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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。

大津商工会議所
LINE公式アカウント

ご登録ください

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

公益財団法人大津市国際親善協会
大津市浜大津４‒１‒１  明日都浜大津2階
TEL　077‒525‒4711
Email　info@oiga.jp

●語学講座（2023年度予定）
 英語・ドイツ語・韓国語・スペイン語・ベトナム語・イタリア語

外国語習得

●在住外国人のための日本語教室
 レベル：入門～初級
 会　場：浜大津（金曜日）・堅田（木曜日）

日本語学習

●外国人無料個別相談
 毎月第２水曜日　17：30 ～19：30

外国人に関する相談

https://oiga.jp/

 
新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

1月ご入会 (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

訪問ボディケア専門　温和 山 田　 和 美
大津市打出浜2-1
コラボしが21
BizBase  コラボ21B-15

ボディマッサージケア 「滋賀のシニア女性を元気に」素敵に歳を重ねたいシニアに特化
したエステ、健康な心と体を目指すサポートをいたします。

大津商工会議所会員限定

〈お問合せ・お申込み先〉

大津商工会議所 企画総務部 TEL.077-511-1500 まずはお電話ください！！

大津商工会議所報を使って、企業PRしませんか？
　大津商工会議所報は、会
員事業所様をはじめ各官公
庁や関係機関、全国各地の
商工会議所向けに年12回
発行（発行部数2,100部）し
ています。この所報に広告
掲載をいただける企業を募
集しております。ぜひお申
し込みください。

■ 広告掲載料１ケ月料金（縦×横㎜、税込）※掲載箇所は当所に一任願います。
（所定の掲載枠が埋まり次第、締め切ることがあります）
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【カラー】 裏表紙 中　面
料　金

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！

マル経融資

利率 年1.30%
（令和5年1月4日現在）

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。

【お問合せ先】 大津商工会議所 中小企業振興部
　　　　　　 Tel.077-511-1500（平日9：00～17：00） 
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鬼の寒念佛
おに かん　  ねん　　ぶつ

表紙提供：大津絵の店

　鬼が僧衣をまとっている絵で、慈悲ある
姿とは裏腹な偽善者を諷刺したものです。
鬼の住まいは人間の心の内にあるというこ
とで、描かれた鬼の角は、佛の教えである三
毒(貧欲・瞋恚・愚痴)いわゆる人々の我見、我執であると言えます。
　人は自分の都合で考え、自分の目でものを見、自分にとって欲
しいもの、利用できるもの、自分により良いものと、限りなく角を
生やします。大津絵の鬼は、それを折る事を教え、鬼からの救いを
示唆しているとも言われています。

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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特 集 地域活性Project@大津

SDGs経営に取り組んでみませんか？
　2019年以降に政府より発表された「SDGsアクションプラン2020」によると、今後の10年は2030年
の目標達成に向けた「行動の10年」となっています。SDGsを原動力とした地方創生や魅力的なまちづく
りには、中小企業のみならず、“地域一丸となったSDGs取組強化”が不可欠となります。今回の特集では、
SDGsの概要などについてご紹介いたします。

　昨今の経済環境の厳しさもさることながら、近年では気候変動により毎年のように大規模な自然災害も
発生しており、さまざまな面で地球の未来が脅かされているような事態に直面しています。既にビジネス
の世界においてもSDGsが共通言語となっていますが、“こどもたちの明るい未来のため”のSDGsの取組
み、更にはビジネス面におけるESGを中心とした“サステナブル経営”が求められています。

✓ 『Sustainable　Development　Goals』（持続可能な開発目標）の略称です。
✓ 2015年9月の国連サミットで193か国全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載され
た、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
✓ 17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。

✓ SDGsの17のゴールは地域課題との関連性があります。
✓ SDGs達成を支援する、社会課題を解決する製品やサービスを開発することが企業にとってのビジネスチャンスになる
といわれています。

【2030年に向けた国際目標】
全ての国、地域が普遍的に対象

〈SDGsアイコン：世界を変えるための１７のゴール〉

【2020年～2030年】2030年の目標達成に向けた「行動の10年」

SDGsとは？
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17のゴール

SDGsの現状

SDGsの環境認識

【企業を取り巻く周辺環境】

１ 貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。
（例）2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活している人々と定義されてい
る極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる

10 人や国の不平等をなくそう
国内および国家間の不平等を是正する。

３ すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する。
（全業種 ： 医療福祉介護）

11 住み続けられるまちづくりを
都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする。
（建設・不動産・住産）

４ 質の高い教育をみんなに
すべての人々に包摂的かつ公正で質の高い教育を提供し、 生涯学習の機会を促進
する。（学校法人・保育・学習塾）

12 つくる責任　つかう責任
持続可能な消費と生産のパターンを確保する。
（全業種）

５ ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。（全業種）

13 気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る。（全業種）

６ 安全な水とトイレを世界中に
すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する。
（建設業・製造業）

14 海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。

７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに
すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへの
アクセスを確保する。（電力・脱炭素）

15 陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の促進、持続可能な森林の経営、砂漠
化への対処、並びに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。

８ 働きがいも経済成長も
すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な
完全雇用およびディーセント・ワークを推進する。（全業種）

16 平和と公正をすべての人に
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人々に司法へ
のアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包
摂的な制度を構築する。

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう
レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進すると
ともに、イノベーションの拡大を図る。（建設業）

17 パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを
活性化する。（全業種・組織団体・学校）

２ 飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食糧の安定確保と栄養改善を実現し、持続可能な農業を推進
する。（農業・食品製造業）

・ESG経営
・大企業の動き

取引先

・事業性評価
・SDGs/ESG投資

金融機関

・アクションプラン策定
・自治体版SDGs

政府・自治体

利用者・消費者企 業

　SDGs取組みを実践しない企業は、「社
会的責任を果たせていない企業」と捉えら
れる時代に突入し、取引先からの信頼や人
材確保・融資にまで影響することになりつ
つあります。
　企業や自治体は、価格のみでは発注先
を決められなくなることが予測されており、
経営課題の一つとして、 SDGsを捉えること
が重要となります。

　国内・国外で気候変動・脱炭素、SDGs、
ESGの国際的な動向が急激に加速していま
す。大企業や金融機関よりESGに関する取
組みを求められるなど、脱炭素社会実現に
向けた動きを受けて、地域企業においても、
SDGs/ESG経営への対応が急務となって
います。

（目標） 【全国】 【地域】

政府 地方自治体
推進指示

啓発

要求・選別
（サプライチェーン）

上場企業
大企業

（手段）

SDGｓ
Sustainable
Development
Goals

ESG
Environmenｔ 
Social

Governance

地域企業
生き残れるのは
『優良な企業』

金融機関
（融資条件）

機関投資家
（ESG投資）

非財務
指標評価
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SDGs取組み支援メニュー 【SDGs経営簡易診断サービス】

【SDGs経営簡易診断サービス（無料オンライン面談サービス等）】

　執筆させていただいた弊社あい
おいニッセイ同和損害保険㈱では、
「地域密着」を行動指針の一つと
しており、従来から情報提供・企
業交流・地域貢献を3つの柱とし
て、活動を行って参りました。地
域の企業の皆さまがSDGsを取り
組む上で有用な支援メニューをご
用意しております。
　本サービスでは、企業の皆さまの取組み状況を総合的に診断することで、SDGs取組みにおける現状の把握と
課題の明確化を支援します。企業にとって、SDGs取組みに必要な計14個の質問を用意しており、オンライン上
で簡単にチェックいただくことが可能です。SDGs専門のコンサルティング会社作成の「SDGs経営簡易診断結果
報告書」により、自社の取組み状況を項目ごとに確認することができます。企業の皆さまへSDGsを取り入れてい
ただくためには、まず、SDGs取組み状況を整理する必要があります。企業ごとに自社の課題を把握し、取組み
を進めることで、効果的なSDGs経営の推進が可能となります。

　今回のSDGsの記事およびSDGs経営簡易診断サービスが大津商工会議所の会員の皆様の一助となれば幸い
です。弊社は、地域社会・地域企業のお役に立てるよう、これまで培ったノウハウを活かし、貢献してまいります。
　昨年も新型コロナウイルス感染症の話題に事欠くことはありませんで
したが、いよいよ感染抑制と社会経済活動との両立が本格化し、新たな
時代のスタートを感じさせる年明けとなりました。
　経済環境を見ると、新型コロナウイルスによる売上高減少や物流の混
乱に加え、国際紛争によるエネルギー価格の高騰や為替変動により、非
常に厳しい状況であることは周知の通りです。商工会議所提携保険会社
として、会員の皆さまのご理解とより一層のご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社
滋賀支店
支店長
清水 裕子

〈お問合せ先〉　大津商工会議所 企画総務部　TEL.077-511-1500

　SDGs経営簡易診断サービスでは、 
「SDGs経営簡易診断結果報告書」の提供
とあわせて、 ご希望のお客さまにSDGs専
門のコンサルティング会社とのオンライン
面談（無料）も提供しております。

　自社の取組み状況から、今後取組みを推
奨する項目や取組みに関するアドバイス
等も実施ができます。

　さらに、取組みを支援すべく、SDGs経営簡易診断サービスを受講いただいたお客さまには、「SDGs宣言書作成支
援サービス」を提供し、業務とSDGsの各ゴールとの紐づけなど企業の行動宣言書の作成等の支援を行います。

■経営簡易診断サービスURL
https://ad- sdgs.com/lps

入力の場合は、
社員コード：0078282
代理店コード：0C29
をご入力ください。

SDGs経営簡易診断結果報告書
＋オンライン面談

自治体企業
登録制度申請
アシストサービス

SDGs宣言書作成
支援サービス

++
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会議所TOPICS 会議所TOPICS

令和4年所得税・消費税確定申告相談会のご案内
（及び復興特別所得税）

《相談時にご持参いただきたい主な書類等（参考）》
■税務署から確定申告書類（所得税・消費税）が送付されている方はその申告書用紙
■前年分の確定申告書等の控　　■決算に必要となる帳簿関係書類　　■ご印鑑
■生命保険料・個人年金保険料・地震保険料等の控除証明書　　■その他確定申告に必要な関係書類　など

《お申込み・お問合せ先》 大津商工会議所 中小企業振興部　大津市打出浜2-1コラボしが21 9Ｆ
ＴＥＬ 077-511-1500　ＦＡＸ 077-526-0795

無料・予約制

【 日　時 】令和5年2月27日（月）10：00～ 16：00
【 場　所 】 コラボしが21　3階　中会議室2
【 対象者 】 個人事業主の方
【 時　間 】 お一人様３０分
【 申込み 】 下記までお電話にてお問合せいただくか、申込フォームにてお申込みください。

※先着順にて受付しますがご希望に沿えない場合がございます。その際にはご連絡の上調整させていただきます。
※申告書にマイナンバーの記載が必要である関係上、当相談会場で申告書等をご提出いただくことができませんので
　予めご了承ください。
※会場に入られる際にはマスクを着用してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止の可能性もありますのでご了承願います。

　大津商工会議所では近畿税理士会大津支部所属の税理士による令和4年分の所得税及び復興特別所得税と
消費税の確定申告相談会を下記の日程で開催いたします。
※受付は、事前予約制(先着順)となります。 お早目のお申込みをお願いいたします。

申込フォーム
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▲サービス等生産性
　向上IT導入支援事業

▲小規模事業者持続化
　補助金（一般型）

【公募開始時期】準備が整い次第、公募が開始されます。詳細は右記よりご確認ください。
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◆業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のためのITツール等の導入費用を支援！
◆インボイス対応に活用可能！安価なITツールの導入でも利用可能！
◆補助額は最大450万円/者、補助率は1/2～3/4！

◆小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓を支援！
◆免税事業者からインボイス発行事業に転換する事業者(インボイス転換事業者)を対象に、全ての枠で一律に
　50万円の補助上限を上乗せし、販路開拓(税理士への相談費用を含む)を支援！（最大250万円）

令和４年度
第２次補正予算

R4.12月時点の情報です。申請にあたっては最新情報を必ずご確認ください。
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会議所TOPICS 会議所TOPICS

大津商工会議所 中小企業振興部　TEL.077-511-1500お問合せ先

※申請には、商工会議所が発行する「事業支援計画書」（様式４）が必要となります。「事業支援計画書」発行の受付締切
　は2月13日（月）となりますので、申請を希望される方は、まず大津商工会議所へご相談ください。

【補助対象者】 小規模事業者
【補助上限額】   50万円（通常枠）
 100万円（インボイス枠※1） ※1 免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録を行った事業者
 200万円（賃金引上げ枠※2、卒業枠※3、後継者育成枠※4、創業枠※5）

【補  助  率】 補助対象経費の２/３（※賃金引上げ枠のうち赤字事業者については３/４）
【補助対象経費】 ①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費（インターネット広告・バナー広告などを含む）、
 ④展示会等出展費（オンラインによる展示会・商談会等を含む）、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、
 ⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託費・外注費
 ※③ウェブサイト関連費のみでの申請は不可
【受付締切】 2023年2月20日（月）（郵送：締切日当日消印有効、電子申請：当日23:59まで受付）

▲小規模事業者
　持続化補助金
　（一般型）

※常時使用する従業員数が　　卸売業・小売業・サービス業　　  5人以下
宿泊業・娯楽業・製造業その他　20人以下

※申請にあたっては、右記の小規模事業者持続化補助金（一般型）に掲載の「ガイドブック」「公募要領」「参考資料」を
　必ずご確認ください。

※2 事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円である事業者 ※3 雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する事業者
※4 「アトツギ甲子園」においてファイナリストに選ばれた事業者 ※5 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けた事業者

小規模事業者持続化補助金（第１１回）のご案内

「百の福」が感じられる大津の逸品をご紹介

認 定 商 品 だ よ り

こつこつと、店主自ら育てた小豆でつくる茶菓 山川 「餅小豆」 のご紹介です。

大津商工会議所では、「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ています。
2023年に新たに7商品が認定され、全53点のラインナップとなりました。

　高島市の畑で、農薬不使用で自家栽培した大納言小豆を風味豊かに炊き上げ、県内産の
近江羽二重餅米で作ったなめらかでコシのある求肥で包んでいます。アクセントに塩ゆで小
豆とクルミが入っているので、食感もお楽しみいただけます。シンプルだからこそ小豆の味を
堪能していただける、こだわりの一品です。
　店内にはイートインスペースもあり、出来立ての和菓子をお召し上がりいただけます。

三井寺
大津港三井寺

大津赤十字病院

商店街 商店街

長等小学校

長等神社 茶菓山川

京
阪
京
津
線

558

京阪石坂線

びわ湖浜大津

餅
も ち

小
あ づ き

豆

大津百町百福物語ブランド認定商品は、各お店の他、
琵琶湖ホテル、大津駅観光案内所等でお買い求めいただけます。
大津百町百福物語HP http://otsu-hyakufuku.jp/　　Instagram ＠otsu_hyakufuku

↑ホームページ ↑インスタグラム

（1個 約55g～60g）

291円（税込）

茶菓 山川
〒520-0046
大津市長等２丁目10-5
℡077-527-0088
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　は2月13日（月）となりますので、申請を希望される方は、まず大津商工会議所へご相談ください。
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【補助上限額】   50万円（通常枠）
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【補助対象経費】 ①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費（インターネット広告・バナー広告などを含む）、
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▲小規模事業者
　持続化補助金
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　高島市の畑で、農薬不使用で自家栽培した大納言小豆を風味豊かに炊き上げ、県内産の
近江羽二重餅米で作ったなめらかでコシのある求肥で包んでいます。アクセントに塩ゆで小
豆とクルミが入っているので、食感もお楽しみいただけます。シンプルだからこそ小豆の味を
堪能していただける、こだわりの一品です。
　店内にはイートインスペースもあり、出来立ての和菓子をお召し上がりいただけます。

三井寺
大津港三井寺

大津赤十字病院

商店街 商店街

長等小学校

長等神社 茶菓山川

京
阪
京
津
線

558

京阪石坂線

びわ湖浜大津

餅
も ち

小
あ づ き

豆

大津百町百福物語ブランド認定商品は、各お店の他、
琵琶湖ホテル、大津駅観光案内所等でお買い求めいただけます。
大津百町百福物語HP http://otsu-hyakufuku.jp/　　Instagram ＠otsu_hyakufuku

↑ホームページ ↑インスタグラム

（1個 約55g～60g）

291円（税込）

茶菓 山川
〒520-0046
大津市長等２丁目10-5
℡077-527-0088

8 大津商工会議所報 もっと! みらい　2023年2月号

会議所TOPICS 会議所TOPICS

消費税のインボイス制度
令和５年10月１日から

が開始されます

1 インボイス制度の概要

2 インボイス制度に対応するための検討事項・事前準備等

⑴ 導入の経緯等

⑵ 消費税の仕組み
　消費税は消費者が負担することを予定する税ですが、納税をするのは、各取引段階において、消費者に物の販売や、サ
ービスの提供を行った事業者となります。納税する消費税額は、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控
除することにより算出します。この仕入れに係る消費税額を控除することを「仕入税額控除」といいます。

　インボイス制度は、複数税率に対応した仕入税額控除の方式であり、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額
等を伝えるために導入されるものです。

⑴ インボイス発行事業者となるかどうかの判断
　インボイス発行事業者となるかは事業者の任意であるため、以下の点から登録を受けるか検討することとなります。
　① 売上先がインボイスを必要とするか
 課税事業者は仕入税額控除のためにインボイスを必要としますが、例えば、消費者や免税事業者は仕入税額控
 除のためにインボイスを必要としません。
　② 申告に係る事務負担の検討
 インボイス発行事業者となると、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となっても、免税事業者とはなら
 ず、課税事業者として申告が必要となります。

⑵　登録申請手続
　インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者（登録を受けることができるのは、課税事業者に限ります。）は、
納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります（e-Tax又は郵送により提出できます。）。制度開始
（令和５年10月１日）からインボイス発行事業者となるための申請手続については、インボイス制度特設サイトの「申請
手続」をご確認ください。

⑶　各種補助金
　インボイス制度への対応を見据えたデジタル化や販路開拓等の取組においては、本誌の７～８ページに掲載している 
IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金が活用できますので、ご参照ください。

国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトでは、
① インボイスコールセンター（インボイス制度に関する一般的（※）なご質問やご相談） 0120‒205‒553（9：00～17：00  土日祝除く）
② インボイス制度に関する税務相談チャットボット
③ 説明会の開催案内
④ インボイス制度について解説した動画（国税庁動画チャンネル）
⑤ インボイス制度に関する取扱通達やQ＆A　　　　　　　　などを掲載しています。

【参考】国税庁ではインボイス制度に関する特設サイトを設け、各種資料を掲載していますのでご活用ください。
　　　≪インボイス制度特設サイト・相談窓口≫

寄稿：国税庁軽減税率・インボイス制度対応室※本文は令和４年12月時点の法令に基づき作成しています。

※個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談）を
希望される方は所轄の税務署への電話（音声ガイダンス「２」を選択）により、
面接日時等をご予約ください。

特設サイト➡

「百の福」が感じられる大津の逸品をご紹介

認 定 商 品 だ よ り
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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！

※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。

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、会社設立の支援、各種経営セミナー、小規模事業者持続化補助金申請、原稿執筆）

寄稿：エキスパートバンク登録専門家国税庁ホームページ
電子帳簿保存法関係

教えて！インボイス制度
～令和５年度税制改正の大綱その１～

　インボイス制度は、軽減税率制度の導入から４年間の準備期間を経て、令和５年10月１日から実施される予定です。
　インボイス制度への移行に伴う影響を緩和するため、免税事業者からの仕入れについて一定割合の控除が認められる
経過措置等がすでに設けられているところですが、今般、こうした経過措置に加え、更に事業者の負担軽減を図り、インボ
イス制度への円滑な移行とその定着に向けた新たな税制上の措置が講じられることとなります。具体的には次のとおり
です。
　これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者となった場合の納税額を売上税額の２割に軽減する３年間の
負担軽減措置が講じられることとなります。これにより、納税額の激変緩和が図られるとともに、簡易課税制度の適用を受
ける場合に比べ、更に事務負担が軽減されます。

○リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当！？」

～インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減措置～
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ワンポイント
アドバイス
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寄稿：エキスパートバンク登録専門家国税庁ホームページ
電子帳簿保存法関係
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キラリ！
vol.

58 湖都の商い人

院長 篠田 正司 住所 〒520-0046　大津市長等３丁目４-13　グランドール浜大津101
TEL 080-7383-7651
HP https://masaseitaiin.com

まさ整体院
院長

篠田 正司氏

カンボジアの湖上生活者 症状に応じた治療方針を丁寧に説明 自然治癒力を取り戻す施術が特長 デトックス効果もある岩盤ドーム

３ステップ施術で原因から腰痛を改善
　柔道整復師の篠田 正司さんは、京都の整体院で勤務し
た後、３年間カンボジアのトンレサップ湖で湖上生活を行っ
ている少数民族の生活支援を行うNGOに参加し、学校の
運営支援や安全な水の供給などのボランティア活動に取
り組みました。
　帰国後、マッサージ店などで勤務しながら開業の準備を
進め、2019年11月にまさ整体院をオープンしました。まさ
整体院では、症状に悩む人が特に多い腰痛に特化して、「大
津市で腰痛の砦となる整体院」を目指しています。
　篠田さんが力を入れているのは、自律神経の働きの改
善、歪んだ重心の改善、腰周辺の緊張の解除という３ステッ
プ施術で、初診時にはていねいな問診や検査を行って腰痛
の根本原因を探し出すことからスタートします。一人一人
の症状や原因を明らかにした上で、施術の内容や治療方針
を説明して、十分理解してもらってから治療を始めるように
しています。
　「腰痛は腰の筋肉に負荷をかけることで起こるが、その
負荷となる根本の原因である自律神経の乱れや重心の乱
れ、血行を改善しないと、腰痛を繰り返すことになる」と篠
田さん。疲労がたまると自律神経が乱れて血行が悪くな
り、体が歪むと重心が乱れてバランスが崩れ、無理を重ね
ていくうちに筋肉に対する負荷が増えて腰痛が起こる、こ
の流れを変える治療やアドバイスで根本の原因を改善す
ることを目指しています。

不調が起きにくい生活習慣を提案
　自宅でも施術効果を長く保てるよう、姿勢の保ち方など
自宅でのアフターケアについても熱心に指導している篠
田さん。「整体で70％整った体を、さらに自宅で毎日の生活
の中から30％整えていくことで100％を目指してほしい」
と、重心や自律神経を整えるセルフケア法の動画をLINE
で見ながら、自宅でも取り組めるようにしています。
　さらに不調を未然に防ぎ体調を整えるためのメンテナン
スにも力を入れていて、血行改善や免疫力強化、基礎代謝
の向上に効果のある岩盤ドームを導入しています。小規模
事業者持続化補助金を活用して、病気の原因となる活性酸
素を取り除き免疫力を高める効果が期待できる水素発生
器の導入も予定しています。
　篠田さんは一人一人の悩みに寄り添って、根本原因から
腰痛にアプローチするだけでなく、不調が起きにくい生活
習慣や、病気になりにくい体づくりを提案していきたいと
考えています。
　篠田さんの夢はカンボジアに整体院を開業すること。３
年間のボランティア活動を通して、金銭的な援助だけでは
貧困問題が解決しないことに気づいたという篠田さんは、
「技術を伝えることで息の長い支援ができるのではない
か」と考えるようになり、現地の人々の健康をサポートする
だけでなく、若者たちに整体術を教えて自立できるように
支援していくという目標を掲げています。

一人一人の悩みに寄り添い、
アフターケアなども熱心に指導
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初めてのマンションが建設されることになり、自治会に入っ
てもらうようお願いしたりしました。また、平野のまちづくり
協議会のメンバーとして、まちをどうしていくか話し合って
きました。その甲斐あって平野学区では、昔ながらの住民
とマンションの方々との交流も活発です。
　百町物語の仕事をするようになったのも、生まれ育った
大津に何か恩返しをしたいと思ったからです。新たに移り
住んで来られた方々とも連携を図りながら、まちを活性化
させる方法を考えていきたいと思っています。

田んぼの中にあった平野小学校
　自宅は京阪電車石場駅の近くにあって、私が通っていた
頃の平野小学校のまわりは田んぼでした。メンコやビー玉
のほか、近くを流れる小川で小鮒や鮎を捕ったり、竹を切っ
てきて竹鉄砲を作ったり、木の枝でチャンバラをしたりして
遊んでいました。隣の町内にあった製材所の材木置き場で
かくれんぼをして、よく「危ない」と叱られたものです。
　昭和36年に琵琶湖文化館が開業してからは、地下に
あったプールに泳ぎに行くのも楽しみでした。地下にあっ
たせいかプールはすごく寒くて、泳いだ後に食堂で食べた
温かいきしめんが印象に残っています。ほかにも遊具のあ
る前庭や土産物店、レストラン、植物園などがあり、観光バ
スで団体客が来るほどにぎわっていました。
　また、町内の児童部で野球チームを結成して、町対抗の
試合に出たりしました。あの頃はグローブも高価なもの
だったので、町内会で購入したものを使っていました。町内
の年上の子どもが年下の子に野球を教えたり、なんでもよ
く面倒を見てくれました。学区や町ごとの対抗意識が強く
て、「あの学区には負けたくない」と張り合ったことも懐かし
く思い出されます。

石場駅近くにあった映画館『有楽座』
　中学はバスケットボール部でしたが、高校は応援団に
入って、野球やサッカーの応援によく行きました。応援団と
いうと厳しいイメージがありますが、和気藹々と楽しくやっ
ていて、練習場所は膳所城跡公園でした。
　卒業後は東京の大学に進学して大津を離れ、そのまま就
職しました。
　昔は石場駅の近くに、戦前は劇場だった映画館『有楽
座』があり、周辺の商店街も活気がありました。しかし、55
歳の時にこちらに戻ってくると、商店はめっきり少なくなっ
ていて、大津の町は随分と様変わりしていました。
　また、平野の住民に愛され、イベントの拠点として大切な
役割を果たしていた西武百貨店大津店が閉店してしまった
のもほんとうに残念です。時代の流れだから仕方ないとい
うこともありますが、人と人の繋がりが希薄になってしまわ
ないかと心配です。

まちづくり協議会のメンバーとして活動
　こちらに戻ってから自治会長を引き受けた時に、町内で

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

尾中 克行さん今回の語り手　一般社団法人百町物語　代表理事

団体客などでにぎわった琵琶湖文化館

昭和30年代の石場駅の様子。ホームに当時の映画ポスターが掲示されている。
 （西村榮次郎氏撮影）

昭和39年の琵琶湖文化館とその周辺風景。（谷本勇氏撮影）

昭和59年に撮影された平野学区の遠望。西武百貨店大津店など、今はなき風景が
写っている。
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大津商工会議所

青年部会報
［令和4年度スローガン］ 
縁

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36,000円が必要です。

大津商工会議所青年部事務局（八田・石川まで）
TEL：077-511-1500　/　FAX：077-526-0795
E-mail：yeg@otsucci.or.jp
URL：https：//www.otsucci.or.jp/yeg/

ＹＥＧインフォメーション①
【日本商工会議所青年部　第42回全国大会「美の国あきた大会」】
開催日時 令和5年2月16日（木）～18日（土）

開催場所 秋田県立武道館　他
（秋田県秋田市新屋町砂奴寄2-2　他）

登 録 料 【現地・オンライン返礼品あり】 16,000円【オンライン返礼品なし】 8,000円 

ＹＥＧインフォメーション②
■2月定期総会
令和4年度　第2回定期総会・懇親会

開催日時 令和5年2月28日（火）
【総　会】19：00～20：30 【懇親会】20：35～

開催場所 琵琶湖ホテル　3F　瑠璃
登 録 料 9,000円（懇親会として）
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催方法が変更する可能
性がございます。

　令和4年度の大津YEGがスタートし8ヶ月が過ぎました。大津YEGメンバーが日々YEG活動を行えるのも各メンバーの
ご家族・パートナー様のご協力があってのことです。
　そこで、コロナ禍前までは恒例になっておりました家族感謝例会を琵琶湖ホテルにて開催いたしました。メンバー36名、
同伴者様15名、お子様33名にご参加いただき無事盛大に開催することができました。ご家族様へ日頃の感謝を伝えると
ともに、YEGでどの様な活動をしているのかの報告の場を設けました。また、プレゼント抽選会などを行いました。プレゼ
ントをもらってすごく喜んでいるお子様の姿などを見て温かな気持ちになりました。協賛をいただきました企業の皆様の
おかげです。誠にありがとうございました。
 マネジメント委員会　委員長　内田　英来

12月　家族感謝例会
～家族の縁会～
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［編集］ 
大津商工会議所女性会大津商工会議所

女性会会報

加入条件： 女性経営者、経営者の妻および家族で経営に関与されて
いる女性、職務上要職にある女性。

年 会 費： 15,000円
　　　　　ご興味のある方は事務局までお問い合わせください。
　　　　　Tel 077-511-1500
　　　　　大津商工会議所女性会事務局　林・田中裕

♥女性会会員募集中♥
ご入会をお待ちしております。
一緒に大津を盛り上げましょう‼

LINEからもお問合せ可能です。

活動報告「青春21文字メッセージ」二次審査会実施
　大津商工会議所女性会では、例年「青春21文字メッセージ」の二次審査を
担当しています。そこで、今回は、当事業についてご紹介します。

新入会員
紹介

　弊社は、湖南市石部緑台にある株式会
社ゴーシューという鍛造会社の一角に事
務所を構えている小さな会社です。
　事業内容は、不動産賃貸、保険代理店
（東京海上日動火災）などです。保険業
は、企業内代理店として、株式会社ゴー
シュー及びグループ会社の従業員様向け
の自動車保険・火災保険・ゴルファー保険
等々の損保全般、また企業向けの保険も
扱っています。企業内代理店ですので、自
らをグループ会社の福利厚生部門として
位置づけ、従業員様向けのセミナー等も
不定期に開催しています。
　大津市からは少し離れていますが、お近
くへお越しの際はどうぞお気軽にお立ち
寄りください。

後藤興産株式会社

後藤 宮子さん

昨年実施セミナー

社屋玄関

　京阪電車石山坂本線の２１駅にちなみ、電車を舞台に青春にまつわる思い
を２１文字に託した作品を募集している企画です。今年で第１６回目を迎え、応
募者は県内だけに留まらず、全国から多くの作品が毎年寄せられています。

「青春21文字メッセージ」とは？

　11月21日（月）、当女性会役員16名で、「青春21文字メッセージ」の二次
審査を実施しました。全部ひらがなで書いている5歳の女児に出逢ったり、青
春真っ只中かなと思ったら82歳の女性だったり、大人びた小学生が出てきた
り、遠い日に言いそびれたことを思い出した６３歳の男性が現れたり…。毎年
様々な作品に触れる度に、改めて「ことば」の大切さに気付かされます。この
素晴らしい文化に携われることに当女性会一同感謝しながら、今年も二次審
査会を終えることができました。1月中旬に公開された受賞作品をぜひご確
認ください。

「青春21文字メッセージ」二次審査会

後藤興産株式会社
〒520-3115　湖南市石部緑台2-1-1
電話 ： 0748-77-3110（代表）
FAX ： 077-525-4452
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［編集］ 
大津商工会議所女性会大津商工会議所

女性会会報

加入条件： 女性経営者、経営者の妻および家族で経営に関与されて
いる女性、職務上要職にある女性。

年 会 費： 15,000円
　　　　　ご興味のある方は事務局までお問い合わせください。
　　　　　Tel 077-511-1500
　　　　　大津商工会議所女性会事務局　林・田中裕

♥女性会会員募集中♥
ご入会をお待ちしております。
一緒に大津を盛り上げましょう‼

LINEからもお問合せ可能です。

活動報告「青春21文字メッセージ」二次審査会実施
　大津商工会議所女性会では、例年「青春21文字メッセージ」の二次審査を
担当しています。そこで、今回は、当事業についてご紹介します。

新入会員
紹介

　弊社は、湖南市石部緑台にある株式会
社ゴーシューという鍛造会社の一角に事
務所を構えている小さな会社です。
　事業内容は、不動産賃貸、保険代理店
（東京海上日動火災）などです。保険業
は、企業内代理店として、株式会社ゴー
シュー及びグループ会社の従業員様向け
の自動車保険・火災保険・ゴルファー保険
等々の損保全般、また企業向けの保険も
扱っています。企業内代理店ですので、自
らをグループ会社の福利厚生部門として
位置づけ、従業員様向けのセミナー等も
不定期に開催しています。
　大津市からは少し離れていますが、お近
くへお越しの際はどうぞお気軽にお立ち
寄りください。

後藤興産株式会社

後藤 宮子さん
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２月の会議所行事予定
２/ ２（木）　小売商業部会セミナー
２/ ２（木）　青年部執行部会議
２/ ４（土）　創業塾フォローアップセミナー
２/ ６（月）　金融部会・工業部会合同 新春経済講演会
２/ 8（水）　建設部会正副部会長関係議員合同会議
２/ ９（木）　マル経審査会
２/ ９（木）　観光・運輸部会正副部会長関係議員合同会議
２/１０（金）　インボイス制度「税務」個別相談会
２/１２（日）　第227回日商珠算・暗算検定
２/１４（火）　観光・物産振興委員会
２/１５（水）　青年部役員会
２/１７（金）　正副会頭会議
２/２６（日）　第163回日商簿記検定試験
２/２７（月）　所得税・消費税確定申告相談会
２/２８（火）　青年部総会

会議所の動き
令和５年　新年賀会　総勢170名が新年を祝う

　令和５年１月４日にコラボしが21において、大津市佐藤市長
様はじめご来賓・会員約170名の出席のもと新年賀会を開催し
ました。今年も新型コロナウイルス感染症の影響により飲食を
提供せず、感染症防止対策を十分に行い実施しました。
　河本会頭の新年のあいさつでは、「現在もコロナ禍の状況で
あるが、国際情勢や気候変動、生物多様性など地球全体の問題

が山積し、経営環境が大きく変化している。取り組むべき課題
は多いが、これからは具体的な行動に移していくことが求めら
れ、会社を守ることや地域を発展させることはもちろんのこと、
次世代だけでなく、次々世代にもしっかりと継承できるよう使命
感と覚悟を持って取り組んでいく」と考えを述べられました。

滋滋賀賀県県産産業業フフェェスス
滋滋賀賀のおしごとのおしごと発発見見
みんなのまちのお仕事を楽しく体験 ！
日時  2023.2.4　10：00～15：00
場所  クサツエストピアホテル2F

滋賀県商工会議所青年部が初めての試みとして
“産業フェス～滋賀県のおしごと発見”を開催！地元で活躍する会社の
おしごと体験ができます！またSDGsの取り組みや企業紹介、新商品紹
介、滋賀県内の取り組みを紹介させていただきます。

①お仕事体験ブース
②会社案内・新商品紹介ブース
③各市観光案内ブース
④イベントブース

【問い合わせ先】 草津商工会議所青年部事務局
 TEL：077-564-5201　FAX：077-569-5692
◆主催 滋賀県商工会議所青年部連合会
◆後援 滋賀県/草津市/大津商工会議所/草津商工会議所/守山商工会議所
 八日市商工会議所/彦根商工会議所/長浜商工会議所

文化賞受賞おめでとうございます
　昨年11月17日に生涯学習センターで行われた大津市表彰
式において、市の文化の向上と振興のご功績が広く認められ、
ご受賞されました。

ＮＰＯ法人大津絵踊り保存会　会長
（本所　サービス産業部会会員）

山下　光子 様
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〒520-0806  滋賀県大津市打出浜2番1号
編集発行 大津商工会議所

印刷会社 宮川印刷株式会社

https://www.otsucci.or.jp/
メールアドレス somu@otsucci.or.jp

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。

大津商工会議所
LINE公式アカウント

ご登録ください

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

公益財団法人大津市国際親善協会
大津市浜大津４‒１‒１  明日都浜大津2階
TEL　077‒525‒4711
Email　info@oiga.jp

●語学講座（2023年度予定）
 英語・ドイツ語・韓国語・スペイン語・ベトナム語・イタリア語

外国語習得

●在住外国人のための日本語教室
 レベル：入門～初級
 会　場：浜大津（金曜日）・堅田（木曜日）

日本語学習

●外国人無料個別相談
 毎月第２水曜日　17：30 ～19：30

外国人に関する相談

https://oiga.jp/

 
新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

1月ご入会 (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

訪問ボディケア専門　温和 山 田　 和 美
大津市打出浜2-1
コラボしが21
BizBase  コラボ21B-15

ボディマッサージケア 「滋賀のシニア女性を元気に」素敵に歳を重ねたいシニアに特化
したエステ、健康な心と体を目指すサポートをいたします。

大津商工会議所会員限定

〈お問合せ・お申込み先〉

大津商工会議所 企画総務部 TEL.077-511-1500 まずはお電話ください！！

大津商工会議所報を使って、企業PRしませんか？
　大津商工会議所報は、会
員事業所様をはじめ各官公
庁や関係機関、全国各地の
商工会議所向けに年12回
発行（発行部数2,100部）し
ています。この所報に広告
掲載をいただける企業を募
集しております。ぜひお申
し込みください。

■ 広告掲載料１ケ月料金（縦×横㎜、税込）※掲載箇所は当所に一任願います。
（所定の掲載枠が埋まり次第、締め切ることがあります）

（267×180）

（131×180）

（131×87.5）

（63×87.5）

（41×87.5）

A4  1P
A4 1/2P
A4 1/4P
A4 1/8P
A4 1/12P

５5,０００円
３3,0００円
－
－
－

44,0００円
２７,5００円
１６,5００円
１1,0００円
6,6００円

【カラー】 裏表紙 中　面
料　金

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！

マル経融資

利率 年1.30%
（令和5年1月4日現在）

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。

【お問合せ先】 大津商工会議所 中小企業振興部
　　　　　　 Tel.077-511-1500（平日9：00～17：00） 


