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「オンライン相談」をはじめます

May

大津商工会議所では、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、オンラインによる非対面で経営相談等が受けられるサービスを開始しました。

無料 、経営指導員がご相談に応じます。

インターネットのつながる端末（パソコンやタブレット等）があれば、特別なソフトウェアは不要です。
ぜひこの機会に、より身近になった当所の「オンライン相談」をご利用ください。

■ 相談時間 最大60分間

※事前予約制

■ 相談員

大津商工会議所

■ その他

オンライン会議アプリ
「Zoom」をご利用いただきます。

経営指導員等

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。
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。
相談予約フォーム⇒

相談までの流れ
相談申込

まずは当所ホームページ http://www.otsucci.or.jp/ からご予約ください。

今月の特集 P.3

（日時、相談内容、
ご連絡先、
メールアドレス等をご入力ください。）

▼
相談日時 決定

日時の調整や確認の為、担当者から折り返しご連絡させていただきます。

▼
相談用のURLを
メールにて案内

相談日時までに、
メールアドレス宛に、
オンライン会議アプリ
（Zoom）の
招待URLを送信します。

▼
当日、時間になりましたら、
メールに添付された招待URLをクリックいただくと、
相談当日：
オンライン相談実施 オンライン相談が開始できます。
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。

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。

ご不明な点は、大津商工会議所まで
お気軽にお問い合わせください。
TEL：077‑511‑1500

編集発行

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
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令和３年度事業計画

平日9：00〜17：00

毎月1回1日発行

﹁信頼され︑役に立つ商工会議所﹂

■ 相談日

871 号
〜企業・地域・組織の活性化を目指して〜

具体的には、
こんなとき

・
「新型コロナウイルス感染症」が心配なので、外出したくない
・スケジュールの合間を使って相談したい
・電話だけでは伝えきれない具体的な相談をしたい

大津商工会議所報

街 に ︑あ な た に役 立つ 情 報 誌

相談料は
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簡単にできる！HACCP対応（小規模事業者向け）
〜６月スタートまでに完了させましょう〜
管理職スキルアップセミナー

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

中小企業向け設備投資減税が２年間延長されました！
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企業城下町として発展した石山商店街

大津商工会議所

特集

地域活性Project@大津

令和3年度事業計画

「信頼され、役に立つ商工会議所」
〜企業・地域・組織の活性化を目指して〜
通常議員総会を開催

令和３年度事業計画と収支予算を承認

3月23日にびわ湖大津プリンスホテルにおいて、大津商工会議所通常議員総会が開催され、令和3年度
事業計画と一般会計収支予算並びに特別会計収支予算の上程が行われ、いずれも原案通り承認されました。
今回の特集では、令和3年度の事業計画の概要についてご紹介します。

令和3年度事業計画

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
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

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/

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

弁慶の
立ち往生

立ち往生とは、衣川（岩手）での弁慶最後
とも「弁慶の七
の姿で、
「長刀（なぎなた）弁慶」
つ道具」
とも呼びます。
・箙刀（えびらがたな）
・首掻刀
長刀（なぎなた）
（くびかきがたな）
・小反刃（こそりば）
・熊手が本来

・袖
の七つ道具ですが、大津絵は鉞（まさかり）
がらみ・槌・鋸・鎌・刺股と入れ替えています。

表紙提供：大津絵の店

形と筆運びを主眼としたからでしょう。絵になれば故実を無視するとこ
ろも大津絵のおおらかさです。
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昨年度は新型コロナウイルス感染症が世界中で爆発的に
拡大しました。わが国においても政府や自治体による各種自
粛要請を機に経済・社会的活動に制約がかかり、特に観光業
や外食産業、公共交通機関をはじめ、多岐にわたる業界が危
機的な状況にあります。大津市内においても、需要の消滅や
調達の寸断などによって、中小企業・小規模事業者の経営環
境も著しく悪化し、
地域経済は急速に疲弊しています。
市内の中小企業・小規模事業者の力は、経済と県民生活を
支える土台であり、地域の雇用を守り、地域経済・社会への影
響をできる限り最小限にとどめるため、地域の中小企業・小規
模事業者がポストコロナ時代の社会の中で今後、経済回復を
実現するためには、新型コロナウイルスを警戒しつつも、経
済活動の再開と感染拡大防止を両立する
「新しい日常」
を確
立していく必要があります。
まずは、中小企業・小規模事業者が事業を継続することが
緊急かつ最大の課題ではありますが、今まで抱えてきたＩＣＴ
の活用、人手不足、事業承継などの本質的な経営課題の解決
に寄り添い支援を行って参ります。

また、本所は新型コロナウイルスの影響による経済社会の
変化に対応を進めることから、経営相談のオンライン化、
ＩＣＴ
を利用した情報発信、業務のデジタル化を進め、職員の働き
方改革とともに、業務の見直しを進めていきます。
次に、大津市は持続可能なまちづくりを進めるとともに、
人々が集い、活力と賑わいのある
「夢があふれるまち大津」
の
実現に向けた取組を進めています。
そこで、
本所としましても、
大津湖岸エリア活性化事業として
びわ湖コンベンションストリート構想を中心に、琵琶湖岸の民
間施設
（ホテル・ホール・会館等）
を活用した日本最大級の会議
集積エリアの創出、
2025大阪・関西万博との連携によるエリア
マネジメントの実現について事業推進を行って参ります。
そして、地域総合経済団体として感染症の収束後には、関
係機関との連携のもと観光需要の喚起や消費行動の拡大に
寄与し、
大津市経済の早期復興に尽力いたします。
以上のことを鑑み、企業・地域・組織の活性化を図っていく
ため、
以下の諸事業に取り組んで参ります。

主要事業
〇 ポストコロナ時代の中小企業・小規模事業者の
事業再構築に向けた支援の強化
ポストコロナの経済活動は日本国内のみならず世界中
の経済活動に大きな変革がおこることが想定される。そこ
で、中小企業・小規模事業者が新分野展開、業態転換、事
業・業種転換等に取り組む場合、第２期経営発達支援計画
（R2.4.1〜R5.3.31）に基づき、ICT技 術 の 向 上、新 分 野
開拓など小規模事業者の経営課題に対する伴走支援を強
化する。また、
ＢＣＰ支援計画
（事業継続力強化支援計画）
に
基づき、自然災害、感染症等に備える小規模事業者に対す
る取組みを支援する。
〇 円滑な事業承継に向けた支援体制の強化
地域経済の基盤である中小企業の円滑な事業承継をワ
ンストップで支援していくため、既存の
「滋賀県事業引継ぎ
支援センター」
と
「滋賀県事業承継ネットワーク」
を統合し、
新たに
「滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター」
を設け機能
強化を図るとともに、事業承継ネットワーク地域事務局の
基盤拡充にも努め、円滑な事業承継に向けた支援を行う。
また、経営状況を踏まえた資金繰り対策支援、経営者保証
解除に向けた支援にも取り組む。

〇 大津湖岸エリア活性化事業の推進
大津港からなぎさ通りにかけて立地している既存の官・
民のコンベンション施設や大津市内を中心とする県内宿泊
施設の集積を活かし、有機的一体的に活用することを念頭
に、大阪・関西万博との連携により万博関連の各種会議の
誘致やビジネス誘客、観光振興を推進することを目的に設
立される
（仮称）
びわ湖コンベンションストリート活性化協
議会、本年3月に設立した一般社団法人大津・湖岸エリア活
性化協会を活用し、大津湖岸エリアの観光振興を推進し地
域経済の振興、
成長を支えるための事業に取り組む。
〇 業務の効率化・働き方改革の推進
新型コロナウイルスの影響による経済社会の変化に対
応していくため、IT等を活用した経営指導、ICTを利用し
た情報発信、業務のデジタル化等を進めながら、支援力の
強化を図り、
業務の効率化・働き方改革を推進する。
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事業項目

☆新規・重点項目

Ⅰ 政策提言・要望活動

Ⅳ 組織よし〜組織活性化のために〜

１．
政策提言・要望活動の実施
（１）
提言・要望活動の積極的な実施
（２）
大津市との懇談会の開催

１．
組織基盤の強化
（１）
会員増強運動の展開
☆
（２）
中期計画の策定
経営発達支援計画、
ＢＣＰ
（事業継続力強化計画）
の運営、
（３）
経営発達委員会の評価と改善
（４）
部会、
委員会、
青年部、
女性会の活発な活動
（５）
常議員会、
議員総会の円滑な運営
（６）
ＢＣＰ
（事業継続計画）
による危機管理体制の強化
☆
（７）
業務のデジタル化の推進
☆
（８）
職員の働き方改革の推進
（９）
滋賀県、
大津市はじめ行政諸官庁との連携強化

Ⅱ 企業よし〜小規模事業者のために〜
１．
地域企業の持続的発展を目指す伴走型支援の強化
☆
（１）
新型コロナウイルス対応のための経営相談体制強化
①オンライン相談体制の構築
②経営指導業務の電子化の推進
小規模事業者の経営状況分析、
事業計画策定支援、
需要動向調査
③SNSを利用した情報発信
（２）
販路開拓支援
（商談会・展示会等新たな需要開拓に
寄与する事業の推進）
「大津百町百福物語ブランド支援」
（物産振興支援）
の推進
（３）
（４）
マル経資金融資制度・大津市小口簡易資金、滋賀県
中小企業振興資金の利用促進
（５）
創業者の発掘・育成、
創業サポート研修の実施
（６）
経営者
（後継者）
育成講座の実施
☆
（７）
ＢＣＰ
（事業継続力強化計画）
策定の支援
☆
（８）
オンラインを利用したハイブリッド形式の各種講習
会等の実施
（９）
大津企業景況調査・
ＬＯＢＯ調査の実施
（10）
労働力確保対策事業
（求人説明会）
への協力
（11）
小規模企業共済・経営セーフティ共済
（倒産防止共
済）
制度の加入促進

２．
ポストコロナ時代の中小企業・小規模事業者の事業再構築
に向けた支援の強化
（１）
事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金、も
のづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金、
Ｉ
Ｔ
導入補助金等の活用支援
（２）
Ｉ
Ｔ専門家、
Ｉ
Ｔ事業者等との連携による複数ビジネス
アプリ
（クラウド会計、モバイルＰＯＳレジ、キャシュレ
ス化対応等）
の導入・活用支援
（３）
Ｉ
Ｔを活用した販路開拓支援講座・個別相談会の実施
３．
円滑な事業承継に向けた支援体制の強化
☆
（１）
滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携によ
る事業承継支援
（事業承継計画の策定・事業承継税
制の活用促進・後継者人材バンクの活用）
滋賀県事業承継ネットワーク地域事務局運営事業の実
☆
（２）
施、
事業承継診断の実施及び経営者保証解除の支援
４．
ワンストップ相談体制の充実
（１）
滋賀県中小企業再生支援協議会、滋賀県経営改善
支 援センター、滋 賀 県 事 業 承 継・引 継 ぎ 支 援セン
ター、
よろず支援拠点及び滋賀県中小企業相談所専
門指導室との連携による経営支援
（２）
小規模企業振興委員、各支援機関・外部専門家等と
の連携による小規模事業者等への経営支援の強化

（１）
情報発信事業

大津のモノやコト、伝統的な食・食材・伝統的文化
（祭

り等）
、琵琶湖の魅力等を大阪・関西万博のために来

阪される海外、全国からの来訪者に向け、情報を発信

し誘客・販売を促進する。

・京阪電車沿線情報誌の活用
・ＷＥＢメディアの活用

（２）
大津の観光誘客対策事業

琵琶湖を観光資源として最大化する、湖上交通可能

性調査事業に取り組むとともに、大津をゲートウェイ

に、
ＪＲ，
京阪やバスといった公共交通機関とタクシー、

カーシェアリング、シェアサイクリングに加えて湖上
交通などの交通網を、
シームレスな移動手段をスマー

トフォンアプリで提供できるＭａａＳ開発の実験事業
に取り組む。

（３）
（仮称）
びわ湖コンベンションストリート活性化協議会
との連携事業

4

大津商工会議所報 もっと! みらい

5月号

４．
会員サービス事業の積極的な展開
（１）
健康診断事業の実施
（２）
永年勤続優良商工従業員表彰の実施
（３）
労働保険事務組合の運営
（４）
商工祭・会員の集い、新年賀会の開催による会員連
携機会の充実
（５）
貸会議室等会館施設の提供
（６）
容器包装リサイクル法に係る再商品化申請受付
（７）
公害健康被害補償業務
（汚染負荷量賦課金）
の事務
支援
（８）
所報
「もっと！みらい」
、
ホームページ、SNS等の活用
による商工会議所活動の情報発信
（９）
その他会員サービス事業の提供

（10）
職員の資質向上及び資格取得支援、
コンプラ・ハラ
スメント研修等受講による自己啓発
（11）
滋賀県商工会議所連合会との連携強化
（12）
人権問題啓発活動の推進

２．
収益事業の充実・強化
（１）
各種検定試験の実施
①日本商工会議所検定試験の実施
珠 算・暗 算、簿 記、リテー ルマーケティング
（販売
士）
、
日商ネット検定試験の実施
②東京商工会議所検定試験の実施
東商6企画検定のWeb検定試験への移行
（ビジネ
スマネジャー、カラーコーディネーター、ビジネス
実務法務、福祉住環境コーディネーター、環境社会
（eco）
、BATIC）
（２）
各種共済制度の充実と加入促進
おおつびわっこ共済
（生命共済制度）
、
特定退職金共済、
ガン保険、
ビジネス総合保険、業務災害補償プラン、
火災共済等の加入促進
（３）
パソコン教室の実施

５．
国際交流促進
（１）
オーストラリア・モスマン市との交流促進
（２）
大韓民国亀尾商工会議所、大津市姉妹都市との交流
促進
（３）
その他諸外国との交流促進

令和3年度収支予算規模

Ⅲ 地域よし〜地域全体のために〜
☆１．
大津湖岸エリア活性化事業の推進

３．
広域連携等の推進
（１）
京都・大津・奈良商工会議所懇談会の開催
（２）
北陸・関西連携会議への参加
（３）
大津市内３経済団体懇談会の開催
☆
（４）
日本商工会議所 移動常議員会・議員総会の開催
☆
（５）
関西商工会議所連合会総会の開催
（7月15日）
（６）
滋賀県商工会議所連合会および県内商工会議所と
の連携強化

・アフターコンベンション事業の取り組み

歓迎花火の打ち上げ、臨時オペラ公演の開催、石山
寺等の夜間拝観の実施

・ハラール認証取得研修会の実施

（4）
大津港周辺湖岸エリアの振興発展を目的に設立した
（一社）
大津・湖岸エリア活性化協会との連携事業

２．
中心市街地活性化等まちづくりの取組

（１）
㈱まちづくり大津との連携によるまちづくりの推進
（２）
まちなか、湖岸エリアのにぎわい創出支援

（３）
（一社）
大津市商店街連盟との商店街支援
（
「大津100
円商店街事業」
・
「まちゼミ」
）
への協力

３．
観光振興の取組

一般会計

会館運営特別会計

青年部特別会計

中小企業相談所特別会計

共済事業特別会計

女性会特別会計

滋賀県中小企業再生支援協議
会事業特別会計

労働保険事務組合特別会計

退職給与資金特別会計

労働保険事務一般会計

財政調整積立金特別会計

１８９，
７５７千円
９５，
６６８千円

２９１，
２６３千円

滋賀県中小企業再生支援協議会事業
１１６，
２９０千円
滋賀県経営改善支援センター事業
５４，
５２７千円
滋賀県中小企業事業承継引継支援
センター事業
１０２，
２２６千円
滋賀事業承継ネットワーク事業
１８，
２２０千円

２７，
７０１千円

２７７，
４４１千円
５２，
５２８千円
４，
６００千円

９，
９５０千円
４，
１３９千円

３７，
２２６千円

１４６，
１００千円

合計 １，
１３６，
３７３千円

（１）
琵琶湖疏水通船による大津への誘客方法の検討

（２）
体験・まちあるき
「みーつ びわ湖・大津」
事業の実施

（３）
びわ湖大花火大会、びわ湖大津ビワコイ祭り等観光振
興事業への協力

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、既に令和３年度事業のうち縮小や中止をさせていただいている
事業もございます。ご了承いただきますようよろしくお願い申しあげます。
大津商工会議所報 もっと! みらい
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簡単にできる！
HACCP対応（小規模事業者向け）

〜 6月スタートまでに完了させましょう〜
令和3年
（2021年）
6月1日から、
原則として全ての食品等事業者に対して、
「HACCPに
沿った衛生管理」
が義務化となります。
今回は厚生労働省が審査し、公開している「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

会議所TOPICS
〈STEP1〉
その業種で必要となる基本的衛生管理の知識を読み込む
まずは基本となる衛生管理の知識を身につけましょう。
「そんなこともう理解しています」
という方もおられるかもしれませんが、
実
際に読んでみると
「そこまでやったほうが良いのか」
「ウチではやっていないな」
という事が出てくるかもしれません。
また、
それぞれの
業種によって、
どんなリスク
（食中毒菌の種類や異物混入の原因など）
があるのかをあらかじめ理解しておくことはとても重要です。
【ポイント①】
読みながら、自社の厨房や作業手順と比較してみましょう。違う部分があったらそこに赤字で修正を加えていくと、後々楽になり
ます。
〈図2・3〉
〈図2〉

〈図3〉

のための手引書」を最大限活用して、簡単にHACCP対応を実施するための方法につい
て解説します。
（※食品を取り扱う従業員が５０名を超える事業所についてはこの限り
ではありません。
ご注意ください）

▶ 何をすれば「HACCP対応完了」なのか
HACCP対応完了とは、
具体的には
「衛生管理計画の作成」と「記録様式の整備・記録開始」
の2つが完了している状態です。
「衛生管理計画」
とは自社の衛生管理を見える化した、
「この事業所ではこんな衛生管理を頑張ります！という宣言書」
のようなも
のです。そして、その衛生管理計画に基づいて「衛生管理を実施している証拠」として記録様式の整備と、その記録の継続が必要と
なるわけです。

▶「手引書」を上手に活用しましょう
衛生管理計画や記録様式を作成するための心強い味方が、
厚生労働省が審査し、
公開している
「HACCPの考え方を取り入れた衛
生管理のための手引書」
です。
インターネットで
「HACCP 手引書」
と検索すると
「食品等事業者団体が作成した業種別手引書 - 厚
生労働省」
というページが見つかります。
一般飲食店、
納豆製造、
漬物製造など業種ごとに様々な手引書が用意されています。
実際にこの手引書を上手く活用することで、
早ければ数日〜 1週間もあれば十分に対応可能ですが、
業種によっては少々難しい書
き方になっているものもあります。
ギリギリになって慌てるよりも余裕をもって早めに手引書を読み込んでいくことをお勧めします。

▶「手引書」の読み方・使い方

【ポイント②】

〈図4〉

「重要管理」という言葉が出てきたら、そのページは
要注意です。重要管理点とは簡単に言えば「その食品
を製造する工程で食中毒や異物混入を防ぐための最後の
砦」です。HACCPでは重要管理点に定めた項目の記
録が必須となるため、そのページに書かれていることは
必ず実行しましょう。〈図4〉

〈図1〉
ほとんどの手引書は、大きく分けると次の①〜③の要素から成り立っています。

①その業種で必要となる基本的衛生管理の知識
②衛生管理計画のひな型
③記録様式のひな型
多くの事業所様が①を飛ばして、
いきなり②を見るところからスタートされるのですが、
それでは実務を踏まえた効果的な衛生管
理計画にならず、
結果として
「意味のない衛生管理計画」
になりかねません。
少々面倒ですが、
しっかりと最初から読んでいきましょう。
ここからはそれぞれのポイントについて3つのステップで解説します。

〈図5〉

〈STEP２〉
衛生管理計画のひな型を修正する
STEP１が完了すれば、あとは手引書のひな型を修正し
ていくだけです。記入例やSTEP１で赤字記入した内容を
もとにひな型に記入していきましょう。
〈図5〉

〈図1〉

〈図6〉

〈STEP３〉
記録様式のひな型を修正する
STEP２での修正が少なければ、記録様式もそのまま使
用できるはずです。実際にやっていないことがある場合は
消し込んでいきましょう（例：トイレはビルの共用設備と
なっており、自分達ではトイレ清掃をしない

といった場

合はトイレ掃除の項目は不要となります）。
また、
「否」
や
「×」
が付いた場合には、
後々記録を振り返る
際に困らないよう、
必ずその理由を記入しましょう。
〈図6〉
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会議所TOPICS
大津商工会議所 支援事例紹介

「コロナ禍を乗り越える！」販路開拓の
取組みに補助金が活用できます

▶「HACCPに沿った衛生管理」を進めていくために

〜小規模事業者持続化補助金コロナ型採択者の声〜

衛生管理計画と記録様式が整ったら、
あとはそれを日々続けていくだけ・
・
・と思いがちですが、
そうではありません。
HACCPでは
「記録を見返して、
必要であれば衛生管理計画や記録様式を見直す」
ことが求められます。

そこで１年に１度、
時期を決めてそれまでの記録を見直します。特に注目すべき点は、
日々の記録の中で
「否」
や
「×」
がついている

部分です。
もう一度
〈図６〉
を見ると、
この日は一般衛生管理の点で１名が体調不良であったこと、
重要管理の点では小鉢に髪の毛が
入っていたとお客様からクレームがあったことが記録されています。
１年間の記録を見直すと
「この時期は虫が多く発生しているな」
「○○さんの盛り付け担当の日は髪の毛の混入が多いな」
といったことが分かってきます。
すると、
「虫が発生する時期の前は業者に
予防駆除をしてもらう」
「髪の毛の混入が多いのなら衛生帽のかぶり方をマニュアル化して徹底しよう」
というように対策が見えて
きます。
その対策を新たに衛生管理計画に書き加えていくことで、
徐々に皆さんの事業所での衛生度合いが高まってくるはずです。
そのためにも、
衛生管理計画は従業員全員に説明しておくことをお勧めします。
HACCPでは
「計画の作成」
⇒
「記録」
⇒
「記録の見直し」
⇒
「計画の修正」
という流れを繰り返しながら、
より高いレベルの衛生管理
を目指していくこと、
これが本質だと言えます。

実際には
「案ずるより産むが易し」
の諺のように、
動いてみることで進んでいくことも多いようです。
まずは６月のHACCPスタートに
向けてはじめの一歩を踏み出しましょう！
スーパーマーケットを中心に、食品小売業・食品製造業の食品表示法対応、
HACCP（食品衛生法）対応のコンサルティングならびにサポート業務を行う。

本記事へのご質問等ございましたら
TEL：078-203-2390
e-mail：correctlabel@gmail.com
コレクト・レーベルまでお問い合わせください。 HP：https://correct-label.net

「名ばかり管理職」を卒業しよう！

管理職
スキルアップ
セミナー

14：30 〜（両日とも）

職場の目標達成に向けて、どのようにリーダーシップを発揮して
いけばいいのか、お悩みの方は多いのではないでしょうか。セミ
想いを傾聴することのできる、
「仕事力」
・
「人間力」
・
「コミュニ
ケーション力」
を培います。

10

定 員：
名（会場）
参加費：会 員＝無料
非会員＝10,000円
1部 1.リーダーの役割
・リーダーのタイプと特徴

2.部下の心をつかむコミュニケーション
・安心感のあるコミュニケーションが
人を動かす
2部 3.職場目標達成に向けての取り組み方
・職場目標を達成するためのアプローチ

◆講師紹介

下山

※両日程の参加を前提としますが、
1日程のみの参加も可能です。

学氏

※開催日はコラボしが21の駐車場はご利用いただけませんので、公共交
通機関でお越しください。会場に入られる際は、
マスクを着用してくださ
い。新型コロナウイルス感染症の影響によりセミナーが中止・延期になる
㈱経営人事教育システム
可能性があります。予めご了承ください。

代表取締役

【申込・お問合せ先】 大津商工会議所 中小企業振興部
TEL：077-511-1500 E-mail：sodansho@otsucci.or.jp
8
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オンライン
（Zoom）
参加可能

プ ロ グ ラ ム

1部：5月13日
（木）

【会場】
コラボしが21（打出浜2-1）
3階 中会議室

ホームページ→

ナーでは、リーダーに求められる役割やタイプ像を学び、部下の

部下は“管理”するのではなく
“支援”する

2部：6月3日
（木）

業

種／飲食店
（ラーメン）

住

所／大津市粟津町16‑3

代 表 者／堀江 伸一
HP／https://menyashin.shopinfo.jp/

〈既存事業の概要〉

令和元年7月に自宅1階店舗にて開業しました。自宅1階店舗で営業、最大10席のカウンターのみの小さな店です。当店の強みは、
店主がフランス料理、
イタリア料理経験者であり、最新機器の導入でヒューマンコストを徹底的に下げ、食材、仕込み、調理、在庫など、
すべての事柄を把握、管理でき、納得のいく料理とサービスが行えることです。最新機種のスチームコンベクションオーブンで作る、
5
日かけて仕込んだ真空低温調理のチャーシューは他店には真似の出来ない一品です。インスタ映えする見た目にも美しいフレンチ系
ラーメン、女性が一人で行ける店として人気です。当店のベースとなるスープは、丸鶏の澄んだスープ、豚を使った濃厚スープ、豚の
スープのさらに濃いスープの三種類で、あっさりから超濃厚まで揃えています。コロナ禍においてチャーシューのテイクアウトが増えて
おり、今後は持ち帰り用ラーメンやスープのみの販売も予定しています。

〈持続化補助金を活用した内容〉

これならできそうかな・
・
・と思っていただけましたか？日々衛生管理を行っている事業者様なら2〜3日でスタートできるはずです。

寄稿：コレクト・レーベル

事 業 所 名／大津石山麺屋しん

参加申込
フォーム →

〜ネット注文による自社製品の販売及び新規顧客獲得〜
当店の強みを生かしネットで販売できる新商品の開発を行っています。具体的には最新のスチームコンベクションオーブンを使った
真空低温調理で作る、
ローストビーフ、
ローストチキン、
ローストポーク、鶏ハムなどを予定しています。真空低温調理による真空パック
は保存が効き、通常のオーブンより柔らかく、
ジューシーに仕上がります。新たな取り組みとして、
自社ホームページからのネット注文を
出来るようにシステムを構築し、持ち帰りメニューを充実させることで幅広い年齢層の皆様に当店をご利用いただくことを目標として
います。

〈事業者からの声〉

補助金の申請書は、経営計画とそれを実行するためのアクションを表すロードマップであるとの説明を受け、商工会議所経営指導員
に相談しながら、申請内容の方向性の整理や申請書のブラッシュアップを進めた結果、今後、当店の目指すべき姿が明確となりました。
今回の新型コロナウイルス感染症による自粛と急激な景気の悪化により、多くの飲食店が深刻な経営に陥る状況にある中、感染防止
を徹底しながら、新規顧客獲得を目指してまいります。補助事業の遂行については、今後も担当指導員に相談しながら進め、収束後の
持続的な経営につなげていきたいと考えています。

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！

中小企業向け設備投資減税が
２年間延長されました！

国は中小企業者等
（個人事業主を含む）
が設備投資を行った場合、生産性向上やDXに資する設備投資を支援する観点から、
税制優遇措置を設けています。これまで主に次の３つがありました。
①中小企業経営強化税制

中小企業等経営強化法の認定を受けた
「経営力向上計画」
に基づき、一定の設備の取得等をした場合に、即時償却または取得価額の10％が
税額控除（※資本金3,000万円超１億円以下の法人は7％）
できる制度です。

②中小企業投資促進税制

中小企業者等が機械装置等導入の際に、取得価額の30％の特別償却または7％の税額控除（資本金3,000万円超１億円以下の法人につい
ては税額控除の適用なし）
を選択適用できる制度です。

③商業・サービス・農林水産業活性化税制（令和３年３月31日をもって廃止）

令和３年４月１日以降は、中小企業経営強化税制を令和５年３月31日まで２年間延長するとともに、中小企業設備促進税制を商
業・サービス業・農林水産業活性化税制と統合し
た上で２年間延長されています。
これらの優遇税制は、地域経済の中核を担う中
小企業を取り巻く状況を踏まえ、ポストコロナを
見据えて、生産性の向上や経営基盤の強化を支
援する措置となっています。
【出典：中小企業庁】
中小企業庁HP

詳しい資料はこちら

寄稿：エキスパートバンク登録専門家
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 小規模事業者のスタートアップ支援、会社設立、銀行融資調達、財務および組織の仕組みづくり）

※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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ケアステーション 湖畔
代表

横山 昭夫氏

大津

あの頃の

企業城下町として発展した石山商店街
今回の語り手

vol.

37

！
キラリ

湖都の商い人

住み慣れた地域でその人らしく生きるため
心身両面のきめ細かなサービスを提供
介護保険外に特化した事業所を開設
「長く介護の仕事に携わってきて、介護保険で受けられる
サービスではカバーできないニーズが多いことに気づき、
困っている人たちをなんとか助けられないかと思ったこと
が、
創業のきっかけになった」
と言う代表の横山 昭夫さん。
４年前に介護保険外に特化した事業所として、生涯支援
サービス ケアステーション湖畔を設立、近畿エリアでは
第１号のシニア向け生活支援団体
「社貢連
（全国社会貢献
団体連合会）
」
の正規加盟店として事業をスタートしました。
設立当初は介護保険外のサービスということでなかな
か認知されず、苦しい経営が続きましたが、
３年目くらいか
らようやく利用者様も増えてきました。100％自己負担と
なるため、
「利用料金をできるだけ低く設定して、利用者様
の負担を減らし継続して利用できるようにしている」
と言う
横山代表。現在は看護師、介護士、理学療法士など、
15名
の登録スタッフがサービスを提供しています。

目標は高齢化社会を幸齢化社会にすること
提供しているサービスは、家事の代行や買い物の代行・
同行などの生活支援サービス、車椅子を利用しての外出
支援や更衣介助などの身体介助サービス、週１回、
月１回な
ど、独居のお年寄りや施設に入所しているお年寄りをご家
族様に代わって訪問する定期巡回サービスなど。
ゴミ出しや電球の交換といったちょっとした手助けを頼

める ミニッツ サービス は、
「電球の交換ができないので、
なんとか助けてもらえないか」
という利用者様からの依頼
でスタートしたもので、書類手続きの代行やペットの世話
など、介護保険では提供できないきめ細かな支援を行って
います。
継続してサービスを利用する顧客が増えると、高齢者や
ご家族様からのさまざまな相談にのったり、終活ノートや
遺品整理のサポートを行う終活サービスも提供するように
なりました。また、
2018年にサービス利用者様を対象にス
タートした代理身元引受人サービスは、事業所や行政機関
からも高く評価されています。
横山代表が目指すのは
「高齢者を幸齢者にすること」
。
「依頼の中で多いのは映画や買い物に連れて行ってほし
いというもの。孫の結婚式に出席したいという願いに応え
たこともある。高齢でも障害があっても普通に外出が楽し
めるようにしたい」
と工夫を重ねてきたことが評価され、事
業所からも、介護保険では対応できない利用者様の希望
に応える最後の砦のように頼りにされています。
今後はさまざまな業種との連携を進めて、利用者様の多
様なニーズにきめ細かに応えられるようにしていきたいと
語る横山代表。市内の飲食店とも連携して
「外食したい」
と
いう希望に応えたり、高齢者向けメニューの開発に協力し
てもらったりと、
「地域が元気になるよう飲食店の応援もし
ていきたい。そして、高齢者や障害者が少しでもその人ら
しい生活が送れるよう、心身両面のサービスでサポートし
ていきたい」
と、
今後の展開について考えています。

「車椅子でお出かけしたい」
「外食を楽しみたい」
など、
さまざまなニーズにきめ細かに対応。ブランチ大津京の『malibu PIZZERIA&CAFE』
と今後連携して地域活性化にも取り組んでいく予定。

企業Data

代表

横山 昭夫

住所
TEL
HP

〒520‑0022 大津市柳が崎9‑17 ルジェンテ大津701
077‑572‑9903
https://kohan.crayonsite.com
撮影協力：malibu PIZZERIA&CAFE
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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。

有限会社スミレ写真館

今宿 正夫さん

たくさんの貨物列車の往来で開かずの踏切に
父は八日市の出身で、京都の写真館で修業した後、昭和
９年に粟津町に
「スミレ写真館」
を開業しました。ですから
私は石山で生まれて石山で育ちました。
子どもの頃は、今のJRの線路の下を通る道がなくて踏
切でした。東洋レーヨンなどの工場へ貨物を運ぶ列車が
毎日たくさん走っていましたので、踏切がしょっちゅう開か
ずの踏切になって、線路の向こうの銭湯に行くのにも難儀
したことを覚えています。子どもの頃は体があまり丈夫で
はなかったので、具合の悪い時は父が自転車に付けたリヤ
カーで医院まで連れて行ってくれました。
京阪電車の線路の横、公民館の前に空き地があって、そ
こが近所の子どもたちの遊び場になっていました。野球の
球が線路に入ると危ないというので、町内会が高いネット
を張ってくれました。けれども、線路の向こうにある同じ町
内の家を訪ねる時は、みんな平気で線路を横切っていたん
です。
小学校は附属で、京阪電車で通っていましたが、
１両しか
ない車両はぎゅうぎゅう詰めの満員でした。中学は大津駅
の近くにありましたので国鉄で通いました。

昭和40年頃の石山駅界隈
（現在の松原町西交差点から西を望む）
。道の先に京阪石
坂線の踏切が見える。

昭和40年頃の石山商店街
（スミレ写真館前）
。右奥には商店街の歓迎アーチがあった。

映画館もあってにぎわった石山商店街
一人息子でしたので、自然に家業を継ぐという流れに
なって、高校を卒業した後、大阪の写真館で４年ほど見習い
をして、
昭和34年に家に戻り、
父の手伝いをすることになり
ました。
昭和25年に税金の自主申告制度がスタートしたのです
が、写真館を手伝うようになってから私が申告書の作成を
引き受けたことから、記入法を勉強したり、申告相談会の開
催など納税協会の活動にも熱心に取り組みました。そんな
ことから、後に大津納税協会の会長を務めることになりま
した。
昭和30年代は、東レやNEC、日本電気などの従業員、特
に女性の工員さんたちが、故郷のご両親に送る写真や、成
人式の写真を撮りにきてくれました。成人式当日は早朝か
ら１日中撮影に追われました。学校や幼稚園の行事の撮影
にもずいぶん出向きました。
石山には映画館が２館あって、休日ともなると、写真館の
前の通りは大勢の人出で賑わったものです。当時、石山商
店街には写真館も6軒ありました。その後、昭和45年に写
真館の向かいに平和堂が開店したのですが、当時は石山
駅から人の波が押し寄せるほどでした。商店街も活気があ
り、町内会で劇団を作って地蔵盆で披露したり、野球チーム

昭和40年頃の石山駅。乗降客の増加により昭和45年に橋上駅舎へ改築された。

昭和40年頃の京阪石山駅。
平成１７年のJR石山駅改築までは、160ｍほど南にあった。

を作ったりと、
活発に活動していました。
デジタルカメラやスマホの普及で、なかなか写真館でき
ちんとした写真を撮る機会が少なくなってきましたが、今
でも節目節目に撮影に来てくださるお客様がおられます。
「こんなに大きくなったのか」
「 赤ちゃんの時はちっとも泣
き止んでくれなくて大変だったな」
と、写真を通してお子さ
んやご家族の成長を見守ってきたことを感慨深く思うこと
があります。
写真提供：スミレ写真館
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大津商工会議所

青年部会報

青年部活動
令和3年度
常務理事

東出

［令和3年度スローガン］

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）

〜ピンチをチャンスに！〜

［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

［発行・編集］
会長：山元 智寛

女性会

新年度がスタートしました！

当女性会では、令和２年度最終の各委員会を開催いたし
ました。
3月8日に研修委員会、3月12日に総務委員会、3月15
日に交友委員会をそれぞれ開き、本年度の担当事業の振
り返りや、3月で役員任期が満了となることから4月以降の

秀則

役員候補者の推薦について話合いをしました。

今年度、常務理事を拝命しております東

本年度はコロナ禍により女性会事業の全てが思うよう

出です。1年間よろしくお願いいたします。

に実施できませんでしたが、次年度は新しい生活様式を取

4月より新 体 制 で の 青 年 部 活 動 が 始

り入れながら活発に活動して行きたいと思います。

まっておりますが、まだまだ新型コロナ

ウィルス感染症拡大の影響で、思うように
活動ができておりません。そんな中でも

♥女性会会員募集中♥

青年部は、活動を止めることなくメンバー

で創意工夫をしながら邁進しております。
毎月開催している役員会については、感

Zoomで開催された4月役員会の様子

染症拡大防止の観点から
「Zoom」
を利用

して開催しています。オンラインでの開催ですが、
リアル開催と変わらない白熱した議論が交わされています。

会員
紹介

また、
例会もオンラインやハイブリッドでの開催を余儀なくされています。5月例会は、
オンライン配信のみの開催となっ

ており、
6月例会はハイブリッドでの開催を予定しています。これまでのように
「全員が集まって」
というのは難しい状況です
が、そんな中でもどのようにすればメンバーに開催の目的が伝わるか、充実した内容になるかを役員会で議論し、各委員会

で開催しています。

新型コロナウィルス感染症の終息はもう少し先となりそうですが、
これからもメンバーの皆様には
「大津商工会議所青年

部に入ってよかった！」
と言ってもらえるように、
役員一同頑張っていきたいと思います。
これからの活動にご期待ください。

只今、会員募集中！

ＹＥＧインフォメーション

大津商工会議所青年部に入会しませんか！

■5月例会のご案内

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24,000円が必要です。

大津商工会議所青年部事務局
（田中・八田まで）
TEL：077-511-1500

/

FAX：077-526-0795

E-mail：yeg@otsucci.or.jp

URL：http：//www.otsucci.or.jp/yeg/
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各委員会を開催

5月号

メナードフェイシャルサロン
かぜ

き

風の姫らり

中村 知美さん

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

メナードフェイシャルサロン 風の姫らりは滋賀里に移転して4年、おかげさまで
来年に10周年を迎えます。
メナード認定講師として誰もが持つお肌の悩みを一
つでも多く解決したいと思い、
スタッフと共に楽しくお
仕事をしております。
お肌の無料診断はもちろんの事、お化粧品の購入、
様々なフェイシャルエステのコースもご用意させてい
ただいておりますのでお気軽にサロンにお立ち寄りく
ださい。
また当店はセラピストを随時募集しております。
美容に興味のある方、
楽しくお仕事したい方おられましたらご連絡ください。

歴代会長から学ぶYEG×人間力

〜ボクらの時代〜

開催日時 令和3年5月21日
（金） 18：30〜20：30
開催場所 Zoom視聴
※視聴方法は、
参加される会員の方に個別に連絡します
参 加 費 無料
本例会には同志であり多種多様な人材をまとめてきた身近
なリーダーであるYEG歴代会長の方々をお呼びし、自事業や
YEGで経験された困難をどのように乗り越え、
またその経験を

Instagram

活かし経営者としてどう成長してきたかをお話しいただくこと
で、会員の皆様が経営者としてさらに成長できるきっかけをつ
くることを目的とします。

メナードフェイシャルサロン 風の姫らり

〒520‑0006

大津市滋賀里4丁目1‑1

TEL：080‑5334‑8988
URL https://www.menard.co.jp/shop/00634727s/
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PARTNER INFORMATION

会議所の動き

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

シェアオフィス
！
「billage OTSU（ビレッジ大津）」オープン！
石山駅前近江鉄道ビル（大津市粟津町）にシェアオフィス

「billage OTSU(ビレッジ大津）」が4月1日にオープンしました。

JR・京阪「石山駅」より徒歩1分とアクセス抜群。駅前ロータリーに
面しているので、駅からは傘要らずでお越しいただけます。

〜選ばれる逸品を大津から〜
大津百町百福物語 認定商品

5/11

青年部執行部会議

5/12

正副会頭会議

＃おうちでお茶を♪ 中山製茶のティーバッグ

5/13

管理職セミナー

5/20

青年部役員会

5/21

青年部研修例会

5/27

創業サポート研修

ちゃ

なかやませ い ち ゃ

＃おうちでお茶を♪
誰かを想い、語らいながら淹れるお茶は「あぁ、おいしい♪」と
いう魔法の言葉と笑顔で飲む人の心をほどいてくれます。当店
のお茶に出逢ってくださったすべてのお客さまが大切な方と豊か
に時間をすごしていただけるお茶を吟味しお届けいたします。茶
葉の選定・合組・ティーバッグの加工まで当店で行い、ティーバッ
グながらもリーフのような味わいをお楽しみいただけます。

会員の皆様へ

２０２１年度分会費ご納付方お願い

が、
よろしくお願い申しあげます。
【令和３年度 年会費ご請求スケジュール】
納入通知書・口座振替はがき発送日 ： 令和３年５月１4日
（金）
納 入 期 日 ・ 口 座 振 替 日 ： 令和３年５月３１日
（月）

所

事務局組織図

膳所城跡公園

町

本

中ノ庄

ガスト

近江大橋
膳

王将

中山製茶

浜
ヶ
瓦

〒520‑0837
大津市中庄２丁目1‑58
℡077‑523‑2335
http://www.chasho.jp

フレンド
マート

道線
東海
ＪＲ

（代表 中山智代）

1

山田
理

業

種

拓 人

大津市南郷６丁目1102‑1

地域密着型特別養護老人ホームの
運営

４月に地域密着型特別養護老人ホームを開設いたしました。
皆様との繋がりを大切にした施設を目指します。

北村株式会社

北 村

彰 吾

大津市中央1‑2‑8

Jリーグ、モバイルコンテンツ作成
及び送客・観光誘致

Jリーグ向けコンテンツサイト企画と観光誘致を行っており
ます。

整体院カラダの学校

横 江

伸 浩

大津市本宮2‑28‑13

整体院経営

脊柱管狭窄匠症及び腰の悩みでお困りの方！どこに行って
も改善出来ないとお悩みの方！ご相談承ります。

琵琶湖タクシー株式会社

田 畑

太 郎

大津市におの浜4丁目6‑28

一般乗用旅客自動車運送事業

滋賀交通グループで大津市内においてタクシー事業を行っ
ております。

日本医療製薬株式会社

早川

大津市粟津町16‑2

食品、製造、卸

若返りの最先端NMNなる急成長サプリの製造販売会社で
す。販売にご興味ある方は是非とも一報願います。

株式会社MAH

早 川

悟 史

大津市松原町18‑16‑602

物販事業、弱酸性次亜塩素酸水
「CELA」の製造・販売・卸

弱酸性次亜塩素酸水「CELA」の製造販売卸及びOEM製
造をしています。飛沫感染対策に最適です！

裕 貴

大 津 市 今 堅 田 2 丁 目24‑6
吉田テナントビル102

保険代理業

保険を通じ、安心と安全、情報提供することで地域社会に
貢献します。

大津市南郷6丁目1085‑14

飲食店経営・ケータリング事業企
画・出店管理・イベント出店

2018年７月に菱屋町商店街で、からあげ専門店「橘屋」
を開店させていただきました。各種イベントのお手伝いも
させて頂いております。皆様、宜しくお願い致します。

久美子

日佐光

英 文

大津市浜大津4丁目
1‑1‑1306

不動産賃貸業

マンション等の賃貸に加え「買えないが借りたい」ものの
提供を考えています。関心ある方は連絡ください。

草津市青地町451-1

整体業、講師業、整体師育成

山 口

克 志

ご加入ありがとうございました
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頭痛・肩こり・腰痛などの痛みの原因となる姿勢改善を行
います。

課長
（兼）

清水

経営支援課

課長
（指導員）

松岡

滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター

滋賀県再生支援協議会

課長
（兼）

西村

藤本
（正）

プッシュ型事業承継事業

事業承継ネットワーク事業

中小企業再生支援協議会

経営改善支援センター

主査
（兼）

総括責任者

センター長

森田

柿添

竹内

課長補佐
（指導員）

藤本
（真）

主事

支援員

係長

専門指導員

係長

専門指導員

事務員

主査

支援員

係長

支援員

事務員

主事

事務員

主事

指導員

主事

統括責任者

事業承継コーディネーター

内海

川﨑

統括責任者補佐

経営者保証コーディネーター

総括責任者補佐

専門相談員

梅原

阪田

深尾

冨江

主査

森 田

村 上

課長

地域振興課

田 中︵裕︶

合同会社フォーチュンビレッジ

企画総務課

八 田

浜大津でラウンジを営業して１６年。感染防止対策に万全
を期してお待ちしておりますので、是非ご利用ください。

藤本
（正）

森 岡

飲食・接待

松岡

石 川

大津市浜大津2丁目3‑11

次長
（兼・指導員）

中 野

康 子

中塚
次長

田 中︵光︶

松 本

内田
部付
（指導員）

砂 崎

ラウンジらんまん

部長・所長
（事務取扱）

内田

名 越

開業税理士

中小企業振興部
（中小企業相談所）

猪 飼

大津市和邇北浜684‑2

企画総務部
部長
（事務取扱）

谷 村

信 明

まちづくり大津

専門指導室

真 山

鬼 塚

（県連合会）

河 村

鬼塚信明税理士事務所

商工会議所の仲間入りをさせて頂きました。大津や滋賀の
経済の発展のために、お互いに頑張りましょう。

姿勢専門整体院 スタジオラクト
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一 言 コ メ ント

北 村

サンレイ・フーズ

事

(申込順・敬称略)

所在地

社会福祉法人六匠会

新田

令和3年4月1日より、
新たな体制になりました。
よろしくお願いいたします。

谷口

内田

代表者名

山 口

参与
（常勤）

廣瀬
常務理事・事務局長

4月ご入会のみなさま

トップパートナー株式会社

令和3年4月1日

専務理事

新入会員さんのご紹介
事業所名

4月8日
（木）
近江神宮にて、大道会頭が祭主となって商工祭典
を執り行い、現下の厳しい経済環
境が一日も早く落ち着きを取り戻
すよう祈願いたしました。大津市
産業観光部・井口部長にも来賓と
してお越し頂き、計24名が参列し
ました。

さて、
２０２１年度分会費納入のご依頼を５月に予定しております。何かと出費ご多端の折柄、誠に恐縮に存じます

中山製茶 有限会社

アクセス：JR ・京阪「石山駅」から徒歩１分
駐輪場：月極駐車場あり
（施設内）
営業日：月曜日〜金曜日 ※土日祝は休業
営業時間：９：００〜２１：００

商工祭典報告

平素は、当商工会議所の運営ならびに事業活動には格別のご理解とご支援を賜り厚く御礼申しあげます。

入退室は、顔認証システムによりセキュリティーを強化しております。
オフィ
スには、
デスクや椅子、wi-ﬁ、複合機など、
ビジネスに必要な設備を取り揃えて
おり、
その他予約制の会議室や無料のコーヒーサーバーをご用意しています。
1〜3人用の個室レンタルオフィスプランと、
オープンスペースをご利用できる
コワーキングプランがあり、
ご自身の使い方に合わせてお選びいただけます。
昨今のコロナ禍におけるオフィスの分散化やリモートワークのニーズの高
まり、
フリーランスやスタートアップ等、
ますます多様化する働き方にお応えす
るためにオープンする運びとなりました。
シェアオフィスを通じて、皆さま方の
働き方を支援してまいります。

住所：大津市粟津町４番７号
石山駅前近江鉄道ビル5F

5月の会議所行事予定

統括責任者補佐
横田
統括責任者補佐
村田
（市）

主査
（兼）
村田
（沙）

総括責任者補佐
川副
総括責任者補佐
田村

指導員

主査
（兼）
村田
（沙）

総括責任者補佐
新宅
事務局員
福西

大津商工会議所報 もっと! みらい

5月号
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