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新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

11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

ファインズ 福 永　 剛 志 大津市大石中５丁目14-10 清掃業 ハウスクリーニング、エアコンクリーニング等を
行っております。よろしくお願い致します。

畑中本店 畑 中　 博 子 大津市中央１丁目4-17 味噌・酒・小売卸業 丸屋町商店街にお越しの際は、お気軽にお立ち
寄りください。

唐錦織カレンダー「虎図」（CF62）
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年末年始のご挨拶としてもぜひご活用下さい。
名入れ印刷も承ります。化粧箱入り・のし紙包装も可能です。
詳細はHPをご覧ください。https://tsuiki1999.shop

有限会社　ツイキコーポレーション　
〒520-2279　滋賀県大津市黒津2－9－8
TEL 077-546-8901　FAX 077-546-8902
E-mail: tsuiki@nyc.odn.ne.jp

インテリアの殿堂
京都西陣織カレンダー

綾錦織掛軸カレンダー「竹虎図」（CF32）
約48㎝×84㎝

約48㎝×87㎝

社名等の名入れもできます。

〒520-0802　滋賀県大津市馬場2丁目11番15号
TEL：077-524-1388　https://www.housmile.biz/

賃貸・売買・不動産情報から物件管理まで、
滋賀県の住まいをトータルサポート致します。
一番過ごす時間の多い「住まい」において
「笑顔」を創ることが
ハウスマイルの使命です。

株式会社 Rapporti

滋賀県で住まいに関わる全てをサポートします。
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特 集 地域活性Project@大津特 集 地域活性Project@大津

　前回11月号では『DX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）の概要』や『取組の手順』についてご紹介しましたが、今
回の特集では、引き続き専門家からDXを実際に「会社（職
場）でどのように導入するのか」、「在宅勤務でどう活用す
ればいいのか」などの『実践』編をご紹介いただきます。

　DXは、工場（製造生産等）や物流・倉庫、観光・交通や農
業、医療・教育など、あらゆる産業において、その事業の
課題解決から成長・発展、ビジネスモデルの変革に至るま
で、様々なかたちで活用されるものですが、どの事業にお
いても、どのような企業においても、職場での事務作業や
文書・情報のやり取りは存在しますし、昨今は特にその職
場での仕事が、在宅・外出先でも行えることが必要になっ
てきています。

●DX実践の進め方

　職場での仕事を、いかにして効率化するか（人手稼働の
削減）、いかにして在宅・外出先でのリモートワークを推進
できるか（多様な働き方の実現）、そしてこれらの業務運営
を、いかにして安全・安心に実行できるか（セキュリティと服
務・健康管理）、このような「目的」を実現するために、『DX

　目的である 「仕事の効率化」、「リモートワークの推進」、
「安全・安心の業務運営」 を実現していくためには、まず
は、その職場の「現状」がどうなっているかを把握しなけれ
ば、はじまりません。それが「①現状を把握＝見える化」にな
ります。

　次に、①の現状を踏まえながら、目的の実現に向かって、
「何を改善していきたいのか」「何をより良くしていきたい
のか」「新たに取り組んでいきたいことは何か」 といった、や

を活用』することになります。（DXはこれらの目的を実現す
るための、大変有効で最早不可欠な“手段”です。）

　では、どのようにDXを進めていけばいいのでしょうか？
進め方のステップは以下のようになります。

るべきこと＝「②課題」を洗い出していきます。

　そして、②の課題を解決していくため、やりたいことを実
行していくための「③対処策として、DXを導入・活用」して
いくことになります。

　それでは、この進め方に沿って、具体的にご説明していき
ます。

DXを実践！
～ 職場・在宅勤務へのデジタル活用 ～

　① 職場の「現状を把握＝見える化」する

　② 上記①を踏まえて、改善したいこと・より良くしたいこと等の「課題」を洗い出す

　③ 上記②の「課題の解決」に向けた対処策として、DXを導入・活用する

　どの企業の皆さまにとっても、何らかのかたちで必要と
なるこの“職場・在宅・外出先”での『DX実践』について、ご
理解いただき、そしてこれらはすぐにでも始められるDX
ですので、ぜひともご活用いただければと思います。

「DXの実践」に向けた進め方
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狐と馬
きつね　　 　  うま

表紙提供：大津絵の店

　狐が馬に乗る図で、狐が蔵の鍵を持
ち、尻尾の先が珠になっています。これ
だけを見れば稲荷神の使いのようです
が、画の意図ははっきりとはしません。
「狐を馬に乗せた様」という慣用句から
連想されるように、キョロキョロと落ち
着きの無い様子を描いたものともされ、添えられた道歌「乗るまじきも
のに乗るのは皆狐 落ちてこんくわい後悔をする」は、おだてられ世辞
に乗せられて調子に乗ることを戒めているとも言われます。

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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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） 
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

　②の課題解決に向けて、有効なDXツールを選定し、そ
れを導入して、業務運営において活用していきます。活用
していく中では、課題が解消され改善しているか、良い効
果が出ているか等の状況をウォッチして、上手くいってい
ない場合はその原因は何か、さらに効果を上げるやり方は

　DXを実践するためには、このようなデジタルに関する知
識・スキルを有する人材だけで推進することはできません。
その会社・組織における業務内容やプロセスを理解し、そこで
「課題を見つける力」や「主体性を持って課題解決に向けて推
し進める力」を持った人材との『チーム』体制が必要です。
　前者のデジタルスキルを持った人材は、社内に見あたら
なければ、外部企業との提携や中途採用する方法も考えら
れます。一方で業務内容・プロセスを理解する後者の人材

ないか、他に着手すべき課題はないか等を定期的に確認
して、必要に応じたツールの使い方の見直しや新たなDX
ツールの追加を行うなどの「PDCAサイクル」を回してい
き、『DXを定着』させていきましょう。
　以下は、具体的なDXツールの例をご紹介いたします。

は、決して特別な人材ではなく、まさにその会社・組織にい
らっしゃる社員・スタッフがDX実践のマインドを持つこと
で、その役割を存分に担っていただけるものになります。そ
してこのDXを成功に導いていくためには、経営者がその
チームを強く後押し・サポートすることがとても大事です。
　DXの実践に向けて、ご質問やご相談がございましたら、
弊社NTT西日本へどうぞお気軽にご連絡ください。
　どうぞご一緒に、DX実践を取り組んでまいりましょう！

　③ 上記②の「課題の解決」に向けた対処策として、DXを導入・活用する

「DX実践」の成功に必要な『人材』と『チーム体制』

大量の手書き書類の管理・保管が煩雑、紙帳票をパソコンへ手作業で投入する作業が膨大。
手書き文字や活字を高精度にすばやく読み取り、帳票を
データ化し、入力業務を効率化する「OCRツール」があ
ります。さらにAIによって手書き文字や活字の高い“識
字率”を実現します。

●「仕事の効率化に向けた課題」をDXで解決

DXで
解決!

・・・
・・・

読み取り データ化

パソコンの作業において、単純な繰り返し作業（コピーして貼り付けなど）にばかり時間を費やしている。
パソコンの定型作業を、AIやルールエンジンなどの技術を備えたソフト
ウェアのロボットが代行・自動化する「RPAツール」があります。パソコン上
でのマウス等を使った操作を、RPAツールが記録し、その記録した操作を
RPAツールが自動作業するものです。

DXで
解決! 自動作業

職場から、在宅勤務の社員へ連絡するのに、頻繁に電話は出来ないし、メールでは迅速さに欠ける。
スマホを使って、スピーディーかつ手軽にコミュニケーションができる「ビジネスチャット」がありま
す。1対1のチャットから、必要なメンバーへの一斉連絡も可能。登録するメンバーは会社・組織ごと
に限定されるため、部外者に誤って送信することなく安心して活発なコミュニケーションが可能です。

DXで
解決!

自宅から
アクセス

外出先から
アクセス

●リモートワーク推進に向けた課題
自宅へ会社にあるデータを持ち帰ることができないため、在宅での業務が極めて限定的。

会社のデータをインターネット上のクラウドに保管し、ネット接続環境があれば、どこからでもアクセス可能で、
外出先や自宅から資料の確認や編集を行うことも可能な「オンラインストレージ」があります。様々なサービ
スがありますが、セキュリティが万全なものを選びましょう。

DXで
解決!
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　職場での仕事は、大きく「2つ」に分けることができます。
一つは、「パソコンを使った仕事」、もう一つは、「それ以外
の仕事」です。

　まず、「それ以外の仕事」については、手書き書類や紙帳
票の処理、また社内での会議や電話でのやり取り、そして、
取引先やお客様への訪問や電話応対など様々ですが、現
状把握していくのは、あくまで目的である、「効率化」や「リ
モートワーク推進」、「安全・安心」といった観点から、これに
関わる仕事がどうなっているのかを確認するものです。
　効率化の観点では、単純・繰り返しの多い作業や人手が
かかっている業務、リモートワーク推進の観点では、会議や
電話等のコミュニケーション方法がどうなっているか、また
安全・安心の観点では、情報管理・セキュリティや、社員の勤
務管理方法などを、把握していくものになります。

　「現状把握」をすることで、目的の実現に向けて、「何が課
題なのか」が見えてくることになります。これを目的別に分

　① 職場の「現状を把握＝見える化」する

　② 上記①を踏まえて、改善したいこと・より良くしたいこと等の「課題」を洗い出す

　一方、「パソコンを使った仕事」は、一人ひとりがパソコン
に向かって作業をしているわけですから、その状況は見る
ことができません。もちろん、パソコン作業の画面をずっと
監視するわけにもいきません。
　そこで、「パソコン業務の見える化」が可能なDXツール
（ソフト）があります。パソコンにそのソフトを入れるだけ
で、そのパソコンでの作業内容や時間、データの扱われ方
（パソコン外のUSB等への保存等）、さらにはパソコン内
のメモリ・ハードディスク容量やソフトのバージョン管理も
可能になります。
　このDXツールを使うことで、「繰り返し作業が多い」「作
業時間が他の人より長い」「データの持出がないか」「パソ
コンの状態は適切か」といった状況を、“見える化”するこ
とができるようになるのです。

類して、課題項目の洗い出しを行っていきます。
　以下は、その一例です。

パソコンの使用状況を、操作ログをもとに視覚化。
いつ、どれくらいの時間をしているか把握できる。

勤務実態の見える化

USBメモリーやネット上のデータ保管場所等への
データ持出がないか、情報流出の可能性を把握。

セキュリティリスクの見える化

パソコンの使用状況から、繰り返し作業を抽出。
作業の見直し・自動化など業務の効率化に活用。

業務内容の見える化

PC毎のOSバージョン、ウイルス対策ソフトの有無、
メモリの容量、ディスクの空き容量などをレポート。

IT資産の見える化

 大量の手書き書類の管理・保管が煩雑、紙帳票をパソコンへ手作業で投入する作業が膨大。
 パソコンの作業において、単純な繰り返し作業（コピーして貼り付けなど）にばかり時間を費やしている。
 業務用パソコンの管理をするために、1台ずつ点検・チェックを行う稼働が膨大。

●仕事の効率化に向けた課題

 自宅へ会社にあるデータを持ち帰ることができないため、在宅での業務が極めて限定的。
 職場から、在宅勤務の社員へ連絡するのに、頻繁に電話は出来ないし、メールでは迅速さに欠ける。
 出張先や移動中の際にも、パソコン作業をしたり、社内へメールで資料送付をしたい。

●リモートワークの推進に向けた課題

「DX実践」の具体的な内容

パソコン業務
見える化
DXツール
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会議所TOPICS 会議所TOPICS

MICE等ビジネス観光拠点再生計画事業
令和3年度 実施内容について

びわ湖岸観光資源と湖上交通を活用した

今年度の実施事業について

①モニターツアー事業

アフターコロナ、万博を見据
え、国際会議等を主催するミー
ティングプランナー、学術関係
者およびコンベンションへの参
加予定者向けツアープランを
実施することにより、滋賀県・大
津でのMICE開催の適地性お
よび周遊・滞在型観光の開発と
定着を図ります。

②湖上交通
　実証実験事業

既存湖上交通事業
者の新たな事業展開
の可能性調査、漁船
を活用した湖上タク
シー、クルーザー等
の可能性調査を、モ
ニターツアー事業を
通して開発します。

③ビジネス観光推進型MaaS
　の実証実験

モニターツアーと連携して、アフ
ターコンベンション等を想定したオ
プショナルツアーや湖上交通等を現
地で容易にコーディネートできるコ
ンベンションAPIを目指した実証実
験を行います。例えば、湖上交通事
業者とタクシー、ホテル、旅館等との
連携について実証事業を行います。

④MICE実施に向けた
　情報発信事業

モニターツアーの募集と並行し
て、大津のモノやコト、古典的食
事・食材・伝統的文化（祭り等）を
特にコンベンション参加者の女
性ビジネスパーソンをターゲッ
トに大阪・京都に向けて発信し
ます。

大津市におけるMICE誘致の課題

MICE等誘致への情報発信不足
MICE等国際会議を開催する施設が集積しているにもかかわら
ず、大津をはじめ県全体としての情報発信力が弱く、京都・大阪
からの利便性や文化財を会議に活用できる観光資源に恵まれ
ている割には知名度が低くブランド力が弱い。

湖上交通など周遊観光に向けた
新たな魅力創造不足

滋賀県の観光地、各所は琵琶湖の周辺、東西南北各エリアに分散
しており観光地を巡る周遊に繋がっていない。
また湖上交通など新たな魅力創造と取り組みが十分でなかった。

コロナ禍による大幅な観光客の減少

目　標

2025年大阪・関西万博までにコンベンション等の誘致

実証実験による観光活性化構想の具体化

国際会議・全国会議を各5件以上誘致

観光客宿泊者数　10%増

湖上交通利用観光客数　10%増

お土産等観光消費額　10%増

2
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　大津市内の琵琶湖岸２キロの間には官民の会議施設
11カ所が集積しており、これらを連携して運用する「びわ
湖コンベンションストリート活性化協議会」を本年５月に
設立しました。これは、行政と県内の全商工会議所や民
間事業者が参加した組織で、2025年大阪・関西万博を
見据え、万博関連会議の誘致やビジネス誘客を創出し、

2025年に現状から10％増の観光客数を目指すこととし
ています。
　協議会の発足については、本誌7月号でもご紹介いた
しましたが、今回は協議会の方針を踏まえ、大津商工会
議所で今年度取り組む具体的な事業内容についてご紹
介いたします。
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※上記コースの他、20円・60円・90円コースがあります。
※10人以上の上限区分は、賃金要件あるいは生産量要件を満たす事業場が対象です。
※生産量要件に該当し、引上げ額が30円以上の場合は、PC、スマホや貨物自動車など
　も助成対象になる場合があります。

補助金・助成金等のご案内

　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するための補助金です。

　生産性を向上させ「事業場内で最も低
い賃金（事業場内最低賃金）」の引上げを
図る中小企業・小規模事業者が設備投資
など（機械設備、コンサルティング導入や
人材育成・教育訓練）を行った場合に、そ
の費用の一部を助成する制度です。

補助対象経費 新たにテイクアウト事業等を導入する際の初期経費等、交付決定日以降の事業開始日が属する
月から数えて最長３ヶ月の間にかかる経費。

補 助 額 上限１０万円（補助率：補助対象経費の1/2）

対 象 者 次の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

大津市商工労働政策課　TEL.077-528-2755（直通）問 合 せ 先

滋賀労働局雇用環境・均等室
TEL.077-523-1190

問 合 せ 先

※R3.11.17時点の情報です。

　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や、併せて行う業務効
率化の取組を支援するための補助金です。

第７回受付締切 令和４年２月４日（金）

詳しくはホームページ
にてご確認ください。

詳しくはホームページにてご確認ください。

補助上限額 原則５０万円（補助率：2/3）
※認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者は補助上限額が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、補助上限額が100万円になります。
※複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、連携事業者数に応じて補助上限額が50万円～
　1000万円になります。

申 請 期 限

令和４年１月３１日（月）

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

大津市テイクアウト・デリバリー事業導入支援補助金

業務改善助成金

対象となる取組の例
● 新たな販促用チラシの作成、送付
● ネット販売システムの構築
● 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
● 新商品の開発
● 店舗改装（小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む）

※申請にあたっては「事業支援計画書」が必要となりますので、申請希望の方は、
　まずは大津商工会議所（TEL.077-511-1500）へご相談ください。

代表的な
コース区分

引上げる
労働者数 助成上限額 助成対象事業場 助成率引上げ

額

30円
コース

以下の２つの
要件を満たす
事業場

・事業場内最低
 賃金と地域別
 最低賃金の差額
 が30円以内
・事業場規模
 100人以下

【事業場内
 最低賃金900円
 未満】4/5
生産性要件を満た
した場合9/10

【事業場内
 最低賃金900円
 以上】3/4
生産性要件を満た
した場合4/5

45円
コース

30円
以上

1人
2～3人
4～6人
7人以上
10人以上

30万円
50万円
70万円
100万円
120万円

1人
2～3人
4～6人
7人以上
10人以上

45万円
70万円
100万円
150万円
180万円

45円
以上

申 請 期 限 令和３年１２月２４日（金）

採択者取り組み・
実践事例集

詳しくは公募要領を
ご確認ください。
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滋賀県プレミアム付きデジタル商品券
登録店募集のご案内

滋賀県プレミアム付きデジタル商品券
登録店募集のご案内

滋賀県ここクーポン事務局コールセンター 受付期間：令和3年11月16日（火）～令和4年3月11日（金）
受付時間：10：00～18：00、12/30～1/3及び土日祝は除く、
　　　　  但し1/8～2/28は土日祝も受付TEL.0570-065-008

申請方法 湖国のお店応援！ここクーポンポータルサイトよりオンラインで申請（郵送での受付も可）
※詳細はポータルサイトの登録店募集要項をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、事業内容が変更される可能性があることをご了承の上ご登録ください 。

募集期間 1次募集：令和3年11月16日（火）～ 同年12月17日（金）

商品券
利用期間

令和4年1月8日（土）～ 同年2月28日（月）
最大15,000円分の商品券を10,000円で販売（※1回あたり1,500円以上の買物が対象）

問合せ先

対象店舗 滋賀県内の小売業、
サービス業、飲食業
の店舗

〈例〉飲食店（みんなでつくる滋賀県安心・安全店舗認証取得店舗のみ）、持ち帰り・配達飲食店、スーパー、飲食料
品店、衣料・身の回り品扱店、化粧品店、バイク・自転車店、書店、写真店、タクシー・運転代行、理美容・エス
テ・ネイルサービス・リラクゼーション店、銭湯・日帰り温泉入浴施設、クリーニング店、スポーツ施設（ゴルフ
場、ボウリング場など）、カラオケ店、宿泊客以外の来客が想定される宿泊施設内の小売店・飲食店
※全国チェーンのドラッグストア、コンビニエンスストア、家電大型専門店は対象外

〈商品券の対象とならないもの〉
①不動産に関わる支払（土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等）
②公共料金・各種手数料（振込手数料・電気・ガス・水道料金、保育料等）
③公租公課（国税、地方税等）
④換金性の高いものの購入（有価証券、商品券、ビール券、おこめ券、
　図書券、切手、印紙、 プリペイドカード、旅行券、乗車券等）
⑤プレミアム分が加算されている回数券
⑥現金への換金、金融機関への預け入れ 、宝くじ、公共ギャンブル、
　パチンコ等への支払
⑦事業に伴って使用する原材料、機器類や仕入れ商品の購入等、買掛金、
　未払金等の支払

⑧たばこ（電子たばこを含む）
⑨月謝 （スポーツジム、文化教室等）
⑩宿泊を伴う旅行代金
⑪保険診療
⑫風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和23年法律第122号）
　第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務への支払
⑬特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
⑭その他、 事務局が不適当と認めるもの

https://koko-coupon.com

　当所では、資金繰りのご相談、商標登録、補助金・給付金の申請、実績報告手続き、事業計画書の作成、ITに関する取組など、会員事業所様の
ニーズに応じ、経営指導員が随時ご相談を承っております。必要に応じて、専門家も加わりながら皆様の事業継続に向け、伴走での支援を行いま
す。当所へのご来場、ご訪問、オンライン、お電話、メール等あらゆる手段が可能です。是非ご利用ください。
〈ご相談はこちらまで〉
大津商工会議所中小企業振興部　TEL. 077-511-1500　E-mail ： sodansho@otsucci.or.jp　　オンライン相談申込み▶

〈コロナ禍を乗り越えるために〉
　当店は、1997年に浜大津でラウンジとして開業以来2４年間、多くのお客様に支持され営業を続けてこられました。新型コロ
ナウイルスの影響により厳しい状況が続く中、事業継続を模索するため当所にご相談いただきました。
　売上確保のための新たな取組みとして、ランチ・ディナー営業、テイクアウト等を開始。持続化補助金を活用し、当店自慢の
「もろみ納豆」の拡販を目的としたECサイトの構築にも取組まれました。当商品については、リーマンショックで売上減少に転
じた2008年頃に、店主の姉のオリジナルレシピを引継ぎ、「星さんちの手作りもろみ納豆」として製造販売を開始。滋賀県産の
納豆を麦麹、利尻産昆布、丸大豆醤油、滋賀県産ハチミツ等で味付けし、再発酵させた加工食品であり、「他で味わったことのな
い納豆」との評判から毎月１回開催される浜大津こだわり朝市での販売を心待ちにされているお客様もおられるとのこと。現在
では、道の駅やＪＡグリーンファームなどでも販売されています。
　専門家派遣制度の活用により商標登録を行い、本格的にネット通販を開始される予定です。ITが苦手とおっしゃる星さんで
すが、専門家のサポートを受けながら地道な販路開拓を目指されています。

事業所名／ラウンジほし
業 種／飲食店
住 所／大津市浜大津２丁目５-８
　　　　　 第２国松ビル２F

代表者／星　勝子

ＴＥＬ／０７７-５２４-３６７8　　　　　　　
URL／ https://ohminohoshi.com/

コロナ禍を乗り越え事業の持続的発展を目指してコロナ禍を乗り越え事業の持続的発展を目指して
～専門家を活用しIT化へチャレンジ～～専門家を活用しIT化へチャレンジ～

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

〈経営指導員へのご相談について〉
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幸せと誇りを提供できる会社を経営理念に

企業Data

キラリ！
vol.

44 湖都の商い人

東レ滋賀事業場の建設を機に大津市に拠点を開設
　大正３年（1914年）に材木商『長岡商店』として名古屋で
創業、国鉄や三井物産に用材を納品していましたが、大正
15年に東洋レーヨン（現東レ）滋賀事業場が建設されるこ
とになり、木材を供給するため石山に開設した拠点が長岡
産業株式会社の前身となりました。
　戦後は、東レのプラスチック製品の後加工や販売を手が
けるようになり、昭和46年から取り扱いの始まったポリオ
レフィン発泡体『トーレ・ペフ』は、クッション性、緩衝性、断
熱性、耐水性などに優れ、住宅・土木用のクッション材、自動
車の内装材、電子機器部品など、さまざまな用途で用いら
れてきました。同社では原反のほか、スライス・スリット・粘
着・融着などの後加工を行った製品を主力商品として販売
しています。
　ほかにも、高機能フィルム用巻芯『プラマキシン®』など
のオリジナル製品の販売、発泡シート加工やフィルム加工、
樹脂加工などを行っています。

ワーク・ライフ・バランス実現に向けた取り組みも
　平成30年に就任した長岡 利典社長は創業者から４代目
に当たり、以前はプラスチック関連の大手メーカーに勤務
し、海外駐在も経験しました。「サラリーマン時代は、毎日忙
しく働いて、家族とゆっくり過ごす時間もあまりなかったた
め、ここに戻ってきて“幸せな働き方”とは何かを考えるよ
うになった」と振り返ります。

　事業継承と同時に、新たな経営理念と行動指針づくりに
取り組むため、各部署から選ばれたメンバーと、時には目標
とする企業の見学も交えて勉強会を行いました。
　そして、『幸せと誇り』「お客様、取引先、地域の皆さま、そ
して社員とその家族に幸せと誇りを提供できる会社を目指
したい」という経営理念と、『一番に選ばれる会社になる』と
いう経営ビジョン、それを実現するための行動指針を策定
しました。
　「経営理念を新しくしても企業文化は急には変えられな
いので、時間をかけて少しずつ浸透させていくことが必要」
と言う長岡社長。毎月開催している勉強会も3期目を迎え、
行動指針を実際の仕事に落とし込んでいく方法など、理念
やビジョンについて社員が自分で考える機会を創っていま
す。
　勉強会の取り組みとして、例えば社内コミュニケーション
が不足しているのではないかという課題には、「笑顔で元
気に挨拶をする」ことを社内ルールにしたり、良かったこと
や新しい発見を発表し合う“good & new”を各部署で実
施するようになりました。
　また、滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業に登録、今
年７月には、子育てサポート企業として『くるみん認定』を受
け、実際に男性社員が２カ月の育児休暇を取得しています。
　「社員一人一人がやり甲斐や幸せを達成するための道具
として、会社を使っていって欲しい。どうすればやり甲斐や
幸せが達成できるのか、終わりのない目標ではあるが、実
現に向けて社員と一緒に創っていきたい」と長岡社長は今
後を展望しています。

代表 長岡 利典 住所 〒520-0832　大津市粟津町2番61号 
TEL 077-534-1730（代表）
HP https://www.nagaoka-sangyou.jp

様々な専門機器で幅広いペフ加工に対応 オリジナル製品「プラマキシン®」 耐候性に優れたとびだし人形を全国展開 各部・工場より社員が集う社内勉強会

長岡産業株式会社
代表取締役社長

長岡 利典氏
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ワクしながら品定めをしました。また、夏休みに入ると毎週
土曜日に行われる夜市も楽しみで、友だちと一緒に出店を
巡り、西友のゲームセンターで遊んだりしたものです。
　すぐ身近にあった山や湖、さらに商店街まで遊び場にし
て、のびのび過ごした少年時代を時々懐かしく思い出し
ます。

　今の子ども達にも恵まれた環境を生かし思いっきり遊ん
でもらいたいです。また、年末には肩がぶつかるくらいの
人出だった当時の商店街のように、活気のある地域を目指
して、更なる活性化に取り組んで行きたいと思います。

虫取りや野球、肝試しなど思い出いっぱいの長等公園

　ケイセイ社は昭和46年に大津市大石で父が創業しまし
た。その後、大津市御殿浜を経て昭和51年に三井寺町に
移転、昭和59年、小学校６年生の時に現在の中央四丁目に
引っ越してくるまで、思い出の多い子ども時代をそこで過
ごしました。
　一番の遊び場だった長等公園は、広場も大きくブランコ
などの遊具があったほか、園内の鳥小屋ではクジャクやキ
ジが飼育されていました。桜の季節には協賛企業の名前
が入ったボンボリ型の照明が設置され、昼間からお花見の
場所取りをする人もいて、バブル前の好景気の時代でずい
ぶん活気がありました。
　その頃は長等学区の町ごとに結成した小学生野球大会
があり、上級生や町内の野球好きな大人に指導を受けなが
ら、長等公園で試合に備えて練習をしたものです。試合当
日にはそれぞれの家族が長等小学校に集まり応援するの
が、地域の人々の楽しみの一つになっていました。
　夏休みは毎朝ラジオ体操があり、体操が終わると長等公
園に行ってカブト虫を探すのが楽しみでした。地蔵盆には
夜の真っ暗な長等公園を周回するという何とも恐ろしい肝
試しもありました。今考えると、当時は子どもたちの思い出
づくりや地域を盛り上げるために、いろいろ楽しい企画を
考えて面倒をみてくれる人たちが町内にたくさんいたと感
じます。

千団子祭の露店や、柴屋町、ナカマチ商店街のにぎわい

　三井寺の千団子祭では疏水の側道に並ぶ露店も毎年の
楽しみでした。たこ焼きやりんご飴など、さまざまな露店の
中でも思い出に残っているのは『型抜き』で、真剣にやって
もなかなか思うようにできなくて悔しい思いをしました。
　我が家は商売をしていたので、晩ご飯の時間がどうして
も遅めなのをいいことに、暗くなるまで外で遊んでいまし
た。浜大津の川口公園で遊んでいて、夕方になって柴屋町
の赤い提灯に火が灯ると、雰囲気がガラリと変わり大人の
世界を垣間見たのも印象に残っています。
　商店街の思い出も多く、ナカマチ商店街にあった『大黒
座』という映画館で子ども向けの作品が上映される時は、
お弁当持参で、当時は入れ替え制ではなかったので、１日中
同じ作品を何回も観たり、プラモデル屋さんでは、少ない
お小遣いを握りしめ、店いっぱいに陳列された商品をワク

小原 星児さん今回の語り手　株式会社 ケイセイ社

山や湖、商店街も遊び場に。のびのびと過ごした少年時代

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50年代のナカマチ商店街

昭和58年の長等公園

少年野球の集合写真上北国町の時の店舗兼住居
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10月例会
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～

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
■12月例会のご案内
プロフェッショナル　わたしの流儀
～女性が輝くYEG～

開催日時 令和3年12月22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

　これから起業を目指す女性、更に事業を広げていきたい女
性必見！大津で女性を輝かせるため、女性起業家と大津商工会
議所青年部によるビジネスマッチングを開催します。若手経営
者が集まるこの機会を是非ご活用ください。

　第一次安倍内閣では経済政策のブレーンを務め、菅内閣でも内閣官房参与としてご活躍された高橋洋一氏をお招きし、
オンラインで講演会を開催しました。経済学の第一人者である高橋氏はコロナ禍での経済状況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おられるのかを分かり易く解説していただきました。また、日本の財政につ
いてのお話の中で日本政府を会社と仮定し、徴税権を売上と読み換えて会社価値を見極め、その財務分析を行うなどユ
ニークな視点でのお話しが興味深い内容でした。どれも数字に裏付けられた内容で分かり易く、我々のような経営者にとっ
て重要な内容ばかりでした。
　今回は、オンライン配信となったため、メンバーのAnswer・永田 和也君、いなフォト・稲場 啓太君にZoom配信を担当
していただきました。講演会開催中はリスナーの反応を見ながら進めたいという講師の意向があったため、双方向ビデオ
会議形式で本セミナーを進め、終盤には多数の質問を頂く事ができました。
　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。委員会メンバーの皆様には、多くのお力添えをいただ
き、本当にありがとうございました。
 マネーリテラシー向上委員会　委員長　古川　泰
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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

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.2

女性会メンバーでレセプタント派遣サービスを経営されている渡辺紀子
さんが、9月に新規事業の家事代行サービス「ねこの手」を立ち上げられ
ましたので、現地に取材してきました。

新規事業立ち上げのきっかけはなんですか？
　コロナ禍の影響によりパーティや宴会が激減し、弊社への仕事の依頼も減
りました。そこで、経営基盤を支える新たな柱の必要性に気づいたことが、新
規事業立ち上げのきっかけです。事業の内容については、今までの主婦経験
を活かせること、また、これまでに支えてきてくれた仲間や地元の人々の力
になれることを意識して、家事代行サービスに決めました。

「ねこの手」のアピールポイントを教えてください！！
　家事を行う誰しもが感じる「猫の手も借りたい」という気持ち、そんな思い
に柔軟に応えられるのが「ねこの手」の最大の強みです。地域に密着し、「役に
立ちたい！」、「喜んでもらいたい！」という一心で、家のお掃除、整理整頓、お買
い物、お料理など、お客様のニーズに応えられるよう、幅広いサービスを提供
しております。お客様が不安なく快適に過ごすことが出来るよう、心を込め
たサービスを売りにしております。

読者へのメッセージをお願いします
　今までのレセプタント派遣サービスに加えて、新たに家事代行サービス
を立ち上げましたが、こちらはまだ歩き出したばかりの事業です。お客様の
ニーズに合わせて、精一杯のサービスを提供できるよう努力し、これまで支
えてくださった人々とともに、地域に愛される会社として歩んでいきたいと
考えております。皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。

取材ご協力ありがとうございました！

渡辺紀子さん（写真中央）

女性会会員／渡辺紀子さん　
事業所名／ゆうきプラニング（ねこの手）
住所／滋賀県大津市真野1丁目44-1 YUUKI BLDG301　
電話／077-574-1004
ホームページURL　https://www.yuukip.com/

LINEの友だち登録はこちら➡
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専門家
ワンポイント
アドバイス 消費税免税事業者が知っておくべき

適格請求書等保存方式（個人事業者の場合）

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。

国税庁ホームページ　特集インボイス制度
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）

寄稿：エキスパートバンク登録専門家

　消費税の免税事業者が適格事業者の登録申請をする場合の手続は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を
選択し、かつ、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1か月前の日までに登録申請書を提出することが原則です。
　例外として、免税事業者が令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合であれば、課税事業者選択届出書を提出する
ことなく、適格事業者となることができる経過措置があります。
　免税事業者が登録申請をするかどうかは任意ですが、免
税事業者との取引では仕入税額控除ができませんので、売
上先から適格事業者となるよう働きかけを受けることが考
えられます。一方、一般消費者のみが顧客であれば、そもそ
も適格請求書の交付を求められることがありませんので、
必ずしも登録申請の必要性はないと考えられます。登録の
必要性についてはＢ to B取引なのかB to C取引なのか事
業実態を把握したうえでご検討ください。
　なお、経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者
の登録を受けた場合、登録日から課税事業者となり、基準
期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末
日までの期間について、消費税の申告が必要となります。 【出典】国税庁

《免税事業者に係る登録の経過措置》
（例）　 免税事業者である個人事業者が令和５年10月1日に登録を受けるため、令和５年

３月31日までに登録申請書を提出し、令和５年10月1日に登録を受けた場合

令和４年分 令和5年分 令和6年分
登録日

（令和５年10月1日）➡

免税事業者 免税事業者
適格請求書
発行事業者
（課税事業者）

適格請求書発行事業者
（課税事業者）

➡

登録申請書提出
（令和５年３月31日までに提出）

登録申請書 課税選択届出書の提出な
しで、登録を受けることが
できます。

課税期間の中途である登録日から課税事業者となり、
令和５年10月1日以降の課税資産の譲渡等及び特定
課税仕入れについて、消費税の納税義務が生じます。

会議所の動き
12月の会議所行事予定

12/ 2（木）・8（水）　食品表示法改正個別相談会
12/ 3（金）・13（月）・21（火）　社長塾個別相談会
12/ 4（土）　大津地域 創業塾
12/ 5（日）　第47回福祉住環境コーディネーター

　検定試験（1級）
12/ 5（日）　第50回ビジネス実務法務検定試験（1級）
12/ 7（火）・ 9（木）　販売戦略個別相談会
12/11（土）・19（日）　大津地域 創業塾個別相談会
12/22（水）　正副会頭会議
12/28（火）　御用納め
12/29（水）～1/3（月）　年末年始閉館

窓口業務休業時間のお知らせ
　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。

【窓口業務休業時間帯】12：00～12：50
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