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つながり広がる、大津商工会議所の会員企業をご紹介！

6

会員限定
掲載無料
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ジェントルオートガレージ へ
外車・国産車の整備・点検・板金・塗装・修理はもちろん
車検からお車の買い取り・販売も
お車のことならなんでもご相談ください。

ジェントルオートガレージ
GENTLE AUTO GARAGE

滋賀県大津市石山寺3丁目13‑16
TEL.077‑548‑7886

https://phawazu.wixsite.com/fukushima

毎月1回1日発行
今月の特集 P.3

より身近になった「オンライン相談」をご利用ください
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（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。

相談料は

無料、

経営指導員が
ご相談に応じます。

■ 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。

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⇒

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。

TEL：077‑511‑1500

大津商工会議所報 もっと! みらい
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。

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
印刷会社 宮川印刷株式会社

Topic P.10
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！
キラリ
湖都の商い人

株式会社

洗心寮

今 月の誌 面

■掲載記事のお詫びと訂正
大津商工会議所報 もっと！みらい５月号 11ページ
「あの頃の大津」
の記載内容に誤りがござ
いました。謹んでお詫び申し上げますとともに次のとおり訂正いたします。
中見出し
「映画館もあってにぎわった石山商店街」
◆上から8行目 （誤）納税協会の活動
（正）納税貯蓄組合連合会の活動
◆上から9行目 （誤）大津納税協会の会長 （正）大津納税貯蓄組合連合会の会長
関係者の方々、
および読者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを重ねてお詫び申し上
げます。

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。

思い切った新規事業への挑戦を支援

外車点検は最新の診断機で点検
させていただいております。
お見積もりも無料ですので、
お気軽にお申し付け下さいませ。

872 号
事業再構築補助金
新規事業のアイデアを実現してみませんか？

特にイタリア車のディーラ勤務で
の整備経験もありフィアットやアル
ファロメオの整備を多く取り扱って
おります。

大津商工会議所報

街 に ︑あ な た に役 立つ 情 報 誌

車検・オイル交換・タイヤ交換等 お車のことなら

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

IT導入・業務効率化セミナー
小規模事業者持続化補助金
月次支援金

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

事業再構築補助金の公募が開始されました
（その１）

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

文化ゾーンの庭園や姉妹都市の庭造りが良い経験に

特集

その
『新規事業のアイデア』
、
『事業再構築補助金』
を活用して
『実現』
してみませんか？

地域活性Project@大津

コロナ禍で経営環境が激変しており、事
業の再構築やビジネスモデルに取り組む事
業者を支援する方針が打ち出されていま
す。今回の特集では、Value Partner 代表
槌田昌子氏より
「事業再構築補助金」
につい
てご紹介いただきます。

新型コロナウイルス感染症の拡大で、皆さんの事業を取り巻く環
境は大きく変化していることと思います。人々の生活が一変したこ
とで、顧客ニーズが変化した今、企業の側は、新しい環境に合わせた
新たなビジネスモデルの構築が必要です。
内 閣 府 発 表 のデ ータ(2021年1月5日〜14日に実 施したイン
ターネットアンケート)によると、中小企業の約1割が既に事業の再
構築を行っており、
38.1％が今後1.2年で何らかの事業再構築の実
施を検討しています。
皆さんの中にも、すでに新たな事業展開について、
アイデアをお
持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか？そんな
「新しい事業
のアイデア」
実現の背中を押すために用意されたのが、本日ご紹介
する
「事業再構築補助金」
です。

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

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

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

猫と鼠

本来食べ、食べられる両
者が酒盛りに興ずる図。猫
にすれば、目の前の餌も獲らずに遊び呆け
る様となりますし、鼠にすれば喰われること
も知らずに呑気に酌をしていることになりま
す。一見牧歌的な絵ですが、両者を人間に置
表紙提供：大津絵の店
き換えれば、その意味するところは強烈な諷
刺です。
「聖人の教えを聞かず終に身を滅ぼす人のしわざなりけり」
ちなみに、中央下に描かれた徳利には
「上々諸白」
とあります。諸白と
は平安期より造られ始めた精米だけをつかう澄み酒で、現在も愛飲者
は多いようです。

6月号

小企業等の事業再構築を支援する補助金制度で、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
援します！

サッシ/アミ戸

株式会社 メイコウ

大津商工会議所報 もっと! みらい

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の
需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・
ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中

ガラス修理工事

タイル防水

2

事業再構築補助金とはどんな制度なの？

防音ガラス

及び

〒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/

出典：内閣官房成長戦略会議事務局、経済産業省経済産業政策局
「コロナ禍の経済への影響に関する基礎データ」
令和３年２月

出典：内閣官房成長戦略会議事務局
「基礎資料」
令和２年１１月

コロナ禍で売上を増加させている企業が2020年9月の時
点で16％存在しており、
今後、
そうした企業の割合を増やす
ための事業です。小規模事業者持続化補助金やものづくり

補助金のような、
地道な販路開拓や生産性向上を目的とした
ものではなく、
コロナによる環境の変化を生き残るために行
う、思い切った新規事業への挑戦や業態転換を支援します。
大津商工会議所報 もっと! みらい

6月号

3

誰がもらえるの？

何から始めればいいの？

個人事業主〜中堅企業
（資本金10億円未満）
が対象です。さらに、
以下の4つの要件を満たす必要があります
（通常枠の場合）
。
①売上高要件

申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、
コ
ロナ以前
（2019年1月〜2020年3月）
の同３か月の合計売上高
と比較して10％以上減少している。

②再構築要件

事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転
換等を行う。

③認定支援機関要件

認定経営革新等支援機関と相談して事業計画を作成する。

④付加価値額要件

3〜5年で付加価値額
（従業員一人当たり付加価値額でも可）
が
年率平均3％以上増加する事業計画となっていること。

①ポータルサイトを見る

③GビズIDプライムアカウントを取得する

②主要な要件に当てはまるかを確認する

④認定経営革新等支援機関
（大津商工会議所等）
に相談する

まずは、QRコードリンク先の、事業再構築
補助金ポータルサイトをご確認ください。

本補助金は電子申請のみとなっておりますので、
ポータルサイ
トの説明に従って、電子申請のためのアカウントをご作成くだ
さい。

要件①の
「売上高要件」
を満たすか否かにつき、月次売上高から
ご確認ください。また、要件②の
「再構築要件」
に新規事業が該
当しそうかどうか、
について、
ポータルサイトにリンクが貼られて

認定経営革新等支援機関と相談のうえ、事業計画をご作成くだ
さい。

いる
「事業再構築指針の手引き」
をよく読んでご確認ください。

いくらもらえるの？

大津市内の事業者さんも、既に活用されています！

補助申請額の最低金額が100万円。追加要件を満たす場合は最高1億円まで可能です。

5月7日に締切りとなった初回公募で、すでに大津市の
複数の事業者さんが申請されています。そんな事業者さ
んの多くが、
「この新規事業について、以前から構想はあっ
たけれども、
なかなか自社でリスクをとって始められなかっ
た。今回、
この補助金が良い機会になった。」
ということを話

していらっしゃいました。
もし、今、あたためている新規事業の構想があるのなら、
「事業再構築補助金」
を活用して、実現を目指してみませ
んか？
迷うよりもまず、
大津商工会議所にご相談ください！

槌田 昌子氏
＜プロフィール＞
京都大学経済学部経営学科卒
（ 産 業 構 造 論 ／ 戦 略 論 ゼミ）
。
M&Aアドバイザリーファーム複数社、投資会社
（上場企業）
等を経
て、
2018年故郷滋賀県にUターン。中小企業経営の理解と税務知
識獲得のため1年間県内の税理士法人で勤務の後、
2019年4月、
Value Partner を開業。
開業後は、県内外の企業の戦略形成、事業計画策定、
マーケティン
グプランへの落とし込みに従事。

大津商工会議所は、認定経営革新等支援機関として、計画策定支援や確認書の発行を行います。

また、
「緊急事態宣言特別枠」
という、補助率を引き上げ
て補助額を低く設定した申請枠も用意されています。
令和３年１〜３月のいずれかの月の売上高が対前年また

は前々年の同月比で30%以上減少している場合のみ申請
可能ですが、
「緊急事態宣言特別枠」
は、
２回目の公募で終
了予定となっていますので、
該当する方はお急ぎください！

●事業計画策定支援や確認書の発行には条件がございま
す。事業計画策定支援および確認書発行は大津商工会
議所の会員事業者
（過年度会費未納の方は対象外）
に限
らせていただきます。
※なお、補助金額3,000万円を超える案件は金融機関による確認書が
必要となります。

●補助事業が、事業再構築指針に示す
「事業再構築」
の定
義に該当する事業であることが必要です。事業再構築の
定義に該当しないと判断した場合等には、確認書発行を
いたしかねる場合がございます。

持参
書類

出典：中小企業庁
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大津商工会議所報 もっと! みらい

6月号

〈事前相談

●申請事前相談について
当会議所では、事業計画策定のアドバイスを行いま
す
（代理作成は行いません）
。事前にご自身で作成し
た事業計画書をご持参ください。
原則締切２週間前までに申請の意思が確認でき、事
業計画書の
「初稿」
を提出いただいた案件を取り扱い
ます。上記を過ぎての当該締切申請に向けたご相談
は対応いたしかねますのでご了承ください。

①事業計画書
（様式自由／A4判15枚以内）
②決算書
（直近２年間の貸借対照表、損益計算書
（特定非営利活動法人は活動計算書）
、
製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表）

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

6月号
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会議所TOPICS

会議所TOPICS
小規模事業者持続化補助金
低感染リスク型ビジネス枠
新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少
に資する前向きな投資を行い、
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産
プロセスの導入等の取組みを支援するものです。

上限金額：100万円

（補助率3/4）

補助対象経費：①機械装置等費、②広報費、
③展示会等出展費（オンラインによる展示会等に限る）、
④開発費、⑤資料購入費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、
⑨設備処分費、⑩委託費、⑪外注費、⑫感染防止対策費（※）
※感染防止対策費は補助金総額の1/4（最大25万円）が上限。
なお、補助上限額100万円に上乗せして交付されるものではありません。
また、感染防止対策費のみを補助対象経費に計上した申請はできません。

◎ 補助対象となる経費は、次のⅠ〜Ⅴの条件をすべて満たす経費となります。

Ⅰ. 補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること
Ⅱ. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

（前述⑫を除く）

Ⅲ. 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
※特例として2021年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます

Ⅳ. 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
Ⅴ. 申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
対 象となる経 費 例
●

対人接触機会の減少につながる新たなビジネスやサービス等の広報のためのチラシ・ＤＭの作成・送付費用

●

新商品をオンライン展示会に出展するための出展料

●

インターネットによる受注システムの構築、及び補助期間中のランニング費用

●

テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の弁当を開発するための費用

●

テイクアウト専用窓口設置のための工事費用

対象とならない経費例
●

既存事業の生産活動のための設備投資

●

パソコン、
タブレットPC及び周辺機器といった汎用性が高いもの

●

単なる自社紹介等に関するホームページの構築・改修費

●

飲食店で店内提供する目的の新メニューの開発費

第2回申込締切：令和3年7月7日（水）
本補助金の申請は電子申請のみです。また申請には「GビズIDプライムアカウント」または「暫定
ビズIDプライムアカウント」が必要となります。未取得の方は予め利用登録を行ってください。
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大津商工会議所報 もっと! みらい

6月号

大津商工会議所報 もっと! みらい

6月号
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会議所TOPICS

会議所TOPICS
大津商工会議所 支援事例紹介

長年の夢がカタチとなった
創業支援
〜創業塾への参加が大きな一歩に〜
事 業 所 名／株式会社 CANTAPE

一般型
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓の取組みや、
あわせて行う業務効率化の取組みを支援するための補助金です。

上限金額：原則５０万円

※認定市区町村による特定創業支援事業の支援を受けた小規模事業者は上限が１００万円になります。
法人設立日が2020年1月1日以降である会社、または税務署に提出する開業届に記載されている
開業日が2020年1月1日以降である個人事業主については、上限が１００万円になります。
複数の事業者が共同して申請することも可能です。その場合には連携事業者数に応じて上限が１００
万円〜５００万円になります。

（補助率：２/３）

対 象とな る 取 組 み の 例
●

新たな顧客層の取込みを狙った、
ホームページの開設やチラシの作成・配布

●

店舗の認知度向上を目的とした看板の設置

●

集客力を高めるための店舗改装、
設備の導入

●

商談会・展示会への出展、
およびそのために要した旅費

●

新たな商品・サービス提供のための製造機器の導入・試作開発の実施

第6回申込締切：令和3年１０月1日（金）

月次支援金

●

●

対

2021年の月間売上が、
2019年または2020年の同月比で50％以上減少していること

給付上限額：中小法人等＝20万円/月、個人事業主等＝10万円/月

※2019年または2020年の対象月と同じ月の売上 − 2021年の対象月の売上

◎ 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が複数月に及ぶ場合や新たに同措置が実施されて
対象月が増えた場合等は、それぞれの月において、
必要な要件を満たせば申請することが可能です。
申請の手順

電子申請のみと
なります。
申請ＩＤを取得
してください。

不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、形式的な確認
を行います。会員の方は、大津商工会議所へご連絡ください。
※一時支援金を受給された事業者の方は、
原則、改めて事前確認を受ける必要はありません。

※申請希望者が給付対象であるかの確認は行いませんので、
事前確認の完了をもって給付が確定するものではありません。

代 表 者／関 信二
HP／https://can-tape.com/

〈既存事業の概要〉

20年以上にわたり、200件以上のＨＰ制作に携わる経験を持ち、1000件以上のWebブランディングのノウハウを培い、令和2年12
月に開業しました。当社の強みは、初めてＨＰを作られるお客様へWeｂコンサルティング専門のコンサルタントからの手厚い支援が受
けられることです。また、長年の代表者の実績やノウハウを活かし、低価格でありながらも高クオリティのＨＰ
・サービスが受けられること
がお客様に好評で、開業後も順調にスタートしました。

〈大津商工会議所の支援内容〉

開業の手続や資金調達についての相談で来所されました。創業計画書の作成方法や金融機関からの資金調達についてご説明を行
いました。その中で、当所が開催する
「創業塾」
を案内し、代表者にご参加いただきました。創業塾では、経営・財務・人材育成・販路開拓
の4分野を1ヶ月間にわたり、学んでいただきました。創業塾受講後は、講義で作成していただいたビジネスモデルを創業計画に落とし
込むなど、創業計画書の作成をお手伝いさせていただきました。創業計画書完成後に保証協会の
「開業資金」
と日本政策金融公庫から
の
「協調融資」
を提案しました。また、代表者にとって初めての金融機関担当者との融資交渉ということもあり、代表者と一緒に各金融機
関に訪問し、融資交渉にも同席させていただき、無事にどちらも融資を受けることができました。引き続き、販路開拓等についても小規
模事業者持続化補助金等のご支援をさせていただいています。

事業のことについては、長年の知識やノウハウがあり不安は少なかったですが、融資や経営面での不安は大きかったです。
しかし、
ご
提案いただいた
「創業塾」
に参加することで創業への心構えや経営などの知識を習得し、その知識を創業計画書の作成にも活かすこと
ができました。また、同じ目標を持った仲間と出会えたことは私にとって大きな存在となりました。初めての融資の交渉の際に商工会議
所の担当者に同席していただき非常に頼もしく、長年の夢であった独立・開業ができたのは大津商工会議所の支援があったからだと感
じています。

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！

事業再構築補助金の公募が
開始されました（その１）

https://www.meti.go.jp/covid-19
/getsuji̲shien/index.html

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」
や
「外出自粛等」の影響を受け
ていること

Ⅱ.登録確認機関による
「事前確認」
を実施

所／大津市尾花川11‑31‑604

経済産業省ホームページ

象

Ⅰ.アカウントの
申請・登録

住

専門家
ワンポイント
アドバイス

2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点
措置に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」
や
「外出自粛等」の影響により
売上が減少した中小法人・個人事業者等に支援金が給付されます。
付

種／ＨＰ制作・Ｗebブランディング

〈事業者からの声〉

※商工会議所・商工会による「事業支援計画書」が必要となります。申請を希望される方は、まず大津商工会議所にご相談ください。

給

業

Ⅲ.マイページにて
事務局に申請
ご自身で申請を行います。
電子申請が困難な方は、
相談窓口
（TEL：0120-211-240）
にお問い合わせください。

①事業再構築補助金概要
令和３年４月１５日から事業再構築補助金の公募が開始さ
れました。この補助金はポストコロナ・ウィズコロナ時代の
経済社会の変化に対応するため中小企業等の思い切った
事業再構築を支援、日本経済構造転換を促すことが目的と
されています。採択件数55,000社程度
（補正予算合計1兆
1485億円）
、複数回の公募が予想されています。

Ｓ

Ｗ

Ｏ

Ｔ

【プラス面】
内
部
環
境

強み

–Strength-

・同業他社と比較した場合の「強み」
・同業他社と比較して何らかの独自性や
新規性があり「強み」があるなら、どの
点が強みで事業性がいかにあるかなど
を明確に説明する

分

析
【マイナス面】

弱み

–Weakness-

・同業他社と比較した場合の「弱み」
を説明する
・同業他社と比べて、自社に何が足
り ないか、 何 が 弱 み に な っ て い る か

②事業計画の策定
機会 –Opportunity脅威 –Threat外
・現在置かれている事業環境の機会の
・現在の事業環境が自社にとって悪い
部
認定経営革新等支援機関と一緒に合理的、説得力ある
ことであり、市場の拡大や市場の変化
方向に変化する状況である
によって自社が置かれている事業環
環
・世の中の変化、技術の変化を見誤る
境がよい方向に変化する事業展開
計画を策定する必要があります。
境
と、業界トップ企業も落ちる
を説明する
具体的にはＳＷＯＴ分析や３Ｃ分析
（顧客、自社、競争相手
の関係分析）
、ポジショニング分析
（自社を守り、能力を最大
限生かすことのできる位置の分析）
、事業環境、事業再構築の必要性、事業再構築の内容、再構築市場の状況、自社優位性、価
格設定、課題・リスクと解決方法、実施体制、スケジュール、資金調達、収益計画、地域経済への貢献、イノベーションの促進、将
来展望などを含めた計画が必要です。
事業再構築補助金の中小企業通常枠は１００万円〜６，
０００万円、個人事業主も対象になります。
鐘井輝

経営事務所ホームページ

寄稿：エキスパートバンク登録専門家
鐘井輝中小企業診断士事務所 鐘井 輝氏

（一般社団法人滋賀県中小企業診断士協会副会長、大阪経済大学経営学部講師、認定経営革新等支援機関）
（専門分野 事業計画策定支援、販路開拓支援、海外ビジネス展開支援）

※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 洗心寮
代表取締役

寺島 正和氏

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。

文化ゾーンの庭園や姉妹都市の庭造りが良い経験に
今回の語り手

vol.

38

！
キラリ

湖都の商い人

魅力ある店舗を増やして
石山寺周辺をもっと活気あるエリアに
団体客から個人客がターゲットの業態へ転換
昭和２年に石山寺の門前で
「寺島軒」
として創業した株式
会社洗心寮。昭和30年代になると旅行ブームによって観
光バスで立ち寄る団体客の利用が急増、44年に法人化し
て店舗を新築すると、次々とバスで訪れるツアー客や修学
旅行生に食事を提供し、おみやげを販売する店舗としてに
ぎわいました。
しかし、バブル経済崩壊後、国内団体旅行が減少し、ま
た、団体旅行から個人旅行やグループ旅行へと旅行スタイ
ルも変化したため、新たなターゲットのニーズにどのように
応えるかが課題となりました。
「慌ただしい団体旅行では、手際よく食事を提供すること
が求められたが、個人旅行ではこだわりのある食事をゆっ
くり味わいたいというお客様が増えた。また、昔はご近所
に配るため同じおみやげをたくさん購入されるお客様が多
かったが、次第に家族のため、自分のために気に入ったも
のを購入されるようになってきた」
と、マネージャーとして
切り盛りしてきた寺島 珠美さん。
そこで、
レストランでは名物のしじみ釜飯のほか、近江牛
や湖魚、
ゆばなど地元の食材を使ったメニューを取り入れ、
おみやげも滋賀ならではの特産品を取りそろえて、
じっく
り選んでもらえるような店づくりに取り組んできました。

地域素材にこだわった石山寺の新名物

ゲットにした商売ができないかと考えていた時に、偶然、
ス
イーツ専門店の開業支援を行っているコンサルタントのセ
ミナーに参加したことがきっかけとなり、昨年７月に
「石山
寺プリン本舗」
をオープンしました。
プリン専門店にしたのは、幅広い年代層に愛されるス
イーツであることのほか、洋菓子の石山寺名物がないこと
や、県内ではまだ専門店がめずらしいことなどが決め手と
なりました。
近江八幡にある牧場の牛乳、県内農家のフルーツ、朝宮
茶など地元素材にこだわり、定番のなめらかプリンのほか
季節限定商品を含む６種と、土日限定の１種を販売してい
ます。コロナウイルスの影響でオープンが遅れたうえ、県
外からの観光客は激減したものの、SNSで評判となり県
内から予想以上のお客様が訪れました。
団体旅行が減ったとはいえ、西国三十三所観音巡礼の
ほか多くの修学旅行生が訪れる石山寺ですが、
「話題のス
イーツや美味しい食事、魅力的な商品を楽しみにここを訪
れる人を増やしていきたい」
と珠美さん。門前スイーツと
して長く愛されるような商品になればと期待を寄せてい
ます。
代表取締役の寺島 正和さんは、
「 一人勝ちを目指すの
ではなく、集客力のある店舗が複数できることで、
より多く
のお客様に足を運んでいただけるようにしたい。この地域
全体をいかに魅力的なところにしていくかが、今後の発展
の鍵を握る」
と考えています。

廃業された隣の店舗の一部を活用して、若い人をター

しじみ釜飯など滋賀の食材を使った定食が人気

企業Data
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瀬田川の眺めが楽しめるレストラン

代表

寺島 正和

滋賀ならではのおみやげが揃うショップ
住所
TEL
HP

門前スイーツとして注目を集めるプリン

〒520‑0861 大津市石山寺3‑1‑9
077‑537‑0066
https://www.sensinryo.jp

延暦寺の参道が格好の遊び場に
祖父がこの地で造園業を始めたのは明治21年のことで
す。私は昭和21年生まれで、会社の前の道は根本中堂ま
でつながる参道で、子供の頃は両側にある水路の蓋がなく
て、道は砂利道でした。車の通行もほとんどなかったため
格好の遊び場で、
ソフトテニスのボールを手製の竹バット
で打って転がして野球のようにして遊んだものです。
高校は県立高等学校の園芸科へ入学、そこから某大学
の造園学科に進学しました。卒業後は実家に戻り、父のも
とで造園業の仕事を始めました。その頃の庭は図面もない
ところから造っていくのが普通でしたが、大学で学んだこ
とを活かして図面を引き、
イメージをスケッチにしてお客様
に見せると、
とても喜ばれました。今ではCGで完成図を描
くのが当たり前になりましたが、当社では今でも手書きの
スケッチでイメージをお伝えしています。
私は他社で修業しませんでしたので、他の造園会社で働
いた経験のある職人の方から、いろいろなことを教わりな
がら庭造りの技術を身につけていきました。また、大津市
が姉妹都市のヴュルツブルクやインターラーケンに日本
庭園を造った時は、市内の他の造園業の方々と一緒に仕事
をして、
ずいぶん勉強させてもらいました。
公共事業のような大きな庭園を手がけたいと思ってい
たところ、昭和53年に事業が始まった文化ゾーンの池泉回
遊式庭園の大きな池を造ることになり、設計者で東京農大
の講師を務めていた伊藤邦衛氏から、直接教えを受けたこ
ともとても良い経験になりました。

株式会社吉田造園

吉田 茂さん

ていきます。
新型コロナウイルスの影響で、昨年に続き今年も神輿行
事が中止となったことが、なんとも残念でなりませんが、
こ
れからも祭りの伝統を大切に守り伝えていってほしいと思
います。

びわ湖文化公園内の日本庭園
「夕照
（せきしょう）
の庭」
建設中の様子
（昭和56年）

完成した大池。滋賀を代表する池泉回遊式庭園となった。

心を一つにして神輿を担ぎ、祭りの伝統を受け継ぐ
坂本と言えば、日吉大社の例大祭である山王祭が有名
です。坂本には駕與丁
（かよちょう）
と呼ばれる神輿の担ぎ
手の組織が４つあり、中学生くらいからその組織の青年会
に入って祭りの準備を手伝うようになります。私も中学校の
２年生から手伝いに出るようになりました。
八王子山の奥宮へ担ぎ上げられていた神輿が急坂を下
り降りる
「午の神事」
や、
４基の神輿が先を争って鼠社
（ねず
みのやしろ）
を目指す
「宵宮落し神事」
など、心を一つにして
神輿を担ぎ、勇壮で華やかな山王祭を盛り上げていること
が、
地元の人々の誇りになっています。
５月３日に坂本一帯で行われる総祭りでは子供神輿が出
ますが、それを楽しみにしている子供たちが、やがて駕與
丁の担ぎ手に成長していきます。祭りの準備に参加するよ
うになると、
きちんと挨拶することをまわりの大人が教えた
りして、組織が一つになり祭りを盛り上げることを習い覚え

山王祭で大松明を担ぐ男衆

屋台も多く立ち並び、参道は大勢の人で賑わった。
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大津商工会議所

青年部会報

令和3年度

［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）

女性会会報

〜ピンチをチャンスに！〜

［発行・編集］
会長：山元 智寛

女性会 正副会長顧問会議、役員会、定期総会を開催
〜岡澤会長が再任、2期目がスタート〜

第1回定期総会

当女性会では、4月23日に正副会長顧問会議を開催、女性会の組織体制や運営について協議を行いま
した。

大津商工会議所では、毎年2回、
4月と2月に定期

その後、役員会ならびに定期総会の開催を予定しておりましたが、県内においても新型コロナウイルス
の感染状況が悪化しておりましたので、書面審議に切り替え開催しました。議案である昨年度事業報告お
よび収支決算、本年度事業計画並びに収支予算、役員改選について役員会並びに総会においてそれぞれ

総会を開催しています。
例年は、会員だけでなく、来賓の方々をお迎えし、
盛大に開催していますが、新型コロナウイルス感染

諮り、全議案が承認されました。

症拡大防止の観点から、令和2年度については2回
とも
「書面審議」
として開催していました。

岡澤会長のもと各委員会が
新体制によりスタート

昨今の情勢や電子化の流れを鑑みて、臨機応変
な対応を取ることができるよう、令和2年度第2回定
期総会において
「電子会員総会」
の規約を制定しま
した。これにより、青年部のオフィシャルツールであ
る
「エンジェルタッチ」
を利用した会員総会が開催で
きるようになりました。

電子会員総会決議集計時の様子

今回の令和3年度第1回定期総会は、改正された

本年度の定期総会におきまして、新役員が選
任されました。また、各委員会については、メン
バーの入れ替えは行わず、担当委員会を変え、各
委員会の活性化をはかることになりました。

規約を活用する初めての会員総会となりました。例年同様、
昨年度の事業報告、
収支決算報告、
今年度の補正予算案を審議

新役員構成

しました。大津商工会議所青年部としては初の試みであったため、不安なことも多かったですが、会員のみなさんのご協力
もあり、無事全ての議案が可決されました。今後に向けての課題もありますが、次回以降に活かせるよう青年部全体で共有
していきたいと考えています。
まずは
「新たな一歩」
を踏み出すことができたことを自信に、
これからも過去にとらわれることなく、積極的に新しいことに
取組んでいきたいと思います。
担当：大津発信委員会

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】

北野

■6月例会のご案内

見極めよ、経済の潮目。養うべきは投資家目線
〜今日から学ぶ株式投資、
マネーリテラシー向上のための勉強会〜

開催日時 令和3年6月22日
（火） 18：30〜20：30

在で満20歳以上45歳以下であれば、男女問わず入会で

参 加 費 無料

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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友美

ＹＥＧインフォメーション

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

きます。入会金は無料で、
年会費24,000円が必要です。
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委員長

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

［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

「現物株式」
への投資に焦点を当て、経済の潮目をいち早く
感じ取る投資家の目線を養うことを目的に開催します。まだ一
度も株式の売買を行ったことがない方から、
日々株式の売買を
行う方、会社買収を成功させた方まであらゆる会員の皆様にご
満足いただけるよう、株券の買い方から今後の経済の動向予
測までを網羅した研修を行います。

会

長

副会長
幹

（敬称略）
顧問のアドバイスを受けながら正副会長ならびに役員が一丸となって頑張って
いきます。

岡澤則子
岡本芳子、
横野康子、
橋本直子

事
（担当委員会）

（交友委員会）
委員長 保井友絵、
副委員長 志連由美子、
徳岡次代、
木村千鶴子、
佐藤祐子
（総務委員会）
委員長 鈴木計美、
副委員長 磯野ひとみ、
前田美佳、
小島和代、
二反田秀子
（研修委員会）
委員長 辻野紀子、
副委員長 渡辺紀子、
馬場幸枝、
三縁美代子、
岡本恵美
監

事

岩崎祥子、
芝田良子

顧

問

遠藤糸子、
礒田陽子

このたびの総会をもちまして誌面の編集を新しい総務委員会にバトンタッチすること
になりました。
コロナ禍が長引きご商売や生活に影響を受けられていると存じます。また、
もとのよう
に楽しく活動できる日まで、前を向いてがんばっていきましょう。
総務委員会一同

♥女性会会員募集中♥

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
６月 の 会 議 所 行 事 予 定

滋賀県中小企業再生支援協議会からのお 知 ら せ

春の叙勲受章 おめでとうございます。

6/ 1（火） 創業サポート研修

借入金の元金返済を止め、資金繰りを守り
ポストコロナに向けた取組をサポートします！

旭日小綬章

6/ 3（木） 青年部執行部会議

大林

6/ 3（木） 管理職スキルアップセミナー
6/ 4（金） 監事会

一郎

様

本所副会頭の株式会社エスサーフ 代表取締役社長 大林 一郎
氏は、平成１７年から平成２７年までの永きに亘り、京滋卸酒販組合の理事
長職を務められるなど、酒類業や産業界の発展に尽力されました。
これらの功績が広く認められ、
この度、旭日小綬章を受章されました。

6/ 9（水） 正副会頭会議
6/ 9（水） 関西女連奈良大会
6/13（日） 日商簿記検定試験

大津商工会議所配信メールマガジンを読んでみませんか？

6/15（火）
・22
（火） IT導入・業務効率化セミナー 第1部
6/16（水） 常議員会

隔週水曜日 配信中！

6/16（水） 観光・運輸部会
正副部会長関係議員合同会議

新型コロナの影響による資金繰りに悩む中小企業者のみなさまへ

新型コロナ特例リスケジュール支援
再生計画策定支援

登録料無料

経営に関する情報を提供します。
■バックナンバーはコチラ

6/17（木） 青年部役員会

特例リスケ計画策定支援

■メールマガジン配信希望の事業者は
こちらよりご登録ください

6/24（木）
・29
（火） IT導入・業務効率化セミナー 第2部

資金繰りに悩む
事業者

6/27（日） 日商珠算・暗算検定試験

事業改善の見通しが
なければ支援不可

Before

コロナの影響で業況が悪化した
事業者の当面の資金繰りを確保

主要債権者（金融機関）の支援姿勢を確認した後、
特例リスケジュール要請
すでにリスケジュール中の中小企業者も支援可能

After

対象
拡充

新入会員さんのご紹介
5月ご入会のみなさま
事業所名

(申込順・敬称略)

代表者名

株式会社Yui Plus

山 代

SPEEDKING PRODOUCTIONS

中

業

種

電気・管・消防施設工事業

5月より入会致しました、Yui Plusです。京都を拠点に電
気及び設備工事を行っています。

敦

大津市平津２丁目16-27

PR支援・コンテンツ制作

WEBでの集客、販売などを加速されるPR支援を行ってお
ります。お気軽にお問い合わせください。

写真撮影業

印象的な広告用ポートレート撮影や、商品撮影、店舗での
出張撮影も承っています。

運送業

宅配メインで仕事しております。よろしくお願いします。

訪問看護

介護保険、医療保険での訪問看護を行っています。ご利
用者様、ご家族様に加え関わるすべての方のご満足を目指
しています。

いなフォト

稲

葉

啓

太

大津市打出浜2‑1 コラボしが21
423号

分部運送

分

部

喜

晴

大津市浜大津２丁目7‑19

合同会社Gｌ
ａｎｔ

井

上

興次郎

大津市苗鹿２丁目31‑28
アンソレイエ1007

ジュビラン彩吹希

大

倉

政

美

大津市中央２丁目5‑24

エステティックサロン、商品販促、
技術提供

フェイシャル専門のエステティックサロンです。低価格で生
活の一部として取り入れたやすい地域密着のサロンです。

アップライト

小

川

真

志

大津市大萱４丁目5‑24

不動産賃貸業

個人で不動産賃貸業を営んでいます。建築、不動産を通
じて何かお役に立てると幸いです。

陸

大津市中央４丁目5‑33
ＳＫビル４階

訪問看護、居宅介護支援事業

ミライリハは在宅生活を続けたいと願うすべての方をサ
ポートします。
２か月できれいに10㎏やせるダイエットジムFRYJA大津京
店です。完全予約制、初回体験500円

株式会社ミライリハ

松

﨑

ダイエット＆トレーニングスタジオ
FREYJA 大津京店

小

林

勇

太

大津市皇子が丘2‑9‑22
西大津ひまわりビル4F

加圧トレーニング、TRXトレーニン
グを主体とした、完全予約制のパー
ソナルトレーニングジム

エフアール株式会社

畭

尾

文

一

大津市坂本７丁目28‑3‑102

指定訪問介護事業

唐崎、坂本地区で指定訪問介護をしています。住宅改修
工事も請け負っています。宜しくお願い致します。

甫

大津市梅林1‑3‑25
大津駅前第一森田ビル2階

飲食店

クラフトビールと各国ビールのお店。フードメニューのス
ペアリブは大人気の逸品です。

Ｎｉ
ｃｏ

吉

原

医療法人相和会
ほりい矯正歯科クリニック

堀

井

和

宏

大津市粟津町4‑7
JR石山駅前近江鉄道ビル2F

歯科

宜しくお願い致します。

個人南郷タクシー

竹

市

和

文

大津市南郷5‑24‑4

個人旅客運送業

大津市内を中心に営業しています。こんなコロナに負けず
に頑張りましょう。

株式会社𠮷川美装商事

𠮷

川

博

康

大津市中央３丁目2‑2

建築防水

新築・リフォームの防水・塗装・内装のことなら何でもご
相談下さい。

株式会社日本ティピカル
京都営業所

松

園

大

作

京都市中京区富小路通錦小
路上る高宮町219

業務用エアコンの新設・入替・修理・
洗浄

業務用エアコンのことなら何でもお任せください！
！大津市
にもお客様多数いらっしゃいます！
！

スパ・リンパドレナージュ るいす

弓

場

美

穂

大津市萱野浦3‑6

飲食業スパ・リンパドレナージュ

キレイと健康をあなたに。

株式会社晶

加

藤

晶

子

大津市打出浜2‑1 コラボしが21
BiZBase コラボ21「B1」

美術品商

全国を対象に、自然があふれる会場や社寺で展覧会を企
画運営しています。

ご加入ありがとうございました
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一 言 コ メ ント

京都市右京区西京極西川町
18-1

健 吾

島

所在地
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資金繰りのために、とにかく借入返済をリスケジュールしたい！
もともとの経営不振が新型コロナの影響でさらに悪化。
借入の返済計画を大幅に見直せば何とか続けられるかも…

短期間で元金支払いストップ可能！複数の金融機関でもOK！
金融機関と経営者の間に入って調整します！
特例リスケ計画策定にかかる助言や

金融機関調整を支援し、
経営者の負担軽減！

政府系金融機関

再生支援協議会
中小企業者

再生支援協議会が、特例リスケ計画の策
定支援。積極的に新規融資を含めた金融
機関調整・合意形成を支援します。

債権者
(民間金融機関)

経営者と金融機関
の間に入って調整

信用保証協会

新型コロナの先行きが見えない中、資金繰りが心配

国の資金繰り支援策（特別貸付等）をフル活用しても間に合わない。
既存の金融機関全体を調整して、資金繰りを持たせないといけない…

事業再生の専門家（金融機関経験者、公認会計士、税理士、
中小企業診断士、弁護士等）が伴走！
コロナ終息後の再生まで資金繰り・ポストコロナに向けた行動
計画（事業継続アクションプラン）策定のサポートをします！
特例リスケ計画を策定後、毎月１回、計画遂行状況をモニタリング。モニタリング終了後の本格的な再生支援に
かかる事業再生計画策定費用を国が一部負担します。 中小企業者を事業改善まで一貫してサポートします。

まずはお気軽にお電話ください。

TEL.077‑511‑1529

滋賀県中小企業再生支援協議会

検索
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