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今 月の
大津絵

藤 娘
ふじ

むすめ

『鬼の寒念佛』
と並び、元禄期からの
代表的な絵です。歌舞伎や舞踊に取り
入れられ、一層有名になりました。大津
絵ではこの黒い着物に藤柄というのが、
最も標準的です。
シキミ
（樒）を持って踊る愛宕山参り
の風俗から生まれた図とも言われてい
ますが、大津絵師がなぜ藤を持たせた
のか、その出自ははっきりとしません。
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表紙提供：大津絵の店

特集

地域活性Project@大津

教えて！新たに導入される
インボイス制度とは何ですか？

令和５年１０月１日より、仕入税額控除に関する新たな制度として
「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス
制度が始まります。すでに令和３年１０月１日から適格請求書発行事業者になろうとする事業者の方は事前登録が開
始されています。
この特集では、インボイス制度の概要と事前登録のために必要な手続きについて分かりやすくお伝えします。

１．
インボイス制度とは
インボイス制度とは、事業者登録を基礎とする仕入税額

費税額から、仕入れ等を行なった際に支払った消費税額を

控除のしくみです。事業者が納める消費税額は売上に係る

差し引くことができる制度です。課税事業者はこの差額を

消費税から仕入等に係る消費税を差し引いて納めます。つ

消費税として納税します。

まり、仕入税額控除とは、商品を販売する際に請求する消
インボイス制度導入後には帳簿のほかインボイスを発行・保存することが仕入税額控除を受ける要件となります。

納付する消費税額の計算方法

売上げの消費税額
（売上税額）

マイナス

−

仕入れや経費の消費税額 ＝
（仕入税額）

仕入税額控除には
インボイスの保存が必要

差し引く計算が

仕入税額控除
〜令和5年9月

帳

簿

納付する税額
（納付税額）

インボイスがなければ
仕入税額控除できない

※

※ 一定期間、経過措置が設けられています

令和5年10月〜

【区分記載請求書等保存方式】

【適格請求書等保存方式】

一定の事項が記載された帳簿の保存

区分記載請求書等保存方式と同様

【出典】国税庁

区分記載請求書等の保存

適格請求書（いわゆるインボイス制度）等の保存

ここが
変わります

請求書等

（いわゆるインボイス制度）

▷買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手

▷売手は、
インボイスを交付するためには、事前にインボイ

から交付を受けたインボイス
（適格請求書）
を保存する必

ス発行事業者の登録を受ける必要があり、登録を受ける

要があります。

と、
課税事業者として消費税の申告が必要となります。

インボイス制度の導入はいつから？
適格請求書の発行は税務署へ登録申請が必須
適格請求書を発行するには、
税務署へ登録申請を行わな
ければなりません。

10月1日からすでに始まっています。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

申請後は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。

には、
6カ月前までに税務署に申請書を提出しなければい
けません。10月1日から制度を適用するためには、令和5年

適格請求書発行事業者の登録申請の受付は、令和3年

3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。

《登録申請のスケジュール》

登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能です。適格請求書等保存方式が導入される令和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（ただし、困難な事情がある場合には、令和5年9月30日まで）に登録申請書を提出する必要があります。

令和3年10月1日
登録申請書
受付開始

令和5年3月31日

登録申請書の提出を受けた後、審査に一定の時間を
要しますので、早めの提出をお願いします。

令和5年10月1日

登録申請書の提出期限
令和5年10月1日から
登録を受ける場合

（

）

適格請求書等
保存方式の導入
【出典】国税庁
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適格請求書とは？
ここで適格請求書とは、事業者が商品の仕入れや販売を

額を明確に記載します。これにより、
ミスや不正を防いで取

する際に発行した請求書や納品書、領収書などです。適格

引の透明性と正確な経理処理を行うのが目的です。

請求書と呼ばれるインボイスが発行され、商品の税率と税

【出典】国税庁

これらの書類には、
「登録番号」
、商品の仕入れ、
または販

費税額等の情報が記載されます。

売などの際にどの税率が適用され、税率ごとに区分した消

２．
インボイス制度の対象は？
インボイス制度は、原則的には課税売上高が1000万円

わる書類を作成する必要がなく、
インボイス制度の対象と

を超える課税事業者が対象となります。免税事業者は対象

はなりませんが、売上げが1000万円以下の免税事業者で

となりません。免税事業者とは、売上高1000万円以下で

も課税事業者を選択することにより登録・納税することで

納税免除を受けている事業者です。そのため、納税にかか

インボイスの発行が可能になります。

課税事業者への影響
課税事業者はインボイス制度が導入されても消費税の

入は、
原則として仕入税額控除を受けることが出来ません。

納税義務があるので、税務署で適格請求書発行事業者の

インボイス制度導入後すぐに仕入税額控除の対象外に

登録をします。

なるわけではなく、段階的に廃止になります。以下のように

また取引先に免税事業者がいる場合、
インボイス制度が

一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額と

導入されると、
適格請求書発行事業者以外から行った課税仕

して控除できる経過措置が設けられています。

令和元年10月1日

令和5年10月1日

軽減税率制度の実施

適格請求書等保存方式の開始
4年

令和8年10月1日

区分記載請求書等保存方式

3年

免税事業者等からの課税仕入れにつき

免税事業者等からの課税仕入れにつき

全額控除可能

80%控除可能※

令和11年10月1日

3年
免税事業者等からの課税仕入れにつき

50%控除可能※

控除不可

※この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と
この経過措置の適用を受ける旨
（80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨）
を記載した帳簿の保存が必要です。
【出典】国税庁
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ここで問題になりますのが、
インボイス制度の導入後は、

これは、免税事業者を取引先にもつ課税事業者だけで

仕入税額控除を受けるためには、仕入時に適格請求書を発

なく、免税事業者にとっても不利な状況といえるでしょう。

行してもらわなければなりません。ところが、仕入れ先が免

なぜなら、課税事業者は仕入税額控除が受けられないこ

税事業者だと適格請求書を発行することができず、仕入れ

とを理由に、免税事業者を取引先にもつことを避ける可能

元となる事業者は仕入税額控除を受けられなくなってしま

性がでてくるからです。このように免税事業者にも課税事

います。つまり、取引先が適格請求書を発行できない免税

業者に登録してもらうよう依頼してそれに応じてもらう必

事業者の場合、
仕入れ元事業者の税金の負担が多くなって

要があります。

しまうのです。

簡易課税制度を選択した事業者
簡易課税制度を選択した事業者は、事業内容
（事業区
分）
に応じて課税売上高から納付税額を計算することから、

仕入税額控除をするために適格請求書を保存する必要が
なく、
事務負担が一定程度軽減されます。

簡易課税制度を選択した場合の計算方法

売上げの消費税額

マイナス

−

売上税額が分かれば
納付税額の計算が可能

インボイスは保存不要

仕入れや経費の消費税額 ＝
売上げの消費税額

×

納付する税額

みなし仕入率

【出典】国税庁

免税事業者への影響
免税事業者で課税事業者と取引をしている場合は、課税

課税事業者になると、
これまで免除されていた消費税の

事業者になるかどうか選択を迫られます。もし課税事業者

支払い義務が発生するため、売上が少ない事業者にとって

に登録できないとなると、課税事業者との取引が終了して

は負担になることが予想されます。

しまうかもしれません。

免税事業者はインボイスを発行できない
免税事業者は期限までに適格請求書発行事業者登録
をしないと、インボイスを発行できません。免税事業者が

書発行事業者となるように働きかけを受けることが考え
られます。

インボイスを発行するためには課税事業者になる必要性

一方、一般消費者のみが顧客の小売店などであれば、そ

があるため、注意が必要です。免税事業者との取引では

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

仕入税額控除ができないことから、売上先から適格請求

ので、
必ずしも登録の必要はないとも考えられます。

免税事業者は登録を受けるかどうかを考える
インボイス制度で大きく影響を受ける免税事業者は、

課税事業者になるかどうかは、今後の経営にも大きく

登録を受けて課税事業者になるべきか考えなければなり

関わってきます。登録申請をするかどうかは事業者の任

ません。課税事業者になるメリットは、課税事業者相手に

意です。申請期日までに課税事業者になるべきかどうか

も取引がしやすいことです。デメリットは、消費税の支払

を考えておきましょう。

い義務が発生してしまうことです。
執筆

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）
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経営課題・会議所事業活動に関するアンケート調査結果概要
当所では、会員事業者の皆様の声
を今後の事業活動に反映させること
を目的にアンケート調査を実施しまし
た。ご協力ありがとうございました。
今回は調査結果の概

〈調査の概要〉

５．
回答事業者の内訳

１．
実施期間 令和3年12月1日
（水）
業種別
〜12月15日
（水）
２．
調査対象 大津商工会議所会員
1,731事業者
３．
調査方法 調査票を所報12月号にて
送付し、郵送により回収

要を掲載しています。
詳しくは 当 所 ホ ー ム

４．有効回答数 164事業者
（有効回答率9.5％）

ページをご覧ください。

製造業
卸売業
小売業
金融・保険業
観光業
飲食業
運輸業
サービス業
建設業
その他

13.8％
個人事業主
23.5％
規模別
6.2％ （資本金） 1千万円以下
38.3％
20.7％
1千万円超〜 5千万円以下 24.1％
3.4％
5千万円超〜 1億円以下
6.8％
2.1％
1億円超〜 10億円以下
3.7％
4.1％
10億円超
3.7％
2.1％
24.1％
20.7％
2.8％

コロナ禍での取引・社内の影響と対応策

現在もコロナウイルス感染症拡大の影響が続いている事業者は６割強あり、
具体的な影響としては
「受注・来店客が減った
（38.0％）
「社員の働き方が変わっ
」
た
（14.8％）」
「物流の問題があった
（8.7％）」
が多くありました。
また、
その対応策としては
「補助金・助成金を利用した
（22.0％）」
「デジタル化・IT活用を始めた・
強化した
（11.7％）」
「コストの削減に取り組んだ
（10.3％）
」
が多かったことがうかがえました。

コロナ禍でのデジタル化・IT活用のきっかけ

デジタル化を推進していない理由

コロナ禍でデジタル化やIT活用が増加した事業者は4割強あり、
「業務の生産性向上（52.7％）」
「新型コロナウイルスの感染拡大（29.0％）」
「人手不足解消
（10.7％）」
がきっかけになったことがうかがえました。一方で、
デジタル化を推進していない事業者は
「ITに関する知識不足（33.0％）」
「必要性を感じていない
（29.5％）
「導入・維持コストがかかる
」
（15.9％）
」
が理由であることがうかがえました。

コロナ禍での優先度が高い経営課題

事業者が抱える経営課題は山積しており、
コロナ禍での優先度が高い課題は
「販路拡大（21.7％）」
「デジタル化・IT活用（9.2％）」
「事業承継（9.0％）」
「働き
方改革（9.0％）」
であり、業種や規模により優先すべき経営課題が異なる傾向が
うかがえました。

当所に力を入れて欲しい取組

事業者が当所に求める取組は
「経営相談（金融斡旋、税務・記帳、労務、法
律）
（16.4％）」
「情報提供（11.1％）」
「まちづくり支援・観光振興（8.2％）」
「人材確保・育成支援（8.2％）」
であり、業種や規模により異なる傾向がうか
がえました。

今回の調査結果を踏まえ、
当所では
「経営相談」
「情報提供」
「まちづくり支援・観光振興」
「人材確保・育成支援」
などの取組をより一層
進め、会員事業者が抱えている人材の定着や能力開発、後継者育成、ICT活用による業務効率化、労働生産性向上、円滑な事業承継、事
業再生などの本質的な経営課題の解決に寄り添い、
ポストコロナ時代を見据えた事業の再構築に向けた支援を強化してまいります。

お問合せ先
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大津商工会議所 企画総務部

TEL：077‑511‑1500

「 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
大津商工会議所（大津物産振興支援事業実行委員会）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。大津に関する物産品や様々な資源（素材・歴史・文化・技術）
を活用し成長が期待できる商品を中心に、
大津の賑わいに貢献できる可能性の高い商品を認定するプロジェクトです。 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。

今月から始まったこのコーナーでは、季節に合わせた認定商品をピックアップしてご紹介します。
今回は、春の陽気に誘われてお出かけする時にピッタリのお弁当をご紹介！！

こ

う

ら く べ ん と う

お う

湖浮楽弁当

びわ湖を思い浮かべる楽しいお弁当です。 近江牛、 琵琶湖
の湖魚、近江米、八幡こんにゃくなど滋賀の美味しい食材を活
かした老舗の味わいをお召し上がりください。
竹の皮で包んだ自家製でっちようかんは、食後の甘味にお楽
しみください。
（1折）1,890円｜2,592円｜

3,240円｜4,860円｜（全て税込）

坂

線

株式会社 松喜屋
〒520-0851
大津市唐橋町14-17
℡.077-534-1211

三井寺でゆったりと
「湖浮楽弁当」
を堪能し、
びわ湖疏水船で京都・蹴上までめぐって、桜
でお楽しみいただけるはずで
す！

↑インスタグラム

松

■ 三井寺 ■ びわ湖疏水船

松喜屋

「近江牛焼肉重
屋の
喜 って出かける 」
持

おすすめ
スポット

1

JR東海道線

唐橋前

石

東レ

瀬田川

郵便局
阪

や新 緑をいつもと違う視 点

石山
山

京阪石

商店街

島
ノ
関
京

びわ湖疏水船について➡

↑ホームページ

ご賞味ください。

を

おすすめ
スポット

近江牛専門店のれすとらんシェフ手作りのこだわりの味を是非

（1折）
県警

県庁

日本三大和牛の 「近江牛」 を香味野菜と醤油ベースのたれ
にワインの隠し味で焼き上げたテイクアウトのお弁当です。

1,296円（税込）

琵琶湖ホテル
大津
市民会館

中央小

京阪
京津
線
上栄
町

の「湖浮楽弁
当
魚忠
津 って出かける 」
持

を

大

18
滋賀銀行

大津魚忠

〒520‑0044
大津市京町２丁目4‑10
℡.077‑522‑4428

ぎゅう や き に く じゅう

京阪石坂線

大津魚忠

558

み

近江牛焼肉重

瀬田の

唐橋

■ 瀬田川ぐるりさんぽ道
瀬田川沿いを唐橋から洗堰まで、ぐるりと
一周できる歩道で、水辺の景色を眺めなが
らリフレッシュするのにピッ
タリです！

瀬田川ぐるりさんぽ道について➡

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 ＠otsu̲hyakufuku
大津商工会議所報 もっと! みらい
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4月号

会議所TOPICS
令和4年度

健康診断のご案内

会員事業所の経営者様・従業員様を対象に、
以下の2つの機関へ業務委託のうえ、
健康診断事業を実施いたします。
いずれの機関でも、
「労働安全衛生法に基づく定期健康診断
（法定健診）
「
」協会けんぽ一般健診」
「オプション追加」
から、
ご希望の内容を受診いただくことができます。
会議所会員専用の充実した内容・健診料となっていますので、生産性向上につなげる健康経営の視点からも、積極
的にご活用ください。
委託機関

滋賀県健康づくり財団

近畿健康管理センター

健診時期

R4.5.2〜R5.1.31

R4.10で3日間程度実施

申込時期

R4.4.15〜R4.12.16

R4.9上旬頃

受診会場

滋賀県健康づくり財団
健診センター
（大津市御殿浜6‑28）

滋賀県立武道館
（大津市におの浜4‑2‑15）

本誌
（R4.4月号）
の折込チラシ
または当所ホームページを
詳細案内／申込書
ご覧ください。

R4.8月号所報の折込チラシで
ご案内の予定です。

https://www.otsucci.or.jp
健診費用補助

「おおつびわっこ共済」
加入者
（R5.1.1時点）
には、1,000円の健診費用補助があります。

【お問合せ先】大津商工会議所 企画総務部

専門家
ワンポイント
アドバイス

TEL.077‑511‑1500

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！

パワハラ防止措置が
中小企業にも義務化されました
① 優越的な関係を背景とした言動

パワーハラスメントとは ➡ ③ 労働者の就業環境が害されるもの

令和
4月 4年
1日
より

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
①〜③のすべての要素を満たすもの

◆事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。
▶事業主の方針等の明確化
および周知・啓発

▶職場における
パワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

▶相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備

▶併せて講ずべき措置

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない
旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就
業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応でき
るようにすること

◎詳しくは厚生労働省ホームページへ

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦事実関係の確認後、
行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること
（事実確認ができなかった場合も含む）
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措
置を講じ、
その旨労働者に周知すること
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いを
されない旨を定め、
労働者に周知・啓発すること

寄稿：エキスパートバンク登録専門家
きく労務マネジメント研究所 菊次正純氏

（特定社会保険労務士、
中小企業診断士、
働き方改革推進センター専門員、
高年齢者雇用アドバイザー）
（専門分野 経営戦略に基づく人事労務管理改善）

※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。
大津商工会議所報 もっと! みらい
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株式会社 近江ミネラルウォーターサービス
取締役

浅野 裕史氏
vol.

48

！
キラリ

湖都の商い人

免疫力を高め病気を予防する
水や食事を通して健康づくりをサポート
いち早く水の宅配サービスをスタート
昭和62年の創業以来、いわまの甜水 の販売と宅配事
業を行ってきた株式会社近江ミネラルウォーターサービ
ス。長石の採掘が行われている岩間山の、
地下600メート
ルの岩の間から湧き出す水は、
多彩なミネラルを豊富に含
んだ鉱泉水・温泉水で、
その美味しさから舌に甘い水とい
う意味で 甜水 と命名されました。
「体調を崩した父が、
鉱山を所有する方からこの水をいた
だいて飲んだところ、
医者に驚かれるほど早く回復したこと
から、
ぜひともこの水を多くの人に届けたいと思ったことが、
創業のきっかけになりました」
と言う、
取締役の浅野 裕史さん。
創業当時、
日本国内でミネラルウォーターを販売する会
社は少なかったのですが、
健康志向の高まりとともに水へ
の関心が強まり、いわまの甜水 が注目を集めるようになり
ました。同社ではミネラルウォーターの宅配サービスに着
眼、
環境に配慮したタンク容器のリユースというシステムを
いち早く取り入れ、
このシステムでホテルや飲食店のほか、
水にこだわりたいという一般家庭への宅配を行っています。

自然のままの美味しさをユーザーに
ミネラルウォーターの国内消費量は順調に伸びていま
すが、
大手飲料メーカーなどの参入で価格面では太刀打ち
できないため、
同社では味と品質へのこだわりで差別化を
図っています。
「お水は生き物なので、
できる限り湧き出したそのまま
の状態でお客様に届けるようにしている」
と言う浅野さん。
いわまの甜水 は殺菌ではなく、除菌という方法で安全
性をクリアするほか、
送水管もできるだけまっすぐに敷設し

さわやかでほのかに甘みを感じる
「いわまの甜水」 地下600ｍから湧き出る岩間の名水を使用

企業Data
10
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4月号

代表

浅野 照美

て、
ゆっくりとした流れをつくることで、
水へのストレスを軽
減するなど、
生きた自然の水をユーザーに届けることを大
切にしています。
新型コロナウイルスの影響でホテルや飲食店の需要が減
少したものの、
一般家庭の需要が増えたほか、
宅配のシステ
ムを活用して、
こだわりの米や野菜、
卵などの宅配サービス
も新たにスタートさせました。
「普段から水や食事に気をつ
けるだけでなく、
食事だけでは足りない栄養素を補って、
免
疫力を最大限に高めておくことで、
コロナウイルスに感染し
にくい状態や病気になりにくい体をつくることができます。
コロナ禍を経験して、
からだに良いものを届けることが当社
の使命であるということを強く意識した」
と浅野さん。
サプリメントアドバイザーの資格を持つ浅野さんは、
従
業員の健康にも配慮して、
一人一人に合ったサプリメント
を配布しています。

人々の健康や幸福に寄与するビジネスを目指して
浅野さんは東日本大震災の直後に、
被災地にミネラル
ウォーターなどの支援物資を届けたことをきっかけに、
災
害支援団体
『心援隊びわこ』
を立ち上げ、
全国各地の志を
同じくする人々とネットワークを構築しました。
これまでに
熊本地震や豪雨災害の被災地に駆けつけて、
さまざまな
支援活動を行っています。
現在事業承継に向けての準備を進めている浅野さん。
「こだわりの農産物を作っている人たちにも通じることで
すが、
決して利益だけを追い求めるのではなく、
人とのつ
ながりを大切にしながら、
お客様や地域の人々、
従業員の
健康や幸福につながるようなビジネスを展開するという信
念を持って活動していきたい」
と考えています。

生きた水をそのまま届けることを大切にしている
住所
TEL
HP

東北物資支援の様子

〒520‑0865 大津市南郷3丁目1番12号
077‑537‑3350
https://www.mineralwater.co.jp

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。

マンモス校だった長等小学校
今回の語り手

親子連れでにぎわった商店街の映画館
小学校低学年くらいまで長等商店街の近くに住んでい

ました。当時の長等小学校は１クラス45人から50人くらい

で、一番多い時には１学年が10クラスあるようなマンモス
校だったんです。大津の中心部にそれくらい子どもがいた
んです。

その頃、商店街には映画館が２館あって、夏休みなどに

子ども向けの作品が上映されると、子ども連れのお客さん

でいっぱいになったことを思い出します。商店街はいつも

株式会社ゼスト

小林 玄良さん

以前、大津の商店街の活性化について意見を求められ

たことがあり、
「学生アパートを造って若い人にもっと住ん

でもらい、その人たちに空き店舗を活用してイベントなど

を企画してもらってはどうか」
と提言したことがあります。

学生アパートのほか、高齢者向けの住居や空き家を利用

したグループホームなどを商店街の中に開設して、高齢者

や障がい者、若者が交流しながら安心して暮らせるように
なれば、大津のまちの魅力を増すことができるのではない

かと思っています。

活気がありましたが、
とりわけ夜市の人出はたいへんなも

ので、友だちと誘い合って出かけるのをとても楽しみにし

ていました。

後に小関町に転居し、小学校の終わり頃に雄琴に引っ越

して、比叡山中学校・高等学校へと進みましたが、休日は大

津の商店街によく遊びに行きました。
レコード屋さん、プラ

モデル屋さんなど、お気に入りのお店を訪ねるのが楽しみ

でした。

地域貢献を目指し新たなビジネスをスタート

昭和33年に完成した長等小学校の鉄筋コンクリート校舎。

20代で飲食業を始めて、平成４年に島の関にビアホール

「キッパーズケルシュ」
をオープンしたのですが、その頃は

まだ京阪レークセンターがありました。当時、午前３時まで

営業している飲食店がめずらしかったこともあり、
ミシガン

クルーズのアメリカ人スタッフがよく来店してくれるように
なると、
新聞でも紹介されて話題になりました。

その後、大津のほか京都にも居酒屋などを次々にオープ

ンしました。活気のある昔の大津を知っているだけに、大津

をなんとか盛り上げたいという思いがあって、
「大津百町ま
ちなかバル」
の実施にも関わってきました。
９回実施して10

回目の節目の年に新型コロナウイルスで中止となったの

昭和50年代の京阪レークセンター。昭和41年にオープンしたレジャー施設で、現在
の琵琶湖ホテルあたりにあった。

が本当に残念です。

コロナ禍で飲食店は本当に厳しい状況が続いています。

少し前から野菜の水耕栽培を手がけるようになり、グルー

プ内の店舗で使っていましたが、
これをミックスサラダなど

に加工して一般ユーザーに販売する計画を進めています。
さらに障がいのある人を雇用して、キノコのハウス栽培を
始める準備もしています。

昨年、別会社で空き家を活用した障がい者向けのグ

ループホームを開設しました。今年はB型事業所をオープ

ンして、障がいのある方を雇用する農福連携事業をスター

トする予定です。

昭和58年の長等商店街。

写真協力：大津市歴史博物館
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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

［発行・編集］
会長：久山 晋司

1年間の感謝を込めまして
令和3年度

会長

ごあいさつ

山元 智寛

令和4年度

令和３年度大津商工会議所青年部会長を拝命いたしまし

た、山元智寛です。平素は当青年部に格別のご支援を賜り、
厚く御礼申し上げます。

さて、
ウィルスの猛威は留まるところを知らず、令和３年度の事業もコロ

ナ禍におきまして、様々な制約を受けました。

しかしながら、
メンバー一同が今出来ることを追求し、懸命に取り組んだ

結果、
コロナ禍の今でしか出来ない、素晴らしい事業の数々が生まれまし

た。困った時どうするかで、人間力は磨かれます。メンバーの皆さんにとっ
ても貴重な体験であったことと思っております。
一年間ありがとうございました。
令和3年度

大津発信委員会

会長

れ、対面で皆さんと話をする機会がいかに大切かと考えさ
せられました。

今年度は初心に立ち返るという意味でも、
まずはメンバーの絆を深め、

大津YEGの結束を強固なものにするため
「縁」
というスローガンのもとに活
動していきたいと思っています。

例会や研修にももちろん学びはありますが、
メンバー間の何気ない会話

にも学びや新しい発見があることを皆さんに知ってもらい、人と人との繋
がりを大切にする一年にしていきますので、皆さん、
どうぞよろしくお願い

します。
委員長

令和４年度 フリーダム委員会

北野 友美

が、
1年間、委員長として務められたのは、久山副会長、副委員長をは
じめ委員会のメンバーの皆様の温かいご協力のおかげだと思っております。
また、
この機会を与えて下さった、山元会長、YEGメンバーの皆様、1年間あり
がとうございました。

委員長

上田

泰史

みなさんお久しぶりです、上田です。今年でYEG卒業なのに久山

今年も昨年に引き続き、
コロナ禍が続いている中での活動でした

会長に志願して委員長をさせてもらうことになりました。YEGは県
連会長含め殆どの役職をさせてもらいましたが、やっぱり委員長が一番おもしろ
い。ここ2年間コロナのため活動が出来ず澱んだ社会に風穴をブチ開ける気概で
取り組みます。委員会のモットーは
「狼は生きろ、豚は死ね」
（石原慎太郎作戯曲よ
り）
です。若いヤツが無謀しなくて誰がやんの？ そうでしょ！

令和3年度 マネーリテラシー向上委員会 委員長

古川

泰

令和４年度 マネジメント委員会 委員長 内田

自分は全力で目的地を決める。そして目的地に向かう手段や方
大きな成果が出ると学びました。
自分より頭のいい人や経験が豊富な人はいくらでもいるのだから、当たり前の
ことです。仏教用語である「他力本願」の言葉通り、私を支えて下さる人々の
お力で様々なことが達成できた１年でした。仕事や会社経営でもこの経験をぜひ
活かしたいと思いました。ご協力頂きました皆様本当にありがとうございました。

英来

YEG会員の皆様は、日頃からマネジメント力の高い方ばかりだと

法は、それが得意な人や詳しい人に「思い切って頼る」そうすれば

思います。そんな皆様でも、経営管理ではない部分のマネジメン
トはどうでしょうか？例えば、健康「管理」や、家族「マネジメント」など適切に
行えているでしょうか？企業だけでなく、自分自身もマネジメントしてなんぼです
よね。そんな感じで具体的には何も決めていませんが、幅広く皆様のマネジメン
ト力向上の一助になる委員会にしていきたいと思います。よろしくお願いします。
令和４年度 リレーションシップ委員会

委員長

中山いづみ

桑原 勇人

当委員会は、新入会員も既存会員もなかなか参加できておられな

オンラインでも学び、楽しく、価値のある時間をつくりたいと奮闘

い会員のかたも、みんながどんどん参加しやすくなるようなYEGを

令和3年度

人間力向上委員会

委員長

した一年でした。私自身本当に実りのある貴重な体験をさせていた
だき山元会長には感謝の念に耐えません。
戸井副会長をはじめ委員会の皆様、執行部、大津YEG会員の皆様、
1年間ありが
とうございました！今後もよろしくお願いします。
令和3年度

組織拡充委員会

委員長

私自身入会してまだ日が浅いため、不安なこともたくさんありますが、皆様から
のご指導のもと、大津YEGの歴史や伝統を重んじながらも新しいことを模索して
いき、温故知新の精神で頑張りたいと思います。YEGで一緒にたくさんの
「縁」
を

富田 倫枝

会を６月・１２月に開催させていただきました。どちらもオンライン開
催を余儀なくされましたが、今までとは違った考え方で委員会メンバーと情報共有
し、皆様のご協力の下最後まで作り上げることができました。この様に大変貴重な
機会を与えてくださった山元会長、いつも支えてくださった横野副会長、東出副会
長代理、委員会メンバー、会員の皆様、関わってくださったすべての皆様へ心より
感謝申し上げます。一年間、
ありがとうございました。
令和３年度 YEGイベント推進委員会

目指して活動していきます。

結びましょう！

本年度初めに掲げた組織の拡大、女性の活躍推進を目的とした例
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久山 晋司

この2年以上、新型コロナウイルスという脅威にさらさ

委員長

堀井 慎介

令和４年度 コネクト委員会

委員長 永田

和也

コネクト委員会は、人と人、仕事と仕事を繋げることが役割だと考
えています。過去2年間はコロナ禍の影響によりリアルでの開催が
少なかったため、会員の皆様は繋がりに飢えています。その飢えを解消できるよう
な楽しい企画を委員会メンバーで作り上げて行きたいと思います。委員長という
立場で、
この1年間を通して自分自身が成長し、
よりYEGと強く繋がれるよう頑張り
たいと思いますので、
ご協力の程よろしくお願いいたします。
令和４年度 フェスティバル委員会

委員長 山川

彪人

そろそろお祭りしたいですよね？ お祭りがしたくて堪らないという

今年度の活動はオンライン開催が主となり、厳しい条件下ではあ

声が聞こえてきます。僕自身はお祭りがしたくて堪りません。そんな

りましたが各委員会創意工夫し大津YEGを盛り上げていけたと思い

思いを今期全力でぶつけていきたいと思います。コロナ禍以降に物心がついたお

ます。卒業例会にいたっては久々の対面例会が開催でき、対面交流ができる喜び

子様に本物のお祭りを。いい大人の皆様に最高のお祭りをお届けします。至らぬ点

を感じさせていただきました。これも森岡副会長はじめ委員会メンバー・執行部・事

多々あるかと思いますが、皆様のお力を存分にお借りして共に最高のお祭りを作

務局・関係各所の皆様、
ご支援誠にありがとうございました。

り、共に楽しみましょう！

大津商工会議所報 もっと! みらい

4月号

［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

特集

滋賀県商工会議所女性会連合会事業

講演会 ＆ 県内一斉清掃

大津商工会議所女性会では、滋賀県商工会議所女性会連合会事業
である、
「講演会」
と
「県内一斉清掃」
に参加してきました。
どのような事業であったか、
各事業を振り返りたいと思います！

滋賀県商工会議所女性会連合会とは？

滋賀県内にある商工会議所女性会
（大津、草
津、守山、近江八幡、八日市、彦根、長浜）
メン
バーの連携、啓発、親睦により、商工業振興や
文化発展、社会福祉増進に寄与することを目的
とした団体です。

講演会
（草津開催）
2022年2月21日、
クサツエストピアホテルにて講演会を開催いたし
ました。講師には、伊勢村恭司 氏
（草津まちづくり株式会社 取締役）
を
お招きし、草津市中心市街地のまちづくりに関する取組と、その過程に
ついてお話しいただきました。
草津市の賑わい創出や市街地活性化のために取り組まれている
様々な事業について、その最前線でまちづくりに向き合われてきたご
本人のお話には、地元草津に対する熱い想いで溢れており、講演会に
参加した女性会のメンバー一同、改めて地元を愛する気持ちを強く持
ち、
大津を盛り上げていきたいと感じました。

県内一斉清掃
2022年3月1日、滋賀県内各女性会にて一斉清掃事業を実施しまし
た。大津女性会では、春の訪れに合わせて、県内外から訪れる人々を
おもてなしの心で迎えられるよう、総勢23名で
「コラボしが21、
びわ湖
ホール、
なぎさのテラス周辺」
の清掃を行いました。
過去2年、新型コロナウイルス感染症の影響により中止していた一
斉清掃事業は今回で9回目を迎え、県内女性会でも定番の事業となり
ました。当日は天候に恵まれず、小雨がちらついておりましたが、各自
が集中して取り組むことができ、結果的には効率良く清掃を進めるこ
とが出来ました。きれいな風景を多くの方に見てほしい、
という気持ち
で続けてきた一斉清掃。これからも女性会として地元に貢献していき
たいと思います。
こちらからもお問合せ
可能です

⬇

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

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 猪飼・林
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会議所の動き

議員職務執行者の変更について
大輪建設株式会社

4月の会議所行事予定

（新）
代表取締役社長
（旧）
代表取締役社長

4月 5日
（火） 青年部執行部会議
4月 5日
（火） 女性会役員会
4月 7日
（木）
4月12日
（火）
4月14日
（木）
4月14日
（木）
4月15日
（金）

大橋 良之 氏
大橋 廣勝 氏

（令和３年１０月１４日付）

アクサ生命保険株式会社京滋支社

商工祭典、商工祭・会員の集い
スキル＆マナーアップ合同研修会（スキル編）
スキル＆マナーアップ合同研修会（マナー編）
マル経審査会
青年部役員会

（新）
京滋支社長
（旧）
京滋支社長

（令和４年１月１日付）

角田 承子 氏
東 陽二郎 氏

「商工祭・会員の集い」のご案内

4月18日
（月） 正副会頭会議
4月19日
（火） 女性会総会
4月25日
（月） 青年部総会

お申し込みがまだの方は今すぐお申込みください
会員企業みなさまの情報交換・人的交流を目的に
「商工
祭・会員の集い」
を開催します。ビジネス拡大のきっかけや
人脈づくりにご活用ください。

ホームページリニューアルのお知らせ

※当日は新型コロナウイルス感染防止対策を講じて開催します。会場内
ではマスクの着用、一定の間隔を空けてご着席いただきます。なお、
感染拡大状況により予定変更または中止となる場合がございます。

当所ホームページを全面リニューアルしましたのでお知らせいた
します。文字や画面のサイズ、
デザイン等を刷新するとともに、情報

【日 時】４月７日
（木）
17：00〜19：00
【会 場】びわ湖大津プリンスホテル
【参加費】お一人様 ５,０００円 当日拝受
【お申込み先】大津商工会議所 企画総務部
TEL.077‑511‑1500

にアクセスしやすいようコンテンツの見直し・拡充を
図りました。今後も内容の充実や改善に努めてまいり
ますので、引き続きよろしくお願いいたします。
公式ホームページ➡

LINE公式アカウントを始めました

事業所情報変更に関するお届けについて

配信方法をリニューアルし、LINE公式アカウントにて経営に役

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）
に変更がある場合は、当所企画総務
部までご一報ください。
特に、令和4年4月1日時点の資本金額・従業員数を基準に、令
和4年度の会費額を決定し、5月にご請求を予定しておりますの
で、令和4年4月末日までにご連絡をお願いいたします。

立つさまざまな情報を配信させていただくことになり
ました。
現在ご利用いただいているメールマガジン配信
サービスは、2023年3月末をもって終了いたします。
メールマガジン配信サービスにご登録の方は、LINE

【お問合せ先】
大津商工会議所 企画総務部

公式アカウントへのご登録をお願いいたします。
ご登録はこちらから➡

TEL.077‑511‑1500

大津商工会議所会員限定

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）

【カラー】

A4 1P

（267×180）

A4 1/2P

（131×180）

A4 1/4P

（131×87.5）

A4 1/8P

（63×87.5）

A4 1/12P（41×87.5）
〈問い合わせ・お申込み先〉

裏表紙

料

５5,０００円
３3,0００円
−
−
−

大津商工会議所 企画総務部

14

大津商工会議所報 もっと! みらい

4月号

金

W180

中

面

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

W180

H131

H267

1P

TEL.077-511-1500

1/2P

W87.5

1/4P
H131

W87.5

1/8P
H63
W87.5

1/12P

H41

まずはお電話ください！
！

会員事業所 のみなさまへ

おおつびわっこ共済
定期保険
（団体型）
＋大津商工会議所独自の給付制度（見舞金･祝金
（品）
･補助金制度）
入院給付金付災害割増特約･ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付

ご加入

のおすすめ

福利厚生制度にご活用いただけます
業務上・業務外を問わず

24時間保障

1年更新で医師の

剰余金があれば

診査なし

配当金も！

6大生活習慣病入院一時金
ガン入院一時金・ガン先進医療一時金

健康増進に役立つ付帯サービスも

！

月 額 掛 金

お支払事由

高
度
障
害

1口あたり

不慮の事故により死亡したとき
<死亡保険金（主契約）+災害保険金>

250万円

上記以外の事由により死亡したとき
<死亡保険金（主契約）>

50万円

不慮の事故により
高度障害状態 のいずれかになったとき
<高度障害保険金（主契約）+災害高度障害保険金>
傷害または疾病により
高度障害状態 のいずれかになったとき
<高度障害保険金（主契約）>

<入院給付金>

ガンで１日以上の入院をしたとき（1年に1回限度）

<ガン入院一時金>

６大生活習慣病で１日以上の入院をしたとき
（1年に1回限度）

<６大生活習慣病入院一時金>

ガンの治療を直接の目的とした先進医療による療養を受けたとき

<ガン先進医療一時金>

250万円

1日につき
日
帰
り
入
院
か
ら
保
障

2,000円
2万円
1万円
5万円

保 険 年 齢

性 別

15歳〜35歳

男性

36歳〜40歳

男性

717円

女性

650円

41歳〜45歳

男性

755円

女性

675円

男性

818円

女性

727円

51歳〜55歳

男性

912円

女性

790円

56歳〜60歳

男性

1,048円

女性

844円

61歳〜65歳

男性

1,271円

女性

948円

66歳〜70歳

男性

1,620円

女性

1,073円

46歳〜50歳

50万円

不慮の事故により１日以上の入院をしたとき
（同一事故による入院は、更新前の入院日数を含み、通算60日限度）

入
院
・
治
療

給付制度も

健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

保 障 内 容

死
亡

商工会議所独自の

女性

1口あたり
650円

※加入口数は1口から5口まで選択できます。
※大津商工会議所独自の給付制度もあります。
（見舞金・祝金(品)・補助金制度）
※ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書
（契約概要・注意喚起情報）
を必ずご覧ください。

■ ご加入に際して
１．
加入資格 大津商工会議所会員事業所の事業主および役員・従業員(家族従業員を含む)で、加入される年の５月1日の年齢が14歳
6カ月超70歳6カ月以下の方。ただし、正常に就業しておられる方に限ります。
２．
保険期間 保険期間は1年間
（毎年5月1日〜その翌年4月30日）
で、
毎年自動的に更新されます。
３．
効力発生日 加入申込月の翌々月1日から効力が発生します。
■ お問合せ・お申込み先

大津商工会議所 企画総務部

TEL077‑511‑1500

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
3月1日ご入会のみなさま
事業所名

代表者名

アーユルヴェーダサロン
ティティ

三 義

直

Uneei経営支援事務所

岡 崎

合同会社Take-0
ストーンホルダー

所在地

業

種

一 言 コ メ ント

リラクゼーションサロン

様々な業種の方々から勉強させて頂く機会が持てたら
と思っております。どうぞよろしくお願い致します。

五 郎 大津市真野普門1‑22‑14

経営コンサルティング

開業したばかりで右も左も分かりません。ご指導宜しく
お願い致します。

北 井

武 男 大津市杉浦町10‑29‑305

美容・理容室への商品販売

地域密着理美容室に向けた仕入サービス
「美カシコ」
を
主に取扱う総合理美容卸業者です。

増 田

誠 一 大津市茶が崎3‑6‑613

不動産媒介・リフォーム商会

地域の活動に商工会議所に入会し協力したいと思います。

心理セラピスト・カウンセラー養成・
起業コンサルティング・セミナー

スピリチュアルをライフワークにして自由で豊かなあな
たに。

鉄板焼・お昼の定食

こだわりの出汁で作ったお好み焼きをはじめ、品揃え豊
富な鉄板メニューの他、お昼の定食も提供しております。

通信販売業・不動産賃貸業

雑貨小売りを始めさせていただきます。よろしくお願い
致します。

飲食業

滋賀の飲食業界を共に盛り上げ、飲食から地元の皆様
に元気を与えてまいります！

クロコダイル製品の販売

この度入会させて頂きましたKROVINです。クロコダイル
小物専門店を主にネット上で展開しています。

タイル工事、美装工事、超高圧洗浄

よろしくお願いします。

㈱そらとうみ

永 田

お食事処

住 吉

ななみ

(申込順・敬称略)

京都市山科区御陵久保町11‑9
美
マーメゾン山科1F

し の ぶ 大津市茶が崎4‑1‑926
元 美

大津市坂本３丁目18‑71
ルネ叡山102号

㈱ｃｏｃｏｔ
ｔｅ

駒 井

秀 一 朗 大津市坂本3‑21‑16

㈱SIX SENSES

角 前

靖 人 大津市松原町9‑29

KROVIN

狭 間

アクアウェーブ

西

喜 美 子
山

大津市丸の内町4‑28
前田アパートA

将 大津市木下町6‑39

ご加入ありがとうございました
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