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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

住　所 ： 滋賀県大津市栄町9-7 コージコート石山1階 
T E L ： 077-531-1811 
定休日 ： なし（年中無休） 
営業時間 ： 10時～19時 
WEB ： https://keiaiyakuhin.jp/

ケイアイ薬品では、医薬品・漢方・健康食品を中心に、化粧品
などを取り揃え、簡単な健康・美容相談から慢性疾患・重い
症状のお悩みまで、お客様それぞれに寄り添ったご相談・
アドバイスを行っております。 
心も身体も健康になり、そして笑顔になっていただくこと。
それが私たちの喜びです。是非お立ち寄りください。

笑顔と健康を守るお手伝い 今日よりもいい明日へ

非言語コミュニケーションワーク講師

美濃　佳奈子
メールでの
ご連絡は
こちらより→

言葉で伝わらないなら、心で対話しよう
Laughter yoga international University認定
Laughter yoga Teacher／もしバナマイスター

企業研修テーマ実績
● ストレス解消／
  ストレスマネジメント
● 健康づくり
● チームビルディング
● コミュニケーション向上
● 新入社員研修・社員研修
　etc.

笑顔と心でつながる
“非言語コミュニケーションワーク”研修

笑顔と心でつながる
“非言語コミュニケーションワーク”研修

コミュニケーションが取りにくくなっている今こそ
心をつなぐ研修で、職場の元気を取り戻しませんか？

従業員の健康管理・メンタルヘルスケアに、
笑いヨガを活用した研修をご提案します。

お問合せ・ご相談は 090-5886-6303へ

―Withコロナ時代の〈健康経営〉に―

 
新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

7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

刳りもん屋　良岳 宮永　良二郎 大津市比叡平1丁目17-8 木彫りのコーヒーカップ等の制作・
インターネット販売

木彫りのコーヒーカップを製造しネット販売しています。
「良岳」で検索してください。よろしくお願いします。

㈱大生産業　瀬田店 杉 江　 善 貞 大津市一里山2丁目14-18 宅建業（不動産賃貸・売買仲介）
建設業、不動産投資顧問業

日本で一番あったかい不動産会社を目指します。管理・賃
貸・売買・相続・空き家相談　何でもご相談ください。営業
拠点・野洲本社・守山・瀬田・大津・京都

㈲ウエスト 西 山　 義 巳 近江八幡市鷹飼町南1丁目
3-11

広告デザイン、ホームページ制作、
看板、自社媒体情報誌、一般印刷
一式

ただ今周年事業事例研究セミナー受け付けてます。周年事
業は企業が飛躍する絶好のチャンスです。

（一社）ダイヤモンドスタイル 廣瀬　久美子 大津市粟津町13-7-1506 運動指導、ウォーキング指導、
コンテスト、イベント、企画運営

健康と美と夢をウォーキング・運動指導・コンテストイベント
の開催を通して全国に提供しています。

jou 城 髙 祥　 實 大津市浜大津２丁目1-17
一番街ビル１階 飲食店 浜大津にお立ち寄りの際には是非お越し下さいませ。

メナード化粧品エンレンガーデン 朱　 艶 れ ん 大津市南郷２丁目16-6 美容・エステ フェイシャルサロンでエステを経営しながら、手相やリー
ディング、気功教室、料理教室なども行ってます。

㈱Ｓｏｕｌ  Ｔｒａｉｎ 川原　奈津美 大 津 市 皇 子 が 丘2-10-25
大津ＭＡＲＹ1317

時空間プロデュース、ヒーリングカ
ウンセリングとスクール運営、出版

大切な家族、お客様、動植物にとっての空間をイヤシロチ
のように安らぎに満ちた時空間に調整します。

㈱バッファロー・IT・
ソリューションズ 島 次　 亮 佳 大阪市淀川区宮原4-1-14

住友生命新大阪北ビル3F
ネットワークインフラ構築・保守など
のサービスを提供

様々な商材を取り扱っております。お気軽にお問い合わせ
ください。宜しくお願い致します。
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プロモーション戦略セミナー創業塾

ローアップセミナーを通じて、主にWEBを活用した販促・
販路開拓について指導した。

支える基盤整備について」「地域活性化施策の推進につい
て」などを要望した。
　11月26日(木)には、県連合
会主催で県内商工会議所会
頭・副会頭会議を開催し、地域
振興・地域経済活性化と中小企
業の活力強化について三日月
滋賀県知事に要望した。

　 コロナ禍における中小企業・小規模事業者を取り巻く実
態把握に努め、6月4日（木）に「新型コロナウイルス感染症
対策における地域経済対策について」本所並び に大津北・
瀬田両商工会の連名で佐藤大津市長、八田大津市議会議
長に対して、緊急要望した。
　また、8月26日(水)には、佐藤大津市長、八田大津市議会
議長に対して、「新型コロナの長期化と経済への影響を見
据えた施策について」「持続的な地域経済、社会の発展を

　感染拡大や緊急事態宣言下においても、国・県・市からの
様々な要請を受け、各種支援策の周知・活用支援や、事業
者の資金繰りなど各種経営相談に対応し、セーフティネット
機能も果たして経済活動維持に注力した。各種経営相談は
5,741件（前年比218％）の相談対応を行い、特に小規模

　経営者等育成事業として3つのセミナーを開催した。創
業予定者を中心とした「創業塾」では5回の連続講座（受
講者11名）を開催し、3名の開業に繋がった。経営者向けの
「社長塾」では5回の連続講座（受講者10名）・個別相談会・
フォローアップセミナーを通じて、各事業所の事業計画の
策定と今後の方向性について指導した。「プロモーション戦
略セミナー」ではセミナー（受講者30名）・個別相談会・フォ

２．伴走型小規模事業者支援
（１）経営者等育成事業（決算額4,174,021円）

１．小規模事業経営支援事業（決算額50,956,840円）

特 集 地域活性Project@大津特 集 地域活性Project@大津

政策提言・要望活動

企業よし～事業所のために～

　７月７日（水）、琵琶湖ホテルにおいて通常議員総会が開催されました。
　多岐にわたる業界が新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛や休業要請の影響を受け、中小企業・小規模事業者を取
り巻くビジネス環境は大変厳しい状況で推移する中、 “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～”の理念のもと、［企業よし～事業所のために～］・［地域よし～地域全体のために～］・［組織よし～組織活性化のため
に～］という基本方針に基づき、感染拡大防止と経済活動 の両立を目指して、令和２年度の各種事業に取り組みました。
　総会では、各種事業についての報告（案）と、収支決算（案）について審議が行われ、原案どおり承認可決されました。以下に
令和２年度に実施した具体的な事業について報告します。

通常議員総会を開催
令和２年度事業報告と
収支決算等が承認されました

１．政策提言・要望活動の精力的実施

大津市要望書提出

事業者からの金融相談および補助金、給付金の手続きな
どの相談が殺到した。また、アフターコロナ時代の経済社
会に対応するための事業継続支援として飲食店、物産事業
者への販路拡大支援を実施した。
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雷公の
太鼓釣

らい　　こう

たい　　こ　　つり

表紙提供：大津絵の店

　雷様が太鼓を落とし慌てて吊り上げ
ようとする図で、「どんな熟達した者でも
時に失敗することがある」といった意味
合いです。
　江戸期であれば尚更人々に畏れられ
た「雷公」ですが、こうなると余計に滑稽
に見えてしまい、たちまち人気画題となりました。
　最終的に「大津絵十種」に選ばれるほどの定番となり、雷除けといっ
た効能も謳われるようになります。

今月の
大津絵

〒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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まちあるきツアーを実施したが、予想を上回る反響があり
キャンセル待ち状態となっ
た。体験・まちあるきプロ
グラムは、コロナ禍で外出
自粛の動きが強まる中に
おいても底堅いニーズが
あると確認できた。

　大津の魅力を体験・まちあるきプログラムと組み合わせ
て観光客を呼び込むプロジェクトとして、プログラムの掘
り起こし、ホームページやWEB広告による情報発信（常時
20プログラム程度）を行った。東京オリンピック・パラリン
ピック大会に関連した首都圏のインバウンド向け情報発信
WEBサイトの開発事業者からプログラムの問い合わせが
あり、内容紹介を行った。３月に2日間で三井寺全山を巡る

２．みーつ びわ湖・大津事業（決算額1,248,373円）

まちあるきツアー

経済団体、業界団体、金融機関、民間事業者、大学が一
体となって、2025年大阪・関西万博に関連する会議等
の誘致に係る様々な課題
の解決に向けて意識醸成
を図った。

「びわ湖コンベンションストリート活性化協議会」
設立に向けた準備委員会を開催（計４回）した。戦
略的なコンベンション誘致の推進に向けた体制構築
や、2025年日本国際博覧会協会からの情報収集・共有
などを通じて、琵琶湖を生かした特色あるツーリズムの
展開や、びわ湖コンベンションストリートに集積する会
議施設・ホテル等を活用したMICEビジネス等を行政、

３．びわ湖コンベンションストリート構想の推進（決算額1,074,919円）

レイクビワコンベンション
ストリート活性化協議会準備委員会

琵琶湖からとれる湖魚などに焦点をあて、11月1
日から3月10日までの期間に、春夏秋冬それぞれ旬の
湖魚を取り扱う事業者を12社取材した。当所ホーム
ページで特集ページを作成し、地元ユーチューバー

「鮎太郎」さんとのコラボによる春夏秋冬に分けた
YouTube動画配信などを通じて、旬の食材の情報発
信を行い、コロナ禍で打撃を受けた水産業、食品卸売
業などを支援した。

４．大津のおさかな応援事業（決算額2,000,000円）

の料理をおうちまで届けるサービスを提供した。近隣府
県の緊急事態宣言下で、デリバリーを利用する消費者が
多く（配達件数544件）、事業が当初の予定より早い終
了となった。

感染予防を図り、市民に外食気分を楽しんでいただ
くWEB上の仕組みとして、大津北・瀬田両商工会との
共同で「お料理タク配便」を1月8日から2月28日まで
実施し、配達料無料で市内飲食店（参加事業者32社）

５．お料理タク配便事業（決算額1,494,529円）

ながる効果があった。また、「もしサポ滋賀」等、感染
防止対策の徹底を参加条件としたことから、ソーシャル
ディスタンスに対応した店舗等、今後の新しい生活様
式に対応した安心して飲食できる店舗イメージも創出
した。

コロナ禍で売上が減少している中心市街地の飲食
店を対象に、来店のきっかけをつくるイベントとし
て、12月1日から2月20日まで使用できる期間限定の食
事券とドリンクパスポートがセットとなったチケット
を販売した。36店舗の飲食店が参加し、発行チケット
1,000部は完売した。一定の顧客が確保でき、売上につ

６．大津まちなか飲食店支援プロジェクト（決算額2,899,000円）

組織よし～組織活性化のために～

会費の透明性を図るため会費規約の見直しを行い、
会員サービスの充実を図るなど組織強化に努めた。会員
事業所数1,763事業所（前年度1,905事業所）について
は、本所の会費未納事由(3年間未納)による退会処理を
したため、会員数が大幅に減少した。

１．会員組織の強化
　eラーニングシステムを導入したパソコン教室は、説
明会参加者を入学へつなげるとともに教室スタッフが丁
寧に対応した。5月の緊急事態宣言期間は教室を休止し
たが、入学者は307名（前年度318名）であった。平成
30年度より実施しているパソコン販売が安定的な収入
を確保した。

２．パソコン教室（事業手数料5,683,889円）
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（１）滋賀県中小企業事業再生支援協議会
　 （決算額74,650,941円）
　プロジェクトマネージャー1名、サブマネージャー3名を
配置し、専門家等プロジェクトチームによる事業再生計画
の策定などきめ細かい再生支援に取り組んだ。相談実企
業数は34件（累計631件）、再生計画策定支援完了件数は
10件（累計276件）で、事業の存続や従業員の雇用継続に
寄与した。

（４）プッシュ型事業承継支援高度化事業
　 （決算額52,164,361円）
　事業承継コーディネーター2名、経営者保証コーディ
ネーター1名を配置し、滋賀県や県内の金融機関、支援機
関等45機関が参画（滋賀県事業承継ネットワーク）して、事
業承継に係る課題など“診断シート”を活用したヒアリング
やアンケート調査等を実施した。また、県内商工会議所に
定例の窓口相談会を開設し、認定支援機関との連携を図
り、身近な相談窓口として対応した。診断件数は1,459件、
事業計画(簡易版)策定支援は224件、経営者保証業務支
援は17件で、事業承継を促進した。

（５）滋賀県事業承継ネットワーク地域事務局運営事業
　 （決算額5,730,000円）
　職員1名を配置し、事業承継ネットワーク（43機関）の全
体的な総括・運営を担うとともに、関係機関とのハブ的な
役割を努めるため「滋賀県事業承継総合支援センター」を
立ち上げ、事業を推進した。専門家派遣件数は23件、事業
承継計画策定支援は9件で、事業承継への気付きを促進
した。

３．制度改正に伴う専門家派遣等事業（決算額457,510円）

４．産業競争力強化法に基づく支援事業

  　東海道五十三次の宿場町という大津の歴史等を背景
にしたクオリティの高い商品をブランド認定し、広報活動
（ホームページ、リーフレット、認定シール、認定証、パブリ
シティ等）、販路・PR機会の提供（滋賀県WEB物産展、近鉄
百貨店草津店出展、平和堂石山店出展、滋賀リビング掲載
等）、販売展開（西武大津店(令和２年８月末まで)、琵琶湖ホ
テル、大津駅観光案内所、平和堂石山店等）、びわ湖大津観

地域よし～地域全体のために～

１．大津百町百福物語ブランド支援事業（決算額1,379,858円）

　働き方関連法や、新型コロナウイルス感染症に対する
政府等の支援施策等の諸制度改正に事業者が円滑に対
応できるよう、「働き方改革関連法」「事業継続力強化計画

  （２）滋賀県経営改善支援センター  （決算額35,343,784円）
　自ら経営改善計画等を策定することが難しい中小企業・
小規模事業者を対象として、経営改善計画などの策定支援
に取り組んだ。センター長1名、専門相談員1名の体制で要
件を確認し、経営改善計画策定支援（405事業）利用申請
受付数は23件（累計290件）、早期経営改善計画策定支援
利用申請受付数は18件（累計180件）で、中小企業・小規
模事業者の経営改善計画策定を促進した。

（３）滋賀県事業引継ぎ支援センター  （決算額43,214,406円）
　プロジェクトマネージャー1名、サブマネージャー2名を
配置し、後継者問題に悩む中小企業・小規模事業者を対象
として、事業引き継ぎに必要な手続きの相談やマッチング
支援などを認定支援機関や金融機関等と連携を図り取り
組んだ。相談実企業数は115件（累計480件）、成約件数は
18件（累計45件）で、事業の存続や従業員の雇用継続に寄
与した。

（BCP）」をテーマとした2回のセミナー開催（受講者22名）
と個別相談会を実施した。個別相談会では、新型コロナウ
イルス感染症に対する支援を活用したIT導入を指導した。

光協会物産振興部会との連携などを通して、認定商品の販
促支援を行った。10月29日
（木）に行った選考委員会で
新たに４商品を選定し、合計
認定数は46商品となった。

大津百町百福物語ブランド認定式

　大津グルメマップ（72社掲載）と、ナイトマップ（26社掲
載）を各3,000部作成し、1月12日から2月12日の期間、近
隣ホテル7社や大津駅観光案内所等に配布した。マップに
は所在地・休業日・営業時間・連絡先・店主からの一言メッ
セージの掲載に加え、Instagram・Facebook・ホームペー

（２） 地域経済の活性化に資する支援事業「中心市街地の飲食店の魅力を発信するパンフレットの作成・配布」
（決算額2,134,000円）

ジへアクセス可能
なQRコードを記
載し、最新情報を
ユーザーへ提供で
きるようにした。 ナイトマップ▶

◀ 大津
　グルメ
　マップ
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新型コロナウイルス感染症関連支援策
滋賀県並びに大津市の補助金のご案内

新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業【通常枠】
　滋賀県内中小企業等を対象として、新型コロナウイルス感染症収束後も見据えた
事業者による新たな取組に必要な経費を支援。

新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けている中小企業者に対して支援
する補助金についてご紹介します。 ※R3.7.15時点の情報です。

申 請 期 限
（１）オンライン申請　令和3年8月31日（火）まで　　（２）郵送申請　令和３年８月24日（火）まで（消印有効）

対 象 者
滋賀県内に事務所または事業所を有する中小企業者等

申 請 方 法
申請ページへアクセス
https://shiga-tsujoshien.com/

問 合 せ 先
滋賀県経営力強化支援コールセンター （平日9：00 ～17：00）
TEL.0570-087-770

対 象 事 業
① 新たな販路開拓
② 人材育成・確保
③ 働き方改革・職場環境改善（テレワーク）
④ デジタルトランスフォーメーション（DX）
⑤ CO₂ネットゼロ
⑥ 対面での感染症対策
　 （令和3年6月1日（火）から令和3年12月31日（金）
　  までの取組が対象）

大津市テイクアウト・デリバリー事業導入支援補助金
　新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた市内飲食事業者が
新たにテイクアウト事業やデリバリー事業を導入することに要する経費に対し支援。

申 請 期 限

令和3年12月24日（金）まで（消印有効）

対 象 者
下記の①②を満たす者
①新たにテイクアウト・デリバリー事業を導入する
　市内中小企業者の飲食店
②市税の滞納がない者

申 請 方 法
申請書類を大津市ホームページより
ダウンロードし、郵送にて提出
https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/o/
34179.html

問 合 せ 先
大津市産業観光部商工労働政策課 （平日9：00 ～17：00）
TEL.077-528-2755上限10万円

補助限度額

上限50万円（下限10万円）
補助限度額

補 助 率
補助対象経費の2/3以内
（ただし、2021年5月、6月、7月のいずれかの売上が2019年または
2020年同月比50%以上減少している事業者は、3/4以内）

補 助 率
補助対象経費の1/2

令和2年度大津商工会議所収支決算書

収入の部
款 決算額 予算額 比較増・減（△）

１．会費 54,494,500 56,850,000 △2,355,500
２．加入金 134,000 300,000 △166,000
３．特定商工業者負担金 2,042,000 2,110,000 △68,000
４．事業収入 58,546,158 59,580,000 △1,033,842
５．国庫支出金 2,016,348 1,950,000 66,348
６．県支出金 5,730,000 5,730,000 0
７．分担金 21,299,587 20,900,000 399,587
８．雑収入 1,352,019 30,000 1,322,019
９．繰入金 27,026,332 32,880,000 △5,853,668
１０．繰越金 7,851,123 7,800,000 51,123

合計 180,492,067 188,130,000 △7,637,933

収入の部
款 決算額 予算額 比較増・減（△）

１．補助金 86,011,154 85,966,000 45,154
２．委託金 3,838,461 3,740,000 98,461
３．雑収入 722,120 601,000 121,120
４．繰入金 1,157,197 8,970,000 △7,812,803

合計 91,728,932 99,277,000 △7,548,068

支出の部
款 決算額 予算額 比較増・減（△）

１．事業費 66,076,630 68,642,000 △2,565,370
２．管理費 85,935,955 87,575,000 △1,639,045
３．繰出金 22,056,148 29,770,000 △7,713,852
４．雑費 74,041 50,000 24,041
５． 廃棄物
　処理費 853,160 1,200,000 △346,840

６．予備費 0 893,000 △893,000
合計 174,995,934 188,130,000 △13,134,066

支出の部
款 決算額 予算額 比較増・減（△）

１．事業費 36,877,766 39,120,000 △2,242,234
２．管理費 51,859,450 56,882,000 △5,022,550
３．繰出金 2,954,591 3,230,000 △275,409
４．雑費 37,125 45,000 △7,875
合計 91,728,932 99,277,000 △7,548,068

一般会計収支決算書

中小企業相談所特別会計収支決算書

（単位：円）

（単位：円）

収入決算額 支出決算額 差引残高 備　考
180,492,067 174,995,934 5,496,133 次年度繰越

収入支出比較表 （単位：円）

収入決算額 支出決算額 差引残高 備考
91,728,932 91,728,932 0

収入支出比較表 （単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

ビジネス実務で要求される専門的かつ実践的な知識や
スキルを身につけた人材の育成を目的に、各種検定試験
（珠算・簿記・販売士・日商PC・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等）を実施
した。実務能力を磨きキャリアアップにつながるため毎年度
受講者は多いが、コロナ禍により上半期の試験はすべて中
止となり、受講者総数は1,529名（前年度2,771名）、合格者
は858名（前年度1,440名）であった。

３．各種検定試験（検定手数料4,822,616円）
商工会議所のスケールメリットを活かした安価で安心な

共済制度を実施し、会員事業所の福祉向上を目的に「おお
つびわっこ共済」「特定退職金共済制度」「ビジネス総合保
険」などの推進を図った。自然災害や事故などに見舞われ
た際の売上高減少の備えとして、幅広い事業活動リスクを
守るビジネス総合保険が好調であった。企業のニーズに合
わせて補償を付帯できる自由度の高さに加え、新型コロナ
ウイルス感染症による休業補償なども対応した。

４．各種共済制度（取扱手数料16,049,588円）

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。
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。

より身近になった「オンライン相談」をご利用くださいより身近になった「オンライン相談」をご利用ください

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。
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大切な社員さんと共に
「防いで、守って、生き残る」

　みなさんの事業所は、「新型コロナウィルス感染症への備え」できていますか？滋賀県においても感
染症の脅威がすぐそばまで近づいています。本セミナーでは、それぞれの専門家が「心身のケア」、「雇
用のケア」、「お金のケア」の観点から、WITHコロナ時代に大切な社員さんを守るためのポイントを、
わかりやすくお伝えします。

事業継続力強化計画
策定支援事業

講 師

社会保険労務士保健師／看護師

加賀山望
ファイナンシャルプランナー

遠藤和美升田良恵

8月26日（木） 13：30～15：00日 時

開催方法 オンライン 50名
（先着順）

定 員

（13：15から入室開始）2021年

■ 労働条件と助成金の活用
■ 保険を活用したお金の備え

■ 予防と従業員のストレスケア

◎ご希望の方は、各専門家との無料オンライン相談
　（後日30分）を受けていただくことができます。
　（詳細は、セミナー当日にご案内します）
※参加に必要なURL等は、後日お申込みいただいた
　方へご連絡します。

参加費
無料！

大津商工会議所 中小企業振興部
TEL：077- 511-1500 E-mail:sodansho@otsucci.or.jp

　「ネットショップを始めたいけど難しそう」「ネットショップ始めてみたけど、売上
があんまり上がってない…」「SNSは使っているけど、あまり効果がない」「SNSを
上手く使って売上を伸ばしたい・集客したい」という方必見です！

※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。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、セミナーの開催方法の変更・セミナー開催の中止・延期になる可能性がありますので予めご了承ください。

大津商工会議所 中小企業振興部
TEL：077- 511-1500
E-mail:sodansho@otsucci.or.jp 申込QR

ネットショップ編（第1部）
～今からでも大丈夫！ネットショップのいろは～

◆ 押さえておくべき！ネットショップのツボ
◆ 自社に最適なネットショップの選び方
◆ 売れるネットショップへ！3つのポイント

SNS編（第2部）
～SNSで”ブランディング”しよう～

◆ バズらなくても大丈夫！投稿のコツ
◆ 口コミマーケティングを学ぼう！
◆ 究極のついで買い！SNS販売にチャレンジ

8月25日（水）13：30～日　時 2021年ネットショップ編（第1部）

月9 8日（水） 13：30～2021年SNS編（第2部）

場　所 コラボしが21 3階 中会議室（大津市打出浜2-1）
定　員 各回　現地参加：10名（先着順）　オンライン参加：30名

多田優之氏

■ 講 師
合同会社 多田EC支援事務所

参加費
無料！
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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。

オンライン法律相談のご案内
　事業上のトラブルなどでお困りのことはございま
せんか？
　当所では、弁護士による法律相談会を、利便性か
つ感染防止の観点からオンライン（ZOOM）にて実
施しております。
　企業法務、顧問契約、個人事業、契約書チェック、
その他（手形小切手、金融取引、不正競争防止法、
独占禁止法）悪徳商法、クーリングオフ等、商事に
かかるご相談を承っております。

【問い合わせ】 大津商工会議所　中小企業振興部　TEL.077-511-1500
E-mail：sodansho@otsucci.or.jp

◎ご相談時間は１案件最大２時間まで可能です。
◎訴訟等により、継続的に弁護士の関与が必要な場合、当所による直接的な関与は行わず
　別途有料となることがあります。対応可能な範囲については、下記までお問合せください。

相談
無料



（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ きく労務マネジメント研究所　菊次正純氏
（特定社会保険労務士、中小企業診断士、働き方改革推進支援センター専門員、高年齢者雇用アドバイザー）
（専門分野　経営戦略に基づく人事労務管理改善）

寄稿：エキスパートバンク登録専門家

専門家
ワンポイント
アドバイス 高齢者が働ける環境整備をサポート

定年の引き上げ等に助成金が支給されます！

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！

※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。

《65歳超雇用推進助成金》
●65歳超継続雇用促進コース
【概要】
A.65歳以上への定年の引き上げ、B.定年の定めの廃止、C.希望
者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、D.他社に
よる継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に
対して助成を行います。
【主な支給要件】
⑴  制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること。
⑵  支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法に適法であ
ること。

⑶  支給申請日の前日において、当該事業主に１年以上継続して雇
用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が１人
以上いること。

⑷ 高年齢者雇用管理に関する措置を１つ以上実施していること。
　 ⒜職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
　 ⒝作業施設・方法の改善 ⒞健康管理、安全衛生の配慮
　 ⒟職域の拡大 ⒠知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
　 ⒡賃金体系の見直し ⒢勤務時間制度の弾力化
●Point
対象者が1人でも、今まで就業規則等を整備していなかった会社でも、申請の前日までに整備すればよく、申請しやすくなりました。

〈既存事業の概要〉
　平成１４年８月に「キッチンイマムラ」として開業。平成２１年５月に現在地へ移転。ＪＲ石山駅南口徒歩１分の場所にあり、１階・２階と様々
なシーンで利用いただけるカジュアルレストランとして、親しまれています。店名の「イルクオーレ」はイタリア語で「真心」を意味しており、
「料理・接客・空間のすべてに真心をこめて」をモットーとされています。
　滋賀のグルメイベントでグランプリ受賞の「エビクリームコロッケ」や４５０℃で焼き上げる「ナポリ風ピッツァ」は絶品と好評で、大人の
ためのお子様ランチ「イルクオーレプレートランチ」は当店の人気商品です。

〈持続化補助金を活用した内容〉
～テイクアウト用洋食セットメニュー開発で新規顧客拡大～
　コロナの収束時期が見えない中、テイクアウトによる料理提供を本格的に開始。レストランの味を自宅でも楽しんでいただけるよう
に持ち帰り用商品の開発を進め、テイクアウトをきっかけとした新たな顧客獲得を目指されています。クリスマス、忘年会、新年会シー
ズンに合わせ、パーティ用オードブル等、今後もバリエーションを増加させていく予定です。
　持続化補助金により、テイクアウト商品仕込みのために大型冷蔵庫の購入と各種販促物の制作を実施されました。

〈事業者からの声〉
　昨年からのコロナにおいて飲食店は非常に苦しい経営状況が続き中々思い切った販路開拓への取り組みが出来ない中、大津商工
会議所から小規模事業者持続化補助金コロナ型の事を教えて頂き、テイクアウトの取り組みやお客様への満足が感じてもらえるよう
いろいろな事業が実行でき非常にありがたく感じております。まだまだコロナ禍で大変な時ですが、今回の事業の実施において少しで
も経営の回復につなげ頑張っていきたいと思います。
　今回、商工会議所のサポートもして頂き、お店にとって大きなプラスになりました。今後も商工会議所との連携でいろいろなことに
チャレンジしていきたいです。

事業所名／㈲イマムラ 「IMAMURA KITCHEN ILCUORE」
業 種／飲食店
住 所／大津市粟津町8-21

代表者／今村 道彦
TEL／077-533-0305

「コロナ禍を乗り越える！」販路開拓の取組みに「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補助金が活用できます

～小規模事業者持続化補助金コロナ型採択者の声～～小規模事業者持続化補助金コロナ型採択者の声～

大津商工会議所 支援事例紹介大津商工会議所 支援事例紹介

詳しくは左下記載のホームページをご確認ください。
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リアルタイムで在庫数を管理するシステムを導入
地域密着のきめ細かな対応で信頼に応える

企業Data

キラリ！
vol.

40 湖都の商い人

中島紙工株式会社
代表取締役

宇野 友敦氏

在庫を預かり管理するサービスを強みに
　昭和２年、紙函店として創業した中島紙工株式会社。当
初は進物用の菓子箱などに使われる貼り箱という高級品
が主流でしたが、手作業が多く大量生産できないことか
ら、3代目の宇野勝氏がトムソンで型抜きした紙を折りた
たんで箱にする組立式箱（通称トムソン箱）にシフトしてき
ました。同時に業務範囲を広げて、手提げ袋や包装材、段
ボール箱なども扱うようになりました。
　最盛期には大津市内に紙函専門の会社が10軒ほどあり
ましたが、現在は３軒になり、同社では大手ではカバーでき
ない地域密着型の営業を展開しています。
　宇野友敦社長は４代目で、15年間のサラリーマン勤務で
全国各地での営業を経験された後、家業に入られました。
現在の取引先は京都市や宇治市、滋賀県内の和洋菓子店
や和雑貨店、通販会社、精密機器メーカーなど約300社。
顧客と打ち合わせを行ってデザインを提案し、試作品を
作って細かな訂正に応じながら、一つ一つ形状の異なるオ
リジナルの箱を制作しています。
　同社の強みは、経済ロットで印刷した箱を倉庫で保管し
て、必要な数量だけ取引先に納品できること。「包装材は意
外にかさ張るため、当社の倉庫で預かっておいて、得意先
の依頼を受けてから箱に組み立てて納品するサービスが
喜ばれている」と宇野社長。組み立てを依頼する福祉作業
所などのネットワークを生かして、迅速に対応できるように
なっています。
　平成30年には隣接地を購入して新たな倉庫を建設、預

かり在庫を豊富に抱えられるようになりました。また、倉庫
にある在庫をリアルタイムで管理するシステムを作ったこ
とで、どれだけ納品したかが伝票上で確認できるようにな
り、棚卸しの時にもすぐに数量がわかるため得意先から高
い評価を得ています。

技術の継承、人材育成、地域貢献を将来ビジョンに
　新倉庫の建設や帯封機の導入などで業務の効率化を図
り、新規開拓にも力を入れるようになったところで、新型コ
ロナウイルスの影響で観光客向けのお土産などの需要が
減少したため、売り上げが落ち込みました。そんな中でも
通販が伸びていることから、例えばダイレクトポストに対応
した箱などのニーズに応えていきたいと考えています。
　今後は、伝統的な貼り箱の技術の継承に取り組むほか、
すべて外部に委託しているデザインに関しても、社内でイ
ラストレーターを使って作業できる人材の育成に取り組み
たいと言う宇野社長。さらに、社内に作業スペースを設け
て、近隣の高齢者の方に工賃を支払って組み立て作業をし
てもらうだけでなく、お茶を飲んだりしながらくつろげるコ
ミュニティスペースとしても活用してもらえるようにしたい
と考えています。
　「長い間、ここで商売をしてきましたが、B to Bなので近
所の方にはどんなことをしているのかわかりにくいと思い
ます。これが実現すれば地域とのつながりが深まり、地域
貢献にもつながるのではないか」と期待を寄せています。

代表 宇野 友敦 住所 〒520-0033　大津市大門通8-9 
TEL 077-524-1280㈹
HP http://nakajimashiko.sakura.ne.jp

商品に合わせてオーダーメイドで制作 必要なだけ組み立てて納品できるのが同社の強み 倉庫には得意先から預かった在庫を保管
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できたのは、昔から旅館同士仲が良かったこともあり、みん
なで話し合い協力できたからです。また、それぞれが個性
ある旅館づくりをしながら、おごと温泉のブランドイメージ
をもっと高めたいとがんばってきたこともあります。
　当館は早くからペットと泊まれるお宿ということを特徴
にしてきました。それ以外にもお部屋でゆっくり楽しんでい
ただく食事や、きめ細かなおもてなしに力を入れています。
　今回の新型コロナウイルスの影響は大きな痛手となり
ましたが、これまでにもそうであったように、力を合わせて
困難を乗り越えていきたいと考えています。

自然の中でのびのび過ごした子ども時代
　当社は昭和28年に祖父母が開業した旅館です。当時は
まだ江若鉄道が走っていて、すぐ近くに『雄琴温泉駅』があ
りました。京都、大阪方面からアクセスしやすいため、温泉
や鴨料理、びわ湖の湖水浴を目当てにやって来る観光客で
大変にぎわっていたと聞いています。
　私は子どものころから自然と祖父母や両親とともに、布
団の上げ下ろしなど家業の手伝いをして育ちました。江若
鉄道は廃線され湖西線となっていましたが、まだ旅館のす
ぐ側はびわ湖だったので、部屋の中から釣りをすることが
できましたし、近くの里山でもよく遊びました。中学時代に
は、休日に自転車で浜大津まで行って買い物をしたり映画
を観たりしたのも懐かしい思い出です。

若手経営者が力を合わせておごと温泉をPR
　私の生まれる前年に大阪で万国博覧会が開催されたの
ですが、その頃から団体旅行がブームになり、おごと温泉
にもバスで大勢のお客様が来られるようになりました。
　家業に入ったころは、全国の旅行社への営業まわりが
主な仕事でした。現在のような経営スタイルの転機となっ
たのは、インターネットの普及などで旅行形態が次第に変
わっていったことです。
　現在、おごと温泉には9軒の旅館がありますが、平成7年に
は15軒ほどの旅館がありました。当時、偶然に何軒かの旅
館の息子や娘が家業を継ぐこともあって、次代を担う若手
経営者がおごと温泉旅館協同組合の理事に抜擢されたので
す。私もその一人としてPR活動に積極的に取り組むことにな
りました。「雄琴＝歓楽街」というイメージをなんとか払拭し
て、家族旅行や女性のお客様に心から楽しんでいただける
温泉地であるということをアピールするのが狙いでした。
　平成９年にはキャンペーンマスコット『おごとん』が誕生、
マイクロバスで大阪や神戸などに出向いて『湯わっくわく
キャンペーン』を繰り広げました。
　また、『歴史ある温泉』であることをアピールするため
に、平成20年に『おごと温泉駅』に湖西線の駅名を改称、
23年には『おごと温泉観光公園』がオープンしました。地
域のみなさんも公園を利用したり、そこで開催されるイベ
ントに足を運んでくださるようになり、なによりうれしかっ
たのは、地元のみなさんが私たちを応援してくださるよう
になったことです。
　苦労もありましたが、なんとか来訪客数を伸ばすことが

池見 喜博さん今回の語り手　暖灯館きくのや 代表取締役社長

イベントやPR活動でブランド化に取り組んだおごと温泉

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：おごと温泉観光協会

平成20年に「おごと温泉駅」に改名、駅前に足湯がオープンした。

平成23年にオープンした「大津市おごと温泉観光公園」

第5回おごと温泉・びわ湖パノラマウオーク実施後には、スポーツ庁・文化庁・観光庁
主催「スポーツ文化ツーリズムアワード2017」マイスター部門奨励賞を受賞した。
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［発行・編集］
会長：山元 智寛

あ き ん ど
か わ ら 版

大津商工会議所

青年部会報

［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！～

6月研修例会
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～

　マネーリテラシーの向上を目的とした研修として、今回はマネーの3原則、
「稼ぐ、守る、増やす」から「増やす」をテーマに研修を行いました。
　野村証券株式会社から吉村太郎氏と、YEGメンバーの一員でもある江口諒
祐君が研修の講師を担当していただきました。
　今回焦点を当てたのは現物株式の長期保有という投資手法です。銀行預金
の利回りが極めて低い中で、現預金のみの資産状況で良いのかを問い、世界
と日本の経済を投資家目線から見つめ直しました。
　現物株式に関する内容の研修会は前例がなく、実施前から「楽しみにしてい
る」といったお声を聞いており、研修後は「聞けて良かった」「勉強になった」と
いう感想を頂きました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、Zoomのウェビナー形
式にて本会を開催しました。初めての試みであるウェビナー形式での配信にト
ラブルがないよう、委員会のメンバーと事前に入念な準備をして開催すること
ができました。
　お忙しい中、参加いただきました皆様、ありがとうございました。今回の研修に参加して終わりではなく、ぜひ行動に移し
ていただければと思います。マネーリテラシー向上委員会の皆様には多くのお力添えを頂き本当に有難うございました。
 マネーリテラシー向上委員会　委員長　古川　泰

絵本「おかねってなぁに？」寄贈式

◇出席者
　大津市
　　教育長　　　　　　島崎　輝久 様
　　大津市立図書館長　清水　美幸 様

　滋賀大学教育学部附属小学校
　　副校長 黒川　俊文 様

　滋賀県
　　滋賀県立図書館長　大西　良子 様
　　同　副館長　　　　諏訪　直美 様

　日本商工会議所青年部が作成した、渋沢栄一が教えるお金の絵本「おかねってなぁに？」を滋賀県に10冊、大津市に42冊、滋
賀大学教育学部附属小学校に1冊をそれぞれ寄贈させていただきました。それにあたり、6月30日に大津市立図書館で、7月1
日に滋賀大学教育学部附属小学校および滋賀県立図書館で寄贈式を執り行いました。

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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［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

来月号から女性会会員訪問コーナーをはじめます！
　コロナ禍を乗り切ろうと新しいアイデアや工夫をこらしてがんばっている会員の方を編集担当
委員が訪問します。
　「挑戦しているけど、効果はまだまだ。」と言う方も大歓迎です。どんどん応募して下さい。
（問い合わせ先）大津商工会議所女性会事務局

電話 077-511-1500　メール info@shigacci.com

全国商工会議所女性会連合会 理事会に会長出席
　７月５日、全商女性連の理事会がオンライン形式で開催
され当女性会からは岡澤会長が出席しました。
　理事会に先立ち、㈱リクルートジョブリサーチセンター
の宇佐川邦子様から「コロナ禍における女性の活躍」を
テーマに講話を拝聴しました。女性の活躍なしに日本社
会は立ち行かない状況であることを事例を挙げながらわ
かりやすく説明して頂きました。

　その後、会議では役員選任、昨年度の事業報告・決算報告、本年度の事業計画等について審議いたしま
した。10月22～23日には福島県において全国大会がコロナ対策をとりながらリアル開催を予定されて
おり開催計画が承認されました。

会員
紹介 でかける人を、ほほえむ人へ。

　今年の4月から女性会に入会させていただきました「びわ湖大津プリンスホテル」
の桑原です。女性会の一員として、また、びわ湖大津プリンスホテルのスタッフとし
て、大津をより一層盛り上げるため挑戦を続けて参りますので、どうぞよろしくお願
いいたします。
　びわ湖大津プリンスホテルは、「びわ湖の特等席」をコンセプトにした琵琶湖畔に
たたずむ38階建ての高層ホテルです。国内最大級のコンベンションホール「淡海」
を擁し、全室びわ湖を望むレイクビューのお部屋をご用意しております。
　当ホテルではお客さまが安全・安心にご利用いただけることを第一に、より寛げ
る、そして思い出になるようなおもてなしでお迎えしております。
　今年もレイクサイドガーデンでのBBQレストランを開催いたしておりますので、
ぜひ皆さまお越しくださいませ。
　スタッフ一同、皆さまのご来館を心よりお待ちしております。

びわ湖大津プリンスホテル
桑原 初音さん

びわ湖大津プリンスホテル
〒520-8520　滋賀県大津市におの浜4丁目7-7

TEL：077-521-1111（代表）　FAX：077-521-5519
ＨＰ https://www.princehotels.co.jp/otsu/
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８月の会議所行事予定
8/ 5（木）　青年部執行部会議
8/ 6（金）　常議員会
8/13（金）～16（月）　事務所夏季閉館
8/19（木）　青年部役員会
8/24（火）　正副会頭会議
8/25（水）　ECサイト活用戦略セミナー

表彰者ご紹介
7月7日(水)に開催した
通常議員総会に先立ち、
大津商工会議所会頭表
彰及び感謝状の贈呈を
執り行いました。
※受賞者
　大津商工会議所会頭表彰
　青年部活動功労者表彰
　　長岡産業株式会社 代表取締役社長　長岡　利典 氏
　　株式会社バウハウス 代表取締役　奥村　篤士 氏
　感謝状
　　滋賀県中小企業再生支援協議会　前プロジェクトマネージャー 井澤　　実 氏
　　　　　　　　同上　　　　　　　前サブマネージャー 新宅　初夫 氏

会議所の動き

議員職務執行者の変更について

株式会社まちづくり大津
（新）取締役　川戸　良幸 氏
（旧）取締役　澤　　哲男 氏
　　（令和３年６月１７日付）

京都信用金庫　滋賀本部
（新）理事滋賀本部長 加藤まなみ 氏
（旧）理事滋賀本部長 近藤　久人 氏
　　（令和３年４月１日付）

関西電力送配電株式会社　滋賀支社
（新）執行役員滋賀支社長 松田　善和 氏
（旧）執行役員滋賀支社長 保田　　亨 氏
　　（令和３年７月１日付）

東レ株式会社　滋賀事業場
（新）常任理事事業場長  大村　昭洋 氏
（旧）常任理事事業場長 木下　直之 氏
　　（令和３年６月２２日付）

　当所では、７月１日(木)より、職員一斉のお昼休み(窓口業務
一時休業)をさせていただいております。ご不便をおかけしま
すが、何卒ご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し
あげます。
【窓口業務休業時間帯】１２：００～１２：５０

窓口業務休業時間のお知らせ
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