コロナ禍の事業所の対策について

長野県は次の３件について、新たにウェブ
サイトを立ち上げ、コロナ禍における事業所
の対策を支援しています。
１・
「オールＮＡＧＡＮＯモール」掲載事業
所の募集
▽概要：新型コロナウイルス対策として、イ
ンターネット販売の強化に取り組む事業者の
支援を目的とし、長野県内の特産品や地場産
品を取り扱うＥＣサイトの商品情報を集約す
る「オールＮＡＧＡＮＯモール」を開設。こ
れに先立ち、サイトに掲載する県内事業者様

に取り組む飲食関連事業者やイベントなどで

▽概要：キッチンカーなどを活用し営業活動

開設

２・
「販売機会マッチングＮＡＧＡＮＯ」の

す。

▽特徴：

ＧＡＮＯｍａｒｋｅｔ」の開設。

向け県産品ＢｔｏＢマッチングサイト「ＮＡ

との商談機会を創出するために、輸出事業者

と県産品に関心がある海外バイヤー
（買い手）

継、従業員承継、Ｍ＆Ａなどの事業引継ぎに

発展性が見込まれる中小企業などの親族内承

機関との密接な連携を構築し、
事業の継続性・

▽業務内容：金融機関、商工団体などの関係

営資源の喪失を防止します。

を支援するため、販売機会を創出するマッチ

の販売機会が減少している販売・生産事業者

事業者情報を、カテゴリー、キーワード、輸

の２か国語で紹介（詳細な商品情報及び県内

①商品情報を「英語」と「中国語（簡体字）
」

長野市若里（長野県工業技術総合センター３

▽設置場所と問合せ先

談無料）

ついて、ワンストップで総合的に支援。
（相

ング機能を実装したウェブサイトの開設。

▽募集期間と応募書類提出先：５月 日（金）

走支援します。

分に応じ、支援機関が研究開発・事業化を伴

索とその市場の成長見込みの調査や、募集区

「目利き集団」と連携して中核技術の用途探

▽事業化戦略の策定支援：技術を市場へ繋ぐ

２００万円）

を交付。
（補助率：２分の１以内、
補助上限額：

▽内容：研究開発に要する経費に対し補助金

▽対象者：県内企業及び県内大学など

業や県内大学などが行う研究開発

当該技術の具現化・事業化を目指し、県内企

ニーズの解決・事業化に必要な新技術を特定、

▽対象事業：未解決の社会ニーズを踏まえ、

世界市場展開のための研究開発支援事業について

階）電話０２６・２１９・３８２５

②海外バイヤーから県内事業者へ「引き合

出実績などの切り口でわかりやすく検索でき

い」メールが届く（海外バイヤーから商品に

る形で紹介）

どとのマッチングをオンラインで支援。開催

▽特徴：出店・販売機会をお探しの県内の事

場所、時期などの条件や、フリーワードによ

関する問合せなどのメッセージが登録したメ

業者と、出店者をお探しのイベント主催者な

る検索や、サイト上で相互メッセージを送る

ールアドレスに直接届く）

③海外での展示会・フェアなどへの出展情

ことも可能。
▽対象事業者

ブースの場所などの情報をサイト上で発信す

報を発信できる（海外開催される各種展示会

（具体例：飲食店、小売店、メーカー、生産

ることで、商談機会の創出を図る）

【出店者】キッチンカーや移動販売車を保有

者など）

▽料金：無料

やフェアなどへ出展する際に、会場での出展

【主催者】イベントや催事の開催者、施設や

▽その他：登録する商品情報の英文及び中国

する方、屋台・ブースなどで出店が可能な方

敷地などの出店可能スペースの管理者（具体

です。

例：イベント主催者、地方自治体、各種団体、 語文は、原則として各事業者での作成が必要
大型小売店、土地・施設の管理者など）

全ての問合せ先は長野県産業労働部営業局

販売流通促進担当（電話０２６・２３５・７

▽利用メリット
【出店者】県や市町村が関与するイベントな

２４８）まで。

▽目的：県内中小企業者の後継者不在や経営

長野県事業承継・引継ぎ支援センターが開設

ど、さまざまな出店可能情報を確認すること
ができます。
【主催者】長野県内で営業を行う出店可能事
３・輸出事業者向け県産品ＢｔｏＢマッチン

者の高年齢化を背景に課題となっている事業

業者の情報が入手できます。
グサイト「ＮＡＧＡＮＯｍａｒｋｅｔ」の開

設
承継について、円滑な事業引継ぎ、中小企業
▽概要：輸出志向のある県内生産者（売り手） 等が有する技術やネットワーク等の貴重な経

午後５時まで（佐久地域振興局商工観光課へ

持参又は郵送により提出）

▽応募様式・事業詳細：県ホームページから

ダウンロード

▽問合せ先：佐久地域振興局商工観光課（電

話０２６７・６３・３１５７）
。

－2－

の商品を募集しています。
▽特徴：県内の事業者が運営するＥＣサイト
の県産商品等をまとめて紹介するポータルサ
イト。大規模ＥＣモールや自社サイトの垣根
を越えて、長野県ならではの商品がカテゴリ
ー、商品特性、フリーワードなどで検索でき
ます。
▽対象事業者
原則として、県内に本社または主たる事業
所を有する事業者
▽対象商品：本サイトへ掲載できる商品は、
以下のとおり。
【農林水産物】長野県で生産、収穫されたも
の
【加工食品・工芸品等】主要な原材料が県内
産である商品（主要な原材料が県外産であっ
ても、製造または加工の最終段階を県内事業
者が行っている商品）
▽利用メリット：県の積極的なＰＲにより、
自社で運営するサイトへの送客が期待できま
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しい時代に向けて

年部会員がデザインをしたステッカーを作成。

新
該当する人に向け、１００枚ほどを無料配布し

えたのは、青年部の強みである「若く柔軟な発

このように、コロナ禍でもこれらの事業が行

えて行う予定です。

 目指すは「進化」と「発展」

昨年度は新型コロナウイルスの感染拡大によ

車に対しての誹謗中傷や差別を減らそうと、青
り、青年部活動の主となる事業やイベントも中
止を余儀なくされ、ほとんどの活動が行えない

援する事業では、まず青年部会員に向け、会費

今年度は会員数 人でスタート。この人数は

新たな青年部を作り上げていきたい。

想」を生かしつつ、やはり青年部らしさである
ました。
コロナで苦しい状況に立たされた飲食店を応 「迅速さ」と「行動力」があったからこそです。
今年度も、この青年部らしい柔軟さや行動力で、

今年度こそは、例年行ってきた事業を実施し

の一部を、会員飲食店で使える「飲食店応援チ

１年となってしまいました。

たい―との思いで受け継いだ会長職ではありま

決して多くはありません。また、 歳で卒業と

すれば 数人が卒業することになります。昨年

3

すが、すでに浅間山開きやみこし、ドカンショ

いう制限があり、計算してみると、あと 年も

45

会員増強はやはり今後の大きな課題です。

青年部活動のメリットについてよく聞かれま

すが、
「会員同士の交流」ではないでしょうか。

目先の利益ではなく、会員交流や研修を通じ、

経営者や後継者として自己研鑽する場だと思っ
ています。

私自身、 歳で「ヨシダ」に入社し、取引先

トするなど青年部一丸となって取り組み、大変

ん」を実施。飲食店以外の会員も販売をサポー

してテイクアウトしてもらう「小諸人の晩ごは

お近くの青年部会員までお問い合わせ下さい。

に興味のある方は、一度商工会議所、あるいは

誇りを持った人がたくさんいます。青年部活動

ここには小諸を愛し小諸で商売をすることに

会員飲食店の自慢の料理を晩ごはんのおかずと

好評でした。この事業は、今年度も機会をとら

－3－

54

度は新たに４人が入会しうれしい限りですが、

10

といった市民まつりの中止が決定。青年部の活

動の場がなくなるなど、昨年度同様にかなりの

影響を受けることが分かった上での船出となり

ました。
そこで、従来通りの活動ができないのであれ

ば、コロナ禍の今だからこそできることを探し

3

ケット」の形にして還元。多くの飲食店で利用 ぐらいしか会話の機会がありませんでしたが、
してもらえたようです。また年度末の 月には、 青年部を通じて多くの他業種の仲間と知りあう
ことができ、良い刺激を受けています。

吉田 俊 会長
青年部

行動しなければいけない。そんな思いから、今

年度のスローガンを「エボリューション～新し
い時代へ進化・発展～」と掲げました。
多くの先輩方が築いてきた「青年部」という
ものをしっかりと守りつつ、これからの時代に
合わせた新しい青年部の姿も模索したい。その
ためには、自分たちが日々進化、発展していく
ことが大切になると思うのです。
昨年度も、コロナ禍でできることがないか検
討を重ね、いくつかのコロナ対策事業を実施し
ました。例えば「小諸人ステッカー」
。これは、
市内在住ではあるが県外ナンバーを付けている

18

Voice to the future

活力ある事業所情報

人の個性を輝かせることで周
りも高め合い輝いてほしい」

り、誰でもふらっと立ち寄れ

㎏１６００円、７㎏１３００

先端機導入でリニューアル 工コース」を洗濯乾燥機に導入。

るようになった。

洗濯から乾燥までの利用ができ

燥機を増設し、入れ替え無しで

先端機器の他、新たに洗濯乾

した。

入れ替えリニューアルオープン

ーホワイトピア」が、機器を

円。

同店はお湯洗いで汚れ落ちが
抜群で、ガス乾燥のためウイル
スやダニの撃退に効果があり、
洗濯機はプラス１００円で除菌
すすぎコースも選べる。
また、乾燥機は熱風が直接衣類
にあたらずドラム内の隅々まで
行きわたり、衣類に満遍なく熱
を伝えることができるため衣類
小山社長は「ガス乾燥による

にやさしくふっくら仕上がる。
衣類や布団、毛布などのふわふ
営する三和の「コインランドリ たい」と話している。

小山商会（小山等社長）が運 わな仕上がりを実感してもらい

ホワイトピア

16

「世界に一つ」の商品販売

ヴァ―チュ
という願いを込めている。
高地店主は「メディカルハ
ーブアロマカウンセラー」の
資格を取得していることから、
一人一人の客に合ったハーブ、
アロマの選び方や楽しみ方な
どハーブ、アロマに関するア
ドバイスを行っている。
この他、
「メンタル心理カウ
ンセラー資格」もあることか
ら、心理学の知識に基づくス
トレスや悩みなどカウンセリ
ングケアも行う。
ョップに「ＶＩＲＴＵＥＳ（ヴァ
る温もりのある店作りをして

１０００円

機材は全部で 台。洗濯機が

㎏（毛布シングル７枚程）１台、

㎏
（毛布シングル 枚程） 台、
７㎏２台。
洗濯乾燥機が ㎏（毛布シン
グル３枚程）２台。この他靴洗
濯乾燥機も１台設置している。
乾燥機が ㎏（毛布シングル３
ル６枚程） 台。また、県内初
の抗菌・防臭の「抗ウイルス加

－4－

相生町にある当所チャレンジシ 「作り手と受け手の思いが伝わ
―チュ）
」
（高地仁美店主）がオー

現 在、 オ ー プ ン 記 念 と し

いきたい」と話している。

アクセサリー、ハンドバック、

てカードセッションを先着

プンした。
天然石、ハーブなどを中心に「世
ーダーメイド商品を委託販売。

で 受 付 中。

人 限 定

また、高地店主手作りのアロマス

所要時間

30

ダー、ストラップ ８
( ００円～） 分 ～ １ 時 間

22
㎏
（毛布シングル 枚程） 台、

1 1

界に１つだけ」の手作り商品、オ

トーン（６００円～）やキーホル

程。

3 6

年中無休

●三和 1-3025-1 ●営業時間：5 ～ 24 時

17

16

25

2

10

も販売している。委託作家は随時

12 17

枚程） 台、 ㎏（毛布シング

14

10

募集している。
店名は英語で「美徳」の意。
「

1

●相生町三丁目１－９●平日 11 ～ 19 時、土日祝 11 ～ 18 時 不定休 ●メール：virtues123hk@gmail.com

掲載情報を募集しています ! TEL.0267-22-3355/FAX.0267-23-9030
E-mail:kcci@komoro.org
ネイルケアとハンドマッサージ

ベルボヌール

らかく満たし、乾燥で乱れた状態

新商品「リリコイバター」開発

っていきたい」と話している。
同社は今年で創業 年目。直
果実、野菜の委託加工や菓子メ

営販売は行わず、近隣生産者の

高嶺商会

きのあるツヤ肌に整える」という。

ーカー、飲食店の業務用製品な

を調律することで、柔らかさと輝
爪の長さや形を整え、甘皮処理を

ど、顧客の要望に合わせて開発、

施すネイルケアは２千円。
収束の見えないコロナ禍で手荒

糖度や酸味、果実の残し方、ボ

●相生町３丁目１－９ ●営業時間：10 ～ 16 時 ●土、日、祝日定休 ●ＬＩＮＥ ＩＤ：＠３９５ｑｂｚｏｌ

る。

な容器詰めなどにも対応してい

希望に合わせてスタイリッシュ

また、各品種や小ロット生産、

いるという。

く頼らない製品作りを心がけて

気を配り、食品添加物になるべ

製造。ジャムなどの果実製品は、

れに悩む人が増えているという。
「手指のマッサージは心身の健康

缶詰製品製造を手掛ける「高嶺

ディ感、色の鮮やかさ、香りに

和田工業団地内で瓶詰製品、

53

に効果がある。手と手の触れ合
いの中で、体
と心の潤いを
持ち帰ってほ
しい」と山田
店主は呼び掛
ネイルケアとハンドマッサージ けている。

商会（林貴之社長）は、食品流
通業界の商談展示会「スーパー

●和田 547-21 ● TEL：22-3832 ● http://takane-shokai.com/index.html

の「ＢｅｌｌｅＢｏｎｈｅｕｒ（ベ
ルボヌール）
」
（山田美香店主）が、

マーケットトレードショー」で
の商談を機に、新商品「リリコ
パッションフルーツとバター

イバター」を開発した。
のジャムで、芳醇な香りとジュ
ーシーな甘酸っぱさが特徴。パ

－5－

相生町商店街にあるチャレンジシ
子どもからお年寄りまで、爪先

ョップに開店した。
や手元、腕の手入れからマッサー
ジを通して「幸せに輝く生活を送
ってほしい」と、本格開業に向け

ッションフルーツピューレを

い。今後も求められた商品を作

多くの人に楽しんでもらいた

品。

進められない中やっとできた商

が出来ず、打合せもスムーズに

ーはコロナ禍で県を跨いだ往来

林典彦専務は「リリコイバタ

着色料、香料不使用。

トグラニュー糖を使用している。

みをより引き立てるため、ビー

％使用しているほか、素材の甘

40

て取り組んでいる。
ネイリストの学校で学び、スタ
ッフ経験もある山田さんは５年前
に小諸市に移住。出産や子育てで
ブランクはあったが、
「好きなこ
とを仕事にしてみたい」と、当所
主催の創業塾で経営ノウハウを学

分千円。

び、この４月からチャレンジショ
ハンドマッサージは

ップに店を構えた。

ル」を数量限定で使用。
「 肌を柔

スした自然素材の「モンテカオイ

施術には、マドンナがプロデュー

15

建設委
新型コロナ対策で市に要望
商業委
当所建設委員会
（谷和人委員長） 市街地ににぎわいが消えたもの

新会長に

吉田俊 さん（ヨシダ）

日に開き、新会長に吉田俊さん（ヨ

▽副会長
大西響（大西製粉）
清水健教（名城工業）
▽監事

大森豊也（セイケンハウス）
村松丈徳（村松商店）

同部の会員は現在 人。吉田新会

▽総務運営委員長

篠原俊介（明徳）

▽会計

と渋滞緩和に向けて、デマンドタ

建設委員会は、
「新しい生活様

小泉裕望（Ｉ・Ｎ・Ｔ）

▽経営研修企画委員長

黒澤隆一（佐久通運）

▽会員ネットワーク委員長

長は新年度スローガンを「エボリュ

利用促進策の実施と新たなコニュ

主な新役員は次の通り。

～とした。

参加店は随時募集中。事業に関する問い合わせは小諸飲食店組

ーション」～次の時代へ進化・発展

市街地への多様な移動手段の確保

と商業委員会（小林敬志委員長） の、今年夏に開業する複合型施設
月 日、小諸市長に提出した。

は、各委員会でまとめた要望を３ 「こもテラス」に関連付け、中心

21

シダ）を選任した。任期は１年。

当所青年部の新年度総会は 月
4

舗を中心に和食や寿司、中華料理など 14 店が集まった。

式に対応したリフォーム補助金」 クシーの「こもろ愛のりくん」の
として、個人事業者を問わず、自
ニティバスの運行を求めた。

コロナ禍で苦戦する飲食店支援事業として始まったサービスだ

動水洗化などの「コロナ対策」に
新型コロナウイルス感染拡大下

▽会長

対応した改修工事や、設備導入に

－6－

山﨑稔季（浅間エンジニアリング）

内町、上田市と続き、岐阜県へとつながれた。

の昨年来、当所から小諸市へコロ

から繋がれた聖火は、県内では軽井沢から始まり、佐久市、山ノ

関する補助金の創設を要望した。

開催され、第２走者として当所の掛川興太郎会頭が疾走。福島県

▽商工業活性化委員長

朝倉修兵（あんでーくっく）

合の和食処みよし（２２－８３７１）。

吉田俊（ヨシダ）

が、「自らも経営努力を進めよう」と、小諸飲食店組合の組合員店
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形で、同事業に参加する飲食店が主体となって実施している。

▽直前会長

当所が３月 10 日まで行っていた「こもろいーつ。」を引き継ぐ

ナ対策に関連する要望提出は６件

「こもろいーつ２」スタート

商業委員会は、
「市コミュニテ

始まった。

小山等（小山商会）
小諸市内の飲食店のデリバリーサービス「こもろいーつ２」が

目。

２０２０東京オリンピックの聖火リレーが４月１日、佐久市で

青年部
市内飲食店のデリバリーサービス

ィバスの利用促進」策として、コ
ロナ禍における外出自粛の影響で

「選 挙 セ ー ル 」 実 施 中

業。問い合わせは商連事務局（電

れるたびに開催されてきた恒例事

を目指し、これまでも選挙が行わ

投票率の向上と商店街の活性化

み。

様々なサービスを受けられる仕組

い物をすると、各店が用意した

ったチラシを参加店に持参して買

期間中、投票を済ませた人に配

る。５月 日まで。
10

象に「選挙セール」を実施してい

欠選挙の投票を行った有権者を対

会は、参議院選長野県選出議員補

長）と小諸市明るい選挙推進協議

小諸商店会連合会（髙橋義英会

商連

話２２・３３５５）まで。

聖火をつなぐ

掛川会頭

26

コロナ禍での飲食店支援の一つと
して、昨年８月から本格的に貸し出
しを開始したキッチンカー。当所は
このキッチンカーは、既存事業者

今年度も希望者へ貸し出しを行う。
の販売促進や移動型チャレンジショ
ップとして購入したもので、昨年度
の貸出回数は 回以上、合計の売上

は９０万円を超えた。
相生坂公園で毎週水曜日金曜日に

桜まつり盛り上げ

ボンボリ点灯で



当所観光委員会（市村憲一委員長）は、
懐古園馬場を中心に桜まつりを彩るボン
ボリを取り付け、懐古園を訪れる観光客
をもてなす事業を行った。

◆工業委員会

４月７日

・令和３年度事業計画について

について

・脱炭素社会に向けた取組みの検討

◆建設委員会

４月９日

例年桜の咲く前から５月の連休前まで

・令和３年度各種事業について

４月 日

◆商業委員会

夜間点灯を行っているが、昨年はコロナ

期間中のイベント開催時に配布した。

こもろ観光局と連携し作成したマスクを

ディスタンスの確保を呼び掛けながら、

症対策としてマスクの着用とソーシャル

また、昨年の紅葉まつりに続き、感染

ぶりとなった。

の影響により桜まつりを実施出来ず２年

当所商業委員会（小林敬志委員長）と

観光委員会（市村憲一委員長）
、商店街連

合会（髙橋義英会長）が２月より実施し

た「希望の光ｉｎ小諸アンブレラスカイ

＆イルミネーション」は、期間を延長し
４月 日まで実施した。

新学期が始まる時期に合わせ、４月か

らは小学１年生がもつ黄色いスクール傘
に入れ替えを行った。

これに合わせ、黄色の注意喚起の色を

活用し、４月６日は全国交通安全運動の

初日として交通安全の呼びかけを実施。

小諸市役所、小諸警察署、小諸消防署、

自家用自動車協会小諸支部、小諸交通安

全協会などと連携し、夕方の 分間相生

町商店街を通る歩行者や自転車に啓発運
動を行った。

４月 日

◆観光委員会

について

・地域活性化集客イベント募集状況

・チャレンジショップについて

ＧＥについて

・ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴＡ

・要望書提出について

委員会だより４月の議題

開催されているＫＯＭＯＲＯ ＦＯ

ＯＤ ＳＴＡＧＥなど、イベント出

店のほか、市内を中心に販売活動を

行いつつ、市外へのＰＲなどにも活

用できる。昨年は調理器具を稼働さ

せるための発電機も購入し、車内で

の調理方法や販売場所の選択肢が更

に拡がった。

交通安全の呼びかけ


黄色い傘で

業

【キッチンカーの概要と貸出方法】

▽営業許可の対象範囲 飲食店営業

（作業室において小分け盛りつけ加熱

処理など簡易な調理を施した食品）

▽貸出対象者 原則当所会員

▽貸し出しの流れ 利用者登録申請

を行い、審査通過後に利用予約を受

け付け。貸出期間などは応相談。
毎月１５日が翌月分の貸出受付の

締切。複数事業者の予約が重複して

いる日は抽選にて決定。その他貸出

予定のない日については適宜受付。
事前にキッチンカーの内装・設備
などを確認希望の方を対象に見学も
行う。詳細はものづくり特別委員会

商

21

４月 日

◆経済環境委員会

・コロナ対策事業について

・令和３年度実施事業について

22

４月 日

◆ものづくり特別委員会

・ジェンダーハラスメントについて

・令和３年度事業計画について

30

ついて

・キッチンカー利用の今後の方針に

20

15

光

－7－

光
観
観

40

事務局（２２・３３５５）まで。

30

キッチンカー利用希望者受付中

委員会活動から

は、地域の健康課題に即した取組 的としています。
せ信州創造枠）の貸付利率が０・

資制度中小企業振興資金（しあわ

り、長野県では長野県中小企業融

センティブ措置が設定されてお

や日本健康会議が進める健康増進 認定取得するメリットとして―

健康経営優良法人認定制度と ができる環境を整備することを目

の取組をもとに、特に優良な健康 ▽労働生産性の向上（健康を理由
２％引下げを設けています。

企業の関心も高まっています。

治体、
金融機関などは年々増加し、

インセンティブ措置を設ける自

経営を実践している大企業や中小 とした欠勤率の低下、長期休職者

企業等の法人を認定する経済産業 数の減少）
評価を得ることによるリクルート

省が推進している制度です。当所 ▽企業イメージの向上（社会的な

では３月に認定を受けました。

ことで、従業員や求職者、関係企 ▽社員のモチベーションアップ

む優良な法人を「見える化」する ▽医療費の削減（経費の最適化）

サ 生 命 保 険 佐 久 営 業 所（ 電 話

は、 当 所 引 受 保 険 会 社 の ア ク

サポートについてのお問合せ

健康経営優良法人認定取得の

業や金融機関などから「従業員等 （離職率の低下、生き生きとした

０２６７・６３・３６６０）まで。

この制度は、健康経営に取り組 効果など）

の健康管理を経営的な視点で考 明るい職場環境） などが期待で
また、認定取得の具体的なイン

本年度開催予定だったこもろ市民

－8－

え、
戦略的に取り組んでいる法人」 きます。

ンク（ＴＤＢ）とセコムトラ

まつり「みこし」
（ 月 日）と「ド

カンショ 」
（ 月 日）は、このほ

ど開催した市民まつり実行委員会で、

新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から、見物客をはじめ担ぎ手

や踊り手の健康を第一に考え、昨年

度に引き続き中止と決定しました。

実行委では、
「小諸を元気にするイ

ベントの開催が必要」との意見から、

「みこし」
「ドカンショ」に替わるイ

ベントを開催する方向で検討してお

り、決定次第お知らせします。ご理

この件についてのお問合せは小諸

解とご協力をお願いします。

市商工観光課（電話２２・１７００）
まで。

代参イベントを検討中

として社会的に評価を受けること

当所は、インターネット上

ストシステムズ（セコム）と
とで、ＴＤＢの場合は通常料

10

活動調査のご協力のお願い

の身分証明書に当たる「電子
現実世界におけるパスポー

金から２０００円、セコムの

証明書取得」を支援している。 提携。この制度を利用するこ
トや印鑑証明書のようなもの

場合は２０００円（２年版）
、

商工会議所会員料金の適用

で、認証局と呼ばれる第三者

ネット上の
「なりすまし」「改

を受けるには当所から「会員

３０００円（３年版）が割引

ざん」
「事後否認」
「盗聴」な

確認用クーポン券」の発行を

機関が持ち主の身元情報を認

どを防止できるため、
「公共発

受けたうえで、ＴＤＢまたは

される。
（料金は全て税抜）
。

注機関などへの入札・調達手

セコムに電子証明書の取得手

証し、発行している。

続き」
「行政機関への各種届出

続きをする必要がある。
制度の詳細は日本商工会議

手続き」
「Ｂ ｔｏＢ電子商取
引」などで幅広く活用されて

所 の ホ ー ム ペ ー ジ（ http://
いる。
商工会議所の会員向け支援
www.jcci.or.jp/it/toritsugi.
）を参照のこと。
html

7 7

経済センサス
国的及び地域別に明らかにす
ること。
▽調査対象

企業などには国から本社など

商工会議所会員限定
割引価格で電子証明書の入手可

制度は、日商が帝国データバ

8

５月末までに市内全事業所・
企業を調査員（当所職員も同
行）が訪問します。
市内の全事業所・企業
▽調査方法

他の統計調査では把握でき
ない日本経済の「いま」を明

①インターネットから回答
時間利用可能で、回答内

らかにするための大切な調査

容を見られる心配もありませ

ですので、ご理解の上、ご回
答に協力をお願いします。

ん。※インターネット回答期
限６月８日（火）まで
②調査員による事業所訪問
調査員が訪問し、調査票な
どの書類を配ります。

に書類が郵送されます。

※支社がある場合など一部の

金額や費用などの経理項目を

全産業分野の売上（収入）

▽目的

員が訪問します。

５月末までに各事業所を調査

６月１日を基準日として、

▽調査日

24

同一時点で網羅的に把握し、
事業所・企業の経済活動を全

市民まつり中止のお知らせ

当所も取得
「健康経営優良法人認定制度」
について

停車場ガーデンカフェ

４月のリニューアル時から新任シェフとして停車場ガー
デンに勤めています。
私は御代田町出身で、調理師専門学校を卒業後、東京を
中心に 10 年間修業。カジュアルフレンチやイタリアンなど
様々なジャンルの料理を手がけました。その後地元に帰っ
て軽井沢のレストランや、しなの鉄道の観光列車ろくもん
で洋食を担当したこともあります。
様々な場所で料理を手掛けてきましたが、振り返ってみ
ると共通して「地産地消」を大切にしてきました。きっか
けは東京にいたころ、立ち上げシェフとして一年ほど千葉
県館山市で働いた時でした。
当初は東京では食材は何でもそろっていたのに対し、当時
の館山市では高速道路が建設途中で、使える食材も限られ
ているというイメージがありました。ところが働き始めて
みると、ここには海の幸も、山の幸も地元産の食材が豊富
にあった。見えていなかっただけで、外国産のブランド食
材を使わずとも、活用できるものがたくさんあることに気
がついたのです。
そうした経験を経て、
「では故郷の方はどうなのだろう」
という興味が湧き、それが地元で働く動機に繋がりました。
停車場ガーデンには市内外からの来店者が集まることか
ら、地域を発信するアンテナショップとしての側面があり
ます。せっかく来てもらったのだから、地元の食材を中心
に提供し続けていきたいというのが私の思いです。
そういう私自身、食べ歩きが大好きです。コロナが広ま
る前は良いお店があると聞けば遠方まで足を運びました。
その土地のものを食べておいしかったという記憶は長く残
るもの。小諸を訪れる人の期待に応えられるような、楽し
くカジュアルで安心安全なカフェを目指していきたいと思
っています。

地元食材の「味」持ち帰ってほしい

事業所ＤＡＴＡ
■新規入会
飯島大樹 丙４５４―３市済

・ ｃ ｌ ｏ ｕ ｄ（ ク ラ ウ ド ）
７８０号

・ひしや本店 御影新田和田

▽７日（金）
・税務相談 （ 時～）
▽ 日（火）
・青色申告会総会
▽ 日（木）
・法律相談 （ 時半～）
・佐久法人会小諸支部総
会 （ 時～）
▽ 日（月）
・経営相談 （９時～）
・労務年金相談 （ 時
～）
▽ 日（木）
・登記法律相談 （ 時
～）
▽ 日（金）
・ 女 性 会 定 時 総 会（ 時
～）
▽ 日（木）
・佐久税連定期総会
▽ 日（金）
・佐久法人会通常総会
（ 時～）
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篠原浩

・アサマリゾート 柿沼秀明

・すずき襖インテリア 鈴

■代表者・所在地変更

木奈保美 八満６９７―５

■所在地変更

・丸清 清水憲一

・農花 岡本なるみ 滋野甲 ■代表者変更
４０７７―９
・海鮮亭楓 安室信治 大手
１―３―３山本ビル地下１階

・Ｂｅｌｌｅ Ｂｏｎｈｅｕ ・ニュー交通 赤坂１―４―
相生町３―１―９

ｒ（ベルボヌール） 山田美香 ４

・ＶＩＲＴＵＥＳ
（ヴァーチュ） 原２７４６―１

・長野沖電気

■事業所名・代表者変更
■代表者変更

→ＯＫＩネクステック 野末

高地仁美 相生町３―１―９

・浅間技研工業 吉岡英夫

・シチズンファインデバイス 正仁

５月

このところ、低アルコールの酒類が人気だそうな。度数は０・５％程度で、種類
も豊富。アルコールに弱い人、酔っ払うほどは飲みたくない人など、その需要は伸
びているらしい。特に、アルコール離れが指摘されている若者からの人気は急上昇
中という。
コロナ禍以前から、職場の「飲み会」は減少傾向にある。若い世代に、上司のく
どい話とセットになっている宴の席が敬遠されているのは頷ける部分もあるが、「飲
みニケーション」の洗礼、恩恵を受けてきた世代にとってみれば、この低アルコー
ル飲料の人気は今一つピンとこないかもしれない。
ところで、低アルコール飲料の味はというと、それが意外といける。周囲の人に
聞いてみても、「まずい」という反応はほとんどなかった。それどころか、「何本で
もいけちゃう」という御仁もいたほど。しかし、甘く見ることなかれ。どんなに度
数が低くても、その実態はアルコール。終いには目が回る。
都市部での３度目の緊急事態宣言が発令された。直接の影響ではないにしろ、市
内の飲食店からは「またか」の溜息が聞こえてくる。こんな嫌な状況を仲間と酒で
も飲んで払拭したいところだが、それも叶いにくい昨今。低アルコール飲料で、一
人しんみり頭を冷やすとするか。

－9－
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シェフ

萩原郷治

公園」に、初夏の彩が広がり始め

植物を植え、育ててきた「相生坂

小諸市民の有志が中心となって

種を観賞するには絶好の機会だ。

花を咲かせることから、希少な品

しい植物。５月には白色の美しい

市内では本来植生していない珍

地面を這うように茎を広げ、５

中右側
月には美しい青紫色の小さな花を

【アジュガ・レプタンス】写真②真

め、名前の通り様々な色合いの葉

ラーリーフガーデン」
。傾斜や岩場

を季節を問わず楽しむことができ

開花期は４月から７月までと鮮

【エウホルビア・黄河】写真③

ャラメル。

の茶色の葉の植物はヒューケラキ

たくさん咲かせる。写真中の左側

これまで２００種類以上もの植

物が植えられてきたが、今回は今

の時期に開花する植物を紹介して

あって、昔々ある山奥に物知りと

メギローズグロウの和名はヘビ
して知られていたおじいさんが、 ノボラズ。和名の由来は小さいが
見たこともない木の名前を尋ねた 鋭い棘が節に生え、蛇でも登れな

の目を楽しませた。

今年も濃いピンク色の花が来所者

会が育成したものを展示していて、

階の出入口でも例年開花期に保存

うになってきている。当所会館１

動で、現在では各所で見られるよ

た「小諸八重紅枝垂保存会」の活

減少していたが、市民で結成され

小諸固有の桜で、一時はその数が

当時の香坂勝会頭が市に寄贈した。

当所創立１００周年記念として、

【小諸八重紅枝垂】写真⑤

ところ、
「この木は何じゃろう」と いことから。別名トリトマラズ。
答えたことから「ナンジャモンジ

④

みよう。

高にまで伸びる。

で、成長すると メートル程の樹 ができる。

セイ科ヒトツバタゴ属の落葉高木 やかな黄色い花を長く楽しむこと

愛称：ナンジャモンジャ。モク

るのも魅力の一つだ。

など、小諸の風景を庭園に閉じ込

公園のコンセプトの一つは「カ

ている。

【ヒトツバタゴ】写真①

③

ユニークな愛称には言い伝えが 【メギ・ローズグロウ】写真④

30

ャ」と呼ぶようになったとか。

②
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