
樹木たちの冬支度、落葉
東近江市五個荘石馬寺町にある中村治兵衛屋敷跡
庭に残る大きな樹木たちは、季節ごとの彩りで私たちの
目を楽しませてくれます。
紅葉が終わると樹木は冬支度を始めています。
来春が楽しみです。　　　　　　　　 写真提供（川添頼昭氏）

会員数 1,462名
（平成28年12月16日現在）
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［会員満足向上運動］ 商工会は 行きます 聞きます 提案します



平成28年度　臨時総代会の開催
　平成28年12月6日（火）、午後4時からクレフィール湖東において、臨時総代会を開催しました。
　川瀬会長は、冒頭挨拶で「合併後５年が経過し、職員数の減少、老朽化に伴う商工会館維持費の増
大、多様化する会員ニーズに対応できる支援体制などの課題が山積し、事務所の一本化は避けて通れな
いので、来年３月31日に支部事務所を閉鎖する。今後は行きます　聞きます　提案します　を実践す
る。」との挨拶があり、湖東支部の上原司議長の進行により、議案審議に入りました。
　提出議案は、事務所の一本化に伴う住所変更と支部事務所廃止の定款の一部改正で活発な質疑応答が
あり、議案は原案通り承認されました。
　これからは、来年４月１日、湖東支所への事務所開設に向けて準備作業に入ります。

理 事 会 開 催 予 定

　東近江市商工会と八日市商工会議所の幹部役員
が昼食を囲んで小椋市長とその時折のテーマに基
づき開催しています。第１回目は、５月30日、ふ
るさと納税について、第２回目は、８月30日、空
き家対策について、市の担
当部局の幹部職員から説明
を受けた後、懇談を行いま
した。市内の状況を互いに情
報共有することで行政と経済
団体が一体となって市内経
済の活性化に繋げる絶好の
会議になりました。

市長との
ランチミーティングを開催
市内経済の活性化に繋げる

蒲生 愛東 湖東能登川 永源寺 五個荘

東近江市役所湖東支所１階の一角が一本化した
東近江市商工会（本部）事務所になります。

商工会は 行きます 聞きます 提案します

　サテライト以外の会館も利用（貸館）
することができます。
（平成30年３月31日で見直します。）

例えば…
〇月〇日に利用したい⇒お電話にて予約受付⇒
ファックスにて申請書送信⇒受付完了⇒利用日に
支部長が鍵をお渡しします⇒利用後返却

※貸出備品も同じ流れとなります。

職員が一か所に集まると…

その他

会員メリット①
金融・経営・労災保険・雇用保険・共済
それぞれに詳しい職員がすぐに対応します！

会員メリット②
職員間の情報伝達がスムーズになり
タイムリーな情報をお届けします！

会員メリット③
国が商工会に求めている経営発達支援事業を効
率的にすすめられ、商売の発展に繋がります！

会員メリット④
経費の節約により、会員の皆様に
サービスの向上を図ります！

ご用件をお伺いし…
急を要する案件　　⇒　すぐに巡回させて
いただきます。
急を要しない案件　⇒　ご都合のよい日程
でお約束させていただきます。来所、巡回ど
ちらでもご都合の良い方で…
＊支部担当者を設けます。
確定申告相談・労働保険年度更新も安心！
必要に応じて、相談会場を設けて対応します。

お困りごと、
ご相談がありましたら、
まず、お電話ください！

 TEL (代表) ０７４９-45-5077
FAX      ０７４９-45-5088

東近江市商工会は
平成29年４月１日から事務所一本化となります！

東近江市商工会（本部）事務所 住所：東近江市池庄町 505番地

蒲生 能登川
　サテライトで週２日(月・金　午前９時
30分から午後４時30分)開館します。
　職員２名体制でお待ちしています。
　ご相談は、今まで通り事務所にお越し
下さい。

サテライト
行います！

回数 開 催 日 場　　所 協 議 事 項

５ 12月16日
（金）

五個荘
商工会館

①会員の加入、
　退会について
②人権研修会

６ ２月17日
（金）予定

能登川
商工会館

①会員の加入、
　退会について
②その他

７ ３月17日
（金）予定

愛東
コミュニティ
センター

①会員の加入、
　退会について
②諸規程の一部改正
　について　
③本会更正予算
　（案）について
④来年度の体制に
　ついて　他
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部会報告

工業部会長　岸本　邦臣

　UCC上島珈琲株式会社を訪れ、長年にわたって磨き抜かれたコーヒーづくりの技術を体感しました。「おいし
さ」を追い求める姿勢に、参加者も興味深く見学をしました。
　また、福田金属箔粉工業株式会社を訪れ、300年に亘る創意工夫の歴史や金属箔粉を扱う精緻の技術を見学しま
した。研究開発・生産技術・品質管理が一体となった生産体制や業務効率改善の取り組み等を学ぶことができ、大変
有意義な研修会となりました。

と　き：11月17日（木）
研修先：UCC上島珈琲
　　　　株式会社
　　　　福田金属箔粉工業
　　　　株式会社
参加者：28名

工業部会　視察研修

建設業部会　視察研修 建設業部会長　加藤　清和

　INAXライブミュージアムは６つの館で構成される施設で、中でも「世界のタイル博物館」や「窯のある建物・資
料館」では紀元前のタイルや大正時代の窯や土管などを見学することができ、先人達の築いてきた技術を感じること
ができる有意義な研修となりました。
　また、半田赤レンガ建物では「カブトビール」の工場として明治時代に建築された貴重な建物を見学し、歴史的建
造物の素晴らしさを体感することができました。
　最後に12月14日には、東近江市長をお迎えして、永源寺温泉「八風の湯」で研修会も実施しました。これからも
部会員の皆様の参加よろしくお願いします。

商業部会長　日根野　亮一
サービス業部会長　井ノ口　章善

　初めての試みとして商業部会・サービス業部会合同
視察研修会を実施しました。部会員が参加しやすいよ
う午後から出発し、京都の錦市場と秀吉の正室ねねの
お寺で有名な高台寺を訪ねました。錦市場に着くな
り、外国人観光客の多さと案内板等の表示が日本語だ
けでなく、多国の言葉で表示されていることに驚きを覚えました。今や京都市民の台所というイメージではなく、外
国人の観光スポットになっていました。その後、高台寺へ移動し、ちょうど紅葉の季節でもあり、境内はライトアッ
プされ紅葉の木々と竹林の色が絶妙なコントラストを描き、自然豊かな景色を鑑賞することができました。
　日本国中で外国人による観光ブームが起り、特に京都は外国人観光客が多く訪れています。着物で散策されている
外国人の姿を多く見かけ、東近江市も歴史文化遺産が多く残っているので、日本文化に触れるビジネスチャンスがま
だまだ埋もれているような気がしました。
　その後、滋賀県に戻り、草津エストピアプラザの24階からの素晴らしい夜景を楽しみながら商業部会とサービス
業部会部の懇親会を開催し、和やかな雰囲気の中で部会員同士の交流を深めることができ、半日でしたが大変有意義
な時間を過ごすことができました。

商業部会・サービス業部会　合同視察研修

と　き：11月10日(木)
研修先：京都錦市場～高台寺～梅の花（草津市）
参加者：26名

と　き：10月26日(水)
研修先：愛知県
　　　　INAXライブミュージアム
　　　　半田赤レンガ建物
参加者：28名

東近江市商工会青年部 青年部長　西村　泰源

● 若手後継者未来創造事業
　　ビジネスプラン作成セミナー
　青年部では「ビジネスプラン作成セミナー」を開催し、
若手経営者・後継者の経営力向上を支援しました。また、
セミナー受講者を対象に開催した「ビジネスプラン発表
会」では、５名の方が発表に臨み、第三者の評価を受けた
ことで、自社の計画の優れた点・改善すべき点を明確に認
識してもらうことができ、より実現性の高いビジネスプラ
ンの作成につなげることができました。今後も「経営力を
高める」ための事業を継続し、青年部員の家業発展をサ
ポートしていきます。

● 近畿ブロック商工会青年部主張発表大会
　去る9月6日に開催された、近畿ブロック商工会青年部主
張発表大会に、当青年部員の北岡延之君が滋賀県代表とし
て出場し、優秀賞に輝きました。惜しくも全国大会への切
符は逃しましたが、圧倒的なパフォーマンスで滋賀県や東
近江市を広くPRしてくれました。

　交流会では、赤レンジャイとして出演し、会場を大いに
盛り上げました。

ビジネスプラン作成セミナー

近畿ブロック商工会青年部主張発表大会

東近江市商工会女性部 女性部長　河島　美智子

● 若手後継者未来創造事業　
　　おもてなし交流事業「おもてなしプラン」の発信に向けて

　女性部では平成29年度全女連「おもてなし交流事業おもてなしプラン」を提案するため、昨年度までの実績をも
とに、コースの策定や地元ならではの食材を利用したお食事メニューの開発、受入体制の整備を図るための話し方セ
ミナーの開催、魅力発信のアイテムとなる観光マップの作成に取り組んできました。
　歴史・文化・自然など観光資源が豊かな東近江市の魅力発信に、女性部員が関わり、儲かる地域づくりに貢献でき
るように、女性部ならではのパワーで頑張ります。

◀日本旅行のカリスマ
添乗員と名を轟か
せた、寺田一義氏
を講師に迎え、巧
みなトークに聞き
入りました。

◀レストランABARIS
オーナーシェフ
前川欣也氏指導のも
と、地産地消の食材
でメニュー開発！

◀魅力いっぱいのコー
ス作り、五個荘金堂
町にて。

◀お惣菜が充実した
「赤そば御膳」
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　11月15日（火）、八日市ロイヤルホテルで女性の
創業支援のためのシンポジウム「創業を目指す女性
200人集まれ！in東近江市」を開催し、首相夫人の安
倍昭恵さんを講師に迎え、「輝く女性が日本の未来
をつくる」と題した基調講演会を開催しました。
　会場を訪れた創業を目指す女性たちには「男性
だったら絶対無理だと思われていたことでも、女性
の発想で変えられることはたくさんある」と参加し
た200人の女性にエールを送られました。
　また、当会の女性のための創業塾で学んで創業に
結び付けた市内にペットのトリミングのお店“りんご
の木”で創業された 八尋裕子さん、地産米菓のお店　
“七福堂製菓”で第二創業された阪田千彩子さん、母親
のためのヨガ教室　“PIECE”（ピース）で創業される
石田富生枝さん、女性の心と体の健康維持・増進及
び「癒し」を与えるお手伝いをする“温森治療院”で創
業される森野裕香里さんたち４人のパネリストと
コーディネーターの株式会社宙の栗栖佳子氏による
パネルディスカッションでは「女性が起業すること
～充実した人生を手に入れるために～」をテーマに
意見を交わしました。

　このほか、当商工会や市の創業支援施策や取り組
み紹介、無料経営支援専門家相談コーナー、金融機
関個別融資相談ブース等盛りだくさんの内容で、参
加者みなさんの笑顔が素敵なシンポジウムとなりま
した。

「創業を目指す女性200人集まれ！
      in東近江市」シンポジウム開催

行政との懇談会を開催
来年度市補助金要望と

本部事務所の一本化について懇談
　10月26日（水）、八日市
ロイヤルホテルにおいて、小
椋市長を始め、商工会担当の
市産業振興部の幹部職員と商
工会正副会長・筆頭理事等と
の懇談会を開催しました。冒
頭、川瀬会長から小椋市長へ平成29年度市補助金
要望書と政策要望書が手渡されました。その後、
本部事務所の一本化に伴う諸課題について要望等
を行った後、行政と商工会が忌憚のない意見交換
を行い、今後の事業推進に弾みの付く大変有意義
な懇談会を開催することができました。

いなべ市商工会との交流会
　11月４日（金）、今回で９回目を迎えた交流会
をいなべ市商工会で開催しました。
　初めに副会長が経営する仏壇店にて貴重な金箔
貼り体験をした後、商工会に戻り互いの事業や商
工会組織について、活発な情報交換を行いまし
た。いなべ市商工会は、昨年10月に本部事務所の
一本化をされました。今まで以上に巡回すること
で会員サービスに努めておられ、当商工会にとっ
ても喫緊の課題になりますので、大変参考になる
内容でした。
　来年度は当商
工会で開催する
ことを決定し、
有意義なうちに
交流会を終えま
した。

事業報告

第５回　会員親睦
グラウンドゴルフ大会開催

　第５回となりました、会員親睦グラウンドゴルフ大
会を、10月７日（金）に五個荘石馬寺町の「あじさ
い・さくら公園グラウンドゴルフ場」で開催しました。
　当日は、晴天の中35名の皆さんが楽しくプレー
し、相互の親睦を図ることができました。

優　勝　川原﨑　宏さん（能登川支部）
準優勝　川添　頼昭さん（五個荘支部）

第３回
チャリティーゴルフ大会開催

　11月22日（火）名神八日市カントリー俱楽部で第３回
会員親睦チャリティーゴルフ大会を開催しました。
　秋晴れの中、46名の参加者がプレーを楽しみました。
　懇親会を兼ねた表彰式は、個人と団体の表彰があり大
いに盛り上がり親睦を図ることができました。
　また、チャリティー募金は、東近江市の朝桜中学校に
寄付しました。

 個人の部　
優　勝　中村　英樹さん（湖東支部）
準優勝　加藤　清和さん（蒲生支部）

 団体の部
優　勝　湖東支部

イベント報告 広域物産展＆
　　熊本震災支援物産展開催

　東近江市商工会では、地域内特産品
の販売促進と地場産業のPRとして地域
のイベントの中で広域物産展を開催し
ていましたが、今回熊本震災支援物産
展として熊本県内の特産品等もあわせ
て紹介・販売しました。
　第１回は10月23日（日）能登川ふ
れあいフェア、第2回は11月６日
（日）の蒲生いきいきあかねフェア、
最後の第３回は11月13日（日）の永
源寺でのみんなのふるさと祭り＆特産
品フェアで開催しました。
　いずれの会場も盛況で、熊本支援物
産展では、「からし蓮根」や「阿蘇
ビーフロール」など好評で完売するこ
とができました。東近江地域の特産品
も和菓子などを中心に販売促進に繋げ
ることができました。
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経営発達支援事業の取組状況

　立命館大学と連携し、地域商工業者の事業実態について把握するために、今年の9～10月にかけて東近江市
および旧安土町の商工業者を対象に２つの調査を行いました。 
　１つ目は、事業者を対象とした郵送アンケート調査で、400通を郵送し193通（48.3％）を回収しまし
た。一部でも有効回答があった回答は、集計に含め単に売上や利益の状
況だけでなく、資金調達、雇用、事業展開の方向から事業継承等、実際
に事業主が直面している課題を、業種や事業規模などごとに整理し、今
後の経営支援に何が必要かを明らかにすることに努めました。 
　２つ目は、安土駅前および能登川駅前商店街の訪問調査で、事業者か
ら聞き取りを行いました。ここでは今後これらの地域で商店街活性化の
取り組みを進めるための基礎資料として、各店舗の特徴を明らかにする
とともに、困りごと、改善を求めたいことなどについても聞き取る努力
を行いました。 
　これらの調査にもとづき、東近江市および旧安土町における事業者支
援の具体的な取り組みを考察する基礎資料にします。
　また、事業計画策定支援に関しては、ビジネスプラン作成講座【全５
回】10/4,11,18,25,11/1及びマーケティングセミナー【全５回】
11/8,14,21,25,28を開催し、多数の方にご参加いただきました。

東近江小規模事業承継マッチング支援センターの概要
（東近江市商工会・安土町商工会）

親族内承継 従業員等
（親族外承継） 第三者承継 空き家・空き店舗

マッチング
会社を

残したくない

廃業を検討
事業承継等に
詳しい弁護士、
会計士、税理士
等と連携

事業承継等に
詳しい弁護士、
会計士、税理士
等と連携

事業承継等に詳
しい弁護士、会
計士、税理士等
及び事業引継ぎ
センターと連携

事業承継等に詳
しい弁護士、会計
士、税理士等及び
事業引継ぎセン
ター、東近江住ま
いるバンクと連携

１.第三者承継に
対する理解

２.会社又は事業
の売却価格の
算定と会社及
び事業の磨き
上げ

３.第三者への承
継の実行

１.空き家・空き店
舗のデータベー
スの構築

２.創業等人材の
データベースの
構築

３.空き家・空き店
舗と創業等人
材とのマッチン
グ

１.関係者の理解
①事業承継計画の公表
②経営体制の整備

２.後継者教育
①社内での教育
②社外教育・セミナー

３.株式・財産の分配
①株式保有状況の把握
②財産分配方針の決定
③生前贈与の検討
④遺言の活用
⑤会社法の活用
⑥その他手法の検討

１.関係者の理解
①事業承継計画の公表
②現経営者の親族の理解
③経営体制の整備

２.後継者教育
①社内での教育
②社外教育・セミナー

３.株式・財産の分配
①後継者への経営権集中
②種類株式の活用
③MBOの検討

４.個人保証・担保の処理

承継の方法・後継者の確定

現状の把握
①会社の現状（ヒト、モノ、カネ）
②経営者自身の資産等の現状
③後継者候補のリストアップ

事業承継計画の作成
中長期の経営計画に事業承継の時期及び具体的な

対策を盛り込んだもの

　事業承継をスムーズに行うための支援の他、後継者がいない場合に親族外の第三者とのマッチングや承継に向けて
の支援を行っていますので、お気軽に各支部までお問い合わせください。
　以上のスキーム図によりスムーズな事業承継のお手伝いを行います。

8



経営発達支援事業の取組状況

　立命館大学と連携し、地域商工業者の事業実態について把握するために、今年の9～10月にかけて東近江市
および旧安土町の商工業者を対象に２つの調査を行いました。 
　１つ目は、事業者を対象とした郵送アンケート調査で、400通を郵送し193通（48.3％）を回収しまし
た。一部でも有効回答があった回答は、集計に含め単に売上や利益の状
況だけでなく、資金調達、雇用、事業展開の方向から事業継承等、実際
に事業主が直面している課題を、業種や事業規模などごとに整理し、今
後の経営支援に何が必要かを明らかにすることに努めました。 
　２つ目は、安土駅前および能登川駅前商店街の訪問調査で、事業者か
ら聞き取りを行いました。ここでは今後これらの地域で商店街活性化の
取り組みを進めるための基礎資料として、各店舗の特徴を明らかにする
とともに、困りごと、改善を求めたいことなどについても聞き取る努力
を行いました。 
　これらの調査にもとづき、東近江市および旧安土町における事業者支
援の具体的な取り組みを考察する基礎資料にします。
　また、事業計画策定支援に関しては、ビジネスプラン作成講座【全５
回】10/4,11,18,25,11/1及びマーケティングセミナー【全５回】
11/8,14,21,25,28を開催し、多数の方にご参加いただきました。

東近江小規模事業承継マッチング支援センターの概要
（東近江市商工会・安土町商工会）

親族内承継 従業員等
（親族外承継） 第三者承継 空き家・空き店舗

マッチング
会社を

残したくない

廃業を検討
事業承継等に
詳しい弁護士、
会計士、税理士
等と連携

事業承継等に
詳しい弁護士、
会計士、税理士
等と連携

事業承継等に詳
しい弁護士、会
計士、税理士等
及び事業引継ぎ
センターと連携

事業承継等に詳
しい弁護士、会計
士、税理士等及び
事業引継ぎセン
ター、東近江住ま
いるバンクと連携

１.第三者承継に
対する理解

２.会社又は事業
の売却価格の
算定と会社及
び事業の磨き
上げ

３.第三者への承
継の実行

１.空き家・空き店
舗のデータベー
スの構築

２.創業等人材の
データベースの
構築

３.空き家・空き店
舗と創業等人
材とのマッチン
グ

１.関係者の理解
①事業承継計画の公表
②経営体制の整備

２.後継者教育
①社内での教育
②社外教育・セミナー

３.株式・財産の分配
①株式保有状況の把握
②財産分配方針の決定
③生前贈与の検討
④遺言の活用
⑤会社法の活用
⑥その他手法の検討

１.関係者の理解
①事業承継計画の公表
②現経営者の親族の理解
③経営体制の整備

２.後継者教育
①社内での教育
②社外教育・セミナー

３.株式・財産の分配
①後継者への経営権集中
②種類株式の活用
③MBOの検討

４.個人保証・担保の処理

承継の方法・後継者の確定

現状の把握
①会社の現状（ヒト、モノ、カネ）
②経営者自身の資産等の現状
③後継者候補のリストアップ

事業承継計画の作成
中長期の経営計画に事業承継の時期及び具体的な

対策を盛り込んだもの

　事業承継をスムーズに行うための支援の他、後継者がいない場合に親族外の第三者とのマッチングや承継に向けて
の支援を行っていますので、お気軽に各支部までお問い合わせください。
　以上のスキーム図によりスムーズな事業承継のお手伝いを行います。

買物弱者支援
商工会移動販売車の貸与先の募集 !!

　東近江市商工会では、奥永源寺地域を中心に平成25年10月より市の助成を受けながら移動販売

車を利用して、商工会が主体となり移動販売を行ってきました。

　３年が経過し今後の方針を検討したところ、経費負担等の問題もあり平成29年３月をもって終

了することとなりました。

　そこで、平成29年４月以降に会員事業者さんで、この車を利用して移動販売を希望される方に

貸与を行います。

移動販売車設備
　・軽トラックベースの改造車（平成25年式）

　・冷蔵庫・冷凍庫・手洗い設備備え付け

事前に永源寺支部へ連絡の上、お越しいただくと、実車を確認できます。

貸与を希望される方は、平成29年１月20日までに商工会永源寺支部までご連絡ください。

希望者が多数の場合は、面談にて決定します。

ご不明な点は、永源寺支部までお問い合わせください。　

電話　0748ー27ー0360　（担当　前田）

貸与条件（２年契約）

・食料品（生鮮三品含）を中心とした物販の移動販売であること

・稼働日数の半分以上は東近江市内での販売であること

・週１回以上は奥永源寺地域（君ヶ畑、蛭谷、箕川、政所、蓼畑、

杠葉尾、黄和田）で販売を行うこと

・貸与者で保健所の販売許可を得ること

・月額使用料　１万円（税込）　

・軽自動車税、車検の法定費用（自賠責・重量税・印紙代）は商工会で負担

・任意保険、ガソリン代、修繕費等の日常費用は貸与者負担

募集コーナー
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新たに受けたマル経融資･創業融資について、利子１％を３年間補助します。

■利用可能な人
・個人は住民登録が、法人は登記が１年以上東近江市
にあること（マル経融資の場合）
・契約日において東近江市で開業を予定しているか、
開業後１年未満であり、個人は住民登録が、法人は
登記が東近江市にあること（新規開業の場合）
・当初約定通りに遅滞なく償還していること
・市税の未納がないこと

東近江市利子補給制度

■利子補給額
　　利子１％相当分について、融資を
受けられた日から３年間（36か月
間）補助します。ただし1,000円未
満は切り捨てとなります。

※詳しい内容については、商工会まで
　お問い合わせください。

※申込み受付後、経営指導員によ
る調査を行い、商工会金融審査
会を開催し審議しますので余裕
をもってお申し込みください。
※ご相談の内容や審査の結果に
よっては、ご希望に添えないこ
とがあります。
※必要書類等、詳しい内容につい
ては、商工会までお問い合わせ
ください。

事業資金は利子補給制度のあるマル経融資で！

小規模事業者経営改善資金（マル経）融資制度

　マル経融資とは、小規模事業者の方で、商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫より無担保・無保証人で利用でき
る融資制度です。

ご利用いただける方

資金の使い道

限　　度　　額

融　資　期　間
利　　　　　率

・従業員20人以下（商業・サービス業は５人以下）の小規模事業者

　※従業員は家族従業員、パートタイマー、法人の役員を除く

・東近江市商工会の地区内で１年以上事業を営む方

・商工会の経営指導を６ヶ月以上受けている方

・納期限の到来している所得税（法人税）、事業税、住民税、消費税を完納している方

・日本政策金融公庫（国民生活事業）の非融資対象業種でないこと

設備資金・運転資金

2,000万円

※1,500万円超の融資を受ける場合
○融資前に事業計画を作成していただきます。

○融資後、残高が1,500万円以下になるまで経営指導員が半年ごとに訪問して、事業の

進み具合をお聴きします。

設備資金　10年以内　/　運転資金　７年以内

固定金利　年1.16％　（平成28年10月現在）

耳より情報コーナー

　毎年1月（または融資を受けた日）から12月までに支払った利子について、翌年1月末日までに東近江
市商工会に必要な書類を提出してください。

10



新たに受けたマル経融資･創業融資について、利子１％を３年間補助します。
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小規模事業者経営改善資金（マル経）融資制度
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融　資　期　間
利　　　　　率

・従業員20人以下（商業・サービス業は５人以下）の小規模事業者

　※従業員は家族従業員、パートタイマー、法人の役員を除く

・東近江市商工会の地区内で１年以上事業を営む方

・商工会の経営指導を６ヶ月以上受けている方
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・日本政策金融公庫（国民生活事業）の非融資対象業種でないこと

設備資金・運転資金

2,000万円

※1,500万円超の融資を受ける場合
○融資前に事業計画を作成していただきます。

○融資後、残高が1,500万円以下になるまで経営指導員が半年ごとに訪問して、事業の

進み具合をお聴きします。

設備資金　10年以内　/　運転資金　７年以内

固定金利　年1.16％　（平成28年10月現在）

耳より情報コーナー

　毎年1月（または融資を受けた日）から12月までに支払った利子について、翌年1月末日までに東近江
市商工会に必要な書類を提出してください。

小規模事業者持続化補助金

公募を開始

販路開拓の
取組に

50万円の
補助が

受けられます

応募にかかる詳細内容は、滋賀県商工会連合HPにある公募要領をご覧ください
滋賀県商工会連合会　大津市打出浜2番1号　☎(077)511-1470 http://www.shigasci.com

東近江市商工会が貴社の計画策定をサポートします

中小企業等経営強化法が７月よりスタート！
「経営力向上計画」を
策定して、
貴社の稼ぐ力を
強化しましょう！
経営力向上計画とは…

策定した計画が国から“経営力向上計画”と認定された場合、資本金
１億円以下の会社や個人事業主は、計画に基づき取得した一定の機
械及び装置で一定の要件*を満たす場合、固定資産税の課税標準が
３年間半額になるほか、信用保証協会による保
証枠の拡大など金融支援も用意されています。
（*要件：①160万円以上の機械及び装置、②生
産性が年平均１%以上向上する ほか）
経営力向上計画策定に関心のある事業所の皆さん、
まずは、お近くの支部へご連絡下さい。

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資により、自社の生産性を向上す
るための計画で、認定を受けるためには、所定の様式に従い作成する必要があります。

支援の流れ

計画策定を
経営指導員が
お手伝い

貴社の
経営力強化

経営力向上計画
策定

国（事業分野毎の
担当省庁）による認定

固定資産税最大３年間半額
その他の金融支援（対象要件有*）

締め切りに十分余裕を持って、東近江市商工会へご相談ください。

参考情報
経営強化法 検索

経営力
向上の
事　例

サービス業における取組（例）
　売上、予約状況等の情報をタブレット端末を用
いて、各所の従業員にリアルタイムで共有。細やか
な接客や業務の効率化による収益向上を実現。

製造業における取組（例）
　自動化された工作機械を導入しつつ、従業
員の多能工化を促進し、一人で管理できる工
作機械を増やし、収益力の向上を実現。
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お知らせコーナー

年末調整による源泉所得税納付事務相談会

　下記のとおり開催しますので、是非この機会をご利用されますようご案内します。
　なお、下記の個別相談日程でご都合の悪い方や指導を必要としない方につきましては、事前にご連絡ください。
 ＜開催日・会場および税理士名＞ 
№ 開　催　日 蒲　生 永源寺 五個荘 能登川 愛　東 湖　東
1 2月16日（木） ○
2 2月17日（金） ○ 土肥　秀邦
3 2月20日（月） ○
4 2月21日（火） ○
5 2月22日（水） ○
6 2月23日（木） 久村　和恵 大堀　昭重
7 2月24日（金） ○ 肥田美重子 荻田　清子 （農）福田長利
8 2月27日（月） ○ ○
9 2月28日（火） ○ 山本　憲宏 荻田　清子
10 3月 1日（水） ○ 大堀　昭重
11 3月 2日（木） 山本　憲宏 肥田美重子 ○
12 3月 3日（金） ○ 山本　憲宏 荻田　清子 ○
13 3月 6日（月） 久村　和恵 ○
14 3月 7日（火） ○ 肥田美重子
15 3月 8日（水） ○ ○
16 3月 9日（木） 土肥　秀邦 ○ （農）福田長利 ○
17 3月10日（金） ○ ○ 大堀　昭重
18 3月13日（月） ○ ○ ○
19 3月14日（火） ○ ○
20 3月15日（水） ○ ○

 ＜時　間＞ 
午前の部：午前９時～１２時
　　　　（受付は11：30まで）
午後の部：午後１時～　４時
　　　　（受付は 3：30まで）
※いずれの会場も同じです。

平成28年分青色申告決算(消費税含む)及び所得税確定申告に係る
派遣税理士による個別相談会

　下記○印の日に各支部で集中して行いますので、ご相談のある方は、出来る限り開催日にご来所ください。
　なお、所属支部の相談日にご都合の悪い場合は、他の支部会場でもご相談していただけますので、ご遠慮なくお越しください。
　また、納期が平成29年１月20日（金）となっていますので、遅れないようにご納付ください。

 ＜開催日および会場＞ 

支部名 1/5
(木)

1/6
(金)

1/10
(火)

1/11
(水)

1/12
(木)

1/13
(金)

1/16
(月)

1/17
(火)

1/19
(木)

蒲　生 ◯ ◯ ○ ○
永源寺 ○ ○※
五個荘 ◯ ◯ ◯ ◯
能登川 ◯ ◯ ◯
愛　東 ◯農 ◯ ◯
湖　東 ◯ ◯
　　　　　　　　注）：※印は、税理士対応。農は、農業事業所対応日。　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ＜時　間＞ 　午前の部：午前9時～11時30分
午後の部：午後1時～ 4時30分

　　　　　　　※いずれの会場も同じです。

 ＜持参品＞ 
・�平成28年度所得税源泉徴収簿（賃金台帳等の
支払賃金のわかるもの）
・�保険料等控除証明書（生命・介護・年金・地
震・国民年金・国保）
・平成28年度扶養控除等申告書
・平成28年７月納付済み領収書
・�平成28年度の年末調整関係諸用紙（税務署
等より送付）
・�平成27年度の年末調整関係書類
・�個人番号を確認するための書類（個人番号カー
ド(裏面)、通知カード等）
・印鑑
・�税務手数料（源泉事務5,400円／年）

（敬称略）○印のところについては、現在調整中。決定次第、別途、関係事業所様にご案内します。

 ＜持 参 品＞ 
①平成28年度決算書作成に必要な帳簿・伝票等
②税務署より送付された書類及びはがき
③昨年の決算書・確定申告書の控え
　(消費税については、H26,H27年分）
④所得控除に必要な証明書類
　・生命保険控除証明書
　�（一般生命・個人年金・介護）
　・地震保険控除証明書
　・国民健康保険料納付確認書
　・国民年金の控除証明書

　・国民年金基金の控除証明書
　・小規模企業共済控除証明書
　・医療費の領収書
　�（�H28年中に支払った医療費が、一定

の金額以上ある方のみ）
⑤年金所得・給与所得のある方は源泉徴収票
⑥予定納税額がわかる書類
　（予定納税された方のみ）
⑦印鑑
⑧税務手数料（5,400円／年）
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お知らせコーナー

滋賀県最低賃金が改正されています！

滋賀県最低賃金
（地域別最低賃金） 788円 時間額（発効日 平成28年10月6日）

　「地域別最低賃金は」、産業や職種、年齢に関係なく、パートや
学生アルバイト、派遣労働を含む全ての労働者に適用されます。
　最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休
日・深夜手当、賞与、臨時に支払われる賃金は含まれません。

※産業によって、特定（産業別）最低賃金が定め
られているものがあります。
　詳しくは、滋賀労働局のホームページ
　http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.jo.jp で
　ご確認下さい。

滋賀労働局　賃金室
大津労働基準監督署

＜お問い合わせ先＞
℡（077）522-6654
℡（077）522-6641

彦根労働基準監督署
東近江労働基準監督署

℡（0749）22-0654
℡（0748）22-0394

近畿府県
地域別最低賃金

（時間額）

発効日

京　都

831円

28.10.2

大　阪

883円

28.10.1

兵　庫

819円

28.10.1

奈　良

762円

28.10.6

和歌山

753円

28.10.1

自転車保険に加入しよう！
なんで自転車保険に
入らなきゃいけないの？

●自転車事故の高額賠償事例
が増えています。

 （未成年であっても賠償責任を負う
　 事例も）

●滋賀県で自転車に乗る
  すべての人が対象です。
●平成28年10月１日から
   滋賀県で加入義務化。

65歳以上の方への雇用保険の適用拡大
　平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、
「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。
　平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者につ
いても、雇用保険の対象となりますので、加入手続きをし
ていただく必要があります。
　雇用保険被保険者資格取得届の提出期限については、平
成29年１月１日以降雇用されたときは、被保険者となった

日の属する月の翌月10日までに提出してください。
　平成28年12月末までに雇用し平成29年１月１日以降も
継続して雇用している65歳以上の労働者の届出は、平成
29年３月31日までに提出してください。
　また、平成32年度より、64歳以上の方についての雇用
保険の徴収が始まります。
　詳しくは、各支部へお問い合わせください。
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商工会WEBセミナー

視聴にはアカウント（IDとパスワード）が必要です。
サービスをご利用希望の方は、下記までお問い合わせください。

連絡先電話番号 

▲

☎0749-46-8770
メールアドレス 

▲

higashiomi-shoko@e-omi.ne.jp

滋賀県商工会連合会が主催するインターネット・セミナーです。
会社や自宅にいながら、インターネットから観たいセミナーがいつでも視聴できます。
忙しくてセミナーや研修会に参加できない方などに最適です。お気軽にご活用ください。
実務家、一般経営、税務、人材育成、環境など、ジャンル別にタイトルを検索できるので、
知りたい情報がすぐに見つかります。
商工会WEBセミナーは、パソコン、Android 端末からご利用が可能です。

商工会WEBセミナーとは

忙しい人におすすめ！WEBで経営に役立つ情報が得られるよ！ WEBセミナーは商工会の専用サービスです

420タイトル以上の
セミナーが無料で
視聴できます！

http://www.esod-neo.com/web/shiga/pfsci/index0902.html
いつでもどこでも
学べるよ

＜１月公開予定の注目セミナー＞ ｠
● ストーリーが会社を救う ! 売れない時代の新しい売り方
● 江戸しぐさに学ぶ中小企業経営　1月：繁栄をもたらした江戸しぐさ
● 衰退産業に光をあてる、着物業界の最新トレンド　～大人のためのちゃんとした着物入門講座～
● 落ち込み3秒で復活！驚異のストレスマネジメント術
● 江戸時代より語り継がれた「経営の王道」＜第9回＞石田梅岩が語った「道と心の経営」 ～諸経は心の磨種 (とぎぐさ )～
● 新「エクセルができます！」と言えるようになる講座 (4)　データベース編
＜11月視聴ランキング（全国版）＞ ｠
1位 「お客様が集まる ! 商品が売れる ! インスタグラム超入門 / 1. はじめに～自己紹介」 
2位 「お客様が集まる ! 商品が売れる ! インスタグラム超入門 / 2.Instagramとはなにか」
3位 「お客様が集まる ! 商品が売れる ! インスタグラム超入門 / 3. 商品が売り切れてしまったインスタグラム事例」

14
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サービスをご利用希望の方は、下記までお問い合わせください。

連絡先電話番号 

▲

☎0749-46-8770
メールアドレス 

▲

higashiomi-shoko@e-omi.ne.jp

滋賀県商工会連合会が主催するインターネット・セミナーです。
会社や自宅にいながら、インターネットから観たいセミナーがいつでも視聴できます。
忙しくてセミナーや研修会に参加できない方などに最適です。お気軽にご活用ください。
実務家、一般経営、税務、人材育成、環境など、ジャンル別にタイトルを検索できるので、
知りたい情報がすぐに見つかります。
商工会WEBセミナーは、パソコン、Android 端末からご利用が可能です。

商工会WEBセミナーとは

忙しい人におすすめ！WEBで経営に役立つ情報が得られるよ！ WEBセミナーは商工会の専用サービスです

420タイトル以上の
セミナーが無料で
視聴できます！

http://www.esod-neo.com/web/shiga/pfsci/index0902.html
いつでもどこでも
学べるよ

＜１月公開予定の注目セミナー＞ ｠
● ストーリーが会社を救う ! 売れない時代の新しい売り方
● 江戸しぐさに学ぶ中小企業経営　1月：繁栄をもたらした江戸しぐさ
● 衰退産業に光をあてる、着物業界の最新トレンド　～大人のためのちゃんとした着物入門講座～
● 落ち込み3秒で復活！驚異のストレスマネジメント術
● 江戸時代より語り継がれた「経営の王道」＜第9回＞石田梅岩が語った「道と心の経営」 ～諸経は心の磨種 (とぎぐさ )～
● 新「エクセルができます！」と言えるようになる講座 (4)　データベース編
＜11月視聴ランキング（全国版）＞ ｠
1位 「お客様が集まる ! 商品が売れる ! インスタグラム超入門 / 1. はじめに～自己紹介」 
2位 「お客様が集まる ! 商品が売れる ! インスタグラム超入門 / 2.Instagramとはなにか」
3位 「お客様が集まる ! 商品が売れる ! インスタグラム超入門 / 3. 商品が売り切れてしまったインスタグラム事例」

経営セーフティ共済 検  索 小規模企業共済 検  索

★毎月3万円の掛金（年間36万円）で、例えば課税対象
　所得400万円の方なら、約11万円の節税になります。
　（左図は確定申告書の記載例）

回収困難となった売掛金（被害額）相当の資金を調達できます。（最高8,000万円まで）
「取引先の倒産」と「商取引の事実」の確認で迅速に貸付実行。「取引先の倒産」と「商取引の事実」の確認で迅速に貸付実行。

当面の資金繰りに役立ち、自社と社員を守れます。当面の資金繰りに役立ち、自社と社員を守れます。

将来、「廃業」「役員退任」等が生じたときに共済金を
受け取れます。
将来、「廃業」「役員退任」等が生じたときに共済金を
受け取れます。
現役引退後の安心した生活設計が図れます。現役引退後の安心した生活設計が図れます。

掛金は
損金もしくは
必要経費に
算入できます

掛金は
全額所得
控除
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※この広告欄は、会員事業所の PR・お知らせ等にご利用下さい。

　先日、体調を崩し診てもらうと、血流の悪化から来るものでした。日々様々な事業活動や組織運営に

おいても同様に気をつけたいものだと痛感しました。

　当商工会も合併して５年が過ぎ、来年度には本部事務所の移転等体制は変わりますが、主役は会員皆

様です。広報の一員として微力ながら役立ちたいと思います。　　　　　　　　　　　　 　　   （O・H）

編 集 後 記

問　　題　正しいのは、どれでしょう？

　　　　　A 色則是空 　B 色即是空 　C 色俗是空

応募方法　・クイズの答え

　　　　　・ご希望の店名（広告掲載の６店舗から選

んでください。）

発行：東近江市商工会　東近江市下中野町 431 番地　TEL.0749−46−8770　

　　　　　・郵便番号　住所、氏名、年齢、電話番号を記

入の上、官製ハガキ又はFAXで応募してくだ

さい。

応募締切　平成29年１月20日（金） 必着

送 り 先　〒527-0157　東近江市下中野町431番地
　　　　　東近江市商工会　広報係　宛

　　　　　FAX　0749-46-0201

・商品券の発送をもって当選者の発表とさせて頂きます。
・抽選の結果、お店はご希望に添えないことがあります。
・個人情報は、抽選の目的以外は使用しません。

読者プレゼントクイズ
商品券3,000円分を12名様にプレゼント

第16号読者プレゼントクイズ　　問題  「171」この数字は、何の数字かわかるかな？　答え  ③災害用伝言ダイヤル

しきそくぜくう
仏教用語　この世のすべての事物や現象は、
　　　　　実体でなく空無である。
用　　例　所詮　この世は色そく是空＝
　　　　　くだらない地位にしがみつく必要などない。

お願い 住所、代表者など変更があれば事務局までお知らせください。

福永喜三郎商店

☎ 0748-55-0037
FAX 0748-55-2087
東近江市桜川西町361-2
営業時間 ／ 9:00～19:00
定休日／火曜日
駐車場 ／乗用車3台
http://www.ohmimaruki.com 
E-mail：ent1252@ohmimaruki.com

直
営
肉
牛
牧
場
で

極
め
た
味
の
真
髄
‼ すきやき肉・しゃぶしゃぶ肉

鉄板焼肉赤身スライスサーロイン

五個荘観光センター五個荘観光センター

☎0748-48-6212
東近江市五個荘塚本町273-1
営業時間：9：00～16：30　　　　定休日：不定休

ボリュームがあって
、お得な

ランチがとってもオ
ススメ!!

フレンチレストラン ～アバリス～

Lunch 12:00～15:00 / Last order 13:00
Dinner 18:00～22:00 / Last order 20:00

〒521-1205 東近江市躰光寺町428-3  TEL：0748-26-3587

ランチコース 1,800円～（税別）
ディナーコース 3,800円～（税・サービス料別）

飲んで歌って、
手軽な料金で

利用して頂けます。
忘年会、新年会
只今予約受付中。

東近江市東沖野２丁目5-16
☎090-5646-9874（小梶）
営業時間 /13：00～23：00
定休日/火曜日

ふるさとの味にこだわった
「長崎ちゃんぽん」と「長崎皿うどん」
自信をもってお薦めしています！

〒521-1221 東近江市垣見町765-6 ＴＥＬ：0748-42-2551

ＪＲ能登川駅
東口より
徒歩１分！

昼 11：00～13：15（平日のみ）
夜 16：30～23：00（月～土） 定休日：日曜日

営業
時間

近江の煎茶、玉露、玉露かりがね、ティー
パックその他各種取り揃えております。
味と水色にこだわり新感覚のお茶でお
客様より好評を頂いております。
ぜひ一度お買い求め下さいませ。

ことうの茶 湖東製茶
〒527-0131 東近江市勝堂町1121
ＴＥＬ：０７４９－４５－２０４０

￥600(税抜)

￥800(税抜)

￥1000(税抜)


