
※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。

　今回の総代会で、任期満了に伴う役員改選があり、当商工会の礎を築かれた川瀬重雄氏は勇退さ

れ、足立進氏が新会長となりました。就任にあたってのスローガンとして会員一人一人が誇りを

持って、職員とともに日本一宣言をされましたので、これに向かって役職員一丸となって突き進み

たいと思います。（Ｎ．Ｍ）

編 集 後 記

問　　題　湖東三山と総称される、湖東地域にある３つ
の天台宗寺院。西明寺、金剛輪寺、あと１つ
はどこでしょう？

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。）

発行人：東近江市商工会　東近江市池庄町 505 番地　TEL.0749−45−5077

　　　　　・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30年８月17日（金）必着

送 り 先　〒527-0113　東近江市池庄町505番地
　　　　　東近江市商工会　広報係　宛
　　　　　FAX　0749-45-5088
・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22号読者プレゼントクイズ 問題 答え

お願い 住所、社名、代表者など変更があれば事務局までお知らせください。

東近江市に関係のある名前が付いている桜はどれでしょうか？ 永源寺桜

のどかな
谷津田風景
東に鈴鹿山脈を抱える東近江市 ( 旧永源寺

町 ) 甲津畑長谷地区は、山麓の谷間に階段

状の谷津田が昔ながらの景観を留めていま

す。周囲の山林と調和した美しい景観は、

山村の原風景とも言えるものです。

会員数 1,431名
（平成30年６月21日現在）

№232018.7
商工会報

［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30年度 第８回通常総代会の開催
　平成30年５月22日（火）午後１時30分から湖東コミュニティーセン
ターにおいて、通常総代会を小椋東近江市市長他多数のご来賓・総代・関係
者の出席の下、開催しました。
　川瀬会長は、冒頭あいさつの中で、「会員事業所の巡回訪問をすることに
より会員ニーズを把握し、中でも小規模事業者向けの持続化補助金の申請に
ついては、多くの会員事業所に補助金を有効活用して頂くことができ、会員
満足度の向上に努めることができた。今後も“商工会は行きます 聞きます 
提案します”をスローガンに各種事業に取り組んでいく」との挨拶があり、
議案審議に入りました。
　提出議案については、定款、規約の一部改正や平成29年度事業報告２億
1,592万円の決算や平成30年度事業計画２億1,695万円の予算等が全て原
案通り承認されました。また、任期満了に伴う役員改選では、新会長に足立
進氏、副会長に広瀬芳文氏、鈴村重史氏が選任され新体制でのスタートとな
りました。会員皆様のご協力よろしくお願いします。
　なお、事業計画に伴う重点事項は、次のとおりです。

理事会　開催計画
回数 月　　日 時　間 場　所
１ ４月27日（金） 17：00 湖東商工会館
２ ６月21日（木） 17：00 湖東支所
３ ８月17日（金） 17：00 湖東支所
４ 10月19日（金） 17：00 湖東支所
５ 12月14日（金） 16：00 湖東支所
６ ２月15日（金） 17：00 湖東商工会館
７ ３月22日（金） 17：00 湖東支所

正副会長・筆頭理事会議　開催計画
回数 月　　日 時　間 場　所
１ ４月27日（金） 15：00 商工会
２ ５月18日（金） 18：00 クレフィール湖東
３ ５月28日（月） 13：00 八日市商工会議所
４ ６月21日（木） 15：00 商工会
５ ７月17日（火） 15：00 商工会
６ ８月17日（金） 15：00 商工会
７ ９月11日（火） 15：00 商工会
８ 10月19日（金） 15：00 商工会
９ 11月13日（火） 15：00 商工会
10 12月14日（金） 14：00 商工会
11 １月15日（火） 15：00 商工会
12 ２月15日（金） 15：00 商工会
13 ３月22日（金） 15：00 商工会

職員の人事異動のおしらせ（敬称略）
（平成30年4月1日付）

経営支援課長　澤村浩正 （県連合会へ）
主査　宿谷正憲 （愛荘町商工会へ）
主事　中瀬雅人 （県連合会へ）

転 出 ご苦労様でした。

よろしくお願いします。転 入

主 任
奥村　　卓

（湖南市商工会より）

主 事
神山　秀昭

（新規採用）

重点事項

1.創業者支援事業の実施

2. 経営発達支援事業及び小規模事業承継
マッチング事業の実施

3.地域振興事業等の実施

4. 会員向け補助金等の活用支援

5.各種共済制度の普及推進

6.市内統一カードの導入準備

7. 会員の福利厚生事業・親睦事業の実施

8.関係団体等との連携強化
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新役員紹介

会長　足立　進
事業所　㈱総合滋賀

監事　野﨑広之
事業所　野﨑石材

副会長　鈴村重史
事業所　㈱アプテック
地域活性化委員会担当

副会長　広瀬芳文
事業所　㈲ひろせ

総務企画委員会担当

筆頭理事　青山弘男
事業所　㈱青山

筆頭理事　寺嶋嘉孝
事業所　㈱寺嶋製作所

理事　藤野　滋
事業所　藤野商事㈱

理事　青山孝司
事業所　青山表具店

理事　脇坂喜好
事業所　丸喜建設㈱

筆頭理事　野田清久
事業所　野田造園

理事　清水洋子
事業所　フローリスト花はづき

理事　西村高明
事業所　西村電気商会

理事　加藤清和
事業所　㈱加藤組

理事　土田真也
事業所　土田建材㈱

理事　杉田米男
事業所　㈲杉田鉄工所

理事　日根野亮一
事業所　外川善種苗園

理事　谷川裕一
事業所　㈱谷川精密

理事　平尾克己
事業所　丸善呉服店

理事　岡田喜吉
事業所　滋賀オカタ産業㈱

理事　植田すえ子
事業所　農家民泊　穂の香のしずく

理事　岸本邦臣
事業所　㈱ヒトミワイナリー

理事　辻　英幸
事業所　㈱ツジトミ

理事　西﨑　彰
事業所　西﨑登記測量事務所

理事　山本直彦
事業所　A・I労務サポートオフィス

理事　小漆間繁雄
事業所　㈱小漆間工業

理事　村林則夫
事業所　㈲スポットクリミ

監事　岡本　弘
事業所　㈲岡本こんにゃく本舗

広報委員会（委員長　野田清久）

総務企画委員会（委員長　青山弘男） 地域活性化委員会（委員長　寺嶋嘉孝）

※役員の任期：平成30年５月～平成33年５月（３年間よろしくお願いします。）
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部会報告及び活動報告

商業部会
部会長　日根野　亮一

建設業部会
部会長　村林　則夫

工業部会
部会長　岡田　喜吉

サービス業部会
部会長　山本　直彦

　と　き：平成30年４月20日（金）
　ところ：鮒清

　今年度は、地域密着型の部会活動の良い面を生かしつつ、
地域の枠を超えた大きな視野に立ち、大規模商工会ならで
はの事業展開を行っていきます。
　また、昨年度より導入検討をしているカード事業につい
ては当部会だけでなく行政、他部会と情報共有をしながら
東近江市地域全体の地域活性化に繋がるよう導入を図りた
いと思います。

事業計画
①知識と親睦を深める「視察研修会と会員交流」の実施
②他部会との交流会の実施
③ビジネスチャンスにつながる研修会・講習会への参加

　と　き：平成30年４月23日（月）
　ところ：クレフィール湖東

　当部会は、部員数477名と商工会の部会では、一番多く
の部員数です。
　部会総会では、平成29年度事業報告・収支決算の承認、平
成30年度事業計画・収支予算の決定、任期満了に伴う役員
の選出の３議案を上程し、全議案可決承認。新部会長には村
林則夫氏が選任され、新体制がスタートしました。

事業計画
①会員交流と視察研修の実施
②研修会・講習会の開催
③懇談会・交流会の開催

　と　き：平成30年４月18日（水）
　ところ：八日市ロイヤルホテル 

　当部会は、毎年部会総会の前にセミナーを開催しており、
今回は東近江市長小椋正清氏を招き、「工業振興施策につい
て」というテーマでご講演頂きました。部会員の皆さんは、
直接市長から市の施策などの話を聞けるため、興味深く話
を聞いておられました。
　その後、部会総会が開催され、上程された議案は全議案原
案通り可決し、新部会長に岡田喜吉氏が選任されました。

事業計画
県内視察研修の実施　
セミナーの実施　

　と　き：平成30年４月25日（水）
　ところ：クレフィール湖東

　本年度は、引き続き「ひと・まち・しごと創生」のテーマ
のもと地域資源を活かしながら「人・モノ・資金」が活発に
循環する経済社会づくりに貢献できる取組みを進めます。
　また、会員間はもちろんのこと、本会の他部会や地域の
経済団体等とも連携を図りながら、情報交換・情報発信を
積極的に進めていきたいと考えています。
　具体的な事業計画は以下の通りです。

事業計画
①講習会・研修会の実施
②部会内・他部会との交流会の実施

　４月 11 日（水）、八日市ロイヤル
ホテルにおいて、商工会川瀬会長と県
青年部連合会塚本会長を来賓にお迎え
し、通常部員総会を盛大に開催しまし
た。提出議案は、全て原案のとおり承
認され、新年度事業計画に基づき、各
種事業を展開していきます。皆様の温
かいご支援をよろしくお願いします。

東近江市商工会青年部 部長　西村　高明

東近江市商工会女性部 部長　植田　すえ子

　４月18日（水）クレフィール
湖東において、平成30年度の通
常部員総会を開催しました。上程
された議案は全て承認され、ご臨
席いただいた来賓からは女性部に
対する期待と励ましの言葉を頂戴
し、身を引き締める思いで今年度
のスタートを切りました。今年度
の事業計画は、おもてなし交流事
業の充実実施、経営講演会の開
催、県外視察研修会の実施など部
員のスキルアップと資質向上を図
り、部員が心を一つにして女性部
活動に邁進する所存であります。
　東近江市商工会女性部ここに
あり！

　また、４月 21 日・22 日には、赤レンジャイ活動
として紅白出場経験もあるももいろクローバーＺの
イベント『春の一大事 in 東近江市』のサブステージ
に出演しました。同時にイベント限定商品として、赤
レンジャイとももいろクローバーＺとのコラボグッズ
も作成し、イベント全体を大いに盛り上げました。

コラボクリアファイルを製作
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Ⅰ．経営発達支援事業の内容
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】　

目標数値 達成数値 達成率
立命館大学と連携した
地域景況調査回数 年２回
調査件数 230件

地域景況調査回数 年２回
調査件数 254件

100.0％
110.4％

商店街実態調査回数 年１回 商店街実態調査回数 年１回 100.0％
２．経営状況分析に関すること【指針①】

目標数値 達成数値 達成率
経営状況分析に向けた
情報収集の為の巡回件数
 1,450件（実企業数）

巡回件数巡回件数 1,706件 117.7％

分析及び課題抽出
事業者件数 70件 分析事業者件数 76件 108.6％

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】　
目標数値 達成数値 達成率

小規模事業者向け事業計画
策定セミナー開催回数 ６回 開催回数 ７回 116.7％

セミナー参加者 事業計画策
定数 20件
経営分析実施事業者　事業
計画策定数 70件

セミナー参加者 事業計画策
定数 20件
経営分析実施事業者　事業
計画策定数 76件

100.0％

108.6％
東近江小規模事業承継
マッチング支援センター
事業承継支援件数 30件

事業承継支援件数 38件 126.7％

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
目標数値 達成数値 達成率

経営指導員フォローアップ
事業者数 90件
延べ巡回数 540件

事業者数 109件
延べ巡回数 564件

121.1％
104.4％

５． 需要動向調査に関すること【指標③】※事業計画に基づい
て開発した商品・サービスについてアンケート調査

目標数値 達成数値 達成率
観光客対象　アンケート調
査枚数 1,200枚
地域需要型　アンケート調
査枚数 1,200枚

アンケート調査枚数
 1,358枚
アンケート調査枚数
 1,219枚

121.1％

101.6％
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】

目標数値 達成数値 達成率
展示会・アンテナショップ
出品事業者数 15事業所
上記の商談件数 150件

出品事業者数 30事業所
上記の商談件数 1,204件

200.0％
802.7％

ホームページ、ＳＮＳ等
活用事業所数 19事業所  34事業所 178.9％

上記のアクセス数 1,900件 上記のアクセス数 5,826件 306.6％
情報誌等への掲載事業所数
 ４事業所

情報誌等への掲載事業所数
 16事業所 400.0％

プレスリリース事業所数
 ４事業所

プレスリリース事業所数
 10事業所 250.0％

海外展開支援事業者数
 ６事業所
上記の商談数 18件

海外展開支援事業者数
 ８事業所
上記の商談数 23件

133.3％
127.8％

情報活用戦略、販路開拓
関連セミナー開催数 ６回 セミナー開催数 ６回 100.0％

Ⅱ．地域（経済）活性化に資する取組
　　（連携先：行政、ハローワーク、観光協会、商店街）

目標数値 達成数値 達成率
地域活性化検討会議開催数
 ４回

地域活性化検討会議開催数
 ４回 100.0％

地域ブランド認定数 ２件 地域ブランド認定数 ０件 0.0％
※ 地域ブランドの認定については、平成29年度認定件数は０件、 

５年計画で10件の目標、残り３年で10件の認定を目指す。
合同就職説明会開催数 ２件 合同就職説明会開催数 ３件 150.0％
まちなか賑わい創出に
関する支援回数 ２回 支援回数 ４回 200.0％

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み
事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること

目標数値 達成数値 達成率
支援事業の成果の「見える
化」報告書作成数 20件

「見える化」報告書作成数
 57件 285.0％

平成29年度　経営発達支援事業（東近江市商工会・安土町商工会）事業実績（主な事業）

事業評価委員会
　開催日時：平成30年４月23日（月）14:15～16：20
　開催場所：東近江市湖東支所会議室

評価委員会からの意見
・ 経営発達支援事業の各事業については、ほとんどの事業において数

値目標通り、あるいは超過して達成しており、高く評価できると考
えます。

・ 支援事例「見える化」報告書が目標の３倍近い57件作成されたこと
は、支援推進の上で貴重な資料となるもので、これについても高く
評価できると考えます。

・ 経営状況分析にむけた情報収集では、目標を超える1,706件に巡回
調査を行っている実績は評価できます。そのなかから共通様式を用
いて分析を行うことで、職員間の情報共有を図っている点も、重要
な点だと考えます。

・ 各種セミナーについては、回数は目標を達成しているものの、毎回
の参加者数にばらつきがあります。この点については、少人数でも
意欲がある事業者に参加していただくことが重要だという意見があ
る一方、事業承継セミナーなどは個別相談の必要性も指摘されまし
た。これらについて検討し、より効果的な形態での継続した取り組
みを求めます。

・ 2016、17年度と事業所アンケートや商店街調査などで調査結果
が蓄積されています。今後はこれらの調査データや資料を、具体的
な支援事業施策の展開や、個別事業者との経営相談に際してさらに
活用していくことが望まれます。

小型家電のリサイクル回収にご協力下さい

■お問い合わせ窓口■
みんなのメダルプロジェクト
事務局　日本環境衛生センター
☎0570-035-530
●受付時間／平日10:00～17:00

■回収場所・方法■
【専用ウェブサイト】
http://www.toshi-kouzan.jp
「みんなのメダル」で検索！！

　あなたの携帯電話・パソコン・デジタル
カメラ等がメダルに生まれ変わります！
　このプロジェクトを通じて、オリンピック・パラリンピック合わせ
て金・銀・銅あわせて約5,000個のメダルを製作する予定です。「都
市鉱山からつくる！みんなのプロジェクト」は「東京2020参画プロ
グラム」の公認プログラムです。

東近江市商工会および安土町商工会では経営発達支援計画
に基づき、伴走型小規模事業者支援推進事業費補助金約
420万円が採択されたことにより、下記の展示会出展支援
を行います。

１．対象展示会

展示会名 日程 場所 出展支援数
（安土町商工会枠含む）

東京ギフト
ショー春2019

平成31年２月
12日（火）～
15日（金）

東京ビッグ
サイト（東京都） ４社（予定）

アグリフード
EXPO 2019

シーフード
ショー2019

平成31年２月
下旬の２日間

ATCホール
（大阪府） ６社（予定）

２．出展条件
・ 諸条件あります。
３．補助内容
・ブース代
　（１社１ブース） 
　応募多数の場合は抽選で行います。

詳しくは東近江市商工会までお問合せ
ください
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商工会では、経営課題解決のための各種個別相談会を以下のとおり開催します。
　①各種法律に関すること
　②事業資金及び創業資金に関すること
　③特許・実用新案・意匠・商標に関すること
　④事業承継、資金繰りや借入金の返済計画等、事業再生計画を含めた経営改善計画策定に関すること
それぞれ専門家による相談会ですので、お気軽にご相談ください。

Ｈ30年度 専門相談会のご案内
秘密厳守

相談日・内容

法律相談 金融相談 知的財産
相談

事業承継・
経営改善計画策定相談

平
成
30
年

6月 13日（水）７日（木）25日（月）

相談がありましたら、
個別に対応します

7月 18日（水）12日（木）23日（月）
8月 ８日（水）９日（木）27日（月）
9月 19日（水）６日（木）10日（月）

10月 17日（水）11日（木）22日（月）
11月 14日（水）８日（木）26日（月）
12月 12日（水）６日（木）17日（月）

31
年

1月 16日（水）10日（木）28日（月）
2月 13日（水）７日（木）25日（月）
3月 ６日（水）７日（木）18日（月）

耳より情報コーナー

会　場：東近江市商工会（湖東支所１階）
　　　　住所：東近江市池庄町505
時　間：いずれも13時～16時　お一人様１時間以内
　　　　 ※ 事前予約制で、相談会開催日の１週間前までに予約をお願いします。
　　　 　 （予約後にキャンセルされる場合は必ずご連絡ください。）
費　用：会員無料
　　　　 （法律相談、事業承継・経営改善計画策定相談について

は、非会員10,800円）
お問合わせ先：東近江市商工会
　　　　　　 （担当：脇阪・前田）

ＮＥＷ　おすすめコンテンツ
第3の革命? 仮想通貨は未来を変えるか
～仕組みから可能性までをわかりやすく語る～

講 師
　株式会社マネーフォワード執行役員
　一般社団法人 Fintech協会理事
　　　　　　　　　　　　　神田　潤一

会員無料

平成30年度の
健康診断日程表

開　催　日 曜日 会　場 受付時間 申込締切
平成30年７月13日 金 能登川コミュニティセンター（五個荘・能登川） ９：00～11：30 ６月12日(火)
平成30年８月20日 月 永源寺コミュニティセンター ９：00～11：30 ７月13日(金)

平成30年８月22日 水 愛東コミュニティセンター ９：00～11：30
13：00～15：30 ７月18日(水)

平成30年９月13日 木 湖東コミュニティセンター ９：00～11：30 ８月 7日(火)

平成30年９月26日 水 蒲生コミュニティセンター ９：00～11：30
13：00～15：30 ８月20日(月)

負担金：
１人目～５人目 4,500円
６人目～10人目 5,000円
11人目～15人目 6,000円
16人目以上 6,500円

　会員相互の親睦を深め、体力の増進を図るこ
と及び東近江市内中学校の社会貢献活動を支援
することを目的に開催します。
日　　時：平成30年10月３日（水)
　　　　　受　　付：午前8時30分　予定
　　　　　スタート：午前9時00分　  〃
場　　所：名神八日市カントリー倶楽部
　　　　　東近江市石塔町983-150
　　　　　TEL：0748-55-1122
申　　込： 後日、案内をさせて頂きますので、

申込書に必要事項
を記入し商工会宛
にFAXにてお申し
込みください。

第5回  会員親睦
チャリティーゴルフ大会
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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。

　今回の総代会で、任期満了に伴う役員改選があり、当商工会の礎を築かれた川瀬重雄氏は勇退さ

れ、足立進氏が新会長となりました。就任にあたってのスローガンとして会員一人一人が誇りを

持って、職員とともに日本一宣言をされましたので、これに向かって役職員一丸となって突き進み

たいと思います。（Ｎ．Ｍ）

編 集 後 記

問　　題　湖東三山と総称される、湖東地域にある３つ
の天台宗寺院。西明寺、金剛輪寺、あと１つ
はどこでしょう？

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。）

発行人：東近江市商工会　東近江市池庄町 505 番地　TEL.0749−45−5077

　　　　　・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30年８月17日（金）必着

送 り 先　〒527-0113　東近江市池庄町505番地
　　　　　東近江市商工会　広報係　宛
　　　　　FAX　0749-45-5088
・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22号読者プレゼントクイズ 問題 答え

お願い 住所、社名、代表者など変更があれば事務局までお知らせください。

東近江市に関係のある名前が付いている桜はどれでしょうか？ 永源寺桜

真心込めて一点一点お洗濯、
お仕上げさせていただきま
す。どうぞお気軽にお問合せ
ください。
八日市・蒲生は集配させてい
ただきます。その他の地域は
電話にて対応いたします。

住　　所　東近江市川合町1474番地
営業時間　午前8時30分～午後７時
定 休 日　日曜日
電　　話　0748－55－0077
携帯番号　090－2110－6270

MARGUERITE

TERRACE
レストラン

レストランマーガレット
が、「マーガレットテラス」
に生まれ変わりました。
地元野菜をふんだんに
使ったビュッフェをお楽し
みください。

60分食べ放題
　大人（中学生以上） 1,680円（税込）
　小学生 880円（税込）
　幼児（３歳以上） 500円（税込）
　３歳未満 無料  　　　
住　　所：東近江市妹町184-1
定 休 日：火曜日
営業時間：11：00～15：00（ビュッフェタイム）
　　　　　15：00～17：00（ティータイム）
電　　話：0749ー46ー2307

ハリきゅうマッサージ温森（ぬくもり）は、
静かなアトリエをイメージした女性のための治療院です。
詳しくはホームページをご覧ください。
また、施術料金はお気軽にお問い合わせください。
皆様のご来院を心よりお待ちいたしております。

住　　所：東近江市僧坊町165　 営業時間：９：00～18：30　完全予約制
定 休 日：不定休（毎月Line＠にてお知らせしています）
ご予約電話番号：080－4565－2216
ホームページ：https//shimmura.com/nukumori/

cafe
COCOMO

住　　所：近江八幡市市井町11
電　　話：0748-29-3225
営業時間：7：00～18：00
定 休 日：水曜

☎0748-27-2072
永源寺グリーンランド

東近江市甲津畑町67
8：00～17：00／駐車場60台

永源寺グリーンランド 検索

大衆波まち酒場
能登川駅前店

　昨年能登川駅東口前にオープンいたし
ました。
　海山の炙り料理を中心に、沖縄料理、
近江牛料理、お刺身など、地域に根付く、
古き良き大衆酒場を目指し、日々精進し
ております。
　店内は２階席もあり、大型宴会から日
常使いまで幅広くお使いいただけます。

大衆波まち酒場 能登川駅前店
東近江市林町27
17：00～25：00
定休日　月曜日
0748ー26ー4851

事業所紹介コーナー


