PARTNER INFORMATION

つながり広がる、大津商工会議所の会員企業をご紹介！
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洋服サイズダウン☆
30〜40 代からのパーソナルトレーニングで劇的ボディメイク♪

社会保険労務士業務を始め、
ハラスメント防止のための取り

初心者でも通える広々とした空間のプライベートジム♪ ダイエット
やボディメイクに関心のある方や健康維持の為に運動をしたい方を
しっかりサポート◎ 体の悩みは1人で悩まず、プロのトレーナーにご
相談を！ 夜22時まで開いているのでお仕事終わりの方も通いやすい
ジムです。

組みから、実際に起こってしまっ
たときの対応まで、また、企業様
向けの社内ワークショップを得
意としています。

り組んでいますので、ちょっとし
た掛け違いによるトラブルを最小限にし、従業員の皆さまの
能力をより引き出したい！と思われましたら、ぜひお気軽に
ご相談ください。

社労士オフィスSATO

West Coast（ウェストコースト）

代表

社会保険労務士

佐藤

淳子

草津市川原3丁目1-31（新規オフィス開設予定）
080‐3136‐6824

大津市本堅田3丁目18‐14 永勘テナント参番館 2N号室
営業時間／ 10：00〜22：00（完全予約制）

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
9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

居酒屋さく

山 口

由 利

大津市唐崎３丁目1-31 2F

居酒屋

唐崎駅前で串カツメインの居酒屋です。
一品料理も日替わりで用意しています。

mizuno camper BASE
富川

水 野

晃 男

大津市大石富川１丁目坊川原
309

キャンプ場

mi z uno ̲ c a mp er b a s e̲ t o mi k a wa
よろしくお願 いします。

ご加入ありがとうございました

「オンライン相談」 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
をご利用ください

無料

経営相談等が受けられるサービスを行っております。

■ 相談日 平日9：00〜17：00

■ 相談時間 最大60 分間 ※事前予約制

相談料は
、 ■ 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。
経営指導員が
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。
ご相談に応じます。
•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。

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

Topic P.11
vol.

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
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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

！
キラリ
湖都の商い人

滋賀硝子株式会社

今 月の誌 面

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）

長引く新型コロナウイルス感染拡大

ないとの想いで日々の業務に取

876 号
まん延防止等重点措置・緊急事態宣言により
影響を受けた事業者に対する支援金・協力金

経営者の皆さまにも従業員の
皆さまにも、一人で悩んでほしく

大津商工会議所報

街 に ︑あ な た に役 立つ 情 報 誌

堅 田 の プ ラ イベ ー トジム

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

大津市に対する要望書の提出
人間関係構築コミュニケーション術／「薬機法」個別相談会
Withコロナ時代の販売戦略講座

専門家ワンポイントアドバイス ................................................... 10

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます！

あの頃の大津.......................................................................... 12

のどかな駅前通りが、
にぎわいの“ときめき坂”に

特集

地域活性Project@大津

まん延防止等重点措置および緊急事態宣言により
影響を受けた事業者に対する支援金等について
滋賀県では、
まん延防止等重点措置の適用および緊急事態宣言の発出を
受け、飲食店等や飲食店以外の施設に対して、営業時間の短縮要請等が講じ
られました。これを受けて要件を満たした事業者を対象に、協力金の給付が
行われています。また、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け
売上が減少している中小企業等・個人事業主に対して、国や県から支援金の
給付も行われています。今回の特集では、その概要についてご紹介します。
（※R3.9.15時点の情報です。）

１．
月次支援金（国）
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。

ISHIYAMADERA
TEMPLE

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

鬼三味線
おに

じゃ

み

せん

「鬼 三 味 線」は鬼 が 登 場する大 津 絵で
「鬼の寒念仏」に次いで有名な画題です。
本来は鬼の案外粋な姿も面白かろうとい
う意図のものだったかもしれませんが、
江戸の中期頃から心学者によって、戒め
の道歌が添えられるようになりました。
表紙提供：大津絵の店
「目には酒 耳にはやさしき三味 の 音
に ひかれてさらに鬼と思はず」
酒や遊興の類は、鬼に喰われるように身を滅ぼすという教えにこと
寄せ、すべて人間の惰情をいましめたものです。
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給付要件：
次の二つを満たす中小法人・個人事業者等
対象月の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」
または
「外出自粛等」
の影響を受けていること
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：
2019年または2020年の
基準月の売上
中小法人等
個人事業者等

−

2021年の
対象月の売上

上限20万円／月
上限10万円／月

※滋賀県では、
新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置
の適用
（8/8〜8/26）
および緊急事態宣言の発出
（8/27〜
9/30）
がありますので、
次の点にご留意ください。

「協力金」
との重複受給はできません。
「滋賀県事業継続支援金」
との重複受給ができます。
「酒類販売事業者に対する支援金」
との重複受給がで
きます。
申請期間：
8月分：2021年 9月1日〜10月31日
9月分：2021年10月1日〜11月30日

詳しくはホームページにてご確認ください。
経済産業省ホームページ
申請手順：
①アカウントの申請・登録
電子申請のみとなります。申請ＩＤを取得してください。
↓
②登録確認機関による
「事前確認」
を実施
不正受給や誤って受給することの対応として、形式的
な確認を行います。
会員事業者のみなさまは、大津商工会議所中小企業振
興部
（TEL 077-511-1500）
へ事前にご連絡ください。
なお、事前確認のお申出は次の期日までにお願いし
ます。
8月分：2021年10月26日
（火）
まで
9月分：2021年11月25日
（木）
まで
※既に一時支援金を受給されている事業者は、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。

↓
③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）
へお問い合わせください。

※原則、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間です。

２．
滋賀県緊急事態措置に係る協力金（第2期）
（第3期）
滋賀県では緊急事態宣言の発出を受け、緊急事態措置
に協力された飲食店等や飲食店以外の施設に対して、協
力金が給付されます。

問合せ先：
滋賀県時短協力金コールセンター（平日9：00〜17：00）
ＴＥＬ 0570-666-323
詳しくはホームページにてご確認ください。
滋賀県ホームページ
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要請期間

申請期間

第2期

令和3年8月27日
（金）
0時〜9月12日
（日）
24時

令和3年10月12日
（火）
（当日消印有効）
まで

第3期

令和3年9月13日
（月）
0時〜9月30日
（木）
24時

令和3年10月上旬受付開始予定

（１）
飲食店等に対する協力金
対象施設：
要請前において酒類の提供またはカラオケ設備提供
を行っていた飲食店等
要請前において夜20時から翌朝5時までの夜間時間
帯に営業を行っていた飲食店等
給付要件：
原則、要請の全期間において、休業または朝5時か
ら夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、
酒類の提供
（利用者による酒類の店内持ち込みを含
む。）
およびカラオケ設備提供を停止すること
業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策実施宣言
書を掲示し、
「もしサポ滋賀」
を導入していること

営業時間短縮等実施の掲示：
営業時間短縮等を実施していることを示すチラシま
たはそれと同様の内容が含まれたものを利用者にわ
かるように、店舗外側等見やすい場所に掲示してくだ
さい。
協力金の申請の際には、営業時間短縮等を実施して
いることを示すチラシまたはそれと同様の内容が含
まれたものを掲示しておくことが要件となります。

協力金の給付額等：
中小企業
（小規模事業者、個人事業主を含む）
は、
Ａ
（売上高方式）
・Ｂ
（売上高減少額方式）
いずれかの方法を選択
大企業は、
Ｂ
（売上高減少額方式）
による算定
算定方法

A

B

対象事業者

売上高方式

中小企業

売上高
減少額方式

前年度または前々年度の
売上高／日

（定休日を除く）

10万円以下

4万円（下限）

10万円超〜25万円以下

（千円未満切り上げ）
（1日の売上高の4割）

25万円超

10万円（上限）

−

前年度または前々年度からの
1日あたり売上高減少額×0.4

大企業

（中小企業も選択可）

協力金／日

4万円〜10万円

（上限20万円）

3．
滋賀県事業継続支援金（第2期）
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中
小企業等・個人事業主に対し、
支援金が支給されます。
対象者：
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内
中小企業等・個人事業主のうち、下記の要件のいずれか
にあてはまる方。
（ ※ただし2021年6月までに開業して
いること。）
国の
「月次支援金」
を2021年の7月または8月のいず
れかの月で受給した方
2021年7月 ま た は8月 の い ず れ か の 月 の 売 上 が
2020年または2019年の同月に比べて50％以上減
少した方
2021年7月と8月 の 売 上 の 合 計 が2020年 ま た は
2019年の7月と8月の売上の合計に比べて30％以上
減少した方
対象月：
7月〜8月

給付要件：
原則、時短要請の全期間において、朝5時から夜20時
まで
（※劇場、映画館等、集会施設等、展示施設等、ホ
テル・旅館の施設は夜21時まで）
の間に営業時間を短
縮すること
上記に加え、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類
提供等
（酒類の店内持ち込み含む。）
およびカラオケ
設備使用自粛等

営業時間短縮実施の掲示：
営業時間短縮を実施していることを示すチラシまたは
それと同様の内容が含まれたものを利用者にわかるよ
うに、
店舗外側等見やすい場所に掲示してください。
協力金の申請の際には、営業時間短縮もしくは休業
を実施していることを示すチラシまたはそれと同様
の内容が含まれたものを掲示しておくことが要件と
なります。

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の適用による酒類
の提供停止を伴う休業要請または営業時間短縮要請に応
じた飲食店との取引がある酒類販売事業者を支援するた
め、
国の月次支援金に上乗せして支援金が支給されます。
対象者：
酒類販売事業者
（酒類製造または酒類販売業の免許を有する者）

協力金／日
（定休日を除く）

運営事業者

時短営業した面積
1,000㎡ごとに20万円×短縮した時間／
本来の営業時間×日数（定休日を除く）

施設内の
テナント・
出店者
4
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支給金額：
次のAまたはBのいずれか小さい金額
（月単位で支給）

時短営業した面積
100㎡ごとに2万円×短縮した時間／
本来の営業時間×日数（定休日を除く）

問合せ先：
滋賀県営業時間短縮要請コールセンター
（平日9：00〜17：00） ＴＥＬ 077-528-1341
詳しくはホームページにてご確認ください。
滋賀県ホームページ
支給要件：
県内に本社または本店があること。
国の月次支援金の給付決定を受けていること。
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の適用による
酒類の提供停止を伴う休業要請または営業時間短縮
要請に応じた飲食店との取引があること。
月間売上額が前年
（前々年）
同月比で50％以上減少し
ていること。

支給金額／月

A

協力金の給付額等：
対象施設

支給金額：
中小企業等
20万円
個人事業主
10万円
※第2期の申請は1事業者につき1回限りです。
※
「協力金」
や
「滋賀県事業継続支援金
（第1期）
」
との
重複受給ができます。
※
「酒類販売事業者に対する支援金」
との重複受給が
できます。

4．
酒類販売事業者に対する支援金

（２）
飲食店以外の施設に対する協力金
対象施設：
要請前において夜20時から
（※運動施設、遊技施設、
博 物 館 等 の 施 設は夜21時から）翌 朝5時までの 夜 間
時間帯に営業を行っていた、建築物の床面積の合計が
1,000㎡超の商業施設等やイベント関連施設

詳しくはホームページにてご確認ください。
滋賀県ホームページ

申請期間、申請手続等：
９月中に申請受付開始予定となっています。

対象月：
8月および9月

食品衛生法の飲食店営業許可等を受けていないカラオケ店は、
一律2万円／日

問合せ先：
事業継続支援金コールセンター
TEL 0570-200-575（平日9：00〜17：00）

中小法人等

個人事業主

ア.月間売上額が、
前年（前々年）同月比で50％以上減少

上限20万円

上限10万円

イ.月間売上額が、
前年（前々年）同月比で70％以上減少

上限40万円

上限20万円

ウ.月間売上額が、
前年（前々年）同月比で90％以上減少

上限60万円

上限30万円

B

売上減少額から月次支援金の給付額を控除した額

※
「滋賀県事業継続支援金」
との重複受給ができます。
申請期間、申請手続等：
現在未定となっています。
申請にあたっては、最新情報をホームページなどにより必ずご確認いただき、詳細についてはそれぞれの問合せ先までお願いいたします。
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会議所TOPICS

会議所TOPICS

大津市に対する要望書の提出
大津市の将来、産業振興による地域の持続的な成長、安
心・安全・快適に住み続ける事のできるまちづくり、観光・ス
ポーツ・文化芸術によるまちの賑わいの創出などの観点か
ら、会員企業の意見を集約した令和4年度の大津市の予
算編成に係る要望書を8月25日
（水）
に佐藤市長、大津市
議会桐田議長に提出しました。また、今年度については新
型コロナウイルス感染症の長期化に伴う事業者への強力
な支援策について特に要望しました。コロナ禍の支援策に

加え、停滞する経済活動の回復を目指し、
アフターコロナ・
ウィズコロナに備える需要喚起について要望しました。当
日は、滋賀県がまん延防止等重点措置期間中に緊急事態
宣言を要請した日でもあり、
コロナウイルスのワクチン接
種の状況や長期化する新型コロナウイルス感染症の影響
が大きい飲食店・観光サービス事業者への支援策ついて
意見交換を行いました。

QRコードを読み取っていただくか、以下の①〜④を記入の上、
メールでお申し込みください。
①事業所名 ②受講者氏名 ③事業所住所 ④電話番号

要望事項（概要）
Ⅰ.コロナ禍の長期化に伴う強力な支援
１．
事業継続への支援強化について 継 続
（１）
コロナ禍の影響による税金の減免措置の継続と長
期的な猶予について
（２）
意欲の高い個人起業家の育成、支援について
２．
事業縮小や倒産の危機に瀕する観光関連産業の事業継
続に向けた施策について 継 続
３．
段階的な観光支援の展開について 新 規
４．
新しい生活様式による社会の再生に向けた取組みにつ
いて 新 規
（１）
飲食店認証制度
（
「みんなでつくる滋賀県安心・安全
店舗認証制度利用促進について」
）
（２）
アフターコロナに向けた対策の検討と準備について
５．
観光客の誘客に向けた強力な支援や情報発信の強化に
ついて 継 続
６．
大津湖岸なぎさ公園周辺全体の在り方検討について 新 規
７．
教育旅行生の受け入れ強化による観光需要の回復につ
いて 新 規
８．
公共事業における地元事業者への配慮について 継 続
９．
出生率の急減への対応について 新 規

Ⅱ.持続的な地域経済の発展を支える基盤整備について
〜産業振興による地域経済の持続的な成長〜
1．
脱炭素社会実現に向けた各種施策の推進について 新 規
Ⅲ.持続的な地域社会の発展を支える基盤整備について
〜安心・安全・快適に住み続けられるまちづくり〜
1．
大津市内のスーパーシティ構想の推進について 新 規
Ⅳ.地域活性化施策の推進について
〜観光・スポーツ・文化芸術によるまちの賑わい創出〜
1．
美術・文化ゾーンの創出と周辺の歴史文化施設の連動
について 新 規
2．
大津市
「歴史まちづくり計画」
の認定に伴う整備事業に
ついて 新 規
3．
観光資源発掘のための規制緩和について 新 規
※Ⅱ〜Ⅳの要望は新規事項のみ掲載しています。
詳しくは大津商工会議所ホームページをご覧
ください。

〜“うっかり” が 課 徴 金の対 象に？！〜

制 度 改 正に伴う専 門 家 派 遣 等 事 業

事業継続のために知っておきたい「薬機法」
個別相談会
2021年8月の薬機法改正により、医薬品などを取り巻く環境が大きく変化しました。
薬機法は医療品や美容化粧品だけでなく、それに関連する健康食品や雑貨まで幅広い商
品が規制の対象であり、製造や販売だけでなく、流通や広告までの流れを一貫して規制す
る法律です。
「チラシを作ったけど、この表記は問題ないの？」、
「どこまでが医薬品的表
現にあたるのかがわからない…」といったことでお困りの方、実務経験豊富な専門家がお
応えします。この機会にチェック・見直しをしてみませんか？
予約制となっておりますので、お早目にご予約の上、ご活用ください。

薬機法は幅広い商品が
規制の対象となります。
自社の広告物や、
実践している内容を一緒に
チェック・見直しします。
まずはお気軽にご相談
ください。

講師

WEB マーケティング薬事法コンサルタント
薬事法管理者/フリーライター

・自社広告物のチェックをしてほしい

定

・法改正で変化した点・注意するポイント

4名（先着順）

実施日時

※予約制

場

大津商工会議所（大津市打出浜２−１コラボしが21 ９Ｆ）

《ご相談内容の例》
・広告規制のポイントを知りたい

・課徴金制度の施行について

【お問合せ・お申込み先】
大津商工会議所

中小企業振興部

員
所

美濃 佳奈子 氏

受講料 無料

10月13日
（水）10：00〜16：00

☆Zoomによるオンライン相談も可能です！☆
以下の①〜⑦を記入の上、メールでお申し込みください。
①事業所名 ②参加者氏名 ③事業所住所 ④電話番号 ⑤相談内容
⑥希望時間帯（午前・午後） ⑦参加方法（現地・Zoom）

TEL.077‑511‑1500
（担当：田中裕・八田） E-mail：sodansho@otsucci.or.jp
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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

「経営課題を解決する！」
販路開拓の取組みに補助金が活用できます
〜小規模事業者持続化補助金【一般型】採択者の声〜
事 業 所 名／いも福亭
業

種／焼き芋販売
（移動販売店）

住

所／大津市桜野町

代 表 者／近藤

孝子

〈事業の概要〉

当社は、平成31年に開業し3年目を迎える焼き芋屋
（移動販売店）
です。主に、JR大津京駅周辺やJR石山駅の近隣の方々を中心に、

移動販売車を利用して事業を営んでいます。最近では、徐々に営業範囲を広げ、地域のスポーツ少年団のイベントやブランチ大津京内

で出店・販売し、地域に密着した事業を心がけています。

京都の畑で収穫したオリジナルの『京やきいも』
と石焼の焼き加減を工夫して、
とろとろの『とろやきいも』が人気商品です。

〈持続化補助金【一般型】
を活用した内容〉

〜新商品『冷やし焼き芋』開発・商業施設への出店による認知度向上〜

焼き芋は、秋冬の寒い時期に食べるイメージであり、夏場でも焼き芋の味を楽しめる
『冷やし焼き芋』の開発を行いました。7月の暑

い時期に皆さんに冷えた焼き芋の新食感を味わっていただけるように地域の大型商業施設内で出店し、販売しました。商業施設への出
店を周知するためにPR用のチラシを作成し配布しました。また、当日についても、
お客様に目立つように看板や幟で装飾を行うことで商

業施設に来られた方を集客しました。その結果、出店した2日間は、天気も良く、気温も高かったことから
『冷やし焼き芋』
は皆さんから好
評で、店名の認知度の向上を図ることに成功しました。

持続化補助金は、出店ＰＲ用のチラシや看板などの販促物や冷やし焼き芋用冷凍庫の購入に活用しました。

〈事業者からの声〉

開業し今年で3年目を迎えますが、地域内での認知度が低いことが当社の大きな課題でした。また、新型コロナウイルス感染症の影

響を受け、売上も減少している状況にありました。そのような中で
『冷やし焼き芋』の開発・販売を行った結果、寒い時期の秋冬以外に年

間通じてコンスタントに売上を確保することができました。また、大型商業施設への出店やPＲチラシ等で認知度をアップすることがで

き、経営課題を解決することができました。

大津商工会議所と一緒に経営計画書を作成することで、経営課題が明確になり、経営改善の道筋を導いていただきました。今後も何

か困った事があれば、
まず大津商工会議所に相談したいと思います。

検定試験のご案内

第159回日商簿記
◆試

験

日

2021年11月21日
（日）

◆試 験 開 始 時 間 ＜1･3級＞9：00〜 ＜2級＞13：30〜
◆試

験

会

場 コラボしが21（大津市打出浜２番１号）

◆受 験 料
（税込） 1級/7,850円 2級/4,720円 3級/2,850円
その他に受験票送料63円+ネット受付事務手数料550円が必要です。
◆申

込

方

法 ネット申込のみです。窓口・郵送申込はございません。

◆申

込

期

間

◆そ

の

他

◆お問い合わせ先

8

大津商工会議所報 もっと! みらい

10月号

2021年10月5日
（火）
〜2021年10月25日
（月）

※コンビニ決済・Pay-easy決済の方は2021年10月24日
（日）
まで

定員制のため、定員に達し次第、申込期間内でも申し込みを締め切る場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、検定試験の中止や申込受付期間等の日程変更・申
込人数の制限・会場変更等の事態が生じる場合がございます。試験中止となった場合は受験
料を返金いたします
（ネット受付事務手数料を除く）
。
最新情報は当所ホームページにてご確認ください。
2・3級ネット試験については、
日本商工会議所検定試験ホームページ
（https://www.kentei.ne.jp/33013）
をご確認ください。
大津商工会議所 検定試験担当
TEL 077‑511‑1500（平日9：00〜17：10）
e-mail gyomu@otsucci.or.jp
大津商工会議所報 もっと! みらい
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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！

滋賀硝子株式会社

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が
導入されます！

代表取締役社長

城

氏

令和５年１０月１日から導入される適格請求書等保存方式
（以下、
インボイス制度）
とは、事業者が商品の仕入
れや販売をする際の請求書や納品書の記載方法、発行・保存に関わるルールです。

vol.

さて、
インボイス制度が導入される理由とは何でしょう。これは、令和元年10月に施行された消費税増税に伴

42

い軽減税率が導入されたことで、
2つの消費税率が混在するようになったためです。標準税率10％と軽減税率
8％の税率が混在することで、商品の仕入れ・販売時の税額計算が複雑になったのも事実ですが、
インボイス制
度では、
これらの商品の税率と税額を明確に記載した、
適格請求書と呼ばれるインボイスを発行します。
これによ
り、
ミスや不正を防いで取引の透明性と正確な経理処理を行うのが目的です。
次にインボイス制度は、正確な適用税率や消費税額を明確にするだけでなく、仕入税額控除を受けるために
も必要です。仕入税額控除とは、消費税を二重に支払うことを避けるため、商品を販売する際に請求する消費
税額から、仕入れ等を行なった際に支払った消費税額を差し引くことができる制度です。インボイス制度導入後
には、インボイスを発行・

昭和33年創業の滋賀硝子株式会社。創業当初は建築用

調に業績を伸ばし、次第に自動車用ガラスの交換修理に特

ります。対象は売上高が
1,000万円を超える課税
は対象となりませんが、免
税事業者でも課税事業者

【出典：国税庁】

特集インボイス制度

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：税務会計、事業計画書の作成、スモールビジネスの支援、各種経営セミナー、原稿執筆）

※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。

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？

相談
無料

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

い」
と語ります。

さらに、古いモデルの車で困った時には定年退職した

OBを活用するなどしながら、
さまざまなニーズに応えてい

自動運転車などの高機能化に対応

さんは３代目で、建築業界でサ

ラリーマンをしていましたが平成８年に入社し、現場を経験

が可能です。

てうちのやり方を一から覚えてもらうような育て方をした

場ですが、同社の特徴は取引先に出向いて商品と施工を
代表取締役社長の城

ことでインボイスの交付

はどうしても仕事が雑になるため、経験のない人を採用し

きたいと考えています。

セットで販売することにあります。

を選択して登録・納税する

モットーにしています。数をこなす仕事の仕方を覚えた人

化していきました。

取引先の大半はディーラーや自動車修理工場、鈑金工

事業者です。免税事業者

国税庁ホームページ

商品と交換修理をセットで販売

を取り扱い始めると、
モータリゼーションの進展によって順

額控除を受ける要件とな

湖都の商い人

ていねいな施工にこだわる
自動車ガラスのプロショップ

のガラスを販売していましたが、創業者が自動車用ガラス

保 存 することが 仕 入 税

！
キラリ

最近は自動運転用のアンテナやレーダーが、ガラスに

埋め込まれた高機能の製品が多くなっています。昨年、ス

することからスタートしました。社長就任後は、本社を含む

タートした特定整備士制度は自動運転車の整備を見据え

置して、スピーディかつ的確に顧客対応が行えるようにし

は、
この資格が必要になります。

県内６拠点にガラスの交換修理ができるサービスマンを配

たほか、社員の評価シートを作って公平に人事評価を行え

たもので、自動運転車のフロントガラスを交換するために
特定整備士の資格を取得できるのは、自動車整備士か

るようにしました。

電装整備士、車体整備士の有資格者だけになることから、

かるうえ、
自動車のモデルがどんどん変わるため最新の知

決意し、
現在受験の準備に取り組んでいます。

課題は人を育てること。一人前になるには10年くらいか

識や技術がつねに求められます。また、古い車種の知識も

持っていなければ、あらゆるケースに対応することができ

ません。

城さん自ら電装整備士の資格試験にチャレンジすることを

今年、安曇川の店舗を堅田に新築移転したのは、整備に

必要な施設の要件を満たして認証工場にするためでした。
今後は社員に資格取得を奨励し、
すべての拠点を認証工場

城さんは人材採用について、同業他社で働いたことの

にすることで、
いわゆるB to Cとなる一般ユーザーの来店に

では速さを追求するのではなく、丁寧にミスのない施工を

らのカーライフの変化を見据えた展開を目指しています。

ある人より、業界未経験の人材にこだわっています。
「当社

もつなげるほか、
カーシェアの車にも対応するなど、
これか

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。

◎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。

【問い合わせ】大津商工会議所
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中小企業振興部

TEL.077‑511‑1500

E-mail：sodansho@otsucci.or.jp

滋賀硝子本社・大津店

企業Data

経験豊富な熟練の技術者が対応

代表

城

微細なキズもプロならではの特殊技術で
住所
TEL
HP

滋賀硝子

栗東店

〒520‑0803 大津市竜が丘1‑7
077‑522‑7122
https://www.shiga-glass.co.jp

大津商工会議所報 もっと! みらい
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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。

のどかな駅前通りが、にぎわいの ときめき坂 に
今回の語り手

株式会社HIRAIコーポレーション

遊び場の一つだった西武大津店
西武大津店がオープンしたのは私が４歳の頃。その後

ときめき坂 は県内で最もにぎわいのあるエリアの一つ

は着実に増えていますので、
これをプラス要因として商店

この商店街は商店以外に学校もあれば一般住宅もあり、

い課題もありますが、それを街の個性や魅力として、住ま

遊具やベンチなどを造っていたことを覚えています。

小さな頃の私は、膳所ハイツ建設前の工場跡地でザリガ

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！〜

［発行・編集］
会長：山元 智寛

テイクアウトマップを作成しました

街の方向性を皆で考えていきたいと思っています。

ときめき坂の中程には祖父の経営する建設会社の工場

［令和3年度スローガン］

大津商工会議所青年部

は非常に残念なことでしたが、周辺に移住して来られる方

もともと地元で生まれ住んで商売をしてきた人が少ないと

があり、
テニスコートや野球場などの施工をはじめ、公園の

青年部会報

平井 湖さん

になりましたが、子どもの頃はまだ商業施設も少なく、畑も
残っているようなのどかなまちでした。

大津商工会議所

あ きん ど
か わ ら 版

7月例会にて組織拡充委員会が中心となり、大津YEGメンバーの飲食店に働きか
け
『テイクアウトマップ』を作成しました。その中でも、スイーツ・パンを取り扱うメン
バーのお店に注目しました。県内での新型コロナウイルス感染症拡大の中、
テイクア
ウトマップを活用し、
おうち時間をお楽しみください。

いうちょっと特殊な事情があります。活性化に向けて難し
いは別地域という商売人の方にも、
「この街をもっと良くし

たい、
この街でずっと商売をしたい」
と思ってもらえるよう
なまちづくりを目指したいと思っています。

ニ釣りをしたり、自転車で山手の団地を走りまわったり、
２
歳上の兄たちと湖岸で魚釣りをしたり活発な子ども時代を

過ごし、中学生の頃には西武のホビーショップやゲームセ

ンターなどでよく遊んでいました。

若返りを図り魅力あるまちづくりを目指す
その後、時代とともに不動産賃貸業へ移行、工場跡地

にテナントビルを建設したり、古いアパートを複合ビルに
建て替えるなど街の活性化を図り、私が30歳のときに、突

然、将来私が事業を引き継ぐことを目的に、脱サラして実

家の会社へ来るよう要請され、それから宅地建物取引士や

西武大津店開店当時のイベントの様子（1976年頃） 1階に食品スーパーが入った複合ビル
左奥には旧㈱平井商会の工場が見える
（1982年頃）

マンション管理士の資格取得、
ＡＦＰの勉強をしました。

そして、商工会議所の青年部や膳所駅前商店街振興組

合の青年部に所属して、様々な活動に参加、多くの研鑽と
経験を積ませていただいたことで、視野と交友関係も広

げることができました。商工会議所青年部では、平成20年
度に滋賀県で主管した全国大会『びわ湖大津大会』を、力

を合わせて成功に収めたこと、
商店街では、
恒例事業だった

『膳所駅前まつり』を同世代の青年部員とともに盛り上げ
たことも楽しい記憶のひとつです。

その他、日本商工会議所青年部へも４年間出向し、全国

各地の仲間と貴重な経験をさせていただきました。その時

に知り合った仲間とのご縁を繋ぐことと、
『 商いありき』の

商工会議所青年部に所属していた
『意義』
を形にするため、

■10月例会のご案内

新たな法人会社を設立、居酒屋も経営するに至りました。

ＹＥＧインフォメーション

開催日時 令和3年10月15日
（金） 18：30〜20：30

間とご縁を繋ぎながら、大津に来られた時に立ち寄ってい

ただく場所ができたことは大きな財産です。

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

務めさせていただいておりますが、過去の経験値を活かし

参 加 費 無料

現在は、地元の商店街振興組合の理事長として２期目を

て今年から大幅な組織改革に挑み、
未来を見据えた基盤づ

くりと若返りを図りました。また昨年の西武大津店の閉店
大津商工会議所報 もっと! みらい
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➡

コロナ大不況後、日本は必ず復活する 〜高橋洋一氏に聞く、マネーリテラシー向上のための勉強会〜

店の設計施工から登記、仕入れルートの確立など全国の仲
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テイクアウトマップWEBページ

※一部を抜粋
1984年頃のときめき坂

経済学の第一人者であり、
2020年10月に開設したYouTubeでは、
チャンネル登録者数が50万人に迫る人気チャンネルの高橋洋一氏を
お招きし、
コロナ禍での世界経済・日本経済をどのように捉えているの
か、そして今後どのように変化していくと考えているのかを解説してい
ただきます。本例会は、大津商工会議所青年部の会員事業所の従業員
及び入会予定者のご参加も承っておりますので、積極的なご参加をお
待ちしております。

膳所駅前まつりの様子
（1997年）
大津商工会議所報 もっと! みらい
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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

会議所の動き
１０月 の 会 議 所 行 事 予 定
10/ 6（水） 〜相手も自分も大切にする〜
心地よい人間関係構築コミュケーション術

全国商工会議所女性会連合会 オンライン理事会に会長出席
８月１２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。
議題は、
①福島全国大会の開催方針
（案）
、
②女性会表彰
（案）
でした。
福島全国大会は、今年10月に予定されておりましたが、
新型コロナウイルス感染症の収束は見通せないため１年
程度延期し、本年度は日商・全商女性連が主体となり10
月22日に東京からオンライン形式で総会を実施すること
になりました。また、表彰案は全て承認されました。
大津の女性会の会員様には、10月のオンライン総会の
詳細が決まり次第、
ご案内をさせて頂きますのでよろしく
お願いいたします。

10/ 7（木） 青年部執行部会議
10/12
（火） 正副会頭会議

♥女性会会員募集中♥

10/20
（水） 常議員会
10/21
（木） 青年部役員会
10/24
（日） 第223回日商珠算・暗算検定試験

新型コロナウイルス感染症拡大の
影響に伴う対応について

事務所には、検温器やアルコール消毒液の設置などの対

手洗い・消毒を行い、咳エチケットにご配慮いただきま

すようお願い申し上げます。ご不便をおかけしますが、

ツの取り組みを進めており、今般、
「 第４回 ｅスポーツ大
学対抗戦」
を誘致することといたしました。地域や産業の
振興等にもつながるコンテンツとして盛り上げてまいりた
く、本企画へのご賛同・ご支援を賜りますよう、お願い申し
上げます。

プラチナ
冠呼称（1社のみ）、ロゴ掲出、CM放送、社名の副賞、PRブース出店
2,000,000円 会場内サンプリング、Tシャツロゴ掲出、のぼり掲出

シルバー
ロゴ掲出、CM放送、社名の副賞、会場内サンプリング
500,000円 Tシャツ
（スタッフのみ）
ロゴ掲出、のぼり掲出
ホームページへのロゴ掲出
（10,000円）
等

林

大貴

（9月1日付け 新規採用）

よろしくお願いします。

■料

※詳細なプラン等は同封の折込チラシをご覧ください。

大津市役所

中小企業振興部
地域振興課 主事

毎月１日発行の会報誌「大津商工会議所報 もっと！みら
い」に広告チラシを同封するサービスです。所報は約2000
社の会員企業等に配布しています。新商品・新製品・新サー
ビスのPR、各種セール等にぜひご利用ください。

ゴールド
ロゴ掲出、CM放送、社名の副賞、PRブース出店
1,000,000円 会場内サンプリング、Tシャツロゴ掲出、のぼり掲出

別

新入職員のご紹介

大津商工会議所報に
御社のチラシを同封しませんか？

ご協賛プラン

個

【窓口業務休業時間帯】12：00 〜 12：50

何卒ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

eスポーツ大学対抗戦ご協賛について
りを見せています。大津市においても、昨年からｅスポー

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上げます。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、当所

お電話、
メール等での対応をさせていただいております。

大津商工会議所HP

窓口業務休業時間のお知らせ

では、感染拡大防止のため、可能な限りオンライン相談、

関係機関からのお知らせ

近年、新しいスポーツのひとつ、
「ｅスポーツ」
が盛り上が

当所の会員事業者を対象に「大津商工会議所ホームページリ
ニューアル業務」に係る公募を実施します。参加を希望される
場合は、当所ホームページ（新着情報）に掲載している内容を
ご確認いただき、必要書類を提出してください。
受付締切日：令和3年10月14日
（木）17時
お問合せ先：大津商工会議所 企画総務部
TEL：077‑511‑1500
メール：somu@otsucci.or.jp

10/15
（金） 青年部10月例会

応策を講じておりますが、来所の際には、マスク着用、
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

大津商工会議所ホームページ
リニューアルに係る事業者募集

金

22,000円【税込・会員価格】

■ 申込期限 ご利用希望月の前月10日

市民部スポーツ課 （TEL：077‑528‑2637）

■ 納品期限 ご利用希望月の毎月25日
※サイズはA4、チラシの作成・印刷・持ち込みは申込事業所の
ご負担となります。
※ご利用いただく事業所には、別途チラシ折込サービス要領兼
お申込書を送付します。まずはご連絡ください。

お問合せ先：大津商工会議所 企画総務部
TEL：077‑511‑1500
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中小機構

こんなPRが有効

メリット

◆自社PR・事業内容の案内
◆セミナー等の案内
◆新商品・新製品の案内
◆企業向けのお役立ち情報
etc.

◆会議所報に同封するため
開封率が高い
◆PR効果が高い
◆発送コストが削減できる

お問合せ先：大津商工会議所 企画総務部
TEL：077‑511‑1500 メール：somu@otsucci.or.jp
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