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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

大津市松本2丁目2-18
営業時間／8：00～13：00（l.o.12：00）
営業日／㊎土日㊊（イベントへの出店などで店舗営業を
 お休みする可能性がございます）

Continental Breakfast & Coffee

アメリカンスタイルのワンプレートの
朝ごはんをお楽しみいただけます。
自家製ソーセージや朝焼きのパンなど、
こだわりの詰まった朝ごはんです。

@continental_2021

※1 加水分解ヒアルロン酸（保湿）　※2 グリセリルグルコシド（保湿）

￥3,080

 

（税込） ￥3,520 （税込）

浸透型ヒアルロン酸 ※1が
毛髪内に浸透し、持続的な
保湿力で潤いを守ります。

クチクラ
あり

クチクラ
なし

24時間後

クチクラの検証
）証検月3年9102 社会式株椿の島五（ 

椿の葉を2枚用意。1枚はクチクラ層を
除き、24時間放置後の変化を比較し
ました。クチクラ層を除いた葉は変色
し、縮んでしまいます。

希少成分「クチクラ」を採用し、当店がこだわり、本気で作った
アミノ酸系 ノンシリコンシャンプー＆トリートメント。

毎日のヘアケアにオススメです！

プロテクラボタニカル
シャンプー

プロテクラボタニカル
トリートメント
多機能保湿剤であるグリセ
リルグルコシド※2が傷んだ
毛髪にアプローチし、保湿
するとともになめらかな指
どおりへと導きます。

https://eeeshop-2019.stores.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

12月9日ご入会のみなさま (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

㈱リーベ 阪 田　 準 也 大津市坂本６丁目7-51 教育サービス
（子ども向け運動遊び指導等）

子ども向けの運動あそび指導にて、各地の幼稚園・保育園を
巡回しています。

Rｃｏｍｐａｎｙ 河 本　 光 央 大津市比叡平２丁目44-19 電気工事、機械設備工事、配管工事 大津市比叡平で工業系の配管が出来る電気工事屋をやって
おります。よろしくお願いします。

十念　和広 十 念　 和 広 大津市大江1丁目38-12 保険代理店 企業内保険代理店をしております。よろしくお願い致します。

後藤興産㈱ 後 藤 充 啓 湖南市石部緑台2-1-1 不動産賃貸業
保険代理店

地場である大津にて事業を展開したいと思い入会させて頂き
ました。宜しくお願い致します。

㈱ウバクサ 神 谷 　 彰 草津市大路3丁目1-33
terrace ism 2F　

経営コンサル業、広告代理店業、
ペット向けシャンプーのネット販売、
WEBマーケティング/サポート

大津市の企業様をwebでサポートしております。

You Me 外国語　ラボ 松 本　 有 都 大津市瀬田４丁目3-7-306 国内EC事業(買付け代行）
海外市場調査

小規模ですがアジア圏での市場調査、スパイスの買い付けを
代行しています。よろしくお願いいたします。
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ゑびす（恵比寿）
え

表紙提供：大津絵の店

　ゑびすは商売の神として有名で、特に
関西では厚く信仰されています。
　大津絵のゑびすも笹の釣竿に鯛を抱
えた定番の出で立ちで描かれています。
　多くのバリエーションがある「ゑびす」
ですが、この図では背中の大きな鯛が
特徴となっています。
「えびす殿 機嫌良きこそ道理なれ
  己が家職の鯛を離さず」

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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新年のご挨拶
新年おめでとうございます。
2023年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

　昨年11月1日の臨時議員総会において、歴史と伝統を誇る大津商工会議所の会頭職を担わせていただ
くことになり、改めてその責任の重大さに身の引き締まる思いであります。
　さて、厳しい経済環境が長期化する中、中小企業・小規模事業者の取り巻く環境は、これまで経験し
たことのない大きな課題と変化に直面しております。
　このような状況であるからこそ、唯一の地域総合経済団体である商工会議所は、経済界の力を結集し
て、時代の変化に伴い山積する経営課題を常に意識しつつ、信頼される商工会議所として、中小企業・
小規模事業者に対して、これまで以上に寄り添った支援に注力する必要を強く感じております。
　大津商工会議所では、デジタル化やインボイス制度の導入、働き方改革に伴う諸制度の改正などに中
小企業・小規模事業者が即応できるようＤＸ推進に取り組み、個別対応による経営相談などこれまで以
上に強化してまいります。
　また、事業者の経営課題を解決し、持続的な経営となるよう事業の再構築を図るため、滋賀県中小企
業活性化協議会、滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター、外部専門家などと連携を取り、具体的でき
め細かな支援も引き続き行ってまいります。
　さらに、2025年には、国スポ・障スポ大会が滋賀県で開催されます。また同じく2025年には大阪・
関西万博が開催されます。まさに滋賀・大津の魅力を発信できる絶好の機会です。大津の魅力、産業・
自然・伝統文化・食資源を最大限に発信し、MICE誘致に取り組み、観光振興、地域活性化を目指し
てまいります。
　このような様々な地域課題に対し、今後とも一層、県や市、関係機関と連携し、未来・夢のあるまち
づくりに向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。
　結びになりますが、みなさまの事業のますますのご繁栄と地域経済の再生に向けて、４人の副会頭をは
じめとする役員、議員、職員が一丸となり、企業の成長と地域の活力向上に総力を挙げて取り組んでま
いりますので、引き続きご支援を賜りますよう心よりお願い申しあげ、新年に際してのご挨拶とさせていた
だきます。
　本年も、何卒よろしくお願い申しあげます。

大津商工会議所
会頭  河本 英典

副会頭のご紹介

綾羽㈱　取締役社長

㈱滋賀銀行

取締役頭取

高橋 祥二郎

㈱関西みらい銀行
びわこ本部
㈱関西みらい銀行 会長

橋本　和正

㈱ビルディング・
コンサルタントワイズ
代表取締役

山本　勝義

㈱井筒八ッ橋本舗

代表取締役社長

杉野　善彦
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（順不同、敬称略）
（任期：令和4年11月1日から令和7年10月31日まで）

新役員・議員のご紹介

竹内　正人
大津板紙㈱
代表取締役社長

松田　善和
関西電力送配電㈱滋賀支社

執行役員滋賀支社長

大村　昭洋
東レ㈱滋賀事業場
常任理事滋賀事業場長

長岡　利典
長岡産業㈱
代表取締役

長田　裕幸
西日本電信電話㈱滋賀支店

支店長

松本　元春
日本電気硝子㈱

社長

岩﨑　陽介
㈱岩崎硝子
代表取締役

大林　一郎
㈱エスサーフ
代表取締役社長

城　務
滋賀硝子㈱
代表取締役

中堀　敏信
滋賀特機㈱
代表取締役社長

芝田　冬樹
㈱叶 匠寿庵
代表取締役

内田　健一郎
㈱阪本屋
代表取締役社長

芝野　哲郎
滋賀石油㈱
代表取締役社長

田口　孝男
㈱タグチ
代表取締役

前田　省三
㈱パレット
代表取締役

西居　基晴
㈱松喜屋
代表取締役

加藤　まなみ
京都信用金庫滋賀本部

理事滋賀本部長

藤川　幸一
日本生命保険（相）滋賀支社

支社長

稲地　利彦
京阪ホールディングス㈱
取締役専務執行役員

安積　正彦
江若交通㈱
代表取締役

佐藤　祐子
㈱国華荘 びわ湖花街道

代表取締役社長

松本　伸夫
㈱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
執行役員　総支配人

寺島　正和
㈱洗心寮
代表取締役

川添　智史
琵琶湖汽船㈱
代表取締役社長

岡井　克之
㈱きんでん滋賀支店
執行役員滋賀支店長

鹿野　敏夫
興武電設㈱
代表取締役

髙田　盛介
㈱笹川組
取締役社長

藤井　節冶
滋賀倉庫土地㈱

取締役社長

中村　智
㈱昭建

代表取締役社長

常議員
33名
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（順不同、敬称略）
（任期：令和4年11月1日から令和7年10月31日まで）

新役員・議員のご紹介
美濃邉　清和
ミノベ建設㈱
代表取締役会長

寺田　美弥子
（一財）近畿健康管理センター

会長

新庄　博志
㈱CS香里
代表取締役

西川　忠雄
びわ湖放送㈱
代表取締役社長

廣瀬　年昭
大津商工会議所

専務理事

森田　豊
森田住宅㈱
代表取締役

金子　紀行
金子経理事務所

所長

伏見　健一
㈱みずほ銀行大津支店

支店長

北村　太志
大津電機工業㈱

代表取締役

小國　勇
オプテックスグループ㈱
代表取締役社長兼CEO

吉田　秀純
㈱カネカ　滋賀工場

工場長

太田　耕吉
㈲藤三郎紐

会長

山下　勝義
日本精工㈱大津工場
執行役員大津工場長

仙石　直
アサヒビール㈱京滋統括支社京滋支店

支店長

井上　伸一
㈱いのうえ
代表取締役

渡邉　頼光
日本黒鉛商事㈱

取締役社長

深澤　和之
㈲キッズエンタープライズ

代表取締役

藤敦　秀二
滋賀トヨタ自動車㈱
代表取締役社長

七黒　勝士
㈲七黒
代表取締役

竹内　基二
竹内自転車店

代表

森本　忠喜
㈱大忠堂
代表取締役

小澤　伸之
トヨタモビリティ滋賀㈱

代表取締役

滋野　啓介
㈱三井寺力餅本家

代表取締役

大滝　信
第一生命保険㈱滋賀支社

支社長

常川　仁司
野村證券㈱大津支店

支店長

齋藤　利成
㈱鮎家
代表取締役

畑中　文宏
近江鉄道㈱大津営業所

所長

前田　義和
京阪ホテルズ＆リゾーツ㈱ 琵琶湖ホテル

取締役総支配人

須山　進
日本通運㈱滋賀支店

支店長

中島　耕史
アマナエレン㈱
代表取締役

岡本　伸康
㈱エフウォーターマネジメント

代表取締役

二橋　昭行
㈱大津二橋商店

代表取締役

監事
3名

専務理事
1名

議員
59名
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みなさまにとって良き一年となりますようご祈念申しあげます。本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。

奥村　利樹
奥村管工㈱
代表取締役

奥村　善一
㈱奥村組
代表取締役

北井　征暁
㈱北井工務店
代表取締役

東岸　潤一郎
協成電気設備㈱

代表取締役

宇田　毅
㈱桑原組大津本店
執行役員経営企画部長

草野　吉方
㈱ケイテック
代表取締役

高安　陽一
㈱髙陽建設
取締役会長

清水　晟
清水建設工業㈱

代表取締役

西村　均
大洋厨房㈱
代表取締役

服部　起久央
㈱ビワックス
代表取締役

増田　喜代司
㈱増田工務店
代表取締役

千葉　薫
㈱丸山建築事務所

代表取締役

北川　清司
㈱近畿エコサイエンス

代表取締役

西　基宏
しがぎんリース・キャピタル㈱

代表取締役

田畑　一佳
（一社）滋賀県中小企業診断士協会

会長

竹之内　米貴
㈱タケノウチ
代表取締役

川戸　良幸
㈱まちづくり大津

取締役

浜崎　大祐
㈱浜崎総合鑑定地所

代表取締役

宇野　晴久
㈱マンアップ
代表取締役

八田　泰寛
㈱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

中山　厚彦
（医）緑生会

理事長

宮川　芳夫
宮川印刷㈱
取締役会長

鳥居　静夫
㈲豆籐
代表取締役

礒田　陽子
㈱あみ定
取締役会長

人見　能暢
㈱ＪＴＢ滋賀支店

支店長

大橋　良之
大輪建設㈱
代表取締役

青山　靖典
㈱日新設備
代表取締役

杉本　憲央
㈱メイコウ
取締役会長

井門　一美
キステム㈱
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

西堀　武
㈱しがぎん経済文化センター

取締役社長

菊地　清彦
綜合警備保障㈱滋賀支社

支社長

村田　和彦
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

館長

主原　泉
㈱濵中製作所
代表取締役社長

6 大津商工会議所報 もっと! みらい　2023年1月号



みなさまにとって良き一年となりますようご祈念申しあげます。本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。

　和の『羊羹』と洋の『珈琲』を融合、「金時堂×Inti」のコラボで実現した珈琲羊羹「珈
こうふく
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皇子山総合
運動公園
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子
山
中
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校
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阪
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坂
線

京
阪
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津
京
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津
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役
所
前Cafe
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Inti
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Inti
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博物館
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お
ご
と
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あがりゃんせ

きくのや

日吉台小学校

161
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コーヒー羊羹「コーヒー羊羹「珈珈
こうふくこうふく

福福」」

近江牛冷凍おこわ蒸し近江牛冷凍おこわ蒸し

1個 約70g 360円（税込）

160ｇ×4個入
5,400円（税込）

贈答用
8個箱入 2,880円（税込）
Cafe Restaurant Inti

有限会社清元楼
近江懐石 清元

〒520-0037
大津市御陵町2-3
大津市立市民文化会館1階
TEL　077-599-4570

〒520-0101
大津市雄琴6-1-35
TEL　077-578-1340

近江牛冷凍おこわ蒸し

コーヒー羊羹「珈
こうふく
福」

大津百町百福物語
2023年 新たに７商品を認定
販路拡大を支援

　かつて『大津百町』と称された大津の賑わいを市民の誇りとして次世代につな
げつつ、産業振興に貢献することを目的として平成26年に誕生しました。認定さ
れた商品は、認定シールの貼付や認定盾を掲示していただくことにより、安心・
安全・高品質な商品であることを広くPRすることができます。また、パンフレット、
HP、インスタグラム、マスメディアによる広報や、百貨店催事やイベント出店で
の販売、展示会へのブース出展支援、バイヤーとの商談仲介等、認定商品の販
路拡大を強力にバックアップしています。

　大津百町百福物語とは

　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。今年は新たに7商品
が認定され、全53点のラインナップとなりました。

特 集 地域活性Project@大津
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奥村　利樹
奥村管工㈱
代表取締役

奥村　善一
㈱奥村組
代表取締役

北井　征暁
㈱北井工務店
代表取締役

東岸　潤一郎
協成電気設備㈱

代表取締役

宇田　毅
㈱桑原組大津本店
執行役員経営企画部長

草野　吉方
㈱ケイテック
代表取締役

高安　陽一
㈱髙陽建設
取締役会長

清水　晟
清水建設工業㈱

代表取締役

西村　均
大洋厨房㈱
代表取締役

服部　起久央
㈱ビワックス
代表取締役

増田　喜代司
㈱増田工務店
代表取締役

千葉　薫
㈱丸山建築事務所

代表取締役

北川　清司
㈱近畿エコサイエンス

代表取締役

西　基宏
しがぎんリース・キャピタル㈱

代表取締役

田畑　一佳
（一社）滋賀県中小企業診断士協会

会長

竹之内　米貴
㈱タケノウチ
代表取締役

川戸　良幸
㈱まちづくり大津

取締役

浜崎　大祐
㈱浜崎総合鑑定地所

代表取締役
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代表取締役
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㈱まごころ
代表取締役
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ヤマギワ総合法律事務所
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中山　厚彦
（医）緑生会
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宮川印刷㈱
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鳥居　静夫
㈲豆籐
代表取締役

礒田　陽子
㈱あみ定
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㈱ＪＴＢ滋賀支店

支店長

大橋　良之
大輪建設㈱
代表取締役

青山　靖典
㈱日新設備
代表取締役

杉本　憲央
㈱メイコウ
取締役会長

井門　一美
キステム㈱
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

西堀　武
㈱しがぎん経済文化センター

取締役社長

菊地　清彦
綜合警備保障㈱滋賀支社

支社長

村田　和彦
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

館長

主原　泉
㈱濵中製作所
代表取締役社長
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　鴨は鴨ロース、鯖は鯖寿司、皿は皿そば――鴨
かもさばさら
鯖皿。

　湖北の郷土料理「鴨ロース」、湖西鯖街道の名物「鯖
寿司」、滋賀県産蕎麦の「皿そば」。渚庵で人気の“滋賀
を感じる”3点セットです。
　地産地消を大切に、鴨ロースは高島産近江鴨、鯖寿
司のシャリは環境こだわり米の近江米、蕎麦は多賀産常
陸秋そばを使用しています。

大津警察署

1
膳 所

錦

京阪膳所

18

皿そば
渚庵

滋賀大教育附属
幼・小・中

びわ湖大津
プリンスホテル

バロー

Oh! Me
大津テラス

近江大橋

くら寿司

近江鴨の鴨鯖皿近江鴨の鴨鯖皿

近江鴨の鴨鯖皿
 2,840円（税込）

皿そば 渚庵
〒520-0801
大津市におの浜4-4-16
TEL　077-525-1915

　二段重ねの懐石料理屋のお弁当でございます。
　一の重には、季節の取肴と炊合せが、二の重に
は、近江牛を上品にじっくり炊き上げ、国産生姜を
きかせた旨みの凝縮されたしぐれ煮重になっており
ます。
　お届け（テイクアウト）のみの商品でございます。

石山寺

1

石
山
寺

株式会社 新月

瀬田西
IC名神高速道路

東海
道新
幹線

京滋
バイ
パス

瀬田GC

東レ

名物しぐれ煮二段重名物しぐれ煮二段重

名物しぐれ煮二段重 
3,780円（税込）

日本料理 新月
〒520-0861
大津市石山寺1-3-3
TEL　077-537-1436

　戦国時代に築城の名手として名を馳せた穴太衆の石積みが現存しています。黒石・白石
などを使い堅牢強固な石積みで知られており、織田信長・豊臣秀吉など名だたる天下人の
城造りにおいて重宝されました。
　石積みの里で営業する我々として、これを活かせないかと考えて出来たのが「石積みの
パン」です。クルミ・レーズンを用いて石積み独特のゴツゴツ感を表現し、商品はメロンパンと
餡パンのハイブリッド商品になります。

京阪石坂線 161

坂
本
比
叡
山
口

JR
湖
西
線

比
叡
山
坂
本

株式会社
西洋軒

セブン
イレブン鶴㐂そば

坂本小学校文

生源寺卍

石積みのパン石積みのパン（くり餡）（くり餡）
石積みのパン石積みのパン（うぐいす餡）（うぐいす餡）

90ｇ 200円（税込）

株式会社西洋軒
〒520-0113
大津市坂本4丁目14-11
TEL　077-578-0111

石積みのパン（くり餡）・
石積みのパン（うぐいす餡）

　びわ湖に馴染み深い「鮎」
をかたどった最中です。
　滋賀羽二重餅を１００％使用
した香ばしい最中種で、粒あ
んを「頭からしっぽの先まで」
ぎっしりと詰めこみました。

三井寺 大津港
三井寺

大津赤十字病院

長等小学校

大忠堂

京
阪
京
津
線

京阪石坂線

びわ湖浜大津

558

びわ湖銘菓 鮎もなかびわ湖銘菓 鮎もなか

1個 180円（税込）
籠入り（5個） 900円（税込）
株式会社大忠堂
〒520-0032
大津市観音寺8-17
TEL　077-522-3204

びわ湖銘菓 鮎もなか
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　奇跡の焼き物 龍爪梅花皮は、三井の晩鐘にもある「琵琶湖の龍神伝説」にちなんで 名
付けられた近江の食材を引き立てる大津の特産陶器です。 龍の爪痕の様なこの世にひと
つの優美なちぢれが特徴。また赤の梅花皮を手がけている窯元は少なく非常に稀です。偶
然の賜物であるがゆえ、安定したちぢれ具合は難しいとされていましたが、 試行錯誤を繰り
返し量産を可能にしました。 有名ホテル、高級料理店、雑誌「サライ」で高い評価を得ていま
す。 電子レンジ・オーブン・食洗器に対応しています

樹下神社

松の浦
水泳場

志
賀

161
558

345

湖
西
道
路

株式会社
みちこアソシエイツ

奇跡の焼き物 奇跡の焼き物 龍龍
りゅうそうかいらぎりゅうそうかいらぎ

爪梅花皮爪梅花皮

（商品一例）
マグカップ 赤 線（11㎝）
 4,950円（税込）
龍爪梅花皮 日ノ出窯
㈱みちこアソシエイツ
〒520-0514
大津市木戸1008番地
TEL　077-592-2518

SNSでの広報活動を支援！　公式インスタグラムで情報発信中

販売機会の創出・販路開拓を支援！　今年度参加したイベント・物産展

　大津百町百福物語では、買った人・もらった人が幸せになる『百福』をコンセプトとした認定商品を、大津の
逸品としてより多くの方々に知ってもらいたいと考えています。
　一般の消費者の方へもブランド認知度を向上させていくため、インスタグラムを開設し、認定商品
の紹介やイベントの告知、またその様子などを掲載しています。
　今後は、商品の製造現場の裏側などを取材し、動画配信なども行っていく予定です。ぜひフォロー
をお願いします！

　新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっていた各種イベントなどが復活してきた令和4年は、イベントや
展示会に積極的に出かけていきました。令和5年も引き続き、百貨店での物産展や地域イベントへの出店を通して、
ブランド認知度向上と販売促進を図り、県外のお客様はもとより地元の方々にも『大津百町百福物語』ブランド
商品の魅力をお伝えしていきたいと考えています。

9/28～9/30
Feel NIPPON秋（インテックス大阪）出展

10/8・9
おおつ駅前マルシェ2022での販売

近鉄百貨店草津店 近江路 での販売

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/

↑ホームページ

お問合せ 大津商工会議所　大津物産振興支援事業実行委員会　TEL.077-511-1500

↑インスタグラムInstagram ＠otsu_hyakufuku
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大津市原油価格・物価高騰等対策給付金のご案内

下記の（1）（2）のいずれにも該当する者
（1）市内に事業所または事務所を有している中小企業者等
 または個人事業主
（2）次の①に該当する者、
 または②及び③のいずれにも該当する者

大津商工会議所（原油価格・物価高騰等対策給付金事務局）
〒520-0806 大津市打出浜 2-1 コラボしが 21 9階 TEL.077-511-1500 

平日9：00～ 17：00

対象者

申請先・お問合せ先

右記ホームページより申請
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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、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
～個別相談事例から～

　令和５年１０月1日からのインボイス制度施行後、免税事業者との取引に係る法律上の考え方について、エキスパートバンク
に寄せられる事業者からのご相談事例をお伝えしたいと思います。

•継続的に取引関係のある下請事業者と、免税事業者であることを前提に「単価１０万円」で発注を行なった。
•その後、今後の取引があることを踏まえ、下請事業者に課税転換を求めた。結果、下請事業者が課税事業者となったに　　
　もかかわらず、その後の価格交渉に応じず、一方的に単価を据え置くこととした。

事例

　下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた
単価からの交渉に応じず、 一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第
4条第1項第5号で禁止されている 「買いたたき」として問題になるおそれがあります。

答え ☞それ、下請法違反となるおそれがあります!

出典：公正取引委員会 インボイス制度関連コーナー

検定試験のご案内

 第163回日商簿記
◆試 験 日 2023年2月26日（日）
◆試験開始時間 〈3級〉9：00～　〈2級〉13：30～
◆試 験 会 場 ピアザ淡海・滋賀県立県民交流センター（大津市におの浜1-1-20）
◆受験料(税込) 2級/4,720円 3級/2,850円
 その他に受験票送料63円+ネット受付事務手数料550円が必要です。

◆申 込 方 法 ネット申込のみです。窓口・郵送申込はございません。
◆申 込 期 間 2023年1月10日(火)～2023年1月30日(月)
 ※コンビニ決済・Pay-easy決済の方は2023年1月28日(土)まで
◆そ の 他 定員制のため、定員に達し次第、申込期間内でも
 申し込みを締め切る場合があります。
 最新情報は当所ホームページにてご確認ください。
 2・3級ネット試験については、右記でご確認ください。
◆お問合せ先 大津商工会議所　検定試験担当
 TEL.077-511-1500（平日9：00～17：10、年末年始を除く）
 e-mail　gyomu@otsucci.or.jp

大津商工会議所ホームページ

日本商工会議所検定試験ホームページ
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企業Data

キラリ！
vol.

57 湖都の商い人

代表 岡崎 健一 住所 〒520-0802　大津市馬場１-４-30 スペースVANVA１205号
TEL 070-3352-0267
HP https://www.life-lines.info

LIFE LINES PRODUCT
代表

岡崎 健一氏

琵琶湖に浮かぶ街「湖上MARKET」 みんなのフリースペースSunshine x BASE 手ぶらで楽しめるSUP Yoga体験 大人も子どもも思いっきり楽しめる公園

イベントで琵琶湖湖上の可能性をアピール
　「社長さんになりたい」という子どもの頃からの夢を叶え
るため、2014年にLIFE LINES PRODUCT（ライフ ライン
ズ プロダクト）を起業した岡崎 健一さん。
　勤めていた会社を退社した後、滋賀県産業支援プラザ
の創業オフィスに入居、サラリーマン時代から携わってい
たアクションスポーツ（スノーボード、サーフィン、スケートボー
ドなどのスポーツ）関連企業の商品企画やプロモーション、
ブランディングを手がけるようになりました。
　岡崎さん自身スポーツが好きだったこともあり、起業した
頃に始めたSUP（スタンドアップパドルボード）や琵琶湖の魅
力をもっと多くの人に知ってもらいたいとイベントを企画、
2017年からSUPヨガのイベントを定期的に開催しています。
　2021年11月には琵琶湖岸と湖上の活用を進めて賑わ
いを創造するため、『湖上MARKET』というイベントを開
催、200㎡の台船を琵琶湖に浮かべてカフェやマルシェを
出店したところ、多くの来場者で賑わいました。台船を常設
化して、『琵琶湖に浮かぶカフェ』『琵琶湖に浮かぶ街』とし
て湖上を活用することをめざしています。

行政と協働で賑わいを創造
　現在、岡崎さんが力を入れているのが、街、公園の日
常的な賑わいを創り出す公園管理事業で、「あったらい
いなをカタチにする公園」をコンセプトに、今年は由美浜
サンシャインビーチ管理事務所にカフェをオープンして、

気軽に立ち寄れるように雰囲気を一新しました。
　フリーWi-Fiの導入のほか、遊具やヨガマット、リサイク
ル自転車の貸出を始めたり、マルシェなどを定期的に開催
したことで、SUPやカヌーを楽しむ人だけでなく市民が集
まるようになり、今年の夏は多くの人々が訪れてかつてな
いような賑わいが生まれました。
　大津市の公園ということで制約の多い中、行政の理解と
協力を得られたことで、バーベキュー解放やドッグランが
可能になるなど、公園活用の可能性が広がっています。
　「サンシャインビーチはロケーションに恵まれているの
で、大規模な構造物を造らなくても、ちょっと演出を加える
ことで、その魅力を大きく引き出すことができるはず」と語
る岡崎さん。演出を工夫して多くの人々にその魅力を伝え
る時に、SNSが大きな力を発揮すると考えています。

セミナーでSNSのノウハウを紹介
　ブランディングやマーケティングなどの業務でSNSを活
用してきた岡崎さんは、FacebookやInstagramを活用
したマーケティング戦略をサポートする業務に力を入れる
ほか、もっと多くの事業者にSNSを活用してもらいたいと、
セミナーなどでノウハウを紹介する活動も行っていて、商
工会議所のSNS支援も務められています。
　「SNSを活用して、まずは多くの人々にサンシャインビー
チを知ってもらい、興味を持ってもらえたら、必ず大津の魅
力が伝わるはず。そして大津だけでなく、滋賀全体の魅力を
発信して元気にしていきたい」という目標を掲げています。

演出を工夫して大津の魅力を引き出し
SNSで滋賀をブランディング
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ちませんでした。その後、このメンバーたちと同じ職場で机
を並べるとは、当時は思ってもみないことでした。
　志賀町が大津市と合併し、大津市役所で初めて手がけた
仕事は、JR湖西線の「西大津」と「雄琴」の駅名改称でした。
地元の要望を受け、JR西日本と折衝、調整を繰り返しなが
ら、２年かかって平成20年にそれぞれ「大津京」「おごと温
泉」に改名しました。地域のみなさんに喜んでいただくこと
ができてほんとうに良かったと思っています。

湖西線の開業で通学が便利に
　旧志賀町で生まれ育った私にとって、小さい頃、母親に
連れられて行く大津の中心部の賑わいが、とてもめずらし
かったことを覚えています。叔母が菱屋町商店街の近くに
住んでいて、ハイカラな叔母の家でステーキなどの洋食を
ご馳走になるのも楽しみでした。
　高校に入学すると、比良登山口から江若バスに乗って浜
大津まで約１時間、そこから石山まで京阪電車に乗り、通学
に１時間40分ほどかかりました。昭和49年、16歳の誕生日
に湖西線が開業して、比良駅から西大津や山科経由で石山
に行けるようになり、通学時間がずいぶん短くなりました。
　当時の石山の商店街もとても活気があって、両親がそ
こで商売をやっているという同級生もたくさんおり、お店
に立ち寄ったことも思い出されます。商店街の飲食店で初
めてピザやコーヒーを口にした時には、ちょっとしたカル
チャーショックを受けましたし、西武百貨店大津店が開業す
ると、買い物をする以外にも店内をぐるぐるまわって楽しん
だりしていました。

陸上競技に打ち込んだ高校時代
　高校時代の部活は中学からやっていた陸上競技に熱心
に取り組みました。２年生になる時、新しい顧問の先生が赴
任してこられたのですが、先輩全員が辞めて、私一人になっ
てしまったため、新入生を必死で勧誘したところ、10数人
が入部してくれました。この先生がとても熱心に指導してく
ださったおかげで、その後、県大会でも活躍できるチーム
に成長することができました。
　先生が来られてからの10年間で卒業生が約120人にも
なったことから、陸上部のOB会を組織して、以来コロナが
流行する前までの約40年間、毎年40～50人のOBが先生
を囲んで集まっていました。

「西大津」と「雄琴」の駅名改名に取り組む
　大学卒業後は志賀町役場に入職、役場の野球チームに
在籍しました。昭和56年にちょうど滋賀で国体が行われ、
湖国のスポーツ熱は最高潮に達していました。私たちの職
場チームはその翌年に官公庁の湖西大会で優勝したので
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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～

開催日時
令和5年1月30日（月）
【第1部講演会】17：30～19：30（17：00～受付開始）
【第2部懇親会】20：00～22：00

開催場所
【第1部講演会】
旧大津公会堂3Fホール（大津市浜大津1-4-1）
【第2部懇親会】
琵琶湖ホテル瑠璃（大津市浜町2-40）

登 録 料 【第1部講演会】無料【第2部懇親会】9,000円 
1月新年例会では、「ホンマでっか！？TV」等のテレビ番組にご出演されてい
るエコノミスト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」をテーマとした講演会を開催いたします。コロナも収束に向かい
始め、様々な規制も解除され、日常を取り戻しつつあります。そうした中、講
演を通してこれからの経済がどのように動いていくかを学び、新しい1年の
見通しを立てていただきたいと思います。本例会は会員企業の従業員様や
入会見込者のオブザーバーもご参加いただけますので、沢山の方のご参加
お待ちしております。

　11月9日（水）に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～を開催しました。その名の通りバスをチャーターし、熱
田神宮を始めとする愛知県内を研修旅行しました。熱田神宮では御垣内参拝を
行い、商売繁盛を祈願しました。その後、金シャチ横丁で名古屋めしを堪能し、ト
ヨタ博物館で車づくりの歴史を学びました。帰りには名古屋名物手羽先唐揚げ
発祥の店である風来坊にて懇親会を開催しました。30人のメンバーと中身の
濃い珍道中を通して、結束と学びが深まるお腹いっぱいの研修旅行でした。バス
車中ではメンバーのBubble-B（中島敦君）がDJとして音楽を担当したり、若手

メンバー（松崎陸君、牧野友太朗君）がクイズを企画して旅行を盛り上げました。新入会員の池之内孝介君（社会保険労務
士法人　幸和会）、小川大征君（ジブラルタ生命保険株式会社）も参加してくれました。お忙しい中ご参加いただきました皆
様、ありがとうございました。 フリーダム委員会　上田　泰史

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～
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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。

岩崎成孝さん（写真中央）

頑張る女性会メンバー頑張る女性会メンバー企業企業を訪問を訪問
株式会社ダイセン工業さん（株式会社ダイセンソリューション）

　女性会メンバーの岩崎祥子さんがご家族で経営されている株式会社
ダイセン工業では、コロナ禍や働き方改革に対応するためのDX、IT化
にも注力されているとのこと。その詳細を伺うべく、社内IT化を進める
ご子息の岩崎成孝さんに取材してきました。

IT化というと難しいイメージがあるのですが…。
　IT化というと難しいという印象を受ける方が多く、実際に「何から手をつければいいか分からない」「費用や人材が足りず
取り組めない」と多くの経営者を悩ませています。しかし、ITの技術は多岐に渡り、難しいものから易しいもの、高額なもの
から無料のもの、というように大変幅広い技術が存在しています。そこで、ダイセングループのIT化では、「安い」「早い」をポ
リシーとし、大きな費用をかけずにすぐにできることから実施しています。

どのようなIT化を推進されているのですか？
　様々なIT化を推進していますが、ここでは抜粋してご紹介します。
①PCモニター増設 …モニターを増やすことで作業効率が大きく上がります。（お勧めは３個のモニター使用）
②ディスクのSSD化 …ハードディスクをSSDに交換するだけで、新品のPCを買うよりも早く動作します。
③クラウドサービス …Googleドライブ等の無料サービスを活用することで、ファイルやメールが外から確認できます。
④在宅環境整備 … NTT提供の『マジックコネクト』を利用することで、高セキュリティかつ低価格(月1,000円)で自宅か

ら会社のPCを動かせます。
⑤PC FAX …PCからFAXを送信が可能です。最近の複合機には標準搭載されています。
⑥クラウド経費精算 … いつでもどこでも、レシートをスマホカメラで読み取り、ほぼ全自動で経費精算申請が可能です。経

理作業も効率化できます。
⑦サテライトオフィス … レオパレス等を借りて、上述の在宅環境の『マジックコネクト』のPCを設置するだけで簡易営業所を

開設できます。

読者へのメッセージをお願いします。
　ITとは、打ち出の小槌でも万能薬でもなく、企業が抱えている問題を解決するための「手段」の１つであり、ITの導入自体
が「目的」とならないように注意する必要があります。しかし、「手段」としてのITには無限の可能性があり、企業の働き方改革
や業務効率化、利益拡大等を実現させ、その企業の社員全員の幸福度・満足度向上させる力を秘めています。日々進歩し続
けるIT技術を駆使し、多くの方々の暮らしをサポートする専門家として、地元大津に貢献していきたいと考えています。

Vol.7

　日本IBMや海外ITベンチャー企業でエンジニアとして勤務。アクセンチュアではシステム化計画の立案や業務
効率化の提案等のコンサルタント業務にあたる。その後、楽天に入社し、開発部のマネージャーとして手腕を発揮
した。2012年に兄が代表を務めるダイセン工業に入社し、社内のIT化を推進。現在は、地元・大津の発展のため、
企業のIT化・業務効率化のコンサルティングを行っている。女性会メンバー岩崎祥子さんのご子息。

●岩崎成孝さんのプロフィール
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開催概要

テーマ

詳細については、2025年日本国際博覧会協会ウェブサイトをご覧ください

大阪・関西万博は、「いのち」をテーマに掲げる万博として、世界が一つの「場」に集う機会と
なります。本万博を契機として世界の多様な価値観が交流しあい、新たなつながりや創造を
促進し、世界的な危機を乗り越え、一人一人のいのちを守り、いのちの在り方、生き方を見つ
め直すことで、未来への希望を世界に示す万博となることを目指します。

サブテーマ

が開催されますが開催されます

（１） Saving Lives（いのちを救う）
（２） Empowering Lives（いのちに力を与える）
（３） Connecting Lives（いのちをつなぐ）

People’s Living Lab（未来社会の実験場）
2025年4月13日（日）～10月13日（月） 184日間
大阪 夢洲（ゆめしま）

コンセプト
開催期間
開催場所

四方を海に囲まれたロケーションを活かし、世界とつながる「海」と「空」が印象強く感じられる会場デザインとします。150の国と25の国際機関、企業や
NGO/NPO、市民団体等が、世界中から「いのち輝く未来社会」への取り組みを持ち寄り、SDGsの達成とその先の未来を描き出します。
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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12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） 

1月の会議所行事予定
１/１０（火）　インボイス制度「税務」個別相談会
１/１０（火）　青年部執行部会議
１/１２（木）　マル経審査会
１/１７（火）　中小・小規模事業者のための
　　　　　 カーボンニュートラル オンラインセミナー
１/１７（火）　女性会定期総会・新春会員の集い
１/１８（水）　ＩＴなんでも相談会
１/１９（木）　青年部役員会
１/２４（火）　新春講演会
1/26（木）　正副会頭会議
1/26（木）　大津百町百福物語ブランド認定式
1/27（金）　建設部会 新春会員の集い
１/３０（月）　青年部１月例会
1/31（火）　創業サポート研修

会議所の動き

●特定（産業別）最低賃金改正のお知らせ
（令和4年12月31日発効） 時間額
窯業・土石製品製造業 967円
一般機械器具製造業 978円
精密・電気機械器具製造業 965円
自動車・同附属品製造業 981円

●滋賀県最低賃金 時間額 927円
　（令和4年10月6日発効）
■お問合せ先
　滋賀労働局　賃金室　TEL.077-522-6654
　大津労働基準監督署　TEL.077-522-6616
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/

インボイス制度対策にご活用ください！
2023年10月から導入予定の
インボイス制度について、具体
的な対策をまとめた事業者向
け小冊子「今すぐ確認！中小企
業・小規模事業者のためのイン
ボイス制度対策」を当所窓口で
無料配布しています。

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

永年勤続優良商工従業員表彰式 永年勤続役員・議員等表彰者ご紹介
　令和4年11月24日（木）に、びわ湖大津プリンスホテルにお
いて、会員事業所に勤務しておられる従業員の方々の永年に
わたるご功績を賞賛し、更なる勤労意欲の向上に役立てるた
め、永年勤続優良商工従業員表彰を実施いたしました。
　受賞者は60事業所195名、うち当日出席者は24名でした。
また、参列の役員は18名でした。
　記念講演会では、大津市健康保険部長寿政策課課長 西本
美和氏より、「健やかな暮らしを支える心と体づくり」をテーマ
に、ちょっとした時間で手軽にできる健康づくりのポイント、今
から備える介護予防や、もしもの時の相談窓口などについて、
ご講演いただきました。

　令和4年12月9日(金)に開催した常議員会に先立ち、永年勤
続役員・議員等について日本商工会議所会頭表彰の伝達式を
挙行し、次の方々が表彰されました。

日本商工会議所会頭表彰（伝達）
永年勤続役員・議員等（20年）
　ミノベ建設株式会社 代表取締役会長　美濃邉清和 氏
　株式会社あみ定 取締役会長　　　礒田　陽子 氏
　株式会社北井工務店 代表取締役　　　北井　征暁 氏
　清水建設工業株式会社 代表取締役　　　清水　　晟 氏
　日本黒鉛商事株式会社 取締役社長　　　渡邉　頼光 氏

（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

大津市松本2丁目2-18
営業時間／8：00～13：00（l.o.12：00）
営業日／㊎土日㊊（イベントへの出店などで店舗営業を
 お休みする可能性がございます）

Continental Breakfast & Coffee

アメリカンスタイルのワンプレートの
朝ごはんをお楽しみいただけます。
自家製ソーセージや朝焼きのパンなど、
こだわりの詰まった朝ごはんです。

@continental_2021

※1 加水分解ヒアルロン酸（保湿）　※2 グリセリルグルコシド（保湿）

￥3,080

 

（税込） ￥3,520 （税込）

浸透型ヒアルロン酸 ※1が
毛髪内に浸透し、持続的な
保湿力で潤いを守ります。

クチクラ
あり

クチクラ
なし

24時間後

クチクラの検証
）証検月3年9102 社会式株椿の島五（ 

椿の葉を2枚用意。1枚はクチクラ層を
除き、24時間放置後の変化を比較し
ました。クチクラ層を除いた葉は変色
し、縮んでしまいます。

希少成分「クチクラ」を採用し、当店がこだわり、本気で作った
アミノ酸系 ノンシリコンシャンプー＆トリートメント。

毎日のヘアケアにオススメです！

プロテクラボタニカル
シャンプー

プロテクラボタニカル
トリートメント
多機能保湿剤であるグリセ
リルグルコシド※2が傷んだ
毛髪にアプローチし、保湿
するとともになめらかな指
どおりへと導きます。

https://eeeshop-2019.stores.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

12月9日ご入会のみなさま (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

㈱リーベ 阪 田　 準 也 大津市坂本６丁目7-51 教育サービス
（子ども向け運動遊び指導等）

子ども向けの運動あそび指導にて、各地の幼稚園・保育園を
巡回しています。

Rｃｏｍｐａｎｙ 河 本　 光 央 大津市比叡平２丁目44-19 電気工事、機械設備工事、配管工事 大津市比叡平で工業系の配管が出来る電気工事屋をやって
おります。よろしくお願いします。

十念　和広 十 念　 和 広 大津市大江1丁目38-12 保険代理店 企業内保険代理店をしております。よろしくお願い致します。

後藤興産㈱ 後 藤 充 啓 湖南市石部緑台2-1-1 不動産賃貸業
保険代理店

地場である大津にて事業を展開したいと思い入会させて頂き
ました。宜しくお願い致します。

㈱ウバクサ 神 谷 　 彰 草津市大路3丁目1-33
terrace ism 2F　

経営コンサル業、広告代理店業、
ペット向けシャンプーのネット販売、
WEBマーケティング/サポート

大津市の企業様をwebでサポートしております。

You Me 外国語　ラボ 松 本　 有 都 大津市瀬田４丁目3-7-306 国内EC事業(買付け代行）
海外市場調査

小規模ですがアジア圏での市場調査、スパイスの買い付けを
代行しています。よろしくお願いいたします。


