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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

 
新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

 素早く丁寧、リーズナブル素早く丁寧、リーズナブル

 OBIONEは、エアコンクリーニング専門業者ではありません。
掃除のプロであり、リフォーム分野に関する知識も豊富です。
「エアコンクリーニングを依頼した“ついで”に、トイレの掃除も
頼みたい」などのご相談も大歓迎です。

株式会社 OBI ONE
住　　所：滋賀県大津市南郷1-2-12
電話番号：0800-600-0783
WEBサイト：https://obi--one.com/

6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

㈲建築西 西 徹 大津市大石龍門６-2-9 建築業一式（大工・土木・設備　他） 住宅全般の建築業をしています。
よろしくお願い致します。

大杉茶屋 岸 本　 冽 子 大津市坂本5-2-6 土産物、工芸品販売、喫茶、蕎麦処 門前町坂本で、散策の際にゆっくり休んでいただける茶店を目指し
ております。

シェアスペースおおつ中央 伊 藤　 淳 子 大津市中央4-3-27 レンタルスペース、イベント、講座主催、
ボディセラピスト

滋賀の素敵なものや素敵な人を紹介するイベントやライブ配信を
しています。よろしくお願い致します。

Shin’ｓ　スタイル 河 野　 信 義 大津市京町4-5-10
グランドアムール205 美装業 建物洗います。よろしくお願いします。

Ｌｉｎｏ 青 木　 美 沙 大津市坂本2-1-34 ヨガスタジオ、サロン 坂本でヨガスタジオをしています。よろしくお願い致します。

㈲ビバボックス 九 平 　 惣 大津市皇子が丘
3-12-29-403 広告、宣伝に関する企画、制作、印刷 チラシ・パンフレット・封筒など広告、宣伝、印刷のことならお任せく

ださい。どうぞよろしくお願いします。
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傘さす女
かさ おんな

表紙提供：大津絵の店

　目をはっきりと開き片手に傘を持って
立つ美人画で、非常に粋な立ち姿を描
写しています。元禄期が初出で、おそら
く『文読む女』などと同じ絵師が最初に
描き始めたものでしょう。現代にも十分
通用する美人画ですので、未だに人気
は衰えません。

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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【実施日・参加者】
① 国際会議想定ツアー
　 令和3年12月18日（土）～19日（日）、外交官等8か国11名
（12月18日は、アフターコンベンションとして湖上花火
を実施）

②プロジェクトリーダー想定ツアー
　 令和3年12月4日（土）～5日（日）、モビリティ、デジタル
等情報系に関わっている者7名

特 集 地域活性Project@大津

令和3年度令和3年度
大津湖岸エリア活性化事業報告大津湖岸エリア活性化事業報告

（１）ミーティングプランナー等に向けたモニターツアー

びわ湖大津
プリンスホテル

ウカルちゃんアリーナ
滋賀県立武道館

アヤハレークサイドホテル

ピアザ淡海

びわ湖ホール

コラボしが 21

大津市民会館

琵琶湖ホテル・浜大津アーカス

旧大津公会堂

（仮）アリーナ
大津港

明日都浜大津

コンベンションストリートエリア

コンベンション　エッジ コンベンション　クロス コンベンション　コア

１．モニターツアーの実施

　コンベンション誘致の促進のため、会議を主催するリー
ダー、ミーティングプランナー及び会議に参加するビジネ
スパーソンを想定したファムトリップ・モニターツアーを実
施し、大津湖岸エリアでの国際会議や全国規模の会議開

催の可能性について、施設の評価、実際に体験したツアー
やサービスの評価等、生の意見を聴き、課題や改善点を抽
出することにより今後の活動に活かすことを目的としてい
ます。

【事業概要】
　国際会議を想定した、駐日大使館等のコンベンション・観
光担当者を招請したツアーと、全国規模の国内会議の主催
者を想定したデジタル・モビリティ関連のプロジェクトリー
ダーを招請したツアーの２種を実施しました。
　視察先は、びわ湖ホールをはじめとする各コンベン
ション施設や、観光としてクルーザーによる湖上観光、組紐
工場・鮒ずし製造・麩工房等を見学いただき、高い評価を得
ることができました。

国際会議想定ツアー

プロジェクトリーダー
想定ツアー

　びわ湖コンベンションストリート活性化
協議会では、大津港からなぎさ通りにか
けて立地している既存の官・民のコンベ
ンション施設や大津市内を中心とする県
内宿泊施設の集積を活かし、有機的一体
的に活用することを念頭に、大阪・関西万
博との連携により万博関連の各種会議の
誘致やビジネス誘客・観光振興を目指し
ています。
　令和3年度はびわ湖岸観光資源と湖上交通を活用したMICE等ビジネス観光拠点再生のため、観光庁「既存
観光拠点の再生・高付加価値化推進事業」および滋賀県「地域経済活性化事業」を活用し、事業を実施しました。
今回の特集では、その事業内容について報告します。
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【実施日・参加者】
①令和3年12月22日（水）～23日（木）、34名
②令和3年12月27日（月）～28日（火）、34名
　 （12月22日、27日は、アフターコンベンションとしてびわ
湖ホール声楽アンサンブルコンサートや湖上花火を実施）

【事業概要】
　全国会議終了後、会議参加者がさらにもう一泊大津に
宿泊してもらい、県内観光へと導く仕掛けとして、「びわ湖
ホール声楽アンサンブルコンサート」や「湖上花火」を企画
しました。
　また、オプショナルツアーは基本として、湖上交通を活用
したツアーを造成しました。今回の企画は、MaaS、API
の構築を目指したもので、参加者の趣向に合わせたツアー
予約ができる仕組みの実証実験を行いました。
　ツアー全体の満足度は、全体として高い満足度を得るこ
とができ、琵琶湖を資源とする観光ツアーへ関心が寄せら
れていることが明らかとなりました。

３．情報発信事業

４．ハラール研修の実施

【開催日・参加者】
令和4年1月20日（木）、29名

【事業概要】
　大津のモノやコト、古典的食事・食材・伝統文化（祭り等）
について、大津市内・京都・大阪エリアに向けて、京阪電車
沿線情報誌K PRESSや関西ライフウェブマガジンannaへ

の掲載、小冊子「DISCOVER
大津」の制作・配架による情報
発信を行いました。

【事業概要】
　国際会議の開催やインバウンドの誘客を考えている以
上、ムスリムの基本的な生活習慣・生活規範を理解した上で
「おもてなし」を行うことが何よりも重要です。先入観を捨
て正しく理解するところからイスラムマーケットに入り、ハ
ラールビジネスのリスクとメリットを正しく判断することが重
要と考え、インドネシア総領事館のディアナ・ES・スティクノ
総領事を講師に迎え、企業におけるハラールビジネスのリス
クとメリットを正しく判断できる研修会を開催しました。

２．観光型MaaS実証事業

【事業概要】
　モニターツアーと連携し、アフターコンベンション等を
想定したオプショナルツアーや湖上交通等を現地で容易に
コーディネートできるアプリの開発・実証実験を行いまし
た。また、将来的なコンベンションAPIとしての可能性も探
りました。
　アンケート結果からは、予約・決済機能のニーズは低い
結果となりました。しかしながら、世界の潮流や今後の動向
は、観光・宿泊施設、道順・移動時間等を含めた決済機能が
求められており、継続的な取組が必要となっています。 コンベンションAPI

湖上花火 びわ湖ホール
声楽アンサンブルコンサート

DISCOVER大津

ハラール研修会

（２）ミドルクラス層のビジネス客に向けたモニターツアー

　コンベンション誘致についての可能性は大きい。しかし、
国際会議や情報系の全国会議についてはデジタル環境に

懸念が残る。

（３）ツアー参加者からの意見
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５．リモートワーク実証事業

【事業概要】
　新型コロナ危機の影響で、テレワーク導入をはじめとし
た、働き方の変化が起きており、ワーケーションといった新
たなスタイルの普及も期待されています。感染症の拡大だ
けでなく、今後起こり得る災害や事故など、災害時・非常時に
経営面での被害を最小限にとどめられるよう、BCP策定の
推進やDXに対する理解度の向上、DXの推進につながるこ

とを目指して、大津湖岸なぎさ公園プロムナードに仮設の
ワーケーション施設を設置し、実証事業を実施しました。

【実施日・利用者】
令和4年1月19日（水）～30日（日）、148名

６．（仮称）びわ湖コンベンションアリーナ推進調査事業

【事業概要】
　平成30年度に実施したスポーツを中心としたアリーナの
検討、その後のコロナ禍を踏まえた上で、ビジネス展示機能

を備えた多目的利用が可能な、コンベンションストリート構想
の中核を担うアリーナを想定して調査事業を実施しました。

　施設規模、建設資金の確保、管理運営等、当面の課題が
明らかになりました。実現に向け、この課題解決に全力で取

組んでまいります。

お問合せ先:大津商工会議所 地域振興課（平日9：00～17：00）TEL.077-511-1500
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会議所TOPICS 会議所TOPICS会議所TOPICS 会議所TOPICS会議所TOPICS 会議所TOPICS

オンライン法律相談のご案内
　事業上のトラブルなどでお困りのことはございませんか？
　当所では、弁護士による法律相談会を、利便性かつ感染防
止の観点からオンライン（Zoom）にて実施しております。
　企業法務、顧問契約、個人事業、契約書チェック、その他
（手形小切手、金融取引、不正競争防止法、独占禁止法）悪徳
商法、クーリングオフ等、商事にかかるご相談を承っており
ます。

【問い合わせ】 大津商工会議所　中小企業振興部　TEL.077-511-1500
E-mail：sodansho@otsucci.or.jp

◎ご相談時間は１案件最大２時間まで可能です。
◎訴訟等により、継続的に弁護士の関与が必要な場合、当所による直接的な関与は行わず
　別途有料となることがあります。対応可能な範囲については、下記までお問合せください。

相談
無料

大津市に対する緊急要望書の提出
　新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和され
つつあるものの、感染症の影響を大きく受けた業種、そこで
働く方々など、市民生活や経済活動への影響は依然として
続いており、先行き不透明な状況が続いています。
　また、ウクライナ情勢では、世界規模で不確実性が高まっ
ており、原油価格・物価高騰が、消費や経済活動に強く影響
を受けることが懸念され、化石燃料や半導体原材料等、物資
の安定供給の停滞が地域の経済活動に支障をきたし始めて
います。加えて、現在の円安の輸入物価の上昇等が長引け
ば、コロナ禍からの経済社会活動回復の足取りが大きく阻害されかねません。
　４月26日には国の原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議で「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対
策」が閣議決定されました。
　そこで、大津市内の中小企業・小規模事業者は、依然として厳しい業況が続いていることから、本所並びに大津北・瀬田商

工会の３団体連名で、5月27日（金）に「コロナ禍における原油価格・物価高騰等の
地域経済対策としての緊急要望書」を佐藤大津市長に対して提出し、大津市にお
いて地域経済対策等を早急に実施されることを要望しました。
　それを受けて、大津市長名で6月1日「市内の中小企業・小規模事業者の事業継
続支援」を令和4年6月大津市補正予算案に提案することの回答が3経済団体宛
てにあり、そして6月6日からの令和4年6月市議会通常議会の提案説明の中で、
議案提案が行われ、議決されました。
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申請期限が令和4年8月1日（月）まで延長されました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人事業主に対し、支援金が給付されます。

滋賀県事業継続支援金（第4期）の
申請期限延長について

国の「事業復活支援金」を受給し、県内に事業所または事業所を有する方 
（2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上が2018年11月から2021年
3月までのいずれかの同月と比べ30％以上減少した県内中小企業者等）
※国の「事業復活支援金」を受給されていない事業者は対象外となります。

対 象 者

滋賀県事業継続支援金コールセンター
ＴＥＬ.0570-200-575（平日9：00～ 17：00）

問合せ先

支 給 額 中小企業等 20万円
個人事業主 10万円

詳しくは滋賀県ホームページ
にてご確認ください。 

※申請は1事業者につき1回限りです。
※「滋賀県事業継続支援金（第1～3期）」との
　重複受給ができます。

申請期間 令和4年8月1日（月）まで

大津市内の中小企業のインターネットを活用した採用活動に対し、
補助が行われます。

大津市採用活動
支援事業費補助金

下記の全てを満たす者
＊市内に事業所・事務所等を有する中小企業者
＊市税に滞納がない者

対 象 者

大津市内の勤務場所で勤務する正規雇用職員（概ね一年以内に採用予定）を
採用するためにインターネットを活用した採用活動に要する経費

補助対象経費

申請書類を大津市ホームページよりダウンロードし、
メール、郵送または持参にて提出

申請方法

大津市産業観光部商工労働政策課
TEL.077-528-2754または077-528-2755（平日9：00～17：00）

問合せ先

※予算額に達した場合は申請期間中でも受付終了されます。申請期限 令和5年1月31日（火）まで
補助限度額 上限10万円（補助率：1/2）

R4.6.17 時点の情報です。

詳しくは大津市
ホームページにて
ご確認ください。

会議所TOPICS 会議所TOPICS会議所TOPICS 会議所TOPICS
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オンライン法律相談のご案内
　事業上のトラブルなどでお困りのことはございませんか？
　当所では、弁護士による法律相談会を、利便性かつ感染防
止の観点からオンライン（Zoom）にて実施しております。
　企業法務、顧問契約、個人事業、契約書チェック、その他
（手形小切手、金融取引、不正競争防止法、独占禁止法）悪徳
商法、クーリングオフ等、商事にかかるご相談を承っており
ます。

【問い合わせ】 大津商工会議所　中小企業振興部　TEL.077-511-1500
E-mail：sodansho@otsucci.or.jp

◎ご相談時間は１案件最大２時間まで可能です。
◎訴訟等により、継続的に弁護士の関与が必要な場合、当所による直接的な関与は行わず
　別途有料となることがあります。対応可能な範囲については、下記までお問合せください。

相談
無料

大津市に対する緊急要望書の提出
　新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和され
つつあるものの、感染症の影響を大きく受けた業種、そこで
働く方々など、市民生活や経済活動への影響は依然として
続いており、先行き不透明な状況が続いています。
　また、ウクライナ情勢では、世界規模で不確実性が高まっ
ており、原油価格・物価高騰が、消費や経済活動に強く影響
を受けることが懸念され、化石燃料や半導体原材料等、物資
の安定供給の停滞が地域の経済活動に支障をきたし始めて
います。加えて、現在の円安の輸入物価の上昇等が長引け
ば、コロナ禍からの経済社会活動回復の足取りが大きく阻害されかねません。
　４月26日には国の原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議で「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対
策」が閣議決定されました。
　そこで、大津市内の中小企業・小規模事業者は、依然として厳しい業況が続いていることから、本所並びに大津北・瀬田商

工会の３団体連名で、5月27日（金）に「コロナ禍における原油価格・物価高騰等の
地域経済対策としての緊急要望書」を佐藤大津市長に対して提出し、大津市にお
いて地域経済対策等を早急に実施されることを要望しました。
　それを受けて、大津市長名で6月1日「市内の中小企業・小規模事業者の事業継
続支援」を令和4年6月大津市補正予算案に提案することの回答が3経済団体宛
てにあり、そして6月6日からの令和4年6月市議会通常議会の提案説明の中で、
議案提案が行われ、議決されました。

6 大津商工会議所報 もっと! みらい　7月号



会議所TOPICS 会議所TOPICS

R4.6.17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。

事業承継・引継ぎ関連補助金のご案内

中小企業等が行う事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦、M&Aによる経営資源の
引継ぎ、廃業・再チャレンジに対して支援。2022年は4回の応募が予定されています。

滋賀県内の中小企業者が行う事業承継に向けた体制整備および廃業等に要する経費に対し支援。

令和3年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」

「事業承継円滑化補助金」

事業承継・引継ぎに関する相談窓口事業承継・引継ぎに関する相談窓口

後継者不在により、事業継続が困難になることが
見込まれている中小企業者等において、経営者の
交代または事業再編・事業統合を契機とした承継
者が行う経営革新等にかかる取組の経費補助。

①①経営革新事業経営革新事業

地域の需要及び雇用の維持や地域の新たな需要の
創造及び雇用の創造を図り、我が国の経済を活性
化させる事業再編・事業統合に伴う経営資源の引
継ぎを行う取組の経費補助。

②②専門家活用事業専門家活用事業

中小企業者等が、事業承継やM&Aに伴う廃業、経
営者の交代又はM&A等を契機として承継者が行う
経営革新等に伴う廃業（併用申請）、中小企業者等
（またはその株主）もしくは個人事業主が新たな
チャレンジをするために行う既存事業の廃業（再
チャレンジ申請）の経費補助。

③③廃業・再チャレンジ事業廃業・再チャレンジ事業

滋賀県

TEL.077-511-1505 FAX.077-526-5860
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21  9階（大津商工会議所内）
［E-mail］ info@shiga-hikitsugi.jp　［ホームページアドレス］ https://shiga-hikitsugi.jp/

（滋賀県事業承継ネットワーク事務局）

事業承継に関する相談
（親族内・従業員・第三者）

M&Aマッチング支援
後継者人材バンク事業含む

事業承継診断・セミナーの実施

事業承継計画策定支援

経営者保証解除に向けた支援

専門家紹介・派遣

ご相談は次の方法で
お申込できます（予約制）

①お電話でのご連絡 ②相談申込書をFAX
③メールでのご連絡 ④ホームページお問い合わせフォーム

中小企業庁
ホームページ

事業承継に関する
主な支援策 （一覧）

滋賀県ホームページ

類型 補助率 補助下限額
補助上限額

上乗せ額（廃業費）
創業支援型（Ⅰ型）

補助対象経費
2/3以内 100万円 600万円以内 +150万円以内経営者交代型（Ⅱ型）

M＆A型（Ⅲ型）

類型 補助率 補助下限額
補助上限額

上乗せ額（廃業費）

買い手支援型（Ⅰ型） 補助対象経費
2/3以内 100万円 600万円以内 +150万円以内

売り手支援型（Ⅱ型）

類型 補助率 補助下限額 補助上限額

廃業・再チャレンジ 補助対象経費
2/3以内 50万円 150万円以内

補助メニュー 条件 経費例 計画書受付期限

①
円滑な承継に向けた売上確保のための
新たな商品開発および生産性向上の
ための設備投資等

後継者候補がいること
専門家謝金、資料購入費、
印刷製本費、機器購入費、
店舗改修費等

令和5年1月13日（金）

② 承継準備費用

(1)直近２期で連続赤字決算でないこと
(2) 補助金交付申請後 60日間以上、滋賀県
事業承継・引継ぎ支援センターと協力して
後継者候補を探すこと。

※上記両方を満たすこと

備品廃棄費用、（退去に向け
た）店舗改修費等 令和4年11月30日（水）

【補助率】補助対象経費２／３以内（限度額：50万円）

8 大津商工会議所報 もっと! みらい　7月号



会議所TOPICS 会議所TOPICS

R4.6.17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。

事業承継・引継ぎ関連補助金のご案内

中小企業等が行う事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦、M&Aによる経営資源の
引継ぎ、廃業・再チャレンジに対して支援。2022年は4回の応募が予定されています。

滋賀県内の中小企業者が行う事業承継に向けた体制整備および廃業等に要する経費に対し支援。

令和3年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」

「事業承継円滑化補助金」

事業承継・引継ぎに関する相談窓口事業承継・引継ぎに関する相談窓口

後継者不在により、事業継続が困難になることが
見込まれている中小企業者等において、経営者の
交代または事業再編・事業統合を契機とした承継
者が行う経営革新等にかかる取組の経費補助。

①①経営革新事業経営革新事業

地域の需要及び雇用の維持や地域の新たな需要の
創造及び雇用の創造を図り、我が国の経済を活性
化させる事業再編・事業統合に伴う経営資源の引
継ぎを行う取組の経費補助。

②②専門家活用事業専門家活用事業

中小企業者等が、事業承継やM&Aに伴う廃業、経
営者の交代又はM&A等を契機として承継者が行う
経営革新等に伴う廃業（併用申請）、中小企業者等
（またはその株主）もしくは個人事業主が新たな
チャレンジをするために行う既存事業の廃業（再
チャレンジ申請）の経費補助。

③③廃業・再チャレンジ事業廃業・再チャレンジ事業

滋賀県

TEL.077-511-1505 FAX.077-526-5860
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21  9階（大津商工会議所内）
［E-mail］ info@shiga-hikitsugi.jp　［ホームページアドレス］ https://shiga-hikitsugi.jp/

（滋賀県事業承継ネットワーク事務局）

事業承継に関する相談
（親族内・従業員・第三者）

M&Aマッチング支援
後継者人材バンク事業含む

事業承継診断・セミナーの実施

事業承継計画策定支援

経営者保証解除に向けた支援

専門家紹介・派遣

ご相談は次の方法で
お申込できます（予約制）

①お電話でのご連絡 ②相談申込書をFAX
③メールでのご連絡 ④ホームページお問い合わせフォーム

中小企業庁
ホームページ

事業承継に関する
主な支援策 （一覧）

滋賀県ホームページ

類型 補助率 補助下限額
補助上限額

上乗せ額（廃業費）
創業支援型（Ⅰ型）

補助対象経費
2/3以内 100万円 600万円以内 +150万円以内経営者交代型（Ⅱ型）

M＆A型（Ⅲ型）

類型 補助率 補助下限額
補助上限額

上乗せ額（廃業費）

買い手支援型（Ⅰ型） 補助対象経費
2/3以内 100万円 600万円以内 +150万円以内

売り手支援型（Ⅱ型）

類型 補助率 補助下限額 補助上限額

廃業・再チャレンジ 補助対象経費
2/3以内 50万円 150万円以内

補助メニュー 条件 経費例 計画書受付期限

①
円滑な承継に向けた売上確保のための
新たな商品開発および生産性向上の
ための設備投資等

後継者候補がいること
専門家謝金、資料購入費、
印刷製本費、機器購入費、
店舗改修費等

令和5年1月13日（金）

② 承継準備費用

(1)直近２期で連続赤字決算でないこと
(2) 補助金交付申請後 60日間以上、滋賀県
事業承継・引継ぎ支援センターと協力して
後継者候補を探すこと。

※上記両方を満たすこと

備品廃棄費用、（退去に向け
た）店舗改修費等 令和4年11月30日（水）

【補助率】補助対象経費２／３以内（限度額：50万円）
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専門家
ワンポイント
アドバイス 教えて！改正電子帳簿保存法改正に向けての

準備について　おさらいその１

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

　まずは何から始めたらいいの？

＜STEP１＞電子保存データの保存媒体の準備
　たとえば
　•USBメモリー　　　　　　　　　•ポータブルHDD　　　　　　　•PCなど　
＜STEP2＞現状の取引状況はどうだろう？
　たとえば、
　•インターネットで購入した際の電子領収証の取り扱いはありますか？　　　•電子の請求書を発行している会社との取引はありますか？
　•ネットバンクの口座はありますか？など
　現状すでにこのような取引がある場合または今後このような取引を予定している場合は電子データ保存に備えましょう！
＜STEP3＞現状の取引状況が把握できたら……
　電子帳簿保存法の要件に合致した電子データの保存時の要件として必要とされる「措置」については４つの「措置」があります。
　そのうちいずれかで保存すれば良いということになっており、タイムスタンプ不要の方法（③④）も用意されています。（④がおすすめです。）
①　タイムスタンプが付されたデータを受け取り保存
②　受け取ったデータに遅滞なくタイムスタンプを付して保存
③　 訂正削除の履歴が確認できるか、訂正削除ができないシステ
ムを利用する

④　 訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定して規程に沿っ
た運用、備付を行う

　どの方法を選択するのか事業者自身の負担にならない措置を検
討しておきましょう！

➡ ➡電子帳簿保存法の改正によって、すべての納税者に共通することは・・・ それは、「電子データ保存を義務づける制度」です そこで、保存媒体の準備が必要です

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。

「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

　逢坂山かねよの代名詞ともなっている「きんし丼®」。その昔、最初は錦糸玉子をのせた鰻
丼でした。しかし、お店が忙しく繁盛しお客様をお待たせした時、細かく切っていた玉子を大き
くボンボンと切って丼に乗せたことが始まりです。それが好評で、その後も段々と玉子が大き
くなり現在の「きんし丼」が出来上がりました。

「きんし丼「きんし丼®®」」折折
おりおり

詰詰
づめづめ

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折）2,484円（税込）

逢坂山かねよ
〒520-0062
大津市大谷町23-15
℡077-524-2222

7月23日は、土用の丑の日！暑くなり食欲が落ちてくるこの時期、
夏バテ防止にピッタリの商品をご紹介します。

かねよ

1
大 津

JR東海
道線

1大谷
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栄
町
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津
線
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558

　次回は、「おさらいその２ 電子データ保存を習慣づけよう」です！ お楽しみに……
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企業Data

キラリ！
vol.

51 湖都の商い人

代表 加藤 晶子 住所 〒520-0806　大津市打出浜2-1 コラボしが21 Biz Base コラボ21「B1」 
TEL 080-5706-2331
HP https://gallery-o.net/

大津絵師 五代目 髙橋松山展　総本山三井寺金堂

株式会社 晶
代表取締役

加藤 晶子氏

『手仕事展』がアートビジネスのきっかけに
　10年ほど前、大津市中心部にある大津町家「リュエルし
なやか」で『手仕事展』を企画運営したことが、アートを扱う
ビジネスのきっかけになったと語る代表の加藤晶子さん。
手がけてみるとおもしろくて、「大津百町館」「リュエルしな
やか」の２会場で、現代アートとハンドメイドの作家と共に２
度目の『手仕事展』を企画運営。出産、子育てのため仕事
を辞めていたこともあり、もう少しグレードを上げてギャラ
リーの経営を目指すことになりました。
　もともと、西陣織の美しさに憧れて京都の美大で染織テ
キスタイルを学び、卒業後は株式会社 川島織物（現 株式
会社 川島織物セルコン）で力織機紋織職人としてものづく
りに携わっていた加藤さん。2012年に丸屋町の空き町家
に画廊「ギャルリーオー」を開廊し、オープニングでは短大
時代の恩師であるファイバーアートの巨匠“小名木陽一”
氏の展覧会を開催。その後は滋賀県ゆかりの作家や、若い
作家を中心に作品展を企画しました。
　「実家が商売をしていたとはいえ、経営はまったく初めて
でした。そのため、手探りでの運営が続き、悩んだ時は経営
の先輩方にもいろいろ助言をいただいたりしました。しか
し、画廊の経営は想像以上に難しく、振り返ってもその時の
苦しさを強く思い出します」と当時を振り返る加藤さん。３
年で一旦丸屋町の画廊を閉廊し、半年後にびわ湖大津館イ
ングリッシュガーデン内に拠点を移しました。

寺社なども会場に、巡回展を企画
　びわ湖大津館では、2022年３月まで庭園の中にある
チャペルをギャラリーとして使い、花を楽しみに来られた

方にアート作品も楽しんでいただける癒しの空間を提供し
ました。また、出張ギャラリーという形式で、2017年から
2019年にかけて漫画家“小島功”氏（故人）の全国巡回展
を手がけ、2019年には総本山三井寺で『漫画家による仏
の世界展』を開催するなど、日本画やイラストなどの展覧
会を企画運営してきました。
　「どちらかと言うと明るくて可愛いタイプで、多くの人々
に喜んでいただける作風が好きで、この作家さんの作品を
紹介したいと思ったら、直接交渉して展覧会を企画してい
ます」と言う加藤さん。アートというと敷居が高いと構える
人も少なくありませんが、加藤さんは気軽に立ち寄って「こ
れいいね」「見ていると楽しくなるね」と言ってもらえるよう
な作品展で、アートの裾野を広げることができればと考え
ています。会場も神社や寺院、ガーデンなどフラリと立ち
寄れるようなところを選んでいるため、普段画廊に足を運
ばない人が、作品展で初めてアート作品を購入することも
多いそうです。

今後は海外展開も視野に
　2020年に法人化して株式会社 晶を設立しましたが、新
型コロナウイルスによって１年目はほとんど展覧会が実施
できませんでした。「絵を購入される方はやはり実物を観て
と思われるので、オンラインではなかなか売れないもの」
と、２年目からは緊急事態宣言などが発令される中、できる
だけ展覧会を開催してきました。
　さらに海外展開に向けての準備をスタートさせた加藤
さん。国内の企画展や巡回展に加えて、海外での販路開拓
にも力を入れていきたいと、今後の展開について考えてい
ます。

より多くの人にアートの魅力を伝えるため
気軽に立ち寄れる展覧会を企画

今 市子 展 ～冥界への道ゆき～（2022年秋の開催） 谷口 智則 展 ～絵本の世界～　旧枝梅酒造【佐賀県】漫画家による仏の世界展搬入の様子
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24時間使えるようにすると、折からのバンドブームでたく
さんの音楽を志す若者たちが集うようになりました。その
中にはメジャーになった人も何人かいます。
　諸般の事情で音楽スタジオはやめてしまったのですが、
振り返ってみると滋賀の音楽シーンの発展に貢献すること
ができたのではないかと自負しています。

楽しい思い出が詰まった大津のまち
　今、会社がある場所に祖母がやっていた旅館があって、
私はここで育ちました。小学生になるまでは国道を越えて
はいけないと言われていましたが、長等小学校に入学する
と友だちと自転車であちこちでかけるようになり、とりわけ
皇子が丘公園の中にある交通公園にはよく行きました。同
級生と千団子祭に行って、見世物小屋に入ったことも懐か
しい思い出です。
　小学校の高学年になると２人の弟を連れて、毎月のよう
に旧大津市立科学館にプラネタリウムを観に行っていまし
た。夏はパノラマプールで泳いだり、少し大きくなると京阪
レークセンターでボウリングをしたり、商店街の夜市にで
かけたりと、大津のまちには少年時代の楽しい思い出があ
ふれています。大津祭の時は曳山の後をついて歩いて、厄
除けの粽を手に入れるのが楽しみでした。
　普段は忙しい両親も、年に一度は一家で琵琶湖ホテルに
宿泊するなど、家族で過ごす時間を大切にしていました。

旅館を改装して音楽スタジオを開設
　昭和47年に広告代理店として創業した会社を譲り受け
た両親は、本業の旅館の仕事をしながら二足のわらじで
イベントの企画などを手がけていました。両親とも演劇を
やっていたこともあって、旧大津公会堂でお芝居を興行し
た時に、リハーサルを観せてもらったことなどを覚えてい
ます。昭和57年に滋賀県で開催された第26回植樹祭や、
近江大橋の開通式のセレモニーなども父が企画しました。
　中学３年生くらいになると音楽に興味を持つようになり、
従妹が旅館の大広間で演奏していたエレクトーンを見よ
う見まねで弾くようになりました。その後、バンドを組んで
キーボードを担当、大津夏祭りの前座で出演したり、夜市
のすごい人出の中で演奏したことも懐かしい思い出です。
　アルバイトをしながら音楽活動をしていたのですが、20
歳になった時に「そろそろ落ち着かなければ」と思って京都
のコーヒー屋さんに就職しました。KBS京都の中にあるラ
ウンジで働いていたのですが、スタジオにコーヒーを届け
に行った時に置いてある音響設備を見て、自分にもできるの
ではと思ったことがこの仕事をするきっかけになりました。
　京都の音響会社に就職してそこで５年間修業を積み、そ
の後、父の会社に入って、イベントの音響を中心に手掛ける
ようになり、また祖母から譲り受けた旅館の建物を改装し
て音楽スタジオを開設しました。
　その頃はまだ音楽スタジオが少なかったこともあって、

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（旧大津市立科学館・京阪レークセンター）

勝部 伊織さん今回の語り手　株式会社エービー企画　代表取締役

スタジオを開設、音楽文化の振興に貢献

旧大津市立科学館（昭和50年代）。びわこ大博覧会のテーマ館の建物が再活用さ
れ、その際にプラネタリウムが設置された。

プールやボウリング場のあった京阪レークセンター（昭和50年代）

数多くのバンドに親しまれた音楽スタジオ「STUDIO161」の当時の様子（昭和60年代）
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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
■7月例会のご案内
ビジネス成功に必要な力を楽しく学ぶ
～10回の飲み会より1回の「アチーバス」～

開催日時
【第1部 例　会】令和4年7月6日（水）
 19時～21時
【第2部 懇親会】令和4年7月6日（水）
 21時20分～22時

開催場所【第1部 例　会】旧大津公会堂　3Fホール【第2部 懇親会】くし屋敷
登 録 料【第1部例会】無料　【第2部懇親会】6,000円
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により開催方法等が変更になる
場合がありますので、予めご了承下さい。

「10回飲みに行くよりも、仲良くなれる」と言われ、リーダーシッ
プと思いやりを楽しく学びながら、全員が達成感を味わえる
ボードゲーム「アチーバス」を体験していただきます。「アチー
バス」の体験を通じて会員同士でお互いをより深く知ることで
距離を縮め、会員同士のビジネスの繋がりのきっかけを作りま
しょう。

５月縁づくり例会
～テントサウナと湖岸バーベキューでととのう大懇親会～

in VIWAKO GLASTAR
　2年間コロナ禍でほとんど活動できなかった鬱憤を晴らすべく、5月縁づくり例会～テントサウナと湖岸バーベキューで
ととのう大懇親会 in VIWAKO GLASTAR～を開催しました。第１部は今話題のテントサウナを湖岸に４台設置し、激アツ
のテントサウナから目の前の琵琶湖に飛び込むという最高の体験をしました。サウナ・スパ健康アドバイザーでもある令和
４年度日本YEG研修委員長の松園広樹氏を講師に迎え、サウナの基礎のレクチャーからテントサウナ内のアウフグースま
で体験しました。マジ最高でした。第２部はバーベキューを行い、家族連れで懇親を深めました。メンバーのスカイオーシャ
ンキャピタルパートナーズ合同会社の古川君の協力によりドローンから記念写真を撮りました。第3部では子どもたちと花
火を楽しんだり、焚き火を囲んで語り合うなど楽しい時間を過ごしました。その後バンガロー、テントに泊まり、夜遅くまで語
り尽くせないほど語り合いました。盛りだくさんの例会でしたが、非常に楽しかったです。次回の近畿ブロック大会参加企画
も、ぶっ飛んだ企画を考えます。お楽しみに～。
 フリーダム委員会　上田　泰史
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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‼

LINEからもお問合せ可能です。

活動報告 滋賀県商工会議所女性会連合会 理事会＆定期総会

事業告知 研修委員会PRESENTS　LINE活用セミナー開催！

　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の活動である、「理事会」と「定期総会」に参加して
きました。それぞれ振り返りたいと思います！

　2022年5月２４日、第1回研修委員会を開催しました。
昨年度は、新型コロナウイルスの影響により、講演会や
視察研修は計画できず、研修委員会として満足いく活
動が出来ませんでした。そこで、今年度はコロナ禍を留
意し、現代のコミュニケーションツールの代表格である
LINEについての勉強会を開催することにしました。
　今さら聞きづらいLINEについて、LINE未経験の方
にも安心してご参加頂けるように、レベルアップ式のセ
ミナーを企画しました。

LINE活用セミナーとは？

　2022年5月18日、ホテルボストンプラザ草津びわ
湖（草津市）にて理事会が開催されました。新型コロナ
ウイルスの影響により、約2年間は連合会としての活
動が満足に出来ませんでしたが、今年度はコロナ禍を
留意しつつ、可能な範囲で事業を進めていく方向性で
協議しました。連合会として、関西女性連総会姫路大
会や全商女性連福島全国大会、県内一斉清掃、近江
八幡への視察研修について、入念に事業計画を練り、
滋賀県内を盛り上げていくことで合意しました。

理事会（草津開催）
　2022年６月３日、料亭旅館 やす井（彦根市）にて定
期総会が開催されました。3年振りの開催となった今
回の定期総会では、令和3年度事業報告収支決算、令
和4年度事業計画収支予算について審議し、いずれも
承認されました。
　議案終了後には、彦根市の和田裕行市長と、滋賀
県商工観光労働部中小企業支援課の原田課長から
祝辞を頂き、今後の連合会活動に向けたエールを頂
戴しました。

定期総会（彦根開催）

受講料 無 料
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関 係 関 か ら の お 知 ら せ機

『大津
駅前公園の活用』の『大津
駅前公園の活用』の
アイデア募集アイデア募集

　㈱まちづくり大津では、大津駅前公園の再整備に伴い、公園利用者の利便性向上をはかるとともに公園利用者の増加を目指し、
ひいては大津駅前周辺の賑わい創出、活性化に寄与していく方針から、「集客イベント」や「拠点となる場づくり」の展開を検討して
いるところです。
　そこで、キッチンカーによる出店や子育て世代が集える場所づくり、地元農産物を活かした直売店や飲食店など、公園を活用した
活性化につながるアイデア等をひろく大津商工会議所会員のみなさまから募集いたします。ご提案の内容は、今後の事業化を検討
する際の参考とさせていただきます。ご協力の程よろしくお願いいたします。

【参考】大津市ホームページ
(大津駅前公園再整備による公園施設の設置及び管理事業者の募集について)
https://www.city.otsu.lg.jp/business/nyu_kei/proposal/boshu/49696.html

【提案締切日】令和4年7月20日（水） ※詳細については下記にお問合せください。
【提出・お問合せ先】〒520-0047　大津市浜大津1-4-1　旧大津公会堂2F
 株式会社まちづくり大津（清水）あて
 TEL.077-523-5010　FAX.077-514-7690
 メール/info@machidukuri-otsu.jp
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ご不明な点は、大津商工会議所 中小企業振興部までお気軽にお問い合わせください。 TEL：077-511-1500

相談料は 経営指導員がご相談に応じます。無料、

■ 相談日 平日9：00～17：00　　　　　■ 相談時間　最大60分間　※事前予約制
■ 相談員 大津商工会議所　経営指導員等
■ その他 オンライン会議アプリ「Zoom」をご利用いただきます。予約や業務の状況によって、ご希望 
 に添えない場合があります。

相談予約フォーム⇒

予約申込みは、当所ホームページ
http://www.otsucci.or.jpから
可能です。

当所では、資金調達や補助金の相談、販路開拓等、経営に関することで
お困りの事業者様向けに、オンライン（Zoom）による非対面で経営相談
等が受けられるサービスを行っております。

当所では、資金調達や補助金の相談、販路開拓等、経営に関することで
お困りの事業者様向けに、オンライン（Zoom）による非対面で経営相談
等が受けられるサービスを行っております。

「オンライン相談」を
ご利用ください
「オンライン相談」を
ご利用ください

•インターネットにつながる端末（スマートフォンやパソコン等）が 
 必要です。
•端末に“Webカメラ、マイク、スピーカー” が付いていない場合は
 別途ご用意ください。
•ご利用にかかるデータ通信料はお客様のご負担となります。

ご利用にあたって（注意事項）
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7月の会議所行事予定
7/ 4（月）　卸売商業部会 正副部会長・関係議員合同会議 
7/ 6（水）　青年部7月例会
7/ 7（木）　通常議員総会
7/ 7（木）　青年部執行部会議
7/14（木）　マル経審査会
7/14（木）　総務委員会
7/21（木）　正副会頭会議
7/21（木）　青年部役員会
7/26（火）　常議員会

会議所の動き
議員職務執行者の変更について
第一生命保険株式会社滋賀支社

（新）滋賀支社長 大滝　　信　氏
（旧）滋賀支社長 高木　洋介　氏
　　（令和４年４月１日付）

株式会社カネカ滋賀工場
（新）滋賀工場長 吉田　　剛　氏
（旧）執行役員　滋賀工場長 牧　　春彦　氏
　　（令和４年４月１日付）

株式会社大津二橋商店
（新）代表取締役社長 二橋　昭行　氏
（旧）代表取締役会長 二橋　昭夫　氏
　　（令和４年５月６日付）

ご登録ください！ 大津商工会議所LINE公式アカウント
　会員の皆様へ最新の情報をいち早く
お伝えするため、経営に役立つさまざ
ま情報を無料で配信しています。ぜひ、
ご登録ください。 ご登録はこちらから⬆

大津商工会議所会員限定

〈問い合わせ・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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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

 
新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

 素早く丁寧、リーズナブル素早く丁寧、リーズナブル

 OBIONEは、エアコンクリーニング専門業者ではありません。
掃除のプロであり、リフォーム分野に関する知識も豊富です。
「エアコンクリーニングを依頼した“ついで”に、トイレの掃除も
頼みたい」などのご相談も大歓迎です。

株式会社 OBI ONE
住　　所：滋賀県大津市南郷1-2-12
電話番号：0800-600-0783
WEBサイト：https://obi--one.com/

6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

㈲建築西 西 徹 大津市大石龍門６-2-9 建築業一式（大工・土木・設備　他） 住宅全般の建築業をしています。
よろしくお願い致します。

大杉茶屋 岸 本　 冽 子 大津市坂本5-2-6 土産物、工芸品販売、喫茶、蕎麦処 門前町坂本で、散策の際にゆっくり休んでいただける茶店を目指し
ております。

シェアスペースおおつ中央 伊 藤　 淳 子 大津市中央4-3-27 レンタルスペース、イベント、講座主催、
ボディセラピスト

滋賀の素敵なものや素敵な人を紹介するイベントやライブ配信を
しています。よろしくお願い致します。

Shin’ｓ　スタイル 河 野　 信 義 大津市京町4-5-10
グランドアムール205 美装業 建物洗います。よろしくお願いします。

Ｌｉｎｏ 青 木　 美 沙 大津市坂本2-1-34 ヨガスタジオ、サロン 坂本でヨガスタジオをしています。よろしくお願い致します。

㈲ビバボックス 九 平 　 惣 大津市皇子が丘
3-12-29-403 広告、宣伝に関する企画、制作、印刷 チラシ・パンフレット・封筒など広告、宣伝、印刷のことならお任せく

ださい。どうぞよろしくお願いします。


