小諸市蓄電システム導入補助金について

件（申込先着順）

▽受付開始日 ５月２日（月）から。※令

▽予定補助件数
和４年４月１日から５月１日の間に着手し

求人者マイページを通じて、ハローワーク

ルなどは当事者同士で対応することが基本。 電気自動車などを購入する者

いない者

⑤市内に住所を有し、市税などを滞納して

▽補助対象経費 電気自動車などの購入

④労働者派遣事業所や請負事業所からの
求人で、就業先事業所を明示できない求人

経費。

に求人登録をしている方に直接リクエスト
ができるようになりました。

は、オンライン自主応募の対象とすること

▽補助金額 上限 万円
（１世帯１台限り）

ができず、直接リクエストの機能は使用で

求人サービスをオンラインで受けられる
きません。

▽求人者マイページとは
事業者向けページ。求人の申込や求人内容

の変更、ハローワークからのオンラインに ▽ハローワークインターネットサービスや ▽問い合わせ先 小諸市役所生活環境係
。
よる職業紹介、求職者からのオンラインで 求人者ページの操作方法の確認は（電話０ （電話２２・１７００）
。
の直接の応募受付（オンライン自主応募）
、 ５７０・０７７４５０）

たものも対象。
▽補助対象設備
求職情報の検索など様々なサービスを受け

い、自社求人に応募してほしい求職者に、 ▽令和４年度予算

する費用（工事に要する費用を含む）
。

のリクエストは１回のみ。応募有効期間は

ト可能。同一求人について、同一求職者へ

みを動力源とする新規登録の自動車

①搭載した電池によって駆動する電動機の

▽補助対象車

る新規登録の自動車

／ ）９０００円【地域特例、業況特例】

①中小企業【原則的な特例措置】４／５（９

▽雇用調整助成金

左の通りです。

の特例措置について、４月～６月の予定は

ナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロ

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調

４月以降の雇用調整助成金特例措置

〇市内住宅の屋根、壁に設置する太陽光発
られる。

小諸市電気自動車等購入補助金について

電設備の蓄電システム（蓄電容量が４ｋｗ
▽直接リクエストとは

10

時以上で、太陽光発電設備と共に設置し連

▽予定補助件数 ５台（先着順）

求人者マイページから求職情報検索を行

〇未使用品（国が行うネット・ゼロ・エネ

マイページを通じてメッセージと応募を検

▽受付開始日 ５月２日（月）から ※令

結する定置型に限る）
。
ルギー・ハウス化支援事業の対象製品とし

討してほしい求人の情報を直接送付できる

和４年４月１日から同年５月１日の間に自

万円

て登録のあるもの）に限る。
機能。

▽補助対象経費

①蓄電池本体／②インバータ

リクエストを行った日の翌日から７日間

②搭載した燃料電池によって発電した電気

動車検査証の交付を受けたものも対象。

▽補助金額

で、その間に応募がない場合、求職者が辞

１件の求人につき 人まで直接リクエス

①太陽光発電設備と蓄電システムを同時に

退した扱いとなる。

対象設備のうち次に掲げる設備の設置に要

設置する場合（上限金額 万円）

▽注意点

４／５（ ／ ）１５０００円

４／５（ ／ ）１５０００円

／４）９０００円【地域特例、業況特例】

②大企業【原則的な特例措置】２／３（３

10

▽休業支援金

金・給付金（電話０１２０・２２１・２７６）

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援

３９９９）

・雇用調整助成金（電話０１２０・６０・

▽コールセンター

円【地域特例】８割 １１０００円

②大企業【原則的な措置】８割 ８２６５

５円【地域特例】８割 １１０００円

①中小企業【原則的な措置】８割 ８２６

10

によって駆動する電動機のみを動力源とす

②蓄電システムのみを設置する場合（上限

次の各号のいずれにも該当する個人

▽補助対象者
求職者がハローワークを介さずに求人へ直

①申請当該年度に自動車検査証の交付を受

①求人者からの直接リクエストを受けて

※対象経費の２分の１が限度

接応募した場合、ハローワークによる職業

金額 万円）
▽お問い合わせ先 小諸市生活環境係（電

けられる電気自動車などを購入した者

③自動車検査証に記載されている電気自動

ら継続して使用する者
身が公開内容に責任を持って作成したもの

車などの使用の本拠の位置が市内となって

②公開されている求職者情報は求職者自
であるためハローワークが確認していない

いる者
④市内に事業所又は代理店を有する者から

情報を含んでいる場合がある。
③直接リクエストを伴って生じるトラブ

10

10

50

紹介に該当しないため、ハローワーク等の

話２２・１７００）
。

ハローワークインターネットサービスについて

厚生労働省が運営する「ハローワークイ
ンターネットサービス」に新機能が追加。

10

10

②新規登録の電気自動車などを購入し、自

20

－2－

30

職業紹介を要件とする助成金の対象外。

10

歴
歴史的な町並みの保存を観光資源に生かそう
とする動きが全国各地で広がっています。この
取り組みの中で注目されているのが国による「重
要伝統的建造物群保存地区（重伝建）
」の制度で

す。
この制度は、城下町や宿場町などの伝統的建

造物群を保存するために市町村が定める地区で、

建造物を「点」ではなく「面」で保存しようと

するものです。現在、全国で１２６地区、県内

では東御市の海野宿や木曽の妻籠宿などが選定

されています。選定された場合は、修理や修景

の経費を国が補助する仕組みになっています。

小諸市にはまだこの制度の対象地区はありませ

んが、新年度から制度導入を目指して専門家に

よる保存対策調査が始まることになりました。
北国街道に代表される街並みや、城下町とし
て栄えた歴史が作り出した道「町割り」が残り、
歴史資産が多い地域です。中でも、本町には江
戸時代から昭和初期の商家をはじめ、商都小諸
の繁栄を後世に伝える立派な建造物が残ってい
ます。
こうした歴史的遺産の保存に向けては、これ
まで「身近なまちづくり支援街路事業（歴みち
事業）
」や「街並み環境整備事業」が北国街道沿
いで行われてきました。本町では「北国街道ほ

史的な町並みの魅力

んまち町屋館」が整備されたり、沿線の歴史的

から「重伝建」に賛同する署名と共に、その推

の事例を学ぶなどして、２年前に地区内の 軒

商業、観光振興に生かして
な建造物が修理、修景されてきました。

しかし、街並み整備事業から 年ほど経過し、 進に向けた要望書を提出しました。

や思いを持つ役員の高齢化で、まちづくりの意

「まちづくり推進協議会」も、
、これまでの経緯

じられるのが現状です。当時各区で結成された

もまちづくりの方向性を見失っているように感

た建築協定の有効性も徐々に薄れ、行政も市民

修理修景の補助金とセットで合意形成が行われ

づくりの一体感が生まれています。選定を受け

姿が明確になり、プランを共有することでまち

また、保存計画の策定過程で目指すべきまちの

光客の誘客や空き店舗の利活用も進んでいます。

化財的な価値のある街並みが広く発信され、観

既に「重伝建」の選定を受けた地区では、文

いくために取り組んでいく考えです。

歴史的な建造物や街並みの保存、活用が進んで

会や、
「重伝建」に関する勉強会を精力的に開き、

会もここまでの経過を知ってもらうための説明

小諸市が着手する保存対策調査と合わせ、当

が期待できます。

たその後も、持続的に美しい街並み整備、保存

選定を受けることが有効であると判断。先進地

当会は、その課題解決に向けて「重伝建」の

ています。

った戦略を立て直すべき時期に来ていると感じ

取り組みの延長線上で、地区と行政が一体とな

実質的に難しい面があり、これまで積み重ねた

こうした中では、所有者個人の努力だけでは

空き家の増加も差し迫った課題になっています。

いると感じています。また、所有者の高齢化や

思決定をしていく上での過渡期に差し掛かって

大塚幸一郎 会長
本町区まちづくり推進協議会

－3－
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旧北国街道の本町通り

Voice to the future

活力ある事業所情報

も可能で相談を受け付けている。
一度施工すると効果は約半年保
たれ、接触部位をアルコールな
どで吹き上げても効果が持続す
るという。
また、同社はＬＩＮＥの公式
アカウントで
「友だち」
を募集中。
登録をすると便利な掃除アイテ
ムがもらえるなど好評という。

地
リ元
ニ食
ュ材
ーの
アパ
ルン
オが
ー人
プ気
ン

コ
リー
ーク
アサマ２
０ッ
０ペ
０パ

めやすい手頃な価格が、市内外
の常連客を増やしてきた。
金曜から月曜日は店舗で営業。
それ以外の日は、高校生やサラ
リーマン向けに小諸駅で午前７
時から販売。停車場ガーデン、
道の駅ヘルシーテラス佐久南、
水野店主は、現在の店舗を拡

布引温泉こもろでも購入できる。
張してカフェスペースの開設も
計画中。
「 浅間山や北アルプス
を望むことができるこの場所が
大好きで始めた店。この景色を
カフェと一緒に味わってほしい」
と話している。

●小諸市高峰高原●
TEL：23-1714
●営業時間：8
時半～ 16
時（季節変動あり）
●ＨＰ：https://asama2000.com/
●小諸市山浦 5374-131
● TEL：24-1320
●営業時間：11
時半～
16 時半 火、水、木曜定休

室内除菌施工サービスを開始

エヌシーエス

西原の清掃業
「エヌシーエス」（中
野信之社長）は、新型コロナの感
染症対策に有効な室内除菌の施工

地元食材のパンが根強い人気

－4－

サービスを開始した。

の「コッペリー」
（水野洋子店主）
は、開業から 年。御牧ケ原の

るパンの出来立ての味、買い求

野店主の人柄や、店で焼き上げ

円。水野店主の飾り気のない水

１６０円～。食パン１斤４４０

価格帯は惣菜パンが１個

高い。

らは特製アップルパイの評価も

し大根パンも人気だ。常連客か

使用したパン。野沢菜や切り干

産の白いもや季節ごとの野菜を

看板メニューは、御牧ケ原特

る販売も行っている。

や小諸駅、インターネットによ

で買い求める客のほか、道の駅

ログハウス風の店舗へ足を運ん

千曲川ビューライン沿いにある

17

飲食店や小売店など、不特定多
数の利用者が出入りする空間の除
菌、抗菌、抗ウイルス加工を行う
サービス。ドアノブやテーブル、
カウンターなど多接触部位は手作
業の拭き上げで除菌を行い、空間
にはオゾン発生器を使用。食品添
加物に認可されているオゾンは残
留毒性が無いため、様々な事業所
に対応が出来る。
すでに軽井沢の飲食店などで施
工実績があるが一般家庭での施工

オゾン発生器

●小諸市西原３３９－１４ ● TEL：２５－２１３４●営業時間：９時～１７時 土、日、祝定休 ● URL：https://www.d-ncs.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

畑にはナス、ピーマンなどの
野菜をはじめハーブも栽培。畑
で採った野菜をすぐ横にあるス
ペースでバーベキューで味わえ
る。バーベキュー道具や炭の販
売は無いため、道具やそのほか
の飲食物はすべて持ち込む必要

本場サーターアンダギー提供

芭蕉布

円）なども提供している。今後
は料理の種類を増やし、上田市
長瀬にある実店舗で 月からは

今月の主な出店予定は 、

ースがある場所に限られる。

だし２トン車が止められるスペ

なども随時受け付けている。た

に出店しているほか、弁当配達

同店は祭りなど各種イベント

ビアガーデンを予定している。

5

日
「春らんまん祭り」（東御市）
、

日「フードステージ」
（相生町）
、

20

がある。

沖縄料理の「芭蕉布」
（小浜真

13

現在会員を募集している。定
員 組で、定員に達し次第受付
終了。会員登録をすれば会員専
用フォームからの予約で区画確
保や農業体験、収穫体験、キャ
ンプ、バーベキューなどが楽し
める。

治店主）が、今月から相生坂公
園前で実施している「フードス
テージ」に出店する。
沖縄出身の小浜店主が本場の
味で、ご当地料理の「サーター
アンダギー」が人気。低温の油
でゆっくり揚げる過程で内部
の膨張によって球状の表面が割
れ、その様子が笑った口や花が
咲くように見えることから縁起
の良い菓子とされ、沖縄では祝
い事で振る舞われている。食材
は全て沖縄産の材料を使用。価
格は１個１００円。５個入りは
こ の 他、チ ョ コ ソ ー ス を か

４８０円。
け た「 創 作 サ ー タ ー ア ン ダ ギ
ー」
（２５０円）や、ソーキそば
（７５０円）
、タコライス（７５０

毎週日曜日
「やおふく古里店」（上
田市）
。

－5－
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プライベート楽しむ体験農場

きょうＷＡファーム

佐久市協和にある会員制体験
農場「きょうＷＡファーム」は、
「自然とプライベートを楽しむ」
をコンセプトに、約２０００坪
の広大な農地の中に区画を作り
農作物を栽培している。入場は
１日上限 組のため、
「プライベ

の利用も可能だ。

月間の利用回数は無制限で毎週

料金。月額料金を支払えば１カ

は子どもの人数制限なしで同一

３４５０円。ファミリープラン

ンが４６５０円。ソロプランが

料金はペア、ファミリープラ

好評を得ている。

ート感があって静かな場所」と

10

●佐久市協和 ● URL：https://select-type.com/p/kyowakyanpu/

●上田市長瀬 1363-60 ● TEL：080-9542-2291 ●営業時間：11 ～ 13 時、15 時～ 不定休● URL：https://okinawakitchen-bashoufu.jimdosite.com/

可能エネルギー等自然エネルギー

・脱炭素社会の実現に向けた再生

住創業支援の強化。

進のためのまちづくり強化及び移

・地域が主体となった移住定住促

用した情報の共有化。

・商工会議所のネットワークを活

援。

活躍支援及び働く女性の子育て支

援と女性・高齢者等の多様な人材

進を目的とした高地トレーニング

推進協議会との連携強化、健康増

・小諸市エリア高地トレーニング

査研究。

言。

データによるタイムリーな政策提

や中小・小規模企業の現場の声と

・景気情勢等の適切な把握、地域

した施策と政策提言力の強化

５．地域、中小企業のニーズに即

を活用した循環型エネルギーの調

資源活用、観光振興等）

の普及推進と浅間南麓地域医療セ

ドづくり、事業者販路開拓、ＪＡ・
働き方改革、創業等）

４．中小企業の活力強化
（事業承継、 ー・相談会の開催、地元発注・受

・市内建設関連業者によるセミナ

２ 地
. 域力強化（農商工連携、地域

ンターとの連携。

展開支援 持
( 続可能な経営形態転
換、事業再構築など 。)

日、 ・企業の未来に向けた新たな事業

通常議員総会を開催

令和 ４ 年 度 事 業 計 画
新年 度 予 算 案 を 承 認
当所通常議員総会は３月
小諸グランドキャッスルホテルで
開き、第１号議案「令和４年度事
業計画承認に関する件」
「各会計収
支予算承認に関する件」が承認さ
れた。
３次産業の連携強化、地域ブラン

・農商工連携による１次・２次・

小諸市等との連携を強化した耕作

・ビジネス環境変化への対応支援

令和４年度重点事業

放棄地利活用の調査研究。

「企業の成長と持続可能な地域経

・特産品と地場産品を使った新し

ースプラン商品の研究。 広域連

施策の展開。観光地のブランド化

と健康を結び付けた夢のある観光

・観光局との連携による歴史文化

の普及促進。

業承継ネットワークや東信三商工

相談室の機動的な運用、長野県事

・創業を支援するチャレンジ起業

加入の促進他）
。

化の推進（ＢＣＰ策定支援、保険

・行政等と連携した中小企業強靭

タル社会への適応支援。

・キャッシュレス対応などのデジ

経営などの推進）
。

把握。

・事業所訪問による会員ニーズの

委員会活動等に活かす。

て業界の最新動向を把握し部会・

企業視察、専門家派遣等）を通じ

・各種研修（展覧会見本市、先進

拡大、組織財政基盤の強化。

動の強化、青年部・女性会の会員

・役議員・職員による会員増強運

基盤強化、活動の見える化等）

割引価格で電子証明書提供

会議所会員限定

６．商工会議所活動の進化（組織

・行政との連携・協力による感染

携による産業振興。

会議所の「ビジネスリレーセンタ

済活動の支援強化」
１．新型コロナ感染症拡大防止対

い商品づくりの研究、地域内外へ （産業ＤＸ支援。働き方改革、健康

注金額の適正化要望他。

策及び社会経済活動支援策の展開
症拡大防止対策及び業種別企業支

３．地方創生に向けた成長基盤強

・活動の見える化による会議所活

援の強化。

化

ー」等との緊密な連携による事業

推進。滞在型観光 観
･ 光モデルコ

・中心市街地再開発の研究、小諸

承継支援 第
( 三者事業承継、経営

小規模事業者支援事業の活用、及

向上。事業支援アドバイザーの機

化。職員の資質向上、ＩＴスキル

動の認知度向上の取り組み強化。
市複合型中心拠点誘導施設と商店

・事務局機能の強化及び業務合理
街を結び付けた「まちづくり・賑
わいづくり」の推進。

能強化。

業」「中小企業生産性革命推進事業」 ・地域振興や会員企業の福利厚生

び「中小企業等事業再構築促進事
の申請支援。

・出店希望者 居
･ 住希望者と商店
るための支援。

・中小企業における若手後継者支

のための収益事業の推進。
間連携の強化。

・企業誘致要望と雇用促進、企業

街 オ
･ ーナーを有機的に結びつけ

・経営発達支援計画による伴走型

者保証ガイドラインの推進 。)

ＤＢ）とセコムトラストシステムズ（セコム）と提携。全国の商
工会議所会員は両社の電子証明書を商工会議所会員料金（割引価
格）で購入できるというもの。
本制度利用で、ＴＤＢの場合は通常料金から２０００円、セコ
ムの場合は２０００円（２年版）
、３０００円（３年版）が割引
されます（料金は全て税抜）
。会員料金の適用を受けるには当所
から「会員確認用クーポン券」の発行を受けたうえで、ＴＤＢま
たはセコムに電子証明書の取得手続きをする必要があります。
詳 細 は 日 商 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.jcci.or.jp/it/toritsugi.
html）を参照ください。

商工会議所は、会員の電子証明書取得を支援しています。
電子証明書は、
「インターネット上の身分証明書」に当たるもの。
現実世界におけるパスポートや印鑑証明書のようなもので、認証
局と呼ばれる第三者機関が持ち主の身元情報を認証し、発行して
います。
ネット上の「なりすまし」
「改ざん」
「事後否認」
「盗聴」などを
防止できるため、今日では「公共発注機関などへの入札・調達手
続き」
「行政機関への各種届出手続き」
「Ｂ ｔｏ Ｂ電子商取引」な
どで幅広く活用されています。
商工会議所の会員向け支援制度は、日商が帝国データバンク（Ｔ

－6－
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就職ガイダンス
社に 人余の求職者が参加

「２０２２就職ガイダンスｉｎ佐久平」は３

就職ガイダンスなど協会事業についての
問い合わせは小諸職業安定協会（小諸商工
会議所内）事務局（電話２２－３３５５）
まで。

ＬＩＮＥで集客
活用セミナー開催

当所商業委員会（小林敬志委員長）

は３月２日、
「ＬＩＮＥを活用したリ

月８日、佐久一萬里温泉ホテルで開いた。
このガイダンスは小諸職業安定協会（塩

人が受講した。

当日はオンライン参加 人を含む

と夜の部で開催した。

ピート術」と題したセミナーを、昼

施している。当日は 社の企業に対し約
人の求職者が参加した。
参加者からは、
「製品を見てもらいながら

セミナーでは、メールに代わるイ

ンフラとなっているＬＩＮＥをビジ

といった意見が聞かれた。

った、ぜひ今後に生かしていきたい」

た。参加者からは「非常に参考にな

る点などを重点的に学ぶ内容となっ

他のＳＮＳと比較して、優れてい

体的なテクニックについて解説。

もに、リピーターを増やすための具

組みからビジネス活用術を学ぶとと

や、
「会社見学が出来ない分、直接採用担当

く情報収集する傾向があり、開催時間前か

求職者の特徴としては、業種を絞らず広

などの感想が出た。

ネスに活かす方法や、ＬＩＮＥの仕

説明の出来る良い機会となった（参加企業）
」

22

川秀忠会長）と佐久職業安定協会が毎年実

委員会活動から

者と話をできる貴重な機会だった（求職者）
」

令和４年度日商簿記検定試験のご案内
【統一試験】
▽日程
①第１６１回（１級、２級、３級）
日（月）～５月 日（月）

施行日：６月 日（日）／受付期間：４月
②第１６２回（１級、２級、３級）
施行日： 月 日（日）／受付期間： 月
４日（火）～ 月 日（月）
③第１６３回（２級、３級）
施行日：令和５年２月 日（日）／受付期間：
▽受験料
￥２８５０

■観光委員会

３月２日

・令和４年度事業計画及び予算に

ついて

■工業・再生可能エネルギー推進

特別委員会合同会議

３月２日

・令和４年度事業計画について

■経済環境委員会

３月 日

・令和４年度事業計画及び予算に

ついて

■建設委員会

３月 日

・令和４年度事業計画・予算につ

いて

■商業委員会

３月 日

ついて

・令和４年度事業計画及び予算に

・ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴ

ＡＧＥについて

・チャレンジショップについて

て

・地域活性化集客イベントについ

■ものづくり特別委員会

３月 日

・春のイベント参加について

について

・キッチンカーの貸渡約款の変更

－7－

ら受け付けを済ませ終了いっぱいまで面談
を行う姿が目立った。

当所は３月 日、
「放送作家が
伝授！あなたのお店や商品をテ
レビでＰＲする方法」と題した
セミナーを開催した。
講師は現役放送作家でＰＲア

や会社の「どこ」を「どういう

切り口で」メディアに訴えるべ

10
１級：７８５０／２級：￥４７２０／３級：

30

きかを分かりやすく解説した。

16

24

17

60
令和５年１月 日（火）～１月 日（月）

26

商品やサービスの知名度を高

12

10 20

10

める方法や集客に関するマスメ
ディアへのプレスリリースのコ
ツの他、インターネットと連携
させる戦略で、一時的な「瞬間
風速」で終わらせず、長く効果

11

18

業
商
34

65

24

を持続させる手法なども学んだ。

25

22

30

60

ドバイザーの石田章洋氏。店舗

ＰＲセミナーを開催

委員会だより 3 月の議題

65

「瞬間風速」よりも「持続」

令和４年度
「地域活性化集客イベント助成金」募集

トへの補助は３年まで。

場合は補助対象。
取組であること。

・中心市街地の集客・活性化が見

・他の助成金を受けていないこと。

「地域活性化集客イベント助成金」の向上に繋がること。

・市民のまちづくりへの参加意欲

と。

・新たな担い手の育成に繋がるこ

○トイレ用ペーパータオル・使い 込まれること。

補助対象となる取組みは、次に掲 漂白剤の購入

※３年以上補助している同一イベ げる要件を満たす事業である事。

ントであっても新規事業を取り入（１）長野県が発表している「イベ 捨てアメニティ用品の購入

年３月 日まで。この期間に開催 れている場合、または、活性化・ ント開催等における必要な感染防 ※対象は消耗品に限る。

に対し、事業費の一部を助成する。 り組みであること。
◎募集期間

②季節や地域の伝統行事を活かし 場合は減額する。

象外。実施報告の際には、イベン 係る経費は含めない。

合は「協賛 小諸商工会議所」と記

書」
「決算書」
（※領収書コピー添 ・希望に応じて小諸商工会議所の

※委員会が特に必要と認めたとき ト中に使用している写真を必ず添 ※事業終了後に提出の「事業報告 載すること。

たイベントであること。

③かつて行われていた行事の復活 は、助成限度額を上回ることがで 付の事。
◎新型コロナウイルス感染症対策費 コール液の購入

きる。

助成決定額を精算払いする。

事業費の３分の２以内）とする。コロナ感染症対策費として、助成 ールド・ヘアネットの購入

・自主性を持ち、責任を持って企画・ 会報誌、ケーブルテレビにてイベ

・希望に応じて当所ホームページ、

長机、イス）の貸出を行う。

○消毒設備の購入、消毒液・アル 付）を当委員会にて精査・確認後、所有する備品（テント、
丸テーブル、

・商店街組織
20

に関する取り組みであること。

・商工会議所会員２事業者以上で ◎助成金額

◎助成対象者

４月１日（金）～４月 日（金）

い。また、３分の２以上となった これ以外の経費は本事業の補助対 業実施後の飲食（アルコール）に ・チラシ、ポスターを作成する場

「収支予算書」
（様式は任意）※事 ◎その他
業所が自主的に行う集客イベント みであり、個店への来店を促す取 必ずしも申し込み金額とはならな る経費は次に掲げる内容であり、

（２）取組において、補助対象とな 申込書
ため、商店街組織や会議所会員事 ①中心市街地に誘客を図る取り組 ※総予算額内にて調整するため、

の賑わいを創出し活性化に繋げる ずれかに該当するもの。

当所商業委員会は、中心市街地 されるイベントのうち、以下のい 集客への新しい工夫が確認できる 止策」に基づいた感染防止対策の ◎提出書類

◎概要
10

１事業への助成限度額は 万円（総 事業を遂行するにあたり実施した ○マスク・ゴーグル・フェイスシ ◎審査基準

〈業種別回答率〉
◎回答企業数及び業種内訳 200 企業
・製造業 30 企業、建設業 18 企業、卸売業 8 企業、小売
業 26 企業、サービス業 20 企業
・回答企業数 102 企業（回答率 51％）
〈概要〉
今回は、「諸物価の高騰及び円安下での対応」について
会員企業の皆様にアンケートにてお伺いしました。
・既に大きい影響が出ており、価格への転嫁も検討中。
34 社
・ 影 響 は あ る が、 特 別 の 対 応 は 現 状 で は 考 え て い な い。
25 社
・現状、諸物価高騰の目立った影響は出ていない。
7社

－8－
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構成されるグループ又は団体

〈調査の概要〉
この調査は、小諸市内の中小企業 200 社を対象に、令
和４年１月から３月までの期間の景気動向について書面調
査を行ったものである。本調査は回答のあった調査票を元
に、今期の状況と来期の見通しについて売上、経常利益を
お天気マークでそれぞれ表示した。
※ Ｄ・ Ｉ と は、 デ ィ フ ュ ー ジ ョ ン・ イ ン デ ッ ク ス
(Diffusion Index) の略で、｢増加｣・｢好転｣ したなどと
する企業割合から、｢減少｣・｢悪化｣ したなどとする企業
割合を差し引いた値である。

ントのＰＲを行う。

※その他ご意見等があればお書きください。
・客先から原材料の有償支給を受けており高騰分は販価へ
反映しているが、タイムラグがある為高騰し続けることで
回収が間に合っていない状況。
・ロシアとウクライナ情勢によるさらなる諸物価高騰が心
配される。

◎助成対象事業

来期（令和４年 4 月～ 6 月）

助成対象期間は５月下旬～令和５ なお、同一団体による同一イベン 金額とは別に２万円の補助を行う。○手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・ 実施していること。

令和 4 年
1 月～ 3 月期

行政書士林事務所
林 哲也 さん
様々な業務に携わる「行政書士」に魅力

事業所ＤＡＴＡ
■新規入会
相生町３―４―１ 林哲

・行政書士林事務所
也
・アイ・マッサージ
御代田町馬瀬口三ツ谷
１９８１アンセンブリ西
軽１号
・スナックこんぺいとう
柏木３３４ 小宮山時
子

▽６日（水）
・建設委員会 （ 時半～）
▽ 日（月）
・経営相談 （９時～）
▽ 日（木）
・法律相談 （ 時半～）
▽ 日（金）
・労務年金相談 （ 時～）
▽ 日（火）
・税務相談 （ 時～）
・青年部総会 （ 時～）
▽ 日（水）
・登記法律相談 （ 時～）
・女性会理事会 （ 時～）
▽ 日（土）
・フードマーケット （ 時～）

89

・コッペリー

11 13

当 所 前 会 頭・ 香 坂 勝 氏（ 香 坂 建
設）が３月５日にご逝去されました。
（享年 歳）
お悔やみとともに謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。

24

水野洋子

21

山浦５３７４―１３１

平原３５６―１１ 鈴木

・鈴木塗装
慎一
・Ｏｎｅ’ｓ Ｐｈｏｔ
ズフォトデザイン）

ｏ Ｄｅｓｉｇｎ（ワン
相生町１―１―６こやま
ビル３階 佐藤功騎
■代表者変更
・長野県労働金庫小諸支
店 大平智昭
■人事異動
・小諸市産業振興部懐古
園事務所長 柳澤宏幸

11

13

10

13

13

19

11

14

15

19

20

30

89

当所第 代会頭の香坂勝さん（享年 歳）が亡くなっ
た。当所会頭としては最長の８期 年を務めあげ、小諸
市の商工業振興に尽力。その功績から叙勲も授与された。
身近なところでは、「信州小諸ふーどまつり」も香坂
さんのアイデアから実現化された。平成９年の上信越自
動車道の開通に伴い、小諸市は新たな高速交通網時代に
突入。単なる通過点にならぬよう、小諸ＩＣから市街地
に入る観光客に対する「おもてなし」の一環として、各
商店街をＳＡに見立てた仕掛けは、時代を先読みするイ
ベントだった。
毎年２月の「交番設置記念日」の市内２交番の訪問も、
香坂さんの発案。「小諸の経済活動は安全安心あっての
もの」と、自ら花を持って激励に訪れた。
一見強面ではあるが、一献傾ければ子どものような無
邪気な一面も覗かせた。時間を気にせずよく語る一方、
人の話にも耳を傾けたエネルギッシュな人物だった。合
掌。

－9－

4月
報

訃

今年の２月に行政書士事務所を開業しました。父親
が営む相生町の林歯科医院と同じ敷地内です。事務所
名は単純明快に「行政書士林事務所」としました。
京都府の立命館大学法学部で法律を学び、平成３０
年に行政書士試験に合格。以降、歯科衛生士補助とし
て勤めながら創業の機会をうかがってきました。
行政書士は「代書屋」と言われるように、多種多様
な業界の文書を代行することを生業としており、工夫
次第で様々な業務に携われることが魅力的だと思い、
代表的な「士業」でもあるこの仕事に就こうと考えて
いました。
一括りに行政書士といっても事務所によって専門分
野が異なります。私は建設業の許可や相続に関する業
務に注力していく考えです。
自分が亡くなったり、認知症になった後のことにつ
いて悩んでいる人は多いと思います。当事務所では相
談内容に応じて全体の道筋を組み立て、私ができるこ
とは当事務所で、他部門の業務は税理士事務所や弁護
士事務所などの専門家につなぎながら対応していくシ
ステムです。
「元気なうちに将来のことを考えたいが、
どこに相談したら良いか分からない」という方はお気
軽にご相談ください。無料でご相談に応じます。
相談者が望んだ形で相続を実現することで亡くなら
れた方の思いがご遺族に伝わるよう、精一杯努めてい
きます。
ホームページのＱＲコード

【布引温泉こもろ】
▽場所：大久保６２０－３
▽利用時間：10 時半～ 20 時
▽泉質

ナトリュウム塩化物

▽ 温 泉 効 能： 神 経 痛、 筋 肉 痛、
関節痛、慢性消化器病、冷え性、
疲労回復、リウマチ、慢性婦人病、
便秘、打撲、捻挫、月経障害、不妊症、更年期障害、創傷、
慢性湿疹、病後回復
【中棚荘】
▽場所：古城１２１０
▽利用時間：平日 11 時半～ 14

地元の湯で「ゆったり」と

毎年好評を得ている共済還元事業「温泉入浴券」。今年度も加入事業所へ発送しますので、各事業所の福利厚生
にご活用ください。利用できる入浴施設を紹介します。
【高峰温泉】
▽場所：高峰高原７０４－１
▽利用時間：11 時～ 16 時
▽泉質：含硫黄－カルシウム、
ナトリウム、マグネシウム－炭
酸水素塩温泉
▽温泉効能：神経痛、筋肉痛、
リウマチ、切り傷、火傷、皮膚病、冷え症、慢性消化器病、
糖尿病、痛風、肝臓病
【天狗温泉浅間山荘】
▽場所：甲又４７６６－２
▽利用時間：11 時～ 17 時
▽泉質：単純鉄冷鉱泉

▽泉質：アルカリ性単純温泉

▽温泉効能：リウマチ、神経痛、

▽ 温 泉 効 能： 神 経 痛、 筋 肉 痛、
関節痛、五十肩、運動麻痺、関
節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、
病後回復期、疲労回復、健康増進など。
【菱野温泉 薬師館】
▽場所：菱平７４
▽利用時間：11：00 ～ 16：00
▽泉質：単純炭酸鉄泉
▽ 温 泉 効 能： 筋 肉 痛、 神 経 痛、
冷え性
【菱野温泉 常盤館】
▽場所：菱平７６２－２
▽利用時間：11 時～ 16 時（最
終 受 付 ） ※ 土 日・ 休 前 日 は 14
時半最終受付

温泉入浴券 ８施設紹介

時（最終受付）

筋肉痛など

【あぐりの湯こもろ】
▽場所：大久保１１４５－１
▽利用時間：10 時～ 21 時（最
終受付 20 時半）
▽泉質：ナトリウム塩化物泉
▽温泉効能：リウマチ性疾患、
創傷、婦人病、慢性湿疹、更年期障害など

【布引観音温泉】
▽場所：東御市布下４８９－１
▽利用時間：10 時～ 18 時
▽泉質：ナトリウム塩化物
▽温泉効能：リウマチ、神経痛
など

▽泉質：アルカリ性単純温泉
▽ 温 泉 効 能： 神 経 痛、 筋 肉 痛、
関節痛、五十肩、慢性消化器症、痔症など

担当：総務課 中村
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