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新型コロナウィルス感染症拡大に関する経営相談窓口開設中
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■ 基本方針
　昨年度、令和という新しい時代が幕を開けました。昭
和、平成に続き激動の時代、変革の時代となるのでは
と言われておりますが、私たちは、この荒波を乗り越え
て未来を拓いていくことが求められています。
　国内経済は、個人消費にはいまだ力強さを欠くもの
の、民間投資は引き続き底堅く、緩やかな拡大を続け
ています。本年度は、東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催に向けてインフラ整備等が進んでおり、景気の
底上げが期待されています。　
　しかしながら一方で、我が国は多くの課題も抱えてお
ります。暮らしの実感としては、多くの国民が満足でき
ていない状況が続いています。日本経済の屋台骨であ
る中小・小規模事業者の多くは、事業承継問題や人手
不足といった構造的変化にも直面しております。加えて、
消費税引き上げの影響、米中間の貿易摩擦や中東問題、
英国の EU 離脱、新型コロナウィルス感染症の社会・経
済への影響など、企業を取り巻く環境は、いくつもの懸
念材料を抱えているのが現状です。
　このような現状に対応するため、当会議所では、第
31 期のテーマとして「企業の活力を開拓し、働き甲斐
のある地域づくり」を掲げ、良い会社を築き、住みよい
街づくりに貢献し、特に若者達が働き甲斐がある地域づ
くりを目指して参ります。
　商業振興事業につきましては、昨年スタートした岡谷
市商業活性化計画に沿いながら、キャッシュレス対応の
ための岡谷版電子マネー・OkayaPay 事業や岡谷 TMO

■ 事業細目
１．意見活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑴　市の来年度予算への要望
⑵　金融・税制改正の会員意見の反映
⑶　その他

２．産業振興全般　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑴　労働対策事業
①労働力・雇用機会の確保
②働き方改革の啓発推進
③若い人が働き甲斐のある地域づくり推進事業 
④改正入管法施行に伴う制度周知事業

⑵　人材育成対策事業
①人材育成支援事業の推進
②新卒未就職者等人材育成事業への協力
③産業教育振興会への協力

まちなか活性化推進事業の見直し、空き店舗対策支援
など具体的な商業振興策を推進いたします。
　工業振興事業につきましては、工業活性化計画に沿い
関係機関と連携しながら、航空宇宙、医療介護、EV( 電
気自動車 ) などの新規成長産業分野からの受注を引き続
き目指します。また中央都市とのネットワークを強化し、
プライベート展示会の支援など営業力向上に取り組むと
ともに、生産性の向上等を目指してＡＩや I ｏ T、ロボッ
ト等の新技術への挑戦を支援して参ります。
　この他に、働き方改革への対応、多様な人材（若者・
高齢者・女性・障がい者・外国人等）の活用支援、岡
谷太鼓保存会 50 周年記念事業支援、うなぎのまち岡谷
等の支援、SDGs 取り組み支援、情報セキュリティ対策の
啓発、健康経営の推進等に取り組んで参ります。特に事
業承継支援は喫緊の課題で、行政や関係機関等と連携し
ながら各企業の実情に寄り添った対応を心掛けます。
　当会議所は、今後も市と連携しながら産業振興の将
来像を共有し、まちづくりの一翼を担って参ります。

⑶　SDGs( 持続可能な開発目標 ) に取組む魅力ある
企業創出事業

⑷　創業支援、事業承継支援事業 ( 小規模企業対策
事業で後述 )

３．商業振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑴　岡谷市商業活性化計画の推進
⑵　岡谷版電子マネー・Okaya Pay 推進事業
⑶　岡谷ＴＭＯまちなか活性化推進事業の見直し
⑷　空き店舗対策事業　
⑸　商業連合会への支援（販売促進事業等の支援）

４．工業振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑴　IoT・AI・ロボットなど新たな製造技術への取り
組み支援

令和2年度収支予算総括表（単位：千円）
収入の部 支出の部

会　　費 24,510 事 業 費 122,622 
事業収入 69,910 人 件 費 69,597
交付金等 91,990 管 理 費 26,218
繰 越 金 38,315 予 備 費 6,288

合計 224,725 合計 224,725

令和２年度(2020年度)事業計画

積立金会計を除く
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⑵　IoT・AI 導入支援事業
⑶　小規模製造業向け生産管理システム等の導入支

援事業
⑷　企業の流出防止と企業誘致の推進
⑸　産学官交流事業の推進
⑹　航空宇宙・医療機器産業等の新規成長産業分野

からの受注確保対策の推進
⑺　プライベート展示会・ものづくり受発注商談会等

推進事業
⑻　中小企業都市連絡協議会への参加 
⑼　生産性向上支援訓練の支援
⑽　諏訪圏工業メッセ 2020 の実施 
⑾　市などの関係機関・関係団体の工業振興事業へ

の協力 
⑿　コワーキングスペースやファブラボの支援

５．組織・財政基盤の強化及び会員福祉事業　　　　　

⑴　会員増強の推進
⑵　部会、委員会活動の充実
⑶　各種共済制度の推進による会員福祉の充実
⑷　会員事業所従業員の優良永年勤続者表彰の実施
⑸　役員・従業員の健康管理（健康経営）の推進　
⑹　親睦交流事業の実施
⑺　広報事業の充実
⑻　岡谷商工会議所創立 80 周年記念事業の検討

６．地域振興・観光開発事業　　　　　　　　　　　　

⑴　岡谷太鼓まつりへの支援
⑵　岡谷太鼓保存会設立 50 周年記念事業の支援　
⑶　地域資源活用推進事業
⑷　おかやるく事業（まち歩き事業）
⑸　うなぎのまち岡谷の促進とＰＲ
⑹　観光土産品展示販売、姉妹都市物産交流の実施
⑺　岡谷市観光協会事業への協力
⑻　広域観光の推進（観光客の誘致、誘客宣伝の推

進、童画のまちづくり支援等）
⑼　沿線地域の理解を得ながらの中央線高速化の促進
　

７．情報・サービス事業　　　　　　　　　　　　　　

⑴　最新のＩＴを活用したビジネスモデルの研究や
導入の支援

⑵　企業の情報セキュリティ対策啓発事業
⑶　中小企業のＩＴ経営を担う人材育成の支援 
⑷　商工会議所の情報化推進とＩＴ利活用の促進

８．再生可能エネルギー啓発事業　　　　　　　　　　

９．小規模企業対策事業（中小企業相談所）　　　　　　

⑴　小規模事業所の巡回及び窓口指導の推進
⑵　経営相談等指導体制の充実強化
⑶　高度専門広域連携支援の強化
⑷　新事業創出等支援事業（創業・起業・既存企業

の新分野進出支援等）
⑸　広域事業承継マッチング支援事業
⑹　商工会議所ビジネスサポート相談事業の推進
⑺　認定経営革新等支援機関事業等の実施
⑻　小規模事業者への支援強化
⑼　各種制度資金の周知、相談、指導及び斡旋
⑽　市内金融機関及び信用保証協会との連絡協調
⑾　日本政策金融公庫松本支店岡谷相談室の開設
⑿　金融・税制改正の周知
⒀　小規模企業共済、倒産防止共済、ビジネス総合

保険他の加入促進
⒁　各種講習会、研修会並びに指導会の実施
⒂　青年部事業の推進
⒃　女性会事業の支援
⒄　小規模企業振興委員制度の活用と充実
⒅　リスク管理（ＢＣＰ、保険等）の啓発
⒆　取引照会
⒇　各種景況調査の実施
�　記帳指導による小規模事業者の支援

１０．商工技術振興事業　　　　　　　　　　　　　　

⑴　珠算検定試験の実施
⑵　簿記検定試験の実施
⑶　リテールマーケティング（販売士）検定試験の実施
⑷　ＰＣ検定試験の実施

１１．その他の事業　　　　　　　　　　　　　　　　

⑴　容器包装リサイクルの推進
⑵　労働保険事務組合の運営
⑶　貿易に関する事業（原産地証明）
⑷　関係機関の各種調査への協力
⑸　姉妹都市（富岡市・玉野市・東伊豆町及びマウ

ントプレザント市）との親善交流
⑹　社会福祉、文化向上に関する事業への協賛・後援
⑺　岡谷市商業連合会、岡谷労務対策協議会、岡谷

市青色申告会、諏訪法人会岡谷支部、岡谷珠算
連盟の事務受託

⑻　市や県、関係機関、団体等との連携



4

ハローワークより事業主の皆様へお知らせ

岡谷太鼓保存会では、会員を募集しています！
～岡谷太鼓まつりを目指して、一緒に太鼓を打ちませんか？～

　「令和２年度　新規学卒者求人手続説明会」を開催します。

　ハローワーク諏訪では令和３年３月新規学校卒業者の採用を検討されている事業主の皆様を対象に、求人

・採用手続きの留意事項、ハローワークの事務取扱日程、青少年の雇用管理状況が優良な中小企業に対する

認定制度などについて、説明会を開催いたします。事業主の皆様におかれましては、ぜひご出席願います。

日　時：令和２年４月１６日(木)１３時３０分～１６時００分
会　場：諏訪市文化センター第２集会場(諏訪市湖岸通り５－１２－１８)
問い合わせ先：ハローワーク諏訪 事業所サービス部門（℡：0266-58-8609）まで。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止にする場合があります。

お花見交流会中止のお知らせ
4月 11日（土）開催を予定しておりました、第24回会員交流お花見交流会は、新型コロナウィルス感染拡

大予防の為中止といたしました。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

　岡谷太鼓保存会では、会員（打ち手）を随時募

集しています。

約１８の太鼓連の中から、練習日や雰囲気などご

相談頂きながら、それぞれに合った太鼓連をご紹

介いたします。岡谷太鼓まつりへ出演だけでなく、県内外への出

演、会員同士の交流や、岡谷太鼓の普及活動も行っています。

まずは岡谷太鼓保存会事務局（TEL:0266-23-2345）へお気軽にお

問い合わせください♪

新型コロナウィルス感染症拡大に関する
経営相談窓口の開設のご案内

中小企業の生産性革命を応援

事業計画書のメリットが学べる！補助金申請にも活用できる！

　当所では、「新型コロナウィルス感染症拡大」に関連する影響により、経営に支障を及ぼす可能性がある
事業者の皆様からのご相談に対応するために≪経営相談窓口≫を開設しています。

　資金繰り、雇用維持、補助金助成金等、喫緊の経営課題につきまして、ご相談ください。

※お問合せ　　中小企業相談所指導振興課　TEL. ２３－２３４５

　令和元年度補正予算「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「ＩＴ導入補助金」の公募が開
始されました。新型コロナウイルスの影響により、予定されていたスケジュールが前倒しとなっています。
第１次締切は３月３１日まででしたが、以下の通り今後の公募スケジュールが公表されております。最新
情報は当所ホームページまたは中小企業庁中小企業生産性革命推進事業ホームページにてご確認ください。

　補助金の申請に向けた「事業計画書作成支援セミナー」を諏訪地域の４商工会議所にて実施します。内
容はすべて同じですので、ご都合のいい日、お近くの会場を選んでご参加ください。
セミナー開催日時・場所
　①３月２６日 ( 木 ) 午後２時～ 下諏訪商工会議所　　②４月１６日 ( 木 ) 午後２時～ 岡谷商工会議所
　③４月２１日 ( 火 ) 午後２時～ 諏訪商工会議所　　　④４月２４日 ( 金 ) 午後２時～ 茅野商工会議所
＜新型コロナウイルス感染症予防に向けた注意事項＞
　・発熱のある方、体調不良の方、感染の疑いがある方はご遠慮ください。
　・マスクの着用、手洗い、咳エチケット、会場入口での手指アルコール消毒にご協力ください。
＜お問い合わせ・お申し込み先＞
　岡谷商工会議所 TEL. ０２６６－２３－２３４５　※申込締切日は各開催日の前日です。

小規模事業者持続化補助金

第２次締切：令和２年６月５日（金）［締切日当日消印有効］
第３次締切：令和２年１０月２日（金）［締切日当日消印有効］
第４次締切：令和３年２月５日（金）［締切日当日消印有効］
※第５次締切以降（令和３年度以降）については、今後、案内される予定です。

ものづくり補助金
第２次締切：令和２年５月頃を予定
※申請にあたっては、ＧビズＩＤプライムアカウントの取得が必要です。
※通年公募とし、約３ヶ月おきに締切を設ける予定です。

ＩＴ導入補助金 第２次締切：現在未定

【資金繰り支援策】
　新型コロナウィルス感染症拡大
の影響を受けている事業者の方に
「信用保証制度」、「融資制度（日本
政策金融公庫）」による資金繰り支
援策があります。

【雇用関連支援策】
　「雇用調整助成金」の特例措置により、新型コロナウィ
ルス感染症の影響を受けて事業活動の縮小を余儀なくさ
れた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、
労働者の雇用維持を図った場合に休業手当、賃金等の一
部が助成の対象とされます。
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ハローワークより事業主の皆様へお知らせ

岡谷太鼓保存会では、会員を募集しています！
～岡谷太鼓まつりを目指して、一緒に太鼓を打ちませんか？～

　「令和２年度　新規学卒者求人手続説明会」を開催します。

　ハローワーク諏訪では令和３年３月新規学校卒業者の採用を検討されている事業主の皆様を対象に、求人

・採用手続きの留意事項、ハローワークの事務取扱日程、青少年の雇用管理状況が優良な中小企業に対する

認定制度などについて、説明会を開催いたします。事業主の皆様におかれましては、ぜひご出席願います。

日　時：令和２年４月１６日(木)１３時３０分～１６時００分
会　場：諏訪市文化センター第２集会場(諏訪市湖岸通り５－１２－１８)
問い合わせ先：ハローワーク諏訪 事業所サービス部門（℡：0266-58-8609）まで。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止にする場合があります。

お花見交流会中止のお知らせ
4月 11日（土）開催を予定しておりました、第24回会員交流お花見交流会は、新型コロナウィルス感染拡

大予防の為中止といたしました。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

　岡谷太鼓保存会では、会員（打ち手）を随時募

集しています。

約１８の太鼓連の中から、練習日や雰囲気などご

相談頂きながら、それぞれに合った太鼓連をご紹

介いたします。岡谷太鼓まつりへ出演だけでなく、県内外への出

演、会員同士の交流や、岡谷太鼓の普及活動も行っています。

まずは岡谷太鼓保存会事務局（TEL:0266-23-2345）へお気軽にお

問い合わせください♪

ワタシが好きな岡谷のまちを
一緒にあるきませんか？
　まちあるき事業「おかやるく」の第６回目を４月２５日（土）
～５月６日（水）に開催します。おかやるくは街に住む方がガイ
ドとなり、住民だからこそ知るまちの魅力を案内するまちある
きイベントです。毎回、参加された皆さんから大変好評をいた
だいております。
　参加申込みは４月上旬より随時、特設ＷＥＢサイトや新聞紙
面等にて告知致します。各コースとも定員が限られていますの
で、参加ご希望の方は募集が始まりましたら、お早目にＷＥＢ
サイトまたはお電話よりお申込みください。

←おかやるく
　ＷＥＢサイトはこちら
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早期景気観測

前月と比べた
DI値の動き

改善 悪化ほぼ横ばい

都市部の再開発を中心とした堅調な民間工事に加え、公共工事の増加を指摘
する声が聞かれるものの、人件費・外注費の増大や受注機会の損失など、技術
者を始めとした深刻な人手不足の影響が強く、悪化。
●「持ち家などの住宅建設の動きは鈍いが、公共工事や設備投資関連
の受注が伸び、売上改善となった。今後も堅調な動きを見込んでい
るが、技術者や下請業者の確保が難航するなど深刻な人手不足の影
響が足かせとなっており、業務量に比べ人手が足りない状況が続い
ている」（一般工事業）

●「現在のところ、新型コロナウイルスの流行による経営への直接の影
響は出ていないが、原材料や部品の納期遅れの連絡が入り始めてい
る。今後の業績に響かないようにしたいが、先行き不透明感が強い」
（電気通信工事業）

ホイコーロー
岡谷市民新聞(2月29日掲載レシピ)

材料 ４人分
キャベツ………………２４０㌘
ピーマン………………２０㌘
豚バラ肉………………１２０㌘
すり下ろしにんにく…２㌘
すり下ろししょうが…４㌘
炒め油…………………適量

　　みそ…………………小さじ２（１２㌘）
　　砂糖…………………大さじ１弱（８㌘）
Ａ　しょうゆ……………大さじ１／２（８㌘）
　　中濃ソース…………小さじ１（６㌘）
　　酒……………………大さじ１／２（８㌘）
　　ごま油………………小さじ１（４㌘）

ご飯が進む味付けです。お好みで大
人はトウバンジャンやラー油で辛くし
てもおいしいで
すよ。（レシピと
コメントは岡谷
市保育園栄養
士会） (協力：岡
谷市民新聞社)

作り方
①切る　キャベツ、ピーマンはざく切りにし、さっとゆでるかレンジ（６００
㍗１分）で加熱しておく。豚肉は一口大に切る。

②炒める　フライパンに油を熱し、にんにく、しょうがを入れて、香りが
出てきたら豚肉を強火で炒め、肉の色が変わったら①の野菜を入れ
て更に炒める。

③味付け、仕上げ　野菜に火が通ったら、Ａの合わせ調味料で味付ける。

商工会議所 LOBO商工会議所 LOBO商工会議所 LOBO
2020.2調査結果 建設業

中国経済の減速や貿易摩擦、世界経済の先行き不透明感の影響によ
る、工作機械や産業用機械、自動車関連の不振に加え、新型コロナウ
イルスに伴う観光客の減少を受け受注が減少した飲食料品関連が振
るわず、悪化。サプライチェーンの混乱に伴う中国からの部品・資材の
調達難など生産や物流への影響を指摘する声が多く聞かれた。
●「中華街エリアでの売上が大幅に減少しているほか、従業員の渡航歴
確認や外国人労働者への対応が必要となっている。インバウンド需要
の減少が続いたり、国内の各種イベントが中止されれば、売上に影響
することは必至であり、今後の行方を懸念している」（食料品製造業）

●「新型コロナウイルスの影響で中国工場の操業を停止した。中国当
局が課す再稼働の条件が厳しく、再開の見通しがたたない」

　（工業用プラスチック製造業）

製造業

長引く個人消費の低迷に加え、新型コロナウイルスの影響により観光
客が減少し、売上が落ちた飲食料品や、記録的な暖冬により安値が続
く農産物関連が全体を押し下げ、悪化。冬物商材の動きが予想以上に
悪いとの声も聞かれた。
●「今のところ、売上・採算ともに前年並みを維持しているが、製品の
輸出にあたり、新型コロナウイルス流行の影響で中国向けの貨物
船の出航が取りやめになっており、今後の動向を注視している」

　（一般機械器具卸売業）
●「海外からの旅行客減少により、取引先の売上が落ち込み、当社の受注
も低迷している。中国産青果物の輸入量が減少しているため、国産野菜
の価格上昇が予想されるが、今冬は生育が好調で安値となっていたこ
ともあり、想定が難しくリスク要因となっている」（飲食料品卸売業）

卸売業

消費者の根強い節約志向や、記録的な暖冬に伴う冬物商材や衣料品の苦戦が
続く中、新型コロナウイルスの影響による客足減少に伴う売上の落ち込みを指
摘する声が多く聞かれ、悪化。また、感染対策商品の需要の高まりを受け、マス
クやアルコール除菌関連商品などの品薄状態が続いているとの声も多い。
●「新型コロナウイルスの流行に伴い、地元市民が人混みへの外出を
控えている印象があり、客足は鈍く、売上が悪化した。中国製品への
依存度が高く、既に仕入れ済みの春物への影響は少ないが、夏物に
ついては納期遅れや中国での減産が起きる可能性があり、業績への
影響を懸念している」（衣料品小売業）

●「感染予防商品への需要が非常に高く、マスクやハンドソープ、手指
消毒剤、アルコール除菌商品などの品薄状態が続いている」（医薬
品・化粧品小売業）

小売業

新型コロナウイルスの影響に伴い、中国の団体旅行客や国内客からの
キャンセルが相次いだ宿泊業・飲食業や、中国に対する輸出入の取扱量
が減少した運送業が全体を押し下げ、悪化。消費者の自粛ムードを懸念
する声も聞かれた。
●「積雪量が例年に比べ少なく、交通規制等で輸送が滞ることはほとんど無かっ
たが、冬物商材の需要低迷から荷動きが少なく、売上減少の一因となった。ま
た、新型コロナウイルスの影響により中国向け輸出入商品の取扱量が今後さら
に減少することが予想され、全体の売上が増 悪々化する恐れがある」（運送業）

●「日韓情勢により韓国人客が減少している中で、今度は新型コロナウイルス
の広がりにより、中国からの団体客も激減した。さらに日本人客から宴会の
キャンセルも入っており、売上は大打撃を受けている。損失をカバーできる
材料を模索するも見つからず、今後も厳しい状況が続きそう」（宿泊業）

サービス業

食べよう！

みそレシピ
食べよう！

みそレシピ
食べよう！

みそレシピ
市内９社の味噌製造業社が連携して取り組む
「毎月30日は岡谷味噌のヒ」に合わせて、
岡谷市民新聞紙面に毎月30日に公立保育園
で提供いただいている味噌を使った給食メニ
ューのレシピを掲載いただいております。毎
月30日は岡谷市民新聞紙面にてレシピが掲
載されますので、ぜひご覧ください。

このコーナーでは会員事業所の情報を無料で掲載しています。
掲載を希望する場合は、当所までお問合せください。岡谷商工会議所：0266-23-2345紹介紹介会員　 会員　 

株式会社やすら樹～お客様の商品やサービスの潜在力を
　　　　　　　　輝かせるのが得意な制作会社～

▲ショールームの様子

▲商品の詳細はヒュスラー・ネストHPをご覧ください

★ヒュスラー・ネスト東京
　■住　　所　東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワー
　　　　　　　リビングデザインセンターOZONE 4階
　■電話番号　03-6258-1780　　　 
　■営業時間　10：30～18：30　　■定休日　水曜日

★株式会社カネル（店舗）
　■住所　岡谷市本町3-8-3　   ■電話番号　23-5681　　　　
　■営業時間　9：00～18：00　　■定休日　火曜日・水曜日

㈱カネル

　日頃のご愛顧心より感謝申し上げます。
弊社も昨年創業以来130年の節目を迎えることができました。
これもひとえに皆様のおかげと心より感謝申し上げるところで
あります。そんな節目の年の10月7日に東京新宿パークタワービル4F
に弊社が日本総代理店として販売させていただいております、スイ
スのヒュスラー・ネスト社のウッドスプリングの健康ベッドのショー
ルーム『ヒュスラー・ネスト東京』をオープンさせていただきました。
　地域の皆様は勿論ですが環境にやさしく健康志向のベッドを都
会のお客様に使用していただくことにより、素晴らしいライフスタイ
ルを過ごしていただけたら幸いと願うばかりであります。
　皆様のご来店を心よりお待ちしております。

～新宿にショールームをOPEN～

■住　　所　岡谷市中央町3-1-15
■電話番号  0266-22-2884
■Ｆ Ａ Ｘ  0266-22-3980
■営業時間  9:00～17:00　　■定 休 日  日曜日、祝日、第2･第4土曜日
■URL  http://www.yamamanmiso.jp

合資会社　山万加島屋商店

　山万加島屋商店さんの歴史は、製糸業を営んでいた『山万小松組』
から始まり、そこで働く工女さんの為に味噌を作っておりました。その
後、味噌屋となり現在の三代目まで100年以上の積み重ねがあります。
　製糸業の頃から続く、伝統の杉木桶でつくる味噌は、山万さんにし
かない「蔵付酵母」があり、この蔵付酵母によって熟成された味噌はま
ろやかでコクと旨味が味わえます。
　原料は杉木桶に関しては安曇野大豆・国産丸米とこだわり、安心安
全はもちろん、昔ながらの美味しい味噌です。
　お店では、こだわりの味噌はもちろ
ん、味噌の風味を生かすため、木桶か
らそのままの状態で手詰めした「蔵出
し手詰め」のシリーズや、お味噌の「量
り売り」をやっておりますので、是非一
度ご賞味ください。

～小さな味噌蔵がつくるこだわりの味噌～

■定例相談のお知らせ
相談事項 日　　時 担当会場ほか

税務個別指導 令和2年4月8日（水）【毎月第2水曜日】
午前10時～12時

関東信越税理士会諏訪支部　担当税理士
会場：下諏訪商工会議所 予約はTEL28-6666

特許・発明相談会
（産業財産権相談会）

令和2年4月21日（火）【毎月第3火曜日】
午後1時～午後4時

諏訪圏特許事務所連合会
会場：テクノプラザおかや　TEL21-7000

知財総合支援窓口
（弁理士相談会）

令和2年4月9日（木）
午後1時～午後4時

一般社団法人　長野県発明協会　 TEL026-228-5559
会場：長野県工業技術センター　※予約制（2日前までに予約）
（岡谷地区では日程表以外の日も窓口支援担当者が相談に応じます。）

日本政策金融公庫
（国民生活事業）の融資制度

令和2年5月19日（火）【奇数月第3火曜日】
午前1時30分～午後3時30分

日本政策金融公庫松本支店　融資担当者　1コマ30分目安
会場：岡谷商工会議所※予約制（事前予約要）TEL23-2345

商工会議所ビジネスサポート相談会
（長野県よろず支援拠点サテライト相談会）

令和2年4月21日（火）【毎月第3火曜日】
午前10時～午後4時

窓口相談員：広域専門指導員・経営指導員　長野県よろず支援拠
点サテライトコーディネーター　※予約制（2日前までに予約）

労働相談 令和2年5月20日（水）
午後0時30分～午後3時30分

岡谷市・南信労政事務所
会場：勤労青少年ホーム※予約制（事前予約要）TEL23-4811

ご融資の種類 ご利用いただける方 ご融資額 ご返済期間 利率 担保・保証人

マル経融資
常時使用する従業員が20名以下（商業または
サービス業は5名以下）の法人・個人事業主の方。
詳しくは岡谷商工会議所までご相談ください。

2,000万円以内 ・運転資金7年以内・設備資金10年以内
1.21％
3月1日現在 無担保・無保証人です。

※上記の相談会等につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響等で中止となっている場合があるかと思いますが、各窓口へお問い合わ
せください。

※下記以外にも各種融資制度がございますので、日本公庫担当者とご相談ください。
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前月と比べた
DI値の動き

改善 悪化ほぼ横ばい

都市部の再開発を中心とした堅調な民間工事に加え、公共工事の増加を指摘
する声が聞かれるものの、人件費・外注費の増大や受注機会の損失など、技術
者を始めとした深刻な人手不足の影響が強く、悪化。
●「持ち家などの住宅建設の動きは鈍いが、公共工事や設備投資関連
の受注が伸び、売上改善となった。今後も堅調な動きを見込んでい
るが、技術者や下請業者の確保が難航するなど深刻な人手不足の影
響が足かせとなっており、業務量に比べ人手が足りない状況が続い
ている」（一般工事業）

●「現在のところ、新型コロナウイルスの流行による経営への直接の影
響は出ていないが、原材料や部品の納期遅れの連絡が入り始めてい
る。今後の業績に響かないようにしたいが、先行き不透明感が強い」
（電気通信工事業）

ホイコーロー
岡谷市民新聞(2月29日掲載レシピ)

材料 ４人分
キャベツ………………２４０㌘
ピーマン………………２０㌘
豚バラ肉………………１２０㌘
すり下ろしにんにく…２㌘
すり下ろししょうが…４㌘
炒め油…………………適量

　　みそ…………………小さじ２（１２㌘）
　　砂糖…………………大さじ１弱（８㌘）
Ａ　しょうゆ……………大さじ１／２（８㌘）
　　中濃ソース…………小さじ１（６㌘）
　　酒……………………大さじ１／２（８㌘）
　　ごま油………………小さじ１（４㌘）

ご飯が進む味付けです。お好みで大
人はトウバンジャンやラー油で辛くし
てもおいしいで
すよ。（レシピと
コメントは岡谷
市保育園栄養
士会） (協力：岡
谷市民新聞社)

作り方
①切る　キャベツ、ピーマンはざく切りにし、さっとゆでるかレンジ（６００
㍗１分）で加熱しておく。豚肉は一口大に切る。

②炒める　フライパンに油を熱し、にんにく、しょうがを入れて、香りが
出てきたら豚肉を強火で炒め、肉の色が変わったら①の野菜を入れ
て更に炒める。

③味付け、仕上げ　野菜に火が通ったら、Ａの合わせ調味料で味付ける。

商工会議所 LOBO商工会議所 LOBO商工会議所 LOBO
2020.2調査結果 建設業

中国経済の減速や貿易摩擦、世界経済の先行き不透明感の影響によ
る、工作機械や産業用機械、自動車関連の不振に加え、新型コロナウ
イルスに伴う観光客の減少を受け受注が減少した飲食料品関連が振
るわず、悪化。サプライチェーンの混乱に伴う中国からの部品・資材の
調達難など生産や物流への影響を指摘する声が多く聞かれた。
●「中華街エリアでの売上が大幅に減少しているほか、従業員の渡航歴
確認や外国人労働者への対応が必要となっている。インバウンド需要
の減少が続いたり、国内の各種イベントが中止されれば、売上に影響
することは必至であり、今後の行方を懸念している」（食料品製造業）

●「新型コロナウイルスの影響で中国工場の操業を停止した。中国当
局が課す再稼働の条件が厳しく、再開の見通しがたたない」

　（工業用プラスチック製造業）

製造業

長引く個人消費の低迷に加え、新型コロナウイルスの影響により観光
客が減少し、売上が落ちた飲食料品や、記録的な暖冬により安値が続
く農産物関連が全体を押し下げ、悪化。冬物商材の動きが予想以上に
悪いとの声も聞かれた。
●「今のところ、売上・採算ともに前年並みを維持しているが、製品の
輸出にあたり、新型コロナウイルス流行の影響で中国向けの貨物
船の出航が取りやめになっており、今後の動向を注視している」

　（一般機械器具卸売業）
●「海外からの旅行客減少により、取引先の売上が落ち込み、当社の受注
も低迷している。中国産青果物の輸入量が減少しているため、国産野菜
の価格上昇が予想されるが、今冬は生育が好調で安値となっていたこ
ともあり、想定が難しくリスク要因となっている」（飲食料品卸売業）

卸売業

消費者の根強い節約志向や、記録的な暖冬に伴う冬物商材や衣料品の苦戦が
続く中、新型コロナウイルスの影響による客足減少に伴う売上の落ち込みを指
摘する声が多く聞かれ、悪化。また、感染対策商品の需要の高まりを受け、マス
クやアルコール除菌関連商品などの品薄状態が続いているとの声も多い。
●「新型コロナウイルスの流行に伴い、地元市民が人混みへの外出を
控えている印象があり、客足は鈍く、売上が悪化した。中国製品への
依存度が高く、既に仕入れ済みの春物への影響は少ないが、夏物に
ついては納期遅れや中国での減産が起きる可能性があり、業績への
影響を懸念している」（衣料品小売業）

●「感染予防商品への需要が非常に高く、マスクやハンドソープ、手指
消毒剤、アルコール除菌商品などの品薄状態が続いている」（医薬
品・化粧品小売業）

小売業

新型コロナウイルスの影響に伴い、中国の団体旅行客や国内客からの
キャンセルが相次いだ宿泊業・飲食業や、中国に対する輸出入の取扱量
が減少した運送業が全体を押し下げ、悪化。消費者の自粛ムードを懸念
する声も聞かれた。
●「積雪量が例年に比べ少なく、交通規制等で輸送が滞ることはほとんど無かっ
たが、冬物商材の需要低迷から荷動きが少なく、売上減少の一因となった。ま
た、新型コロナウイルスの影響により中国向け輸出入商品の取扱量が今後さら
に減少することが予想され、全体の売上が増 悪々化する恐れがある」（運送業）

●「日韓情勢により韓国人客が減少している中で、今度は新型コロナウイルス
の広がりにより、中国からの団体客も激減した。さらに日本人客から宴会の
キャンセルも入っており、売上は大打撃を受けている。損失をカバーできる
材料を模索するも見つからず、今後も厳しい状況が続きそう」（宿泊業）

サービス業

食べよう！

みそレシピ
食べよう！

みそレシピ
食べよう！

みそレシピ
市内９社の味噌製造業社が連携して取り組む
「毎月30日は岡谷味噌のヒ」に合わせて、
岡谷市民新聞紙面に毎月30日に公立保育園
で提供いただいている味噌を使った給食メニ
ューのレシピを掲載いただいております。毎
月30日は岡谷市民新聞紙面にてレシピが掲
載されますので、ぜひご覧ください。

このコーナーでは会員事業所の情報を無料で掲載しています。
掲載を希望する場合は、当所までお問合せください。岡谷商工会議所：0266-23-2345紹介紹介会員　 会員　 

株式会社やすら樹～お客様の商品やサービスの潜在力を
　　　　　　　　輝かせるのが得意な制作会社～

▲ショールームの様子

▲商品の詳細はヒュスラー・ネストHPをご覧ください

★ヒュスラー・ネスト東京
　■住　　所　東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワー
　　　　　　　リビングデザインセンターOZONE 4階
　■電話番号　03-6258-1780　　　 
　■営業時間　10：30～18：30　　■定休日　水曜日

★株式会社カネル（店舗）
　■住所　岡谷市本町3-8-3　   ■電話番号　23-5681　　　　
　■営業時間　9：00～18：00　　■定休日　火曜日・水曜日

㈱カネル

　日頃のご愛顧心より感謝申し上げます。
弊社も昨年創業以来130年の節目を迎えることができました。
これもひとえに皆様のおかげと心より感謝申し上げるところで
あります。そんな節目の年の10月7日に東京新宿パークタワービル4F
に弊社が日本総代理店として販売させていただいております、スイ
スのヒュスラー・ネスト社のウッドスプリングの健康ベッドのショー
ルーム『ヒュスラー・ネスト東京』をオープンさせていただきました。
　地域の皆様は勿論ですが環境にやさしく健康志向のベッドを都
会のお客様に使用していただくことにより、素晴らしいライフスタイ
ルを過ごしていただけたら幸いと願うばかりであります。
　皆様のご来店を心よりお待ちしております。

～新宿にショールームをOPEN～

■住　　所　岡谷市中央町3-1-15
■電話番号  0266-22-2884
■Ｆ Ａ Ｘ  0266-22-3980
■営業時間  9:00～17:00　　■定 休 日  日曜日、祝日、第2･第4土曜日
■URL  http://www.yamamanmiso.jp

合資会社　山万加島屋商店

　山万加島屋商店さんの歴史は、製糸業を営んでいた『山万小松組』
から始まり、そこで働く工女さんの為に味噌を作っておりました。その
後、味噌屋となり現在の三代目まで100年以上の積み重ねがあります。
　製糸業の頃から続く、伝統の杉木桶でつくる味噌は、山万さんにし
かない「蔵付酵母」があり、この蔵付酵母によって熟成された味噌はま
ろやかでコクと旨味が味わえます。
　原料は杉木桶に関しては安曇野大豆・国産丸米とこだわり、安心安
全はもちろん、昔ながらの美味しい味噌です。
　お店では、こだわりの味噌はもちろ
ん、味噌の風味を生かすため、木桶か
らそのままの状態で手詰めした「蔵出
し手詰め」のシリーズや、お味噌の「量
り売り」をやっておりますので、是非一
度ご賞味ください。

～小さな味噌蔵がつくるこだわりの味噌～
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　商工会議所では会員事業所を対象に、下記のようなＰＲサービスを
行っております。自社のＰＲにぜひご活用ください♪
【会報チラシ同封サービス】
新製品、新メニューやサービスのご案内、
各種セール、イベント、セミナーのご案内、
宴会プラン、割引サービスのご案内
等、当所会員１，５００事業所へお届けいたします。
料金は、Ａ４判１枚：３，０００（＋税）／月（チラシはご用意頂きます）
お申し込みは発行月の１５日までにお申し込みください！

【物産陳列所サービス】
ＪＲ岡谷駅と当所会館内に岡谷の製品・物産をご紹介する、
物産陳列所を設置しております。
自慢の製品や物産等を多くの皆様が利用する場でＰＲすることが出来ます！
料金は、２，０００（＋税）～／月（設置場所により料金が異なります）

【他にも…】
・当所主催事業への商品提供（ボウリング大会、ゴルフ大会、お花見交流会等）
・会報の会員紹介ページでのＰＲ（各事業所１回のみ掲載させて頂きます）
ご希望の事業所は当所までお問い合わせください。

商工会議所を活用して、

自社のＰＲを行いませんか？

　令和2年2月10日（月）茅野市マリオローヤル会館にて、諏訪地域企業研究会が行われました。2021シー
ズンの諏訪地域での初開催という事で、企業も100社以上出展し、学生や求職者等が積極的に企業ブースへ
訪れ、採用担当者から話を聞いていた。併せて2月18日(火)には、東京のBIZ新宿にて、諏訪地域企業研究会
in新宿も行われた。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、3月7日(土)に開催予定だった「諏訪地域合同就職説明
会」は中止となり、代替開催として、4月11日(土)に岡谷市のララオカヤで開催を予定しています。2021卒
の学生、また離転職などの求職者の方はぜひご予定をお願いいたします。(状況により中止となる場合があ
ります)

　お問い合わせは、岡谷労務対策協議会事務局（岡谷商工会議所内）TEL:0266-23-2345まで。

【今後の日程】
※すべて離転職者向け就職フェアも同時開催
令和２年４月１１日（土）
　会場：ララオカヤ（岡谷市）
令和２年６月１２日（金）
　※インターンシップフェア同時開催
　会場：マリオローヤル会館（茅野市）　
令和２年８月２１日（金）
　会場：茅野市民館（茅野市）

「諏訪地域合同就職説明会」
2021シーズンが始まりました！


