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会員限定
掲載無料

つながり広がる、大津商工会議所の会員企業をご紹介！

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

アフラックの団体扱・個別相談は
アフラックの専門店へ

2021

季節の素材、どら焼き仕立て
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白いラムレーズン

6種のドライフルーツ

2020年4月に大津市堅田にオープンしたどら焼きの専門店です。
季節の素材や滋賀県産の材料をふんだんに使い、

アフラック滋賀支社調べ（独立法人タイプ：2021年4月現在）

それまでのイメージを変えるオリジナルどら焼きを

お菓子作りを目指していますので、
どうぞお気軽にお越しください。
オンラインショップも
ございます
ホームページ▶

アフラックサービスショップ

Instagram▶

草津市立図書館前店/アル・プラザ瀬田店/西友長浜楽市店

wagashikinaseya

募集代理店 株式会社第一総合企画

〒520‑0242 大津市本堅田3丁目11‑16 Tel.077‑574‑7062
営業時間／10：00〜19：00 定休日／火曜日、水曜日

本社 〒525‑0036 草津市草津町1874‑5（Shou Ann 滋賀）
TEL：0120‑140‑234 FAX：0120‑140‑554

毎月1回1日発行
今月の特集 P.3

新入会員さんのご紹介
3月ご入会のみなさま
事業所名

(申込順・敬称略)

代表者名

所在地

業

種

一 言 コ メ ント

伊藤工務店

伊藤

直毅

大津市稲津
1丁目5‑33

新築・リフォーム・エクステ
リアなど住まいに関わる建
設業

新築・リフォーム・エクステリアなど住まいに
関することなら何でもご相談下さい。アフター
フォローもお任せください。

Gentle Auto Garage

福島

陽一

大津市石山寺
3丁目13‑16

自動車販売・修理

輸入車を中心に扱っておりますが、車種を問わ
ず車のことは何でもお気軽にご相談ください。

合同会社 自照社

鹿苑

誓史

大津市日吉台
4丁目3‑7

書籍の出版・販売及び書籍・
雑誌・パンフレット等の委託
編集・デザイン

地域に根ざした出版・編集・デザイン事務所と
して成長していきたいです。お声掛けください。

ご加入ありがとうございました
先月号のクロスワードの答え→

ワ

ン

コ

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。

バ

編集発行

クロスワードの掲載は
3月号で終了とさせていただきました。

大津商工会議所

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号

http://www.otsucci.or.jp
メールアドレス somu@otsucci.or.jp

印刷会社 宮川印刷株式会社

Topic P10
vol.
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！
キラリ
湖都の商い人

株式会社ディジ・テック

今 月の誌 面

大津商工会議所報 もっと! みらい

ソ

県内中小企業へ向けた滋賀県独自の緊急支援も

あんこが好きな方から苦手な方まで一緒に楽しめる

本社 ／ 草津市立図書館前店
アル・プラザ瀬田店 ／ 西友長浜楽市店

870 号
緊急事態宣言による影響緩和のための
国・県の支援金について

常時10種類以上用意しています。

大津商工会議所報

街 に ︑あ な た に役 立つ 情 報 誌

抹茶と黒豆
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おかげさまで株式会社第一総合企画は
滋賀県内においてアフラックの保有ご契約者数No.１
大津商工会議所会員企業さま向けのア
フラック団体扱（福利厚生制度）新設・取
扱いや従業員さま・新入社員さまへの説
明会をお任せください。もちろん、
ショッ
プご来店による個別相談やご希望によ
り、会社・ご自宅等への訪問対応も可能
です。他店でご契約の給付請求や名義・
口座等の変更手続き、保障内容確認等
もお気軽にお問い合わせください。

April

会議所TOPICS ........................................................................6

「事業再構築補助金」申請のための経営計画書作成セミナー
HACCP対応セミナー＆個別相談会
滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター発進！

専門家ワンポイントアドバイス ......................................................９

「働き方改革」大きな３つの改正が中小企業にも及んできた！

あの頃の大津.......................................................................... 11

通勤通学客や買い物客でにぎわった浜大津

特集

地域活性Project@大津

緊急事態宣言により影響を受けた事業者に対する

国・県の支援金について
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要
不急の外出・移動の自粛により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事
業者等の皆様に、国から
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
が給
付されることとなりました。また、滋賀県でも売上確保のために行う緊急的
な取組に必要な経費の支援及び、国の一時支援金への上乗せ給付が実施
されます。大津の事業者も給付対象になる場合が考えられますので、本誌で
その概要についてご紹介いたします。
※3/18時点の情報です。最新の情報については各ホームページをご確認ください。

国

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

〈一時支援金ＨＰ〉

〈一時支援金の詳細について
（中小企業庁HPより）
〉

https://ichijishienkin.go.jp/

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

−ガラスとサッシのお店−

快・適・創・造

給付対象について

防犯ガラス

屋上防水・外壁

断熱ガラス
防音ガラス

及び

ガラス修理工事

タイル防水

サッシ/アミ戸

ポイント1

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※1

ポイント2

2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

ガラスいろいろ

小さな１枚から大きな工事まで

株式会社 メイコウ

〒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/

一時支援金の概要

株式会社

岩崎硝子

AGC㈱、三協立山㈱ 特約店
〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-1
https://www.iwasakigarasu.co.jp/ TEL. 077-582-9301 FAX. 077-582-9305

今 月の
大津絵

藤 娘

給付額

＝2019年又は2020年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月

60万円

中小法人等

上限

個人事業者等

上限

申請受付期間

対象期間

30万円

対象月

1月〜3月

任意に選択した月

対象期間から

※2

2021年3月8日（月）
〜5月31日（月）

※1 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域
（以下
「宣言地域」
という。）
の飲食店と直接・間接の取引があること、
又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響をうけていること
※2 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月

『 鬼の寒念佛 』と並び、元禄期からの代
表的な絵です。歌舞伎や舞踊に取り入れら
れ、一層有名になりました。大津絵ではこ
の黒い着物に藤柄というのが、最も標準的

給付要件の確認書類について

です。
シキミ
（樒）を持って踊る愛宕山参りの風

表紙提供：大津絵の店

俗から生まれた図とも言われていますが、
大津絵師がなぜ藤を持たせたのか、その出自ははっきりとしません。
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大津商工会議所報 もっと! みらい

4月号

上記の概要図にあるように、
「飲食店時短営業又は外出自
粛等の影響をうけていること」
が給付要件となっており、影
響を示す書類等の保存
（7年間）
が求められています。保存
書類として、取引を示す帳簿や通帳、顧客台帳や統計デー

タ等が挙げられています。これらの書類は、申請時に提出
する必要はありませんが、後の調査で提出を求められる場
合があります。

大津商工会議所報 もっと! みらい

4月号

3

一時支援金事務局

手続きフロー

事前確認とは

⑤審査

アカウント発行

⑥振込

申請希望者が ①事業を実施しているのか ②一時支援
金の給付対象等を正しく理解しているか 等について、登
録確認機関から形式的な確認を受けるものです。

※大津商工会議所会員の事業所様は、当所にて確認を受けることがで

きます。確認の際、会員であれば、確定申告書の控えや帳簿書類等、

〈登録確認機関を検索〉
︵大津商工会議所など︶

登録確認機関

事前確認通知
（番号）
の発行

予約受付

予約

申請者

①アカウントの
申請・登録

②書類準備
/予約

①アカウントの申請・登録
〈アカウントを申請する〉

一時支援金ＨＰから検索できます。

申請サポート会場について
オンラインでの申請が困難な方は、申請サポート会場をご予約の上、
ご利用ください。
●滋賀県の申請サポート会場：大津市京町3-2-3英貴ビル2F
●サポート会場の予約：一時支援金HPよりご予約ください。

③事前確認

（TV会議/対面/電話等）

〈確認内容〉
A.事業を実施しているか
B.給付対象等を正しく
理解しているか 等

④書類準備
/申請

受領

一時支援金ＨＰから最初に取得したアカウントでマイペー
ジにログインし、
一時支援金事務局に申請します。

〈申請サポート会場予約〉

滋賀県 新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業【緊急枠】
緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企業等を対
象として、売上確保のために行う緊急的な取組に必要な経費の支援
（Ａ）
および国の一時支援金(B)への上乗せが実施されます。

④書類準備・申請

一時支援金ＨＰからアカウントを申請します。

書類の提示を省略することができます。

※当所以外にも、団体や金融機関等が確認機関として登録されており、

〈滋賀県HP 支援事業について〉

※ Ａ：売上確保支援
（補助金）
、
Ｂ
：国の一時支援金への上乗せ
（給付金）
のいずれか一方のみ申請が可能です。
※ 詳細は予算成立後に滋賀県のホームページに掲載されます。

〈ログインページ〉

オンラインでの申請が困難な場合は、
申請サポート会場をご利用いただけます。

②登録確認機関に予約
大津商工会議所などの登録確認機関に、電話・メールで事
前確認を依頼・予約します。

③事前確認の実施
登録確認機関から
「事業を実施しているか」
等の確認を受
けます。
（給付対象であるかの判断ではありません。）

⑤審査

受付期間

審査通過後、
一時支援金を受け取ります。

申請に必要な書類
⑤履歴事項全部証明書

収受日付印の付いた確定申告書の控え※1, 2

※1 e-Taxによる申告の場合、受付日時の印字又は受信通知メールの
添付があること。
※2 2019年1月〜3月及び2020年1月〜3月までをその期間に含む全
ての確定申告書の控え。

②売上台帳
2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳

③宣誓・同意書
代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書

④本人確認書類

個人事業者等の場合のみ

以下のいずれかの書類
運転免許証
（両面）
、
マイナンバーカード
（オモテ面のみ）、写
真付きの住民基本台帳カード
（オモテ面のみ）、在留カード、
特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療
育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民票及びパスポート、
住民票及び各種健康保険証
4
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対象者

4月号

⑥通帳
銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人 が
確認可能な書類

⑧その他事務局が必要と認める書類
事務局から上記の他に書類の提出を依頼される場合があ
ります。

※国の一時支援金の給付状況により、変動する可能
性があります。

一時支援金
（国）
を受給した県内中小企業
等のみなさま

売上確保のために実施する販路開拓等の取組に必要な
経費
（令和３年１月１日以降の取組が対象）

−
10万円
（20万円※）

補助限度額

50万円
（下限20万円）

※家賃
（月額）
30万円以上支払っていることが確認
（国の家賃支援給付金で確認）
できる事業者につ
いては20万円給付

補助率

9/10以内

定額

◆テイクアウトやデリバリーに要する経費
・テイクアウト用購入品費・配達用のバイク

⑦取引先情報一覧
事務局が定めるフォーマット

令和３年４月上旬から
（予定※）

（売上2019年又は2020年同月比30％以上減を対象）

中小法人等の場合のみ

申請時から3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書

令和３年３月下旬から
（予定※）

飲食店、飲食関連事業を中心として、緊急事態宣言の再
発令により影響を受けた県内中小企業等のみなさま

対象事業

①確定申告書

Ｂ：国の一時支援金への上乗せ（給付金）

※４月下旬から交付決定を予定

申請内容の審査を受けます。

⑥振込

Ａ：売上確保支援
（補助金）

・テイクアウト用メニューを開発するに際して必要な経費

例えばこんな
取組に使えます

・
ＥＣサイト出展に際して必要な経費

◆新商品開発に要する経費や新業態への進出に要
する経費
◆事業について、
ＰＲするためのチラシやＤＭ、
ＳＮＳ
の広告経費
◆対面での感染症対策に資する経費

ご相談・お問合せ先

大津商工会議所 中小企業振興部

−

TEL：077-511-1500
大津商工会議所報 もっと! みらい

4月号

5

会議所TOPICS
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4月号

今年度より公募スタート
申請方法をわかりやすく解説！

会議所TOPICS

安全な食品提供のために
導入ノウハウを解説！

大津商工会議所報 もっと! みらい

4月号
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会議所TOPICS

滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター発進！
事業承継の相談をワンストップで。

第三者承継＋親族内承継

これまで、第三者による事業引継ぎを支援してきた事業引継ぎ支援センターと
おもに親族内承継を支援してきた事業承継ネットワークの機能を統合し

令和３年４月より新たに「事業承継・引継ぎセンター」として活動の場を広げます。
事業承継に悩むすべての中小企業を、
さらに全力でサポートいたします。
ご依頼

承継を考えておられる
中小企業経営者
支

援

・気づきの機会の提供（事業承継診断） ・Ｍ＆Ａマッチング支援
・仲介事業者、金融機関等への取次ぎ
・専門家派遣による経営改善
・後継者人材バンク
・セミナーの実施
・経営者保証解除支援

従業員承継
経営者保証解除相談

（解除支援・金融機関との仲介）

専門家派遣（中小企業診断士、税理士等）
県内、最寄りの商工会議所等で月２回程度、
専門家が事業承継相談に対応します。

第三者承継

（引継ぎ
（Ｍ＆Ａ）
）

①売・買(引継ぎ)相談
②登録機関橋渡し
③センターによる
マッチング

①事業承継計画策定支援
②磨き上げ支援

【連絡・照会先】

住

所／大津市島の関５−１１

1980年に先代であるご両親がジャズ喫茶として開店され、先代主亡きあと2017年に現在地へ移転、先代の妻であるお母様と親子
で経営されています。
店名である
「マイルストーン」
とは、昔、街道の距離を示していた石の呼び名であり、プロジェクトなどの
「重要な節目」
という意味も
持っています。新しいカフェスタイルの店舗が増えている中、お店は日本とヨーロッパの店を融合したようなレトロ感があり、先代から
受け継いだオーディオと共にストレス社会となった昨今でもくつろいで過ごしていただけるような空間設計をされています。また日本
に数台しかないカスタムエスプレッソマシンやコンベクションオーブンを導入されており、質の高いメニューを提供されています。

〈大津商工会議所の支援内容〉

営業年数は長いですが、現在地に移転する時に相談にお越しいただき、店舗改装に要する設備資金調達のため、商工会議所の推薦
による国の融資制度であるマル経の紹介を行いました。また、小規模事業者持続化補助金の申請も支援。無事採択となり、集客力の向
上と路地からの飛び出し防止・事故等を防ぐ目的をかねて県内発祥の
「飛び出し坊や〜大津絵ver.〜」
を設置されました。また、経理に
ついてはご自身でされていますが、確定申告の時期には数字の確認や、申告のポイントを説明するなどのお手伝いをしています。

〈事業者からの声〉

専門家
ワンポイント
アドバイス

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！

「働き方改革」大きな3つの改正すべてが
中小企業にも及んできた！

「働き方改革」
を耳にすることが増えました。今後、働く人の数は減ってしまうという危機感の中で、女性や高齢者、病気を

お持ちの人、育児や介護をする必要がある人などでも、働きたい人が働きやすくなるように、
また働いている中での不公平
感がなくなるような改革をしていこうというものです。その中でも多くの事業所に関わる改正が次の3つです。

①時間外労働の上限規制…中小企業2020年4月1日施行

時間外労働（早出や残業）
や休日に働かせることができる
時間の上限が厳密となった。

②有給休暇の取得義務化…2019年4月1日施行

条件を満たす一定の労働者に対して年次有給休暇を
年間最低5日取得させなければならない。

③同一労働同一賃金…中小企業2021年4月1日施行

正規社員と非正規社員の不合理な待遇差をなくすこと。
非正規労働者から待遇差の説明を求められたら必ず
対応しないといけない。

この3つの改正すべてが、中小企業にも及んできました。

滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター

〒520‑0806

代 表 者／新徳 修大
種／飲食店
（喫茶店）
経営 U R L／https://cafe-11161.business.site/

援

滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター

親族内承継

業

これまで商工会議所を利用する機会はありませんでした。そんな中、現在地への移転を機に入会し、その後様々な支援を受けていま
す。
「飛び出し坊や〜大津絵ver.〜」
は補助金が採択にならなくても設置する予定でしたが、採択されたことにより自己負担を軽減する
ことができました。コロナ禍で資金繰りが厳しい中、助かりました。これからも何か困ったことがあれば、
まず大津商工会議所に相談にし
たいと思います。

事業者の方

ご依頼

（子ども・配偶者への承継）

事 業 所 名／マイルストーン

〈事業の概要〉

あらゆる事業承継について、
ご相談いただける窓口ができました。

支

大津商工会議所 支援事例紹介

補助金の申請支援を含めた
総合的な経営支援

令和３年４月

・商工会議所・商工会
・金融機関
・税理士・中小企業診断士等

会議所TOPICS

事業承継全般の
ワンストップ体制を構築

大津市打出浜２番１号コラボしが２１ ９階 ＴＥＬ：０７７‑５１１‑１５０５
（１５０３）
（ホームページはリニューアル中、
まずはお電話で！）

経営者や人事労務の方は、
この改正を理解していないと労働者からの申し出に対応できないことになってしまい、信頼関

係が損なわれかねません。優秀な人材に長く働いてもらえるようにするためにも、改めて体制を見直しておきたいものです。
厚生労働省

働き方改革特設サイト

寄稿：エキスパートバンク登録専門家
レディゴ社会保険労務士・FP事務所
（専門分野

小野みゆき氏

労務管理、事業と家計をまたぐ金銭相談、
確定拠出年金関係）

※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。
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株式会社ディジ・テック
代表取締役社長

相澤 泰二氏

大津

あの頃の

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。

通勤通学客や買い物客でにぎわった浜大津
今回の語り手

vol.

36

！
キラリ

湖都の商い人

ニッチな市場でお客様の課題に向き合う
オンリーワンのものづくりを目指して
計測データをブルートゥースで自動入力
1973年に創業した株式会社ディジ・テック。1988年に
バーコードリーダー『ハンディターミナル』
を開発、大手家
電メーカーからの受託でODM生産していましたが、その
後自社製品としてもバーコードリーダーを開発して販売も
行ってきました。
その後、流通業などの商品管理に導入されて急速に普
及が進むと、参入する企業が増えたことから、次なる主力
製品の開発が課題となり、大手製鉄会社からの依頼で開発
に取り組んだのが、現在同社の主力製品であるデジタルメ
ジャーの前身となる計測器でした。2007年の団塊世代の
一斉退職を前に、熟練の職人と同じ読取性能でカットされ
た鋼板のサイズを計測して、そのデータをブルートゥース
を使って自動的にパソコンに読み取らせるというもので、
正確に計測できるだけでなく、入力の手間を省き、なおか
つ手入力で起こるミスも回避できる画期的な技術でした。
このIT操業支援システムは2007年の日経ものづくり大
賞にも選ばれ、
製鉄会社と共同でデジタルメジャー・ブルー
トゥースアダプタ
『Pi』の特許を取得しました。現在、この
技術は製鉄以外にも、国内の自動車や航空機の製造メー
カー、
ハウスメーカーなどに導入されています。

人間力、ものづくり力を強みに
2009年に代表取締役社長に就任した相澤泰二氏は、
エ

ンジニア、総務・経理部長、営業までオールマイティにこな
した経験を活かし、下請けに頼らずオンリーワンのものづ
くりを目指すことを決意しました。
「計測機器の市場規模は大手さんがやるには小さすぎ
る。当社がターゲットにしてきたのは、
こういう大手さんが
やらないような分野で、お客様のさまざまな課題を解決す
るための提案を行ってきた」
と言う相澤社長。
例えば、バーコードリーダーも図書館で使われているテ
ンキーのないペン型タイプや、在庫管理と顧客管理に対応
できるバーコードとICカードの両方が読めるものなど、
ニッ
チなニーズに応えるための製品開発に取り組みました。
デジタルメジャーについても、
もっと使いやすくという現
場の声に応えて改良を加え、実用新案を取得するなど、進
化を続けています。そして、
「作業効率を高めることで生産
性が上がり、
これまで作業に要した時間を従業員に還元す
ることができる。さまざまなものづくりの現場で働き方改
革を後押しすることにもつながるのではないか」
と期待を
寄せています。
同社では社員の名刺の裏に
『信頼されるパートナーとし
てお客様の個々の思いを素早く実現します』
という一文が
印刷されています。お客様のニーズを適確に捉え、それを
解決する製品開発や提案を行っていくためには、人間力が
なにより重要になります。相澤社長は
「そういう人材を育て
ることが、オンリーワンのものづくりで日本一を目指すた
めの鍵を握る」
と考えています。

長等小学校時代、運動場から飛び出たドッジボールが疏

険な川の斜面に入ったものでした。今思うと不思議なくら
い大らかなものでした。もっと不思議なことは、住まいの近

くにあった江若鉄道の車両工場へいくらでも侵入できたこ
とで、隠れんぼ、鬼ごっこ等で面白く遊びました。工場内に

乗る大きな車輪などがごろごろと放置してあったのです。
石炭と油の匂い、そして少し危険な香りが手伝って、子供に

とってこれほど面白い遊び場はなく、工員の方に怒られて

この江若鉄道で湖西の人たちが沢山通勤やら買い物に

浜大津へ、そして京都へも向かいました。高校へ進学して、
浜大津から京阪京津線を利用するようになると、
この二輌
の電車のすし詰め状態には閉口しました。今の京津線の状
況とはあまりにも違うものでした。

お得意先に言われるままに商売して
進学した高校には、推薦大学入学制度
（俗に言うエスカ

レーター）
があって、そのエスカレーターの手すりだけは絶

対に離すなと親に言われたものでした。その制度のお陰で
某大学商学部へ入学したのですが…。
２、
３年生の時には学

江若鉄道から京阪京津線へ乗り換える人々でも賑わった。

はこの風により遠くに吹き放され、大学進学の目的など何

スーパー１号店の開店で賑わう

生運動の嵐が吹きまくって、勉強から遠く離れていた学生
処かへいってしまったのです。

ということで４年生の頃には、家業の印刷業の手伝いを
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TEL
HP

〒520‑0806 大津市打出浜13‑48 ベルパーク大津ビル３F
077‑510‑1212
https://www.digi-tek.com

前述したように、湖西に住んでいる方にとって江若鉄道

せよと言われ、集金に行け、原稿をいただいて来い、校正

は大切な足でした。通勤通学だけでなく、浜大津まで買い

その頃、大津市内には20社以上の印刷会社があったと思

へん活気がありました。

を届けに行けなどとごく自然にこの道に入ったのでした。

物に来られる方が多かったため、大津の中町商店街はたい
衣料品店の田中駒さんが大津市第１号となるスーパー

マーケット
『コマストア』をオープンすると、近在から多く
の買い物客が集まって門前市をなす賑わいとなり、電車

道では道路にあふれるほどの人が信号待ちをしていたよ

茶飯事であったように思います。

うです。

う東芝製品販売会社が打出浜にあって、
ずいぶんご愛顧い

と店舗を開設していった時期には、西友の人事部の仕事を

商売駆け出しの頃、私自身が担当した滋賀東芝さんとい

相澤 泰二

昭和30年代の浜大津交差点。江
若鉄道の踏切の先に京阪電車び
わこ号やランドマ ークだった ナ
ショナルの広告も見える。

も怒られても侵入して遊ばせてもらいました。

に乗せたり、郵便局に持ち込んで速達便で送ったりが日常

代表

昭和30年代の菱屋町商店街。総工費
1,000万円をかけた大津市初のアー
ケードだった。

は使い古した蒸気機関車、
ディーゼル機関車、客車、台車が

がった印刷物を大津駅まで運んで、チッキ便という貨物便

企業Data

宮川 芳夫さん

水の斜面を落ちていき、それを拾いに木の柵を越えて危

います。当社は残業をいとわず急ぎの仕事でも対応し、お

あらゆる現場業務を簡素化「ハンディターミナル」 介護・医療現場でも活躍「ペン型ハンディターミナル」 計測器用Ｂ
ｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ通信アダプタ
「Ｐ
ｉ
！たっと計測」

会長

江若鉄道の車両工場が遊び場に

得意先の求めに応じるがモットーでした。夜遅くに、出来上

面積・体積値までデータ化
「デジタルメジャー」

宮川印刷株式会社

ただいたものでした。日本で家庭用電子レンジが発売され
た昭和40年頃に、十数万円はした電子レンジを使った料理
教室のために沢山の女性スタッフが活躍していました。家
電量販店もなく街の電気屋さん大活躍の時代でした。

コマストアは昭和46年に西友の傘下となり、西友が次々

いただくようになりました。新店オープンのためのスタッフ
募集のちらしを作るため、京都や大阪にも営業に出向きま

した。高度経済成長の恩恵が商売にも暮らしにも及んでい
た時代でした。

写真協力：大津市歴史博物館
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大津商工会議所

青年部会報

あ きん ど
か わ ら 版

1年間の感謝を込めまして
令和2年度

会長

総務委員会

交流委員会

委員長

森本

亮

委員長

宮本

智

コロナでいろいろありましたが、今しかできない経験をさせてい
ただきました久保会長に感謝いたします。12月の無言語コミュニ
ケーション研修では、久山副会長をはじめ委員会メンバーには、多大なる支援をい
ただき感謝申し上げます。新入会員とも交流を深める事ができた活気のある楽し
い例会を開催できました。皆様、本当にありがとうございました。
令和2年度

研修委員会

委員長

戸井 邦明

11月例会にはコロナ禍の中、
リアル・Zoom合わせて多くの方に
ご参加頂きまして、本当にありがとうございました。
活動が制限される中でのYEG活動でしたが、山元副会長をはじめ委員会の皆
様、執行部、会員の皆様には温かいサポートをして頂けたことで、何とか委員長を
務めきることが出来ました。
この場を借りて感謝申し上げます。
令和2年度

広報委員会

委員長

山﨑 秀樹

今年度はコロナに始まり、
コロナで終わった1年でした。
多くの活動が中止になり、または実施方法の変更を余儀なくさ
れ、
今までにない貴重な委員長経験をさせていただきました。
この機会を与えてくださった久保会長、そして大きな支えになってくれた山本副
会長、副委員長はじめ委員会メンバーの皆様、本当に1年間ありがとうございま
した。

伊藤

大介

令和2年度は大津YEG創立30周年となる記念すべき年度でし
た。残念ながら式典も延期→延期→中止という流れになりましたが、
想いの詰まった30周年記念誌を完成・配布できました。これも本郷副会長・委員会
メンバー・執行部・事務局・OB・OG・関係各所すべての方々のご協力があったおか
げです。みなさまご支援誠にありがとうございました。
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山元 智寛

本年度のスローガンは
「以和爲貴、無忤爲宗」
です。聖徳
太子が制定した十七条憲法の最初にこの言葉を持ってきた
ように、何事も和をもって活動しなければいいものは生まれ
ません。一昨年末頃から始まったウィルスの脅威は未だ予断を許さぬ状況
です。
しかし、進化論で有名なダーウィンは
「最も強い者が生き残るのでは
なく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るの
は、変化できる者である。」
と説きました。このような時期に活動ができると
いうことは、人生においてこの上ないチャンスだと捉えて活動致します。宜
しくお願い申し上げます。
令和3年度

大津発信委員会

委員長

北野 友美

当委員会では、大津YEGがどの様な活動をしているのか、
また大
津がどんなに素晴らしい所なのかを発信していきます。
委員長というみんなを牽引していく立場になり不安もありますが、委員会メン
バーの助けを借りながら、大津の良さを多くの方に発信できればと思っておりま
す。この活動を通じて、多くのメンバーの皆様と共に、自身の成長にも繋がる一年
にできるよう精一杯頑張って参りますので、皆様のご支援ご協力の程、是非ともよ
ろしくお願い申し上げます。
令和3年度 マネーリテラシー向上委員会 委員長

古川

泰

本委員会ではマネーリテラシーを向上させるべく活動しますが、
経済の理論を展開するのではなく、マネーという平易な起因から事
象の経緯を捉える純粋視点を提案したく思います。本年度は感染症に端を発する
産業構造の変異が可視化される年度と言えます。同時期に委員長を経験するこ
とを好機と捉え、大役に全力で取り組む決意を胸に自身の成長エンジンへと転換
していく思いでございます。右も左も分からずご迷惑をお掛けしますが諸先輩方
のお力添えをお願い申し上げ委員長の抱負といたします。
令和3年度

人間力向上委員会

委員長

桑原 勇人

青春21文字のメッセージ受賞お祝い会
当女性会が参画している
「第14回青春21文字のメッセージ・
入賞作品の受賞お祝い会」
が２月２０日
（土）
にオンライン形式に

より開催されました。
今年は、過去最多となる5350作品の応募があり、最終審査
員を務める俵万智さんが優秀賞５作品と入賞16作品を選ばれ
ました。
大津商工会議所女性会賞ともいえる
「さわやか賞」
には、広島
県のあい様の作品
「晴れの日 窓から自転車の君 雨の日電

お祝いの言葉を贈る岡澤会長

車に君がいる」
が選ばれ、プレゼンテーターとして岡澤会長が
お祝いの言葉をお贈りいたしました。
今後、県内各地で入賞作品の展示が行われますので、皆様も
足を運んでみてはいかがでしょうか。
青春21文字のメッセージ作品集

会員
紹介

膳所の城下町、
膳所城跡の近くでいとう呉服店をはじめたのが大正１５年。いつの
まにか創業１００年余りとなり、地域の皆様に長きに渡りご愛顧をいただいてきま
した。
当時は呉服だけの取り扱いでしたが、現在、呉服はもちろんのこと、幼、小、中学
校の制服や体操着、上靴、体育館シューズなど学生関連商品、婦人服や肌着等、皆
様の生活を支える品々を取り揃えております。
お客様のニーズに応え、
困ったときに頼りになる、
そんな地域に根付く暖かく愛さ
れる店で居続けられるよう心がけております。

いとう呉服店

伊藤 敬子さん

大津YEGでの3年間で感じた事は、人に対して暖かく、熱意あるメ
ンバーが多く集まる環境だということです。良い環境で過ごした時
間では学びが大きくなると思います。いろいろな経験をさせていたただいている

感謝の気持ちを、大津YEGの中で返していきたいと考えています。
そんな環境で、
同じ志を持つ仲間と一緒に人間力を高めていけることを嬉しく楽
しみに思っています。山元会長の元ご指導ご鞭撻を賜りながら、
学びがあり、
成長で
きる楽しいYEGをみんなでつくっていきたいです。1年間よろしくお願いいたします。
令和3年度

組織拡充委員会

委員長

富田 倫枝

どの様な状況にあっても知恵を絞り、情報・意見交換できる場が
YEGです。ウイルスが蔓延する中、今までにない限られた条件下で
はありますが、大変な時こそより多くの考え方に触れる為、組織の拡大は必須だ
と考えます。今年度は山元会長の想いの元、女性の活躍にも焦点を当てた会員増
強、組織の活性化を目指します。まだまだ入会して日は浅いですが、私自身が経験

しているように、入って良かったと誰もが思える組織になるよう取り組んで参りま
す。皆様、一年間よろしくお願いいたします。
令和３年度 YEGイベント推進委員会

委員長

堀井 慎介

「びわ湖大津ビワコイ祭り」
の企画運営、
「卒業例会」
の企画運営を
していく委員会です。ですが、
コロナウイルスの影響でビワコイ祭り
は中止で大津YEG内でのイベント企画運営になるかもしれません。当委員会では
一体感を感じられるような例会が開催できるよう努めます。その為には、会長、執
行部、委員会メンバー、会員の皆様のお力添えが必要不可欠です。まだまだ未熟な
私ではありますが、皆様のご指導ご鞭撻をいただきながら精一杯努力してまいり
ますので、
ご協力のほど宜しくお願いいたします！

錦

近江大橋

膳所城跡公園
いとう呉服店

1

いとう呉服店

〒520‑0837

中ノ庄

委員長

会長

町

堀井 慎介

令和3年度

本

特別事業委員会

会長：山元 智寛

所

委員長

ビワコイ祭り、京津奈、卒業式、会員手帳と、大成功に終わり感無
量です！と言いたかったのですが中止の連続でした。ですが1年間委
員長として貴重な経験をさせていただき、ありがとうございます。横野副会長はじ
め当委員会メンバーの皆様、会長、執行部、大津YEG会員の皆様、一年間支えてい
ただき感謝申し上げます。ありがとうございました。
令和2年度

女性会会報

［発行・編集］

膳

地域貢献委員会

［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

道線
東海
ＪＲ

令和2年度

〜ピンチをチャンスに！〜

久保 卓巳

本年度、総務委員会の活動としまして4月定期総会、6月臨時総
会、
9月研修例会
「人生を変えるウェビナー」
を開催いたしました。
コロナ禍の影響で対面での集まりが難しい状況でしたが、内田副会長はじめ委
員会メンバーの皆様に助けていただきながら活動できたと感じています。
YEGメンバーの皆様、
一年間本当にありがとうございました。
令和2年度

以和爲貴、無忤爲宗

（わをもってとうとしとなし、
さからうことなきをむねとせよ）

ごあいさつ

本年度は新型コロナウイルスの影響を受け、
ＹＥＧがか
つて経験したことが無い、正に未曾有の年になりました。前
例が無い事態が多発する中、会長として至らない点も多々
あったかと思いますが、
メンバーの皆様に支えていただき、
オンライン会議
や公式YouTubeチャンネル・Facebookページの発足、
フェイスシールド
を着用した厳戒態勢での例会等、結果としてこの年で無ければ経験できな
いかけがえのない経験ができたと考えております。このように前向きな姿
勢でＹＥＧ活動に取り組む事ができたのは本当に皆様のお陰だと思ってお
ります。1年間本当にありがとうございました。
令和2年度

［令和3年度スローガン］

滋賀県大津市中ノ庄1丁目１５‑２３

♥女性会会員募集中♥

TEL：077‑522‑6107

FAX：077‑521‑6006

大津商工会議所の会員で「女性経営者」
「経営者の妻および
家族で経営に関与している女性」
「職務上要職にある女性」 年会費は15,000円。
一緒に活動しましょう。
なら、加入できます。 詳しくは、事務局077-511-1500まで
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会議所の動き
4月の会議所行事予定

おおつびわっこ共済

■ 事業所情報変更に
関するお届けについて

4月 6日（火） 青年部執行部会議
4月 8日（木） 商工祭

定期保険（団体型）
＋大津商工会議所独自の給付制度（見舞金･祝金（品）･補助金制度）
入院給付金付災害割増特約･ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付

当所へお届けいただいている

4月14日（水） 事業再構築補助金セミナー

事業所情報
（代表者、所在地、電

4月15日（木） 青年部役員会

ご加入

話、資本金額、従業員数等）に変

4月21日（水） HACCPセミナー

商工会議所LOBO調査

会員事業所 のみなさまへ

結果報告について

LOBO 調査は、各地商工会議所のネットワークを活用し、地域や中小
企業が「肌で感じる足元の景況感」や「直面する経営課題」
（採用、設備
投資、賃金動向等）を全国ベースで毎月調査し、その結果を集計・公表
するものです。
当所では、その結果を本誌に毎月掲載していましたが、より詳細でタイ
ムリーに結果をご覧いただくため、令和 3 年 4 月より、ホームページへの
掲載により報告することといたしました。
http://www.otsucci.or.jp/ （新着情報よりご覧いただけます）

更がある場合は、当所企画総務

のおすすめ

部までご一報ください。
特 に、令 和3年4月1日 時 点 の
資本金額・従業員数を基準に、令

福利厚生制度にご活用いただけます

和3年度の会費額を決定し、
5月
にご請求を予定しておりますの
で、令和3年4月末日までにご連

業務上・業務外を問わず

24時間保障

絡をお願いいたします。

当所では、働き方改革や新型コロナウイルスの影響による社会環境の変化に対応していくため、現在、テレワーク推進体
制の整備を進めており、４月以降、順次、オンライン相談や業務のデジタル化を実施してまいります。詳細等につきましては、
改めてホームページなどでご案内させていただきますので、ご覧ください。

令和3年度健康診断について
今年度も、会員事業所の経営者様・従業員様を対象に、以下の 2 つの機関へ業務委託の上、健康診断事業を実施い
たします。いずれの機関でも、
「労働安全衛生法に基づく定期健康診断（法定健診）
」
「協会けんぽ一般健診」
「オプショ
ン追加」
から、
ご希望の内容を受診いただくことができます。会議所会員専用の充実した内容・健診料となっていますので、
生産性向上につなげる健康経営の視点からも、積極的にご活用ください。

委託機関

滋賀県健康づくり財団

近畿健康管理センター

健診時期

R3.5.1〜R4.1.31

R3.10で3日間程度実施

R3.4.15〜R3.12.15

詳細案内／申込書

本誌
（R3.4号）
の折込チラシ
または当所ホームページを
ご覧ください。
http://www.otsucci.or.jp/
all/2021/03/3.html

【お問合せ先】大津商工会議所
大津商工会議所報 もっと! みらい

滋賀県立武道館
（大津市におの浜4-2-15）

4月号

企画総務部

診査なし

配当金も！

高
度
障
害

R3.8号所報の折込チラシで
ご案内の予定です。

TEL077‑511‑1500

！

月 額 掛 金
1口あたり

不慮の事故により死亡したとき
<死亡保険金（主契約）+災害保険金>

250万円

上記以外の事由により死亡したとき
<死亡保険金（主契約）>

50万円

不慮の事故により
高度障害状態 のいずれかになったとき
<高度障害保険金（主契約）+災害高度障害保険金>
傷害または疾病により
高度障害状態 のいずれかになったとき
<高度障害保険金（主契約）>

250万円

<入院給付金>

ガンで１日以上の入院をしたとき（1年に1回限度）

<ガン入院一時金>

６大生活習慣病で１日以上の入院をしたとき
（1年に1回限度）

<６大生活習慣病入院一時金>
<ガン先進医療一時金>

1日につき
日
帰
り
入
院
か
ら
保
障

2,000円
2万円
1万円
5万円

保 険 年 齢

性 別

15歳〜35歳

男性

36歳〜40歳

男性

717円

女性

650円

41歳〜45歳

男性

755円

女性

675円

男性

818円

女性

727円

51歳〜55歳

男性

912円

女性

790円

56歳〜60歳

男性

1,048円

女性

844円

61歳〜65歳

男性

1,271円

女性

948円

66歳〜70歳

男性

1,620円

女性

1,073円

46歳〜50歳

50万円

不慮の事故により１日以上の入院をしたとき
（同一事故による入院は、更新前の入院日数を含み、通算60日限度）

入
院
・
治
療

給付制度も

健康増進に役立つ付帯サービスも

お支払事由

死
亡

商工会議所独自の

健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

保 障 内 容

ガンの治療を直接の目的とした先進医療による療養を受けたとき

「おおつびわっこ共済」
加入者
（R4.1.1時点）
には、
1,000円の健診費用補助があります。

健診費用補助

14

R3.9上旬頃

滋賀県健康づくり財団
健診センター
（大津市御殿浜6-28）

受診会場

剰余金があれば

6大生活習慣病入院一時金
ガン入院一時金・ガン先進医療一時金

テレワーク推進体制の整備

申込時期

1年更新で医師の

女性

1口あたり
650円

※加入口数は1口から5口まで選択できます。
※大津商工会議所独自の給付制度もあります。
（見舞金・祝金(品)・補助金制度）
※ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書
（契約概要・注意喚起情報）
を必ずご覧ください。

■ ご加入に際して
１．
加入資格 大津商工会議所会員事業所の事業主および役員・従業員(家族従業員を含む)で、加入される年の５月1日の年齢が14歳
6カ月超70歳6カ月以下の方。ただし、正常に就業しておられる方に限ります。
２．
保険期間 保険期間は1年間
（毎年5月1日〜その翌年4月30日）
で、
毎年自動的に更新されます。
３．
効力発生日 加入申込月の翌々月1日から効力が発生します。
■ お問合せ・お申込み先

大津商工会議所

企画総務部

TEL077‑511‑1500

大津商工会議所報 もっと! みらい
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