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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。

当所では、新型コロナウイルス感染防止の観点から、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、新型コロナウイルス感染防止の観点から、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

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。

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

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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　 　しかし、雇用調整助成金は、「新型コロナウイルス感染
症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた
場合、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」
に基づき、「雇用調整（休業）」を実施する事業主に対し
て、休業手当などの一部を助成するものになるため、支
給されません。
②Ｂパート（1週25時間勤務・感染者）
　 　1週30時間（1週間40×3/4）未満の勤務は、原則社
会保険に直接加入出来ないので、健康保険から【傷病手
当金】はもらえません。また、Ａ社員と同様に、雇用調整
助成金等は、病気療養のため働ける状態にならないの
で支給されません。
③Ｃ社員（社会保険加入・濃厚接触者）
　 　濃厚接触者であって感染者ではないため、病気には
該当しないので、健康保険【傷病手当金】または労災保険
【休業補償給付】は支給されません。
　 　しかし、雇用調整助成金は、「新型コロナウイルス感染
症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた
場合、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」
に基づき、「雇用調整（休業）」を実施する事業主に対し
て、休業手当などの一部を助成するものになるため、特
例措置により、要件が合えば支給されます。

　ここでは以下の3つの従業員別の休業対応について見
てみます。
①Ａ社員（社会保険加入・感染者）
②Ｂパート（1週25時間勤務・感染者）
③Ｃ社員（社会保険加入・濃厚接触者）

①Ａ社員の場合（社会保険加入・感染者）
　 　社会保険等の加入者は、新型コロナウイルスに感染
した場合、健康保険【傷病手当金】または労災保険【休業
補償給付】が支給されます。

（表１）A社員、Bパート、C社員　比較表
傷病手当金 労災保険 助成金／給付金

A社員
感染者 〇 △

（業務上と確認できれば〇）
×

（会社は稼働中で本人病気）
Bパート
感染者

×
（健康保険未加入）

△
（業務上と確認できれば〇）

×
（会社は稼働中で本人病気）

C社員
濃厚接触者

×
（病気ではない）

×
（病気ではない）

〇
（特例措置により〇）

※あくまでも簡略化した図です。個別具体的な事案については専門家にご相談ください。

執筆 ： 遠藤　和美　氏

＜プロフィール＞
おうみ社労士事務所代表。特定
社会保険労務士開業12年。こ
れまで約7,000件あまりの労働
相談に乗り、セミナー実績とし
ては「労働環境改善セミナー」を
およそ毎年30件受けている。

特 集 地域活性Project@大津特 集 地域活性Project@大津

　みなさんの事業所では「新型コロナウイルス感染症への備え」はできていますか？
　滋賀県は、県内13市において新型コロナウイルス「まん延防止等重点措置」を実施
しています。期間は8月8日から9月12日まで、適用地域には午後8時までの営業とす
るほか、酒類の提供禁止や、大型商業施設にも生活必需品の販売を除き時短を求め
ています。（※R3.8.18時点の情報です。）
　今回の特集では、お二人の専門家から「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についてご紹介いただきます。

大切な社員さんと共に、
「防いで、守って、生き残る」

「雇用のケア」

①雇用調整助成金（雇用保険被保険者）
　 　事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業
手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象となります。
②緊急雇用安定助成金
　 　学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対
する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象と
なります。（雇用調整助成金と同様に申請できます）

③新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
　 　新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の
措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中
に賃金（休業手当）を受けることができなかった方に対し
支給されます。

従業員別休業対応方法について

雇用調整助成金について
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槍持奴
やり　　もち　 やっこ

表紙提供：大津絵の店

　毛槍を担ぎ大名行列の先頭を歩く
奴の図。まさに大名家の威光を知らし
めるかのように、往来を睥睨し、居丈
高に練り歩いています。
　もっとも、他の大津絵ではその威
張った様子を面白可笑しく諷刺されて
しまうのですが、この絵ではそんな嘲笑とは無縁です。
　奴の威勢のよさは庶民の憧れでもあったようで、大津絵十種に
選ばれています。護符としての効能書きは「道中安全」でした。

今月の
大津絵

ISHIYAMADERA 
TEMPLE

〒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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　（図1）のように、経営者本人やその従業員が病気やケガ
で働けなくなった場合に、休業前の所得と公的保障の差
額≒「収入の減少部分」を補償し、生活水準を落とすことな
く、安心して療養に専念できるように設計された保険が所
得補償保険です。本プランは、従業員の福利厚生の充実
はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内
容となっており、政府労災保険の休業補償給付などの公
的な社会保障制度のない自営業者も加入できます。この
保険をおすすめする点は、①自宅療養も対象となること、
②就業外での病気やケガも対象となること、③天災による
ケガや精神障害も補償される点が挙げられます。詳しくは
日本商工会議所のポータルサイト（https://hoken.jcci.
or.jp/）をご覧下さい。

　私たち保険代理店は、お客様に代わって保険の加入状
況が最適化されるようコーディネートし、時流に沿ってアッ
プデートすることが必要であると考えています。また事故
や病気などのアクシデント≒「保険の入り口」は一つでも、
支払える保険金≒「保険の出口」は契約の数だけ存在する
という点も忘れてはなりません。この考え方から生まれた、
弊社独自のサービスが「保険管理表」の作成です。（右記、
保険管理表のイメージ図）

　「何かあったときのために」と、多くの事業所は損
害保険や生命保険など、あらゆるリスクに備えておられ
ることと思いますが、その内容をあまりよく把握でき
ていないという方もおられます。「保険管理表」を作
成することによって、①保険の全体像を把握できる、②
保障のムダやダブりの発見によるコストダウンが図れ
る、③保険の手配漏れの発見、④保険金の請求漏れが防
げる点など、リスクを一元管理できる安心感が得られま
す。事業所にとっても弊社にとっても、保険の見直し
の良いきっかけとなることから無償でこのサービスを
提供しております。弊社の思いが一社でも多くの事業所
に届きますよう、ぜひご活用いただければと思います。

厚接触者が発生すると、企業は休業せざるを得ず、その影
響により売上が減少します。またその一方で、消毒作業や
再発防止の徹底、PCR検査等の支出が増えます。これら
の“ダブルパンチ”の備えとして、事業主が被る休業損失や
各種費用（消毒費用等）を補償する保険に同制度を通じて
加入できます。詳しくは、日本商工会議所のポータルサイト
（https://hoken.jcci.or.jp/）をご覧下さい。

　もうひとつの休業は、「社員の休業」です。多くの事業所
では、社員がケガや病気で休業した際の公的保障として、
社会保険に加入しておられることと思います。正社員の場
合は休業が長引いた場合など、その勤務先の社会保険（健
康保険）の「傷病手当金」が支給されることとなります。一
方で、労働時間によっては社会保険に加入できないパート
従業員の場合は、傷病手当金の支給がありません。また、
労災保険に関しては適用される業種は限定的です。公的保
障が使えないときは、民間の保険の出番です。

※東京海上日動あんしん生命保険（株）「もしものときのお金の話ガイドBOOK」より一部抜粋・加工

（図1）
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　雇用調整助成金並びに緊急雇用安定助成金は、令和3年
5月1日以降制度や様式が大きく変更されました。変更内
容は中小企業の原則的な措置として【全国】9/10、上限
13,500円、例外措置として業況特例【全国】10/10、上限
15,000円、地域に係る特例【まん延防止等重点措置】とし
て、業況特例10/10、上限15,000円となりました。
　滋賀県13市に「まん延防止等重点措置」が実施されたこ
とに伴い、【地域に係る特例まん延防止等重点措置】の適
用が拡大されます。ただし、業種によります。
　流れは以下のとおりとなります。
　先ず業況特例【全国】（表2）に該当するのかを確認しま

新型コロナウイルス感染症に伴い、さまざまな助
成金や補助金、給付金をどのように情報を取得するの
か、情報収集が経営にとって必要であることを実感し
ました。
雇用調整助成金等の厚生労働省管轄の助成金では、

す。業況特例は、売上高等の生産指標が最近３か月平均で
前年又は前々年同期に比べ30％以上減少している全国の
事業主が該当します。該当すれば、業況特例【全国】を提出
します。
　次に、【地域に係る特例まん延防止等重点措置】に該当
するのかを確認します。まん延防止等重点措置を実施すべ
き区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間
の短縮等に協力する事業主が該当します。滋賀県内におい
ては滋賀県知事の要請を受ける業種等にのみ適用されま
す。従って、業況特例【全国】の売り上げ30％未満の減少事
業主であって、【地域に係る特例まん延防止等重点措置】
に該当しない業種等は、原則的な措置【全国】9/10、上限
13,500円が該当することになります。

　商工会議所の団体保険制度について耳にされたことは
あるでしょうか。同保険制度は、会員事業所が抱える経営
リスクを保険へ移転すること、また同会員の従業員などの
福利厚生の充実を目的としており、全国商工会議所のス
ケールメリットにより、割安な保険料でご加入いただける
制度です。日本商工会議所が包括加入者となり、損害保険

（表2）
判定基礎期間の初日 ５月～９月

中小企業

原則的な措置【全国】 4/5（9/10）
13,500円　

業況特例【全国】 4/5（10/10）
15,000円　

地域に係る特例
緊急事態宣言 4/5（10/10）

15,000円
まん延防止等重点措置 4/5（10/10）

15,000円
（注）金額は１人１日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

※出典：厚生労働省　雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）

会社と契約し、各地商工会議所の協力のもと運営されて
います。
　今回は、新型コロナウイルス感染症に対して備えられる
保険をいくつかピックアップし、ご紹介します。
　同感染症が中小企業に与える最も大きなリスクは、感
染者等の発生による「休業」リスクではないでしょうか。ひ
とつは「会社の休業」です。一旦社内に感染者、あるいは濃

今までには考えられない労働関係諸法令を略した提出が
可能になりました。本来であれば、残業時間や休憩時
間等の労働時間の管理が最低限必要でした。今回の新
型コロナウイルス感染症対策を期に労働環境の見直しを
行うことで、従業員確保と合わせ経営戦略として、従業
員とのルール作り（就業規則等）を考えることも必要に
なるのではと思います。

執筆 ： 加賀山　望　氏

＜プロフィール＞
安心コンサル有限会社代表。損
害保険、生命保険の販売を中心
に、個人や事業のリスクをトータ
ルに管理できる「保険管理表」を
強みとし、これまで約3,000件
以上の事故受付や保険金の請
求を受けている。

「お金のケア」

「まん延防止等重点措置」の特例について

労働環境について
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会議所TOPICS 会議所TOPICS会議所TOPICS 会議所TOPICS

滋賀県事業継続支援金（第1期）
　長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が50％以上減少した県内中小企業等・個人事業
主に対し、支援金を給付。
※2021年の4月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50％以上減少した事業者

支 給 額 中小企業等:20万円
個人事業主:10万円
※ただし1事業者につき申請は1回限りです。

申 請 期 限 オンライン申請　令和3年9月30日（木）まで
郵　送　申　請　令和3年9月30日（木）まで（消印有効）

滋賀県事業継続支援金コールセンター （平日9：00 ～17：00）　TEL.0570-200-575問 合 せ 先

申 請 方 法

申請ページへアクセス
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新型コロナウイルス感染症関連支援策補助金等のご案内
滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金

大津市生産性革命推進事業支援補助金

　新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方等の再就職を支援するため、正規雇用労働者（正社
員）として雇い入れる中小企業者等に対して、助成金が交付されます。対象期間に新規雇用された場合、申請で
きる可能性がありますので、ご確認ください。

　国の生産性革命推進事業を活用し前向きな投資を行う市内事業者に対し、上乗せして補助が行われます。

助成金額 新たに雇用した労働者（県内正規雇用労働者）1人につき60万円（1事業主につき令和3年度中で5人まで）

申 請 期 限
令和4年2月28日(月)まで（消印有効）

補助限度額
自己負担額の2/3
（国の補助対象経費－国の補助額）×2/3）

・ 小規模事業者持続化補助金 上限  20万円
・ ＩＴ導入補助金 上限  50万円
・ ものづくり補助金 上限100万円

対 象 者
下記の①②を満たす者
①国が行う「小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、ものづくり補助金」
　（令和3年度中に応募締切日が到来するものに限る）の交付確定を受けており、
　市内に事業所または事務所のある中小企業者等
②市税の滞納がないこと

助成金の申請から交付までの流れ

交付要綱や申請書等の各種様式、記載例等は、
滋賀県ホームページからダウンロードできます。
※詳細については、滋賀県ホームページでご確認ください。 

大津市産業観光部商工労働政策課 （平日9：00 ～17：00）　TEL.077-528-2754または077-528-2755問 合 せ 先

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課 （平日9：00 ～17：00）　TEL.077-528-3767問 合 せ 先

①令和３年７月1日から同年９月30日までの間に
　県内正規雇用労働者として雇用

県内正規雇用労働者として、
雇用日から3か月経過 
（正規雇用労働者・県内勤務）

②「助成金交付申請書」を県へ提出（郵送）
　・ 雇用日から起算して30日以内に提出してください。

　●県での審査後、交付を決定する場合は
　　「交付決定通知」を送付
 （交付しない決定を行った場合は「不交付決定通知」を送付）

③「助成金実績報告書」を県へ提出（郵送）
　・ 雇用日から起算して３か月経過した日以後30日
　   以内に提出してください。

　●県での審査後、問題がなければ
　　「額の確定通知書」を送付

④県から「助成金」 を交付（振込）

【交付申請時の提出書類】

✓□ 助成金実績報告書（別記様式第10号）
✓□ 県内正規雇用労働者に係る報告書（別記様式第11号）
✓□ 勤務実態が確認できる書類
　（出勤簿の写し、勤務日数が分かる賃金台帳の写し等）
✓□ 賃金の支出が確認できる書類（給与明細書または領収書の写し等）

【実績報告時の提出書類】

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
※提出書類については、「交付要領」を必ずご確認ください。

✓□ 助成金交付申請書（別記様式第１号）
✓□ 対象事業主および県内正規雇用労働者に関する申告書 （別記様式第２号）
✓□ 誓約書（別記様式第３号）
✓□ 対象者に係る雇用契約書
 （労働条件の同意が分かる労働者の署名のある労働条件通知書）の写し
✓□ 対象者に係る労働者名簿の写し
✓□ 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
✓□ 県税に関する誓約書兼調査に関する同意書（別記様式第４号）または県税
 に未納がないことを証する書類 （申請日から３か月以内に発行されたもの）
✓□ （法人）履歴事項全部（現在）証明書（申請日から３か月以内に発行されたもの）
✓□ （個人）税務署に届け出た開業届の写しと申請者の身分証明書
✓□ （団体）設置規約、過去3年間の事業報告・収支決算、令和3年度事業 
 計画・収支予算および代表者の身分証明書
✓□ 就業規則
✓□ 役員名簿
✓□ 口座振込依頼書（別記様式第５号）
✓□ 通帳の写し等口座情報が分かる書類
✓□ 過去にこの事業を利用している場合は、その時に雇用した労働者の現
 在の勤務実態が分かるもの

※R3.8.18時点の情報です。
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　大津商工会議所（大津物産振興支援事業実行委員会）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、県内
外への販路拡大支援を行っています。つきましては、2022年認定商品
を募集しますので、ぜひご応募ください 。

大津百町百福物語とは http://otsu-hyakufuku.jp/

「大津百町百福物語」ブランド2022年認定商品の募集が始まります！
お お つ ひゃくちょう ひゃくふく ものがたり

かつて百町と称された地域に関する物産品や様々な資源（素材・歴史・文化・技術）を活用し成長が期待
できる商品を中心に、大津の賑わいに貢献できる可能性の高い商品を支援し、かつての百町の賑わいを
市民の誇りとして次世代につなげつつ、産業振興に貢献することを目的とします。

■ 申請・問合せ先：

■ 上記条件を満たさないときは申請を受理しない場合がございます。ご承知おきください。
大津商工会議所（西村・石川）
〒520-0806　大津市打出浜2-1コラボしが21 9階
TEL.077-511-1500　FAX.077-526-0795　メール：sodansho@otsucci.or.jp

１．申請期間　令和3年９月1日（水）～９月30日（木）

２．申請方法　募集要項を確認の上、所定の認定申請書を添付書類とともにメール送付・郵送または窓口に
　　　　　　ご持参下さい。募集要項・認定申請書は下記「大津百町百福物語」ホームページからダウンロードして下さい。

7．日　程　　申請書提出期限（9月30日）➡審査会（10月下旬予定）➡認定起点（2022年1月1日）

8．申請・登録料　 ●申請料…無　　●登録料…1万円／年　今後変更になる可能性があります

5．申請対象商品　１事業所あたりの申請商品数は１品とし、以下のすべてに該当する必要があります。
①かつて百町と称された地域（以下、対象地域と略す）の特産品ならびに様々な資源（素材・歴史・文化・技
術）を活用した商品を中心に、大津の賑わいに貢献できる可能性の高い商品で、他地域の商品に負けな
い特徴、品質を有する食品および民工芸品等。

②市場への安定供給が可能で、かつ安全、安心な商品で申請時に商品化され、流通している消費財（一般消
費者が購入できるもの）であること。

③多くの消費者に受け入れられる品質を有する自社商品であること。
④安心、安全な商品であること。
⑤関係法令に準拠し、かつ違反していない商品であること。
⑥他の特許品または登録品の模倣品ではないこと。
なお、１事業所あたりの通算認定商品数の上限は３品とする。

6．選考基準　下記 「大津百町百福物語」ホームページにてご確認ください。

①大津市内に活動拠点を持つ事業所（団体）
②事業目的を理解し、主催者とともに持続的なブランド推進活動ができる事業所（団体）
③申請事業所（団体）は市・県税に未納がないこと。

4．申請資格

【必須】①認定申請書　②申請商品の写真データ　③申請商品のカタログ等、商品概要がわかるもの
④申請商品にかかる必要な営業許可、販売許可等の写し

【任意】①会社や申請商品、代表者に関する紹介記事（新聞、雑誌、書籍等の写し）
②申請商品に特許権、商標権等を取得している場合はその写し

３.提出書類

・ 認定商品プレスリリース
・ HPによる情報発信
・ 認定商品パンフレットによる情報発信
・ 認定シール／認定盾による訴求
・ 宿泊施設／平和堂／大津駅観光案内所等での常設販売

・ 近鉄百貨店等での催事販売
・ 各種イベント会場での販売
・ 各種会議の手土産品として買い上げ
・ 大規模展示会の出展ブース提供　　等

販路拡大支援の実績

厚生労働省ホームページ
特定求職者雇用開発助成金（生涯現役コース） 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（その２） 

65歳以上を採用する事業主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。

《特定求職者雇用開発助成金》
●生涯現役コース
【概要】
　 雇入れ日の満年齢が６５歳以上の離職者をハローワーク等の
紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者
（雇用保険の高年齢被保険者）として雇い入れる事業主に対して
助成されます。

【主な支給要件】
　⑴ ハローワークまたは民間の職業紹介事業者（※1）
　　 の紹介により雇い入れること。
　　※1 具体的には次の機関が該当します。
　　　①公共職業安定所（ハローワーク）
　　　②地方運輸局（船員として雇い入れる場合）
　　　③適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

　⑵  雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、１年以上雇用
することが確実であると認められること。

深刻な労働不足、高齢者の就労意欲の高まりに対応するため、
高齢者が能力・経験を活かして働ける環境整備をする事業主を支援する助成金です。

支給額： 対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、
下表の金額が、支給対象期（６か月）ごとに支給されます。

※（　）内は中小企業以外の企業に対する支給額です。

・ ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支
払った賃金額を上限とします。

問合せ先： ハローワーク（電話 077-522-3773）または滋賀県労働局（職
業安定部職業対策課助成金コーナー 電話 077-526-8686）

〈事業の概要〉
　当社は大正時代、現在の地に現代表取締役の祖父が“品川亭精肉店”を起業（創業百年）し、地域に密着した「お肉屋さん」として、現在
三代目が継承しています。店名も“近江牛品川亭”として現在に至ります。
　当社店舗は、滋賀県大津市の中心市街地にあり、店舗周辺は閑静な住宅地と、三井寺、大津港等の観光地にあります。滋賀県の特産物
“近江牛”を取り扱い、店頭において精肉並びに近江牛を使用したコロッケの小売販売を行っています。

〈大津商工会議所の支援内容〉
　当社の強みとする“近江牛ブランド”と自社ブランドの加工品商品を提供販売。また流通させることができるインターネットを活用し、
自宅で楽しんでもらうためにオンライン販売用に改良を加えて商品を再開発しました。並行してオンライン販売仕様に自社サイトをリ
ニューアルして、オンライン販売用商品や新たに開発した商品の販売を行うことで新たな売上獲得を図るため、小規模事業者持続化補
助金等のご支援をさせていただきました。
　また、新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業（滋賀県補助金）の情報提供を行い、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設備の導入支援をさせていただきました。

〈事業者からの声〉
　お土産品やお取り寄せ商品として、これまでの顧客のみならず、新規顧客開拓を図りたいと考えていた時に、商工会議所の職員の方
から補助金の助言が決め手になりました。 
　補助金が無くても実施していたかもしれませんが、補助金の制度を教えていただき、私の背中をグッと押してもらった事は間違い無い
です。商工会議所を利用させていただき、相談やアドバイス、ご支援は大変心強く会費以上のものだと思います。
　商工会議所は商売をしている人にとっては、なくてはならない存在だと思います。有効に活用すれば、自身の商売のメリットに本当に
繋がると思います。

事業所名／株式会社　品川
業 種／食肉小売業
住 所／大津市浜大津３-５-２３

代表者／遠藤 清美
URL：https://www.shinagawatei.com/

補助金の申請支援を含めた補助金の申請支援を含めた
さまざまな経営支援さまざまな経営支援

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

新商品：『近江牛の西京焼き棒寿司』
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日本料理の伝統を継承しながら新たな挑戦も
つねに技を磨き、顧客満足を追求

企業Data

キラリ！
vol.

41 湖都の商い人

くし屋敷
有限会社グロウジャパンフード
代表取締役

小川 勝義氏

ふぐや鱧、近江牛など多彩なメニューを提供

　大津市内の日本料理店で11年間修業した小川勝義さん
は、平成7年にくし屋敷を開業しました。
　生簀の魚を捌く新鮮な魚介類の串揚げがメインでした
が、「お造りが食べたい」「ふぐもやってほしい」といったお客
様からのさまざまな要望に応えようと、ふぐの調理免許を
取得したり、鱧やうなぎ、近江牛、近江鴨などをメニューに
加えるなどして、さまざまな和食が提供できる料理店に成
長してきました。
　店内の改装も何度か行っていますが、コロナの影響で宴
会需要が激減したため、昨年秋には宴会場のあった２階を
リニューアルして、６席の寿司コーナー『すし屋敷』と、焼
き肉や焼きふぐが楽しめる『やき屋敷』に改装、換気対策に
も配慮した改装を行いました。
　寿司コーナーは東京で修業をされていた息子さんが
戻ってきて担当することになり、ゆったりと安心して食事が
できるとお客様からも喜ばれています。

清和四條流の高弟師範として神前で包丁式を奉納

　包丁技術を研鑽しようと、小川さんが入門した日本包丁

道清和四條流は、素材に手を触れずに庖丁と箸だけで魚を
捌き、神に奉納する日本古来の包丁式で、高弟師範となっ
た今でも毎月２回近江神宮で稽古を行っています。毎年近
江神宮や日吉大社で包丁式を奉納するほか、平成29年に
は伊勢神宮外宮でも奉納を行いました。
　また、第28回技能グランプリの日本料理部門滋賀県代
表にも選出されたほか、第18回全国利き酒選手権大会で
準優勝に輝いたこともあります。「利き酒選手権に出たの
は、いろいろ勉強して美味しい地酒をもっとお客様に飲ん
でいただきたかったから」と言う小川さん。「お客様に喜ん
でいただきたい」という想いが、新しいチャレンジのモチ
ベーションになっています。
　調理師会や日本調理技能士会の理事を務め、後進の育
成にも熱心に取り組み、お店でも若い料理人を預かって、
技術を修得したら他店に紹介したり、独立を支援したりし
ています。日本料理の文化をしっかり守りながら、できるだ
け地元の食材を使い、廃棄やロスも最低限に抑えるなど、
SDGsを意識した経営を心がけたいと語る小川さん。私生
活では大の野球ファンで、監督兼ピッチャーとして草野球
チーム“クッシーズ”を率いて、早朝野球大会などで活躍し
ています。

代表 小川 勝義 住所 〒520-0043　大津市中央２丁目２-９ 
TEL 077-527-1001
HP https://kushiyashiki-otsu.com

２階には「すし屋敷」「やき屋敷」を昨秋オープン 皮の柔らかい青鰻を巧みに薄切りした「うなぎしゃぶしゃぶ」「饗宴祭　包丁式」にて熟饌料理奉納を務める
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ないかと思います。
　今後も、別々に何かするのではなく周辺の商店街と連携
しながら、なんとか魅力を発信していく方法を模索してい
きたいと考えています。

家の前の道路や琵琶湖が遊び場に
　千石鮓は祖父が戦後間もなく開業したもので、当時は同
じ長屋で家具屋さん、うどん屋さん、ラジオ屋さんが商売
をしていて、通りの向いは八百屋さんがありました。私が
子供の頃は、結婚式や法事の折詰に寿司を入れることが多
く、近隣の料理屋さんや仕出し屋さんに寿司を納めていま
した。また、祭りともなると、各家庭からのたくさんの注文
に応えるため、家族総出で作って配達していました。
　今の図書館の前の通りをボンネットバスが走っていて、
バスに乗って長等公園へ遊びに行ったものです。また、道
路で野球のまねごとをしたり、浜へ行ってコイやフナを釣っ
て遊んだりもしました。釣りをしていると、京阪レークセン
ターから水上飛行機が発着するのが見えましたが、乗った
ことはありませんでした。中学生の時にはびわこ大博覧会
があり、360度の映像が映し出されるシアターなど、当時とし
ては最先端の技術を活かした展示が印象に残っています。
　あの頃の浜大津は湖西方面から電車に乗って買い物な
どに訪れる人が多く、たいへん活気に満ちていました。そ
の後、子どもが生まれてからは、当時たくさんの人で賑わっ
ていたナカマチ商店街の夜市へ一緒に出かけて楽しんだ
のも思い出です。

大津市の祭りや他の商店街のイベントに協賛
　大学生の頃には父の手伝いをしながら寿司の調理法を
覚え、卒業後はそのまま自然に家業を継ぐことになりました。
　20年ほど前、浜大津商店街振興組合の前の理事長が退
任されたのを期に、理事全員を若手に入れ替えることにな
り、理事長を拝命しました。理事の多くは大津商工会議所
青年部やJCで一緒だった気心の知れたメンバーで、そうい
う意味では和気あいあいとやってきましたが、反面、組織と
してまとめていくにはいろいろ難しいこともありました。
　浜大津商店街のエリアは「通り」ではなく「ブロック」に
なっているうえ、飲食店や小売店が少ないため、独自のイ
ベントを企画するのが難しく、大津市が主催する祭りやイ
ベントなどに出店したり、他の商店街のイベントに協賛する
という形で活動に取り組んできました。
　近年は商売をやめてしまうところもあり、かつてのような
賑わいがなくなってしまいましたが、県外から大津を訪れ
た人がインターネットなどで当店を見つけて注文していた
だくようになりました。大津百町の雰囲気や風情あるたた
ずまいの店舗など、旅行で来られた方には喜ばれるのでは

八森 茂樹さん今回の語り手　千石鮓

思い出に残るボンネットバスや水上飛行機、夜市のにぎわい

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

昭和３４年　滋賀県庁裏交差点を走るボンネットバス

昭和41年にオープンしたレジャー施設、京阪レークセンターの大噴水。現在の琵琶湖ホ
テルの位置にあり、レストハウスや琵琶湖を望むパノラマプール、ボウリング場もあった。

昭和36年から昭和47年まで営業していた水上飛行機。浜大津を起点に、「ひえい」と
「ひら」の２基の飛行機が琵琶湖や京都などの遊覧飛行を行なっていた。

昭和50年代後半の菱屋町商店街
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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！～

７月例会
画面でつながる交流会
～Zoomで飲んだっていいんじゃない～

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/

ＹＥＧインフォメーション
■9月例会のご案内
ビリギャル流 不可能を可能に変える5つのルール
講師　小林　さやか氏

開催日時 令和3年9月15日（水）　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

　映画や書籍となっている「ビリギャル」の実在モデルである
小林さやか氏をお呼びし、ご自身の経験から学んだ「不可能を
可能に変える5つのルール」をテーマにご講演いただきます。
難しい状況でもチャレンジしていこうと少しでも前向きなマイ
ンドを学ぶことで自事業でのチャレンジや難局を乗り越える思
考を吸収していただきます。

　新型コロナウイルスが猛威をふるい、委員会活動や例会のリアル
開催が許されない状況下、会員間の親睦を深めることを目的とした交
流例会を企画しました。
　既に大津YEGでの活動では馴染みとなったZoomを使用し、初の
完全オンライン交流会となりました。
　慣れないメンバーにとっては特に参加するのが難しいオンラインの
性質を考え、ブレイクアウトルーム機能で少人数のグループ分けを行
い、全員が必ず発言できる時間を確保できるよう紙ペンゲームや自己
PRタイムを設けました。
　また、営業時間の都合上普段の活動に参加しにくい飲食店等についても、コロナ禍での支援を兼ねた取り組みを実施。
会員店舗へ参加を募り、メンバーの株式会社offton伊藤典央君にテイクアウトマップの作成を依頼しました。今後も大津
YEGホームページやフェイスブックに掲載できる素晴らしいマップが出来上がり大変感謝しております。
　「久しぶりに皆と話したり飲んだりできて楽しかった」「テイクアウトしに行ったら〇〇君と会った」「持ち帰りメニューも変
わらず美味しかった」等、沢山の嬉しいお声をいただきました。同時に、「楽しかったけど、やっぱり会いたいなぁ」というお声
を聞くと、コロナウイルスの収束を願うばかりです。
　新入会員や入会予定者の方もご参加くださり、改めてメンバーの考え方や仕事に対する想いを共有する貴重な機会とな
りました。この例会を通して、大津YEGでの活動に積極的なメンバーが増え、更なる組織活性化、ひいては地域の活性化に
繋がれば幸いです。
　全面オンライン交流という初の試みにお忙しい中ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。また、組織拡充
委員会の皆様、ご参加いただいた飲食店、販売店の皆様、事務局の皆様には多大なお力添えをいただき、心より感謝申し
上げます。本当に有難うございました。
 組織拡充委員会　委員長　富田　倫枝
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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

会員
紹介 税理士として、時代を超えて

　税理士となって、早20年。企業名である「りたっくす」は、仏教の理念である「利他（他人に利益を
与えること。人々に功徳、利益を施して救済すること）」から命名しました。
　税理士として企業の経営課題と向き合うたびに、経済発展を助長する物質至上主義に戸惑いを
感じてきました。未熟さと迷いを払拭するため、7年前からは仏教学を学び、仏教の精神の中に企業
成長と幸福論との接点を求めて参りました。
　仏教は、時代を超えて色あせることなく、人生の意味を示しています。
　仏教経済学において、豊かさとは「ともに生かされていることに喜びを感じ、幸福を享受できるも
の」と、意義付けられます。
　どの仕事も、豊かさを担う社会的責任があります。ただしそれは、「自利（功徳、利益を自分ひとり
で受け取ること）」に留まることなく、世の為人の為に、自らの持てる能力を提供し、その対価を受け
取る「正しい利益追求」でなければなりません。
　税理士としては、クライアントのため、企業のため、ひいては地域社会の幸福のために、尽力する
ことが社会的命題である、と訓示を授かったように思われました。
　現在、疫病によって世界経済は混乱し、既存の価値観は大きく変動しています。経済は停滞を余
儀なくされ、企業の真価が問われている時でもあります。
　この苦境を学びとし、物質至上主義の考えを改め、真の豊かさを追求することこそ、現代を生き
る私たちの命題ではないかと考える次第です。
　今こそ助け合いの精神をもって、それぞれの仕事に私心なく従事していくことこそ、この先の幸
福な社会の実現させることであると愚考いたします。
　私たち「りたっくす」は、税理士事務所として、今後とも真に豊かな社会の継続的繁栄のため、皆様
のお手伝いをさせていただく所存です。
　利他の精神をもって、ともにこの困難を乗り越えていきたいです。

税理士法人 りたっくす
代表 二反田 秀子さん

税理士法人 りたっくす
〒520-0832　滋賀県大津市粟津町２-４９　オプト石山６Ｆ

TEL：077-531-1209　FAX：077-531-1229
ＨＰ https://rita-x.tkcnf.com/

コロナ禍のピンチをチャンスに！コロナ禍のピンチをチャンスに！
～頑張る女性会メンバーを訪問～ Vol.1

今回は、女性会メンバーでビジネスホテルを経営されていた馬場幸枝さん
が7月に飲食店をオープンされたとお聞きして、お店を取材してきました。

オープンのきっかけはなんですか？
　３年ほど前に日野川ダム湖のすぐ横の料理屋が廃業されたので買い取っておりました。今年の春に鮮魚卸の社長
様と訪れた時に「この場所でうなぎ料理店を出したら？」とのお話がきっかけで「うなぎ屋は夏にOPEＮしないと！」と
いうことになり、急に主人と一緒に準備をはじめ開業にこぎつけました。

お店のおすすめを教えてください！
　うなぎは素人には焼けません。幸い、鮮魚卸の社長様から職人さんを出向という形で来ていただき、毎日、新鮮な
うなぎを本格炭火焼きでお出ししております。
　また、お店から眺めは、春には桜、夏は新緑と季節を通じて色とりどりの景色が楽しめますし、日野は歴史ある街
並みや日野城址など、見どころも多いので、観光と一緒に食事を楽しんでいただけると思います。

読者へのメッセージをお願いします
　ホテル業とは無縁の業種を短期間で開業できたのは、店の構想からお力添えいただいた方々、補助金申請でお
世話になった大津商工会議所や診断士など多くの方々のおかげだと思っております。
　これからは、ゆっくりとではありますが、地域に愛される店に育てていきたいと思っております。どうぞよろしくお
願いいたします。

女性会会員／馬場幸枝さん　　　事業所名／うなぎ本丸
住所／蒲生郡日野町西大路２８７０-１　　　電話／0748-34-3355

取材ご協力ありがとうございました！

うなぎ本丸　馬場幸枝さん（写真中央）
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福利厚生制度にご活用いただけます

ガン入院一時金・ガン先進医療一時金
6大生活習慣病入院一時金

業務上・業務外を問わず
24時間保障

1年更新で医師の
診査なし

剰余金があれば
配当金も！

商工会議所独自の
給付制度も

！健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

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。

［お問合せ先］

〒520-0806　大津市打出浜2番1号
　　　　　　　　　コラボしが21 9階
ＴＥＬ　077-511-1500　ＦＡＸ 077-526-0795

〒108-8020　東京都港区白金1-17-3
ＴＥＬ　03-6737-7777（代表）

［定期保険（団体型）引受保険会社］

〒604-0845　京都市中京区烏丸通御池上ル
　二条殿町538番地 ヤサカ烏丸御池ビル3階
　TEL 075-229-6117 FAX 075-255-1130

会員事業所のみなさまへ

おおつびわっこ共済
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 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）

ご加入
のおすすめ

＊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 定期保険（団体型）

ご 留 意
ください

大津商工会議所独自の見舞金等の給付制度と同商工会議所がアクサ生命保険株式
会社と締結した定期保険（団体型）＊を組み合わせた保障プラン名称がおおつびわっこ
共済です。それぞれを個別にご加入いただくことはできません。

アクサ生命保険株式会社 京都営業所

アクサ生命保険株式会社

［取扱店］

9月の会議所行事予定
9/ 7（火）　総務委員会正副委員長会議
9/15（水）　青年部9月例会
9/22（水）　正副会頭会議
9/28（火）　工業部会　ITCセミナー
9/29（水）　人権研修　 知っておきたい契約と　

取引の基礎知識

会議所の動き
【事前告知】

―大津商工会議所人権研修―
WEBセミナー

「知っておきたい契約と取引の基礎知識」
～トラブルを起こさないために～

日　時：２０２１年９月２9日(水)
１４時～１５時３０分

講　師：北大津きぼう法律事務所 弁護士　平塚　崇 氏
対　象：大津商工会議所会員事業所
受講料：無料
共　催：大津市消費生活センター
内　容： 事業所、また消費者の立場から見た契約や取引 

について、改正された法律内容等の説明のほか
トラブル事例も照会しながら、説明いたします。  

※ 会員事業所には、あらためて研修会の案内をさせてい
ただきます。ぜひ、ご参加ください。
 
お問い合わせ：大津商工会議所　企画総務部

TEL 077-511-1500

大津商工会議所配信メールマガジンを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？読んでみませんか？

登録料無料隔週水曜日 配信中 ！
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 ■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

　当所では、職員一斉のお昼休み(窓口業務一時休業)を実
施しております。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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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

【会社概要】

株式会社 ゑびす企画

YouTube

山﨑泰佑
〈業　　 種〉 デザイン制作販売
〈連  絡  先〉 ebisu-kikaku1216@jade.plala.or.jp

　2004年に誕生した大津絵まんがも今年で17年になります。60種類
以上の大津絵をアレンジし、新しい大津絵も増やし、ポストカードや手
ぬぐいなどのグッズ販売もしてきました。大津百町百福物語というブラ
ンドにも選ばれました。
　しかし、もっと全国・全世界に滋賀県大津市を発信し、アピールしてい
く為に大津絵の鬼をモチーフに生み出したのが「おさんぽ.おにぼうや」
です。最初は飛び出し注意の為に作った看板でした。もっと行動的に大
津絵まんがや地域の良さを発信するために看板とラジコンを合体させ、
素晴らしい風景をバックに走らせその動画をYou Tubeで紹介していく

チャンネルを開設致しました。
　まだまだこれからですが、もっ
とたくさんの紹介動画をアップし
ていき、世界中の人達に滋賀県
大津市を知っていただくきっかけ
となれるよう精進致します。是非
皆様ご覧下さい。

You Tubeチャンネル
「おさんぽ.おにぼうやチャンネル」
You Tubeチャンネル
「おさんぽ.おにぼうやチャンネル」

 
新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

8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

㈱ＯＢＩ　ＯＮＥ 藤 嵜　 良 太 大津市南郷１－２－１２ ハウスクリーニング、運送、
建築美装

建築美装、ハウスクリーニング、あく洗いを行っております。
よろしくお願い致します。

㈱三仁　ラーメン藤
和邇店 三 山　 貞 仁 大津市和邇南浜７－２ ラーメンを中心とした

豊富なメニューをそろえた飲食店
大津市和邇で４０年、地元から遠方のお客様まで
当店のラーメンの味を求めてお越しいただいております。

皿そば　渚庵 河 合　 進 一 大津市におの浜4－4－16 飲食業 皿そば、鯖寿司で頑張ってます。
ぜひ一度、ご来店ください。

㈱白崎工務店 白 崎　 博 之 大津市大平２丁目2－16
コリーヌⅡ番館1Ｆ 建設業 新築・リフォームの建築一式工事を行っております。

どうぞよろしくお願いします。

㈱ｂｒｉｓｔａ 高 橋　 瑞 季 草津市野路９丁目7－49－1 女性向け　洋服レンタル事業 ワンピースとジャケットをレンタルしています。
SDGｓに関わる取組を強化予定です。よろしくお願いします。

八真道 北 村　 周 一 大津市馬場1－11－10 ラーメン・飲食業 大津で生まれ育ち平野小打出中学出身です。北村周一です。
よろしくお願い致します。

㈱どこでも介護 大 西　 友 子
大津市瀬田大江町横谷1－5
龍谷エクステションセンター
(REC)レンタルラボ317号室

高齢者・障がい者向け
介護旅行会社

高齢者の外出サポートをしています。オーダーメイドの旅で
介護のプロがお手伝いさせて頂きます。

串揚げ三味ｈｏｎｏｂｏｎｏ 嶽 山　 守　 大津市末広町8－16 串揚げコース専門店 ごちそう串揚げコース　ぜひ一度お楽しみください。
お待ちしております。

大津市民会館・大津公民館 隠 岐　 茂 大津市島の関１４－１ 大津市民会館・大津公民館の
管理運営

令和３年４月より事業所の指定管理者となりました
(株)ケイミックスパブリックビジネス　です。

Pure＠ 岡 部　 旬 子 大津市中央２丁目4－11－2F エステサロン 脱毛サロンを経営しております。業務用脱毛器販売も営んで
おります。男性・女性と分けて２店舗出店してます。

社労士オフィスSATO 佐 藤　 淳 子 野洲市大畑13－5
社会保険労務士
企業内ワークショップ・就労支援・
起業支援・コミュニティ支援

社会保険労務士業務を中心に幅広く活動しております。
どうぞよろしくお願い致します。


