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国の補助金・制度について

株式会社 あみ定

〝新しいこと〟を始めるには︑今がチャンス！
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湖はもちろん、お寺や駅までが遊び場に

特集

“新しいこと”を始めるには、今がチャンス！

地域活性Project@大津

制度を活用して自社の

「デジタル化」
・
「販路開拓」
・
「事業再編」を進めましょう
インボイス制度への対応、ITの導入、
ウィズコロナ・アフターコロナへの対応等、来る令和4年度は取組むべきことが

多くあります。一方で、国が推し進めている今だからこそ利用できる制度・補助金も充実。制度が終了してから
「あの時、使っておけば…」
と後悔しないためにも、
商工会議所をフル活用し、新たなチャレンジに取組みましょう！
「インボイス制度に対応したい」
「ITを導入してみたい」
⇒インボイス制度導入への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を推進

IT導入補助金（デジタル化基盤導入枠）

インボイス制度を見据えたデジタル化を一挙に推進するため、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフ
ト・ECソフトの導入費用に加え、
これまで補助金の活用ができなかったPC・タブレット、
レジ・券売
機等の購入費用を支援します。
補

助

対

象

Ｉ
Ｔツール※、
ＰＣ、
タブレット、
レジ等

※会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等

補助上限額と補助率

■Ｉ
Ｔツール・・・・・・・・・・〜50万円
（補助率3/4）

50〜350万円（補助率2/3）
■ＰＣ、
タブレット等・・・ 10万円
（補助率1/2）
■レジ等・・・・・・・・・・・・20万円
（補助率1/2）
開
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

始

時

期

「これから起こる自社の様々な課題に対応したい」
⇒コロナ禍でも新たな取組みを行う事業者に対する上限額・補助率の引き上げ

持続化補助金

女虚無僧
おんな

こ

む

補

助

対

象

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等

2

大津商工会議所報 もっと! みらい

3月号

下表参照

そう

顔を完全に隠した虚無僧の図で
すが、そ の 華 奢 な 指 先 や 少しだけ
覗かせる足 先から美 人画とわかり
ます。
春画のようなジャンルには決して
筆 を 染 めな かった 大 津 絵で すが、
美 人 画自体 は 非 常に多種 多様に
渡って存在し、中にはこういった一
風変わった絵もあります。

特別枠の新設

賃上げや事業規模の拡大、事業承継、課税事業者への転換等、環
境変化へ対応するための新たな取組みにチャレンジする事業者
に対して、補助金の上限金額や補助率の引き上げを行います。

補助上限額と補助率

今 月の
大津絵

調整中

開

始

時

期

申請類型

通常枠
成長・分配強化枠

賃上げ（事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円
以上引き上げる事業者が対象）や事業規模の拡大

新陳代謝枠

創業や後継ぎ候補者の新たな取組

インボイス枠

表紙提供：大津絵の店

インボイス発行事業者への転換

調整中
補助上限額

補助率

50万円
200万円
200万円

2/3
成長・分配強化枠の
一部の類型において、
赤字事業者は3/4

100万円

大津商工会議所報 もっと! みらい

3月号

3

会議所TOPICS

会議所TOPICS

「これから起こる自社の様々な課題に対応したい」
⇒革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスへの設備投資を支援

ものづくり補助金

特別枠の新設

グリーン化・デジタル化に資する革新的製品・サービスの開発または生産プロセス等の改善に必
要な設備投資を支援するとともに、赤字など業況が厳しい中で生産性向上や賃上げ等に取組む事
業所を支援します。
補

助

対

象

革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等
補助上限額と補助率

下表参照

（※1）従業員規模により異なる
（※2）小規模事業者・再生事業者は2/3（※3）給与支給総額を年率平均
1.5%以上増加かつ事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上引き上げる赤字事業者が対象

申請類型

補助上限額（※1）

補助率

通常枠

1/2（※2）

回復型賃上げ・雇用拡大枠（※3）

750万円、1,000万円、1,250万円

デジタル枠

2/3

グリーン枠
開

始

時

1,000万円、1,500万円、2,000万円

期

申請期間

2022年5月31日（火）まで

給付対象

次の①と②を満たす中小法人・個人事業者
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月〜 2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、
2018年11月〜 2021年3月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して
50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者

10次公募(2月中旬に公募開始予定)からの実施を予定

（ 1）

「新たな事業活動を計画し、実行に移したい」
⇒計画の実現に向けた、金融・補助金等幅広い支援

経営革新計画

「中小企業等経営強化法」
に基づき作成した計画を、知事が認定することで、計画期間中、金融、補
助金、特許料の減免等、幅広い支援措置を利用することができます。

（

2）

（

2）

（

2）

主 な 支 援 策

1 滋賀県市場化ステージ支援事業補助金
経営革新計画の承認または滋賀の新しい産業づく

りチャレンジ計画などの認定を受けて実施される

事業のうち、事業化・市場化段階（市場化ステージ）

にある事業を自ら行う場合に、予算の範囲内で経費
の一部が補助されます。

2 政府系金融機関による低利融資制度
3 滋賀県の低利融資制度
4 中小企業信用保険法の特例（信用保証の別枠設定）
5 中小企業投資育成株式会社法の特例

補助対象事業
■新商品・新技術・新役務の市場化に関する事業

（商品化のための試作、改良、実験、品質検査、デザイン等の改善 等）

■販路開拓のための展示会等への参加
■販路開拓等に関する調査、
指導、
研修、広報事業
■その他適当と認められた事業
補

助

率

補 助 限 度 額

補助対象経費の2分の1以内
50万円以上、
300万円以内

※補助金の交付は補助対象事業者の要件となる事業あるいは
計画期間について、1回限り。

〈経営革新計画について詳しくはこちら〉
中小企業庁 経営革新計画進め方ガイドブック

「チャレンジしてみたいけど、不安なことがいっぱいで・・・」
という皆さん。大津商工会議所では、経営指導
員による支援だけでなく、それぞれの分野の専門家（エキスパート）
を無料で派遣することができます。
何か困ったことがあれば、
とにかく大津商工会議所へご相談ください！
※掲載内容は令和4年2月14日現在の情報です。最新情報は本誌やメルマガ、HP等で随時お知らせいたします。

お問合せ先
4
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3月号

大津商工会議所 中小企業振興部（平日9：00 〜 17：00）
TEL.077-511-1500 E-mail:sodansho@otsucci.or.jp

申請にあたっては、登録確認機関による事前確認が必要となりますので、会員事業者のみなさまは、当所中小企業振興部までご連絡ください。

【お問合せ先】大津商工会議所 中小企業振興部 TEL.077-511-1500
大津商工会議所報 もっと! みらい

3月号

5

会議所TOPICS

会議所TOPICS

マル経融資 無担保・無保証人・低金利

資金調達にはマル経融資！お気軽にご相談ください！

令和４年度税制改正の主なポイント

マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、商工会議所推薦
により、無担保、無保証人（保証人・保証料不要）、低金利で融資を受けられる国（日本政策金融公庫）の公的
融資制度です。

ポストコロナに向けた、中小企業の事業継続と新たな成長への挑戦を後押しする税制が実現！

Ⅰ．コロナ禍における事業継続と成長を後押しする税制措置
１．商業地等に係る固定資産税の負担軽減措置

従来の措置
評価額の
分を
上乗せ

地価上昇により
税額が増加する場合

◆令和４年度に限り、地価が上昇した商業地等について、前年度の
課税標準額への上乗せ分を評価額×2.5%（現行：評価額×５％）
とし、固定資産税額の上昇分を半減

令和４年度に限り
評価額の
分
を上乗せ

２．交際費課税特例の延長（2年）

令和３年度

令和４年度

◆中小法人は①交際費等(※)を800万円まで全額損金算入、
②接待飲食費の50％まで損金算入、のどちらかを選択適用

３．法人版事業承継税制の特例承継計画に係る提出期限の延長（１年）

◆法人版事業承継税制（特例措置）適用の前提となる特例承継計画の提出期限を2024年３月末まで延長

５年間

実際の事業承継（

年４月

１年延長

【お問合せ先】大津商工会議所

年間）
年３月

（ご融資の条件）
●融資限度額 2,000万円
※ただし、貸付金額1,500万円超となる場合は、事業計画策
定等の条件があります。
●利率：年1.21％
●返済期間：運転資金7年以内、設備資金10年以内

年

年３月

（令和４年2月1日現在）

いろいろな用途にご利用いただけます
●商品材料の仕入れ資金として

季節変わりの時など、
商品の品揃えを充実させたい。

（ご利用いただける方）
●常時使用する従業員数が、商業・サービス業は5人以下、製造業・
建設業・旅館業・娯楽業等は20人以下の法人・個人事業主の方
●大津商工会議所管内で1年以上事業を行っている方
●6か月以前から商工会議所の経営指導を受けている方
●所得税（法人税）、事業税、県市民税を完納している方
●商工業者であり、
かつ日本政策金融公庫の融資対象業種を
営んでいる方

※交際費、接待費、
機密費その他の費用であって、得意先、
仕入先、その他事業に関係のある
者等に対する、
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出が該当

特例承継計画の申請（都道府県に申請）

利率年1.21%

利用概要

●店舗・工場の建築資金として

店舗や工場の増改築や内装工事をしたい。

●機械器具・車輛・備品などの購入資金として
工場やお店の機械・備品を購入したい。

●安定した資金計画のために

買掛金や手形の決済資金として活用したい。

中小企業振興部 Tel.077-511-1500（平日9：00 〜 17：00）

月

確 定 申 告 は もうお 済 み で す か？

Ⅱ．ビジネス変革等の挑戦を後押しする税制措置
１．少額減価償却資産の損金算入特例の延長（２年）

所得税 及 び 復興特別所得税

◆30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に即時償却（全額損金算入）が可能

贈与税

２．中小企業向け所得拡大促進税制の延長（１年）
・拡充
◆適用期限を2023年３月末から、2024年３月末に延長
◆現行制度（給与等支給総額が対前年比1.5％以上増で増加額の15％を税額控除）を維持し、
・給与等支給総額が対前年比2.5％以上増で増加額の30％を税額控除
・教育訓練費が対前年比10％以上増で増加額の10％を税額控除（上乗せ）
税額控除
を措置（最大40％の税額控除）※控除上限は法人税額の20%
％

…給与等支給総額が対前年比
以上増加の場合
以上増加の場合
…給与等支給総額が対前年比
…教育訓練費が対前年比
以上増加の場合

税額控除

税額控除
％
税額控除

3月号

地方消費税

申告と納税は
３月 日 木 まで

税額控除

取引情報
取引先

自社

詳しくは日本商工会議所ホームページ（https://www.jcci.or.jp/news/2021/1224154308.html）
をご覧ください。
大津商工会議所報 もっと! みらい

及び

・電子メール等で授受
・ネット上からダウンロード等

電子取引における電子保存義務化の２年間猶予

6

消費税

①【維持】 ②【新設】 ③【新設】 ④【新設】

Ⅲ．納税環境整備
◆2022年１月施行の改正電子帳簿保存法に盛り込まれている、
電子データで受け取った請求書や領収書等の電子保存の義
務化について２年間の猶予を実施
◆これにより2023年12月31日までは従前通りの保存が可能に

税額控除

最大
％

申告と納税は
３月 日 火 まで

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」がおすすめ！
納税には便利な口座振替をご利用ください

大阪国税局・税務署
大津商工会議所報 もっと! みらい

3月号

7

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！

株式会社 あみ定

改正電子帳簿保存法における電子取引データ
保存に２年間の宥恕規定

代表取締役

眞柄 真由美氏

令和４年１月より電子取引の情報については電子データの保存が義務化される予定でしたが、昨年末に電子帳簿保存法取扱通
達の一部改正が行われ、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のため、
２年間の宥恕措置が設けられ下記
の要件を全て満たす場合には２年間の経過措置を講ずるとされました。
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• 法律上の保存要件に従って保存することができなかったことについて、納税地等の所轄税務署長が
「やむを得ない事情」
があると
認めた場合
• 保存義務者が税務調査等の際にその電子データの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるにようにしている場合
※
「やむを得ない事情」
とは、
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済
等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう。」
要するに、令和５年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の
際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないとされています
（事前申請等は不要）
。
しかしながら、令和６年１月からは各事業
者側で保存要件に従った電子データの保存が必要となります。そのために必要な準備として保存すべきデータや保存方法などに
ついて次回以降のコラムでお話させていただきます。
電子帳簿保存法の取扱通達やQ＆Aについては、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】
に掲載されています。詳しくは、
国税庁

電子帳簿保存法 で 検索

国税庁ホームページ
電子帳簿保存法関係

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。

元祖
「あみ船遊び」
の老舗料亭
膳所藩のお抱え漁師であった先祖が、江戸から天ぷらの
調理法を持ち帰り、瀬田川で獲れた魚を天ぷらにして大名
方に饗したことが、
「あみ船遊び」
の始まりとなった老舗料亭
『あみ定』。
瀬田唐橋東詰にあった料理屋兼旅館を、
昭和27年に唐橋
中之島の現在地に移転すると、
船遊びだけでなく、
ゆったりと
流れる瀬田川の眺めを楽しみながら味わう会席料理が評判と
なり、
京阪神からも多くのお客様を迎えるようになりました。
その後、宿泊を伴う観光客の減少やレジャーの多様化な
どによって、業態を見直すことになり、平成17年に旅館の
営業を終了して、跡地に有料老人ホーム
『シニアホーム 勢
多夕照苑』
を開設しました。
「高齢者施設と料亭を同じ敷地内で運営できるのかとい
う不安はありましたが、高齢化が進み介護事業のニーズが
増す中で、少しでも社会貢献につながればという思いがあ
りました」
と言う眞柄 真由美社長。開苑後は常に満室で、
月
２回あみ定から提供する食事をみなさんにとても楽しみに
してもらえていることが眞柄社長の励みになっています。

大学卒業後、家業に入り、平成28年に代表取締役に就任
した眞柄社長。
「初めは事務などの裏方でしたが、次第に女
将である母とともに商売を切り盛りするようになりました。
マイクロバスの運転から時には屋形船の操船まで、小さい
店なのでこなさないといけない事が多々あり少々困りま

元祖
「あみ船遊び」
が楽しめる屋形船

企業Data
大津商工会議所報 もっと! みらい

3月号

湖都の商い人

アフターコロナを見据え
歴史や文化を活かした新たなサービスを模索

コロナ禍でランチやデリバリーを強化

8

！
キラリ

す」
と笑顔で語ります。
「日々の小さな喜びを積み重ねてなんとかやってきた」
と
言う眞柄社長ですが、新型コロナウイルス感染拡大の直撃
を受け、会食や地元企業の宴会などが激減したことから、
商いの伝統と従業員を守るため、
「できることから挑戦しま
した」
と振り返ります。
ランチメニューの充実を図るため、牛肉や鰻などインパ
クトのある食材を使ったメニューを開発したり、弁当やオー
ドブル、鍋セットなどのデリバリーにも力を入れるようにな
りました。忘年会を行わない代わりに社員に贈る鍋セットを
注文した企業もあり、
苦しい状況の中で支えとなりました。
昨年の秋からは、地元の方々にもっとあみ定を知ってい
ただきたいとの思いから、敷地内の駐車場で月に一度、弁
当などを販売する朝市を開催、停泊している屋形船を開放
して船上で飲食してもらえるようにしました。
大津百町百福物語認定商品の
「えび豆コロッケ」
は、唐橋
しじみ市という朝市で気軽に買ってもらえるものを作ろう
と、眞柄社長と従業員が考案したもの。伝統食のえび豆の
魅力を伝える新たな商品として評判になりました。
眞柄社長はアフターコロナを見据えて、
数多くの歴史の舞
台となった瀬田の唐橋など、
大津の歴史や自然、
食文化などを
活かした新たな楽しみ方を提案できないかと模索しています。
「昨年歴史好きの知人に唐橋をテーマにした講談を作っ
てもらっていました。講談を聴いてお食事をしていただく
とか、プラスαの楽しみを提案していきたい」
と言う眞柄社
長。たいへんな状況の中でも、
しっかり将来に向けて準備
を進めていくことで、良い波が来た時にすぐに動き出せる
ようにしておきたいと考えています。

人気のランチメニュー『ビフテキ御膳』

代表

眞柄 真由美

住所
TEL
HP

会席料理の技を活かした
『瀬田川遊膳』

〒520‑0851 大津市唐橋町23番1号
077‑537‑1780（代表）
http://www.amisada.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。

大津商工会議所

湖はもちろん、お寺や駅までが遊び場に
今回の語り手

ウイング トラベル株式会社

のびのび遊んだ子ども時代
雄琴生まれの雄琴育ちで、専門学校の２年間以外はずっ

と雄琴で暮らしてきました。記憶にある幼い頃の雄琴は、
17〜18軒の旅館があって、京阪神からの家族連れなどで

にぎわっていました。琵琶湖と比良・比叡の豊かな自然が

青年部会報

三上 金司さん

あ きん ど
か わ ら 版

「不易流行」
という言葉のように、時代とともに変わらな

温かく見守ってくれたような地域のつながりは、時代が変

ちで2022年の熱いスタートを切るべく新年例会を開催
しました。東京2020パラトライアスロンで銀メダルを
獲得された滋賀県出身の宇田秀生氏をお呼びし、ご自

と言えば外遊びが中心でした。もちろん、夏になると琵琶

までの前向きな話をお聞きしました。感染拡大下のため

身が経験された大事故という逆境を乗り越え今に至る

採りをしたりと、
コンピュータゲームなどない時代で、遊び

湖で泳ぎ、水泳場につながる橋
（琴江橋）
で魚釣りもしまし

ZOOMにて開催し、多くの参加者にご視聴いただき
「事

た。近所の子どもたちの特権で、温泉街の旅館やホテルの

故の話は衝撃的だったが前向きなスポーツマンの精神

プールで泳がせてもらうこともありました。

が勉強になった」
「逆境においても楽しく生きる宇田氏の

年上の子たちが、罠を仕掛けて獲ったエビを空き缶で

話を聞き勇気づけられた」
などの声や質問を多く頂戴し
温泉と水泳場を結ぶ遊歩道として、
昭和36年に完成した琴江橋。

子の面倒をよくみたものです。地蔵盆の花火やくじ引きの

ました。宇田氏には講演後の鏡開きにも参加していただ
いて、めでたく新年のスタートを切れた例会となりまし
た。大津YEGのメンバーとして、オミクロン株の猛威に

おもちゃを買いに行くのは、小学校高学年の子どもたちの

も負けず前向きにチャレンジし続ける1年にしたいと考

役目でした。私も堅田の商店街までバスに乗って買い物に

えます。

行った記憶があります。

年始のお忙しい中ご視聴いただいた皆様ありがとう

お寺では時々、近所の子どもたちを集めて日曜学校が

ございました。また委員会メンバーの皆様には、多くの

開かれ、若い僧侶が子どもたちと遊びながら躾もしてくれ

お力添えをいただき有難うございました。

ました。1965年
（昭和40年）に、びわ湖毎日マラソンで

人間力向上委員会

金メダリストのアベベが湖西街道を走るというので、観に
行ったことも覚えています。

開催日時：令和4年3月14日
（月）18：30〜21：30 開催場所：びわ湖大津プリンスホテル 参加費：現役 9,000円 OB 10,000円
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、開催方法の変更となる可能性があります。予めご了承ください。

昭和36年に移転・竣工した雄琴小学校の校舎。

只 今 、会 員 募 集 中！

鉄道の線路づたいに歩いたこともあります。京阪レイクセ

ンターのスケート場やボウリング場にもよく行きました。

大津商工会議所青年部に入会しませんか！

やんちゃをして近所の大人によく叱られましたが、
ウイン

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！

グ トラベルを開業すると、
「あのやんちゃな金ちゃんが・・」

としばしば声をかけてもらい、地元で商売することを応援

【入会資格および会費】

していただいているような気持ちになりました。

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。

起業した25年前は、
とにかく人とのつながりを作ろうと、

JCや商工会議所の青年部はもとより、地元でもさまざまな

大津商工会議所青年部事務局
（田中・八田まで）

活動に積極的に参加してきました。地元に恩返ししたいと
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3月号

桑原勇人

3月例会・卒業式のご案内

画を見に行ったりしました。1969年に廃線になった江若
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委員長

ＹＥＧインフォメーション

中高生になると、浜大津まで友達と買い物に行ったり、映

ろさせていただきました。

会長：山元 智寛

数年に渡る新型コロナの逆境を跳ね返し、新たな気持

り、近くのお寺の境内でメンコやビー玉をしたり、里山で虫

いう思いもあって、
これまで子供会や自治会の役もいろい

［発行・編集］

〜全 員 前 向 き〜

わっても受け継いでいきたいと思っています。

からの帰りに江若鉄道の
「雄琴温泉」
駅で友だちと遊んだ

地域に根ざし、人とのつながりを大切に

〜ピンチをチャンスに！〜

滋賀出身 東京パラ銀メダリストに学ぶ

えていきたいこともあります。大人が近所の子どもたちを

子どもの頃は近所でも有名なやんちゃで、雄琴小学校

たちは、毎日のように一緒に遊んでいて、年上の子は下の

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）

１月新年例会

ければいけないこともたくさんありますが、大切に守り伝

魅力の温泉街でした。

煮て食べさせてくれたことを覚えています。町内の子ども

［令和3年度スローガン］

びわ湖毎日マラソンで疾走するエチオピアのアベベ・ビキラ。
（昭和40年5月 谷本勇氏撮影）

TEL：077‑511‑1500 / FAX：077‑526‑0795
E-mail：yeg@otsucci.or.jp
URL：http：//www.otsucci.or.jp/yeg/
写真協力：大津市歴史博物館
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会議所の動き
［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

3月の会議所行事予定

■ 事業所情報変更に関するお届けについて

3/ 1（火） 正副会頭会議

3/2（水）、3/3（木）、3/8（火） 商品開発個別相談会
3/ 3（木） 青年部執行部会議

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.5

女性会メンバーでホテルにご勤務されている前田美佳さん。
琵琶湖ホテルでは、コロナ禍を機に最新の技術を用いた、新たなサービス
を開始されているとのこと。
そこで、その詳細を伺うべく、前田さんに取材してきました。

当所へお届けいただいている事業所情報
（代表者、
所在地、電話、資本金額、従業員数等）
に変更がある場

3/11（金） 工業部会正副部会長関係議員合同会議、
工業部会・金融部会合同オンライン視察研修会

合は、当所企画総務部までご一報ください。

3/15（火） 常議員会

基準に、令和4年度の会費額を決定し、5月にご請求を

3/17（木） マル経審査会

予定しておりますので、令和4年4月末日までにご連絡

3/17（木） 青年部役員会

をお願いいたします。

特に、令和4年4月1日時点の資本金額・従業員数を

3/22（火） びわ湖コンベンションストリート
活性化協議会

［連絡先］
大津商工会議所 企画総務部
TEL.077‑511‑1500

3/24（木） 通常議員総会
前田美佳さん
（写真中央右）

新たなサービス開始のきっかけはなんですか？

令和3年度
「テレワーク先駆者百選」
団体に認定されました

コロナ禍において、元来ホテルが得意としていたビュッフェ形式や、
スタッ
フによる丁寧な接客が、必ずしも最良とは受け止められないシーンが出現し
ました。
レストラン
「ザ・ガーデン」
では、2020年から間隔を広げた席配置、飛
沫防止アクリル板の設置、定期的な換気・消毒の実施、個別盛りのお料理提
供などの基本的な対策に取り組んできましたが、昨年より更なる安全・安心・
便利を追及した非接触サービスを開始しました。

当所では、
自然災害やパンデミック等においても事業を継続し、会員事業所様への影響を最小限に抑えるBCP及
び多様な働き方の実現を促進する観点から、令和３年４月より本格的にテレワーク制度を導入し、
この度、総務省主
催の
「テレワーク先駆者百選」
団体に認定されました。今後も職員一同、会員事業所様の業務の効率化、
デジタル活
用による生産性の向上、販路拡大、製品開発、業態転換など多岐にわたり強力にサポートしてまいります。

非接触サービスとはどのようなものですか？
非接触サービスとは、人的接触機会を減らし、
お客様に快適で安心なお食
事を楽しんでいただくことを目的とした新たな接客手法です。琵琶湖ホテル
では、その実現のために、配膳ロボットとセルフオーダーシステムという新た
な2つの仕組みを導入しております。
配膳・運搬ロボットServiは、料理の配膳・下膳を任せられるため、お客様
への人的接触機会を減らすことができます。それにより、業務負担が軽減さ
れたスタッフは専門知識を活かし、お客様からの様々なご要望にスピーディ
かつきめ細やかにお応えすることが可能になり、人間ならではのホスタピリ
ティを最大限に発揮したおもてなしを実現できます。
セルフオーダーシステムORDER beEATは、
お客様ご自身のスマートフォ
ンをメニュー兼オーダー端末としてお使いいただけるようになります。それ
により、常設のビュッフェコーナーに発生する行列による密を避けることがで
き、
お席に着いたままで、
お好みのメニューを食べたい分だけ、気兼ねなくご
注文いただけます。また、
フードロスに繋がるため、地球環境に配慮した仕組
みと言えます。

商工会議所施行
検定

日 商 検 定

珠算（そろばん）
・
暗算
記憶力や集中力がアップ！
学力向上の効果も

筆 記 試 験

読者へのメッセージをお願いします
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3月号

級

施行期日

申込期間
（土・日・祝日を除く）

合格発表

1〜3級

2022年
6月26日
（日）

5月9日（月）〜5月26日（木）

7月1日
（金）

1〜3級

2022年
9月5日（月）〜9月22日（木）
10月23日
（日）

1〜3級

2023年
2月12日
（日）

2022年12月19日（月）〜
2023年 1月12日（木）

2022年
6月12日
（日）

4月25日（月）〜5月16日（月）

1級
2・3級

簿記

琵琶湖ホテルではアフターコロナを見据えて、従来のホテル接客の良い
面はそのままにしつつ、最新技術を取り入れ、お客様により快適にご利用い
ただけるスタイルの実現とサービス向上を目指してまいります。
皆さま、
これからもどうぞよろしくお願いします。
女性会会員／前田美佳さん
京阪ホテル&リゾーツ㈱ 琵琶湖ホテル
住所／大津市浜町2‑40
電話／077‑524‑7111
ホームページURL https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/

令和4年度 検定試験のご案内

企業が求める資格、第1位！

1級
2・3級
2・3級

取材ご協力ありがとうございました！

10月28日
（金）
2023年
2月17日
（金）

1級：¥2,340
2級：¥1,730
3級：¥1,530
暗算：¥ 910

8月2日
（火）
6月28日
（火）

2023年
2022年
10月4日（火）〜10月24日（月） 1月11日（水）
11月20日
（日）
12月6日
（火）

2023年
2月26日
（日）

受験料
（税込）

1級：￥7,850
2級：￥4,720
3級：￥2,850

2023年
2023年
1月10日（火）〜1月30日（月） 3月14日（火）

検定試験について詳しくは大津商工会議所まで

TEL：077‑511‑1500（平日 9：00〜17：00）
Ｅ-mail：gyomu@otsucci.or.jp ホームページ：https://www.otsucci.or.jp/
大津商工会議所報 もっと! みらい
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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！

会員限定
掲載無料

貴社の商品やサービスをPRしませんか？【お問合せ】大津商工会議所企画総務部 TEL.077-511-1500 E-MAIL：somu@otsucci.or.jp

新入会員さんのご紹介
2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

大津市蓮池町4-8
ラジェットロート203

建設業（足場組立、解体）

足場の組立解体をしています。

咲興業

髙 松

KR設備

青

木

直

大津市坂本２丁目1-34

住宅設備工事（エコキュート設置工事等）エアコン
取付工事

エアコン取付、住宅設備工事等を行なっております。
よろしくお願い致します。

エムクテア
テクノロジー

今

泉

賢

大津市坂本２−１−１８

ホームペ―ジ制作、ＳＥＯ対策、webマーケティング
の支援、web制作スクールの運営

ＨＰの制作、
ＳＥＯ対策・Ｗｅｂマーケティングの支援、
Ｗｅｂ
制作スクールの運営をしております。

㈱ビーハウジング

濱 野

一 城

大津市雄琴北２丁目12-27

建築一式、塗装防水

建築全般をしております。
よろしくお願い致します。

染井

真実

染 井

真 実

大津市大萱２丁目28-20-102

ライター、webサイト制作、SEO施策、出版社の
ゴーストライティング等

Ｗｅｂサイト制作・ＳＥＯ施策はお任せ下さい。国内外
大手企業と取引実績多数。サイト運営を応援します。

kokocare

藤 江

直 子

栗東市下鈎873-201

リラクゼーションサロン、出張サロン、ヨガインスト
ラクター

異業種の方と繋がりができたらと思い入会致しまし
た。宜しくお願い致します。

賢 二

ご加入ありがとうございました
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。
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