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瓢箪鯰
ひょう　  たん　 なまず

表紙提供：大津絵の店

　大津絵には鬼がよく登場しますが、猿
もまたよく見かける画題です。その昔、
将軍足利義持が画僧如拙に描かせた禅
画瓢鯰図（国宝）が、京都妙心寺にありま
す。その図では襦袢姿の老僧が瓢（ひさ
ご）を手にして鯰を押さえ捕ろうとしていて、猿は登場していませ
ん。大津絵は、それを猿に置き換えることで笑いを得たのでした。
「憎らしい人の心もなまず哉」という句を添えて、のらりくらりとし
た人の心を諷刺したものであるともいわれています。

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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事業の再構築に取り組む皆さまへ

（令和4年度第二次補正予算）

　長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、物価高騰等により、事業環境が厳しさを増す中、中
小企業等が行う、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い
事業への大胆な事業再構築の取組を支援することで、中小企業等の付加価値向上や賃上げにつなげると
ともに、日本経済の構造転換を促すことを目的とした補助金です。
※第９回公募（令和5年3月24日締切分）までは右記よりご確認ください。 

◆大胆な賃上げや、グリーンを含む成長分野への再構築、規模拡大を促進
◆市場規模が縮小する業種・業態等からの転換を支援
◆新型コロナ・物価高騰等により業況が厳しい事業者も引き続き支援

※令和4年12月時点の情報です。

２．成長枠（旧通常枠）の創設、グリーン成長枠の要件緩和及び上乗せ支援の創設
　成長分野に向けた大胆な事業再構築に取り組む事業者に向け、売上高減少要件を撤廃した成長枠が
創設されます。グリーン成長枠については、要件を緩和した類型が創設されます。また、これらの枠で
申請する事業者の中で、中堅・大企業へ成長する事業者や、大規模な賃金引上げ等を行う事業者に対し、
補助金額や補助率が上乗せされます。

３．産業構造転換枠の創設
　国内市場の縮小等の産業構造の変化等により、事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者に
対し、補助率を引き上げる等により重点的に支援されます。

４．最低賃金枠の継続
　最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築が支援されます。

５．サプライチェーン強靭化枠の創設
　海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靭化及び地域産業の活性化に
資する取組を行う事業者の支援が行われます。

・事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む
・ 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0～5.0％（申請枠により異なる）以上増加　
又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0～5.0％（申請枠により異なる）以上増加

〈全枠共通必須要件〉

１．物価高騰対策・回復再生応援枠の創設
　新型コロナの影響に加え、物価高騰等により業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者の事
業再構築を引き続き支援するため、補助率を引き上げた特別枠が創設されます。

〈概　要〉

事業再構築補助金のご案内

特 集 地域活性Project@大津

令和５年３月下旬頃に公募が開始され、令和５年度末までに３回程度の公募が実施される予定です。

事業再構築補助金
公募要領 （第９回） 
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〈事前相談・お問合せ先〉　まずはお気軽にご相談ください。
大津商工会議所 中小企業振興部　TEL.077-511-1500　E-ｍail：sodansho@otsucci.or.jp

申請類型 補助上限額 (※1) 補助率

成長枠
（成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者向け）

万円、 万円、
万円、 万円(※2)

中小
中堅

グリーン成長枠
（研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン
成長戦略「実行計画」 分野の課題の解決に資する取組を
行う事業者向け）

＜エントリー＞
中小 万円、 万円、

万円(※2) 中堅 億円 中小
中堅

＜スタンダード＞
中小 億円、中堅 億円

産業構造転換枠
（国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・
業態の事業者向け）

万円、 万円、
万円、 万円(※2)

廃業を伴う場合 万円上乗せ

中小
中堅

サプライチェーン強靱化枠
（海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライ
チェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を
行う事業者向け）

億円 中小
中堅

物価高騰対策・回復再生応援枠
（業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者向け）

万円、 万円、
万円、 万円 (※2)

中小 一部 ）
中堅 一部 ）

最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な
特に業況の厳しい事業者向け）

万円、 万円、
万円（※2）

中小
中堅

（※1）補助下限額は 万円、（※2）従業員規模により異なる

〈補助金の類型〉

〈事業再構築補助金虎の巻〉

大津商工会議所は、認定経営革新等支援機関として、
計画策定支援や確認書の発行を行います。

事業再構築に向けた
事業計画書作成
ガイドブック

　事業再構築補助金への申請を検討されている中小・中堅企業を対象に、事業再構築に向けた
事業検討の考え方がまとめられています。詳しくは右記の「事業再構築に向けた事業計画書作成
ガイドブック」をご覧ください。

● 事業計画策定支援は「大津市内に所在地を有する事業者」、確認書発行は「大津商工会議所の会員事業者
（過年度会費未納の方は対象外）」 に限定させていただきます。　
　※なお、補助金額3,000万円を超える案件は金融機関と事業計画書の策定をする必要があります。

●申請事前相談について
　 当所では、原則各回公募締切２週間前までに事業計画書案のご提出をお願いしています。期限を過ぎての
当該締切申請に向けたご相談には対応しかねる場合がございますので、ご了承ください。
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会議所TOPICS 会議所TOPICS

令和５年度
税制改正の主なポイント

１．中小企業向け設備投資減税の延長（２年）

２．償却資産に係る固定資産税の
　軽減措置の創設（２年）

３．研究開発税制の延長（３年）・拡充

中小企業の自己変革への挑戦を後押しする
税制やインボイス制度導入に係る負担軽減
措置、電子帳簿保存法の要件緩和が実現！

Ⅰ．中小企業の自己変革への挑戦を後押しする税制

◆中小企業の設備投資を促す以下の措置を延長

設備の種類
（価額要件）

機械装置
（ 万円以上）

ソフトウェア
（ 万円以上）

器具備品・工具
（ 万円以上）

建物附属設備
（ 万円以上）

支援措置
国

税

中小企業経営強化税制
即時償却又は税額控除 ％（※７％）

中小企業投資促進税制
％特別償却又は税額控除 ％
※ ％特別償却のみ適用

は、経営力向上計画の認定が必要
※を付した部分は、資本金 万円超１億円以下
の法人の場合

２年
延長

２年
延長

中小企業
（先端設備等導入計画の策定）

申請 認定

国
（基本方針の策定）

市町村
（導入促進基本計画の策定）

協議 同意

事前確認
（必須） 認定経営革新等支援機関

商工会議所・地域金融機関
士業等の専門家 等

【税制支援措置】
＜計画中に賃上げ表明あり＞
５年間、固定資産税を２／３軽減※

※2024年 月～ 年 月に
設備取得の場合は４年間

＜計画中に賃上げ表明なし＞
３年間、固定資産税を１／２軽減

◆雇用者全体の給与が1.5％以上増加する
ことを従業員に表明し、市町村の認定を
受けた先端設備等導入計画に基づき一
定要件を満たす機械等を導入した場合に、
最大５年間、固定資産税を２/３軽減
◆賃上げを表明しない場合は３年間１/２
軽減

◆研究開発投資の維持・拡大に対するインセンティブ強化のため、試験研究費の増減割合に応じて控除上限が変動す
る措置や控除率の傾きを大きくする措置を導入
◆控除上限や控除率の上乗せ措置を３年延長
◆オープンイノベーション型におけるスタートアップの定義見直しと博士号取得者等の高度研究人材の活用を促す措
置の創設、試験研究費の範囲見直し（既存データを活用したサービス開発を追加等）を実施

４．中小企業者等の法人税率の軽減措置の延長（２年）
◆中小企業における所得800万円までの法人税率を19％から
15％に軽減する措置を２年延長

５．スタートアップ支援の強化
◆個人投資家がスタートアップに出資した際に税優遇を受けられるエンジェル税制について、株式売却で得た利益をス
タートアップへの再投資や起業に使う場合、売却益のうち20億円までは投資額に相当する分を非課税とする等

控除上限の見直し 控除率の見直し

増減試験研究費割合

控除率

現行制度

最大

見直し後

± ％約 ％減
％増

％減 ％増 約 ％増
約 増

本体
恒久措置

上乗せ措置
時限措置

一般型
法人税額
の ％まで

法人税額
の まで

法人税額
の まで 上乗せ措置

コロナ特例

オープン
イノベーション型

法人税額
の まで

＜現行＞

一般型

上乗せ措置※2

オープン
イノベーション型

＜改正＞
売上高試験研究費
割合 超※2

一般型

変動部分※

基本形 高い方
を適用

法人税額の
～ ％まで

（※1）試験研究費の増減割合に応じて控除上限が変動（▲ ～ ％）
（※2）売上高試験研究費割合が ％超の場合、控除上限最大 ％上乗せ

所得金額 本則での税率 租特での軽減税率
年800万円以下 19％ 15％
年800万円超 23.2％ ̶

令和4年12月16日現在の情報です。
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会議所TOPICS 会議所TOPICS

１．インボイス制度導入に係る負担軽減措置

２．電子帳簿保存法（電子取引のデータ保存）の要件緩和

Ⅱ．納税環境整備

Ⅲ．防衛力強化に向けた財源確保

①税負担の軽減
　◆免税事業者がインボイス発行事業者となっ

た場合、納税額を売上税額の２割に軽減（３
年間）

②事務負担の軽減
　◆前々年の売上高が１億円以下または前年の

上半期の売上高が５千万円以下の事業者に
おける１万円未満の仕入については、インボ
イスの保存を不要とし、帳簿の保存のみで仕
入税額控除を可能に（６年間）

③登録申請期限の延長
　◆2023年10月の制度開始時にインボイス発

行事業者となるには、原則2023年３月末ま
での登録申請が必要であったが、2023年４
月以降でも可能に

　◆2023年10月以降に登録申請をする場合、
提出期限は登録希望日の15日前までに緩和
（現行は１カ月前まで）

①システム対応が間に合わなかった事業者等への対応
◆税務署長が認めた場合（事前申請は不要）、税務職員から提出を求められた際に送付・受領した領収書等を
データで提出できるようにしておくとともに、出力書面を保存しておけば良いこととする

②検索機能確保要件の見直し
◆送付・受領した領収書等をデータで提出できるようにしておく
　ことを前提に検索機能確保要件が不要となる売上高基準を
　5,000万円以下に緩和する等の措置を実施

◆防衛力の強化に向け、2024年以降の適切な時期に、法人税・所得税・たばこ税に関する措置を導入
（現時点で示されている方向性（法人税部分））

◆これにより、2027年度に１兆円強の財源を確保

令和５年度税制改正の主なポイント

● 法人税額に対し、税率４～4.5％の新たな付加税を課す
● 中小法人に配慮するため、法人税額から500万円（所得2,400万円相当）を控除

大多数の中小企業は対象外に（※課税対象は全法人の６％弱）

売上 万円 税抜
のイラスト制作
事業者の場合

通常
納税額： 万円
※簡易課税（みなし仕入率

）を適用

軽減措置 納税額： 万円
※売上税額 万円×２割

負担
軽減

インボイス制度開始 ３２

見直し後の提出期限
（ 日前）

申請書提出

課税期間の初日
４ １

申請書提出

登録現行の提出期限
（１カ月前）

多くの中小企業が
従前の保存方法で
対応可能に！
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会議所TOPICS 会議所TOPICS

インボイスを発行できない
事業者への対応
❶ 買手の留意点

　継続的な取引については、仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるか事前に確認し、何をインボイスと
するかについて、仕入先との間で認識を統一する必要があります。
　また、免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税
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　免税事業者などインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が
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❸ 令和５年度税制改正（案）について
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いて、インボイス制度について、例えば、「免税事業者からインボイス発行事業者になった事
業者について、納税額を売上税額の２割に軽減する激変緩和措置を３年間講ずる案」、「課
税売上高が１億円以下である事業者については、１万円未満の課税仕入れについて、イン
ボイスの保存がなくとも仕入税額控除を可能とする措置を６年間講ずる案」などが掲げら
れています（詳しくは、右記の財務省ホームページの特設サイトをご覧ください。）。

注）インボイス制度を契機とした取引条件の見直しについて、独占禁止法などで問題と
なる行為などの考え方について、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度へ
の対応に関するQ＆A」でご紹介しています（詳しくは、右記の公正取引委員会ホー
ムページをご参照ください。）。

寄稿：国税庁軽減税率・インボイス制度対応室※本文は令和５年１月時点の法令等に基づき作成しています。

（図）免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

《公正取引委員会》

《財務省》
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会議所TOPICS 会議所TOPICS

１．インボイス制度導入に係る負担軽減措置

２．電子帳簿保存法（電子取引のデータ保存）の要件緩和

Ⅱ．納税環境整備

Ⅲ．防衛力強化に向けた財源確保

①税負担の軽減
　◆免税事業者がインボイス発行事業者となっ
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おける１万円未満の仕入については、インボ
イスの保存を不要とし、帳簿の保存のみで仕
入税額控除を可能に（６年間）
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月以降でも可能に
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提出期限は登録希望日の15日前までに緩和
（現行は１カ月前まで）

①システム対応が間に合わなかった事業者等への対応
◆税務署長が認めた場合（事前申請は不要）、税務職員から提出を求められた際に送付・受領した領収書等を
データで提出できるようにしておくとともに、出力書面を保存しておけば良いこととする

②検索機能確保要件の見直し
◆送付・受領した領収書等をデータで提出できるようにしておく
　ことを前提に検索機能確保要件が不要となる売上高基準を
　5,000万円以下に緩和する等の措置を実施

◆防衛力の強化に向け、2024年以降の適切な時期に、法人税・所得税・たばこ税に関する措置を導入
（現時点で示されている方向性（法人税部分））

◆これにより、2027年度に１兆円強の財源を確保

令和５年度税制改正の主なポイント

● 法人税額に対し、税率４～4.5％の新たな付加税を課す
● 中小法人に配慮するため、法人税額から500万円（所得2,400万円相当）を控除

大多数の中小企業は対象外に（※課税対象は全法人の６％弱）

売上 万円 税抜
のイラスト制作
事業者の場合

通常
納税額： 万円
※簡易課税（みなし仕入率

）を適用

軽減措置 納税額： 万円
※売上税額 万円×２割

負担
軽減

インボイス制度開始 ３２

見直し後の提出期限
（ 日前）

申請書提出

課税期間の初日
４ １

申請書提出

登録現行の提出期限
（１カ月前）

多くの中小企業が
従前の保存方法で
対応可能に！
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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

明治2年創業以来、今日まで変わらない伝統の味 元祖 阪本屋 「鮒ずし」 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。

　鮒ずしは、千数百年の歴史を誇る湖国滋賀の特産です。
　元祖 阪本屋の鮒ずしは、全品琵琶湖産天然のにごろ鮒と近江米のみを使用し、創業以来の家
伝の製法を伝承して製造販売しています。手間と暇を掛けて熟成された鮒ずしは、雑味が無く、酒
肴やお茶漬けとしてお召し上がり頂けます。
　令和５年１月２０日には、鮒ずしを含む「近江のなれずし製造技術」が、国の登録無形民俗文化財
に登録されました。

三井寺
大津港三井寺

大津赤十字病院

商店街

長等小学校

長等神社

元祖阪本屋

京
阪
京
津
線

558

京阪石坂線

びわ湖浜大津

鮒
ふ な

ずし

（1尾）

3,240円（税込）～

元祖 阪本屋
〒520-0046
大津市長等１丁目5-21
℡077-524-2406

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２～

　インボイス制度への円滑な移行とその定着を図る観点から中小事業者を含めた一定規模以下の事業者の実務に配慮し、
柔軟に対応できるよう事務負担の軽減措置を講ずることとする見直し案、いわゆる「少額特例」が公表されました。
　具体的には、基準期間（前々年、前々事業年度）における課税売上高が１億円以下である事業者については、インボイス制
度の施行から６年間、１万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除が可能とな
ります。なお、基準期間における課税売上高が１億円超であったとしても、前年又は前事業年度開始の日以後６か月の期間の
課税売上高が5,000万円以下である場合は、特例の対象となります。

～一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置って何？～

○リーフレット
　「インボイス制度、
　支援措置があるって
　本当！？」
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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
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企業Data

キラリ！
vol.

59 湖都の商い人

代表 岡田 良三 住所 〒520-0103 大津市木の岡町５-15
TEL 077-578-7024
HP https://www.facebook.com/fl owerservice.konooka/

鉢花・草花苗の移動販売で顧客を拡大
　今年創業50年を迎える株式会社東洋企画 フラワー
サービス木の岡。岡田社長は「父が設立した会社で、月１
回鉢花を届ける頒布会を始めてみたところ、ちょうど園芸
ブームが始まったこともあって、住宅地をまわって移動販
売すると、花好きのお客様からたいへん喜ばれて、顧客が
増えていきました」と振り返ります。
　「その後、あるレストランチェーン店の庭を含めた店舗装
飾を担当したり、花壇・プランターの植え替えや室内ディス
プレイなどを手がけたりと、時代のニーズに合わせた細や
かなサービスを心がけてきた」と語ります。
　鉢花の移動販売はピーク時には1,000人近い顧客をか
かえるほどでしたが、顧客の高齢化が進んだこともあって、
新たな事業展開が課題となっていました。

多肉植物に力を入れ、新たなファンを獲得
　17年前から家業を手伝うようになった息子の陽介さん。
「当初は植物の知識はほとんどなかったのですが、お客様
から教えてもらったり、経験を重ねて少しずつ覚えていきま
した」と言うように、常連さんとことばを交わすうちに、花の
植え替えや植栽の世話など、ちょっとした庭のメンテナンス
も依頼されるようになり、これが口コミで広がって新たな
顧客拡大につながりました。
　また、ずっと無店舗で営業していた同社は、陽介さんの

提案で管理ハウス棟を含む売店形式に転換、チラシやSNS
を使って情報発信を行い、店舗の認知度アップにも力を入
れてきました。
　陽介さんが注目したのが多肉植物で、ここ数年人気が高
まってきたこともあり、インスタグラムなどで紹介すると京
都や大阪からも来店するファンが増えたほか、ネットショッ
プでも売上を伸ばしています。
　韓国産の質の高い苗約1,000種を扱っています。中には
ファンに人気の高い希少種もあり、「他店と違って、自分が
気に入った苗を自信を持ってお客様に勧められることが強
み」と語ります。新型コロナウイルスの影響で売上が落ち
込む中、多肉植物の人気によって昨年来、売上を回復する
ことができました。

園芸を基本に時代のニーズに合ったサービスを
　「花を愛する良いお客様に恵まれて、これまでやってこら
れたことに感謝しています。夢のあるハッピーなこの仕事
と、“花に心託して…お客様の喜びと生活に潤いを”のモッ
トーを、良いかたちで次の代に引き継いでいってほしい」と
言う岡田社長。
　多肉植物のほかにも、生花、山野草、季節ごとに花を入れ
替えるプランターのレンタルなど、他店との差別化を図り
ながら、基本になる園芸店としての立ち位置は変えずに、
時代のニーズに合ったさまざまな商品やサービスを展開し
ていってほしいと期待を寄せています。

希少な多肉植物にも出会える四季折々の鉢花・花苗が人気 多肉植物は約1,000種類以上の取り揃え 育て方も教えてもらえるから初めてでも安心

他店にはないサービスや商品展開で
時代の変化にしなやかに対応

株式会社東洋企画 フラワーサービス木の岡
代表取締役

岡田 良三氏

岡田 陽介氏
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　だんだん担ぎ手がなくなって、お神輿も出なくなってい
たのですが、町内の世話役さんや氏子総代さんの努力で、
最近またお神輿の渡御を行うようになりました。
　他所から来られたマンションの住民の中にも、「お神輿を
担ぎたい」「祭りに参加したい」と言ってくださる方がいると
聞いています。祭りを通して地域のつながりが少しでも強
まっていけばと思っています。

日々の買い物でにぎわった八丁商店街
　石川商店はもともと２代目が戦前に創業した漬物製造販
売業で、店の裏手に大きな工場があり、戦後間もなく大津
ではまだめずらしかったダットサンを購入して、手広く商売
をしていたようです。
　今から約50年前にはもう漬物の製造はしておらず、味噌
や漬物、佃煮の卸売を湖西方面へ配達するなど、さまざま
な食料品を取り扱っています。以前は、藤尾や小金塚の団
地をまわって食料品の移動販売もしていました。今は地域
の保育園に食料品を納品したり、家族で忙しく店を切り盛り
しています。
　食用塩の会社でサラリーマンをしていた時には、関西の
あちこちのスーパーマーケットをまわって商品を売り込ん
でいた経験があったことと、そもそも商売が好きだったの
で、忙しいのも苦になりませんでした。
　お店のある八丁商店街には、かつては鮮魚店や精肉店、
薬局、文房具店など30店ほどあって、日々の買い物はここ
で済ますことができましたが、次第にスーパーマーケットで
買い物をする人が増えて、商店街への人出が少なくなって
いったように思います。
　社団法人大津市商店街連盟の理事長と八丁商店街の会
長を長く務めていますが、買い物のスタイルなどが変わっ
てしまって、商店街にかつてのようなにぎわいがなくなって
しまったことを寂しく感じています。

忙しくても大切にした家族の時間
　毎日忙しくしていましたが、子どもたちの小さい頃は、
年に一度家族で旅行にでかけるようにしていました。また、
ちょっと暇を見つけては、大津宿本陣跡付近にあった旧滋
賀労働基準局の前の空き地で、子どもたちとキャッチボー
ルやローラースケートをしたり、現在の浜大津付近にあった
京阪レークセンターのプールやスケート場に子どもたちを
連れて行ったりしました。
　逢坂小学校のグラウンドで行われた町対抗のソフトボー
ル大会で、ピッチャーとして活躍したこともあります。旧滋
賀労働基準局の前の空き地では夏に盆踊りをしたり、町内
対抗の運動会に向けて玉入れの練習をしていたことを覚え
ています。
　このあたりは関蝉丸神社の氏子で、５月下旬に行われる
例大祭にはお神輿のほか、子どもたちのための樽神輿も出
ました。お神輿が町内を練り歩くと、あちこちで飲み物やア
イスクリームなどの接待があったので、どの子も祭りをとて
も楽しみにしていました。

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

石川 順三さん今回の語り手　有限会社石川商店

子どもたちも楽しんだ関蝉丸神社の例大祭

関蝉丸神社の例祭・蝉丸祭（昭和48年　片岡信雄氏撮影）

現在の琵琶湖ホテルあたりにあった京阪レークセンター。レストハウス・大噴水・琵
琶湖を望むパノラマプールなどがあった。（昭和50年代　大津市歴史博物館所蔵）

2013年の祭りの様子。（石川順三氏所蔵）
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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
3月例会・卒業例会

開催日時 令和5年3月13日（月）18：30～21：45
　　　　　　　　 　（受付開始18：00）

開催場所 琵琶湖ホテル3階　瑠璃（大津市浜町2-40）

登 録 料
【会　 員】9,000円
【卒業生】無　料
【OB会員】10,000円

※ 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、開催方法を変更する場合がござい
ます。
本例会は、これまで大津YEGの発展にご尽力をしていただ
き、多大なる功績を残された令和4年度21名の卒業生の皆様
に対して、現役メンバーから感謝の意と今後のご活躍を祈念
して開催いたします。
現役メンバーと卒業生が「大津YEG」として共に活動できる
最後の例会となりますので皆様のご参加をお待ちしており
ます。

　1月30日に新年例会として、コロナ後の経済がどのように動いていくのかを学び、新しい1年の見通しを立てていただく
一助となることを目的とした講演会を開催いたしました。「ホンマでっか！？TV」等のテレビ番組にご出演されているBRICs経
済研究所代表の門倉貴史氏を講師としてお招きし、「コロナ後の日本と世界の経済」をテーマにご講演いただきました。門
倉氏にはコロナによる経済への影響、海外の情勢の他、投資や副業等の身近な話題についてユーモアを交えながらお話い
ただき、会場から笑いが起きる場面もありました。ご参加いただいた皆様からは面白く、大変勉強になったとのお声を頂戴
しました。
　その後、懇親会では鏡開きやアトラクションを行い、新しい1年の始まりを盛大にお祝いしました。アトラクションでは久山
会長のお顔の福笑いを委員会対抗で行っていただき、大津YEGらしい活気ある笑いに満ちた新年例会となりました。
　お忙しい中ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。
 コネクト委員会　委員長　永田　和也

1月新年例会
BRICs経済研究所代表　門倉貴史氏 講演会　ホンマでっか！？門倉先生！

～コロナ後の日本と世界の経済～
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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 大津商工会議所女性会　定期総会及び新春会員の集い
　1月17日（火）、びわ湖大津プリンスホテルにおいて、大津
商工会議所女性会「定期総会」及び「新春会員の集い」を開
催しました。
　総会議案終了後には、来賓としてお越しいただいた大津
市産業観光部 南堀部長、河本会頭、青年部 久山会長から
祝辞を頂き、大津での開催が決定している全商女性連全国
大会の開催をはじめとした、今後の女性会活動に対する激
励の言葉を頂戴しました。
　懇親会は、女性会会員の山下光子さんをはじめとする大
津絵踊り保存会の方々による祝舞により開宴しました。ま
た、後半には保井交友委員長が中心となって企画したテー
ブル対抗ゲームで大いに盛り上がりました。
　全商女性連大津全国大会の成功という大きな目標に向かって、2023年が大津商工会議所女性会にとって飛躍の
一年になるよう、会員が一丸となりこれからの活動に取り組んで参ります。これからもどうぞよろしくお願いします。

新入会員
紹介

　琵琶湖のほとりにたち、刻刻と移り変わる時代の流れをともに見続けてきた琵琶湖ホテル。全ての客室から琵琶
湖がご覧いただけます。館内では天然温泉や、地元の旬な食材を取り入れたお料理を提供しております。
　京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社に入社して、京都タワーの観光部門に長く携わっていたこともあり、琵琶湖ホ
テルでは琵琶湖周辺の豊かな自然、歴史に触れるアクティビティ部門を担当し
ております。
　ホテルスタッフが案内する「まち歩き」や、サイクリストに優しい宿に認定され
たこともあり、オリジナルMAPの作成、館内アートツアー等ホテルにおける楽
しみ方をご提案し、心に残る旅になりますよう今後も取り組んで参ります。

琵琶湖ホテル

浅野 美紀さん 琵琶湖ホテル外観 鉄板シェフズテーブル

参加者全員で記念撮影

●事業所名
　京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社
　琵琶湖ホテル
●住所
　〒520-0041 大津市浜町2-40
●電話／077-524-7111
　FAX／077-524-8318
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おおつ パートナー インフォメーション
PARTNER INFORMATION

あなたの企業を掲載してみませんか TEL.077-511-1500　FAX.077-526-0795【お問合せ】大津商工会議所

会員限定
掲載無料

　中小企業で独自では実施しにくい「慶弔共済給付」や「各種事業の実施、チケッ
トの割引」等々、中小企業で働く皆様、ご家族に様々なサービスをご提供してい
ます。これからは「働き方改革+魅力ある福利厚生」が人材確保の決め手です！

●安定的な人材確保と定着率向上が期待できます。
●入会金や会費など事業主の負担費用は全額損金扱いとなります。
　（会費は基本半額事業主負担）

皆さまの笑顔が増えますように!! ご入会を心よりお待ちしております。
まずは、お気軽にお問合せください。

〒520-0806 大津市打出浜1番6号
MAIL：info＠otsu-gojokai.jp TEL：077-522-6499 / FAX：077-523-3494

HP：http://www.otsu-gojokai.jp

●健康関連
がん検診、インフルエンザ予防接種などの助成金。

●共済給付
結婚、出生、就学、銀婚。還暦、高年齢特別給付のお祝金
や、入院、住宅災害などのお見舞金、会員や実父母子の死
亡弔慰金、退会餞別金など。

●余暇活動関連
宿泊や日帰りツアーなどの助成、レジャー施設、美術館、
コンサートなどの割引チケットのあっ旋。毎月の得々プレ
ゼントなど。メニューは盛りだくさんです。

令和5年４月１日から事務所を下記へ移転します。 
（新住所 〒520-0802 大津市馬場二丁目11番17号 ルーツ膳所駅前ビル 305号室） 
なお、電話、FAXは変わりません。 

経営者のメリット

従業員のメリット

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1.18%
（令和5年2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） 

｢びわ湖疏水船」
令和５年春シーズンのご案内

運航日程

料　　金

予約方法

お問合せ先

びわ湖疏水船受付事務局　TEL.075-365-7768

（インターネット、FAX、郵送でのお申込みとなります）
右記ウェブサイトにてご確認ください。

5,000円～8,000円

令和5年3月25日（土）～
6月11日（日）期間中の
62日間（運休日あり）

（受付時間：午前9時30分～午後5時30分（土日祝休））

（大人・子ども同額）
（日程により変動、完全予約制）
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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
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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

会議所の動き

３月の会議所行事予定
３月  ２日（木）　青年部執行部会議
３月  ３日（金）　正副会頭会議
３月  ８日（水）　ＩＴなんでも相談会
３月  ９日（木）　工業部会イノベーション交流会
３月  ９日（木）　マル経審査会
３月  ９日（木）　会員対象人権研修会
３月１０日（金）　常議員会
３月１３日（月）　青年部卒業例会
３月１５日（水）　青年部役員会
３月２２日（水）　インボイス制度「税務」個別相談会
３月２７日（月）　通常議員総会

■ 事業所情報変更に関するお届けについて
　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5年4月1日時点の資本金額・従業員数を基
準に、令和5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5年4月末日までにご連絡をお願
いいたします。
［連絡先］大津商工会議所 企画総務部

　　　　TEL.077-511-1500

議員職務執行者の変更について
日本電気硝子株式会社

（新）社長執行役員 岸　本　　　暁　氏
（旧）社長 松　本　元　春　氏
　　（令和５年１月１日付）

株式会社ＪＴＢ　滋賀支店
（新）支店長 植　西　祐一郎　氏
（旧）支店長 人　見　能　暢　氏
　　（令和５年２月１日付）

大津商工会議所　人権研修（会員対象大津商工会議所　人権研修（会員対象））
「体験型サイバーセキュリティセミナー」「体験型サイバーセキュリティセミナー」
日時  令和5年3月9日(木)14時～15時
場所  コラボしが21 3階 中会議室1 (大津市打出浜2-1)
定員  ２０名　　　　 参加費  無料
講師  滋賀県警本部サイバー犯罪対策課
内容 最近注目の脅威が体験できます。また、サイバーセキュリティ

対策を考える上でのポイントや実際にパソコンを使う場面の
注意点等をご紹介します。

申込締切  令和5年3月6日（月）
　　　　定員になり次第、受付を終了します。
【お問合せ先】 大津商工会議所 企画総務部　TEL：077-511-1500 申込フォーム
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