
彼岸花
　中国原産で、別名、曼珠沙華（まんじゅしゃげ）とも呼ばれ、
お彼岸にあたる秋分の日前後の時期に咲く花として知られて
います。東近江市内でも稲刈りの終わった田んぼのあぜ道
に稲穂の黄金色から彼岸花の赤色に色が映る田園風景を楽
しむことができます。

会員数 1482名
（令和２年８月25日現在）

№322020.09
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



東近江市 ももクロ クーポン券の発行
　全世帯を対象に5,000円分（500円クーポン券×10枚綴）のクーポン券を無料配布します。飲
食、買い物、工事代金、サービスの提供などをした場合、1,000円の支払いに対して500円クーポン
券１枚が使用できます。
　また、事業者にはクーポン券換金時に10％を上乗せしお支払いします。
　まさに売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よしの事業です。
　使える期間は、11月1日から来年1月31日までで、市内の
店舗面積1,000㎡以上の大型店舗を除く店舗で使えます。
　同時にももクロクーポン券の利用促進と登録店の売上アップ
を図るためカタログチラシを作成します。登録店独自のサービ
ス特典や商品の配達も紹介したチラシで抽選会の企画も付き、
クーポン券と一緒に配布します。
　コロナに負けるな、元気をだそう！！
　一緒にももクロクーポン券事業を盛り上げていきましょう。

　1,500名弱の会員同士の連帯感を醸成し、東近江市商工会の組織力をより強固なものにするため、事業所
の入口ドア等に貼付していただく東近江市商工会のロゴマーク入りの会員章を作成します。また、ロゴマー
クの普及推進にも繋げます。

東近江市商工会 会員支援事業の実施
　新型コロナウイルス感染症は、市内でも多数の感染者が出るなど再拡大に向かい、私たちの生活を脅かし
ています。このような中、商工会を取り巻く経営環境は、益々厳しさを増していますが、会員の皆様には、
日々企業努力していただいていることに対しまして、敬意を表します。
　さて、この度、東近江市が新型コロナ対策第3弾として、経済回復への支援策を実施され、市内の経済団体
である八日市商工会議所とともに当商工会が事務委託を受け、次の事業を実施します。

東近江市商工会の会員章の作成

商売繁盛!!
東近江市商工会

会 員 章
※あくまでもイメージ図です。
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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

部長　野村　和代部長　村山　明範

　６月24日に商業部会の幹事会を開催し、今年度の事業計画を
検討しました。
　今年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、例年とは異な
る活動となります。このような大変な時期こそ部会員にとって意
義のある活動となるよう検討しました。結果、「事業計画書の作成
セミナー」のDVDを配布することになりました。７月２日に第２
回幹事会での中小企業診断士　田畑一佳氏のセミナーを受け意
見交換会を行いました。補助金申請の手助けになるだけではな
く、今後の経
営にも参考
になるDVD
となります。
　このDVD
を活用し部会
員様のお役に
立てればと願
います。

　本年度の事業については、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響と感染防止の観点から、当初の計画よりも事業を縮小また
は、リモートで開催する方針とし、実施可能な事業を検討する
ことになりました。
　アフターコロナにおいては、各種会議や取引・商談、展示会へ
の出展・参加などについても、リモートで行われる機会が多く
なります。各部員の皆さまに実りのある事業を企画するため
に、まずは、幹事会にてリモートに関する研修を実施すること
によって理解を深め、事業を進めていきます。

青年部 女性部

交通安全　地域見守り・あいさつ運動の実施
　新型コロナウイルス感染症
防止のため、中止していた市
内小学校の校門前及び通学路
での地域見守り・あいさつ運
動を６月10日に実施しまし
た。コロナ感染症防止対策に
より、ハイタッチの禁止や子
供たちと距離を保ちながら実
施しましたが、子供たちには、
「赤レンジャイやー」と久々の再会に喜んでもらえました。子供たち
の元気良く登校している姿を見て、こちらも元気をもらいました。

「東近江市　学び！発見！！2020」の制作決定！
　青年部情報番組事業「東近江市　学び！発見！！2020」を９
月～11月に実施します。この番組は、赤レンジャイが事業所にイ
ンタビューする形式で、事業所の持つ技術や今後の事業展開につ
いて話していただき放送します。番組を通じて、青年部員の仕事
に対しての想いを、視聴者の方へ広く伝えていきます。只今、制作
中ですので、ぜひ、お楽しみにして下さい。

布マスク作りに取り組んで
　私達女性部は、令和２年度を迎えてもコロナ禍で全ての事業が
中止または延期となりました。何か術はないかと考え、ある役員
の提案で布マスク作りを始めました。
　裏地のガーゼを本会理事様から頂きました。大勢の部員の皆様
の物心両面の賛同を得まして、総枚数が380枚となりました。
　６月３日に運営委員が各支部に配分しました。支部では役員が
地元の施設にお届けしましたところ、大変喜んでいただき御礼の
言葉を頂戴しました。また、スマイルネットにも取り上げて頂き、
市内の反応は上々でした。
　女性部は、今後も地元に心を寄せて小さな積み重ねを大切にし
て、地域貢献に努めたいと思います。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、部会の会議開催
が遅れていましたが、国の緊急事態宣言の解除された後の７月
17日（金）に、第１回正副部会長会議を開催しました。
　会議の冒頭、村林部会長より、「新型コロナウイルス感染症の再
拡大がおこりつつある状況にあり、できる事業は限られるが、そ
のなかでも部会員さんに有益となる事業を実施していきたいの
で、ご協力をお願いしたい」と述べられました。
　部会長の方針に基づき、８月
４日（火）には、幹事向けにオン
ラインミーティング導入の
きっかけとしてのZOOMの使
い方研修会を実施しました。並
びに、第１回幹事会を開催し、
技能資格取得に係る支援事業
の拡充を決定しました。

　本年度はじめての幹事会は７月８日にようやく開催することが
できました。本年度は、引き続き感染拡大防止対策が必要なことか
ら、当初の事業内容は大幅な見直しが必要となります。そこで今後
の部会活動にオンライン会議やオンラインでの研修会開催などが
できるように、まずは幹事がオンライン（web）の活用方法を学ぶ
ため当部会の前川真司幹事の指導を仰ぎながら８月４日に研修会
を実施しました。
　今後は、オンライン（Web）の活用な
ど、感染予防をしたうえで開催できる
方法を模索しながら、少しでも実のあ
る事業を実施していきたいと思って
いますので、ご協力をお願いします。

部会報告及び活動報告
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　商工会では経営課題解決に向け、各種個別相談会を以下のとおり開催します。
①法律相談（法律トラブル解決、取引先との契約書作成アドバイス　など）
②金融相談（日本政策金融公庫における最適な融資制度の提案　など）
③知的財産相談（特許や商標登録に関する相談、知財の経営への取り入れ方　など）
④労務管理相談（就業規則の作成、働き方改革対応に関する相談　など）
　課題の解決や発生予防に向け、じっくり専門家に相談してみませんか？ぜひお気軽にご相談ください。

個別専門相談会のご案内

相談日・内容　※横線はすでに終了しています。
法律相談 金融相談 知的財産相談 労務管理相談

令
和
２
年

6月 １７日（水） ９日（火） 2２日（月） ４日（木）
7月 １５日（水） １４日（火） 2７日（月） ９日（木）
8月 １９日（水） ４日（火） 2４日（月） ５日（水）
9月 １６日（水） ８日（火） ２８日（月） ９日（水）
10月 ２１日（水） １３日（火） ２６日（月） ８日（木）
11月 １８日（水） １０日（火） ２４日（火） １２日（木）
12月 １７日（木） ８日（火） ２１日（月） １０日（木）

３
年

1月 ２０日（水） １２日（火） 2５日（月） １４日（木）
2月 １７日（水） ９日（火） 2２日（月） ３日（水）
3月 １０日（水） １６日（火） ８日（月） ３日（水）

会　場：東近江市商工会　湖東支所１階
（東近江市池庄町505）

時　間：いずれも13：30～16：30
お一人様１時間以内
※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（会員でない方は、法律相
談及び労務管理相談は11,000円）

問合先：東近江市商工会（担当：村井・大橋）
☎0749-45-5077
〒527-0113�東近江市池庄町505

個別対応

会員無料

秘密厳守

【コロナ特別対応型】
　新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、販路開拓に関する取り組みに対し、上限100万円の補助が受けられます。
申請要件
類型A：サプライチェーンの毀損への対応　�補助率２/３
類型B：非対面ビジネスモデルへの転換　　補助率３/４
類型C：テレワーク環境の整備　　　　　　補助率３/４

対象事業　（１）（２）いずれも満たす事業であること
（１）補助対象経費の６分の１以上が、以下の要件に合致する投資であること

A：サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと

B：非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面·遠隔でサービス提供するためのビジネスモデル転換するための設備·システム投資を行うこと

C：テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること

（２）経営計画に基づき、商工会の支援を受けながら行う、創意工夫を凝らした販路開拓
創意工夫による売り方やデザイン改変、チラシ作成、商談会参加、HP作成等

応募できる方　商工会地区で事業を営む小規模事業者
対象経費　機械装置費、広報費、外注費他
受付締切　2020年10月２日（金）【締切日必着】
販路開拓のみの取り組み（一般型）については商工会へお問い合わせください。

小規模事業者持続化補助金の公募案内

　持続化補助金申請のご相談は東近江市商工会へお問合せください。

【事業再開枠】（感染防止対策のための取り組み）
　業種ガイドラインに基づく新型コロナウイルス感染症感染防止対策に係る経費について、上限50万円（補助率10/10）の
補助が受けられます。
　2020年５月１４日以降に発生した経費を遡って対象。
　事業再開枠単独の申請はできません。
対象経費　消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費用、換気費用等

プラス

　失業等給付の受給資格を得るためには、離職日からさかのぼって２年間の間に被保険者期間が通算して12ヶ月以
上必要です。その被保険者期間の計算方法が令和２年８月１日から変わりました。

改正前 改正後

・離職日から１ヶ月ごとに11日以上出勤した時
以下のどちらかを満たせば、被保険者期間に加えられる。
・離職日から１ヶ月ごとに11日以上出勤した時
・離職日から１ヶ月ごとに労働時間数が80時間以上ある時

離職票の被保険者期間の計算方法が変わります
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　令和２年６月から７月にかけて、東近江市商工会会員事業所の皆様にご協力をいただき新型コロナウイルス感染
症に関するアンケート調査を実施しました。調査結果の詳細は改めて報告書として会員の皆様に送付させていただき
ますが、速報値としてご報告させていただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響に関するアンケート調査集計結果 （速報値）

回収状況
配布数 回収数 回収率
1,456 1,324 90.9%

業種別件数
業種 実数 比率
建設業 409 30.9%
サービス業 371 28.0%
製造業 240 18.1%
卸・小売業 204 15.4%
飲食業 100 7.6%
合計 1,324 100.0%

最も影響を受けたもの（複数回答）
内容 実数 比率

来店者数の減少 457 26.5%
取引先の休業 342 19.8%
材料等の調達 278 16.1%
影響なし 232 13.5%

休業等の対応 185 10.7%
その他 187 10.9%
回答なし 42 2.4%
合計 1,723 100.0%

売上への影響
内容 実数 比率

大幅に減少した 556 42.0%
少し減少した 340 25.7%
ほぼ横ばい 167 12.6%
影響なし 149 11.3%

今後減少の見込み 70 5.3%
増収になった 14 1.1%
回答なし 28 2.1%
合計 1,324 100.0%

業種別に影響を受けた項目

内容
影響を受けたもの（複数回答）

来店者数の
減少

取引先の
休業

材料等の
調達 影響なし 休業等の

対応 その他 回答なし 合計

業種

建設業 52 99 155 101 37 57 16 517
サービス業 170 78 32 71 54 53 11 469
製造業 26 90 39 37 40 53 12 297
卸・小売業 119 65 38 21 20 18 3 284
飲食業 90 10 14 2 34 6 0 156
合計 457 342 278 232 185 187 42 1,723

業種別の売上への影響

内容
売上への影響

大幅に
減少した

少し
減少した

ほぼ
横ばい 影響なし 今後減少の

見込み
増収に
なった 回答なし 合計

業種

建設業 126 103 72 68 28 1 11 409
サービス業 141 103 49 55 12 2 9 371
製造業 108 66 22 18 19 2 5 240

卸・小売業 90 61 24 8 11 8 2 204
飲食業 91 7 0 0 0 1 1 100
合計 556 340 167 149 70 14 28 1,324

業種別の今後の経営見通し

内容

今後の経営見通し（複数回答）
もう少し時間
がかかるが
回復する

非常に厳しい
状況が続く

特に影響は
ないので
変わらない

見通しが
つかない

事業の継続
が難しい 回答なし 合計

業種

建設業 137 80 95 57 13 27 409
サービス業 136 78 87 50 6 14 371
製造業 69 80 31 40 8 12 240

卸・小売業 75 56 23 31 7 12 204
飲食業 24 57 3 12 2 2 100
合計 441 351 239 190 36 67 1,324
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制度名 給付額 要 件 受 付 申請方法 担当窓口

持続化給付金
最大
万円 個人
万円 法人

売上が前年同
月比で 以
上減少

～令和 年
１月 日

オンラインのみ

持続化給付金
コールセンター

家賃支援給付金
（国）

最大
万円 個人
万円 法人

家賃の 程度

テナント事業者で、 ～ 月に
おいて、 カ月で前年比 以上
減少、または カ月平均で前年比

以上減少

令和 年
月 日まで
オンライン

家賃給付金
コールセンター

家賃等支援給付金
（東近江市）

最大 万円
国の給付を受けた方
は家賃対象外

コロナ関連の融資を受け事業継
続を目指している方
カ月で前年比 以上減少

令和 年
月 日まで
持参・郵送

市役所商工労政課

新型コロナウイルス感染症で経営にご不安を感じている事業者の皆様へ
令和 年 月 日現在

東近江市商工会
東近江市池庄町
電話

令和２年 月 日現在の情報を元に作成しています。
概要版のため、制度の詳細は個別にご確認ください。
締切日は、必着・消印・時間など異なりますので余裕をもって準備ください。
予告なく変更される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

給付金（該当者が申請すれば給付される）

補助金（該当者が申請し、審査の上決定・補助される。必ず受取れるわけではない）

制度名 補助金額 内 容 申請締切 申請方
法

新しい生活・産業様式
確立支援事業
（滋賀県）

最大 万円
最低 万円（税抜）

コロナ感染症対策として、
マスク・消毒液・空気清浄
機の購入等を助成

月 日（金）
問合せ先 県コールセンター オンライン

又は郵送

①持続化補助金 通常 万円
特別 万円

小規模事業者
販路開拓等の取組

月 日 通常 回・特別 回

月 日 通常 回

郵送又は
オンライン
Ｊｸﾞﾗﾝﾂ

② 導入補助金 通常 万円
特別 万円

中業企業
ツール導入による

業務効率化
月下旬まで随時

通常、特別
オンライン
Ｊｸﾞﾗﾝﾂ

③ものづくり・
商業・サービス補助金

通常 万円
中小 小規模
特別 万円

新製品・サービス開発、
生産プロセス改善の
ための設備投資等

月 日
通常・特別 次

オンライン
Ｊｸﾞﾗﾝﾂ

①②③採択者のみ
事業再開支援
パッケージ

①持続化補助金 通常・特別
② 導入補助金・③ものづくり
補助金 特別枠 採択者に上乗

万円

業種別ガイドライン等に
基づく感染防止対策

①②③の申請と同時
月 日申請分までは、
採択後 日以内に再申請

特別枠の申請要件（３つの補助事業に共通）
補助対象経費の 以上が次の３つのいずれかの要件に合致すること

サプライチェーンの毀損への対応 非対面型ビジネスモデルへの転換 テレワーク環境の整備
補助率の変更 ・ については に引上げ 月 日

その他

未来 あす を創る
プロジェクト

まちづくりネット東近江

事業者と地域を結ぶ寄附制度です。プロジェクトに参加している
事業者を選択して 口 円から寄附すると、寄附同等額の
チケットが寄附者に送付されます。

現在
参加事業者
募集中

事業者サポート
公式 アカウント

右の コードから友達追加をすると、経済産業省の
新型コロナウイルス感染症関連の支援情報をキーワード検索で
簡単に調べることができます。

コードで
の

友達を追加

家賃支援給付金の申請サポート会場が八日市商工会議所に常設されています。
家賃支援給付金の申請は、必要書類が複雑となっていますのでご利用ください。
給付金申請のホームページから予約ができます（結構空きがあります）。
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お知らせコーナー

商工会の福祉共済はおひとりお一人のニーズに合わせて
最適なプランを組み合わせることができます

「けが」の補償
「個人賠償」の補償

「病気」の補償

トータル「がん」の
補償

「生命」の補償

　新規ご加入、プラン追加のお問い合わせはお気軽に商
工会まで！

福祉共済　請求忘れはございませんか？
□「けが」で通院した（３日以上）
□「けが」で入院した
□「けが」で手術した
□「病気」で入院した
□「病気」で通院した
　…もしかして？と思われたら商工会までお問い合わせ
ください。
（※ただし、ご加入中のプランによっては請求できない
可能性もございます）

自動車事故費用共済への加入を推進しています

補償内容（共済金額300万円契約の場合）

全ての共済金は、共済契約者にお支払いします。

負傷者が

契約者側の場合 相手側の場合

死 亡 共 済 金
事故の日から180日
以内に死亡されたとき
（１事故につき） 300万円

共済契約者の経済的負担を補うため

合計300万円　　　　　

30万円
後遺障害共済金
（障害級別による） 12〜300万円 12〜300万円

算定された額を限度として実費をお支払い

入 通 院 共 済 金
365日分
または300万円限度

（１人あたり）

入院日額 4,500円

通院日額 2,250円
１事故につき入院、通院合わせて１日最高18,000円

左記の日額による算出額を限度に

合計300万円　　　　　

3万円

特　約 対物担保特約
（１事故につき）

30,000円
他人の財物を破損・汚損・減失させ、その損害額が２万円
以上となったとき（１共済期間内に１回）

※共済金は、１事故の総合計300万円が限度です。（特約を除く）※臨時費用共済金は総支払額に含みます。※業務用車両（グリーンナンバー等）、工作車両、ダンプカーはご加入いただけません。

※お安い掛金で加入できます。※詳しいことは、東近江市商工会（TEL：0749-45-5077）迄、ご確認ください。

までの
実費をお支払い

までの
実費をお支払い

契約者側に過失のある場合
死亡臨時費用共済金（一時金として支給）

契約者側に過失のある場合
入通院臨時費用共済金（一時金として支給）
（３日以上の通院または入院で、１事故につき）

　商業・サービス業の会員事業所を対象に、近鉄百貨店草津店『近江路』出店商品を募集します。詳しくは、先に発
送の案内文書をご覧ください。
１.展開期間　　2020年12月９日（水）～2021年１月５日（火）
２.開催場所　　近鉄百貨店草津店１階食品売場

近鉄百貨店草津店『近江路』特産品コーナーへの出店商品の募集について

7



事業所紹介コーナー

※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。

　今年は干支頭のネズミ年から始まり、この一年間は、『基礎を蓄えて慢心に向かう年です』と思っている矢先、中国で始まり、世界中に新型コロナウイル
スが広まり、世界の経済が鈍りました。日本では、第１波が終わり、世界と同様に経済がマイナス成長になり、東京オリンピックが１年延期になりました。
また第２波が７月頃東京から始まり全国に広がっています。滋賀県では累計452名の内22名（９月１日）が東近江市で感染者が出ました。皆様には、うが
い、消毒、マスク、手洗い、をして不要、不急の外出を避け、３密を控えて、是非自分自身を守り、相手に迷惑をかけないように気をつけましょう。（K.O）

編 集 後 記

問　　題　旧愛東町では、１チームドライバー２〜３名とエンジニアによる
チーム対抗４時間耐久レースが行われていました。以前このレー
スと同じようなテレビ番組を、島田紳助氏主演で放送されてまし
た。このレースの名前は○時間○輪車耐久レース

　　　　　前ヒント○　おやつの１時間後　　後ヒント○　おやつの時間
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。）
　　　　　・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。

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

応募締切　2020年10月30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31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。

紫陽花
時間がたつにつれ、花の色が変わり、秋色になった花も味があります。
その花の名前はあじさい。さて漢字で書くと○○○です。

東近江市桜川西町368-1　　TEL.0748-55-0551
営業時間　11：00～22：00（火曜日のみ11：00～15：00）
定休日　第１火曜日、第3火曜日　　駐車スペース　20台

＜お持ち帰りメニュー＞
中華弁当、一品料理も多数ご用意しています。

事前に電話でお申し込み下さい。
　店頭でのお渡しとなります。 中華弁当（餃子）

餃子の王将
桜川店

蒲生支部

テイクアウトでは、「日替わり弁当」「串カ
ツ」「焼き鳥」「和み風焼きそば」「オードブ
ル」等が楽しめます！

営業時間 / 17:30～23:00 まで
定 休 日 / 日曜日・第 3月曜日
駐 車 場 / あり
住　　所 / 東近江市東沖野四丁目 1-11
電　　話 /0748-23-0753

五個荘支部

女性と子供の頭痛専門

滋賀ゆめ整体院
電話 0748-40-0001　東近江市中小路町675-9
詳しくは、

頭痛のあなたへ
目がスッキリする！頭痛がきえてしまう！

“日だまりショット”を受けてみませんか？
通常料金　\8,000円のところ
\2,500円(初診料込み) 
令和２年10月末まで

滋賀ゆめ　頭痛

愛東支部

永源寺支部

Siii ongle《シーオングル》 ネイルの専門店
〒521-1224 滋賀県東近江市林町 617-102
TEL：0748-42-6565
OPEN：10:00-18:00　CLOSE：日曜日
BLOG→シーオングルで検索　Instagram→@siii_ongle

ー手は顔より年齢が出るー
素材美を大切にしたネイルの専門店
お手入れだけでも見違えるほど綺麗になり、
日常がウキウキします。
ガサガサ手足をふわふわ手足へと導きます。

能登川支部

近江牛処 肉バル　ますざき
東近江市八日市本町 13-14
TEL：0748-29-3448
営業時間：17：30～　毎週火曜定休
URL：masuzakibar.jp

湖東支部


