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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！
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当店のオススメは、濃厚な最高級生ビール「マスターズ

本格的な季節の創作料理と、品揃え豊富な本格BARを

ドリーム」、ベルギーの爽やかなホワイトビール「ヒュー
ガルデンホワイト」、ベルギーが世界に誇るピルスナー「ス

ぜひご堪能ください。

テラアルトワ」ぜひお試しいただきたい 3 種類の樽生ビー
ルです。ほかにも各種ウイスキーや北海道内でほぼ消費
されてしまう珍しい限定日本酒・シードルもございます。
靴を脱いで、くつろぎながらお酒を楽しみませんか？

Butterfly Pea

〒520-0855
［Dining］
滋賀県大津市栄町13-11 17：00〜24：00（Food LO23：00）
JR石山駅より徒歩7分
［BAR］
駐車場あり
TEL：077-534-1034
19：00 〜深夜まで

大津市馬場1-4-31 T＆T第一ビル

TEL：077-510-0088

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
10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

大津市横木２丁目2 12

空調管工事

ビルや店舗、職場、病院などあらゆる場所に快適
空間をお届けします。

優 子

大津市桜野町２丁目5 12

飲食業

JR大津京駅近くで、ほそぼそと営業させていた
だいております。近くにお越しの際は是非お立ち
寄り下さい。

大 樹

大津市松原町12 13

不動産業

よろしくお願いいたします。

MOUTON
SEBASTIEN
PHLIPPE

大津市三井寺町５ ９

語学教室、翻訳、出張講師、観光ガイド、
イベントオーガナイズ

フランス語教室のプチフランスです。英語学習、
イベント開催、観光ガイドのお手伝いもしており
ます。

㈱林商会

林

大津市膳所平尾町847 4

遺品整理、孤独死特殊清掃、不用品回収、
不動産売買、相続手続き、
除菌/抗菌コーティング等

不安の無い社会を創造し続け、世界を変える。

㈱タマキ トラスト ブレイン

川 越

孝 司

大津市木下町１８−８

不動産業・建設業

住宅事業を通じて、健康と幸せ、安全と安心、安
らぎと心地よさをお届けできる住まいのサービ
スを提供します。

㈱ＧＩ
ＦＴｅｒ ミライク唐崎教室

西 原

ゆ い

大津市あかね町13-12

発達障害のある小学１年生〜高校３年生にたい
して「プログラミングに特化した療育」を方針
とした放課後等デイサービスを提供

湖西でIT療育の放課後等デイサービスをしてい
ます。プログラミング療育を通じて子供達一人
一人が自立出来る様支援する教室です。

㈱テック

坂 本

スナック ツインクル

若 本

㈱EPIC-ｄｅｓ
ｉ
ｇｎ oﬃce

小 林

Petite

France

拓

達 也

Topic P.10
vol.
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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。
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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

中山製茶有限会社

今 月の誌 面

ご加入ありがとうございました

さあ︑
いまこそ〝ＤＸ〟

膳 所 駅から徒 歩3 分 癒しのB a rで 希少なお酒を

時代の変化に合わせた、
どなたでも「行きやすいお店」となっています。

877 号
デジタルトランスフォーメーション
導入に向けてのステップを専門家が解説

味といやし空間にこだわり、
お食事だけでない心の満足を追求しつづけ22年。

街 に ︑あ な た に役 立つ 情 報 誌

「自分が行きたい店」をコンセプトに

大津商工会議所報

会議所TOPICS ........................................................................7

滋賀県事業継続支援金（第３期）
小規模事業者持続化補助金
食品表示法改正個別相談会

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

インボイス制度の登録申請はじまる！

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

買い物したり遊んだり、1日中楽しめた石山商店街

特集

DX

地域活性Project@大津

デジタルトランス
フォーメーション

とは？

〜さあ、いまこそ “DX” に取り組みましょう！〜
最近、ニュースや情報誌などで
「DX（デジタルトランス
フォーメーション）
」
に関する特集を目にする機会が増えて
きました。国では企業のデジタル化・DX化を進めるため、
様々な支援制度
（補助金・税制等）
が準備され、DXに関す
るセミナーや相談会も開催されています。
今回の特集では、専門家からDXの概要や取組の手順に
ついてご紹介いただきます。
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

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

鷹匠
たか

じょう

美男子と鷹の組み合わせが人気を
呼び、この 絵 も 種 類 の 多い図で す。
大津絵の場合はそのほとんどが、
素手に足袋 姿で実際 の鷹匠と比べ
てあまり現 実 的 な 描 写 ではありま
せん。
リアルさよりも、その華やかさ、格
好の良さを絵にしたというところで
しょう。

2

大津商工会議所報 もっと! みらい

11月号

岩崎硝子

『DX』はどの企業においても関心はあるし、検討もして
いるけれども、
「なかなか手がつけられていない」
や
「どう
やって取り組んでいけばいいか分からない」
といったお悩
みも多いと思います。
DXの導入に向けては
「段階」があります。今すぐにでも
始められるところから、順番に段階を踏んでデジタル化
を進めていくことで、その段階ごとに効果を獲得しながら、

「DX」
とは？ 〜DXの定義〜
●DXの定義
経済産業省では、DXを次のように定義しています。
『企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データ
とデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基
に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するととも
に、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を
変革し、競争上の優位性を確立すること』

企業を取り巻く
「ビジネス環境」
は、少子高齢化に伴
う労働力人口の減少により、効率化や生産性向上が必
要不可欠となる中、
「 デジタル技術」はインターネット・
スマホの普及から、様々なデータの収集・分析、あらゆ
るモノがインターネットにつながるIoT（Internet of
Things）
、さらにはAIなど、著しい“進化”を遂げており、
まさに
「激しい変化」
が起こっています。

表紙提供：大津絵の店

「デジタル化で自社の事業そのものを発展させる」
ところ
にまで、辿り着くことができます。
今回は、まず
「DXとは何か？」
をお伝えした上で、
「どのよ
うにDXを進めていくのか？」
を理解いただき、企業の皆さ
まが“いまこそ”DXに取り組んでいただけるようお役に立
てればと思います。

一方で顧客・消費者のニーズは益々多様化していっ
ており、
「 一人ひとり、それぞれの相手先」
に合わせた対
応が求められています。そのためには、一人ひとりの

様々な情報を把握して“顧客を知る”ための
「データ収
集・分析」が必要ですし、それら顧客と幅広く関わり、か
つその頻度を高めたり、
より長期にわたって関係を持続
する
「顧客接点の充実」
も必要になります。
そして、
この新型コロナウイルス感染症の影響によっ
て、
「オンライン」でのサービス提供から、
「テレワーク」
等の仕事のやり方に至るまで、社会全体でいかにして
「リモート」
に対応していけるかが、喫緊の課題となって
きました。
このような変化に対応していくためには、
「デジタル
技術」
を導入して、
これに対処していくことが不可欠にな
ります。
逆に言えば、
デジタル化を活用してこの変化に対応す
ることが、
「競争上の優位」
になるわけです。
さらには、
これまで人に頼っていたところ、
アナログな
やり方にとどまっていたところが、デジタル化によって
効率アップ・生産性アップの効果を生み出し、事業その
ものが発展していくことになるのです。
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関心は高いが、進まないDX 〜企業のDX調査〜

②デジタライゼーション

●企業におけるDX着手・推進の実施状況

次に
「②デジタライゼーション」
とは、
『 個別の業務、プ
ロセスのデジタル化』
になります。
これは、
発注書の送付や受注の承認、支払の決裁など
を、紙帳票でのやり取りではなく、メールやシステムを
使って処理したり、打合せや会議をWeb会議にして、遠
隔での参加やリモートでの商談等を行ったり、コロナ禍
での在宅勤務において自宅から社内のネット網やシス
テムに遠隔アクセスしたり、Web形式でのミーティン
グや職場同僚との会話をビジネスチャットでやり取りす
る等になります。

経済産業省が発行した「DXレポート2（2020年12
月）
」では、企業の95％がDXに未着手〜一部部門での
実施にとどまっている実態が明らかになりました。

このように、業務の従来までのアナログなやり方をデ

システム化

【出典

また、
弊社が実施した国内製造業への調査結果※では、
「デジタル技術
（IT）
を活用した業務効率化」
について、
・
「半数以上
（約5割）
の企業は、ITによる業務効率化を
『検討』
しており、デジタル化の関心はある程度高い
ものの、

経済産業省 「DXレポート2（2020年12月）
」
】

・
「ITによる業務効率化が『できていない』
と回答する
企業が約7割」
となっており、
ここでもデジタル化の導
入に苦慮されている状況が伺えます。
※日経BPコンサルティングアンケートシステムにて
弊社顧客を対象に調査
（2021年2月）

どのようにしてDXを進めていくのか？ 〜DXの手順〜
では、DXをどのようにして進めていくのか、
デジタル
化をどのような手順で導入〜活用していくのか、
これに
は、
『 3段階』のステップがあります。

この3段階とは、
「①デジタイゼーション」
「②デジタラ
イゼーション」
「③デジタルトランスフォーメーション」
に
なります。

①デジタイゼーション
まず
「①デジタイゼーション」
は、
『 アナログ情報のデ
ジタルデータ化』
です。
これは、紙の書類を電子ファイルで保管したり、FAX
をメールに変えたり、様々な数値情報をパソコン
（エク
セル等）
で計算・集計したりなど、
アナログの情報をデジ

タルで
（パソコン等で）
扱うというものです。これだけで
も、管理や情報のやり取りが効率化されますし、
このデ
ジタルデータが、その後のデジタル化のステップに活か
していけることになります。

Web会議

リモートワーク

4

手動計算
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パソコン作業

FAX

メール

このようにして、業務やプロセスをデジタル化するこ
とで、業務効率がアップし、かつ自動化によって人手稼
働の削減が可能になり、生産性の向上
（
「人」
が担う業務
はより高度な領域へ）
が実現されていきます。

OCR
（デジタルデータ化）

RPA
（作業自動化）

③デジタルトランスフォーメーション
そして
「③デジタルトランスフォーメーション」
は、
『組
織横断/全体の業務・プロセスのデジタル化、企業間に
おけるデータ連携、“顧客起点の価値創出”を実現する
事業の発展、ビジネスモデル変革』となります。
これは、デジタルを活用することによって以下のよ
うな事業の発展〜価値創造を実現していくことがで
きます。
・社内の開発・営業・保守等の各組織を跨って、商品情
報や顧客情報等の社内データを共有・流通すること
が可能になることから、例えば、
「開発」
ではお客様の
声をタイムリーに反映した商品企画、
「 営業」
では故
障情報に基づく提案
（サポートサービス等）
、保守で
は営業提案や商談時等の対応記録を踏まえたメン
テ応対など。

・企 業 間 のデ ータ連 携を可 能にする共 通プラット
フォームを整備することで、個社が別々に構築する
ITシステムにおける共用領域の投資・運用負担を削
減したり、サプライチェーンにおけるリードタイムの
短縮、個社のみでは対応しきれない社会課題解決や
制度・ルールの改善など。
・現行のビジネスモデルの変革や新たなビジネスモ
デルの創出、例えば、
リアル店舗での販売⇒ECによ
るネット販売、“所有”から“利用”に転換するサブス
クリプション、アセットの利用機会拡大に向けたシェ
アリング、様々な産業にデジタル技術をかけ合わせ
ることで新たなサービスを創出するX-Tech（クロ
ステック）
など。

〈営業〉
〈企画・設計〉

〈調達〉

〈製造〉

〈物流〉

〈販売〉

〈開発〉

組織横断
データドリブン
手書き書類

ジタル化していくだけでなく、取引先からの紙帳票を、
OCR（紙面上のテキスト・数値部分を認識して、デジ
タルデータに変換する光学文字認識システム）
で読み
取ってデジタルデータ化したり、パソコン上の入力作業
を、RPA（パソコン作業を自動化できるソフトウェア
ロボット）
で自動処理する等、従来ヒトがやっていた作業
をデジタルで自動化することもできます。

デジタル共通プラットフォーム
〈経理〉

〈サポート〉
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会議所TOPICS

③デジタルトランスフォーメーション（DX）
→組織横断/全体の業務・プロセスのデジタル化
事業発展、
ビジネスモデル変革

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

※R3.10.18時点の情報です。

滋賀県事業継続支援金（第3 期）

②デジタライゼーション（Digitalization）
→個別の業務、プロセスのデジタル化

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、支援金が給付されます。
対

象

者

下記の要件のいずれかにあてはまる方。
（※ただし2021年8月までに開業していること。）
●
●

①デジタイゼーション（Digitization）
→アナログ情報のデジタルデータ化

2021年9月または10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％以上減少した中小企業等

2021年9月と10月の売上の合計が2020年または2019年の9月と10月の売上の合計と比べて30％以上減少
した中小企業等

対

象

支 給 金 額

月

中小企業等：20万円

9月〜10月

これらの
「①デジタイゼーション」
「②デジタライゼーショ
ン」
「③デジタルトランスフォーメーション」
は、必ずしもこの
順に実施を進めていかなければならないものではなく、同
時に検討していくことももちろん可能です。
他方、いきなり③に着手しなければならない訳では決し
てなく、むしろ①⇒②⇒③とステップを踏んで、自分の会

社にとってどんなデジタル化が必要なのか、どこまでのデ
ジタル化を目指していくのか等を、進めながら見定めてい
くことの方が望ましい場合も多々あると思います。
自分の会社の状況と、取り巻く環境
（お客様の動向、他
社の状況等）
などを捉えた、最適な
「進め方」
によって、DX
に取り組んでいただければと思います。

さあ、 DXを進めていきましょう！〜お気軽にご相談を〜
DXを進めていくためのデジタル化のツール・サービス
は、いまや相当なラインアップが提供され、導入もしやすく
て、
使いやすいものが数多くあります。
各企業様の状況に応じて、様々な導入の仕方・活用の仕
方がありますので、
ご相談・ご質問などお気軽に弊社にお
問い合わせください。
また、
デジタル化にあたっては様々な支援制度もござい

ます。あわせて大津商工会議所へのご相談もご活用くだ
さい。
次回の12月号は、DXの推進に向けて、会員事業所み
なさまの業種や課題に合わせた最適なソリューションをご
紹介します。
“いまこそ”、DXの機会です！踏み出す一歩は意外と身
近なところからです。ぜひお取り組みください！

個人事業主：10万円

申 請 期 間
令和3年11月上旬より受付開始予定
問合せ先

※第3期の申請は1事業者につき1回限りです。
※「滋賀県事業継続支援金（第1期）
（第2期）」との重複受給ができます。

滋賀県事業継続支援金コールセンター
TEL.0570‑200‑575（平日9：00 〜 17：00）

コロナ対策として顧客や従業員等との接触機会を今よりも減らすため、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。
補助上限額

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、

※感染防止対策費は補助金総額の１/4（最大25万円）まで
経費として認められます。

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、

我々NTT西日本グループは、地域の様々な課題に
対し、先頭に立ってICTの力で解決をしていく
「ソー
シャルICTパイオニア」
をめざし、地域から愛され、信
頼される企業として変革し続けるとともに、地域を元
気にしていく
「ビタミン」
のような役割を担っていき
ます。今後とも、
何卒よろしくお願いいたします。

〈お問合せ先〉大津商工会議所 中小企業振興部 TEL：077-511-1500
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詳しくはホームページにてご確認ください。

小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

③展示会等出展費（オンラインによる展示会等に限る）、

執筆：
西日本電信電話株式会社 滋賀支店長
長田 裕幸 氏
（2020年7月 現職に着任）

滋賀県ホームページ→
https://shiga-keizokushien.com/

（※）
⑫感染防止対策費（換気設備、アクリル板、マスク等）

対

象

〈緊急事態措置に伴う特別措置〉
緊急事態措置が実施された月の売上高が2019年または2020年同
月比30％以上減少した事業者は審査の際に加点され、感染防止対策
費は補助金総額の１/2（最大50万円）まで経費として認められます。

者

商業・サービス業

常時使用する従業員の数

5人以下

宿泊業・娯楽業、製造業その他

常時使用する従業員の数

20人以下

受 付 締 切

申 請 方 法

第4回

令和3年11月10日
（水）

電子申請のみの受付となります
（Jグランツ）。

第6回

令和4年 3月 9日
（水）

https://www.jizokuka-post-corona.jp/

第5回

令和4年 1月12日
（水）

問合せ先

詳しくはホームページにてご確認ください。

持続化補助金低感染リスク型コールセンター

TEL.03-6731-9325（平日9：30 〜 17：30）
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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

事業所の要望に寄り添う
多方面からの提案・支援
事 業 所 名／Blink
代 表 者／田中
業
種／革製品製造・販売、美容室経営
住
所／大津市大石富川1‑12‑23
大津市馬場2‑10‑23 2F（美容院）

貴司

〈事業の概要〉

平成27年に、
「 BLINK LEATHER WORKS」
として、理美容師が使用するシザーケースを専門とした革工房をスタート。イタリア
から仕入れた革を使い、美容師である代表が、
「 使い手目線」
で使いやすさを追及したシザーケースを、1つひとつ手作りで提供され
ています。また、令和2年には、膳所駅前に、美容院
「yamahare hair&lifestyle」
をオープンされました。同じく美容師である奥様
が主となり、2席のみのゆったりとした空間で、一人ひとりに合わせたスタイルを提案されています。

〈大津商工会議所の支援内容〉

創業当初、確定申告の記帳や労働保険の相談で来所されました。その中で、販路開拓を進めていきたいとの要望があり、店舗改
修費用の融資を申込む際に事業計画書策定を支援し、
「マル経融資」
を取組みました。また、販路開拓の一環として、
「 プレスリリー
ス」
にも挑戦され、その際には専門家派遣を活用し支援しました。その後も、展示会出展の提案、セミナー参加、海外取引、共済、保
険など、継続して支援を行いました。最近では、生産性の向上を目的とした、設備投資の際に、
「 小規模事業者持続化補助金」
を活用
したいとの相談があり、事業計画の策定を支援。無事採択となりました。美容院の開店を検討する際にもご相談いただき、商圏マッ
プの活用を勧めました。開店が決まってからは、開店に係る運転資金を2回目の
「マル経融資」
での支援を検討。現状を踏まえた借
入金額の決定から助言を行い、融資決定に繋げています。

〈事業者からの声〉

開業当初より、なにか困ったことや相談したいことがあれば、商工会議所へ相談に行くようにしています。異動などで担当の方が
代わることもありますが、
どんな相談に対しても、みなさん迅速に丁寧に対応していただけるので、非常に助かっています。相談に
よっては、専門家の先生を派遣していただいており、通常これだけ相談するとかなりの費用がかかると思いますが、基本的に無料で
対応いただけるのでありがたいです。また、本当に必要なことを汲み取って対応いただけるので、
これからもお力添えをいただき、
事業を発展させ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！

適格請求書等保存方式（インボイス制度）の
登録申請はじまる！

適格請求書
（インボイス）
を交付することができるのは、適格請求書発行事業者
（登録事業者）
のみで、税務署
に登録申請書を提出します。税務署による審査があり、問題がなければ事業者登録番号が通知されます。適格
請求書発行事業者の登録申請の受付は、令和３年10月1日から始まっています。インボイス制度が開始される
令和５年10月1日までに登録を完了させたい場合には、6カ月前までに税務署に申請書を提出しなければなりま
せん。このことから、税務署への登録申請の手続きが必須となります。
【登録申請のスケジュール】
令和3年10月1日から
登録申請が可能です。

令和3年10月1日
登録申請の受付開始

国税庁ホームページ

特集インボイス制度

令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、
令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

令和5年3月31日

令和5年10月1日
インボイス制度の導入

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

【出典】国税庁

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。

8

大津商工会議所報 もっと! みらい

11月号

大津商工会議所報 もっと! みらい

11月号

9

中山製茶有限会社
代表取締役

中山 智代さん
vol.

43

！
キラリ

湖都の商い人

コロナ禍をチャンスに
お茶のある心豊かな暮らしを提案
気軽にお茶を楽しむワークショップ
「茶の学校」
を開催

もともと江戸期から続く大石の茶農家であった中山家。
昭和31年、縁あって代表の中山 智代さんのお父さんが大
津市京町のお茶の販売店跡に、中山製茶を創業しました。
出産を機に会社を退職してから家業を手伝うようになっ
たという智代さん。お子さんが少し大きくなると
「もっと本
格的に仕事に取り組みたい、職業としてやっていきたい」
と
考えるようになり、平成17年に全国茶商工業協同組合連
合会の茶専門経営士『茶匠』の資格を取得し、お茶の専門
的な知識や茶業の経営ノウハウを修得しました。
また、平成27年４月から月１回のワークショップ『茶の学
校』をスタートしました。
「お茶の専門店というと敷居が高
いイメージでなかなか気軽にお立ち寄りいただけないの
ですが、例えばお気に入りのカフェに行くような感じでお店
に足を運んでもらおうと始めました」
と智代さん。
日本茶発祥の地・大津にちなんだお茶の歴史や、簡単に
おいしくお茶を楽しむ方法のほか、夏休みには親子で参加
できるテーマにしたり、異なる種類の茶葉を自分でブレン
ドする
『合組茶』の講座など内容も多彩。お茶にまつわるさ
まざまなことをワークショップ形式で楽しく伝えたいと、い
ろいろなテーマで開催してきました。
現在は、残念ながら新型コロナウイルスの影響で休止し
ていますが、お客さまから再開を望む声も多く寄せられて
います。小売店としての感染対策ガイドラインだけでなく、

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。

買い物したり遊んだり、１日中楽しめた石山商店街
今回の語り手

株式会社ブレインズ

子どもの頃から慣れ親しんだ商店街
スイミングなどの習い事に通うのも、中学・高校への通

学も石山駅経由で、企業城下町として活気のあった石山の
商店街は子どもの頃から慣れ親しんだ街でした。

中学生くらいになると靴や洋服を探してお店をのぞいた

り、映画館、
レコード屋さん、本屋さん、平和堂の中にあっ

飲食店のガイドラインをも参考にして、安心・安全なワーク
ショップを目指し、
再始動の準備を進めています。

美味しいお茶で取り組むエコ
〜マイボトル×SDGs

今、智代さんが取り組んでいるのが、お茶用のマイボト
ルの普及です。今秋リニューアルしたパッケージと同じ
「鳥
獣戯画」
をモチーフにしたマイボトルの販売を始めました。
マイボトル推進のためなぎさ公園に給水スポットを設置し
た大津市企業局とも協力して、SDGsの取り組みを進めて
います。
ペットボトルのお茶から、
自分で作るマイボトルのお茶に
シフトすることで、廃棄するペットボトルを減らすことにつ
ながります。
「エコでリーズナブルなうえ、
すごく美味しいと
いうことをアピールしていきたい」
と智代さんは語ります。

みなさんの
「おうち時間」
に寄り添うお茶を

また、
コロナ禍で家で過ごす時間が長くなったこともあっ
て、家でゆっくりお茶を淹れて飲みたいという人が増えて
いることを、
新しいお客様を開拓するチャンスと捉えていま
す。今年1月には、
『＃おうちでお茶を♪中山製茶のティー
バッグ』
が大津百町百福物語ブランドに認定されました。
おいしいお茶が日々の生活の中でちょっと気分をあげた
り、心を落ち着かせたりするアイテムになるよう、
さまざま
な取り組みを今後も続けていきたいと考えています。

たゲームセンターなどをめぐって、商店街で１日楽しく遊ぶ

ことができました。

ちょうどレコードからCDに世代交代する時期で、
レコー

ド屋さんは好きなミュージシャンや新しい音楽の情報に触
れることのできる場所であり、音楽に詳しい店員さんは憧
れの存在でした。

お小遣いをやりくりして手に入れたレコードは、友だちの

服部

久敬さん

ルネサスの跡地がこれからどのように活用されていくかも
気になるところです。

大津商工会議所の青年部では、平成27年度に会長を務

めさせていただき、大津の街の魅力を発信しようと、
たくさ

んの仲間とサマーフェスタなどのイベントの企画や運営に
取り組みました。

全国どこの商店街も日常的に人が訪れる街づくりが課

題です。これは簡単には解決できることではありませんが、
将来を担う若い人たちが知恵を絞って真剣に取り組んで
いかなければならないと思います。

これからも石山の街をもっと良くしたいという気持ちを

大切に、
ここで商売をしたいという方たちを応援し、長く商

売を続けていただけるようサポートしていきたいと思って
います。

間で貸し借りしてテープに録音しました。昭和54年に発売

されたウォークマンは大ヒット商品となりましたが、当時は
学校へ持っていくことは禁止されていて、見つかると没収

されました。

アフターコロナも見据え、商店街の
活性化を目指して

1982年 晴嵐学区50周年街道まつりの様子

晴嵐小学校マーチングクラブが街を回った

父は瀬田で不動産業を営んでいましたが、
私も1６年前に

不動産業を開業し、
ご縁があって11年前に石山商店街の一

角に事務所を構えさせていただくことができました。思い出

深いこの地域で商売を始めることになり、
何か地元のお役に

立てるようなことができればという気持ちでやってきました。
この20年で石山の商店街は大きく様変わりしました。高

齢化が進んで商売をやめるお店が増え、跡地にマンション
がたくさん建設されました。買い物のスタイルも変わった

ため、
人通りはすっかり減ってしまいました。

昔から住んでおられる方は高齢化が進んでいますが、新

たにマンションに入居される若い家族が増えていますの

1981年 びわこ国体聖火リレー後の商店街

で、新たなニーズに応えるような商売を始めるチャンスは

まだまだあると思います。例えば、
ここ数年で学習塾の数

はずいぶん増えています。弊社でも安心してこの街で暮ら

していただけるよう、
クリニックモールを開発して医院や調
剤薬局の誘致に取り組みました。

国道1号線沿いで好アクセス

お茶のワークショップ
「茶の学校」

企業Data
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中山 智代

給茶スポットとマイボトル
住所
TEL
HP

「おうち時間」
に寄り添うお茶をお届けします

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

後継者のいない空き店舗をどう活用していくかが課題

です。これまでは飲食店などを開業される方にテナントの

お世話をしましたが、
コロナ禍で苦境に立っておられる飲
食店が多いことに心を痛めています。アフターコロナで今

後どのような商売が伸びていくのか、
また、石山駅の北側、

1985年の石山商店街。人々のにぎわいが感じられる。
大津商工会議所報 もっと! みらい
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大津商工会議所

青年部会報

あ きん ど
か わ ら 版

［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

女性会会員手帳・新入会員ページを作成・配布いたしました
女性会では、交友委員会の担当事業として
「会員手帳・新入

9月例会
ビリギャル流 不可能を可能に変える5つのルール
新型コロナウイルスによるマイナスの影響を跳ね除け成果を出す学びを得るために、周りから不可能と言われながら
も、慶応大学に現役合格をしたご経験を持つ、映画
「ビリギャル」
のモデル・小林さやか氏を講師としてお招きし、
オンラ
インによる講演会を開催しました。
長期化する新型コロナウイルス感染拡大下であるため、Zoomのウェビナー形式にて開催し、多くの参加者にご視聴
いただきました。ポジティブな講師らしい、明るくフランクな雰囲気の中、成果を出す為にトコトンやり抜くロジカルな取
り組み、
姿勢とメンタル、
家族の愛の尊さなど幅広い学びをいただきました。
視聴いただいた皆様にはウェビナー内のQ&Aに多くの質問を頂き、
また
「自分自身、経営者、親といろんな立場で学べ
た」
「子育て中の妹と一緒に楽しく聞けた」
など嬉しいお声を頂きました。
お忙しい中、視聴いただいた皆様ありがとうございました。また委員会メンバーの皆様には、多くのお力添えをいただ
き本当に有難うございました。
人間力向上委員会 委員長 桑原 勇人

会員ページ」
を作成し、郵送により会員の皆様に配布させてい
ただきました。
当会では、節目となる年に会員手帳を発行しており、昨年度
発行いたしました。本年度については新入会員様のページだ
けを作成して、昨年度版手帳に貼り付けていただくため、担当
委員会の交友委員会で作成・配布いたしました。

会員の皆様へ

まだ、予断を許さない状況ではございますが、少しずつ女性会活動を
再開できればと思っておりますので、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♥

ＹＥＧインフォメーション①

■11月例会のご案内

YEG Online Competition
〜チームDEわいワイ♪YEGオンライン運動会〜

12

■11月例会のご案内

小さな発信のつながりが大きな発信に
〜あなたの発信が大津を変える〜

開催日時 令和3年11月25日
（木）18：30〜20：30

開催場所 Zoom開催
※視聴方法は、参加される会員の方に個別に連絡します

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

参 加 費 無料

参 加 費 無料

大津商工会議所報 もっと! みらい
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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

ＹＥＧインフォメーション②

開催日時 令和3年11月2日
（火）18：30〜20：30

昨年度から新型コロナウイルス感染拡大の影響により、YEG
活動もオンラインでの活動が主体となっています。コロナ禍にお
いて大津YEGメンバー同士の親睦を深められるように、チームを
編成し様々な競技に優勝を目指していただきます。
大津YEGメンバー同士が一致団結し、優勝を目指す中で気軽に
話合える関係を築き、今後の大津YEG活動を盛り上げていきませ
んか。

［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

現代社会においてホームページやYouTube、Facebook、
Instagramなど様々な情報発信ツールがありますが、時代のニー
ズや状況は常に変化し続けています。自企業の
「強み」
「 長所」が
あっととしても、発信力が乏しければ相手にうまく伝わりません。
本例会では、個人や企業が市場に合った情報発信を模索してい
ただけるよう、様々な角度から
「発信」
の特性やその効果を学んで
頂きます。大津YEGメンバーそれぞれの発信力を向上させ、個人・
自企業の発信をすることにより、大津のまちの全体の発信につな
げましょう。
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会議所の動き
11月の会議所行事予定

人材確保・再就職・出向をサポート

議員職務執行者の変更について

11/ 2
（火）青年部11月例会
「YEG Online Competition

約５００人のコンサルタントが全国対応。利用料・紹介料無料

アサヒビール㈱京滋統括支社京滋支店

〜チームDEわいワイ♪YEGオンライン運動会〜」

（新）
支店長

仙石

11/ 4
（木）青年部執行部会議
11/ 4
（木）
・11
（木）
・25（木）
経営計画策定セミナー 社長塾
11/ 6
（土）
・27
（土）
創業者のための経営計画策定セミナー
創業塾
11/16(火) 正副会頭会議
11/18
（木）青年部役員会
11/21
（日）第159回日商簿記検定試験
11/24
（水）永年勤続優良商工従業員表彰式
11/25
（木）青年部11月例会
「小さな発信のつながりが大きな発信に
〜あなたの発信が大津を変える〜」

(旧)支店長

斉藤

直

氏

産業雇用安定センターとは
人材を送り出す企業と人材を受け入れる企業との間で様々な
人材マッチングを支援している公的機関です。

達雄 氏

（令和３年９月１日付）

平日9：00 〜 17：00

■ 相談時間

最大60 分間

※事前予約制

無料

相談料は
、
経営指導員が
ご相談に応じます。

■ オンライン会議アプリ「Zoom」をご利用
いただきます。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。予約や業務状況によって、
相談予約フォーム⇒
ご希望に添えない場合があります。
大津商工会議所 中小企業振興部

1

人材確保・再就職の
人材マッチング

２

専門性の高い人材を雇いたい、
人材を確保したい

キャリア人材バンク

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。

３

人材育成・企業間交流の
ための出向支援

4

セミナー事業（有料）

能力・技術を有する
高齢者の雇用を検討

新規分野開拓のために
経験者を受け入れたい

●新入社員研修・フォローアップ研修

マッチング

マッチング

マッチング

事業の整理・縮小を
検討している

６５歳以降もまだまだ
働きたい

他企業での就業経験により
従業員の能力・技術向上を
図りたい

●マネジメントスキルアップセミナー

TEL：077‑511‑1500

窓口業務休業時間のお知らせ

人の

実績

サービスのラインナップ

「オンライン相談」をご利用ください
■ 相談日

約2
2万

●リーダーシップスキルアップセミナー
●ハラスメントセミナー など

滋賀事務所
〒520-0051
TEL

大津市梅林1-3-10

077-526-3991

FAX

滋賀ビル６階

077-526-2761

産業雇用

【窓口業務休業時間帯】12：00 〜 12：50
会員事業所の皆様へ
〈大津商工会議所／
（引受保険会社）アクサ生命保険㈱〉

「商工会議所福祉制度キャンペーン」
実施のお知らせ

ベストウィズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」を
令和3年10月1日〜11月30日に実施しております。本キャンペーンは『商工会議所
【期間】令和３年１０月１日〜１１月３０日
福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立て
〈連絡先〉大津商工会議所 共済制度担当
いただくことを主な目的としています。
TEL：077‑511‑1500
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入
院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
● ご加入にあたってはパンフレットを必ずご覧ください。
※詳細は…アクサ生命保険株式会社 京滋支社
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、
京都営業所 TEL075-229-6117
是非ご協力いただきますようお願い申し上げます。

滋賀県最低賃金改定 1時間896円
（令和3年10月1日発効）

常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に
雇用されるすべての労働者に適用されます。
お問い合わせ先
大津労働基準監督署

℡（077）522 6616

●賃金引上げのための助成金は
滋賀労働局雇用環境・均等室（077-523-1190）
まで。
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