新型コロナ拡大防止協力金受付の期間延長

内小規模事業者（製造業）

インターンシップ情報の提供が可。

生含む）に対し会社概要、
事業内容の説明、

未来技術を活用し、新たなシステムづくり

ｏＴ、ロボット、５Ｇ、ビッグデータ等の

に関連する事業を行うことが条件。

③対象経費 国内：出展料、海外：出展料

▽公募期間

５月 日（火）まで

▽応募方法

事務局ホームページから書類をダウンロー

２６・２２７・５０２８）

長野県産業振興機構 経営支援部（電話０

▽問い合わせ先）

ドし、
事務局に郵送または持参により提出。

株式会社マイナビ長野支社（ＴＥＬ：０２

▽金額

４月 日（月）から当面の間

▽設置期間

燃料・資材・飼料高騰に対する相談窓口

▽名称

の営農活動への支援を行います。

に相談窓口を設置し、技術・経営など今後

そのため、県内の農業農村支援センター

ひっ迫が懸念される状況にあります。

飼料価格等が上昇し、農業における経営の

ライナ情勢などの影響により、燃料・資材・

新型コロナウイルス感染症の拡大、ウク

燃料・資材・飼料高騰に対する相談窓口

６・２６９・７０６０）

万円

▽申請方法
事業計画書等を県産業振興機構宛て郵送又
▽申請期間 ５月 日（木）
（必着）

上限２００万円（補助率２分の１以内）

ソーシャル・ビジネス創業支援金公募

⑤上限額

海外、オンライン共通）

31

国内： 万円、海外： 万円、オンライン：

及びその他対象経費、／オンライン：出展 参加費はオンライン・会場ともに無料。
▽申込方法
料及びオプション費用
▽受付期間（変更後）
県ホームページから申込
④助成率
５月 日（月）
（ 月 日消印有効）まで
【中小企業向け】国内：１ ３以内、海外： ▽申込締切
/
▽申請方法
５月９日（月）正午まで
１ ２以内、オンライン１ ３以内
/
/
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で
【小規模事業者向け】２ ３以内（国内、 ▽問い合わせ
/
【受付事務局】
以下の宛先へ提出。

▽提出先

東武トップツアーズ株式会社 伊那支店内
「長野県新型コロナウイルス拡大防止協力
金」事務局
※２期（ 月 日～３月６日要請分）の受
は持参により提出。

▽提出先 公益財団法人長野県産業振興機

▽対象者

Ｂ．長野県に居住、又は令和５年１月 日

方、③第２創業を行う方

法人等の設立を行う方、②事業承継を行う

提出もしくは株式会社、合同会社、ＮＰＯ

日までに長野県で、①個人事業の開業届の

Ａ．令和４年４月１日から令和５年１月

次のいずれも満たす方

構 経営支援本部 マーケティング支援部

「インターンシップ・業界研究フェア」

▽開催日時・場所・募集企業数
①オンライン
【日時】６月 日（水）午後３時～７時半
【募集企業数】 社（当日配信 社、録画

までに居住を予定している方
▽対象事業

地域活性化、過疎地対策、買い物弱者支援、
地域交通支援、子育て支援、環境エネルギ
ー関連、社会福祉等の地域課題解決に資す
る事業であり、長野県内で実施する事業
※起業家等を含む外部審査会（書類及び面
談）で採択される必要があります。

▽相談受付時間

平日の８時 分から 時 分まで

▽設置場所

佐久農業農村支援センター
（電話０２６７・

６３・３１６７）

▽相談の内容

燃料・資材・飼料高騰に係る農作物の技術

対策、農業経営、融資制度など

－2－

付期間（３月 日～５月 日）は変更なし。
※１期と２期それぞれ申請が必要。
▽問い合わせ先
長野県新型コロナウイルス拡大防止協力金
事務局（電話０２６５・９８・６４４０）

販路開拓助成金（上期分）の募集について

長野県産業振興機構は、
県内の中小企業・
小規模事業者の海外・国内マーケットにお
ける新市場開拓や販路拡大を支援するた

31
31
※対象者②、③は上記に加えて、ＡＩ、Ｉ

15

配信 社（予定）
）
②東京会場

【日時】７月 日（土）午後１時～４時
【会場】ＪＲ新宿ミライナタワー
【募集企業数】 社（一般企業 社、業界・
▽実施内容

エリア 団体（予定）
）

大学生（大学院・短期大学・専門学校の学

17

め、オンラインを含めた展示会などに出展
する際の費用の一部を助成する「販路開拓
助成金」
（上期分）の募集を行っています。
▽助成要件（抜粋）

ラインを活用して実施する展示会等を含
む）

30

20

5

②対象者 県内中小企業者（製造業）／県

16

20

2

日までに出展する展示会、見本市等（オン

30

18

75

12

29
46

16

30

1521

①対象の展示商談会 ５月 日から９月
25

30

10

16

16

20

16

何
当社は、化粧品メーカー「ハーバー研究所」
＝東京都＝の子会社で、本社は北海道苫小牧市
に置いています。一昨年 月、御影に小諸工場
を開設し今年で２年目を迎えました。
現在、小諸工場は主力商品の化粧オイル「高

万本作ってもお客様に届くのはたった１本

徹底した全品検品で信用得る

が、部品のチェック、キャップの締め具合、印

例えば、当社製品は全数検品を貫いています

何万本作ろうとも、
「お客様に届くのはたった１

教育の中で身に着けてもらっています。何千本、

お客様の信頼が待っているということを、社員

一つの努力と実行に裏付けられた作業の末に、

業も含めた社員全体に浸透していきます。一つ

刷の状況確認、納品前の箱詰めに至るまで、全

本」なのですから。

一つのメリットにもなっています。

ての工程がその対象となります。一見非効率と

つの妥協もなく製品を作り上げているという自

行うのは、従業員自らが品質維持に対してひと

切らさないよう、ここまで徹底した全品検品を

事をするという方式で進めています。集中力を

いと考えています。

てより認知度を高めていく方策も練っていきた

に身近なブランドになるよう、小諸工場を通じ

考えています。そして、地元でもこれまで以上

も視野に、地元雇用の期待にも応えてきたいと

小諸工場は今後、少品種、多量生産への対応

しています。

スも良い。小諸の水質も化粧品としての水に適

目と鼻の先で千葉県の配送センターへのアクセ

ージにも合いました。また、上信越自動車道は

になっている「無添加主義」
（商標登録）のイメ

立地は本社工場とも似ていて、当社の企業理念

という結論がありました。浅間山が一望できる

視察をした私の中で、直感的にここがベスト

補地となりました。

大きな災害もなく、地盤も強固な小諸の地が候

全国各地で建設地を探していた中で、過去に

由からです。

場を新設したのは、
「災害に強い場所」という理

北海道の本社工場から遠く離れた小諸市に工

も思われる作業かもしれませんが、これによっ
て品質と信頼が維持できると考えています。従

業員にとっては同じ作業の繰り返しとなります

が、同じラインで固定せずにローテーションを
組んでいるほか、一つ検品を終える度に自ら声

負、自信、確信につながるわけです。当然、工

を出して周囲に報告し、周囲はそれに対して返

場でこうした意識が生まれるわけですから、営

－3－

の２種類を生産しています。小諸工場開設を決

停電になり、震源地から ㎞の場所に位置する

現在の従業員は９人。フル稼働していない分、

できる準備は整っています。

設も想定した設計になっており、いつでも拡張

化することを見据え、将来的に生産ラインの増

ただ、今後の需要の伸びや工場の稼働が本格

は穏やかな状況になっています。

によりインバウンド需要が低下したため、稼働

拡大も課題となっていました。コロナ禍の影響

バウンド需要の高まりで、これに対応する生産

となりました。また、中国をはじめとするイン

船に頼っているため、リスク分散が大きな課題

千葉県の配送センターへの納品、原料仕入れは

本社工場が被災し、再開まで３日を要しました。

50

グニチュード６・７）で、北海道全体が大規模

めた当時、
平成 年の「北海道胆振東部地震」
（マ
30

社員教育を手厚くできることは、現状において

山岡 照明 社長
ハーバー

12

品位スクワラン」と、化粧水「Ｇローション」

Voice to the future

活力ある事業所情報

る中でもトップクラス。食用と
して加工、販売可能な認定も受
けている。
良質なペットフードを製造す
るには新鮮な肉が必要で、駆除
され運び込まれたシカはその日
のうちにすべて解体。多い日で
頭も運び込まれる日もあると

同施設で解体、加工されるシ

いう。
カは、捕獲日、捕獲者、解体日
をすべて記録。肉は金属探知機

れていきたい」と話す。

レッシュハーブティーに力を入

した商品展開として、まずはフ

したオーガニックハーブを使用

小林代表は、
「認定圃場で栽培

は店舗、ネットで購入できる。

ル」や「フローラルウォーター」

ーガニックエッセンシャルオイ

１００％のオリジナル商品「オ

ま た、 同 農 場 ラ ベ ン ダ ー

することも予定している。

トを敷いて喫茶メニューを提供

後新たに農場内にレジャーシー

に配慮したサービスとして、今

環
たオ
農ー
場プ
づン
くり ナ禍による室内で密になること
リ境
ニに
ュ配
ー慮
アしル

夢サ
ハマー
トパ
農ー場
ア
２ベ
０ス
００
ク
八満の
「夢ハーベスト農場」（小
林拓美代表）が、安心安全な有
機農産物などに与えられる認証
制度「有機ＪＡＳ認証」を、一
部圃場で取得した。
「有機ＪＡＳ認証」とは、登
録認証機関が栽培、種苗・育苗、
肥培管理、
病害虫管理、
栽培計画・
栽培記録などを検査。栽培した
農産物などが、化学合成農薬や
化学合成肥料による汚染がない
ことなどを認証する制度。
。その
ため、化学肥料や農薬の使用が

－4－

や放射能量検査を行うことで安
全性を担保している。

ないことが担保され、農地本来
の生産力を生かし、環境への負
荷をできるだけ低減した方法で
栽培された作物への信頼性が高
まる。
同農場では３５０種類を上回
るハーブ、１万株のラベンダー
がこれから 月にかけてそれぞ

●小諸市高峰高原●
TEL：23-1714
●営業時間：8
時半～
16 17
時（季節変動あり）
●ＨＰ：https://asama2000.com/
●小諸市八満 2157-2
● TEL：25-9255
●営業時間：
9 時半～
時 木曜定休（6 ～７月は無休）●
http://yume-harvest.com/

駆除された鹿肉を「資源」に

みやび

東小諸の小諸市野生鳥獣商品化
施設でシカ肉の加工を行う「みや
び」
（甘利雅樹代表）は、駆除され
たシカを原料にしたペットフード
の製造を行っている。
すべての商品が着色料、酸化防

れ色づき、例年 月頃からはブ
ルーベリー狩りも始まる。コロ

7

止剤、防腐剤、防カビ剤を使用し
ていない。シカ肉は高タンパク、
低脂肪、ミネラル豊富と栄養価も
高いことから、獣医師やペット愛
好家から好評を得ている。商品は
ネット購入出来る。
ペットフードの他にシカ革を活
用した名刺入れも販売している。
小 諸 市 か ら 委 託 を 受 け、昨 年
は小諸市野生鳥獣商品化施設で
５００頭以上を解体しているが、
同規模の施設は国内７００近くあ

8
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●小諸市甲１８９１- １● URL：https://komoro-premium.jp/pet-food/

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

を改修。テレワークや会議、セ
ミナー、ギャラリー展示などに
対応できるカフェとして営業し
ている。
これまでにも事業所のオンラ
イン会議や打ち合わせに利用さ
れているが、イベントスペース
は地域の交流を深める場として
位置付けている。
金山代表は「作品展などに限
らず、電車やバスの待合時間に
お茶を楽しんだり、待ち合わせ
の場として気軽に活用してほし
い」と話している。

小諸郵便局

地域の地産地消を応援

込）
。

があるほどだ。

申し込みは郵便局窓口のみで、
実際に置く商品のラベル見本と
価格表のほか、販売に必要な各

種許可書の写しの提出が必要。
小諸郵便局以外の局でも販売し
たい場合は取次もする。
同局ではこのほか、駐車場も
含めたイベント開催や移動販売

車の出店も随時受け付けている。
問い合わせは、平日午前９時
から午後５時まで窓口、または

同局（電話２２・００８３）まで。

●小諸市紺屋町 2-9-1 ● TEL：22-0083 ●営業時間：9 ～ 17 時（郵便窓口のみ～ 19 時）土日祝日定休

作品展で地域交流促す

小諸 駅 の ま ど

小諸駅舎内にあるカフェ「小

紺屋町の小諸郵便局（滝沢栄
局長）は、地産地消推進のため
に局内に「無人販売棚」を開設。
出品者を募集している。
販売できる品目は、野菜やく
だものなどの農作物、パンや焼
き菓子などの加工品の他、アク
セサリーなど雑貨も可。利用料
は カ月１区画４４００円（税
現在、同局には市内の農家が
栽培した野菜や事業所が販売し
ている焼き菓子、卵などが並ん
でいる。開設して半年ほどにな
るが、利用者からは好評で、商
品によっては催促の問い合わせ

－5－

諸駅のまど」
（金山裕美店長）は、
地域交流のために店内に設置し
たイベントスペース活用に取り
組んでいる。
月には小諸市出身の３人の

書道家の作品展を開催。行書や
草書、篆刻など約 点を展示し、

として、３年前まで切符販売窓

同店はかつて「みどりの窓口」

た作品出展者を募集中。

現在、展示スペースを利用し

している。

んの写真展と鉄道写真展を開催

構える昆虫写真家・海野和夫さ

今月は、小諸市にアトリエを

ながら交流を深めた。

が駆け付け店内で喫茶を楽しみ

開催期間中は書道家の同級生ら

20

口として利用されてたスペース

1

4

●相生町 1-1-1 小諸駅舎内 ●ＴＥＬ：46-8536 ●営業時間：10 ～ 17 時 火曜定休

講義終了後は、菱野温泉薬

ド」を紹介した。

感を集める「共感投資ファン

新しいまちづくり手法に関心
空き家活用に「共感投資ファンド」
当所まちづくり特別委員会

福田氏は、 年の事業で得 師館の花岡隆太さんと、大西
た気づきとして「市民、企業、 製粉の大西響さんが地元企業
のクラウドファンディング活

薬師館の温泉の素やリフォ

用事例を紹介。

ーム、そばの実を使ったレシ

ＮＰＯなどが担い手となって

リアマネジメント』が重要」

ピ開発「そばの実プロジェク

会「新しいまちづくり手法を
ション＆ファンド」は４月

とし、持続可能性の高いエリ

ト」の成果や感想を発表した。

地域価値向上に取り組む『エ

日、小諸グランドキャッスル

アマネジメントの課題として

その課題解決策として、空

点を指摘。

ホテルで開いた。約 人が参
講師は、神奈川県で空き店

加した。

舗活用に取り組む「エンジョ

イワークス」の福田和則さん。 き家や遊休不動産の収益物件

援したい人から集める「ファ

そのプロジェクトに参加、応

で「知恵、労働、出資」の投

工事、運営など事業の各過程

画から事業計画、資金調達、

空き店舗活用に必要な資金を、 化に様々な人を巻き込み、企

ンド」による建物再生、地域

資を通して体験を共有し、共

▽会計
依田伸幸（依田建築）
▽総務運営委員長

主な役員は次の通り。

む～」とした。

づくりを行っている。

大西響 さん（大西製粉）

▽会長

黒澤隆一（佐久通運）

清水健教（名城工業）

高橋拓哉（

）
Silk sun

▽経営研修企画委員長
櫻井浩多（ボディーオート桜
▽商工業活性化委員長

井）
西新会長は新年度スローガン ▽監事

竹内浩太（竹幸商店）

）
I.N.T

▽会員ネットワーク委員長

大西響（大西製粉）
当所青年部の新年度総会は ▽直前会長
４月 日に開き、新会長に大 吉田俊（ヨシダ）
した。任期は１年。

当所建設委員会（谷和人委員長）が、今年１月に市へ要望した「新しい
生活様式住宅リフォーム支援事業補助金」の継続について、今年度も継続
されることになりました。
内容は前回同様。申請は６月１日より小諸市役所建設課窓口で受付開始。
詳細については小諸市役所ホームページをご覧ください。

５月６日から６月 日（木）まで「福

が運営する「ベストウイズクラブ」は、

全国各地の商工会議所とアクサ生命

事例発表をした花岡さん（左）
と大西さん

「人材不足」
「財源確保」の２

学ぶ・次世代の建物リノベー

（佐藤英人委員長）主催の勉強

15

を「小さな一歩、大きな活動」 宮嶋伸光（宮嶋林檎園）

令和 4 年度新しい生活様式住宅リフォーム支援事業補助金

祉制度キャンペーン」を実施中。

「商工会議所福祉制度」の理解を深め

てもらい、会員事業所の福祉向上に役

「商工会議所福祉制度」は経営者、役

立ててもらうことが目的。

員の保証や退職金準備他、入院や介護、

老後に備えた様々な保障ニーズ応える

内容。

問 い 合 わ せ は 当 所 総 務 課（ 電 話

２２・３３５５）
。

－6－

20

～ここで生きて、ここで楽し 村松丈徳（村松商店）

５月６日から「福祉制度キャンペーン」

40

青年部会員は現在 人。大 小泉裕望（
48

30

新会長に

青年部

西響さん（大西製粉）を選任 ▽副会長

19

水曜日は当所主管
その他の曜日は実行委で
当所商業委員会（小林敬志委員長）
が一昨年５月より開催している「ＫＯ
ＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴＡＧＥ」は、

花見シーズンの「桜まつり」
に続き、市内では本格的な登山
シーズンを告げる「浅間山開き」

などのイベントが相次ぐ。

（８日）や「車坂峠ヒルクライム」
このうち、当所観光委員会が

参画する「小諸サイクリングプ

ロジェクト」は、 日 日
( ）に

桜まつりを彩る
ボンボリを設置

ている。

３８０人が参加する予定となっ

国各地からの自転車愛好家約

申込者の優先参加枠を設け、全

これまで中止とした回の参加

ぶりの開催となる。

新型コロナの影響から、３年

ムを開催する。

して、第 回車坂峠ヒルクライ

チェリーパークラインを会場と

15

運営方法を変更して実施することにな

った。
毎週水曜日は当所が主管。その他の

曜日は、出店者有志による団体「ＦＯ

ＯＤ ＳＴＡＧＥ実行委員会」 高
( 橋義

英代表）が運営する。

18

当所観光委員会（中野信之委員
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、
訪れる観光客をもてなす事業を行
った。
今年は来園者の市街地回遊を促
そうと、相生坂公園のポールを活
用して、宿泊客がメッセージを記
したボンボリも設置した。
また、相生坂公園には新年度に
合わせた黄色の「アンブレラスカ
イ」も開催した。

◆中小企業相談所から◆

当所中小企業相談所は、新型コロナに係る助

成金や小規模事業者持続化補助金などの各種相
談窓口を設置しています。

当所としては、感染症防止対策を取りながら

相談窓口を継続するため、またお待ちいただか

ずに相談が出来るよう、
「来所時の事前連絡」を
お願いしています。

また、事業復活支援金の申請に係る事前確認

については、申請ＩＤが必要となります。事業

復活支援金ホームページから申請ＩＤを予め発

番して問い合わせ頂くと円滑な案内が可能です。

事業復活支援金については５月中も専門家を

迎えた個別相談会を実施していますので合わせ
てご活用ください。

問合せは中小企業相談所（電話２２・３３５５）
まで。

■観光委員会

４月１日

・令和４年度事業について

■建設委員会

４月６日

・視察研修について

■商業委員会

４月 日

・土日の賑わいづくりイベントに

ついて

・ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴ

４月 日

■農商工連携特別委員会

・新入社員セミナーについて

・令和４年度事業計画について

４月６日

特別委員会合同会議

■工業・再生可能エネルギー推進

・チャレンジショップについて

ＡＧＥについて

委員会だより４月の議題

出店料は引き続き無料。
この変更に伴う出店希望の申し込み

先は次の通り。

▽水曜日
当所商業委員会（電話２２・３３５５）

▽その他曜日
風味堂（電話２３・１８１５）

長引くコロナ禍による飲食店の支援

と し て 始 め た「 Ｋ Ｏ Ｍ Ｏ Ｒ Ｏ Ｆ Ｏ
ＯＤ ＳＴＡＧＥ」の総売上額は、こ
れまでに２２００万円を超えた。延べ
来店者数２５０００人、出店合計数
１０００店にのぼる。

光

観

・モロコ養殖実験事業の取り組み

について

■まちづくり特別委員会

４月 日

・勉強会について

■ものづくり特別委員会

４月 日

ｏｄ Ｍａｒｋｅｔ）

・こもろん味噌焼そば販売（Ｆｏ

－7－

コロナ禍に対応 初夏のイベント開催

委員会活動から

19

19

20

30

ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴＡＧＥ 運営方法を変更

小諸市消費喚起促進事業
参加事業者募集
当所では、小諸市の委託を受け、新型コロナウイルス感染拡

１．小諸市内に対面販売を行う実店舗を有する事業者又は個人

大により大きな経済的影響を受けている市内事業者の売上向上

事業主。

を支援するため、「小諸市消費喚起促進事業」への参加事業者

※本社・本店が市内にあるか否か問いません。

を以下のとおり募集します。

２．「参加事業者の遵守事項」について誓約する事業者

複数店舗を保有する事業者は原則店舗ごとの申請をお願いし

３．長野県が推進する「新型コロナ対策推進宣言」に取り組み、

ます。

店頭にポスターやステッカーを掲示している事業者（利用開始

▽事業概要

日（６月１日）までに取り組みを始める事業者も含む）。 特に、

割引利用上限：総額６千万円（消費喚起効果：３億円）
▽チケット券種
一つのＩＤ（携帯電話番号）あたり、合計 5000 円の割引チ

飲食店については、「信州の安心なお店認証制度」へのアップ
グレードを行うことを推奨する。
４．次に該当する事業者は、対象外とします。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

ケットが付与されます。
以下４種類の券を発行し、買物金額に応じて１会計あたり、

年法第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に

いずれか１枚が利用できます。

規定する暴力団員、又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

① 1000 円割引チケット（5000 千円以上の買物で利用可）

係を有するもの

② 500 円割引チケット（2500 円以上の買物で利用可）

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

③ 200 円割引チケット（1000 円以上の買物で利用可）

23 年法律第 122 号）第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊

④ 100 円割引チケット（500 円以上の買物で利用可）

営業を行っている事業者
③募集要項「５．チケットの利用対象とならないもの」に記

※①～④の各券に利用回数制限はなく、総利用額 5000 円に達
するまで何回でも利用できます。

載する取引・商品のみを取り扱う事業者
④その他の法令又は公序良俗に反するもの

▽配布方法
専用アプリ（TicketQR）をスマートフォンにダウンロードし、

▽申請受付締切
１次締切 ５月６日（金）

利用登録したすべてのＩＤに合計 5000 円分の割引チケットが

２次締切 ５月 13 日（金）両日ともに正午必着

自動的に付与されます。
▽配布対象
制限なし（市外在住者、観光客等も利用可）
▽利用期間
令和４年６月１日（水）から令和４年７月 31 日（日）
（予定）

※なお、締切後もキャンペーン期間中は随時申請を受け付けま
すが、締切後に申請された事業者は、キャンペーン開始日にＱ
Ｒコードや店内掲示物等の配布が間に合わない可能性がありま
す。
参加希望の事業者は当所ホームページより、参加事業者募集

※ただし、新型コロナ感染拡大の状況等によって、実施時期の
変更を行う場合があります。

要項をご確認のうえ、登録申請書をメール又はＦＡＸ、郵送

※また、チケット利用額が予算額に達する見込となった際は、

などで当所までご提出ください。（要項、登録申請書は当所他、

キャンペーンを早期に終了する場合があります。（その際は事

小諸市役所でも配布しております）

前に早期終了の周知を行い、終了日以降自動的にアプリ上のチ

▽提出先

ケット機能が利用不可となります）

（メール）：komopon@kcci.komoro.org

▽参加事業者の資格と条件

（ＦＡＸ）：２３・９０３０

次の１～４のすべてを満たす事業者が対象です。

▽貸出料
営業日１日あたり２，０００円
※営業日…キッチンカーを使用して販売活動を行った日
▽内部設備
冷蔵・冷凍庫、給排水タンク、発電機（２，０００ｋｗ）
▽貸出対象者
原則当所会員（詳細についてはお問い合わせください）
▽営業許可の範囲 飲食店営業
▽貸出の流れ
【利用登録】

キッチンカー貸出受付中

コロナ禍での飲食店支援の一つとして、既存事業者の新
商品開発や販売促進などに活用していただくため、当所も
のづくり特別委員会（塩川秀忠委員長）が貸し出しを行っ
ているキッチンカーは、今年度から有料化になります。

（郵

送）：〒 384-0025 小諸市相生町 3-3-12 小諸商工会議所内

営業内容などをご相談いただき、許可範囲内で販売でき
る品目などを確認のうえ、利用者登録申請をしていただ
きます。
【予約】
審査通過後に利用予約を受け付け、日程調整を行います。
【貸出当日】
貸出期間中の営業日数に応じて利用料金をお支払いいた
だき、キッチンカーの点検を実施のうえ貸渡します。
【返却時】
返却予定日にキッチンカーを所定の場所へ返還いただき、
点検を実施。予定の営業日数に加えて販売を行った場合、
行った日数に応じて追加料金をお支払いいただきます。
▽その他
貸出についてご検討の方を対象に、申請前にキッチンカ
ーの内部などの事前確認も受付中。

－8－

アサマフィールドネットワーク
堀江 博幸 さん
利用者から好評

農業や自然体験ツアー

御影新田

16

事業所ＤＡＴＡ
■新規入会
・みやび

１９４７―２ 甘利雅樹

13

・内建外装 柏木２２４
―２１ 内堀一男
■所在地変更
・ニュー交通小諸営業所
赤坂１―４―４

－9－

■代表者変更
小山良子

▽ 日（火）
・税務相談 （ 時～）
▽ 日（水）
・小諸青色申告会定時総会 （ 時～）
・工業委員会 （ 時～）
▽ 日（木）
・建設委員会 （ 時半～）
・法律相談 （ 時半～）
▽ 日（月）
・労務年金相談 （ 時～）
・電子クーポン市民説明会（ 時半～）
▽ 日（火）
・経営相談 （９時～）
▽ 日（水）
・佐久法人会小諸支部総会（ 時～）
▽ 日（金）
・登記法律相談 （ 時～）
・女性会定時総会 （ 時半～）
▽ 日（水）
・ 電 子ク ーポ ン 市 民説 明会（ 時 ～、
時～）

90
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・みかげ作業所
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再整備のために臨時休園していた小諸市動物園が４
月 日に再オープンした。今回のリニューアルの目玉
はペンギン舎。ペンギンの血統管理や活用を図るため、
以前暮らしていたペンギンの代わりに新潟県の「マリ
ンピア日本海」と、東京都の「葛西臨海水族園」から、
合せて８羽を迎え入れた。
新しいペンギン舎は、様々な角度からペンギンの生
活ぶりが楽しめる演出空間にしていて、以前と比べ生
き物の躍動感が伝わる工夫がされている。
大正 年に開園した小諸市動物園は、県内最古、国
内でも５番目の歴史ある施設だ。かつてはゾウをはじ
めトラやアシカ、チンパンジーなど 種類ほど飼育し
たこともあったが、現在では大型動物はライオンの「ナ
ナ」程度で、飼育数も半減している。
そんな中でのペンギン舎改修。４年後の開園百周年
に向け、動物園がどう変化していくのか。今から注目
だ。

５月

29

軽井沢・小諸地域を中心に山登り、ツリーハウス作
り、農業体験など自然体験ツアーを企画。多くのリピ
ーターから好評をいただいています。
新型コロナウイルスの感染が拡大し始めてから、オ
ーダーメイドでツアーを組み立てる貸切の「オリジナ
ルプライベートツアー」や、
「マイ田んぼ」を借りて
年間を通して作業するコースの人気が急上昇しまし
た。
米作りは「米」の字形から、
「八十八の手間がかかる」
と言われています。
「マイ田んぼ」は一つ一つの作業
が体験できるため、利用者から「田植えや稲刈り以外
の作業を初めて知った」という声も届いています。
昔ながらの農法も体験でき、都会の人以外に県内の
農業経験者からも好評。愛着が湧き、田んぼに名前を
付けて看板を掲示する人も多いです。新嘗祭の前日に
は利用者が集い、作った米の食べ比べを行います。そ
れぞれ味が異なり、食べ比べを通して利用者同士の交
流も魅力の一つです。
今後の目標は、当社事務所であり妻が経営している
「農カフェわのん」を使い「古民家の宿泊、美味しい
食事、アウトドア体験」をセットで提供すること。も
う一つは、後進ガイドの育成です。自然と関わること
が好きでこの仕事を選び、米作りのため小諸に移住し
ました。食も山も、季節ごとの楽しみがあり、ツアー
を通してお客様やツアー仲間と楽しみを共有しつつ、
次代の魅力あるガイドを育てていきたいです。

創業や起業にはビジネスプラン、事業計画書の作成、資金
調達、会社設立のための手続きなど様々な準備が必要です。
当所は創業、起業を志す方を力強くサポートするための相談
窓口「チャレンジ企業相談室」を開設しています。「創業、
起業するための手続きが分からない」「創業時に使える公的
融資制度を知りたい」など、様々な課題のご相談に対応しま
す。
▽秘密厳守、相談無料。
▽準備の進め方、業種業態選び、資金計画や経営計画はもち
ろん、創業に必要な各種申請及び届出、公的融資、助成金の
申請手続きについても個別にアドバイスするほか、記帳や税
務でお悩みの創業者を対象にしたアドバイスも実施。創業後
のアフターフォローも常時対応しています。
▽当相談室では常駐のコーディネーターがご相談を承ってお
ります。弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、中小
す。
★開業手順の一例（各手順をサポート！）
手順①

店舗の確定

手順②

屋号の決定

手順③

機材の購入

手順④

認可、許可の取得

手順⑤

開業

【なんでも無料相談会】
毎月法律、税務、登記、労務、経営、金融の各分野のプロ
が相談無料であなたの疑問、質問を解決します。各分野の相
談会日程、予約についてはお問い合わせください。

事業を開始するための心構え、ビジネスプラン（事業計画書）

!!

の作成、融資制度や事例の紹介など創業に役立つ実践的知識
などを習得できる「小諸創業塾」。

チャレンジ企業相談室

企業相談士など各分野の専門家と連携し創業者支援を行いま

創業や経営革新を応援

【チャレンジ企業相談室】

新規事業に必要な基本知識を短時間で網羅し、ビジネスプ

ラン作成、販売促進、営業方法など具体的で役に立つ入門コ
ースです。
漠然と創業を考えている方から創業間近の方まで幅広く

参加できるセミナーです。経営者への第一歩として是非参加
ください。
○開催時期
例年 10 月から 11 月までの間
○会場
小諸商工会議所 ３階研修室
○対象
創業に興味をお持ちの方、創業まもない方、経営について学

【ワンストップ総合相談会】
年３回開催（例年７月、11 月、３月）の「ワンストップ総
合相談会」では、様々な疑問や問題を抱える方のために、各
分野のプロが一斉に集い、複数の相談事も一度にできます。

びたい方
○定員 １５人 ※先着順締切
※令和３年度の開催内容です。年度ごと
開催内容に変更がある場合がございます。
最新情報は小諸商工会議所ホームページ

【小諸創業塾】
「創業」をご検討されている方、興味をお持ちの方を対象に、

などで告知いたしますのでご確認くださ
い。

担当：起業コーディネーター青木
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