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臨時議員総会開催／第50期正副会頭 ・ 専務理事選任

上田地域産業2022リアル展示会 開催

「美しい、うえだフォトコンテスト」優秀作品決定

各種補助金のご案内

【付録】　

　第47回会員大会 ・ 第27回共済加入者大会

　東信３商工会議所女性会講演会／

　経営計画作成個別相談会／年末経営相談会

　WEBセミナー

　10月21日㈮・22日㈯、上田城跡公園体育館にて上田地
域産業展のリアル展示会が開催されました。
　会場では、70企業・団体が優れた製品や独自の技術・サー
ビスをPRし、2日間で地域の小中学生等を含む約2,800名
の来場者が訪れました。

上田地域産業展2022
　　　　　　 リアル展示会 開催
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第 50 期上田商工会議所正副会頭・専務理事
（任期：令和4年11月1日～令和7年10月31日）［敬称略］

会　頭
㈱三葉製作所
堀内　健一

副会頭
㈱宮下組
宮下　勝久

副会頭
笠原工業㈱
笠原　章嗣

副会頭
塩田運輸㈲
岡田　宝正

専務理事

金子　義幸

臨時議員総会　開催

第50期　会頭に堀内健一第50期　会頭に堀内健一氏氏（㈱三葉製作所）（㈱三葉製作所）をを選任選任
新たな役員・議員体制がスタート新たな役員・議員体制がスタート

　11 月 1日㈫臨時議員総会が開催され、第 50 期役員が
選任されました。
　会頭には、新たに堀内健一氏（株式会社三葉製作所）
を選任、副会頭には宮下勝久氏（株式会社宮下組）と
笠原章嗣氏（笠原工業株式会社）再任、新たに岡田宝正
氏（塩田運輸有限会社）が選任されました。専務理事に
は金子義幸氏が再任されました。常議員と監事について
は 10 月 26 日㈬に開催された常議員選考委員会におい
て選考された 33 名が承認されました。（全議員の紹介
は次月号に掲載）また、各部会の正副部会長は右記のと
おりです。第 50 期上田商工会議所活動がスタートしま
した。
　また、併せて役員・議員表彰が行われ、永年勤続議員
20 年表彰と 49 期をもって退任される 6名の方に商工会
議所事業に協力いただいた功労に対し、堀内会頭から感
謝状が贈られました。（受賞者は以下のとおりです。）

議員表彰受賞者
（順不同・敬称略）

◆日本商工会議所会頭表彰
【永年勤続20年】
　増島　良介

【役員・議員退任者】
栁澤　憲一郎／武重　昌樹／宮沢　俊行／
櫻井　政信／西澤　尚夫／宮下　勇二

第 50 期　正副部会長（敬称略）
商業部会
　部 会 長	 近藤　秀樹	 ㈱花のマリモ
　副部会長	 町田　和幸	 （同）クレストラボホールディングス
　副部会長	 湯田　勝己	 ㈱ユダ
建設業部会
　部 会 長	 増澤　延男	 ㈱みすず綜合コンサルタント
　副部会長	 窪田　秀徳	 窪田建設㈱
　副部会長	 山崎　正寛	 山崎設備工業㈲
工業部会
　部 会 長	 宮島　武宏	 ミヤジマ技研㈱
　副部会長	 奥川　隆祥	 上田日本無線㈱
　副部会長	 西田　拓生	 西田技研工業㈱
生活関連サービス業部会
　部 会 長	 北嶋　忠治	 ㈱日本ビルシステムズ
　副部会長	 小嶋　修一	 田沢倉庫㈱
　副部会長	 米津　仁志	 ささや㈱
交通・観光サービス業部会
　部 会 長	 桑原　茂実	 上田冷蔵㈱
　副部会長	 倉島　　博	 別所温泉観光協会
　副部会長	 山本　　修	 上田交通㈱
法務・金融部会
　部 会 長	 堀内　厚志	 ㈱八十二銀行上田支店
　副部会長	 小山　秀喜	 税理士法人小山会計
　副部会長	 小池　文彦	 上田信用金庫
情報教育文化部会
　部 会 長	 母袋　卓郎	 ㈱上田ケーブルビジョン
　副部会長	 水野　泰雄	 ㈲デザインルームエム
　副部会長	 武井　　喬	 エプソンアヴァシス㈱
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上田地域発!　新たな発想で未来へチャレンジ!
上田地域産業展 2022 リアル展示会開催

　優れた製品、独自
の技術やサービスを
広く内外に発信す
る「上田地域産業
展 2022」リアル展
示会が、10	月 21	日
㈮・22	 日㈯の 2 日
間、上田城跡公園体

育館にて 3年ぶりに開催されました。
　サーモカメラによる体温計測や出入口を分けての入場
に加え、QRコードによる事前登録など新型コロナへの
対策を徹底して開催し、2	日間で約 2,800 名の来場者と
なりました。
　70 の企業・団体
が出展し、新商品や
特色ある取り組みが
展示され、来場する
事業者や一般の方々
に積極的にアピール
されました。初出展
の事業者からは、「普
段あまり交流がない事業者の皆様と様々なお話ができて
有意義であった」「一般の顧客から直接商品について話
を聞くことができてよかった」等の声が聞かれました。
　特設コーナーのドローン展示・デモフライトコーナー
では、ドローンの操縦を体験したり、専門家のドローン
の解説に熱心に耳を傾けていました。また、VR体験コー

上田商工会議所工業部会主催
「うえだ ひと・もの興しの紡ぎ手表彰」表彰式を挙行
　当所工業部会では、事業の 1つとして、「うえだ	ひと・もの興しの紡ぎ手表彰」を平成 27	年より実施していま
す。この制度は、当部会の会員事業者の中で「縁の下の力持ち」として大きな貢献をされている「従業員」や「グ
ループ」を表彰することにより、従業員のモチベーションの向上を図るとともに、その事業所の素晴らしい取り組
みを多くの方々に知っていただくことを目的に創設されました。本年度は、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、
『ニューノーマル部門』『SDGs 部門』および『名工・匠ものづくり部門』の 3部門を設定し、選考委員会にて 4企
業の従業員の皆様を大賞に選出しました。10月 21日㈮、上田地域産業展 2022 の特設ステージにて表彰式を挙行し、
栁澤会頭より表彰楯を受賞者の皆様に授与しました。受賞者は下記のとおりです。

　　　　　　　　　　（敬称略）
　大　賞：信州ハム株式会社　市川　城多
　テーマ：『動画を活用した安全・衛生教育ビデオの作成・配信による業務改善』
SDGs 部門
　大　賞：日立 Astemo 上田株式会社　龍野　哲央
　テーマ：『廃棄物による環境負荷低減活動の推進』
名工・匠・ものづくり部門
　大　賞：山洋電気株式会社上田事業所　小林　慎平・高橋　水香
　テーマ：『コーティング自動機と電子作業手順書の導入による改善』
　大　賞：上田プラスチック株式会社　樋村　剛
　テーマ：『プラスチック金型の製作を通じて、当社の品質向上に貢献した』

ニューノーマル部門

ナーでは、VR ゴーグルを身に付け、VR や 3D 映像を体
験した方から驚きの声が聞こえました。

　特別講演会として、
当所工業部会・上田
ドリームワークス主
催により、『AI・IoT
セミナー　ドローン
の現在と未来、IoT
技術の進化でドロー
ンビジネスが大きく

変わる !』と題し、日本マイクロソフト㈱業務執行役員	
エバンジェリスト西脇資哲氏を講師として講演を行いま
した。世界の最新の AI・IoT の取り組みやドローンの未
来について紹介され、約 60 名の聴講者は熱心に耳を傾
けていました。
　環境に対する取り組みが社会的なテーマとなる中、長
野県企業局の協力により FCV（燃料電池車）を展示し、
実際に産業展メインステージ等への給電を行う等最新の
技術が紹介されました。
　当産業展は、
リアル展示会の
他、オンライン
展示会も開催中
です。右上の
QR コードから
アクセスをお待
ちしています。

産業展オンライン展示会
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美しい上田の風景写真で上田を広く PR美しい上田の風景写真で上田を広く PR
『美しい、うえだフォトコンテスト』優秀作品 31 作品が決定 !『美しい、うえだフォトコンテスト』優秀作品 31 作品が決定 !

　上田市の美しい風景写真を集め、地域資源を活かした観光誘客や地元の
魅力再発見に向けたPRを目的とする『美しい、うえだフォトコンテスト』を、
交通・観光サービス業部会（岡田部会長）主催で実施しました。同コンテ
ストは平成25年から3年に1度開催していて、今回で 4度目の開催です。
　オンライン募集とプリント写真での募集により、県内外の 13 歳から
90 歳の方々から応募をいただいた 252 作品の中から “ 山紫水明の自然
の美しい上田 ”“ 豊かな歴史と文化に築かれたふるさと上田 ”として特に
印象深い 31 作品が選考されました。
　フォトコンテストの表彰式は 10 月 24 日㈪当所で開催し、来賓に上
田市佐藤観光課長を迎え、各賞の受賞者へ賞状と記念品が授与されまし
た。最優秀賞を受賞した小泉正樹さんより「最優秀賞の受賞に喜びもひ
としお。今後も作品を見ていただいた方に、少しでも感動を届けられる
よう撮影活動を続けていきたい。」との受賞のあいさつがありました。

最優秀賞作品（上田商工会議所会頭賞）
【赤備え降臨】

受賞された作品と受賞者（順不同・敬称略）
【最優秀賞（上田商工会議所会頭賞）】
　「赤備え降臨」� 小泉　正樹

【優秀賞（上田商工会議所交通・観光サービス業部会長賞）】
　「光芒 . 上田城」� 坂口　満明
　「灯ろうに導かれて」� 百瀬　邦昭
　「棚田の夕暮れ」� 山口　民憲

【特別賞（上田市長賞）】
　「憩いの場」� 関　　真翔

【特別賞（（一社）信州上田観光協会長賞）】
　「春爛漫」� 山崎　哲行

【特別賞（長野県カメラ商組合長賞）】
　「雨後のハス田」� 矢島　　亘

【入　賞】
　「雪中桜」� 秋山　芳晴
　「ムーンライト」� 安部　　勤
　「スノーモンスターに見守られて・・・」� 池田　吉則
　「色付きはじめ」� 大岩　博子
　「花桃の里」� 大岩　博子
　「雪晴れ」� 小川　　稔
　「フラワーブリッジ」� 北清　昭吾
　「雲海の上の活火山浅間山」� 小池　　斉
　「薫光」� 小泉　正樹
　「初秋」� 小坂　國建
　「古寺参拝」� 小林　武彦
　「虹の架橋」� 坂口　満明
　「サンサン藤」� 坂田　　尚
　「十勇士のお見送り」� 大学　　肇
　「あじさい香る」� 高木　一成
　「額縁の様に」� 高木　一成

　「雪の日の舞田駅」� 竹内　　實
　「深紅に染まるケヤキ並木」� 辻谷　浩一
　「晩秋」� 續　　敏男
　「雪のベールを纏う」� 南村　正昭
　「古刹の秋」� 宮本　祐二
　「春爛漫（はるらんまん）」� 目黒　鉄也
　「春おだやかなり -2022」� 山岸　賢治
　「収穫前」� 若林　宏光

●日時：10月11日㈫正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 上田市特別職報酬等審議会委員の推薦について
⑵	 第 50期常議員選考委員会委員（案）について
⑶	 チケットQRの利用状況報告
⑷	 上田地域産業展 2022 開催内容確認

正副会頭会議　報告　（第64回） 正副会頭会議　報告　（第65回）
●日時：10月24日㈪正午
●場所：上田商工会議所
●会議事項
⑴	 第 50期議員名簿確定について
⑵	 第 50期顧問・参与委嘱（案）について
⑶	 チケットQRの利用状況報告
⑷	 信州上田物産館（練馬区）の開設について

【光芒 . 上田城】

【棚田の夕暮れ】

【灯ろうに導かれて】

優秀賞作品（交通・観光サービス業部会長賞）
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商店街の美味しい　　　
　　　グルメが大集合 !!
「上田まちなかグルメ広場」　開催

　9 月 23 日（祝・金）に商業部会（近藤秀樹部会長）
主催で「上田まちなかグルメ広場」を開催しました。本
イベントはマンションなど新しく中心市街地に住む方々
に商店街の店舗を知ってもらうこと、未だコロナの影響
を受けている飲食店を支援することを目的に開催しまし
た。当日はあいにくの雨でしたが 11 店舗出店のもと開
催され、約 200 名の来場者が商店街の飲食店の味を楽
しみました。
　コロナ禍で商工会
議所としてのグルメ
イベントは久しぶり
の開催となりました
が、今後も商業部会
として商店街活性化
や地域振興に資する
事業を推進してまい
ります。

国道 18 号線上田バイパスの
道路清掃を実施

～秋の行楽期を迎え、クリーンな上田をPR～
　10 月 13 日㈭、交通・
観光サービス業部会
（岡田宝正部会長）は、
「上田菅平インターか
ら上田にお越しになっ
た県内外の行楽客の皆
様をきれいな幹線道路

でお迎えする」をコンセプトに、道路清掃事業を実施し
ました。当活動は今年で 19 回目となります。三才山ト
ンネル等有料道路の無料化等もあり市内交通が活気づく
なか、気持ちよく道路を利用してもらうため、上田バイ
パス蛇沢橋から新田信号までの約 1.6㎞間のゴミ、空き
缶、空き瓶等の収集活動を行いました。
　今回参加された企業は下記の通りです。

（20 企業、参加者 25 名）

参加事業所名（五十音順）
㈱アクセル、アートサービス㈱、上田交通㈱、
上田バス㈱、上田冷蔵㈱、笠原工業㈱、
㈲金井ムスティ、㈲カーメイクツカサ、清澤自動車、
塩田運輸㈲、㈱シナノエナジー、省和タクシー㈱、
（一社）信州上田観光協会、㈱武重商会、旅宿上松や、
東日本旅客鉄道㈱上田駅、㈱フィットイン、
㈱フジカーランド上田、㈱松田輪業商会、水野商工㈱

安全保障の観点に立った
輸出管理を !

安全保障貿易管理  入門編セミナー開催

　10 月 5日㈬　法務・金融部会（堀内厚志部会長）は、
当所工業部会（宮島武宏部会長）上田地域産業展との共
催により安全保障貿易管理入門セミナーを開催しました。
　ここ数年、輸出管理を取り巻く世界情勢は劇的に変化
していることから、軍事転用可能な貨物・技術が、国際
社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等に渡ることを
防ぐため安全保障の観点に立った貿易管理が必要とされ
ています。今回のセミナーは中小企業等における輸出管
理体制構築を目的として開催しました。
　当所会員である林行政書士事務所　林辰幸氏が経済産
業省　令和4年度中小企業等アウトリーチ事業　安全保
障貿易管理自主管理促進アドバイザーの委嘱を受けてい
ることから、経済産業省や東京・大阪商工会議所以外で
の地方開催となりました。
　安全保障貿易管理の概要のほか、ケーススタディを交
えながら該非判定や取引審査等の具体的な手続きの事例
を解説しました。	 （オンライン 43 名）

だれもが人間らしく働きがいのある
仕事ができる社会をつくろう

労務管理セミナー開催
　10 月 25 日㈫、法務・
金融部会（堀内厚志部
会長）は、長野県社会
保険労務士会東信支部
（神津節雄支部長）と
の共催により、特定社
会保険労務士の田中幸
氏を講師に迎え、「人
を大切にする企業づく

り」をテーマに労務管理セミナーを開催しました。
　注目されている持続可能な社会の実現に向けて企業が
できることとして、働きやすい職場環境づくりが必要で
あると説明。就業規則作成のポイントについて事例を交
えて解説しました。就業時間、雇用形態等現状の働き方
を確認し、大切な人材を失わないためにも、わかりやす
い職場のルールづくり（就業規則）へ適用させていくこ
とが重要と結びました。	 （32 名）
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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）

上田市の事業者向け補助金

※2022 年 10 月 21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。

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 以内

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）

IT導入補助金（国）
　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 11 月 28 日㈪ 17：00（8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 11 月 28 日㈪ 17：00（4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 11 月 14 日㈪ 17：00
11 月 28 日㈪ 17：00

（15 次・16 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） 詳細は

こちら
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小規模事業者持続化補助金（第10回）（国）

事業承継・引継ぎ補助金（第3次公募）（国）

事業再構築補助金（第8回）（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	 12 月 9 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）

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。）

詳細は
こちら

　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・
　補助金額

■応募締切	 11 月 24 日㈭ 17：00　　　■申請方法　jGrants による電子申請
■お問合せ	 事業承継・引継ぎ補助金事務局
	 TEL.050-3615-9053（経営革新）　050-3615-9043（専門家活用／廃業・再チャレンジ）
	 10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00（土日祝日除く）

類　型 経営革新事業 専門家活用事業 廃業・再チャレンジ事業

内 容
事業承継を契機とする新たな取
組（設備投資、販路開拓等）や
廃業に係る経費の一部を補助

事業再編・事業統合に伴う中小
企業者等の経営資源の引継ぎに
要する経費の一部を補助

再チャレンジに取り組むための
廃業に係る経費の一部を補助

補 助 率 2/3 以内 2/3 以内 2/3 以内
補助金額 100 万円～ 600 万円以内 100 万円～ 600 万円以内 50 万円～ 150 万円以内

　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。
■補助上限
　・補助率

■応募受付開始　調整中　　　■応募締切　令和 5年 1月 13 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）

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

詳細は
こちら

詳細は
こちら
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当所商業部会・青年部合同
SNS 活用に関する勉強会開催 !!

　9月27日㈫、当所商業部会（近藤秀樹部会長）と青年
部（山越基史会長）合同で研修会を開催しました。講師
に㈱ Seekcloud 松島瑠佳氏、上田シティ法律事務所	弁
護士	山下潤氏を迎え、SNS を活用する方法と利用する
際の法律的な注意点について勉強しました。
　研修の中では、SNS に関する現在のトレンド・バズる
ポイントや SNS 投稿時に起こり得るトラブル・問われ
る責任についての話がありました。研修会の模様は上田
地域産業展 2022 オン
ライン展示会のサイト
にて視聴することがで
きます。（参加者15名）

女性会文化・芸術セミナー女性会文化・芸術セミナー
野の花に生かされて　開催野の花に生かされて　開催

　10 月19日㈬、当所
女性会（山崎孝子会長）
では、伊那市芸術文化
大使でもある、花人	唐
木さち先生を講師に迎
え文化・芸術セミナー
をうな藤にて開催しま
した。

　「野の花に生かされて」と題したセミナーでは、自然
にある山野草を生かす花が特徴的な講師が、” 野の花を
生かす ” を信条に生け花と向かい合ってきた中で、自然
のままの野の花の偉大さや環境に合わせ変化していく様
を学び、それらが実生活にも大きく影響していることを
講演しました。セミナー後半では、会場に展示された作
品の解説や即興の生け花実演を行い、参加者の方々の質
問にも回答し、33 名が参加の中大変盛況となりました。

動画は
こちら !

制度改正等の課題解決環境整備事業

働き方を見直し売上・作業効率アップ !
いますぐ役立つ DX セミナー開催

　当所は、10 月 13 日㈭ 5
階ホールにて、等々力経営
コンサルティング事務所代
表の等々力浩二氏を講師に
招き、中小企業で活用でき
るデジタル化・DX 推進に
ついてのセミナーを開催し
ました。

　小規模事業者のデジタル化推進は非効率業務を抽出し見
える化することが初めにあり、主な課題は「予算」「IT 人
材不足」にあると解説。次に、クラウド型アプリとタブレッ
トを活用した現場のペーパーレス化などの実践的な事例で
効果を示しました。デジタル化は一気に進めるのでなく、
まずは社内で完結する業務から取り組むのがよいと、はじ
めの一歩を後押しする内容でした。
　また、電子帳簿保存法に関連する各種会計ソフトや売上
アップにつながるツールの紹介もあり、有意義なセミナー
となりました。	 （18 名）
　なお、当所では「IT 導入・活用個別相談会」も下記の通
り開催します。どうぞお気軽にお申し込みください。

【IT 導入・個別相談会】
■日　時	 令和4年11月8日㈫、11月9日㈬、11月25日㈮
	 10：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00
■場　所	 上田商工会議所
■相談員	 （特非）長野県 IT コーディネータ
	 協議会所属 IT コーディネータ
■定　員	 各日最大 3組まで
	 （1組最大 90 分）

中部横断自動車道で連携
静岡・山梨県との交流フェア開催
　上田商工会議所では、
中部横断自動車道の全線
開通のメリットなどを
広く周知し、早期開通
につなげるため、9月 8
日、同自動車道の沿線の
経済団体による「中部横
断自動車道経済懇談会　
2022 総会」を上田市に
おいて開催しました。中
部横断道全線開通に向け
た取り組みの一環として、
静岡商工会議所、甲府商
工会議所、小諸商工会議所、佐久商工会議所と共催に
より、各地域の物産による交流フェアを開催しました。
　上田地域では、イトーヨーカ堂アリオ上田店におい
て 9月 28 日㈬～ 10 月 3 日㈪、やおふく古里店・東
御店において 10 月 7 日㈮～ 11 月 10 日㈭まで開催さ
れました。静岡県ではうなぎパイ、山梨県では信玄餅
やほうとうなど地域ならではの商品に人気が集まって
いました。

イトーヨーカ堂アリオ上田店会場 やおふく古里店会場
申込は
こちらから→
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「人づくり」から考える
「ものづくり」

ビジネススクール  スクーリング実施
　当所では、人財育成
を通し企業活動に貢献
することを目的に、㈻
産業能率大学の協力
を得て毎年ビジネスス
クールを開講していま
す。9 月 10 日 ㈯、10

月1日㈯に、第 35期同スクールのスクーリングを開催しました。
スクーリングでは、通信テキスト教育で得た知識をより実践
的に身につけるための講義や、受講者同士のグループワーク・
発表が行われました。マネジメントコースでは、管理者とし
てより成果を高めるための職場課題の検討や、目標管理、OJT
計画作成などを体系的に学び、生産コースでは、品質、納期、
コストなど観点から効率的な生産現場をつくるための工程分
析等の手法について、「人財育成」を軸に考え、ワークを織り
交ぜながら研修が行われました。3コースで合計 32名が参加
し、グループワークなどを行い交流することで、深い学びにつ
ながるスクーリングとなりました。

『2023 年版 上田商工会議所
オリジナルカレンダー』完成

12 月中旬から配布を開始します
　当所では、毎年、地域資源にスポットを当てたオ
リジナルカレンダーを発行し、ご好評をいただいて
おります。「美しい、うえだフォトコンテスト」（関
連記事 4ページ）における入選作品の中から特に優
れた魅力溢れる写真を厳選し、2023 オリジナルカ
レンダー「上田の四季」
を作成しました。多く
の皆様に美しい上田を
感じていただき、広く
内外に PR してまいり
ます。12 月 10 日より
本所及び塩田・川西支
所窓口にて配布します。
原則として 1事業所 1
部配布です。数量に限
りがあり、無くなり次
第配布終了となります
のでご了承ください。

信州上田の伝統行事信州上田の伝統行事
上田市商店会連合会 えびす講売出し  開催 !上田市商店会連合会 えびす講売出し  開催 !

　上田市商店会連合（柳島隆二会長）は、上田において
江戸時代から続く伝統行事「えびす講」の売出しを今年
も開催し、当会議所も共催します。
　上田のえびす講は天保 9年（1838 年）より始まりま
した。秋の一大イベントとして、大輪の花火が何発も打

ち上げられ、米俵が高々と積み上げられました。
　今回は昨年に引き続き、コロナ禍を踏まえ大規模なイ
ベントではなく、「地元のお店ご利用に感謝」というテー
マのもと、お買い物をしていただいた皆様に福をお分け
します。

○売出期間	 11 月 18 日㈮～ 12 月 4日㈰
○応募締切	 12 月 9 日㈮必着
○当選発表	 12 月下旬に賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。
○賞　　品� 商店会賞 60 本（商店街商品券	他）／大型店賞 40 本（大型店商品券）
○応募方法	 売出期間中に下記の商連加盟商店街のお店では合計税込 3,000 円以上、

大型店では 5,000 円以上ご利用のレシートと必要事項を記入したえび
す講チラシ内（QRコード参照）の抽選券を封筒に入れて事務局まで
郵送にてご応募ください。

○加盟商店街および大型店（順不同）
海野町、松尾町、原町一番街、大門町、上横町、下横町、川辺町、本町、柳町、
長野県電機商業組合上小支部加盟店舗、イトーヨーカドーアリオ上田店、
イオン上田店、やおふく秋和店・古里店・塩田店、
ツルヤ上田中央店・山口店・塩田店・神畑店

○お問合せ・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事務局
　TEL.0268-22-4500　FAX.0268-25-5577
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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

カフェ 　plus sol 上田市古里 1576-5

　コンテナカフェ。白い外装に黒のロゴが目を引き、シンプルでスタイリッシュな雰囲気が
広がる。テイクアウトが主で、アウトドアのテーブル席もある。爽やかでフルーティーな自
家製レモネードが人気。珈琲やティー、無添加のソフトクリーム、米粉のワッフルもある。
店名はプラスソル。sol はラテン語で太陽、プラスは＋（足す）。「毎日に＋太陽を、生活に
＋sol を」で、生活に太陽のようなエネルギーをプラスしたいとの意。駐車場2台。
【営業時間】11：00～17：00（L.O.16：30）【定休日】木・金曜日

美容室 　REBOOT 上田市中央 3-5-21　2F
Tel.0268-75-0072

　外壁の大きな店名表示が目を引く。店内は、白色や水色をベースとし、さわやかな空間
が広がる。カット・パーマ・カラー・トリートメントなどを高度な技術で施術する。顧客は
10～70歳代と幅広く、男女比は、ほぼ半々。フレンドリーな接客を心がけ、入りやすく、
リラックスできるサロンを目指す。個室対応で、予約優先。キッズスペースがあり、子供連
れでも安心。店名は「新たな出発」の意。カット3面、シャンプー2台。駐車スペースは、
1F。
【営業時間】9：00～21：00【定休日】火曜日

長野県からのお知らせ

信州プレミアム食事券発行事業について
　長野県では、新型コロナウィルス感染症の影響による売上減少や、原材料価格の高騰により厳しい経営に直面
している飲食店等の支援を目的とし、長野県独自のプレミアム付き食事券「信州プレミアム食事券」を改めて発
行することとしました。
　今回は、飲食店等の精算手続きに係る負担軽減と現金化に係る時間の短縮、合せてDX推進の観点から、「電
子チケット」により発行します。二次元バーコードを利用したキャッシュレス決済となりますが、飲食店等では
電子機器類の用意は不要で、あらかじめ送付する二次元バーコードを店頭に提示するだけで対応可能です。

【事業の概要】
１．販売期間：	令和 4年 11 月 28 日㈪～令和 5年 2月 28 日㈫
２．利用期間：	令和 4年 11 月 28 日㈪～令和 5年 3月 10 日㈮
３．販 売 額：	10,000 円（一人当たり 30 万円分まで購入可能）
４．額　　面：	12,000 円（プレミアム率 20%）
５．発行総数：	25 万セット
６．利用可能店舗：	以下の要件を満たし、本事業に登録した飲食店等

※前回の食事券事業に参加いただいた食事券取扱加盟店は、自動継続とするため、改めて手続は不要です。	
　（今回新たに加盟店登録する飲食店等のみが対象）
①長野県内に所在すること
②必要な営業許可を受けている飲食店等であること
（接待を伴う飲食店、カラオケボックス、テイクアウト・デリバリー専門店などを含む）
③注文に応じてその場で調理した飲食料品を提供していること
④ガイドラインに基づき、感染予防対策に取り組んでいること
⑤新型コロナ対策推進宣言店であること

７．飲食店の登録方法
⑴　公式ホームページ（https://shinshu-premium.jp）からの電子申請（11 月 10 日㈭から）
⑵　Fax でのお申し込み（11 月 10 日㈭から）　※ FAX 申請用紙は公式ホームページからダウンロード可能

８．お問合せ先
信州プレミアム食事券キャンペーン事務局：受託者　㈱ JTB 長野支店
TEL.026-219-6265　FAX.026-291-5801　E-mail:	Shinshu.premium@jtb.com　運営時間：平日10：00～ 17：00



アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承継など）を共済制度／
福祉制度でサポートしています。
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　上田商工会議所会館3階　TEL.0268-22-3164
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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

商工会議所LOBO調査
（早期景気観測調査）

2022年
調査結果９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、円安急伸でコスト負担が増加し、悪化。先行きは、物価上昇に歯止めかからず、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
▲ 23.3 ▲ 5.8 ▲ 27.4 ▲ 76.8 30.8 ▲ 17.7 17.4

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 23.7 ▲ 10.3 ▲ 27.6 ▲ 72.4 28.1 ▲ 18.9 19.3
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23.3ポイント。前月比2.3ポ
イント悪化。
◦	高騰が続く資源・原材料価格に加えて、電気代のさらなる値
上がりや、140円台まで進んだ円安の急伸による輸入品の価
格上昇など、企業のコスト負担は増加し続けており、全業種で業況が悪化した。さらに、サービス業・小売業で
は物価高による消費マインドの低下、建設業では人手不足対策としての人件費増加が業況を下押しした。製
造業では部品の供給不足、卸売業では台風等の天候不順による物流コストの上昇が業況を下押しした。感染
状況が落ち着き、人流も回復基調にあるものの、増加し続けるコスト負担が企業経営の重荷となり、中小企業
の景況感は2ヵ月連続の悪化となった。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】	住宅建設関連や設備投資等の民間工事の需要は堅調に推移するものの、建設資材価格の高

騰や燃料価格の上昇、深刻な人手不足対策のための人件費負担の増加、公共工事の受注減
少などが下押しし、悪化。

【製　造　業】	半導体等の部品供給不足が継続する中、燃料価格の上昇や円安による輸入部材の高騰で増
加したコスト分の価格転嫁が追いつかず、収益を圧迫し、悪化。

【卸　売　業】	輸送費や包装資材価格が高騰する中、個人消費の低下で小売店向け等の引き合いが減少し、
悪化。台風などの天候不順による物流コスト上昇の影響を受けた声も聞かれた。

【小　売　業】	円安急伸に伴う輸入品の価格上昇などコスト負担が増加する中、物価高による消費マイン
ド低下により、商店街や総合スーパーを中心に、悪化。

【サービス業】	感染者数が減少傾向となり、飲食・宿泊業を中心に客足の回復が見られたものの、円安に
伴う仕入価格や燃料価格上昇などのコスト負担が重荷となり、悪化。

◇先行きについて
・先行き見通しDI は、マイナス23.7 ポイント（今月比0.4 ポイント悪化）
・全国旅行支援の再開や水際対策の緩和による客足回復の期待感が小売業・サービス業で広がる一方、
物価高による収益圧迫を危惧する声が聞かれた。業種を問わず、物価上昇によるコスト増に対する十
分な価格転嫁も行えていない。欧米のインフレ対策で世界経済の鈍化が顕在化する中、円安や物価上
昇に歯止めがかからず、さらなるコスト負担増の懸念から、中小企業の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、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） 11 月 16 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

12 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

11 月 21 日㈪
13：30 ～ 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

12 月 5日㈪
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会上田支部
税理士

労　務 12 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）

12 月 5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
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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11月

青 色 申 告 決 算 等 説 明 会 の ご 案 内

年末調整について送られてくる書類が変わります !

　今年も決算の時期が近くなりました。正しい帳簿・記録に基づいて正しい決算と申告をしていただくために、具
体的な決算の仕方や青色申告決算書の作成、確定申告に当たっての注意点等について、下記のとおり、説明会を開
催いたします。

《内　容》
■日　　時	 令和 4年 12月 5日㈪　14：00～ 16：00
	 　　 　　12月 6日㈫　10：00～ 12：00／ 13：30～ 15：30
■場　　所	 上田商工会議所　5Fホール　　　■講　　師　税理士
■定　　員	 各日時 40名　　　■申込〆切　11 月 21日㈪　※定員になり次第、締め切らせていただきます。
■持 ち 物	 筆記用具、受講証明書（受講証明書をお持ちでない方は受付でお渡しします。）
■お申し込み・お問い合わせ　上田商工会議所　TEL.22-4500　FAX.25-5577

主催　上田商工会議所・中小企業相談所／共催　上田青色申告会

【年末調整等に関するパンフレットに代えたリーフレットの送付について】
　令和 4年分の年末調整より、「年末調整のしかた」「給与所得の源泉
徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」「源泉徴収税額表※」に代えて、
国税庁ホームページや年末調整手続の概要を案内したリーフレット「令和
4年分年末調整についてのお知らせ」が送付されます。これらのパンフ
レットは国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」（下記
参照）に掲載されていますので、そちらをご確認ください。
※令和5年分の「源泉徴収税額表」の税額については、令和4年分から変更はありません。

【「年末調整がよくわかるページ」をご覧ください】
　国税庁ホームページに「年末調整がよくわかるページ」が開設され、
年末調整に関する様々な情報が提供されています。
　このページには、年末調整の手順・源泉徴収票等の作成等を解説した
動画やパンフレット、扶養控除等申告書などの年末調整時に必要な各種
申告書、源泉徴収簿及び源泉徴収票等の様式、従業員の方向けの説明用
リーフレットなど年末調整の際に役立つ情報を掲載されていますので、
ご活用ください。また、各種申告書の記載例など、従業員の方が扶養控
除等申告書などを記載する際に役立つ情報も掲載されています。

「年末調整がよくわかるページ」はこちら

小規模企業共済・経営セーフティ共済の年末手続きはお早めに!

　年末近くのご加入の場合、
口座設定の不備や残高不足
があると年内の振り替えが
できません。また、前納（ま
とめ払い）のある方につき
まして、年末の慌ただしい
時期でのお取引となります
ので、お早めのお手続き・
ご準備を進めてください。

【小規模企業共済】	12月預金口座振替日は12月19日㈪です。
掛金の引き落とし方法（毎月払い・半年払い・年払い）と金額をご確認ください。

【経営セーフティ共済】	12月預金口座振替日は12月27日㈫※です。
掛金月額変更・前納申出は12月2日㈮※までにお手続きください。

※提出期限を過ぎてのお手続きや、振込による前納はできません!



㈱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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会議所共済会議所共済
口座振替のお知らせ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1111月月2222日㈫日㈫ です。

～「税を考える週間」とは～
令和 4 年 11 月 11 日㈮～ 17 日㈭

　国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する
知識と理解を深めていただくため、1年を通じて租税に関する啓発
活動を行っていますが、毎年11月11日から17日を「税を考え
る週間」として、集中的に様々な広報広聴施策を実施しています。

「国税庁の取組紹介」
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/index.htm

税務署からの
お知らせ

そば処倉乃
〒386-1327　上田市八木沢268-3
TEL. & FAX.0268-38-1347
HP：https://soba-kurano.com/

　標高 1000m 上田
市真田町渋沢にある
自家栽培農場より秋
の便りです…今年も

おいしくできました。仰ぎ見る四阿山の湧水で心を込め
て打つ田舎そばをぜひご堪能下さい。目にも鮮やか、鼻
の奥に広がる香り、つるっとしたのど越し…五感で味わう
この時期ならではの新そばです。少し早めですが年越し
そばご予約も承って
おります。ご来店お
待ちしております !

本物の信州そばを求め
自家栽培、自家製粉

クリーニングの24時間ロボット受付引取機
「クルたん」登場!
　皆様のライフスタイルに
寄り添う、クリーニングの
24 時間ロボット受付引取
機「クルたん」が長野県初
登場♪　お忙しい時はクル
たんでポンと出せ、ご相談
がある時などは店頭でじっ

くりと。お引取りの際も、クルたん、または店頭でと、
ご利用の組合せは自由。営業中も営業時間外も非対面で
パッとご利用頂け、お客様から「簡単便利でいいわね !」
とお声を頂戴してます。神畑本店・常田店・古里店、市
内3店舗にて皆様の清潔で健康な暮らしを応援します♪

　　　　クルたんの詳細はこちら👉

クリーニングハウスみつみ〈神畑本店・
常田店・古里店〉

〒386-1103　上田市神畑226-6（本社）
TEL.0268-22-5189（本社）
URL: https://www.ch-mitsumi.co.jp/

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 242
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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

㈲パイプライン長野 上田市殿城 975-3 75-4155 建築設備
いちや 上田市住吉 1160 25-1841 そば店
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。

信州まつもと空港企業利用キャッシュバックキャンペーン
【商工会議所・商工会限定】のご案内information

　長野県内の商工会議所及び商工会の会員が信州まつもと空港を企業利用すると、利用回数や路線に応じて最大 6
万円がキャッシュバックされるキャンペーンが実施されます。片道換算で札幌線・福岡線・神戸線を 4回利用し
た場合に各企業・団体に対してキャッシュバックされます。一企業・団体あたり合計 3回まで申請可能です。

【キャンペーン概要】
◆対 象 者	 長野県内の商工会議所および商工会の会員

企業・団体
◆対 象 便	 信州まつもと空港を発着する定期便
◆対象期間	 令和 4年11月1日㈫～令和5年2月28日㈫

の搭乗分
◆対象要件	 対象期間中に、対象企業・団体の社員・構

成員の方が片道換算で札幌線・福岡線・神
戸線を4回利用するごとにキャッシュバッ
クされます。一企業・団体あたり合計 3回
まで申請可能です。

◆キャッシュ
バック額

	 ①札幌線・福岡線	 20,000 円
	 ②神戸線	 10,000 円
◆申請方法	 指定の還元金交付申請書に搭乗券（コピー

可）を貼付の上、下記申請先へ提出。

◆申請締切	 令和 5年 3月 3日㈮
※申請締め切り前でも予算を超えた時点で締め切りとなり
ます。（先着順）

【商工会議所会員の申請先】
（一社）長野県商工会議所連合会
〒 380-0904
長野市七瀬中町 276　長野商工会議所ビル 3階
TEL.026-226-6432

【お問合せ先】
信州まつもと空港利用促進協議会事務局／
長野県企画振興部	松本空港課
〒 380-8570　長野市大字南長野字幅下 692-2
TEL.026-235-7019

　　　　　休眠会社・休眠一般法人の整理作業について法務局からの
お知らせ

　会社や法人の設立登記後、会社の登記事項に変更が
あった場合には、2 週間以内に変更の登記をする義務が
あります。（会社法第 925 条第 1項等）例えば、会社の
商号や本店所在地、役員に変更があった場合などです。
これに違反した場合、裁判所から 100 万円以下の過料
に処せられます。

「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」とは ?
　毎年 10 月頃、法務大臣による官報公告が行われ、休
眠会社または休眠一般法人に対して、登記所から通知書
が送付されます。この公告から 2 か月以内に、「必要な
登記申請」または「まだ事業を廃止していない旨の届出」
をしない場合、実際には事業を継続していても、「みな
し解散の登記」がされます。この一連の手続を「休眠会
社・休眠一般法人の整理作業」といいます。

休眠会社・休眠一般法人とは ?
■休眠会社
　最後の登記から 12 年を経過している株式会社（会
社法第 472 条。なお、特例有限会社は含まれません。）

■休眠一般社団法人
　最後の登記から 5 年を経過している一般社団法人
または一般財団法人（一般社団法人及び一般	財団法
人に関する法律第 149 条・第 203 条。公益社団法人
または公益財団法人も含まれます。）
　詳細については法務局にお尋ねください。

◆休眠会社・休眠一般法人の整理作業に関する
お問い合わせ先

　長野地方法務局　TEL.026-235-6611
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