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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

滋賀県大津市見世1-11-21
京阪電車 南滋賀駅、滋賀里駅より徒歩5分
〈営業時間〉 月～土曜/11：30～22：00
 日　　曜/11：30～18：00
〈定休日〉 火曜・水曜
080-3761-8480　am-burger@docomo.ne.jp

BURGER Since 2003

“国産黒毛和牛100% PATTY （ミートパティ）の
REAL HAMBURGER（本物のハンバーガー）”を提供しております。

BUNS（パン）は、
京都の“Boulangerie Blon（ブーランジェリ ブロン）"特製。

PATTY（ミートパティ）は、100% pure beef
国産黒毛和牛（塊を半頭買い）を毎日自家製ミンチにし、
鮮度とも GOOD TASTE にこだわっております。

アンティーミーバーガー

®

 
新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

10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

半田重工業㈱ 新 美　 喜 久 子 愛知県半田市東億田町161

フォークリフト用油圧シリンダー
開発・製造
高所作業車用各種油圧シリンダー
開発・製造

工業系のあらゆる課題あれば是非お声掛けください。

㈱シオンズ 笠 井　 智 美
大津市粟津町4-7
石山駅前近江鉄道ビル5階　
109号室

経営支援業、後継者育成、
SDGｓ経営統合支援、
人材・組織開発　等

経営と人生の総合コンサルティングで、企業の稼ぐ力と
人を育む力をサポートしています。

㈱ハイキューブ 日 置　 隆 博 大津市本宮1丁目1-1-1 警備業 よろしくお願いします。

行政書士オフィスさらら 福 家　 知 代 子 大津市園城寺町246番地 
光浄院

相続、各種許認可の代理申請、
遺書作成等

普段は４歳と２歳の子育てに奮闘しつつ業務を行っています。
宜しくお願いします！！
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若 衆
わか しゅう

表紙提供：大津絵の店

　元禄期頃より、大津絵では多く
の若衆や野郎の図が制作されま
した。その華やかな表現方法は
『藤娘』や『太夫』のような美人画
に通じるものがあり、当時は“美
人”、“若衆”がともに人気の風俗
図であったことが分かります。

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@大津特 集 地域活性Project@大津

　2018年9月に経済産業省がDXレポートを公開した後、2019年が日本の
DX元年と言われて早3年が経過しました。この間、新型コロナウイルスやIT
技術の進化等により経営環境が大きく変化しており、環境変化への対応や厳し
い競争に対応するため、DXへの取り組みの必要性が高まっています。DXを
実現することで自社の強みを加速させ、競争に打ち勝つための「DXの基本」、
「DXを実現する３ステップ」、「DXに取り組んでいる企業の事例」をご紹介し
ていきます。

競争に打ち勝つ
DX活用の基本と進め方

① DXの基本

・ DXとは？

　DX：Digital Transformation(デジタルトランスフォー
メーション)は2004年にスウェーデンのウメオ大学教授で
あるエリック・ストルダーマンによって「ITの浸透が、人々
の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる。」と提
唱されたのが始まりです。
　日本では2018年に経済産業省が発表した「DX推進ガ
イドライン」によって「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
会のニーズをもとに、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。」と定義されています。
　具体的な手段や方法、必要性が明確にされておらず「IT
化・デジタル化と何が違うのか？」「何から取り組んでいけ
ば良いのか？」といった疑問を持たれる方が多いのではな

いでしょうか。これらの疑問点を解消しながらDXに取り組
むメリットやDXに取り組んだ企業事例を紹介しながらDX
の理解を深めていきましょう。

・ IT化とDXは何が違うの？

　混同されやすいキーワードとして「IT化・デジタル化」
が挙げられますが、「DX」とは目的が大きく異なります。
　「IT化・デジタル化」の目的は、ITシステムやツールを
活用することによって業務の負荷軽減や効率性を高めるこ
とで生産性をアップさせることです。具体的には、請求書
など帳票書類のペーパーレス化やZoomなどを用いたオン
ライン会議やオンライン商談の実施などが挙げられます。
　一方「DX」の目的は、ビジネスモデルそのものを変革
したり、生み出したりすることで、人々に新たな価値を提
供して、競争優位性を確立し、企業の競争力をアップさ
せることです。

　身近な具体例として、飲食店で導入が進んでいるモバ
イルオーダーが挙げられます。企業側のモバイルオー
ダーのメリットとして、レジ注文の機会が減少するため、
従来であればレジ業務を担当していた人員を「調理」に
集中させることが可能となります。また、注文データを分
析することで顧客の購入商品に合わせたキャンペーンの
効果的な配信や、他にはレジの混雑緩和、人員の適正配
置などコロナ禍における顧客への新しい価値提供として機
能し、従業員の負担を軽減するなどさまざまな競争優位
性を確立することに繋がります。
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　まず、紹介する企業の概要と課題について簡単にまと
めると、A社は創業20年を迎える日本全国からこだわりの
お茶を仕入れて販売する小売店です。課題として、昔な
がらのレジを使用しており、レジ締め業務や会計処理に手
間がかかる他、在庫管理を手動で行っているため、在庫
切れによる機会損失の発生など業務を進める中で非効率
が散見されています。また、インターネットショップなど

気軽にお茶を購入できる環境も整備され、競争にさらさ
れるなど売上も低下している中で、同店で購入することに
対する付加価値を提供するために新たな取り組みを実現
していく必要があります。しかし、日々の仕事に追われて
新しい取り組みを行う時間的な余裕がないことから、この
問題を解決するためにDXの手法を取り入れて事業変革に
取り組みました。

③DXに取り組んでいる企業の事例　その１　～お茶の販売店～

・ DXの進め方の3ステップ

・ DXの進め方

　IT化・デジタル化との違いがわかったところで、次にDX
を実現していく3ステップについて確認していきましょう。

DXは下記のステップで実現していくことが推奨されてい
ます。

② DXを実現する３ステップ

デジタイゼーション デジタライゼーション デジタル
トランスフォーメーション

①デジタイゼーション：アナログからデジタル化
これまでアナログで取り組んでいたことをデジタル化していくフェーズです。先に挙げた紙の帳票のデジタル化
やFAXでの注文から受注専用システムによる注文対応への変更などが挙げられ、各業務の効率化を重視した部
分最適の取り組みとなります。

②デジタライゼーション：ビジネスプロセスのデジタル化
部分最適のデジタル化であったデジタイゼーションをさらに進めて、全体最適化によるさらなる効率化とデータ
の蓄積を図ることがデジタライゼーションのフェーズです。帳票データや売上データを
会計システムと連携させて管理をしたり、受注システムと生産管理システムを連携させ
てタスクの割り当てから納期期日の見える化を図る、などがあたります。

③DX(デジタルトランスフォーメーション)：新しい価値の創出(競争優位の確立)
デジタライゼーションで収集されたデータを分析することで、予測を立てて精度の高い
販売計画の立案や人員の最適配置、新たな顧客ニーズの仮説検証などマーケティング
活動に活かすことで競争力を高めていく取り組みとなります。

①デジタイゼーション：アナログからデジタル化
まずは負担のかかっている業務の効率化を実現するため、従来のレジからタブレットを活用したPOSレジに置
き換え、レジ締め業務の効率化と在庫管理の一元化による機会損失の削減に取り組みました。

②デジタライゼーション：ビジネスプロセスのデジタル化
次にPOSレジと会計ソフトの連携を図り、日々の会計業務の半自動化を実現し、さらなる業務の効率化に取り
組みました。

③デジタルトランスフォーメーション：新しい価値の創出(競争優位の確立)
「店内で急須を使ったお茶の試飲体験」「POSデータを分析して売れ筋商品と死筋商品の
見極め」「店内POPなどの充実」「定番ギフト商品に加えてオーダーギフトへの対応」など、
これまで時間がかかるので対応できなかった体験型サービスや顧客に寄り添ったサービス
の強化に取り組むことでネットとは違う購入体験を顧客に提供することで売上を拡大。
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まとめ　DXの実現に向けて取り組みましょう　～一人で悩まず まずは相談～

　DXの実現に向けてまずは「競争優位を生むデータ」が
何かを明確にして、どのようにそのデータを集計するのか、
そのために最適なシステムをどのように構築、現場に反映
していくのか、といった手順で進めていくことが必要です。
　しかし、いきなりDXを実現することはハードルが高い
のでまずはアナログからデジタル化のフェーズであるデジ
タイゼーションを中心に効率化を目的とし、IT人材のスキ

ルアップ、社内のIT化推進を進めていくことが最初の一歩
になります。
　大津商工会議所では、DXの取組みについて個別相談
会を毎月開催されています。一人で悩まずに、商工会議
所等の支援機関にお気軽にご相談されることをお勧めい
たします。

　次に紹介する企業の概要と課題について簡単にまとめ
ると、B社は創業20年を迎える、アクリル板等の加工を行っ
ている企業です。当時抱えていた課題としては、製造現
場の生産状況が管理できておらず、仕事を受注しても納
期が明確に回答できない(できても時間がかかる)、いつ
までに対応して欲しいと納期を要望しても、忙しくて無理
だと現場に断られるなど、製造現場主体の生産管理となっ
ており、非効率な現状を改善する必要がありました。一
番効率的な生産体制を実現するため、最終的には製造現

場の生産状況を把握して、営業主体で生産管理を行うこ
とを目標としました。営業主体で工程管理を行うためには、
顧客の受注内容に合わせた作業工数(標準時間)を把握(数
値化)できれば解決できます。同社では毎日の作業を日報
(手書き)に記載しており、作業ごとの工数を管理していま
したが、これまで一切活用していません。このデータを
活用すれば工数を見える化・標準化できる可能性がある
わけです。このように必要とするデータを収集する仕組み
を整理していきました。

④DXに取り組んでいる企業の事例　その２　～アクリル板の加工～

・ DXの進め方の3ステップ

執筆

専門分野：ITを活用した業務効率改善支援／問合せのあるホームページ改善・作成／失敗しない
ネットショップ開設／売れ続けるネットショップ運用／ITを活用した集客支援(SNS活用など)／創業・
第２創業支援／WEBサイト、ITコンサルティングなど。お気軽にご相談ください。

代表取締役　中野　雅公
中小企業診断士・販売士１級・ITストラテジスト

グラスハパコンサルティング株式会社

＜お問合せ先＞　大津商工会議所 中小企業振興部　ＴＥＬ．077-511-1500

①デジタイゼーション：アナログからデジタル化
アナログのままではデータを活用することが難しいことから、まずは日報の電子化を進めるため、サイボウズの
キントーンを活用して日報システムを構築し、過去3年間の日報データを登録しました。システムの詳細につい
ては省きますが、受注管理システムも並行して作成し、日報システムと連携させることで、各工程の作業工数
を蓄積できる仕組みを構築していきました。

②デジタライゼーション：ビジネスプロセスのデジタル化
日報システムに登録したデータを基に、各工程の標準工数が把握できるようになってから、同じくサイボウズの
キントーンを活用して工程管理システムを構築。営業が受注を確定させた時点で、その受注情報を工程管理シ
ステムに登録することにより、無駄のない工程管理が可能となりました。また稼働率も向
上したことから、生産性も大きく向上し、そこから得た会社の売上・利益を従業員に還元
することで、定着率も改善するなど、さまざまな副次効果が生まれました。

③デジタルトランスフォーメーション：新しい価値の創出(競争優位の確立)
アクリルの張り合わせといった難易度の高いアクリル加工の依頼が増加していましたが、
手間暇がかかることから、これまで受注を断っていました。しかし、前述の取組みにより
生産性が向上し、作業時間にも余裕ができてきたことから、これを契機に新しい加工の
機械を導入して、アクリル加工の幅を広げることで、受注の取りこぼれを防ぐことができ
ました。このように付加価値の高い加工をはじめ、新しい市場へも顧客を広げることがで
き、事業の拡大を進めることができました。
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東京インターナショナル

春 2023ギフト・ショー
大津商工会議所

合同ブース出展のご案内

　当所では、小規模事業者の販路拡大を支援する目的で『東京インターナショナル・ギフト・ショー春2023（グルメ＆ダイ
ニングスタイルショー）』に出展いたします。
　つきましては、参加事業所を下記のとおり募集いたします。出展料、装飾費等を当所が負担することで、貴社のご負担
なしで出展いただくことができます。この機会に是非ご参加ください。

● 開催日:2023年2月15日(水)～17日(金)【搬入2月14日（火）】
● 会場:東京ビッグサイト
● 出展募集:6社（応募多数の場合は、事務局にて調整します。）
● 出展条件:当所会員かつ小規模事業者
　 ※１.商談成立の都合上、会期中（準備含む）の参加をお願いしていますが、
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対象者

申請先・お問合せ先

右記ホームページより申請書類をダウ
ンロードし、必要事項をご記入のうえ、
所定の添付書類を添えて下記の申請先
へ郵送または持参にてご提出ください。 
詳しくは右記ホームページに掲載の「募
集要項」を必ずご確認ください。

申請方法
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個人事業主　：  5万円

給付金額
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※申請は1事業者につき1回限りです。

申請期間 （当日消印有効）

会議所TOPICS 会議所TOPICS
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「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

創業明治35年の老舗こだわりの逸品！「近江牛生ハム」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。
2022年に新たに3商品が認定され、全47点のラインナップとなりました。

　滋賀県産近江牛のモモ肉を使用した、近江牛の生ハムです。最優秀賞を連続で受賞した
げんさん谷口牧場の近江牛を惜しげもなくふんだんに使い、熟成させた香り豊かな生ハム
なので、近江牛の甘みと旨味が口の中に広がります。
　生ハムといえば豚肉が多いので、牛肉の生ハムはギフトとしても珍しく、贈り物としても
大変喜ばれます。サラダなどに添えて、また、ワインと合わせて、少し贅沢な近江牛生ハム
を是非ご賞味ください。

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

京
阪
京
津
線

元三

558

京阪石坂線

びわ湖浜大津

近
お う み

江牛
ぎゅう

生
な ま

ハム

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

（50g）1,620円（税込）

肉のげんさん
〒520-0046
大津市長等２丁目3-32
℡077-524-2929

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1.13%
（令和4年10月1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） 

●滋賀県最低賃金改定
　（令和4年10月6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。

1時間927円

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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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、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
～個別相談事例から～

　これまでこのコラムで「インボイス制度」についてお話してきましたことに関連して、エキスパートバンクに寄せられる事業者の皆
さまからのご相談事例をお伝えしたいと思います。

　私は個人事業者で免税事業者ですが、適格請求書発行事業者の登録をする場合について、どのような点に留意すれ
ばよいでしょうか？質問
　免税事業者がインボイス発行事業者の登録をする場合の経過措置の延長について、免税事業者が令和５年１０月１日
の属する課税期間中に登録を受ける場合に限り２つのメリットがあります。

　一つは、令和５年１０月１日の属する課税期間（個人事業者の場合は令和５年１月１日から１２月３１日の期間）については、
その課税期間の初日からではなく、登録を受けた日から課税事業者になるという点と、
　もう一つは、令和５年１０月１日の属する課税期間に登録を受ける場合に限り、課税事業者選択届出書を提出する必要
がないという点です。

　どちらも大きなメリットですが、免税事業者の方は課税事業者になるかどうかは、今後の経営にも大きく関わってきますので、登
録申請をするかどうかは事業者の任意ではありますが、慎重に検討・確認する必要があります。

※ 令和４年度税制改正において、この経過措置を受けられる期間が、令和５年１０月１日から令和１１年９月３０日までの日の属する課
税期間中に登録を受ける場合に経過措置の適用が受けられるとされています。

答え
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企業Data

キラリ！
vol.

55 湖都の商い人

代表 松原 眞路 住所 〒520-0054　大津市逢坂1丁目9-28（大津営業所）
TEL 077-527-0909
HP https://kansai-event.jp

関西イベントサービス有限会社
代表取締役

松原 眞路氏

逢坂にある営業所 施設の開所式

天職のイベント業で起業
　平成16年に創業した関西イベントサービス有限会社。
松原 眞路社長は高校卒業後陸上自衛隊に入隊、その後ス
キーインストラクター、佐川急便、大阪学院大学などを経
て、ダスキンレントオールに入社したという、異色の経歴の
持ち主です。
　ダスキンレントオールでイベント用品のレンタル事業や
イベントのプロデュースを手がけるなかで、「この仕事が天
職」だと思うようになり、イベント事業部門を引き継ぐかた
ちで独立、関西イベントサービスを立ち上げました。
　当初は順調でしたが、新規顧客を開拓する営業を行って
いなかったため、次第に顧客が減って売上が落ち込み、慌
ててビジネス本を読んだりしましたが、すぐに結果が出る
わけでもなく苦しい時代が続きました。「ある人に誘われて
ビジネス交流会に参加するようになってから、少しずつ依
頼が増えるようになった」と振り返ります。
　創業と同時に入会した大津商工会議所では、社長塾に参
加して経営を学び、そこで多くの同じ志を持つ経営者と交
流できたことが励みになったと語ります。

誠実な対応で信頼に応える
　同社が手がけるのは、企業の納涼祭や運動会、新製品
発表会などのイベントや地鎮祭の会場設営と企画プロ
デュース、テントやステージ、映像・音響機材、遊具などの
レンタル事業です。イベントに必要なものはすべて用意す
るため、場合によってはそのイベントのためだけに必要な
ツールを製作することもあります。

　「昔はイベント用のテントなどは、借りたほうが安いので
レンタルを利用したのですが、今はホームセンターに安価
な商品もある時代。それでも設営や撤収、その後のメンテ
ナンスなどを考えたら、業者に依頼したほうがいいと言わ
れるお客様が増えている」と松原社長。「お客様が求めるも
のはさまざまなので、よく話を聞いて、購入されたほうが費
用が安くなる場合はそのようにアドバイスしている」という
松原社長。地鎮祭では会場の準備だけでなく、式典の様子
を撮影してアルバムを作ってプレゼントするなど、誠実な
対応が高く評価されてリピーターや新規顧客の獲得につ
ながってきました。

家電製品の販売を新たなビジネスに
　イベント業にとって新型コロナウイルスの影響は大き
く、大手イベント会社が県内の営業所を撤退するほどの痛
手となっていますが、同社は少人数で比較的規模の小さな
イベント中心に手がけてきたことが幸いして、苦しい中で
もビジネスを存続させることができました。
　さらに、松原社長はコロナ禍をチャンスに変えたいと、独
学で勉強と実技のトレーニングを行って、電気工事士の免
状を取得、古物商の許可も取得して、家電製品の買い取り
と販売を新たなビジネスチャンスにしていきたいと考えて
います。
　「この仕事をやっていて良かったと思うのは、お客様の笑
顔に出会った時。笑顔を増やすことをモットーに、みんなが
幸せになり、企業には人が集まり利益が生まれるようなイ
ベントを提案していきたい」と、コロナ後のビジネス展開に
期待を寄せています。

笑顔と利益を増やすイベントで、幸せを創造する企業を目指して

イベント用ステージ 地鎮祭の会場
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イベント用ステージ 地鎮祭の会場
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方も増えていますが、膳所の街の魅力や昔からある祭りな
どの伝統文化を、多くのみなさんに伝えていければ、そし
て膳所の街をもっと好きになっていただけたらと思ってい
ます。

子どもの頃の楽しみは膳所五社祭り
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し、自治連合会の会長を務めるなど、地域の活性化に取り
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購入することができました。商店街には勢いがあり、中核と
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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

平井 晴美さん今回の語り手　西久商店

暮らしに必要なものがすべてそろった膳所商店街

店頭に立つ平井さんのお母さん。暮らしに便利なさまざまな商品を扱っていた。

昭和62年の膳所五社祭りの様子。（大津市歴史博物館所蔵）

毎年盛大に行われる膳所五社祭り。（中央は平井さんのお父さん。写真は40年以上前のもの）

平成3年のびわ湖大津夏祭り。西武大津は江州音頭の連を作って参加した。
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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
■11月例会のご案内
１１月縁づくり例会
～熱田神宮で商売繁盛祈願と名古屋めし満喫の縁づくり珍道中～

開催日時 令和4年11月9日（水） 8時00分～21時00分
開催場所 熱田神宮・トヨタ博物館・風来坊栄店
登 録 料 6,000円（昼食代別）
服　　装 スーツ、ネクタイ、バッヂ着用（熱田神宮正式参拝につき）
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により開催方法等を変更する場
合がありますので、ご了承下さい。
　第2回目の縁づくり例会である今例会では、歴史ある熱田神
宮にて商売繁盛祈願、御垣内参拝を行うことにより、商売の縁
づくり祈願を行います。また、日本のモノづくりの頂点にして原
点ともいうべきトヨタ博物館にてクルマの歴史について学び、
名古屋の手羽先料理で有名な風来坊にて名古屋ローカルグル
メを堪能し、会員同士の交流を図ります。青年部として久しぶり
の県外での例会となりますので、皆さまの積極的なご参加をお
待ちしております。

びわ湖大津ビワコイ祭り2022
　9月10日（土）11日（日）の2日間にわたり、浜大津おまつり
広場・修景緑地にて「びわ湖大津ビワコイ祭り2022」が開催
されました。
　新型コロナウイルス感染症の影響もありましたが、3年ぶ
りに開催する事ができました。また、開催前に台風の発生等
不安材料がありましたが、5年ぶりとなる両日開催を盛大に
開催できたことを、ご支援いただきました関係者の皆様に心
より感謝申し上げます。
　お祭りの名称、開催場所の変更等、お祭り当日の集客につ
いて不安がありましたが、当日は大勢の方がご来場いただ
き、お祭りを心待ちにしておられたご来場者の方々の笑顔が
溢れていました。運営にご協力いただきましたYEGメンバー
も、かき氷ブースをはじめ、それぞれの持ち場でも終始笑顔
を絶やさず、素敵な「縁」を作っておられるように感じました。
　今年度ご協力いただきました皆様に感謝を申し上げるとと
もに、次年度以降の継続開催にご協力のほどよろしくお願い
いたします。皆様本当にありがとうございました。
 フェスティバル委員会
 委員長　山川　彪人

ビワコイ祭り2022 VRツアー
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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

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。

　2022年９月１０日（土）・11日（日）、大津湖岸なぎさ
公園（修景緑地）にて「びわ湖大津ビワコイ祭り2022」
（旧:マザレ祭り）が開催されました。新型コロナウイ
ルスの影響により、3年振りのお祭り開催となりました
が、当日は天候にも恵まれ、多くの人々で活気あるイ
ベントになりました。
　女性会では、「大津の地域振興に少しでも貢献した
い！」という想いで縁日コーナーへ出店し、フランクフル
ト、ポップコーン、たこせんの販売と、ガラガラくじによ
る当てもんを行いました。お祭りは大盛況で、女性会
のお店も2日間ですべての商品が完売しました。今回
のために作成した「女性会Tシャツ」とともに、これから
も大津を盛り上げて行きたいと思います！

　2022年9月14日、ホテルモントレ姫路（姫路市）にて
「関西商工会議所女性会連合会総会 姫路大会」が開
催されました。新型コロナウイルスの影響により、各女
性会4名という参加人数を制限された中での開催とな
りましたが、関西各地から総勢212名が参加。3年振
りの対面での総会は、姫路商工会議所女性会のおも
てなしにより、大変有意義なものになりました。
　大津商工会議所女性会では、2024年11月に全国
商工会議所女性会連合会全国大会の開催を予定して
います。姫路のおもてなしを参考に2年後には、大津
流のおもてなしが出来るよう、これからも精進して参
ります。

活動報告
びわ湖大津ビワコイ祭り2022
縁日コーナー出店

活動報告
関西商工会議所女性会連合会総会

姫路大会

祭り初日の円陣（上）と終了後の記念撮影（下）祭り初日の円陣（上）と終了後の記念撮影（下）

関西女連総会会場にて（ホテルモントレ姫路）関西女連総会会場にて（ホテルモントレ姫路）

13大津商工会議所報 もっと! みらい　11月号



11月の会議所行事予定
１１/ １（火）　臨時議員総会

１１/ ２（水）　青年部執行部会議

１１/ ６（日）　びわ湖オクトーバーフェスト

１１/ ６（日）、１３日（日）、２７日（日）　大津地域創業塾

１１/ ８（火）　経営術講演会

１１/ ９（水）　青年部１１月例会

１１/ ９（水）　ITなんでも相談会

１１/１０（木）　マル経審査会

１１/１０（木）　工業部会・金融部会視察研修会

１１/１６（水）　インボイス税務セミナー

１１/１７（木）　経営計画策定セミナー社長塾（4日目）

１１/１７（木）　青年部役員会

１１/２０（日）　第162回日商簿記検定試験

１１/２１（月）　インボイスⅠデジタル化セミナー

１１/２２（火）　インボイス制度「税務」個別相談会

１１/２４（木）　永年勤続優良商工従業員表彰式

１１/２８（月）　店舗づくり診断セミナー

１１/２９（火）、３０（水）　販路開拓塾個別相談会

会議所の動き
議員職務執行者の変更について
野村證券株式会社大津支店

（新）支店長 常　川　仁　司　氏
（旧）支店長 佐々木　芳　典　氏
　　（令和４年１０月１日付）

関 係 関 か ら の お 知 ら せ機

膳所城・膳所藩を支えた膳所の五社と旧東海道、木曽義仲ゆか
りの義仲寺や直木賞受賞作で話題の「大津城跡」などをお楽し
みいただけるガイド付きのまちあるきをご用意しています。
①旧東海道を歩く…膳所五社めぐり
　【日時】11月19日(土) 9時30分～12時30分

②旧東海道を歩く…義仲寺から大津へ
　【日時】12月3日(土) 9時30分～12時30分

※各日とも定員10名(先着順)、参加費2,000円

各コースの詳細や申込方法など詳しくは、
右記ホームページをご覧ください。

https://walk.machidukuri-otsu.jp
【お問合せ】　㈱まちづくり大津（清水）
　　　　　　TEL.０７７－５２３－５０１０

大津まちあるき
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１１/２２（火）　インボイス制度「税務」個別相談会

１１/２４（木）　永年勤続優良商工従業員表彰式

１１/２８（月）　店舗づくり診断セミナー

１１/２９（火）、３０（水）　販路開拓塾個別相談会

会議所の動き
議員職務執行者の変更について
野村證券株式会社大津支店

（新）支店長 常　川　仁　司　氏
（旧）支店長 佐々木　芳　典　氏
　　（令和４年１０月１日付）

関 係 関 か ら の お 知 ら せ機

膳所城・膳所藩を支えた膳所の五社と旧東海道、木曽義仲ゆか
りの義仲寺や直木賞受賞作で話題の「大津城跡」などをお楽し
みいただけるガイド付きのまちあるきをご用意しています。
①旧東海道を歩く…膳所五社めぐり
　【日時】11月19日(土) 9時30分～12時30分

②旧東海道を歩く…義仲寺から大津へ
　【日時】12月3日(土) 9時30分～12時30分

※各日とも定員10名(先着順)、参加費2,000円

各コースの詳細や申込方法など詳しくは、
右記ホームページをご覧ください。

https://walk.machidukuri-otsu.jp
【お問合せ】　㈱まちづくり大津（清水）
　　　　　　TEL.０７７－５２３－５０１０

大津まちあるき
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氏　　　名 企　業　名 役　職　名
太田　耕吉 有限会社藤三郎紐 会長
北村　太志 大津電機工業株式会社 代表取締役
山下　勝義 日本精工株式会社大津工場 執行役員工場長
吉田　秀純 株式会社カネカ滋賀工場 滋賀工場長
小國　勇 オプテックスグループ株式会社 代表取締役社長兼CEO
仙石　直 アサヒビール株式会社京滋統括支社京滋支店 支店長
渡邊　頼光 日本黒鉛商事株式会社 取締役社長
井上　伸一 株式会社いのうえ 代表取締役
藤敦　秀二 滋賀トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長
七黒　勝士 有限会社七黒 代表取締役
竹内　基二 竹内自転車店 代表
滋野　啓介 株式会社三井寺力餅本家 代表取締役
森本　忠喜 株式会社大忠堂 代表取締役
深澤　和之 有限会社キッズエンタープライズ 代表取締役
小澤　伸之 トヨタモビリティ滋賀株式会社 代表取締役
伏見　健一 株式会社みずほ銀行大津支店 支店長
常川　仁司 野村證券株式会社大津支店 支店長
加藤　まなみ 京都信用金庫滋賀本部 理事滋賀本部長
大滝　信 第一生命保険株式会社滋賀支社 滋賀支社長
安積　正彦 江若交通株式会社 代表取締役
齋藤　利成 株式会社鮎家 代表取締役
須山　進 日本通運株式会社滋賀支店 支店長
前田　義和 京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社　琵琶湖ホテル 取締役・総支配人
畑中　文宏 近江鉄道株式会社大津営業所 所長
寺島　正和 株式会社洗心寮 代表取締役
中島　耕史 アマナエレン株式会社 代表取締役
岡本　伸康 株式会社エフウォーターマネジメント 代表取締役
二橋　昭行 株式会社大津二橋商店 代表取締役
奥村　利樹 奥村管工株式会社 代表取締役
奥村　善一 株式会社奥村組 代表取締役
北井　征暁 株式会社北井工務店 代表取締役
東岸　潤一郎 協成電気設備株式会社 代表取締役
宇田　毅 株式会社桑原組大津本店 執行役員経営企画部長
草野　吉方 株式会社ケイテック 代表取締役
高安　陽一 株式会社髙陽建設 取締役会長
清水　晟 清水建設工業株式会社 代表取締役
西村　均 大洋厨房株式会社 代表取締役
服部　起久央 株式会社ビワックス 代表取締役
増田　喜代司 株式会社増田工務店 代表取締役
千葉　薫 株式会社丸山建築事務所 代表取締役
西　基宏 しがぎんリース・キャピタル株式会社 代表取締役
田畑　一佳 一般社団法人滋賀県中小企業診断士協会 会長
中山　厚彦 医療法人緑生会 理事長
竹之内　米貴 株式会社タケノウチ 代表取締役
北川　清司 株式会社近畿エコサイエンス 代表取締役
川戸　良幸 株式会社まちづくり大津 取締役
浜崎　大祐 株式会社浜崎総合鑑定地所 代表取締役
宇野　晴久 株式会社マンアップ 代表取締役
八田　泰寛 株式会社まごころ 代表取締役
山極　良太 ヤマギワ総合法律事務所 所長

氏　　　名 企　業　名 役　職　名
松田　善和 関西電力送配電株式会社滋賀支社 執行役員滋賀支社長
長田　裕幸 西日本電信電話株式会社滋賀支店 支店長
宮川　芳夫 宮川印刷株式会社 取締役会長
長岡　利典 長岡産業株式会社 代表取締役
中堀　敏信 滋賀特機株式会社 代表取締役社長
城　務 滋賀硝子株式会社 代表取締役
内田　健一郎 株式会社阪本屋 代表取締役社長
芝野　哲郎 滋賀石油株式会社 取締役社長
田口　孝男 株式会社タグチ 代表取締役
西居　基晴 株式会社松喜屋 代表取締役
鳥居　静夫 有限会社豆藤 代表取締役
金子　紀行 金子経理事務所 所長
藤川　幸一 日本生命保険相互会社滋賀支社 支社長
川添　智史 琵琶湖汽船株式会社 代表取締役社長
松本　伸夫 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド びわ湖大津プリンスホテル 総支配人
人見　能暢 株式会社JTB滋賀支店 支店長
礒田　陽子 株式会社あみ定 取締役会長
大橋　良之 大輪建設株式会社 代表取締役
岡井　克之 株式会社きんでん滋賀支店 執行役員支店長
鹿野　敏夫 興武電設株式会社 代表取締役
藤井　節治 滋賀倉庫土地株式会社 取締役社長
中村　智 株式会社昭建 代表取締役社長
青山　靖典 株式会社日新設備 代表取締役
山本　勝義 株式会社ビルディング・コンサルタントワイズ 代表取締役
美濃邉　清和 ミノベ建設株式会社 代表取締役会長
杉本　憲央 株式会社メイコウ 取締役会長
森田　豊 森田住宅株式会社 代表取締役
井門　一美 キステム株式会社 代表取締役
寺田　美弥子 一般財団法人近畿健康管理センター 会長
菊地　清彦 綜合警備保障株式会社滋賀支社 支社長
西堀　武 株式会社しがぎん経済文化センター 取締役社長
新庄　博志 株式会社ＣＳ香里 代表取締役
松山　延寿 社会保険労務士法人幸和会 代表社員所長
村田　和彦 滋賀県立芸術劇場　びわ湖ホール 館長
西川　忠雄 びわ湖放送株式会社 代表取締役社長

2号議員（35人）1号議員（50人）

氏　　　名 企　業　名 役　職　名
大村　昭洋 東レ株式会社滋賀事業場 常任理事滋賀事業場長
松本　元春 日本電気硝子株式会社 社長
河本　英典 綾羽株式会社 取締役社長
竹内　正人 大津板紙株式会社 代表取締役社長
主原　泉 株式会社濵中製作所 代表取締役社長
岩崎　陽介 株式会社岩崎硝子 代表取締役
大林　一郎 株式会社エスサーフ 代表取締役社長
芝田　冬樹 株式会社叶 匠寿庵 代表取締役
前田　省三 株式会社パレット 代表取締役
高橋　祥二郎 株式会社滋賀銀行 取締役頭取

橋本　和正 株式会社関西みらい銀行びわこ本部
株式会社関西みらい銀行 会長

稲地　利彦 京阪ホールディングス株式会社 取締役専務執行役員 
佐藤　祐子 株式会社国華荘　びわ湖花街道 代表取締役社長
杉野　善彦 株式会社井筒八ッ橋本舗 代表取締役社長
髙田　盛介 株式会社笹川組 取締役社長

3号議員（15人）

工商津大 会 所 か ら の お 知 ら せ議

新１号・２号・３号議員　100人が確定
　本所では、令和4年10月31日をもって任期満了となる議員100人の改選が行われ、1号議員50人、2号議員35人、3号議員15
人が選任されましたので下記のとおりお知らせいたします。なお、新議員の任期は、令和4年11月1日から令和7年10月31日まで
の3年間となります。 （敬称略・順不同）
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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

滋賀県大津市見世1-11-21
京阪電車 南滋賀駅、滋賀里駅より徒歩5分
〈営業時間〉 月～土曜/11：30～22：00
 日　　曜/11：30～18：00
〈定休日〉 火曜・水曜
080-3761-8480　am-burger@docomo.ne.jp

BURGER Since 2003

“国産黒毛和牛100% PATTY （ミートパティ）の
REAL HAMBURGER（本物のハンバーガー）”を提供しております。

BUNS（パン）は、
京都の“Boulangerie Blon（ブーランジェリ ブロン）"特製。

PATTY（ミートパティ）は、100% pure beef
国産黒毛和牛（塊を半頭買い）を毎日自家製ミンチにし、
鮮度とも GOOD TASTE にこだわっております。

アンティーミーバーガー

®

 
新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

10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

半田重工業㈱ 新 美　 喜 久 子 愛知県半田市東億田町161

フォークリフト用油圧シリンダー
開発・製造
高所作業車用各種油圧シリンダー
開発・製造

工業系のあらゆる課題あれば是非お声掛けください。

㈱シオンズ 笠 井　 智 美
大津市粟津町4-7
石山駅前近江鉄道ビル5階　
109号室

経営支援業、後継者育成、
SDGｓ経営統合支援、
人材・組織開発　等

経営と人生の総合コンサルティングで、企業の稼ぐ力と
人を育む力をサポートしています。

㈱ハイキューブ 日 置　 隆 博 大津市本宮1丁目1-1-1 警備業 よろしくお願いします。

行政書士オフィスさらら 福 家　 知 代 子 大津市園城寺町246番地 
光浄院

相続、各種許認可の代理申請、
遺書作成等

普段は４歳と２歳の子育てに奮闘しつつ業務を行っています。
宜しくお願いします！！


