社会保険労務士事務所
有限会社協栄
株式会社倉島建工
コウズケヤ薬局
有限会社桜井産業　
真田 KOA 株式会社
有限会社座間製作所
株式会社三協産業
株式会社サンゲートサービス
しなの鉄道株式会社
渋沢電設株式会社
下北沢ボーダーズ
信州鋼機株式会社
株式会社進和製作所
株式会社ズー
相鉄フレッサイン長野上田駅前
大廣建設株式会社
瀧口酒造株式会社
田口印刷株式会社
有限会社田口建設
田沢倉庫株式会社
千曲川の味とロマン 鯉西
千曲電業株式会社
千曲バス株式会社
中部電力パワーグリッド株式会社　上田営業所
株式会社デンセン
東京精電株式会社
株式会社図南
株式会社トムス
株式会社ながのアド・ビューロ
長野県パトロール株式会社
長野精器株式会社
株式会社中村体育

日信サービス株式会社
株式会社日誠イーティーシー
日本システム販売株式会社
株式会社庭企画
株式会社パートナーズエステート
株式会社ハビタット
有限会社ビーアンドエル
東日本旅客鉄道株式会社　上田駅
株式会社久高設計
株式会社フジカーランド上田
株式会社堀内電機製作所
マリモ電子工業株式会社
株式会社丸二ちきりや
株式会社みすゞ工務店
水野商工株式会社
山眞建設有限会社
株式会社山辺
LITEN BAKERY
リフォームワン株式会社
上田市測量設計業協議会
海野町商店街振興組合
東京上田会
合同会社東信電気引込工事センター
長野県電機商業組合上小支部
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
アンドーエンジニアリング株式会社
イオンリテール株式会社　イオンスタイル上田
株式会社上田スター商会
株式会社エービーシー・一級建築士事務所
株式会社エム・ジェイ
大宮石材店
岡田屋折店
株式会社カールトン
共栄火災海上保険株式会社
合同会社クレストラボホールディングス
有限会社クワバラ精工
株式会社群馬銀行　上田支店
有限会社建築工務吉田
株式会社真田
株式会社サニクリーン甲信越
セブンイレブン上田小牧店
株式会社創風
損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社　東信支社
ナインアークスガーデン
中澤印刷株式会社
日新火災海上保険株式会社　上田支社
PAGOPAGO 上田インター店
株式会社フジ技研
有限会社ベルワールド ハタナカ
三井住友海上火災保険株式会社
yuko
六川栄理子税理士事務所
上田商工会議所青年部
上小広告美術塗装事業協同組合
長野県司法書士会上田支部
長野県美容業生活衛生同業組合上小支部
松尾町商店街振興組合
株式会社あんでーくっく
一般社団法人信州上田観光協会
上田商工会議所共済制度

※協賛申込時の掲載名に基づいています。 （敬称略）
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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）

中小企業エネルギーコスト削減助成金（長野県）

上田市の事業者向け補助金

※2022年 8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。

　原油・原材料価格の高騰等に直面する県内中小企業の省エネによるコスト削減を図り、収益構造の改善を支援し
ます。

■対 象 者 県内に本社所在地を有する中小企業者等（対象設備の更新・新設を実施する建物等を県内に保有する
事業者に限る）

■対象設備 空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、エネルギー管理設備、恒温設備、熱電供給設備、
 電気制御設備、加熱設備、生産設備、建物付属設備、発電設備　※一部内容に制限がございます。
■補 助 率 ①発電設備以外
 　2/3 以内（対象経費 150 万円以下）、1/2 以内（対象経費 150 万円を超える部分）
 ②発電設備　4 万円以内 /kW
■補 助 額 下限 50 万円、上限 500 万円
■受付期間 【事業計画書の提出】　令和 4 年 8 月 17 日㈬から 12 月 23 日㈮まで　※消印有効
 【交付申請書の提出】　令和 4 年 8 月 17 日㈬から令和 5 年 1 月 31 日㈫まで　※消印有効
■申請方法 郵送または持参
■お問合せ 上田商工会議所　中小企業相談所　TEL.0268-22-4500 詳細はこちら

生産性向上等投資促進事業補助金 IoT 導入支援事業補助金 新技術等開発事業助成金

内 　 容 生産性の向上とエネルギー効率の
向上を同時に満たす投資を支援

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

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

対 象 経 費

１．対象機器の購入費
２．機器導入に要する経費
　　（工事費等）
３．専門家派遣に要する経費

１．技術指導支援経費
２．設備等導入支援経費

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　など

助 成 率 1/2 以内 1/2 1/2

上 限 額 500 万円
（1,000 円未満の端数は切り捨て）

50 万円
（1,000 円未満の端数は切り捨て）

300 万円
（1,000 円未満の端数は切り捨て）

申 請 期 限 令和 4 年 7 月 1 日から
予算に達し次第終了

11 月 30 日㈬ 17：00
※予算に達し次第終了

9 月 30 日㈮ 17：00
※予算に達し次第終了

詳細はこちら

■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）
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小規模事業者持続化補助金（第9回）（国）

事業再構築補助金（第7回）（国）

生産性革命事業（国）

　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。
■補助上限額 50 ～ 200 万円
■補 助 率	

■応募締切 9 月 20 日㈫（郵送：当日消印有効）
■申請方法 jGrants による電子申請又は郵送
■お問合せ 商工会議所地区　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します。
■主な補助要件

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 年又は
2020 年 1 月～ 3 月）の同 3 か月の合計売上高と比較して 10% 以上減少している。

⒝ 2020 年 4 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計付加価値額が、コロナ以前（2019 年又
は 2020 年 1 月～ 3 月）の同 3 か月の合計付加価値額と比較して 15% 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する
③補助事業終了後 3 ～ 5 年で付加価値額（または従業員一人当たり付加価値額）の年率平均
　3.0% 以上増加の見込みの事業計画を策定する。
■補助上限・
　補 助 率

■申請開始 8 月下旬（予定）　　■応募締切　9 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）

詳細はこちら

詳細はこちら

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 額 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。）

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

　その他生産性向上や制度変更への対応に取り組む中小企業者が利用できる補助金・
助成金です。

ものづくり補助金（12 次締切） IT 導入補助金 事業承継・引継ぎ補助金

内　　 容

中小企業・小規模事業者等が取り組
む革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善を行うための設
備投資等を支援するもの

中小企業・小規模事業者等が生産性
の向上に資する IT ツール（ソフトウェ
ア、サービス等）を導入するための
事業費等の経費の一部を補助

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する制度

補助上限額 750 万円～ 3,000 万円 50 万円～ 450 万円 600 万円以内
補 助 率 1/2、2/3 以内 1/2、3/4、2/3 以内 2/3 以内
申 請 締 切 10 月 24 日㈪ 17 時 10 月 3 日㈪ 17 時 11 月下旬（予定）

詳細は
こちら
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信州上田地域 2022 夏季合同就職面接会 開催
　上田職業安定協会は上田公共職業安定所に共催し、8 月 8 日
㈪に上田東急 REI ホテルにおいて、「信州上田地域 2022 夏季合
同就職面接会」を開催しました。
　新型コロナウイルスの感染が拡大している中ではありました
が、検温や手指消毒スプレーの無料配布などの感染対策をして
開催しました。会場の都合上、60 社限定で事業所を募集した
ところ、予定数を超える 70 社の参加となりました。
　県外大学からの参加学生が増えている中、開催告知にも工夫
をし、今回は初めて位置情報連動型スマホ広告サービスを利
用して参加学生募集を行いました。配信対象を 18 ～ 24 歳に
設定し、1 か月前の 7 月 7 日からトータル 109,996 回、スマホ
に開催広告を表示しました。当日の来場者数は 50 名でしたが、
参加した学生は熱心に各社ブースを訪問していました。 （過去 1年に上田駅を訪れた全国の 18 ～ 24 歳のスマホに表示されたバナー広告）

単なる健康管理では終わらない !
従業員の健康づくりを通じて

生産性向上を目指しましょう !
　従業員の体調不良は、モチベーションや集中力の低下をもたらし、労働生産性
が大幅に低下するだけでなく、遅刻や早退、欠勤、退職の頻度が高まります。ま
た退職者の増加により採用コストが増加してしまいます。この状態が慢性化すると、
業績が悪化し、企業イメージも悪くなり、新規採用にも影響が…。更にコスト増大
により収入が減少して資金不足に陥るなど、負のスパイラルが生じてしまいます。
　そういった負のスパイラルを避けるため、従業員が「健康になる」「生き生きと
働ける」職場づくりを行うことで、労働生産性の向上や企業価値やイメージの向
上を目指す取り組みが『健康経営』です。そして、特に優良な健康経営を実践し
ている企業や法人を顕彰する制度が、『健康経営優良法人認定制度』です。
　本認定の申請期間は、2022 年 8 月22日㈪～ 2022 年 10 月21日㈮ 17 時となります。
詳しくは、こちら（https://www.kenko-keiei.jp/）をご確認ください。 ACTION! 健康経営

https://www.kenko-keiei.jp/

『健康経営優良法人』認定のメリット
◆企業イメージの向上
◆社員のワーク・エンゲイジメント※

◆生産性の向上
◆自治体における法人名称や取組内容の PR

ワーク・エンゲイジメントとは…?
社員のみなさまが、
１：仕事にやりがいを感じ
２：熱心に取り組み
３：仕事から活力を得て活き活きしている状態
のことです。

『健康経営優良法人認定』が
上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金の登録要件に規定

　上田市では、市内の中小企業等の人材確保、定着を目的とし
て、市が規定する「働き方改革に積極的に取り組む」中小企業
等へ就職した方が奨学金等を返還するためにかかる費用につい
て、上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金を
交付しています。その登録要件に『健康経営優良法人認定』が
規定されました。制度の詳しい内容は、上田市商工観光部地
域雇用推進課（TEL.0268-26-6023）までお問い合わせください。

（https://www.ciry.ueda.nagano.jp/soshiki/koyo/65774.html）
　また、10 月 3 日㈪より県内商工会議所による福祉制度の
統一キャンペーンを実施します。福祉制度（引受保険会社：

アクサ生命保険株式会社）には、従業員の皆様を被保険者、
会社を契約者とした福利厚生プランもあり、従業員の皆様が、
もしも「がん」に罹患された場合でも、引き続き現在の職場
で安心して働きながら治療してもらうことを支えるものです。
加入いただくと健康経営優良法人認定の認定要件の 1 項目を
満たすことができます。
　上田商工会議所並びにアクサ生命保険㈱上田営業所には、
健康経営の取組みについてご相談に対応できる健康経営アド
バイザーがいます。
　共済担当（TEL.0268-22-4500）までお問い合わせください。
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12 連約 350 人が　
上田城跡公園で踊る !　「第 51 回上田わっしょい」開催

　7 月 30 日㈯　上田市の夏祭り「第 51 回　上田わっしょい」が 3 年ぶ
りに開かれました。新型コロナ対策で規模を縮小し、中心市街地から上田
城跡公園に会場を移しての開催とな
りました。当日は大雨のため、第 1
部が中止となりましたが、天候の回
復により第 2 部から実施されました。
　栁澤憲一郎顧問（当所会頭）の踊
りスタートのカウントダウンで、揃
いの浴衣や法被姿の連のほか、それ
ぞれに趣向をこらした衣装で元気に

練り歩きました。最終的に 1 部から移った 12 連、約 350 人がバンドの生演
奏に合わせて息のあった踊りを披露し、祭りを盛り上げました。

うえだまちなかグルメ広場
開催します !

　商業部会（近藤秀樹部会長）主催、生活関連サー
ビス業部会、青年部、女性会、上田市商店会連合会
協力のもとグルメイベントを開催します。
　新しく建設されたマンション住民などに商店街店
舗を知ってもらう機会にすることやコロナの影響を
受ける飲食店の支援につなげることが開催目的です。
感染症対策を徹底した上での開催ですので、是非お
越し下さい。

■日　時 令和 4 年 9 月 23 日（祝・金）
■場　所 上田商工会議所駐車場
■出店者 商店街の飲食店ほか
■その他 コロナウイルス感染症の

状況によっては中止にな
る場合がございます。

 最新情報は当所のホーム
ページをご確認下さい。

【制度改正等の課題解決環境整備事業】
2022 年 4 月　中小企業でも義務化
パワハラ防止法×アンガーマネージメント
～パワハラはゆるしません ! ～
　　　　　セミナーのご案内
　2020 年パワハラ防止法が成立し 2022 年 4 月からは中小企
業も対象になりました。本人が自覚なくその加害者になってい
るケースも少なくありません。本セミナーではパワハラ防止法
についての法的な理解や企業に与える影響を解説し、その原
因となる怒りの感情をコントロールする手法について学びます。
■日　時 令和 4 年 9 月 15 日㈭　14：00 ～ 16：30
■受講料 無料
■講　師 社会保険労務士法人 酒井総合事務所
 　　　　　　　　　酒井　香映 氏

 アンガーマネージメントコンサルタント
 NVC ファシリテーター
 　　　　　　　　　山ノ内 恵里 氏

■お申込み	 右記QRコード、または当所ホーム
 ページよりお申込み下さい。
■お問合せ 上田商工会議所　地域振興課　TEL.22-4500

打ち水で涼を呼ぶ　上田駅前「打ち水大作戦」
　8 月 5 日㈮上田駅前において「打ち水大作戦 2022」が行われ、
当所からは女性会（山崎孝子会長）会員 6 名が参加しました。
　「水の週間」にあわせ上田市が主催し、地球温暖化対策や水
の再利用促進を目的に行われ、今年は 3 年ぶりの開催となりま
した。打ち水には駅前を流れる桝網用水が用意され、午後 4 時、
参加者が柄杓で一斉に水を撒いた結果、打ち水前と比べ地表温
度は 10 度下がり、江戸時代から続く暮らしの知恵の効果を実
感しました。打ち水には雨水や浴槽の残り湯などを再利用する
ことが呼びかけられ、日本の風習を楽しみながら、地球温暖化
防止への意識と実践の大切さを再確認する機会となりました。

お申し込み
フォーム



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７月

調査対象
全国331商工会議所2576業種組合等

【建設業】
業況DIは横ばい、販売単
価・資金繰りDIは悪化傾向、
その他の項目は改善傾向。

【製造業】
仕入、従業員DIは改善傾
向、売上、販売単価DIはほ
ぼ横ばい、その他の項目は
悪化傾向。

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

【小売業】
資金繰りDIは横ばい、販売
単価DIは改善傾向、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、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、改善もコスト増により力強さを欠く。先行きは、物価高に加えて感染再拡大の懸念強まる。

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
▲ 24.1 ▲ 17.1 ▲ 23.6 ▲ 38.6 1.0 ▲ 17.6 10.0

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 23.0 ▲ 11.4 ▲ 28.9 ▲ 70.1 26.0 ▲ 17.5 19.2
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17.8ポイント。前月比2.5ポ
イント改善。
◦	人流の回復とともに、夏物商材が好調だった百貨店などの小
売業で業況が改善した。民間の設備投資が堅調に推移した
製造業や、小売業・製造業に牽引された卸売業で業況が改善した。一方で、全国的な新規感染者数の増加を受
け、飲食・宿泊業で予約キャンセルが出始めたサービス業や、建設資材の高騰や設備機器の納期遅れが続いて
いる建設業は業況が横ばいに留まった。世界的な物流の混乱や資源・原材料価格の高騰、円安、深刻な人手不
足に伴う人件費増などのコスト増に歯止めがかからず、企業収益の足かせとなっている。コスト上昇分の価
格転嫁も十分に行えない中、中小企業の業況は、改善傾向が続くも力強さを欠く。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	住宅関連の民間工事の受注が堅調に推移する一方、公共工事を中心に建設資材価格・燃料

価格の高騰で増加したコスト上昇分の価格転嫁が十分に進まず、ほぼ横ばい。
【製　造　業】	半導体等の部品供給不足が継続するほか、上昇する資源・原材料価格に価格転嫁が追い付

かない声が聞かれるものの、個人消費の回復に伴う小売店向け食料品や、民間の設備投資
に下支えされ、改善。

【卸　売　業】	資源・燃料価格の高騰による輸送費・包装資材価格の上昇等は継続しているものの、堅調
に推移する民間の設備投資や、夏物商材の需要拡大による小売店向け等の引き合い増加に
牽引され、改善。

【小　売　業】	人流の回復による百貨店等の売上改善に加えて、例年より早い梅雨明けや気温の高い日が
続いたため、小売店でも夏物衣類や季節家電の需要拡大に後押しされ、改善。

【サービス業】	需要喚起策による人流の回復で、飲食・宿泊業を中心に売上が回復基調にある一方、原材
料価格・燃料価格の高騰によるコスト増が足かせとなり、ほぼ横ばい。感染再拡大で予約キャ
ンセルが増えてきているという声も聞かれた。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、マイナス23.0 ポイント。今月比5.2 ポイント悪化。
・4月に行動制限が解除されて以降、業種を問わず回復基調に入り、特にサービス業・小売業では、需
要喚起策による売上回復を期待する声がある一方で、物価上昇による消費マインドの低下を危惧する
事業者が増加した。また、今後も資源・原材料価格の高騰や円安の急伸によるコスト増加が見込まれ
る中、感染再拡大による行動制限などへの懸念が強まり、中小企業の先行きは、厳しい見方。

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）
9 月 21 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

10 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

9 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
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

10 月 5 日㈬
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会上田支部
税理士

労　務 10 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）

10 月 3 日㈪
13：30 ～ 14：00

（一社）長野県不動産鑑定士協会
上小地区不動産鑑定士

発明（予約制） 10 月 6 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9月

上田市企業向けワーケーション実践支援補助金のご紹介

こちらから
ご覧ください !

　10 月 3 日㈪より上田地域産業展 2022 の〈オンライン展示会〉がスタートします。3 年目となるオンライン
産業展がさらにパワーアップ !　さらに、10 月 21 日㈮・22 日㈯には、3 年ぶりとなるリアル展示会を開催 !
当地をはじめとする出展者と多数の特別コンテンツをご用意して、皆様をお待ちしております。産業界の『今』と

『これから』について、貴社のさらなる発展のため、ぜひお越しください。
※リアル展示会については、本紙同封のご案内をご覧ください。

【オンライン展示会】
◆日　程　2022 年 10月 3日～ 2023年 8月末まで（予定）　　◆出展者数　48 企業・団体（8 月 29 日現在）
◆オンライン特別コンテンツ（予定）

①今、求められる新時代への対応　出展企業 SDGs 特集
②上田の産業界の《今》を知る ! 上田商工会議所 7 部会による産業インフォメーション
③《リアル空間 3D データ化技術》による VR オンライン見学＠上田の工場・文化財　　④各種オンラインセミナー
⑤「うえだ  ひと・もの興しの紡ぎ手表彰」表彰式  配信　　⑥デジタルコミュニティ通貨「もん」事業紹介　など

　上田市ではワーケーションを実践したい企業とワーケーションを受け入れたい企業の双方を支援しています。
　受入事業者様にお支払いいただくワーケーション費用の一部を市が補助し、企業は上田の魅力が詰まったワー
ケーションを少ない負担で実践できます。自社の企画会議や社員研修、取引企業様との合同企画会議などにご利用
ください。
■交付対象者 上田市内で対象施設等（テレワーク施設・宿泊施設・体験コンテンツ）を営む事業者で、「企業向けワー

ケーションプログラム※受入事業者登録申請」を行い、登録された者
補助金は受入事業者に支払われ、施設利用企業は補助金相当分を除いた額で施設を利用できます。
※補助対象となるワーケーションプログラムについて

法人・団体で所属する社員等が 3 名以上参加し、テレワーク施設（必須）と宿泊施設もしくは体験
コンテンツを 1 つ以上利用する内容で、市が委託するコンシェルジュ（AREC）とご相談のうえ、作成
したものとなります。

■対 象 期 間 令和 4 年 8 月 1 日～令和 5 年 2 月 28 日までの利用分
■補助率・限度額

内　　　容 補　助　率 限　度　額
①テレワーク施設
　利用料補助 テレワーク施設利用料の 1/2 以内 50,000 円

②宿泊施設利用料
　補助

社員 1 人あたりの宿泊費用 2/10 以内
（3 ～ 7 泊目 3/10 以内）

2,000 円
（3 ～ 7 泊目　3,000 円）

1 企業 20 万円まで
③体験コンテンツ
　利用料補助

1 人 1 コンテンツあたりの体験利用料の
3/10 以内 3,000 円

■詳細・お問い合わせ
　上田市商工課　TEL.0268-23-5395（平日 8：30 ～ 17：15）
　　　　　　　　HP：https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shoko/68040.html

詳
し
く
は
こ
ち
ら
！



㈱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99月月2222日㈭日㈭ です。 ※生命共済について、10/1 保険期間更新に伴い、

加入者年齢によっては今回口座振替（10 月分）
より掛金が変更になる場合がございます。

ガク・デザイン・スタジオ有限会社
〒386-0005　上田市古里692-2
TEL.0268-28-4311　E-mail: gds@avis.ne.jp
https://www.gaku-design-studio.com/

　商品開発（企画・デ
ザイン・設計）を業と
して35 年。大手企業
のブランドディレクショ
ンから地域企業の製品
開発まで数多く携わっ
てまいりました。現在

では商品開発の延長で、CG動画はじめ企業や製品のPV制
作（地上撮影、ドローン撮影含む）まで幅広く相談に応じ
ております。また、ドローン撮影による自然や文化遺産等の
3D化や室内FPV撮影等も行っております。お気軽にお声
がけください。（国交省許可承認、JUIDA操縦士、無線免許有）

製品デザインからプロモーションまで 鰻重予約持ち帰り専門店
　かねろくは鰻とお米の産地を厳選し、
本格的な鰻重を販売しております。鰻
は備長炭で一枚一枚丁寧に手焼きを
し、お米は良質な長野コシヒカリを使
用しております。炭火で焼いた鰻の香
ばしさと粘り気のあるごはんの絶妙な
バランスをお楽しみください。ご予約
はお電話、FAX かホームページから
どうぞ。全国販売もしています。調理
後すぐに蒲焼した鰻とご飯を一緒に真

空パックして冷蔵でお届け致します。慶弔料理「しげよ
し」の販売も始めました。チケットQR使えます。

かねろく DESIGN 株式会社
〒386-1544　上田市仁古田611番地
TEL.0268-31-3366　FAX.0268-31-2006

【営業時間】9：00～17：00
https://kaneroku-design.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 240

facebook
QR コード

ホームページ
QRコード

NTTタウンページ
QRコード

Instagram
QR コード
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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

NESTORE 上田市中央 4 丁目 7-7 090-7041-1151 食品量り売り、日用雑貨販売、セミオーダ服製造販売
Miyuwa 上田市下之条 149-20  アベニール 103 23-4608 エステサロン
オフィスケン行政書士事務所 上田市上野 403-19 カーサ A 55-3912 行政書士業
㈱ Ticket QR 上田市大手 1-6-4  イチカワビル 2 階 75-8917 決済処理代行事業等
㈲光立上田支店 上田市常田 2-24-12 75-9690 元帳作成
SAMURAI TOOLS 上田市中之条 1356-11 080-5146-8419 自動車整備工具等の販売

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。

構造物鉄鋼「技能検定向け講習会」
参加者募集

■日　　時 令和４年10月17日㈪・18日㈫  16時間講習
■講習会場 上田地域高等職業訓練センター
 上田市常磐城 1-3-20
■講習内容 構造物鉄鋼技能検定用講座（外国人向け）
■講　　師 上田地域高等職業訓練センター鉄鋼科講師
■受 講 料 1 名に付き　10,000 円

＊ 11 月に長野県職業能力開発協会にて
　開催予定の技能検定

「構造物鉄鋼随時 3 級」用、外国人向けの
講習会です。（雇用保険加入者）

■申込・お問い合わせ
　上田地域高等職業訓練センター　TEL.0268-75-7690

　　　第 30 回記念　自衛隊ふれあいコンサート㏌上田
陸上自衛隊 第 12 音楽隊

information

令和 4 年 10 月 31 日㈪開演 18：30（開場 17：30）
上田市交流文化芸術センター サントミューゼ大ホール

入場無料 　但し入場券が必要になります ! （定員 550 名・全席指定）
※定員を超えた場合は抽選になります。　　 　

🎼入場券は往復はがきでお申込みください。
※応募対象者は、長野県在住の方です。
※はがき 1 枚で 2 名様までお申込みできます。
※お一人（一組）様、1枚のみの応募でお願いします。
※入場券のお知らせは返信はがきでお知らせします。
※抽選にはずれた方にも、その旨お知らせします。
※座席は主催者が決定し、返信はがきに記載します。

※当日、入場券をお持ちでない方はご入場できません。
※お電話での予約は受けつけできません。
※新型コロナウイルス感染状況により中止とさせていた

だく場合があります。
■往復はがき記入の仕方
はっきりとご記入ください。
消せるボールペンは使わないでください。

　　　　〒 386-8522

　上田市大手 1-10-22
　上田商工会議所内
　上田市防衛協会行き

※入場券が印刷されます
ので、何も記入しない
でください。

63
往信

　　　　〒 000-0000

　①郵便番号
　②ご住所
　③お名前

※ご自分の宛先を
　記入してください。

①郵便番号
②ご住所
③電話番号
④入場者人数　　人
⑤お名前（フリガナ）

※2名の場合は2名分
を記入

63
返信

主催　上田市防衛協会
お問い合わせ先
　上田市防衛協会事務局

（上田商工会議所内）
　TEL.0268-22-4500
　自衛隊長野地方協力本部
　上田地域事務所
　TEL.0268-22-5267

お申込み締切▶
9 月 26 日㈪必着

別所温泉芸術祭り－ZERO－のご案内
　別所温泉の風土・歴史と国内外で活躍する
アーティストの現代的な作品がコラボレーション
した芸術祭り。
■開催日時　令和 4年 9月 9日㈮～ 11 日㈰
■開催場所　別所温泉エリア
　　　　　　（プログラムにより場所が異なります）
■詳細はイベント公式サイトをご覧ください。

https://be-fes.bessho-onsen.com/
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