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本紙購読料は会費に含まれています。
本紙内容はホームページでもご覧頂けます。

大津商工会議所
LINE公式アカウント

ご登録ください

PARTNER INFORMATION

貴社の商品やサービスをPRしませんか？ TEL.077-511-1500　E-MAIL：somu@otsucci.or.jp【お問合せ】大津商工会議所 企画総務部

つながり広がる、大津商工会議所の会員企業をご紹介！
会員限定
掲載無料

KROVINは<品格あるゴージャス>をモットーに、
クロコダイルをカジュアルダウンし、
おしゃれな大人が本当に欲しい、日常使いできる
コンフォータブルラグジュアリーなお品を、
適正な価格でご提案させていただきます。

クロコダイル専門店
ク ロ バ ン

K ROV I N

HP インスタグラム
@krovink

ご不明な点は、大津商工会議所 中小企業振興部
までお気軽にお問い合わせください。

TEL：077-511-1500

ご利用にあたって（注意事項）
•インターネットにつながる端末（スマートフォンやパソコン等）が必要です。
•端末に“Webカメラ、マイク、スピーカー” が付いていない場合は別途ご用意ください。
•ご利用にかかるデータ通信料はお客様のご負担となります。

相談料は
経営指導員が

ご相談に応じます。

無料、
■ 相談日　平日9：00～17：00　　　　　■ 相談時間　最大60分間　※事前予約制
■ 相談員　大津商工会議所　経営指導員等
■ その他　オンライン会議アプリ「Zoom」をご利用いただきます。予約や
　　　　　 業務の状況によって、ご希望に添えない場合があります。

相談予約フォーム⇒
予約申込みは、当所ホームページ
http://www.otsucci.or.jpから可能です。

当所では、資金調達や補助金の相談、販路開拓等、経営に関することでお困りの事業者様向けに、
オンライン（Zoom）による非対面で経営相談等が受けられるサービスを行っております。
当所では、資金調達や補助金の相談、販路開拓等、経営に関することでお困りの事業者様向けに、
オンライン（Zoom）による非対面で経営相談等が受けられるサービスを行っております。

「オンライン相談」をご利用ください「オンライン相談」をご利用ください

街
に
、あ
な
た
に
役
立
つ
情
報
誌

大津商工会議所報

6
2022
June

キラリ！vol.

50 湖都の商い人

P.9Topic

豆菜料理＆ＢＡＲ はなさび豆菜料理＆ＢＡＲ はなさび

今月の特集 P.3

事
業
環
境
変
化
へ
の
対
応
を
サ
ポ
ー
ト
！

補
助
金・専
門
家
派
遣
を
活
用
し
た
伴
走
支
援

事
業
再
構
築・デ
ジ
タ
ル
化
等
の
経
営
課
題

今
月
の
誌
面

会議所TOPICS ...............................................................................7
マル経融資・WEBセミナー
滋賀の魅力を活用するちいさな企業新事業応援補助金

大津百町百福物語　認定商品だより.....................................................8
松田魚伊商店　若鮎木の芽煮

あの頃の大津................................................................................. 10
人と人を結び、世代を超えてつながる大津祭

号884
毎月1回1日発行



竹に虎
たけ とら

表紙提供：大津絵の店

　日本では古来から人気の高い「虎」の
絵で、大津絵では竹を添えて描いてい
ます。江戸時代の日本大衆にとって、虎
を実際に目にする機会は無く、屏風絵や
お話の中で登場する虎から想像するし
かありませんでした。
　この図の虎も、他の牛や馬の絵に比べると、写実的とは言い難い描写に
なっています。ギョロ目に眉のこの虎は、獰猛さよりも愛嬌を感じさせます。
　「世の中の虎狼は何ならん 人の口こそなほ勝りけれ」
　江戸後期には上記道歌が添えられ、戒めの絵としてもされました。

今月の
大津絵

おいらのこと、知ってる？

ご相談は、
　おいらまで！

宣伝部長

営業統轄部

〒520-8686
大津市浜町1番38号

営業企画グループ

しがの助
環境省認定
エコ・ファースト企業

〒520-2152 滋賀県大津市月輪1丁目13番9号
TEL. 077-545-5512　FAX. 077-545-0955
URL. https://www.zen-aron.or.jp/meikoh/

サスティナブル建築へ向けて
長寿命化への貢献・環境対応型防水

屋上防水・外壁
及び

タイル防水
株式会社メイコウ

〒524-0044　滋賀県守山市古高町571-1
TEL. 077-582-9301  FAX. 077-582-9305

株式会社
AGC㈱、三協立山㈱　特約店
https://www.iwasakigarasu.co.jp/

小さな１枚から大きな工事まで

－ガラスとサッシのお店－ 快・適・創・造

岩崎硝子

防犯ガラス
断熱ガラス
防音ガラス
ガラス修理工事
サッシ/アミ戸

ガラスいろいろ
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特 集 地域活性Project@大津

事業環境変化への対応事業環境変化への対応
事業再構築・デジタル化等経営課題の事業再構築・デジタル化等経営課題の
解決に専門家派遣をご利用ください解決に専門家派遣をご利用ください

●中小企業における足下の感染症への対応
・足下の事業継続とその後の成長につなげる方法の一つとして、事業再構築が重要。
・売上面への効果や既存事業とのシナジー効果を実感する企業も存在する。
●共通基盤としてのデジタル化、経営力再構築伴走支援
・デジタル化の進展に取り組み、新たなビジネスモデルの確立につながる段階への到達を目指すことが重要。
・ 経営者自らが自己変革を進めるためには、支援機関との対話を通じて経営課題を設定することが重要。そのために
も、第三者である支援者・支援機関が、経営者等との信頼関係を築き、対話を重視した伴走支援を行うことが有効。

　白書の全文は下記よりご覧いただけます。

2022年版中小企業白書・小規模企業白書で事業再構築・デジタル化・伴走支援の
重要性が指摘されています

2022年版 中小企業白書
(中小企業庁)

2022年版 小規模企業白書
(中小企業庁)

　２年に及ぶ新型コロナウイルス感染症の流行や原油・原材料価格の高騰、部材調達難、人材不足といった供
給面の制約もある中で、中小企業は引き続き厳しい状況にあります。こうした中でも、中小企業を取り巻く需給
構造の変化や、デジタル・グリーン化の進展等を踏まえ、事業再構築などに取り組みながら、次の成長に向けた
取組を進める必要があります。今回の特集では、事業再構築・デジタル化・伴走支援等の取組みによる事業環
境変化への対応についてご紹介します。

　4月26日に中小企業庁より公表された「2022年版中小企業白書・小規模企業白書」によると、あらためて事
業再構築の重要性、共通基盤としてのデジタル化、商工会議所等支援機関による経営力再構築伴走支援の重
要性が指摘されています。
　令和３年度補正予算においては「事業再構築補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」の他、活
用できる補助金が多く公募されており、自社の経営課題の解決に活用してはいかがでしょうか。
　大津商工会議所では、今年度、日本商工会議所より「事業環境変化対応型事業」の委託を受け、さまざまな専
門家と協力し、みなさまの経営課題の解決に伴走で取り組みます。

　新型コロナウイルス感染症への対応として「事業再構築」を実施した企業の34.9％が「売上面ですでに効果が出
始めている」と回答しています。

 中小企業における足下の感染症への対応　～事業再構築の重要性～

資料：（株）東京商工リサーチ「中小企業の経営理念・経営戦略に関するアンケート」（2021年12月）
（注） 1.事業再構築について「既に行っている」と回答した企業に対して聞いている。ここでいう、事業再構築とは、新たな商品の提供や商品の提供方法を変更すること等を指す。
 2.なお、アンケート回答企業が必ずしも事業再構築補助金の申請企業ではない点に留意。

【出典：2022年版中小企業白書・小規模企業白書概要版】

事業再構築による売上げ面での効果
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デジタル化の取組段階
デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状態
（例）システム上で蓄積したデータを活用して販路拡大、新商品開発を実践している

段階４
（ ％）

紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態段階１
（ ％）

段階２
（ ％）

アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態
（例）電子メールの利用や会計業務の電子処理業務でデジタルツールを利用している

段階３
（ ％）

デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態
（例）売上・顧客情報や在庫情報などをシステムで管理し業務フローの見直しを行っている

（注）1.取組段階については、経済産業省「デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会DXレポート２（中間とりまとめ）」、「攻めのIT活用指針」、
　　  内閣府「令和３年度経済財政白書」等を参照しながら作成。
　  2.括弧内の数字は、2021年においてどの取組段階にあるかを聞いた割合。

【出典：2022年版中小企業白書・小規模企業白書概要版】

　ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転
換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑
戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした補助金です。
　第6回公募からは、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への重点的支援を継続しつ
つ、売上高等減少要件の緩和が行われています。令和４年度では３回程度の公募が予定されており、第６回公募
締切は、６月３０日（木）までとなっています。

申請類型 補助上限額 (※1) 補助率
最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難
な特に業況の厳しい事業者に対する支援） 万円、 万円、

万円 (※2)
中小
中堅回復・再生応援枠

（引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事
業者に対する支援）

原油価格・物価高騰等緊急対策枠（緊急対策枠）
（ウクライナ情勢･原油価格物価高騰等の、予期せぬ経済
環境の変化の影響を受けている事業者に対する支援）

万円、 万円、
万円、 万円

(※2)

中小
中堅
(※3)

通常枠
万円、 万円、
万円、 万円

(※2) 中小
中堅
(※4)大規模賃金引上枠

（多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに
取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる
事業者に対する支援）

億円

分野の課題の解決に資する取組

グリーン成長枠
（研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン
成長戦略「実行計画」
を行う事業者に対する支援）

中小 億円、
中堅 億円

中小
中堅

（※1）補助下限額は 万円 （※2）従業員規模により異なる （※3） 、 、 万円超は （中小）、 （中堅）
（※4） 万円超は （中小）、 万円超は （中堅）

●活用できる補助金：事業再構築補助金

　デジタル化の取組段階が進展するにつれて、営業力・販売力の維持・強化をはじめとする個々の効果を実感す
る事業者の割合は高くなっており、デジタル化の進展に取り組み、最終的には新たなビジネスモデルの確立に
つながる段階への到達を目指すことが重要です。

 共通基盤としてのデジタル化
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　中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金です。これまでの通常枠（A・B
類型）に加え、令和3年度補正予算にてデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類
型)も追加されました。

類型名 複数社連携IT導入類型 Ａ類型 Ｂ類型

PC・タブレット等 レジ・券売機

内、5万円～50
万円以下部分

内、50万円超～
350万円部分

機能要件
会計・受発注・
決済・ECのうち
1機能以上

会計・受発注・
決済・ECのうち
2機能以上

1プロセス以上 4プロセス以上

補助率 ３／４以内 ２／３以内

対象経費

デジタル化基盤導入類型

令和元年度補正予算
通常枠

150万円～
450万円以下

30万円～
150万円未満

令和3年度補正予算
デジタル化基盤導入枠

(１)デジタル化基盤導
入類型の対象経費
⇒左記と同様
(２)上記(１)以外の経費
⇒補助上限額は50万円
×参画事業者数、補助
率は２／３以内

(1事業あたりの補助上限
額は、3,000万円((1)＋(2))
及び事務費・専門家費）

左記ITツールの
使用に資するもの

１／２以内１／２以内

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

ソフトウェア購入費、
クラウド利用費

（クラウド利用料１年分）、
導入関連費

ITツール

5万円～350万円

～10万円 ～20万円

補助額

●活用できる補助金：IT導入補助金

取組段階別に見た、デジタル化による取組効果

資料：（株）東京商工リサーチ「中小企業のデジタル化と情報資産の活用に関するアンケート」（2021年12月）
（注）1.回答数(n)は以下のとおり。段階４：n=478、段階３：n=2,161、段階２：n=1,625。
　　2.取組状況とは現在（2021年時点）におけるデジタル化の状況を指している。「デジタル化に向けた取組を行っていない」「分からない」と回答した企業は除いている。
　　3.複数回答のため合計が100％とならない。

【出典：2022年版中小企業白書・小規模企業白書概要版】
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　大津商工会議所では、新型コロナウイルス感染症等の影響や最低賃金引上げ、デジタル化、インボイス制度
導入等の対応といった事業環境変化による影響を受ける中小企業・小規模事業者のみなさまに対し、経営相談
や各種申請サポートを行うため、専門家等を配置するとともに経営指導員が伴走支援を行います。ご相談につ
いては、全て無料、オンラインでも相談可能です。

【ご相談例】

■新型コロナウイルス感染症に対する政府等の支援施策
　○ 各種支援金や中小企業等事業再構築促進事業（事業再構築補助金）、中小企業生産性革命推進事業（も

のづくり補助金、持続化補助金、IT 導入補助金、事業承継・引継ぎ補助金）等
　○ 特措法に基づく緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などに伴う時短営業や不要不急の外出・移動自
粛の影響による売上減少等へ対応するための経営力強化等に資する対策等や各種支援策に関するもの

■最低賃金引上げなどの労働法制の周知および対策、各種支援策

■デジタル化（ＩＴ、設備投資等）
　○クラウド会計、モバイルPOS レジの活用
　○キャッシュレス決済
　○売上アップ、業務効率化のためのＩＴ化、設備投資

■適格請求書等保存方式（インボイス）などの消費税制度に関するものおよび対策、各種支援策
　○消費税制度の仕組み（経理方法、中間納付等）
　○適格請求書等保存方式（インボイス）の仕組み（導入スケジュールや必要な対策等）
　○消費税軽減税率制度の概要および留意点

■各種制度変更・事業環境変化に対応するための経営力強化等に資する対策等および各種支援策
　○価格表示方法（総額表示等）
　○総額表示義務化に伴う価格転嫁等による経営力強化への対応
　　・法務に関すること（独占禁止法・下請法、契約書を作成する際の注意点 等）
　　・管理会計に関するもの（原価計算、コスト削減、価格決定 等）
　　・財務に関するもの（財務体質の強化、資金繰り改善、確定申告、中小企業会計 等）
　　・営業・顧客に関するもの（顧客満足強化、品揃え、売り場づくりの見直し、販路開拓、新商品開発、創業、新事業展開 等）
　　・民法（債権法）改正や食品衛生法など各種法改正等に関するもの
　　・労務管理に関するもの（生産性向上に資する社内体制の強化、人材確保・育成、人事制度の整備 等）
　　・事業承継に関するもの（後継者育成支援 等）
　　・マイナンバー制度に関するもの（マイナンバー制度概要、実務におけるマイナンバー制度対応 等）

お申込先 大津商工会議所 中小企業振興部（平日9:00～17:00）
TEL：077-511-1500　E-Mail：sodansho@otsucci.or.jp

　中小企業・小規模事業者・個人事業主のみなさま
に、補助金・給付金等のお役立ち情報をお届けし、
使っていただくための国のサイトです。さまざまな
支援の最新情報や、経営課題・お困りごとをサポー
トするためのお役立ち情報、経営課題を克服され
たさまざまな経営事例が紹介されています。

　各種制度改正への対応にはデジタル化が有効で
す。中小機構が提供するIT化支援ツール「ITプラッ
トフォーム」のポータルページでは、IT導入におけ
る各段階をカバーする、一連のIT支援施策がまとめ
て案内されています。

「ミラサポplus」 「ＩＴプラットフォーム」

 お役立ちサイト

 経営力再構築伴走支援　～専門家派遣をご活用ください～
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無担保・無保証人・低金利
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　季節変わりの時など、商品の品揃えを充実させたい。

いろいろな用途にご利用いただけます
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融資制度です。

会員  事 業 所の皆様の経営を
インターネットを通じてサポートします。
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　　・民法（債権法）改正や食品衛生法など各種法改正等に関するもの
　　・労務管理に関するもの（生産性向上に資する社内体制の強化、人材確保・育成、人事制度の整備 等）
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　　・マイナンバー制度に関するもの（マイナンバー制度概要、実務におけるマイナンバー制度対応 等）

お申込先 大津商工会議所 中小企業振興部（平日9:00～17:00）
TEL：077-511-1500　E-Mail：sodansho@otsucci.or.jp

　中小企業・小規模事業者・個人事業主のみなさま
に、補助金・給付金等のお役立ち情報をお届けし、
使っていただくための国のサイトです。さまざまな
支援の最新情報や、経営課題・お困りごとをサポー
トするためのお役立ち情報、経営課題を克服され
たさまざまな経営事例が紹介されています。

　各種制度改正への対応にはデジタル化が有効で
す。中小機構が提供するIT化支援ツール「ITプラッ
トフォーム」のポータルページでは、IT導入におけ
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て案内されています。

「ミラサポplus」 「ＩＴプラットフォーム」
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　地域の特色ある鉱工業品・農林水産加工品やそれらの生産に係る技術、文化財、自然の風景地、その他の観光資源
など、滋賀の魅力（しがの資源）を活用している事業を対象に、新商品の市場化や販路開拓に取り組む小規模事業者を
支援するための補助金です。

滋賀の魅力を活用するちいさな企業新事業応援補助金

令和4年6月10日（金）12時まで （土・日は除く）受付期限

滋賀県内に本店が所在する小規模事業者対 象 者

滋賀県商工観光労働部中小企業支援課　TEL.077-528-3733問合せ先

補助金額 上限50万円（補助率：2／3以内）

1．新商品等市場化事業
 新商品・新技術・新役務の商品化のための試作、改良、実験、品質検査事業、デザイン等の改善事業
2．販路開拓事業
 販路開拓のための展示会等への参加、調査、指導、研修事業、広報事業

※詳細は滋賀県ホームページをご覧ください。 

交付決定の日から令和5年2月28日の間に実施される下記に挙げる事業対象事業

鮎のシーズン真っ盛り！びわ湖産天然鮎の香り・甘味・苦味が存分に楽しめる逸品をご紹介します！

大津商工会議所では、「大津百町百福物語」というブランド名で推奨物産品の認定制度を設けています。
2022年に新たに3商品が認定され、全47点のラインナップとなりました。

「百の福」が感じられる大津の逸品をご紹介

認 定 商 品 だ よ り

8 大津商工会議所報 もっと! みらい　6月号

（75ｇ）850円（税込）

有限会社
松田魚伊商店

　びわ湖産天然の鮎です。春から初夏にかけての鮎は、柔らかく、ほのかな香りと甘みをもち
『鮎の華』といわれる最高級品です。かつて大勢の地元漁師さんが、「ようとこしょ、どっこい
しょ」の掛声に合わせ、「地引網」を引いていました。鮎の旬になると夜の漁もあり、ランプの
明かりで群を追い獲る勇壮な光景が見られます。新鮮な鮎に、大津産地の香り豊かな木の芽
を入れ、昔から食されてきた醤油煮に仕上げられています。
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大津百町百福物語ブランド認定商品は、各お店の他、
琵琶湖ホテル、大津駅観光案内所等でお買い求めいただけます。
大津百町百福物語HP http://otsu-hyakufuku.jp/　　Instagram ＠otsu_hyakufuku

↑ホームページ ↑インスタグラム

〒520-0818
大津市西の庄10-29
℡077-522-2352



会議所TOPICS 会議所TOPICS

　地域の特色ある鉱工業品・農林水産加工品やそれらの生産に係る技術、文化財、自然の風景地、その他の観光資源
など、滋賀の魅力（しがの資源）を活用している事業を対象に、新商品の市場化や販路開拓に取り組む小規模事業者を
支援するための補助金です。
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1．新商品等市場化事業
 新商品・新技術・新役務の商品化のための試作、改良、実験、品質検査事業、デザイン等の改善事業
2．販路開拓事業
 販路開拓のための展示会等への参加、調査、指導、研修事業、広報事業

※詳細は滋賀県ホームページをご覧ください。 

交付決定の日から令和5年2月28日の間に実施される下記に挙げる事業対象事業

鮎のシーズン真っ盛り！びわ湖産天然鮎の香り・甘味・苦味が存分に楽しめる逸品をご紹介します！

大津商工会議所では、「大津百町百福物語」というブランド名で推奨物産品の認定制度を設けています。
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企業Data

キラリ！
vol.

50 湖都の商い人

代表 永谷 知永子 住所 〒520-0855　大津市栄町13-11 
TEL 077-534-1034
HP https://www.hanasabi.com

ゆったりくつろげるテーブル席落ち着いた雰囲気の店内

豆菜料理＆BAR はなさび
女将

永谷 知永子氏

お客様の顔が見えるよう店舗をリニューアル
　フードレポーターとして活躍した後、フードコーディネー
ターの資格を取得、独学で料理を学んで、平成10年に草津
市で和食店を開業した女将の永谷知永子さん。その後、石
山で「はなさび」を開店、14年前に現在地に移転しました。
　情報誌などにもレシピを提供している永谷さんがお店
で提供するのは、湯葉や豆腐、野菜などヘルシーな食材を
ふんだんに使った創作料理。「自分が行きたい店」をコンセ
プトに、開業以来、落ち着いた雰囲気の中で美味しい料理
を楽しんでもらえる店づくりを目指してきました。
　４年前に店舗と併設のバーをリニューアルすることになっ
たのは、「ちょうど人手不足が社会問題になり始めていた時
で、スタッフを確保するのが難しくなったため、思い切って客
席数を少なくして、少ないスタッフでもサービスが行き届く
ようにカウンターとテーブル席一つにしました」と永谷さん。
　以前は10～15名くらいのグループのお客様にも対応し
ていましたが、混み合っている時はお客様の顔もわからな
いままお見送りだけということもあったため、リニューアル
で目指したのは、料理を作りながらお客様と会話を楽しみ、
お客様一人一人の顔が見えるようなお店でした。その分、
ご主人が切り盛りされているバーのスペースを広げて、
ちょっとしたライブもできるようになっています。

時代が変わっても必要とされるお店を目指して
　リニューアルして間もなく、新型コロナウイルスの感染

拡大によって大きな影響を受けることになり、「アルコー
ルなしでお食事だけ提供したりと苦しい時期が続きました
が、そんな中でも来てくださる常連さんのおかげでなんと
か頑張ることができました」と言う永谷さん。
　ただ、コロナの影響で人と人の関わりがますます希薄に
なってきているのが気がかりだと語ります。「以前は初め
て出会ったお客様同士が意気投合するなど、人が集まって
会話を楽しめることがお店の魅力の一つになっていました
が、コロナ前に戻るのにはまだまだ時間がかかるし、外食の
スタイルも変わるのではないか」と危惧しています。
　「一日の仕事を終えて、ちょっとお酒を飲みながらほっこ
りしたり、あるいは食事をしながら会話を楽しむために行
く料理屋さんは江戸時代からあって、世の中がどんなに変
わっても必要とされると思いますが、一方で孤食を好む若
者が増えていることも確か。若い人にもまた来てみたいと
思ってもらえるようなお店にできるかどうかが、生き残りの
鍵を握っているのではないか」と考えています。
　大津東ロータリークラブの会長を務めた経験もある永
谷さんは話題も豊富で、企業の経営者や役職にあるお客
様から若いお客様まで、心を開いてくつろげるようにとい
う心配りを大切にしてきました。
　「日々、お客様から教わること、気付かされることがたく
さんあります。これからも出会いを大切に、『ここに来れば
明日も頑張れる』と言っていただけるようなおもてなしをし
ていきたい」と、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えて
います。

料理だけでなく会話も楽しんで
心を満たす一時をすべてのお客様に

旬の食材を使ったヘルシーな創作料理 ライブスペースのあるバー

9大津商工会議所報 もっと! みらい　6月号



て稽古をしました。小学生は鉦、中学生は太鼓、大人になっ
たら笛を担当することになっていて、子どもたちはみな祭
が楽しみで、曳山に乗りたくて乗りたくて仕方なかったんで
す。だから、年上の人たちに叱られながらもお囃子の稽古
に精を出しました。
　昭和39年の東京オリンピックは開会式が10月10日でし
たので、本来10月10日に催行される大津祭がその年だけ
11日になりました。午後１時から始まった開会式を、多くの
日本人が特別な思いでテレビで観たのではないかと思い
ます。
　たくさんいた子どもたちも、だんだん少なくなって、この
先商店街はどうなるのかと案じていましたが、最近になっ
て、中央小学校に入学する児童数も少しずつ増えてきまし
た。大型のマンションが次々に建設されたこともあります
が、商店街の中で代替わりして若い人が商売しているお店
も少し増えてきました。お囃子にはマンション住人の方も
入ってもらえるようにしています。
　お祭りは、町内の結束を強め、家族の絆を深めるだけで
なく、新しく大津に来られた住人や祭見物に来られる人た
ちと商店街をつないでくれる、このうえない行事だと思い
ます。大切に受け継がれてきた伝統ある祭ですので商店街
と共に、次の世代にしっかり引き継いでいきたいと考えて
います。

正月準備の買い物客で深夜までにぎわう
　丸屋町商店街の初代のアーケードができたのが昭和37
年で、あの頃の商店街は京阪沿線や江若鉄道があり、湖西
からも買い物客が訪れたため、とにかく人が多くて活気が
ありました。
　特に、年末は正月準備の買い物のためたいへんな人出
で、高校生のアルバイトを雇う店もたくさんありました。花
宗や祝い箸などを扱う七黒結納店のほか、商店街のほとん
どの店は年末の３日間は深夜まで営業していました。除夜
の鐘が鳴る頃に買い物に出てくる人もいたほどです。八百
屋さんが正月用の木箱に入ったみかんを、道路に山のよう
に積み上げていたことなどを懐かしく思い出します。
　また、夏は夕涼みがてらに商店街をブラブラする人も多
く、夜遅くまで商売している店がたくさんありました。
　大津食品卸売市場は昭和39年に打出浜へ移転するま
で、今の滋賀銀行本店の駐車場あたりにあり、朝早くから
そこに仕入れに来る業者で賑わっていました。丸屋町商店
街にも業者向けの
商売をする問屋が
たくさんあって、七
黒で製造している折
り箱を食品の仕入
れのついでに購入
して帰る業者さん
も結構ありました。
　このあたりは市
役所、商工会議所、
銀行、NHK大津放
送局などすべてが
集まっている中心部
で、それもあって人
通りが絶えなかった
んです。

オリンピックで大津祭の催行日を変更
　子どもの頃の思い出と言うと、商店街には子どもがたく
さんいて、同級生や年上年下の子どもたちと遊んだことで
す。地蔵盆には小学校５、６年生がリーダーとなって、商店
街をまわって景品を集めて、のど自慢大会を開いたりしま
した。
　そして、なんと言っても大津祭は、老若男女、ここに暮ら
す誰にとっても楽しみな行事でした。小学校１年生からお
囃子の稽古が始まり、長老から子どもまでみんなが集まっ

山田 新一郎さん今回の語り手　有限会社花宗
七黒 勝士さん有限会社七黒

人と人を結び、世代を超えてつながる大津祭

大津にまつわる思い出や大津への想いを語っていただきます。
あの頃の大津

写真協力 ： 大津市歴史博物館

大津祭　曳山巡行の様子（昭和36年頃）。移転前の大津市役所庁舎やNHK大津放送局
など、現存しない建物が写っている。

曳山組立後の試し曳きの様子（昭和36年頃）。曳山のまわりではしゃぐ子どもたちの
様子が伺える。

昭和37年に竣工した丸屋町商店街の初代アー
ケード。
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大津商工会議所

青年部会報
［令和4年度スローガン］ 
縁

只今、会員募集中！
大津商工会議所青年部に入会しませんか！
大津の若手経営者が集まる大津ＹＥＧは、地域の活性化事
業や経営研鑽事業、そして経営者同士の交流活動などを
行っています。一緒に地域と自社事業を盛り上げましょう！

【入会資格および会費】
資格者は大津商工会議所の会員事業所の経営者、その後
継者、もしくはその事業所が推薦している方で、4月１日現
在で満20歳以上45歳以下であれば、男女問わず入会で
きます。入会金は無料で、年会費36,000円が必要です。

大津商工会議所青年部事務局（八田・石川まで）
TEL：077-511-1500　/　FAX：077-526-0795
E-mail：yeg@otsucci.or.jp
URL：https：//www.otsucci.or.jp/yeg/

ＹＥＧインフォメーション
■6月例会のご案内
新入会員歓迎例会
～Let’s 縁joy YEG～

開催日時 令和4年6月15日（水）19時～22時

開催場所 琵琶湖ホテル　瑠璃　（大津市浜町2-40）

登 録 料 9,000円
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により開催方法等が変更になる
可能性があります。予めご了承下さい。
昨今のコロナ禍の状況で、対面で集まる例会が激減しており、
令和2年・令和3年に入会された会員の方々は、大津YEGの既
存の会員とほとんどコミュニケーションをとる機会がありませ
んでした。そこで、新入会員の方々にスポットを当て、ご自身の
ことや自事業のことを他の会員に知ってもらい、大津YEGで更
なる「縁」をつくっていただくとともに、既存会員の方々にも改
めて大津YEGを知る機会となりますので、会員皆が同じ方向を
向いて活動し、結束力を高めましょう。

大津商工会議所青年部
令和4年度　第1回定期総会

　4月25日（月）琵琶湖ホテルにて令和4年度第1回定期総会を開催
しました。
　ご参加いただきましたご来賓の皆様、YEGメンバーの皆様誠に
ありがとうございました。
　依然として新型コロナウイルス感染拡大の勢いが止まらない中
ではございますが、約2年ぶりに定期総会をリアル開催することが出
来ました。
　総会では、令和3年度の議案、令和4年度の議案ともに無事可決さ
れました。懇親会では、久山会長に令和4年度の各委員長を紹介して
いただき、今年度の抱負を熱く語っていただきました。
　「縁」というテーマを掲げた令和4年度大津YEGとして初めての事
業をリアルで開催することができ、今後withコロナとして事業をで
きる限りリアル開催していく上での課題も多く発見できた意義のあ
る総会ができたのではないかと思います。
　フェスティバル委員会としての出発点となる事業でしたが、委員会
メンバーをはじめとした皆様の多大なるご協力があり開催にこぎつ
けることができました。次の担当事業であるビワコイ祭りの企画運営を行っていくうえで皆様のご協力は必要不可欠とな
りますので、引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。
 フェスティバル委員会　山川　彪人
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［編集］ 
大津商工会議所女性会
［題字］大道良夫会頭

大津商工会議所

女性会会報

加入条件： 女性経営者、経営者の妻および家族で経営に関与されて
いる女性、職務上要職にある女性。

年 会 費： 15,000円
　　　　　ご興味のある方は事務局までお問い合わせください。
　　　　　Tel 077-511-1500
　　　　　大津商工会議所女性会事務局　林・田中裕

♥女性会会員募集中♥
ご応募をお待ちしております。
一緒に大津を盛り上げましょう‼

LINEからもお問合せ可能です。

活動報告 大津商工会議所女性会　定期総会
　4月19日（火）、琵琶湖ホテルにおいて令和4年度定期総会を開催しました。徹底した感染症対策の中、3年ぶりに
対面での開催となった今回の定期総会では、以下の2つの議案について審議し、いずれも承認されました。
　①令和3年度事業報告及び収支決算について　②大津商工会議所女性会規約の改正について
　また、議案終了後には、来賓としてお越しいただいた大津市産業観光部 他谷次長、大道会頭、青年部 久山会長
から祝辞を頂き、大津での開催が決定した全商女性連全国大会の開催をはじめとした、今後の女性会活動に対する
エールを頂戴しました。
　懇親会では、女性会担当の杉野副会頭による乾杯発声で開宴し、女性会各正副委員長や今年度の青年部役員の
方々の紹介をしました。その後、滋賀県として初となる全商女性連全国大会開催に向けた正副会長による決起宣言
を行い、女性会メンバーが一丸となって、これからの活動に鋭意取り組んでいく旨を誓いました。
　コロナ禍により人と人との繋がりが希薄になりがちな今、今回の総会では対面によるコミュニケーションの重要
性に改めて気付くことができました。今年度の女性会事業では、感染症対策を徹底した上で、少しでも多くの方とお
会いできることを楽しみにしています。

全国商工会議所女性会連合会全国大会全国商工会議所女性会連合会全国大会
大津大会　開催決定大津大会　開催決定祝祝
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専門家
ワンポイント
アドバイス 教えて！改正電子帳簿保存法

電子データの保存方法について

エキスパートバンク登録専門家からタイムリーな経営アドバイスをお届け！

※エキスパートバンクとは、さまざまな問題に直面する小規模事業者の皆さんを、専門的・実践的な知識等を有する専門家と一緒に支援する、商工会議所の制度です。

国税庁ホームページ
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 小川宗彦税理士 行政書士事務所　小川宗彦 氏（滋賀県立大学非常勤講師）

（専門分野：税務会計、事業計画書の作成、スモールビジネスの支援、各種経営セミナー、原稿執筆）

寄稿：エキスパートバンク登録専門家

　改正電子帳簿保存法では、電子保存した電子取引データについて、整然とした形式・明瞭な状態で速やかに電子データ出力する
ことを求められ、一会計期間を通じて、電子取引データを速やかに検索できる状態にしておくことが求められています。

　ここでは、国税庁が公表している「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」で解説されている次の２つの方法についてみてい
きましょう！

　これら２つの方法は、国税庁のQ&Aから参考例として示されているものですが、電子帳簿保存法対応のソフトやサービスを使用
した方が合理的と判断できる場合もありますので、自社が送受信する電子取引データによって最適な方法を見つけるということが
重要と言えるでしょう。

•ファイル名に規則性をもたせることで検索要件を満たす方法
「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問12」

• 索引簿で管理し検索要件を満たす方法
「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問33」

　この方法では、「日付、相手先、金額」は検索可能ですが、検索
要件である上記②、③を満たすことは出来ません。しかしなが
ら、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに
応じることが出来るようにしている場合は上記②、③について
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大津国際交流ネットワーク事務局（大津警察署内）　TEL.077-522-1234

　毎年6月は、政府が定める「外国人労働者問題啓発月間」です。
　私たち市民が外国人と共生し、よりよい暮らしを築き上げるためには、外国人に関する問題を正しく理解し、不
法就労・不法滞在をなくすことが重要です。
　外国人を雇用される方は必ずパスポートや在留カードを見て、在留資格、在留期限、資格外活動許可の有無を確
認してください。
　不法就労・不法滞在防止のための活動や、外国人が犯罪の被害に遭わない安全な生活を確保する活動にご理
解とご協力をお願いします。

来日外国人の不法就労・不法滞在防止にご協力ください
関 係 関 か ら の お 知 ら せ機

① 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索できる
② 日付または金額については、その範囲を指定して検索できる
③ ２以上の任意の項目を組み合わせて検索できる

検索要件
とは……

「日付」「相手先」「金額」で検索できるようにしておく ！

「日付」「相手先」「金額」で検索できるようにしておく ！
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関 係 関 か ら の お 知 ら せ機

　この度、2022年４月１日から、滋賀県外国人材受入サポートセンターが移転・受託運営会社が変更となりましたので
ご案内申し上げます。引き続き、外国人材の活用による県内事業者の人材確保を支援してまいりますので、外国人材の
活用に関するご相談をお待ちしております。お気軽にお問い合せください。
　サービス内容の詳細・お問合せは右記WEBサイトよりお願いいたします。

移転先 〒525-0032　草津市大路1丁目1番1号　エルティ932　3階
TEL.050-5211-5397（月曜日～金曜日 10：00～17：00（土日・祝日・年末年始を除く））

受託運営
会社 株式会社パソナ
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　大津商工会議所では、現在の議員任期が令和4年10月31日で満了となりますので、
今秋に改選を行います。議員定数は100名、任期は3年（令和4年11月1日から令和7年
10月31日まで）です。

　会員は、1号議員に関する選挙権と被選挙権を有します。議員の選挙・選任の資格には、選挙人名簿確定日までに令和4年度の会
費を完納することが必要です。
　会費に一部でも未納がある場合、選挙人資格はありませんのでご注意ください。

　選挙人 の 資格について

大津商工会議所 企画総務部　TEL.077-511-1500　お問合せ先

業種、業態、地域等を網羅するとともに商工会議
所が事業を推進するうえで欠かすことのできな
い議員として、会頭が常議員会の同意を得て会
員の中から選任します。
※ 常議員会とは、商工会議所の事業の意思決定、
事業運営を図るための機関であり、会頭および
副会頭、専務理事、監事、議員の中から選ばれた
常議員33名で構成されています。

　議員は、幅広い業種・業界から選出されるよう選挙・選任方法により、1号議員、2号議員、3号議員の種別が設けられています。

  各 号 議 員について

会員および特定商工業者の
投票選挙によって選ばれる
会員全体の代表となる議員
です。立候補者が定数を超
えた場合、投票選挙が行わ
れます。

●1号議員（定数50名）●1号議員（定数50名）
業種別に設置している7つの部会
（工業、小売商業、観光・運輸、サー
ビス産業、卸売商業、金融、建設）
において各部会に割り当てられた
数の議員をそれぞれの部会員のう
ちから部会総会において選任しま
す。業種別代表となる議員です。

●２号議員（定数35名）●２号議員（定数35名） ●3号議員（定数15名）●3号議員（定数15名）

任期満了に伴う大津商工会議所議員の任期満了に伴う大津商工会議所議員の
改選についてご案内改選についてご案内

議員改選に関する日程が決まりましたら、改めてご案内いたします。

　商工会議所には「商工会議所法」に基づく「議員」という制度があります。議員は会員の中から、その代表として選ばれ、商工会議所
の運営に直接参画し、商工会議所の予算や決算などの重要事項を審議決定します。
　地域総合経済団体である商工会議所の議員は、地域経済界の代表的存在であり、中小企業振興や税制改正等に関する意見・要望
を取りまとめるなど、地域経済・産業の発展を図る中心的な役割を担っています。

  商 工 会 議 所 議 員とは

滋賀県外国人材受入サポートセンター   事務所移転＆受託運営会社変更について滋賀県外国人材受入サポートセンター   事務所移転＆受託運営会社変更について

https://shiga-gaisapo.com/
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6月の会議所行事予定
6/ 2（木）　青年部執行部会議
6/ 3（金）　経済政策正副委員長会議
6/ 6（月）　監事会
6/ 7（火）　小売商業部会 正副部会長・関係議員合同会議
6/ 8（水）　正副会頭会議
6/ 8（水）　観光・運輸部会 正副部会長・関係議員合同会議
6/ 9（木）　マル経審査会
6/12（日）　第161回日商簿記検定試験
6/15（水）　青年部6月例会
6/16（木）　青年部役員会
6/22（水）　建設部会 県内視察研修
6/23（木）　常議員会
6/23（木）　経済政策委員会
6/26（日）　第225回日商珠算・暗算検定試験

会議所の動き

受章おめでとうございます
　令和4年春の叙勲・褒章について、次の方々が業界
の発展に貢献された功績が広く認められ、ご受章され
ました。

平柿　完治 様

旭日小綬章
平柿法律事務所　所長
（本所 選挙委員）

桑原　勝良 様

黄綬褒章
株式会社桑原組　代表取締役社長
（本所 建設部会会員）

八木　幸子 様

黄綬褒章
株式会社比叡ゆば本舗ゆば八　取締役会長
（本所 観光・運輸部会会員）

 
新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

5月ご入会のみなさま (申込順・敬称略)

事業所名 代表者名 所在地 業　種 一言コメント

DOUBLE LEE 峰 山　 若 菜
京都市下京区土手町通正面下る
紺屋町396番地
エステムプラザ京都河原町通105

アパレル・企画販売・オーダースーツ、シャツ、
ドレス等

オーダースーツ・ドレスを仮縫を省き、縫製には拘り低価格高品
質でお仕立てします。出張採寸も可能です。

社会福祉法人美輪湖の家大津 高 城　 一 哉 大津市中庄２丁目2-11 障害福祉サービス事業所、高齢者福祉サービス
事業所の運営

障害福祉サービスを中心に、地域のお役に立てるよう法人運営
をしています。

ＫＡＳＣＬＥ BRAFFORD MARK CHARLES 大津市中央１丁目2-20 英会話教室 楽しく、魅力的で、創造的な環境で英語を学ぶ英会話教室を運
営しています。是非一緒に学びましょう！！

堀昭板金店 堀 　 昭 彦 大津市富士見台50-6 建築板金業 はじめまして、この度会員に加入いたしました。よろしくお願い
いたします。

まさ整体院 篠 田　 正 司 大津市長等3-4-13
グランドール浜大津101 整体院 大津日赤病院の近くにある腰痛に特化した整体院です。よろし

くお願いします。

Continenal Breakfast & Coff ee 酒 井　 あ ず さ 大津市富士見台31-37-201 マルシェなどのイベント・シェアキッチン等 大津駅前商店街のテラマチベースや、マルシェなどに出店し、
自家製ソーセージのホットドックを提供しています。

ローム㈱　滋賀工場 吉 田　 充 利 大津市晴嵐2丁目8-1 電子部品・デバイス・電子回路製造業 ローム独自の新工法を用いて実現した世界最小クラスの半導
体を製造しています。

NPO法人　大津絵踊り保存会 山 下　 光 子 大津市長等2丁目8-18 大津絵踊りの保存と後継者育成 伝統芸能の普及と後継者育成に努めています。

㈱西村不動産 西 村　 晃 一 大津市栄町5-16 不動産売買・賃貸・仲介業、建築工事、土木工事 不動産の売買や仲介、管理業務から建築・土木工事まで幅広く
対応しております。よろしくお願いします。

しゅう整体院 髙 田　 信 之 大津市松原町2-12　2F 整体・骨盤矯正・物販販売・ダイエット 地域の健康の繁栄を目指して活動しております。どうぞよろし
くお願い致します。

㈱Grow Up 鈴 木　 秀 敏 草津市西大路町6-2 企業経営上のマネジメントに関するコンサルティ
ング業務 よろしくお願い致します。

Boulangerie FERME 林 　 裕 作 大津市中庄1丁目18-20 パン製造・販売 厳選した食材を使用し、生地が美味しいパンを食べていただく
ことを目指しています。お立ち寄りください。

祥華舎 木 下　 佐 智 子 大津市逢坂1丁目7-28 足もみ整体リラクゼーション・健康体操指導、
書家

足の浮腫みなどお悩みの方に施術と、色紙に名言など毛筆で
書いて納品しています。宜しくお願いします。

アーカスコンサルティング 中 西 　 彰 大津市里6丁目1-13
技術コンサルティング
（環境配慮の経営支援、環境・品質マネジメントシ
ステムコンサル）

長年、環境・品質マネジメント活動に携わってきた経験が、お客
様ニーズに少しでもお役に立てれば幸いです。

匠送電 髙 砂　 匠 次 大津市坂本６丁目24-35 送電工事 よろしくお願い致します。

Cafe Gerill 10 10 木 田　 吉 明 大津市京町1丁目3-36 カジュアルカフェ 京町食堂跡にオープンしました、グリル料理が売りのカジュア
ルカフェです。団体利用出来ます。
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編集発行 大津商工会議所

印刷会社 宮川印刷株式会社

https://www.otsucci.or.jp/
メールアドレス somu@otsucci.or.jp
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本紙購読料は会費に含まれています。
本紙内容はホームページでもご覧頂けます。

大津商工会議所
LINE公式アカウント

ご登録ください

PARTNER INFORMATION

貴社の商品やサービスをPRしませんか？ TEL.077-511-1500　E-MAIL：somu@otsucci.or.jp【お問合せ】大津商工会議所 企画総務部

つながり広がる、大津商工会議所の会員企業をご紹介！
会員限定
掲載無料

KROVINは<品格あるゴージャス>をモットーに、
クロコダイルをカジュアルダウンし、
おしゃれな大人が本当に欲しい、日常使いできる
コンフォータブルラグジュアリーなお品を、
適正な価格でご提案させていただきます。

クロコダイル専門店
ク ロ バ ン

K ROV I N

HP インスタグラム
@krovink

ご不明な点は、大津商工会議所 中小企業振興部
までお気軽にお問い合わせください。

TEL：077-511-1500

ご利用にあたって（注意事項）
•インターネットにつながる端末（スマートフォンやパソコン等）が必要です。
•端末に“Webカメラ、マイク、スピーカー” が付いていない場合は別途ご用意ください。
•ご利用にかかるデータ通信料はお客様のご負担となります。

相談料は
経営指導員が

ご相談に応じます。

無料、
■ 相談日　平日9：00～17：00　　　　　■ 相談時間　最大60分間　※事前予約制
■ 相談員　大津商工会議所　経営指導員等
■ その他　オンライン会議アプリ「Zoom」をご利用いただきます。予約や
　　　　　 業務の状況によって、ご希望に添えない場合があります。

相談予約フォーム⇒
予約申込みは、当所ホームページ
http://www.otsucci.or.jpから可能です。

当所では、資金調達や補助金の相談、販路開拓等、経営に関することでお困りの事業者様向けに、
オンライン（Zoom）による非対面で経営相談等が受けられるサービスを行っております。
当所では、資金調達や補助金の相談、販路開拓等、経営に関することでお困りの事業者様向けに、
オンライン（Zoom）による非対面で経営相談等が受けられるサービスを行っております。

「オンライン相談」をご利用ください「オンライン相談」をご利用ください


