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日本商工会議所 事業活動表彰を受賞／
第50期議員選挙3号議員選出 ・ 2号議員部会割当数決定
BCP（事業継続計画）策定セミナー開催
各種補助金のご案内

【付録】
　うまいものスタンプラリー／上田地域産業展2022／
　経済金融セミナー／IT導入・活用個別相談会／もうけま専科党／
　インボイス制度対応講習会／小型移動式クレーン運転技能講習会／
　「ITパスポート試験」対策講座／
　上田商工会議所女性会文化・芸術セミナー

　上田商工会議所は、本年度、全国５１５商工会議所の範と
なる取り組みに対し選ばれる「事業活動表彰」を受賞しました。
　当所は、６年間の内、テーマを変え、３度目の受賞となり、こ
れは、全国的にも指折りの受賞回数です。９月１５日帝国ホテ
ルで開催された日本商工会議所会員総会の席上、栁澤会頭
が筆頭で、表彰状を受賞しました。

上田商工会議所「事業活動表彰」
　　　　　　　　　　３度目の受賞
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～渋沢栄一翁の精神を上田商工会議所事業に活かす～～渋沢栄一翁の精神を上田商工会議所事業に活かす～
日本商工会議所・事業活動表彰を受賞日本商工会議所・事業活動表彰を受賞

　上田商工会議所は、令和4年 9月15日㈭東京・帝国ホテルで開催された
第135回日本商工会議所会員総会において、事業活動表彰を筆頭受賞しました。
　渋沢栄一は、少年期～青年期、家業の藍玉の商取引のため、頻繫に信州
上田を訪れていました。また、晩年大正 6年には、信州に講演会の旅に訪
れ、その時の揮毫『温故而知新』を上田商工会議所は、100年以上に渡り大
切に保管してきました。創立120周年の際には渋沢翁の精神を取り入れ会議
所の行動指針を策定し、自律的な地域活動を推進しています。特に令和3年
は、NHK大河ドラマ「青天を衝け」の放送を機会に、『信州上田渋沢プロジェ
クト』を立ち上げ、「渋沢栄一と信州上田展」計3回・アリオ上田にてパネル展・
東京商工会議所等で、ゆかりの地物産展計 4回・「渋沢栄一の四字語書道展」・

セミナー実施・冊子の作成・会議所HPに VR画を掲載・UCVでの放送・商品開発・「青天を衝け」脚本家大森美香講演
会など全国的にも指折りの事業を積極的に展開し、その活動が評価されました。
　日商会員総会では、全国515の内11の事業が紹介され、上田商工会議所～渋沢栄一翁の精神を会議所・地域活動に
活かし連携の輪を広げる事業の推進～が筆頭表彰として日商三村会頭より栁澤会頭が表彰状を受賞しました。
　また、本年は、日本商工会議所の創立100周年にあたり、翌9月16日㈮には東京国際フォーラムにおいて、天皇陛下、
岸田内閣総理大臣ご臨席のもと記念式典が厳かに開催されました。

上田商工会議所　
第50期議員選挙  3 号議員を選出
　2号議員の部会割り当て数が決定

　9月 20 日㈫現 1号・2号議員会が開催され、3号議員選考委員会（委
員長　増澤延男常議員）7名による慎重な協議を経て下記の 13 社を選
考し、同議員会において承認されました。
　また、同日開催された常議員会では、部会員数と持ち口数に応じ各部
会の 2号議員の割り当て数が下記のとおり決定しました。

静岡県、山梨県、長野県から230名が参加
中部横断自動車道経済懇談会  2022 総会を開催

　9 月 8 日㈭上田市の
東急 REI ホテルにおいて、
中部横断自動車道経済懇
談会 2022 年度総会が開
催され、静岡県・山梨県・
長野県の 28 経済団体か
ら 230 名が参加し、全
線開通を目指し一致団結

して要望し、実現を目指す決議が承認されました。
　総会では、開催地である栁澤会頭が歓迎のことばを述
べ、来賓を代表して井出庸生　衆議院議員、長野県建設
部　小松誠司　次長、上田市　土屋陽一　市長から祝辞

【3号議員選出事業所名】（五十音順・敬称略） 【2号議員各部会の割り当て数】
㈱ R&Cながの青果
上田ガス㈱
上田交通㈱
上田信用金庫
上田日本無線㈱

エプソンアヴァシス㈱
オルガン針㈱
笠原工業㈱
信州ハム㈱
長野計器㈱

商業部会� ６名
建設業部会� ６名
工業部会� ７名
生活関連サービス業部会� ５名 合計 31 名

がありました。
　中部横断自動車道は、昨年 8月 29 日に山梨県南部 IC
から下部温泉早川 IC 間が開通し、基本計画区間の八千
穂高原 IC ～長坂 JCT（仮称）区間の早期整備区間への
格上げを目指し、同会の会長に佐久商工会議所の樫山会
頭が選任されました。また、国土交通省関東道路整備局
長野国道事務所　小澤知幸所長から中部横断自動車道の
経済効果、物流や観光面の効果などについて説明があり
ました。
　記念講演では、日精樹脂工業㈱　依田穂積　代表取締
役社長が、清水港利用や同社の循環型社会への取組みに
ついて説明されました。次期開催地は静岡県です。

㈱八十二銀行上田支店
㈱三葉製作所
㈱宮下組

以上 13 社

交通・観光サービス業部会� ３名
法務・金融部会� ２名
情報教育文化部会� ２名
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「真田 RED アップル」関連商品を
中心に販路開拓支援

グルメ & ダイニングスタイルショー秋 2022 出展

　 当 所 は 9 月 7
日㈬～ 9 日㈮に
東京ビックサイト
にて開催された第
32 回グルメ & ダ
イニングスタイル
ショー秋 2022 に
出展しました。グ
ルメ & ダイニン

グスタイルショーは「東京インターナショナル・ギフト・
ショー・リビング &デザイン」と同時開催されており、
今年の 2月の feel�NIPPONに続いての出展となりました。
会場では検温や手指消毒が徹底された中、3日間で約 2
万 5千人が来場しました。
　今回は地域小規模事業者が製造する真田 RED アップ
ル関連商品のりんごジュースやお菓子、松茸を使用した
商品の紹介・PR を行いました。バイヤーの方からはギ
フト商品・EC サイトのアイテム、プライベートブラン
ド商品としてのお問合せが多く、展示会終了後に商談・
見積り依頼につながるケースも見られました。
　来場者の方と話をする中で、コロナ禍を経て社会のニー
ズやライフスタイルに変化が生まれていることや商品を
販売する販路はまだまだ潜在していると実感しました。
　当所は引き続き小規模事業者の販路開拓支援に努めて
まいります。

上田地域産業展2022　　上田地域産業展2022　　
〈オンライン展示会〉が〈オンライン展示会〉が
　　　　　　　スタート!　　　　　　　スタート!

　10 月 3 日㈪よ
り上田地域産業
展 2022 の〈オン
ライン展示会〉が
スタートしました。
3年目となるオン
ライン産業展はさらにパワーアップ !　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。
　貴社のさらなる発展のため、ぜひご覧ください。
※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（9月 20 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

こちらから
ご覧いただけます !

東信三商工会議所連携支援事業
「BCP（事業継続計画）策定セミナー」開催

　8 月 24 日
㈬に上田東急
REI ホテルに
て、東信三商
会議所連携支
援事業として
「BCP（ 事 業
継続計画）策
定セミナー」

が開催されました。
　企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に
遭遇した場合において、損害を最小限にとどめつつ、事
業の継続・早期復旧を可能とするための方法、手段など
を取り決めておく計画です。
　今回のセミナーでは、最近、社会問題として大きくク

ローズアップされているインターネットによる標的型
メールでのサイバー攻撃で金銭的被害が頻繁に発生して
いることから、サイバー犯罪に対する企業の防衛策につ
いて、長野県警察本部�生活安全課�サイバー犯罪捜査課
課長補佐である中嶋利文氏より、「サイバー犯罪の現状
と対策」について、東京海上日動火災保険株式会社�長
野支店・東信支社�推進役である帯川拓美氏より、「サイ
バーリスクに対する事業継続対策」について、それぞれ
被害事例を交えつつ解説しました。
　今回のセミナーには、オンラインでの参加も含め 25
名の参加がありました。
　なお、本セミナーは、上田商工会議所復興グループ義
務研修も兼ねており、当グループより 7社も参加し聴講
しました。
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各 種 補 助 金 の ご 案 内各 種 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 9月20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。
　当初の予算は終了しましたが、補正で予算が追加され、申請受付が継続されています。

■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

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

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

助 成 率 1/2 以内 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）

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

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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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（12次締切）（国）

IT導入補助金（国）

今後、公募が予定されている補助金（国）

　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
投資等を支援します。
■補助上限額　750 万円～ 3,000 万円
■補 助 率　1/2、2/3 以内

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

一般型

通 常 枠 100 万円～ 1,250 万円 1/2　　小規模事業者は 2/3
回復型賃上げ・雇用拡大枠 100 万円～ 1,250 万円 2/3
デ ジ タ ル 枠 100 万円～ 1,250 万円 2/3
グ リ ー ン 枠 100 万円～ 2,000 万円 2/3
グローバル展開型 1,000 万円～ 3,000 万円 1/2　　小規模事業者は 2/3

■対象経費� 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、
外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費（グローバル展開型のみ）

■申請方法� 電子申請（「Gビズ ID プライムアカウント」の取得が必要になります）
■応募締切� 10 月 24 日㈪　17：00
■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）

　中小企業等が行うバックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得の付加価値向上に資する IT ツールの導入を
支援します。
■補助金額・補助率・締切日

主な申請枠 補助金額 補助率 締切日

通常枠
A類型 30 万円～ 150 万円未満

1/2 以内 10 月 31 日㈪ 17：00
（7次締切分）B 類型 150 万円～ 450 万円以下

セキュリティ対策推進枠 5 万円～ 100 万円 1/2 以内 10 月 31 日㈪ 17：00
（3次締切分）

デジタル化
基盤導入枠

デジタル化
基盤導入型

5 万円～ 50 万円以下 3/4 以内
10 月 17 日㈪ 17：00
10 月 31 日㈪ 17：00
（13 次・14 次締切分）

50 万円超～ 350 万円 2/3 以内
ハードウェア
購入費 補助上限　10 万円または 20 万円 1/2 以内

■対象経費
主な申請枠 対象経費

通常枠
A類型 ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアに関連する

オプション・役務の費用B 類型
セキュリティ対策推進枠 サイバーセキュリティ　サービス利用料（最大 2年分）

デジタル化
基盤導入枠

デジタル化基盤導入型
ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラウド利用料最大 2
年分）、ハードウェア購入費、導入関連費ハードウェア購入費

（PC・タブレット等、レジ・券売機等）

■申請方法� 電子申請　（「Gビズ ID プライムアカウント」の取得が必要になります）
■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）

申請受付締切予定日
小規模事業者持続化補助金（第 10 回） 2022 年 12 月上旬（予定）
事業承継・引継ぎ補助金（第 3次公募） 2023 年 11 月下旬（予定）
事業再構築補助金（第 8回） 未　定
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《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 !
パワハラ防止法について

　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。9月 15
日 ㈭ 当 所 5 階
ホールにて【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 !～】をテーマにセミ
ナーを開催いたしました。法的な理解や企業に与える影
響を、社会保険労務士法人酒井総合事務所　酒井香映�氏
に解説いただき、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�氏を講
師にグループワークを通じ考えてもらいました。事業主
が必ず講じなければならない具体的な措置の中に「相談
に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」があ
り相談窓口の設置が義務付けられました。相談窓口担当
者はブラッシュアップを図っていく必要があります。今
後もこのような機会を通じ働きがいのある企業づくりに
協力してまいります。� （参加者 24 人）

信州上田日本遺産をもっと知ろう !
日本遺産オンラインクイズ

キャンペーン第 2 弾のご案内
　上田市日本遺産の認定ストーリーと当市のグルメ・特
産品をテーマに、地域の魅力を発信するオンラインクイ
ズキャンペーンを開催します。
■期間� 令和 4年 10 月 12 日㈬～ 12 月 12 日㈪
■景品� 別所温泉旅館宿泊補助券 2万円� 2 本
� 日本遺産WEB カタログギフト� 20 本
� 日本遺産関連商品詰め合わせ� 20 本
� 軽井沢・別所温泉フリーきっぷ� 10 本

　詳細は「信州上田日本遺産　商品・グル
メ紹介サイト」内のキャンペーンページよ
りご確認ください。

信州上田日本遺産 PR  POP 配布開始 !
　信州上田日本遺産を広く PR
し、地域内周遊や関連消費を促
進することを目的として、飲食
店・小売店や宿泊施設等で設置
できる日本遺産 POP を製作し
ました。10 月 5 日より上田商
工会議所窓口にて配布していま
す。（1 事業所につき原則 5 つ
まで、なくなり次第終了）

大人気企画
「信州うえだ謎解き散歩 2022」

開催します !
　商業部会（近藤秀樹部会長）は上田市商店会連合
会とともに、信州うえだ謎解きさんぽを開催します。
謎解きさんぽは商店街の賑わい創出、地域の歴史や
魅力の再発見を目的に、今回は 3日間の日程で開催
します。商店街のお店を知る、上田市の魅力を再発
見する機会になりますので、是非ご参加ください。

■開催期間� 令和4年11月3日（祝・木）～11月5日㈯
■開催場所� 中心商店街
■内　　容� 中心市街地にある真田十勇士像に設置

されたクロスワードの問題を解く形式。
10 か所めぐると、10 文字の言葉が完
成される。（初級編）

� 初級編正解者には小説の上級編を用意。
詳細は当所HPをご確認ください。

■参 加 料� 無料
■お問合せ� 上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

情報教育文化部会
　9月13日に情報教育文化部会役員会（母袋卓郎部会長）
を開催し、部会長以下 8名が参加しました。第 50 期議
員改選に向けた動きや事業の推進などを協議し、事業所
のデジタル化・DXを支援するためのセミナーや専門家
紹介制度の開設に向けた活動、IT パスポート試験対策講
座、上田地域産業展への出展など実施してまいります。
　すべての企業に関係するデジタル化を推進し、今を乗
り越えていく一助となるべく、事業活動を展開してまい
ります。
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県内外の大学生等 30名が参加 !県内外の大学生等 30名が参加 !
上田地域パッケージ型インターンシップ開催上田地域パッケージ型インターンシップ開催

　8月29日～9月2日及び9月12日～16日の両5日間、
上田市と上田商工会議所（上田職業安定協会）は、大学
生を対象に『パッケージ型インターンシップ』を全日程
オンラインで開催しました。上田市役所と上田商工会議
所の他に、岡谷酸素㈱、（福）ちいさがた福祉会、春原
建設㈱、㈱フジカーランド上田、㈱アヅマ、㈱綿谷製作
所が受入事業所として参加し、自社の仕事の魅力を伝え
ると共に、各業界紹介やそれぞれの地域貢献の姿など、
地域を支える仕事について紹介しました。
　学生は、県内外の 22 の大学から 30 名が参加。グルー
プに分かれてのワークショップや初めて取り組むプログ

ラミングや設計、工場見学なども体験し、実際に各事業
所に訪問が出来ない中でも多くの学びを得られたようで
した。また、複数の大学の異学年の学生同士が意見を交
わし、一緒に課題に取り組む場面も多く、コミュニケー
ションをとりながら切磋琢磨する姿も見られました。
　参加学生からは、「仕事を通じて地域をより良くした
いという、共通の想いを実感した」「他の参加者から学
べることも沢山あってとても充実した5日間だった」「地
元就職への気持ちや覚悟をより強いものにできた」と
いった感想が寄せられました。

　11 月 5 日 ㈯・6
日㈰に、第 16 回上
田城紅葉まつりが開
催されます。全国
から武将隊が集結
するステージイベ
ント「戦国 GIG� 凱
-KACHIDOKI-」のほ
か、市内のご当地グ
ルメ & 特産品が一
挙に揃う「二の丸横
丁」等が催されます。
　さらに、11 月 6
日㈰には、第 40 回
上田真田まつりが開

催されます。毎年春に行われていた上田真田まつりが 3
年ぶりに開催され、武者行列や信州真田鉄砲隊による演
武、市内太鼓団体による演奏、そして、フィナーレを飾
る決戦劇などが催されます。
　詳しいスケジュール・最新情報はweb サイト「うえ
だトリップなび」をご覧ください。

11/5・6　第16回 上田城紅葉まつり
11/6　第40回 上田真田まつり

開催決定 !

上田真田まつり決戦劇
「爾今洋洋（じこんようよう）」
　　　　　練習も快調 !

　11 月 6 日㈰に開
催される第 40 回上
田真田まつりのフィ
ナーレを飾る決戦劇
は、当所青年部が管
理・運営を委託され、
実施しています。今
回は「爾今洋洋」を
テーマに、「長篠の戦い」が舞台となります。真田家を
襲う危機、若き日の真田幸村公の苦悩を描きます。
　県内外を問わず、総勢 60 名を超える一般参加者や裏
方スタッフ、そして青年部たちが、日々時間を縫いな
がら練習を重ねています。真田幸村公は、3年前に真田
幸村公役オーディションで抜擢された白石恵子氏が演じ、
真田十勇士役は当所青年部会員より選抜された 10 人が
務めます。全員が一丸となり、まつりのクライマックス
を盛り上げるべく、奮迅してまいりますので、どうぞご
期待ください !

上田城紅葉まつり 上田真田まつり

正副会頭会議　報告　（第63回）

●日時：９月20日㈫正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 3 号議員の選任方法について
⑵	 2 号議員の定数決定方法について
⑶	 上田まちなかグルメ広場の開催について
⑷	 チケットQRの利用状況報告
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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 3F
TEL.0268-22-3164

2 社が新商品・新サービスを発表 !
第22回  新商品・新サービス等合同プレス発表会　開催 

　9月 15 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、広告事業者、また、新規創業者（小売業）
と 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。

工場美化には「貼れルーヤ」シートにお任せ下さい。

「塗る」から「貼る」へ

株式会社　日広
〒 386-0002　上田市住吉 67-1
☎・FAX：0268-24-1211
E-mail: ikeda@nicco-kk.co.jp　企業 HP  nicco-kk.co.jp

【商品サービス内容】
　「貼れルーヤシート」とは、
用途に合わせた数種類の粘着
フィルムのことです。表面に
スーパーハードコート層を、裏
面に再剥離粘着層を配している
ので傷つきにくく、光沢を長期
間維持します。また、抗菌・抗
カビ加工も施され、汚れを拭き
取るだけで清潔さを保つことが
できます。清掃が簡単になるの
で、現場から高評価をいただいております。
★ここがイチオシ ! ★
★床面「フィルム貼り」は「塗装」より作業時間を短縮し、貼った後即使

用が可能。
★清潔：傷つきにくく高光沢を維持。汚れは拭き取るだけメンテナンスが

簡単。
★商品価格★

透明フィルムタイプ ：30㎡　材工 200,000 円程度～
歩行帯フィルムタイプ ：30㎡　材工 250,000 円程度～
屋内注意喚起フィルム ：300 × 240㎜ 5,000 円程度～
屋外デコボコシート ：300 × 240㎜ 6,000 円程度～

MICHIQSA
〒 386-0027　上田市常磐城 3-7-37（丸山邸敷地内）
☎ 090-3440-7964
企業 HP：https://www.instagram.com/_michiqsa_/

～光量不足とはいわせない～
植　物　園

　ご自宅で植物を育成する際に光量が足り
ずに枯らした、諦めた方経験のある方に人工
LED の光を照射して育成する方法を提案しま
す。
　植物の展示販売を採光のない土蔵で行うこ
とで限られた環境を再現し、旺盛に植物が茂っ
た空間を演出することで、反例的な提案を行う。

★ここがイチオシ !★
★植物が生い茂った空間で飲食が可能な場を

提供（まるでジャングルにピクニックに出
かけた様）

★異空間…歴史ある丸山邸の敷地内にある蔵
の中は想像もできないアート空間

★将来、移動式植物屋の展開（大きな鉢植え
ものを実際に飾る場所まで運び着せ替える
ように選択可能に）

★商品価格★
　鉢植え　3,500 円～（税込）・人工育成ライト　13,500 円（税込）

【今回の新商品・新サービスはこちら !】

商工会議所の創業支援で開業した企業を紹介します

美容室 　airo 上田市中央 2-11-18
Tel.0268-71-0026

　海野町にオープン。入口に敷いた白玉の砂利石が、モダンな雰囲気を醸し出す。店内は、
木を生かした和テイストで、お洒落な空間が広がる。顧客のライフスタイルに合わせ、生
活に溶け込む自然なおしゃれを提供する。ひとりひとりに寄り添い、個性を髪で表現する。
20～30歳代の女性が主。完全予約制によるマンツーマンの施術で、髪の悩みや理想のス
タイルを気軽に相談できる。カット2面、シャンプー1台。店名は「文色（あいろ）」で、
模様の意。顧客の模様が表れるようにとの思いを込めている。
【営業時間】9：00～20：00　【定休日】月曜日・隔週火曜日

居酒屋 　松乃 上田市中央1-1-18　上田プラザホテル地下1階
Tel.050-5462-0614

　松尾町の上田プラザホテル地下にオープン。和風の店内は、落ち着いた雰囲気が広がり、
ゆったりとした時間が過ごせる。和食や魚介・海鮮料理を提供、信州サーモンや馬刺しなど
地産地消の料理が楽しめる。食事は、そば・天丼・親子丼などで、飲み物は、ビール・酒
など各種を揃える。丁寧な接客とサービスを提供し、地元客やホテル宿泊客などに人気が
高まっている。カウンター5席、テーブル12席。テーブル席は個室で、パーティーや宴
会などに最適。
【営業時間】16：00～20：30（ラストオーダー）　【定休日】水曜日

当日の様子は
こちら !

（UCVレポート）
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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 3F
TEL.0268-22-3164

上田商工会議所生命共済制度
新型コロナウィルス感染症  宿泊・自宅療養による

「病気入院見舞金」の取り扱いについて
　日頃は、当初生命共済制度について、ご理解、ご加入いただき厚く御礼申し上げます。
　さて、上田商工会議所生命共済制度では、日本国政府が新型コロナウィルス感染症に係る発生届の範囲を全国一
律に重症化リスクの高い方々に限定するとした発表を受け、医療機関等の負担軽減に十分配慮しつつ、新型コロナ
ウィルス感染症における宿泊・自宅療養による入院に係る「病気入院見舞金」の支払い対象を、令和 4年 10 月 1
日㈯より以下のとおり変更いたします。
〈「病気入院見舞金」の支払い対象の変更について〉
令和 4年 10 月 1日㈯以降に新型コロナウィルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い方（※）を除き、
「病気入院見舞金」の支払い対象外とさせていただきます。
（※）重症化リスクの高い方
65歳以上の方／入院を要する方／重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方／妊婦の方

なお、令和 4年 9月 30 日㈮までに新型コロナウィルス感染症と診断された方に対してのお支払いは、重症化リ
スクの高い方に限らず、これまでの対応を継続いたします。

〈申請に必要な添付書類〉　※追加・修正があった場合、当所HPに随時掲載いたします。
◦医療機関で発行される診療明細書（入院・治療薬投与・酸素投与を受けた方）　　◦母子手帳（妊婦の方）

事業所の福祉向上に   福祉制度キャンペーンが始まります。 10/3～11/30まで

　当所は会員事業所の福祉向上のために、10月3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」を実施します。
　「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お伺いした際には、面談のお時間をいただきますよう
よろしくお願いいたします。



㈱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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商工会議所LOBO調査
（早期景気観測調査）

2022年
調査結果８月

調査対象
全国331商工会議所2566業種組合等

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

【製造業】
採算、仕入DIは改善傾向、
資金繰り、従業員DIはほぼ
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、
その他の項目は悪化傾向。

【小売業】
販売単価DIは改善傾向、従
業員DIはほぼ横ばい、その
他の項目は悪化傾向。

【サービス業】
仕入DIは改善傾向、従業
員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、物価高と感染拡大で半年ぶりの悪化。先行きは、感染沈静化を見通せず、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
▲ 21.0 ▲ 8.0 ▲ 25.2 ▲ 72.3 27.3 ▲ 17.1 17.7

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 26.6 ▲ 16.0 ▲ 29.4 ▲ 68.9 24.8 ▲ 19.6 18.5
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、マイナス21.0ポイント。前月比3.2ポ
イント悪化。
◦	感染拡大の継続に猛暑や大雨が重なり、帰省や旅行、会食等
を控える動きが見られ、飲食・宿泊業などのサービス業や百
貨店などの小売業で業況が悪化。小売業・サービス業からの引き合いが減少した卸売業も業況が悪化した。半
導体等の部品供給不足が継続する製造業も業況が悪化した。堅調な民間工事に下支えされた建設業では業
況が改善するも、資材や燃料価格の高止まりによる負担増が続き、力強さを欠いている。資源・原材料価格の
高騰や円安によるコスト負担増が継続する中、物価高による消費マインドの低下や、感染拡大の継続、猛暑・
大雨による外出控えにより、中小企業の業況は、半年ぶりの悪化となった。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	建設資材価格や燃料価格の高止まりや、公共工事の受注減少が継続する中、堅調に推移す

る住宅建設関連の民間工事に下支えされ、改善。
【製　造　業】	半導体等の部品供給不足や、資源・原材料価格の高止まりでコスト負担が継続する中、物

価高と感染拡大により、小売店や飲食・宿泊業向け食料品関係の受注減などが影響し、悪化。
【卸　売　業】	資源・燃料価格の高騰による輸送費・包装資材価格などの高止まりに加え、感染拡大の継

続による消費者の外出控えで、飲食・宿泊業向け食料品等の引き合いが減少し、悪化。
【小　売　業】	円安や原材料価格の高騰による仕入コストが上昇する中、感染拡大の継続に猛暑や大雨も

重なり、客足が減少した総合スーパーや商店街を中心に、悪化。
【サービス業】	感染拡大の継続と猛暑・大雨などの影響で、帰省や旅行、会食を控える動きが見られ、予

約キャンセルが増加した飲食・宿泊業を中心に、悪化。
◇先行きについて
・先行き見通しDI は、マイナス26.6 ポイント（今月比5.6 ポイント悪化）
・今後も感染拡大が継続し、従業員の感染による生産や取引などへの影響を懸念する声が業種を問わず
聞かれた。特に、サービス業や小売業では、消費者の外出控えによる需要減を危惧する事業者が増加
している。資源・資材価格の高騰が長期化し、コスト増加分の十分な価格転嫁が追い付かず、収益確
保も難しい中、感染の沈静化を見通せず、中小企業の先行きは、厳しい見方となった。

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） 10 月 19 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

11 月 7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

10 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）
※オンライン併用

11 月 7日㈪
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会上田支部
税理士

労　務 11 月 7 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）

11 月 7日㈪
13：30 ～ 14：00

NPO法人コンティニュー
不動産鑑定士

発明（予約制） 12 月 8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



令和4年10月5日発行（毎月5日発行）
No.611

11

雇用保険料率が今月から変更されました

長野県の最低賃金が今月から時間額908円（改正前＋31円）に増額されました
　長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「長野県最低賃金」が、令和 4年
10月 1日から時間額 908円に改正されています。この機会に、ご確認ください。
※対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆
勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。業種・年齢・雇用形態（正社員、パート等）
に関わらず、長野県内で働くすべての人に適用される1時間当たりの賃金の最低額です。

　なお、中小企業・小規模事業者等に対する賃金の引き上げの環境整備、雇用の維持を図
るための支援策が実施されています。ご活用ください。

【賃金、最低賃金に関するお問い合わせ先】
・上田労働基準監督署（ハローワーク）� ☎ 0268-22-0338
・長野労働局労働基準部賃金室� ☎ 026-223-0555

【支援策（助成金）に関するお問い合わせ先】
・業務改善助成金　長野労働局雇用環境・均等室� ☎ 026-223-0560
・キャリアアップ助成金　長野労働局　職業対策課� ☎ 026-226-0866

長
野
労
働
局

ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

　令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日までの雇用保険料率が変更されましたが、さらに、10月 1日より、
労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になっています。年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注
意ください。

（赤字は変更部分）
○令和 4 年 4 月 1 日～令和 4 年 9 月 30 日

負担者

事業の種類

①
労働者負担

（失業等給付・育児休業
給付の保険料率のみ　）

②
事業主負担

①＋②
雇用保険料率失業等給付・育児

休業給付の保険料率
雇用保険二事業の

保険料率

一般の事業 3/1,000 6.5/1,000 3/1,000 3.5/1,000 9.5/1,000
（3 年度） 3/1,000 6/1,000 3/1,000 3/1,000 9/1,000
農林水産・

※清酒製造の事業 4/1,000 7.5/1,000 4/1,000 3.5/1,000 11.5/1,000
（3 年度） 4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000

建設の事業 4/1,000 8.5/1,000 4/1,000 4.5/1,000 12.5/1,000
（3 年度） 4/1,000 8/1,000 4/1,000 4/1,000 12/1,000

（枠内の下段は令和 3年度の雇用保険料率）
○令和 4 年 10 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日

負担者

事業の種類

①
労働者負担

（失業等給付・育児休業
給付の保険料率のみ　）

②
事業主負担

①＋②
雇用保険料率失業等給付・育児

休業給付の保険料率
雇用保険二事業の

保険料率

一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000
農林水産・

※清酒製造の事業 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

■お問い合わせ先　　ハローワーク上田雇用保険課適用係（☎ 0268-23-8609　部門コード 21#）
　　　　　　　　　　長野労働局職業安定課（☎ 026-226-0865）

インフォメーション
ハローワークからのお知らせ



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

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1010月月2424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。

三栄電機株式会社
〒386-0012　上田市中央2-19-11
TEL.0268-23-1131
FAX.0268-23-1132

　当店は地域密着型
の「 あ な た の 街 の
電気屋さん」です。
電球の交換からリ
フォームまで、幅広
く電気のトラブルに
対応します。

《当店のこだわり》
・電気や住まいにまつわる「困った！」に迅速に対応い

たします！
・各メーカー取り扱いしております！　家電販売・設置・

修理・電機工事などお気軽にお問合せ下さい。

長野県上田市の電気屋さん新時代のヘッドセットのご紹介
　コロナ禍でテレワーク・
リモート会議など新たなビ
ジネススタイルが定着して
います。城下工業は音響専
門メーカーとして、新たな
仕事の仕方にフィットする
高品質で全く新しい発想の

ヘッドセット『B-Frame Air』を企画・開発しました。WEB
会議は音が命！  どんな場所でも高品位音声で掛け心地・
画面写り抜群の新しいヘッドセットをご体験ください。
　9月22日から2カ月間、MAKUAKEクラウドファンディ
ングでお得な先行予約ができます。是非アクセスを！

MAKUAKE ページリンク 
詳しい情報はこちらから☛

城下工業株式会社
〒386-0015　上田市常入1-1-58
TEL.0268-22-0612　FAX.0268-22-2176
E-mail: info@shiroshita.com
URL: https://www.shiroshita.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 241



令和4年10月5日発行（毎月5日発行）
No.611

13

新入 員 ご会 の 紹介
事業所名 所在地 電話番号 営業内容

スナック�福 上田市中央 3-11-3　田中ビル 1F 090-4464-3936 スナック
佐藤歯科医院 上田市中央3-14-20 22-0871 歯科医業
発見と創造ラボ 上田市中央 6-14-1 － SNS 運用支援
Wandervogel（くりもと�きょうこ） 小県郡青木村村松 283-7 090-2676-8263 編集・ライター
MICHIQSA 上田市常磐城 3-7-37 090-0344-7964 植物販売
小野沢建築 上田市大屋 358-1 － 大工
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。

上田城下町高札ウォーク !
～北国街道西に向かい、下に～したに ! ～

町中に
こんな看板
見たこと
ありませんか ?

　上田・城下町活性会では、旧町名保存を目的に、上田市内に旧町名高札板を 21
か所設置しています。古地図を使って、旧町名高札板を数か所巡り、旧町名の由来
など学びます。今回は上田城から芳泉寺まで歩きます。
　ウォーキングができる服装でお越しください（小雨決行）。
●日　　時� 11 月 19 日㈯ 10：00 ～ 13：00（受付 9：30 ～）
●集合場所� 上田城跡櫓門前
●対　　象� どなたでも（小学 3年生以下は保護者同伴）
●定　　員� 先着 30 名
●参 加 費� お一人 500 円
●持 ち 物� 飲み物、帽子、雨具、高札板を撮影できるもの（スマートフォンなど）
� ※昼食（軽食）は用意します。
●申　　込� 10 月 24 日㈪～ 11 月 11 日㈮までに活性会へ
●主　　催� 上田・城下町活性会（上田商工会議所内）電話 22-4500

令和 4 年度
雇用関係助成金 個別相談会開催

information

　事業主様向けの「個別相談会」を開催します。
■日　時：�10 月 18 日㈫　10：00 ～ 15：00
■場　所：�ハローワーク上田　2階会議室
■対象助成金：�65 歳超雇用推進助成金
� 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
� 特定求職者雇用開発助成金
� キャリアアップ助成金
■申込方法：�TEL もしくは、下記 HP より申込書をメール

にてお申込みください。
� https://www.jeed.go.jp/location/shibu/nagano/
■お問合先：�独立行政法人�高齢・障害・求職者雇用支援

機構�長野支部
� 高齢・障害者業務課【吉野・青木】
� TEL.026-258-6001　FAX.026-243-2077
■主　催：�独立行政法人�高齢・障害・求職者雇用支援

機構�長野支部
■共　催：�長野労働局・各ハローワーク
� https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/

テイクアウトやテラス営業などのための
道路占用許可基準の緩和措置を再延長します
緩和措置のポイント（赤字部分が変更点）

内　容

①新型コロナウイルス感染症対策のための暫定
的な営業であること
②「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に
対応すること
③テイクアウト、テラス営業等のための仮設施
設の設置であること
④施設付近の清掃等にご協力いただけること

主　体

地方公共団体又は関係団体※1 による一括占用※2

※ 1� 地元関係者の協議会、地方公共団体が支援す
る民間団体など

※ 2� 個別店舗ごとの申請はできません。�お住まい
の地方公共団体等にご相談ください。

場　所

道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、
その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
※沿道店舗前の道路にも設置可能です。

占用料 免　除
（施設付近の清掃等にご協力いただけている場合）

占用期間 令和 5年 3月 31 日まで
（令和 4年 9月 30 日までを延長）
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