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新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

7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

㈱Re.works 岡 﨑 　 輝
京都市左京区二条通
川端東入２丁目
杉本町259-3

集合住宅のリフォーム工事、
エクステリア工事、インテリア工事、
メンテナンス工事　等

はじめまして。大津市で主に内装リフォームの仕事を請け負っ
ている会社です。よろしくお願い致します。

㈲優技電工 山 本　 隆 輝 大津市雄琴1-10-13 電気工事業（送電線） 日本の国のために、明るい国をつくるために、日々がんばっており
ます。

㈲髙橋鯉松園 髙 橋　 政 藏 大津市稲津１丁目5-23 錦鯉販売、機材・飼料販売、
錦鯉メンテナンス等 よろしくお願い致します。

ｅＭｐｔｙｌｏｔ 石 原　 未 央 大津市皇子が丘2-7-15 
ウエストビレッジ405号 飲食店・半導体中古部品の販売 膳所駅前で台湾まぜそばのお店をオープンしました。

よろしくお願いします。

街
に
、あ
な
た
に
役
立
つ
情
報
誌

大津商工会議所報

8
2022

August

キラリ！vol.

52 湖都の商い人

P.10Topic

小林錺金具工房小林錺金具工房

今月の特集 P.3

通
常
議
員
総
会
を
開
催

令
和
３
年
度
事
業
報
告
と
収
支
決
算
等
が
承
認

〜
企
業・地
域・組
織
の
活
性
化
を
目
指
し
て
〜

今
月
の
誌
面

会議所TOPICS ...............................................................................7
セミナー「自走社員の創り方」
小規模事業者持続化補助金
インボイス制度「税務」個別相談会・ITなんでも相談会
大津百町百福物語　認定商品だより.................................................. 14
近江麦酒 SAISON セゾン
あの頃の大津................................................................................. 11
大津から世界に、ゆばの魅力を発信

号886
毎月1回1日発行



鬼の行水
おに ぎょう　  ずい

表紙提供：大津絵の店

　鬼（雷）が風呂に入る図。鬼です
ら身を綺麗にすべし、とも取れま
すが、外見ばかりを気にする人間
を諷刺したものと取ることが多い
ようです。
　左上に描かれているのは雨雲
で、それに自身の腰蓑を引っ掛け
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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特 集 地域活性Project@大津特 集 地域活性Project@大津

金申請支援では、 事業再構築補助金採択14件(採択率
56％）、小規模持続
化補助金採択46件
（採択率80.7％）と
なった。

　国・県・市からの様々、各種補助金の申請支援および給付
金等など各種経営相談に対応し、セーフティネット機能も
果たして経済活動維持に注力した。
　各種経営相談は4,030件の対応を行った。生産性向
上や新たな価値創造など、多様な成長戦略に向けた補助

１．小規模事業経営支援事業（決算額48,281,310円）

企業よし～事業所のために～

｢事業再構築補助金｣申請のための経営計画書作成セミナー

　１月18日（火）には、県連合会主催の県内商工会議所会
頭会議を開催し、三
日月滋賀県知事に
対して、コロナ禍か
らの回復および地
域振興、地域経済活
性化などについて
要望した。

　地域総合経済団体として、中小企業・小規模事業者の経
営環境や地域の実態把握に努め、行政に対する意見・要望
の取りまとめを行い、8月25日（水）には、佐藤大津市長、桐
田大津市議会議長に対して、｢コロナ禍の長期化に伴う強
力な支援について｣｢持続的な地域経済の発展を支える基
盤整備について｣｢持続的な地域社会の発展を支える基盤
整備について｣｢地域活性化施策の推進について｣などを
要望した。

政策提言・要望活動

１．政策提言・要望活動の精力的実施

大津市へ要望書提出

　7月７日（木）、びわ湖大津プリンスホテルにおいて通常議員総会が開催されました。
　新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない中、物流停滞による部品調達の遅延、ウクライナ情勢の影響
による原油等の原材料価格高騰等が重なり、中小企業・小規模事業者の置かれた環境は大変厳しい状況で推移する中、 
“信頼され、役に立つ商工会議所～企業・地域・組織の活性化を目指して～”の理念のもと、［企業よし～事業所のために～］・
［地域よし～地域全体のために～］・［組織よし～組織活性化のために～］という基本方針に基づき、感染拡大防止と経済
活動の両立を目指して、令和３年度の各種事業に取り組みました。また、今後さらに会員企業に寄り添ったきめ細かな支
援を行い、ウィズコロナ、ポストコロナを見据えながら、必要性、優先度の高い事業を位置づけ、企業・地域・組織の活性
化を目指すため、｢中期計画｣（2022年4月～2024年3月）を策定しました。
　総会では、各種事業についての報告（案）と、収支決算（案）について審議が行われ、原案どおり承認可決されました。以
下に令和３年度に実施した具体的な事業について報告します。

通常議員総会を開催
令和３年度事業報告と
収支決算等が承認されました

相談会を通じて、販路開拓における自社の課題解決策を
PDCAを実践する
中で指導を行い、
成果発表会により
各事業所の成功体
験の共有を行った。

　経営者等育成事業として3つのセミナーを開催した。
創業予定者を中心とした｢創業塾｣（受講者12名）では、
特定創業支援事業として5回の連続講座を開催し、6名の
開業に繋がった。経営者向けの｢社長塾｣（受講者12名）
では、5回の連続講座と個別相談会により、各事業所の振
り返りと事業計画の策定、今後の方向性について指導を
行った。販売戦略講座（受講者7名）では、各社3回の個別

２．伴走型小規模事業者支援（決算額5,400,610円）

創業塾
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（１）滋賀県中小企業事業再生支援協議会
　 （決算額92,185,633円）
　プロジェクトマネージャー1名、サブマネージャー5名を
配置し、専門家等プロジェクトチームによる事業再生計画
の策定などきめ細かい再生支援に取り組んだ。相談実企
業数は73件（累計740件）、再生計画策定支援完了件数は
13件（累計289件）で、事業の存続や従業員の雇用継続に
寄与した。

（４）滋賀県事業承継ネットワーク地域事務局運営事業
　 （決算額5,730,000円）
　職員1名を配置し、事業承継ネットワーク（44機関）の全
体的な総括・運営を担うとともに、関係機関とのハブ的な
役割を努めるため｢滋賀県事業承継総合支援センター｣を
立ち上げ、事業の推進を図った。専門家派遣件数は50件、
事業承継計画策定支援は8件で、事業承継への気付きを促
進した。

４．産業競争力強化法に基づく支援事業

  （２）滋賀県経営改善支援センター
　 （決算額42,620,338円）
　センター長1名、専門相談員1名の体制で、自ら経営改善
計画等を策定することが難しい中小企業・小規模事業者を
対象として、経営改善計画などの策定支援に取り組んだ。
経営改善計画策定支援（405事業）利用申請受付数は31件
（累計321件）、早期経営改善計画策定支援利用申請受付
数は10件（累計190件）で、中小企業・小規模事業者の経
営改善計画策定を促進した。

（３）滋賀県事業引継ぎ支援センター
　   （決算額80,212,293円）
　プロジェクトマネージャー1名、サブマネージャー3名、
事業承継コーディネーター1名、経営者保証コーディネー
ター1名を配置し、事業引き継ぎのため、認定支援機関、金
融機関等と連携を図り、必要な手続きの相談やマッチング
支援などを行った。相談実企業数は195件（累計684件）、
うち譲渡49件、親族内76件、第三者承継成約件数は9件
（累計53件）、親族内承継計画策定件数は4件（累計4件）
で、事業の存続や従業員の雇用継続に寄与した。

　大津の魅力を体験・まちあるきプログラムと組み合わ
せて観光客を呼び込む事業として実施し、プログラムの掘
り起こしとホームページによる発信（掲載20件）をした。ま
た、大津市内の回遊性を高めるためにＪＲ大津駅と京阪電
車びわ湖浜大津駅間のまちあるき動画（YouTube 本編3
分とショート3本各約30秒）を制作した。20代～30代の
観光客層をターゲットとするため、まちあるきの案内人は
現役大学生とした。

２．みーつ びわ湖・大津事業（決算額786,720円）

｢駅からびわ湖まで15分！滋賀・大津でまち歩き｣ YouTube動画配信

　東海道五十三次の宿場町という大津の歴史等を背景に
したクオリティの高い商品をブランド認定し、インスタグ
ラム、プレスリリース、所報、テレビ埼玉等による広報支援
と合わせ、｢大津駅観光案内所｣｢近鉄草津店・近江路コー
ナー｣｢平和堂石山｣｢三井アウトレットパーク滋賀竜王・滋
賀マルシェ｣等での販売を支援した。今期は3商品を新たに
｢大津百町百福物語｣ブランドに認定し、現在47品で構成し
ている。

地域よし～地域全体のために～

１．大津百町百福物語ブランド支援事業（決算額1,386,386円）

大津百町百福物語ブランド認定式

３．制度改正に伴う専門家派遣等事業（決算額525,606円）
　働き方関連法、新型コロナウイルス感染症に対する政府
等の支援施策等の諸制度改正に事業者が円滑に対応でき
るよう、HACCPをテーマとしてセミナーを開催した（受講
者22名）。個別相談会では、HACCPへの対応、薬機法改
正への対応、食品表示法改正への対応の3テーマについて
実施した。 HACCP対応セミナー＆個別相談会
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大津港からなぎさ通りにかけて立地している既存の
コンベンション施設や宿泊施設を活かし、2025年の大
阪・関西万博を見据え、コンベンション・ビジネス客を
ターゲットとした実証事業に取組み各種会議の誘致や観
光振興を推進した。
① びわ湖コンベンションストリート活性化協議会推進事業
② コロナ後の観光を見据えたコンベンション誘致、ビジネス
誘客など実証事業（(仮称)びわ湖コンベンションアリーナ推
進調査事業、ビジネス客を想定したモニターツアー事業、
観光型MaaS実証事業、湖上交通実証事業、アフターコンベ
ンション実証事業、ミーティングプランナー等を想定した
モニターツアー事業、ハラール研修事業）

３．大津湖岸エリア活性化事業（決算額38,494,634円）

びわ湖コンベンションストリート活性化協議会

組織よし～組織活性化のために～

　商工会議所活動の基盤となる会員組織の強化を目指
し、会員サービスの充
実を図るなど、組織強
化に努めた。年度末現
在の会員数は1,790件
（前年度比27件増）
となった。

１．会員組織の強化

　新型コロナウイルスの影響による経済社会の変化に
対応し、また、自然災害やパンデミック等におけるBCP
の観点、多様な働き方の実現を促進する観点から、業
務のデジタル化を進め、4月より在宅勤務を導入した。
併せてオンライン経営相談を導入し、業務の効率化・
支援力強化を図った。11月には、総務省が実施している
｢テレワーク先駆者百選｣に応募し、テレワークの導入・活
用を進めている団体として｢テレワーク先駆者百選｣に認定
された。

２．業務の効率化・働き方改革の推進

新年賀会

eラーニングシステムを導入し、説明会参加者を入学
へつなげるとともに教室スタッフが丁寧に対応した。入
学者は284名（前年度307名）であった。なかでも、パソ
コン販売が安定的な収入確保となる大きな要因となっ
ている。

３．パソコン教室（決算額51,288,700円）

ビジネス実務で要求される知識やスキルを身につけた
人材の育成を目的に、各種検定試験（珠算、簿記、販売
士、日商PC、カラーコーディネーター、ビジネス実務法務、
福祉住環境コーディネーター等）を実施した。今年度の受
講者総数は2,365名（前年度比836名増）、合格者は1,139
名（前年度比281名増）であった。

４．各種検定試験（検定手数料5,320,125円）

　商工会議所のスケールメリットを活かした安価で安
心な共済制度を実施し、会員事業所の福祉向上を目的
に｢おおつびわっこ共済｣｢特定退職金共済制度｣｢ビジネ
ス総合保険｣等の推進を図った。自然災害や事故などに
見舞われた際の売上高
減少の備えとして、幅
広い事業活動リスクを
守るビジネス総合保険
が好調であった。企業
のニーズに合わせて補
償を付帯できる自由度
の高さに加え、新型コ
ロナウイルス感染症に
よる休業補償なども対
応した。

5．各種共済制度（取扱手数料15,997,975円）

新型コロナウイルス感染症による企業への影響を緩和
し、企業を支援するための施策は、国・県・市・各種団体
等から多数打ち出されており、感染状況の変化に伴って追
加・変更が随時行われている。それらを分かりやすくタイム
リーに届けるため公式Ｈ
Ｐを改良・充実させて、地
域の事業所が施策情報
を取りこぼすことなく入
手し、充実した相談対応
を行うことと併せて、事
業継続・経営力向上に結
びつけることを図った。

大津商工会議所公式HP

6．施策周知ホームページ改良事業 （決算額1,747,680円）

③ コロナ禍を踏まえた働き方の多様化に対する実証事業
（リモートワーク実証事業）

④ 大津観光情報発信事業（K PRESSへの掲載、Webメディア
annaへの掲出、小冊子DISCOVER大津制作）

【個人情報のお取扱いについてのお知らせ】
本共済制度におきましては、事業主ならびにご加入者の方々の個人情報を次のとおり取扱いますので、ご同意のうえ、お申込みください。
①ご加入者の個人情報（氏名･性別･生年月日等）は、ご加入者の同意に基づき、会員事業所（事業主）から当商工会議所に提供されます。
②当商工会議所は、会員事業所（事業主）より提供を受けた事業主およびご加入者の個人情報について、本制度の事務手続、各種サービスの案内･
提供のために使用するとともに、事業主およびご加入者の同意に基づき、本制度の運営のために締結している定期保険（団体型）契約を引き受け
るアクサ生命保険株式会社（以下、「アクサ生命」という）にこれを提供します。
③アクサ生命は、当商工会議所から提供を受けた事業主ならびにご加入者の個人情報を、保険契約の引き受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の
支払い、関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供・契約の維持管理、当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの
充実、その他保険に関連・付随する業務のために使用します。また、アクサ生命は、当商工会議所をはじめ事業主ならびに再保険会社に対し必要
な範囲内でこれを提供します。
④個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き当商工会議所およびアクサ生命においてそれぞれ②③に準じ個人情報が取扱われます。
⑤定期保険（団体型）契約の引受保険会社が変更される場合は、事業主およびご加入者の個人情報が変更後の保険会社に提供され引き継がれます。

【ご意向に沿った商品内容か必ずご確認ください】
重要事項説明書（契約概要･注意喚起情報）ならびに「当パンフレット」に記載の保障内容･保険金額･保険料等が、お客様ご自身のご意向に沿った
内容となっているかを必ずご確認のうえ、お申込みください。
※このパンフレットはお申込みいただいた後も、大切に保管しておいてください。

会員事業所のみなさまへ

＊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 定期保険（団体型）

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

ガン入院一時金・ガン先進医療一時金
6大生活習慣病入院一時金

1年更新で医師の
診査なし

剰余金があれば
配当金も！

商工会議所独自の
給付制度も！

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

ご 留 意
ください

大津商工会議所

おおつびわっこ共済
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 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）

ご加入
のおすすめ

大津商工会議所独自の見舞金等の給付制度と同商工会議所がアクサ生命保険株式
会社と締結した定期保険（団体型）＊を組み合わせた保障プラン名称がおおつびわっこ
共済です。それぞれを個別にご加入いただくことはできません。
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令和3年度大津商工会議所収支決算書

収入の部
款 決算額 予算額 比較増・減（△）

１．会費 54,199,000 56,300,000 △2,101,000
２．加入金 204,000 300,000 △96,000
３．特定商工業者負担金 2,060,000 2,110,000 △50,000
４．事業収入 60,994,426 66,152,000 △5,157,574
５．国庫支出金 2,023,460 2,000,000 23,460
６．分担金 23,796,922 21,200,000 2,596,922
７．雑収入 28,144 30,000 △1,856
８．繰入金 25,872,616 35,247,000 △9,374,384
９．繰越金 5,496,133 5,400,000 96,133

合計 174,674,701 188,739,000 △14,064,299

収入の部
款 決算額 予算額 比較増・減（△）

１．補助金 111,936,381 111,192,000 744,381
２．委託金 4,923,956 4,508,000 415,956
３．雑収入 590,101 801,000 △210,899
４．繰入金 4,278,863 8,351,000 △4,072,137

合計 121,729,301 124,852,000 △3,122,699

支出の部
款 決算額 予算額 比較増・減（△）

１．事業費 62,273,890 72,478,000 △10,204,110
２．管理費 78,752,620 82,124,000 △3,371,380
３．繰出金 24,330,142 28,431,000 △4,100,858
４．雑費 14,782 50,000 △35,218

５． 廃棄物
　処理費 253,000 300,000 △47,000

６．予備費 0 5,356,000 △5,356,000
合計 165,624,434 188,739,000 △23,114,566

支出の部
款 決算額 予算額 比較増・減（△）

１．事業費 55,526,962 57,705,000 △2,178,038
２．管理費 62,992,579 63,922,000 △929,421
３．繰出金 3,165,210 3,180,000 △14,790
４．雑費 44,550 45,000 △450
合計 121,729,301 124,852,000 △3,122,699

一般会計収支決算書

中小企業相談所特別会計収支決算書

（単位：円）

（単位：円）

収入決算額 支出決算額 差引残高 備　考
174,674,701 165,624,434 9,050,267 次年度繰越

収入支出比較表 （単位：円）

収入決算額 支出決算額 差引残高 備考
121,729,301 121,729,301 0

収入支出比較表 （単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

大津市原油価格・物価高騰等対策給付金のご案内
　コロナ禍における原油・穀物等の物価高騰に伴う仕入値の増加に対し、価格転嫁できていない
市内中小企業者等・個人事業主を対象に、給付金を支給し事業継続の支援を行います。

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及び個人事業主
（2）次の①及び②のいずれにも該当する者

①直近の決算期における原材料仕入価格の割合が製品等に係る売上高のうち30%以上を占めている。
②令和4年5月分から同年11月分の任意の連続する3か月間分において、売上高に占める原材料仕入価格の割合が、
　①の割合を3%以上、上回っている。

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 

中小企業者等：20万円
個人事業主　：  5万円

TEL.077-511-1500 お問い合せは、平日9時~17時までの間にお願いします。（※詳しくは必ず大津市ホームページをご覧ください。）

給付金額

対象者

申請先・問合わせ先

令和4年12月28日（水）まで
※申請は1事業者につき1回限りです。

申請期間

大津市ホームページに掲載された申請書類を
ダウンロードして印刷し、必要事項をご記入の
上、申請に必要な所定の添付書類を添えてご提
出ください。
申請書および添付書類は、下記の申請先へ郵送
または持参願います。

申請方法

大津市ホームページ
（当日消印有効）
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会議所TOPICS 会議所TOPICS

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組みや、
業務効率化の取組みを支援するための補助金です。

小規模事業者持続化補助金

大津商工会議所 中小企業振興部
TEL.077-511-1500

お問合せ先

小規模事業者持続化補助金ホームページ▲　

補助対象者

補助率

補助対象経費

第９回受付締切

補助上限額

小規模事業者

  50万円 （通常枠）
100万円 （インボイス枠）
200万円 （賃金引上げ枠、卒業枠、後継者育成枠、創業枠）

※常時使用する従業員数が 卸売業・小売業・サービス業 5人以下
 宿泊業・娯楽業・製造業その他 20人以下

補助対象経費の２/３

2022年9月20日（火） （郵送：締切日当日消印有効、電子申請：当日23:59まで受付）

※賃金引上げ枠のうち赤字事業者については３/４

インボイス枠…免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録を行った事業者
賃金引上げ枠…事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円である事業者
卒 業 枠…雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する事業者
後継者育成枠…「アトツギ甲子園」においてファイナリストに選ばれた事業者
創 業 枠…産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けた事業者

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費（インターネット広告・バナー広告などを含む）、④展示
会等出展費（オンラインによる展示会・商談会等を含む）、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、
⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託費・外注費

※申請にあたっては、小規模事業者持続化補助金ホームページに掲載されている「ガイドブック」
　「公募要領」「参考資料」を必ずご確認ください。
※申請には、商工会議所・商工会が発行する「事業支援計画書」（様式４）が必要となります。
　「事業支援計画書」発行の受付締切は9月12日（月）となりますので、申請を希望される方は、
　まず大津商工会議所へご相談ください。

※③ウェブサイト関連費のみでの申請は不可

会議所TOPICS 会議所TOPICS会議所TOPICS 会議所TOPICS
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申請書および添付書類は、下記の申請先へ郵送
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会議所TOPICS 会議所TOPICS

事業環境変化対応型支援事業  ～そのお悩み、商工会議所で相談してみませんか？～

　大津商工会議所では、インボイス制度導入やデジタル化といった様々な事業環境変化による影響を受けて
いる中小企業・小規模事業者の方々のお悩みに対応するため個別相談会を開催いたします。完全予約制です
ので、希望の方は、それぞれの申込フォームを読み取っていただくか、当所までご連絡ください。

　令和5年10月からインボイス制度が導入されます。課税事業者だけでなく免税事業者、また法人・個人事業
主・フリーランスを含む全ての事業者に関連する制度です。知識豊富な専門家が皆様の事業所に合った対応策を
アドバイスします。ぜひご参加ください。

【相談専門家】小川宗彦氏（小川宗彦税理士・行政書士事務所）

インボイス制度「税務」個別相談会
ITなんでも相談会のご案内 相談無料 秘密厳守 予 約 制

【相談時間】１事業所につき２時間 ※申込み順となりますので早めのお申込みをおすすめします。
【相談場所】大津商工会議所（コラボしが21 9F）またはオンライン（Zoom）

　「ITなんでも相談会」は、デジタル化、DX導入など、ITに関することなら、なんでもご相談に対応させていた
だきます。ITを導入したいけど何から始めたら良いか分からない方、コスト削減・効率化に興味のある方など柔
軟に対応させていただきますので、ぜひご参加ください。
【相談専門家】中野雅公氏（グラスハパコンサルティング㈱代表取締役・中小企業診断士）

【お問合せ】 大津商工会議所　中小企業振興部　TEL.077-511-1500（担当：猪飼・藤本（真））

インボイス制度「税務」個別相談会
8月26日（金） ・ 9月13日（火） ・ 10月14日（金） ・ 11月22日（火）
12月9日（金） ・ R5年1月10日（火）
相談時間（1社2時間） ①13：00~15：00、②15：00~17：00

ITなんでも相談会
8月10日（水） ・ 9月26日（月） ・ 10月5日（水） ・ 10月24日（月）※1
11月9日（水） ・ 12月7日（水） ・ R5年1月18日（水）
相談時間（1社2時間）①10：00~12：00、②13：00~15：00、③15：00~17：00 
※① 10月24日は、13：00~15：00、15：00~17：00 の2回のみとなります。

インボイス制度▶
「税務」個別相談会　
お申し込みフォーム　

ITなんでも相談会▶
お申し込みフォーム　
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会議所TOPICS 会議所TOPICS
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　「ITなんでも相談会」は、デジタル化、DX導入など、ITに関することなら、なんでもご相談に対応させていた
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相談時間（1社2時間） ①13：00~15：00、②15：00~17：00

ITなんでも相談会
8月10日（水） ・ 9月26日（月） ・ 10月5日（水） ・ 10月24日（月）※1
11月9日（水） ・ 12月7日（水） ・ R5年1月18日（水）
相談時間（1社2時間）①10：00~12：00、②13：00~15：00、③15：00~17：00 
※① 10月24日は、13：00~15：00、15：00~17：00 の2回のみとなります。

インボイス制度▶
「税務」個別相談会　
お申し込みフォーム　

ITなんでも相談会▶
お申し込みフォーム　
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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２

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

電子データ保存を習慣づけよう！
　令和６年１月１日からすべての事業者に電子データ保存が義務付けられますが、電子データの保存だけではいつでも確
認ができる紙ベースのものがないと不安な事業者もおられると思います。そこで、今からまず紙ベースと電子データ保存
の併用から始めてみることをお勧めします。
　大事なことは、今回の改正によって電子データ保存を義務付ける制度に慣れること、つまり電子データ保存を習慣づけ
て領収証等の保存と同じような感覚をもつことが大切です！

「検索機能の確保」とは…
　電子帳簿保存法では、電子データで保存する際の要件が定められており、対応のポイントは７月号で解説しました「デー
タの真実性を担保する措置」と「検索機能の確保」です。
　「検索機能の確保」は、「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる状態にしておかなくてはならないことです。保存
するファイル名を「20220601_（株）におの浜商店_550,000」のようにしておくことでフォルダの検索機能が使えるよう
にしておく方法、Excel等で索引簿を作成し、ファイルと関係づけて検索できるようにしておく方法等も認められています。

電子データ保存を習慣づける
ファイル名で管理する方法

索引簿で管理する方法

　これら２つの方法は、国税庁のQ&Aから参考例として示されているものですが、書類の数が多くなく、書類を扱う担当
者が決まっていて運用方法が徹底できる場合に適した方法です。

●ファイル名に規則性をもたせることで検索要件を満たす方法　　●索引簿で管理し検索要件を満たす方法
　「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問12」　　　　　　　　「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問33」

　上記のほかに、電子帳簿保存法対応のソフトやサービスを使用した方が合理的と判断できる場合もありますので、自社
が送受信する電子取引データによって最適な方法を見つけるということが重要と言えるでしょう。（詳細解説は６月号を参
照してください。）
　繰り返しになりますが、電子データ保存は令和６年1月１日から対応が必要となりますので、今のうちから早め早めに準備
しておきましょう！

　次回は、「電子インボイスについて」です！ お楽しみに……

「日付」「相手先」「金額」で
検索できるようにしておく！

「日付」「相手先」「金額」で
検索できるようにしておく！
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52 湖都の商い人

代表 小林 達也 住所 〒520-0034　大津市三井寺町３番３号
TEL 077-522-9522
HP https://www.ninaete.kyoto/member_TATSUYA-KOBAYASHI.html

小林錺金具工房
錺師

小林 達也氏

飛天打ち出し華鬘 錺金具の技術を活かした塗香入れ金銅光背菊花紋宝尽くし引き手

名古屋城本丸御殿の修復にも参加
　錺

かざり
金具とは、金属を細工して繊細な装飾をほどこした金

具のことで、仏壇や仏具、お神輿などの金具のほか、寺院の
垂木・破風先を覆う金物、釘隠、襖の引き手などに用いられ
ています。使用場所や目的に応じて、金、銀、銅、真鍮などの
素材を使い分け、鏨（たがね）という道具を使って、金属の
表面にさまざまな文様を描きだしていきます。
　小林錺金具工房は、初代が京都で修業した後、大津で工
房を開設、現在は４代目の小林達也さんが中心となって、
寺院の仏具などの錺金具を製作しています。
　小さい頃から「自分が家業を継がなければいけない」と
いう思いがあったという小林さんは、大学では材料工学を
学び、卒業後は父に弟子入りし、また叔父からは彫金技術
を学びました。
　寺院の仏具の新調や修復のほか、近江八幡市にある観
音正寺の仏像の装飾品の修復を手がけたり、2015年から
参加した名古屋城本丸御殿の修復工事でも、全国から選
ばれた職人と錺金具を担当することになり、襖の引き手や
違い棚の金具を製作しました。

新たな製品開発にも取り組む
　小林さんは、京都府が認可する「京もの認定工芸士会 
響」のメンバーとして活躍するほか、製品開発や販路開拓

で伝統産業の担い手を支援するポータルサイト「京もの担
い手プラットフォーム」にも所属しています。
　また、寺院や文化財の仕事だけでなく、錺金具を一般の
人にも知ってもらいたいと、コロナ禍での給付金を活用し
て、手を清めるための粉末状のお香『塗香（ずこう）』を入れ
る容器を製作したり、香合を新たに製品化しました。篤い信
仰の証として尊ばれる『舎利容器』の製作販売も今後行っ
ていきたいと考えています。

自らも研鑽を積み、後継者の育成を目指す
　「初代が苦労を重ねて立ち上げた工房を守り、錺金具の
技術を次の世代に伝えていくことが自分の使命」と言う小
林さんは、この道に入って５年になる女性のお弟子さんを
指導してきました。「錺金具は技術を習得するのに年月が
かかり、私自身も父に代わって仕事を任されるようになる
までに10年以上かかった。とはいえ、いつまでもサポート
的な簡単な作業だけしていたのでは、一人前になるための
技術が身につかない。難しいことにもチャレンジする機会
を与えられるよう、お客様に後継者の育成に対するご理解
をいただくことが大切になる」と語ります。
　そして、「若い人により高度な技術を継承してもらうため
にも、高い技術が求められる仕事を発注していただけるよ
う、自分の技術をもっと磨いていきたい」と将来を展望して
います。

若手職人の育成に取り組み
錺金具の伝統を次の世代に
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ンストレーション」を行ったほか、ニューヨークやロンドンで
レストランを経営するスーパーシェフの松久信幸さんに
使ってもらおうと、いろいろアプローチを試みて、ついには
人気メニューに使ってもらえるようになりました。
　最近では、「コロナ禍の在宅ワークで増えた体重をなん
とかしたい」という声を多く耳にしたこともあって、ゆば入
りのシフォンケーキを開発、商品化しました。ヘルシーな食
材で、和食に限らずどんな料理にも使えるゆばの可能性は
まだまだ広がっていくと思います。
　私はよく「念ずれば夢かなう」というのを講演のタイトル
に使っています。いつも元気で前向きに、エリザベス女王
のように90歳を過ぎても凛としていたいというのが、今の
私の目標になっています。

おてんばだった少女時代
　昭和20年に京都で生まれて、23年に三井寺の近くで骨
董商を営んでいた母方の故祖父の建てた家に引っ越しま
した。姉が２人とすぐ上の兄、弟の５人兄弟で、小さい頃は
身体が弱くて、学校を休むことも多かったのですが、兄と弟
に挟まれていたためか、おてんばで、男の子の遊びをよく
していました。
　缶蹴りや鬼ごっこ、下駄隠し、石蹴りやゴム跳びのほか、
疏水でメダカをすくったり…ゲームなどない時代、実にの
びのびと兄弟や近所の子どもたちと家の外で遊んでいた
ことが思い出されます。
　長等小学校に通っていた頃は身長が低かったので、中学
校に入ると背が伸びるようにとバレーボール部に入部した
ところ、３年間で26センチも伸びました。おかげで高校では
先生からバスケットボール部に入るように勧められたほど
です。
　絵を描くのが好きで、美大に進学したいと思ったことも
ありましたが、卒業後は京都の銀行に就職してそこで商売
のおもしろさに目覚めました。
　夫とはお見合いで出会い、出会った翌日にプロポーズさ
れました。父は公務員でしたので、「商家に嫁ぐのはたいへ
んなのでは」という思いより、商いへの興味が勝っていたこ
ともあったのだと思います。当時の店舗は旧東海道に面し
た古い町家でした。

海外にも目を向け、ゆばの普及に取組む
　それまでゆばは日常的に庶民の食卓に載る食材ではな
く、お寺や料理屋さん、全国の珍味問屋さんとのお商売で
した。なんとかゆばを普及させて販路を広げたいと、商品
開発に取り組み、百貨店の催事などで全国を飛びまわって
いたのでほとんど店にいませんでした。子育てをしながら、
姑とともに店を守り、新しく工場を開設したり、本店を建て
替えたりして、少しずつ商売を大きくしていきました。
　ところが本店を建て替えた翌年、1994年に夫が突然亡
くなってしまい、その直後はショック状態に陥りましたが、悲
しむ間もなく社業を継ぎ、夫の遺志を受け継ぐために必死
で働きました。
　ゆばをもっと知ってもらおうと、いろいろな団体に入っ
て人脈を広げ、料理講習会や講演会を精力的にこなし、メ
ディアに発信して話題にしてもらいました。創業65周年記
念に、『比叡ゆばから始まるおいしい話』というレシピ付き
の本を発刊しました。
　滋賀県内の学校給食に取り入れてもらったり、インドネ
シア、韓国、フランス、アメリカで「ゆばを使った料理のデモ

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

八木 幸子さん今回の語り手　株式会社 比叡ゆば本舗 ゆば八

大津から世界に、ゆばの魅力を発信

旧東海道に面した建て替え前の店舗

昭和31年頃の三井寺から見たまちの様子（写真協力 ： 大津市歴史博物館）

1993年７月に完成した新店舗
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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
■8月例会のご案内
BCP対策例会
～あなたにもきっと起こる未来の話～

開催日時
【研修会】令和4年8月24日（水）
 19時～21時
【懇親会】令和4年8月24日（水）
 21時20分～23時

開催場所【研修会】平野コミュニティセンター【懇親会】輝
登 録 料【研修会】無料　【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。
BCPとは、企業が自然災害等の緊急時における事業継続のた
めの方法、手段を取り決めておく計画です。本例会では、専門
家監修の下、委員会メンバーによる寸劇や参加者の緊急時模
擬体験を通じてロールプレイング学習をしていただきます。必
ず皆様の経営力向上の一助となる例会になりますので、積極
的なご参加をお待ちしております。

6月例会
新入会員歓迎例会　～Let’s 縁joy YEG～

　昨今のコロナ禍で、対面の例会にあまり参加できていなかった令和
2年以降の新入会員の方たちにスポットを当て、自事業のPRや既存会
員との交流を図る例会を開催しました。
　例会の前半では、新入会員の方にYEGの存在目的・活動意義等につ
いて知っていただくために、会員の今井崇人君と宮本智君にYEGの活
動紹介や活躍の場、大津YEGに入会して得られたことについてお話し
をしていただきました。既存会員の方にも大津YEGの良さを再認識し
ていただけたと思います。
　その後、新入会員に方に一人ずつ自事業のPRをしていただき、例会
の後半では、テーブルごとに新入会員を他のメンバーが他己紹介をす
るゲームを行いました。各テーブル大盛り上がりで、新入会員の魅力
を存分に紹介していただけました。
　今回の例会を通して、新たな「縁」が生まれ、会員同士の絆がさらに
深まったと感じております。今後のYEG活動への積極的な参加に繋が
れば幸いです。

 リレーションシップ委員会　委員長　中山　いづみ
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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 福井商工会議所女性会　創立20周年記念式典
　2022年6月6日、ザ・グランユアーズ フクイ（福井
市）にて福井商工会議所女性会創立20周年記念式典
が開催されました。新型コロナウイルスの影響により、
参加人数を制限された中での開催となりましたが、関
西や北陸地区を中心に、各商工会議所女性会から総
勢56名が参加し、当女性会からも正副会長が3名参加
しました。記念講演では、映画『チア★ダン～女子高生
がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～』のモ
デルとなった、一般社団法人チアドリームプロジェクト
代表の五十嵐裕子様による体験談を拝聴しました。
　大津商工会議所女性会は今年の6月24日に37周年
を迎えました。3年後の40周年を迎えられるよう、こ
れからも精進して参ります。 福井女性会役員の谷様（写真左端）と坪田様（写真右端）

新入会員
紹介 　アネモネは地域密着型デイサービスとして、令和4年3月1日に開所いたしました。

「希望、笑顔、つながり・・・」三つの想いを胸に、住み慣れた街で憩いの場作りを地
域の皆様と共に目指しております。
　要支援、要介護の方が外出することで、ご家族以外の方とふれあえる場所として
ご利用していただいております。特に新設したドーム型露天風呂はご利用者様に好
評です。
　今後ますます多様化するニーズに応えて、微力ではございますが、スタッフ一同
努力しております
ので、お気軽にお
問い合わせ、お声
がけください。

石井開発株式会社
デイサービス アネモネ

石井 七枝さん

デイサービス アネモネ
〒520-0865　滋賀県大津市南郷二丁目29番7 TEL：077-534-4165　FAX：077-534-1165
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8月の会議所行事予定

8/ 4（木）　青年部執行部会議
8/ 8（月）、8/9（火）

夏休み子ども理科実験・工作教室
8/ 9（火）　マル経審査会
8/10（水）　インボイスIT個別相談会
8/12（金）～15（月）　事務所夏季閉館
8/18（木）　青年部役員会
8/23（火）　採用力向上セミナー
8/23（火）　正副部会長連絡会議
8/24（水）　正副会頭会議
8/24（水）　働き方改革を支える

「自走社員の創り方」セミナー
8/24（水）　青年部8月例会
8/25（木）　クラウドファンディング実践セミナー
8/26（金）　インボイス税務個別相談会
8/26（金）　びわ湖コンベンションストリート

活性化協議会
8/30（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

常議員の選任について

トヨタモビリティ滋賀株式会社
（新）代表取締役社長 小　澤　伸　之　氏
（旧）代表取締役社長 山　中　隆太郎　氏
　　（令和４年５月２６日付）

びわ湖放送株式会社
（新）代表取締役社長 西　川　忠　雄　氏
（旧）代表取締役社長 東　　　清　信　氏
　　（令和４年６月２８日付）

しがぎんリース・キャピタル株式会社
（新）代表取締役社長 西　　　基　宏　氏
（旧）代表取締役社長 長谷川　雅　人　氏
　　（令和４年６月２８日付）

株式会社しがぎん経済文化センター
（新）取締役社長 西　堀　　　武　氏
（旧）取締役社長 北　川　正　義　氏
　　（令和４年６月２８日付）

株式会社CS香里
　代表取締役 新　庄　博　志　氏
びわ湖放送株式会社
　代表取締役社長 西　川　忠　雄　氏
以上2名の方が令和4年7月7日の通常議員総会において常議員に選任されました。

14 大津商工会議所報 もっと! みらい　8月号

「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

暑い夏はやっぱりビール！職人技がこもった個性豊かな味わいが楽しめるクラフトビールをご紹介！

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。

　原料の一部に近江米を使用したクラフトビールです。香り豊かで奥行きのあるフルーティ
な味わいで、セゾン酵母が醸し出す独特のエステル香がたまりません！
　しっかりとした香りながら、お料理にも合わせやすいので、是非びわ湖の郷土料理ととも
に、お洒落なワイングラスやブランデーグラスでゆっくりとお楽しみください。
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AISONAISON セゾン セゾン

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

（瓶330ml）693円（税込）

近江麦酒
株式会社
〒520-0242
大津市本堅田３丁目24-37
℡077-536-5222
営業時間／
火水金日 12～18時、不定休
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■役員・改選スケジュール
日　　　　程 内　　　　容

８月 １日（月）～８月５日（金） 選挙人名簿縦覧
８月１０日（水） 選挙人名簿確定
８月２３日（火） 正副部会長連絡会議
８月３０日（火） 常議員会（３号議員の選任）
９月 １日（木）～９月１４日（水） 各部会総会の開催（２号議員の選任）
９月初旬 ３号議員確定名簿告示
９月１３日（火） １号議員選挙告示
９月２２日（木） 立候補および推薦届出締切
９月２６日（月） ２号議員確定名簿告示
９月２９日（木） 立候補および推薦辞退届出締切
１０月 ４日（火） １号議員選挙（立候補者が50名以上の場合）
１０月初旬 選挙委員会開催
１０月 ７日（金） １号議員確定名簿告示
１１月 １日（火） 臨時議員総会（役員の選任）

関 係 関 か ら の お 知 ら せ機

●会場案内図

●JR大津駅より徒歩15分 ●京阪電車びわ湖浜大津駅下車すぐ
※ご来場は公共交通機関をご利用ください。

びわ湖大津ビワコイ祭り２０２２びわ湖大津ビワコイ祭り２０２２
今年はリアル開催！ 9/10㈯・11㈰

12時～20時
会場 ： おまつり広場・修景緑地 入場無料
江州音頭、ステージイベント、縁日、グルメ、打ち上げ花火など
 大人から子供まで楽しめるイベントが盛りだくさん！ぜひお越しください！
主　催 ： びわ湖大津ビワコイ祭り実行委員会

（構成団体）大津市、大津商工会議所、大津商工会議所青年部、公益社団法人びわ湖大津観光協会、NPO法人浜大津観光協会、中央学区自治連合会、一般社団法人大津市商店街連盟、京阪ホールディングス株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、
　　　　　琵琶湖汽船株式会社、株式会社まちづくり大津

後　援 ： 滋賀県、公益社団法人びわこビジターズビューロー、大津市教育委員会、大津江州音頭保存会、大津市民踊団体連合会、NHK大津放送局、BBCびわ湖放送、株式会社エフエム滋賀ほか

会場

びわ湖浜大津駅

県道558号線

任期満了に伴う大津商工会議所議員の改選スケジュールについて

　会員は、1号議員に関する選挙権と被選挙権を有します。1号議員の立候補者が定数50名を超えた場合には、10月4
日（火）に投票選挙が行われます。立候補者が定数と同数か、それ以下になった場合、投票選挙は行われません。また、2号
議員についても、所属する部会の総会において選任に参加できます。なお、議員の選挙・選任の資格には、令和４年４月１
日現在会員であって、8月5日（金）までに令和4年度大津商工会議所会費を完納することが必要です。

■1号議員の選挙権について
　選挙権の個数は、会費の口数によって決まります。

会費の口数 選挙権の個数 会費の口数 選挙権の個数 会費の口数 選挙権の個数
5 5 61 ～ 65 21 141 ～ 145 37
6 6 66 ～ 70 22 146 ～ 150 38
7 7 71 ～ 75 23 151 ～ 155 39
8 8 76 ～ 80 24 156 ～ 160 40
9 9 81 ～ 85 25 161 ～ 165 41
10 10 86 ～ 90 26 166 ～ 170 42

11 ～ 15 11 91 ～ 95 27 171 ～ 175 43
16 ～ 20 12 96 ～ 100 28 176 ～ 180 44
21 ～ 25 13 101 ～ 105 29 181 ～ 185 45
26 ～ 30 14 106 ～ 110 30 186 ～ 190 46
31 ～ 35 15 111 ～ 115 31 191 ～ 195 47
36 ～ 40 16 116 ～ 120 32 196 ～ 200 48
41 ～ 45 17 121 ～ 125 33 201 ～ 205 49
46 ～ 50 18 126 ～ 130 34 206 以上 50
51～ 55 19 131 ～ 135 35 － －
56～ 60 20 136 ～ 140 36 － －

※会員以外の特定商工業者…選挙権の個数：1個

　大津商工会議所の議員任期は令
和4年10月31日で満了となります。
今秋の改選に向けてスケジュール
が決まりましたので、お知らせいた
します。

投
票
箱

投
票
箱
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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
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新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

7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

㈱Re.works 岡 﨑 　 輝
京都市左京区二条通
川端東入２丁目
杉本町259-3

集合住宅のリフォーム工事、
エクステリア工事、インテリア工事、
メンテナンス工事　等

はじめまして。大津市で主に内装リフォームの仕事を請け負っ
ている会社です。よろしくお願い致します。

㈲優技電工 山 本　 隆 輝 大津市雄琴1-10-13 電気工事業（送電線） 日本の国のために、明るい国をつくるために、日々がんばっており
ます。

㈲髙橋鯉松園 髙 橋　 政 藏 大津市稲津１丁目5-23 錦鯉販売、機材・飼料販売、
錦鯉メンテナンス等 よろしくお願い致します。

ｅＭｐｔｙｌｏｔ 石 原　 未 央 大津市皇子が丘2-7-15 
ウエストビレッジ405号 飲食店・半導体中古部品の販売 膳所駅前で台湾まぜそばのお店をオープンしました。

よろしくお願いします。


