
愛知川上流の
清流に生息する岩魚
　岩魚は、日本の渓魚のなかでも特に冷水を好む魚で、多く
の場合は上流域から源流域にかけてを棲息域としています。
ときには貪欲で、ヘビやトカゲまで食べてしまうこともあります
が、基本的に臆病な魚です。普段は倒木や岩のエグレといっ
た障害物の陰に隠れていて、エサが流れてくるのを待ってい
ます。

会員数 1,526名
（令和３年７月２日現在）

№352021.07
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



　去る、５月19日（水）午後１時30分から湖東コミュニティセンターにおいて、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行ったうえで第11回通常総代会
を開催しました。今回は規模を縮小し、来賓は市長と担当部局の幹部職員としま
した。

　令和２年度事業の総括概要については、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、三密を避けるため例年通りの事業は、
開催できませんでしたが、持続化給付金や持続化補助金・滋賀県や東近江市等の給付金・補助金の申請は、１年間を通し
て行い、多くの会員事業所の支援を行いました。このような中、役職員が一丸となって新規会員の加入推進を行った結果、
109名の加入がありました。
　また、融資件数は、過去最高の1,071件、金額は166億円余りで事業所の資金繰り支
援に繋げることができました。市の委託を受け実施した事業相談会は、９月に市内７会場
で開催しました。11月から翌年１月にかけて実施した、ももクロクーポン券事業につい
ては、757事業所が加盟店登録を行い、88％という高い使用率により約４億円の経済効
果がありました。
　会員事業所のコロナ禍での景況を聞く当会独自のアンケート調査を年３回実施し、経営
状況の現状把握と結果は今後の支援等に繋げました。
　今年度の重点事項は、下表のとおりですが、今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状
況を見ながら各種事業を実施します。
　なお、役員改選が行われ、足立会長から鈴村新会長にバトンタッチされ、鈴村新会長は
５つのアクションプラン（３ページ右下）を揚げられました。

理事会　開催計画
回数 月　　日 時　間 場　所
1 ４月23日（金） 17:00 湖東商工会館

２ ７月 ２日（金） 17:00 湖東商工会館

３ ８月20日（金） 16:00 湖東商工会館

４ 10月 ８日（金） 17:00 湖東商工会館

５ 12月17日（金） 16:00 湖東支所

６ ２月18日（金） 17:00 湖東商工会館

７ ３月22日（火） 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23日（金） 15:00 湖東商工会館
２ ６月16日（水） 16:00 湖東支所
3 ６月30日（水） 14:00 湖東支所
４ ７月 ２日（金） 15:00 湖東商工会館
５ ８月20日（金） 14:00 湖東商工会館
６ ９月14日（火） 15:00 湖東支所
７ 10月 ８日（金） 15:00 湖東商工会館
８ 11月 ９日（火） 15:00 湖東支所
９ 12月17日（金） 14:00 湖東支所
10 １月11日（火） 15:00 湖東支所
11 ２月18日（金） 15:00 湖東商工会館
12 ３月22日（火） 15:00 湖東支所

　役職員が一丸となって５つのアクションプランに取り組み商工会活動および地域商工業の振興発展のため積極的
に取り組む所存ですので、会員各位のより一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

職員の人事異動のおしらせ （敬称略）

ご苦労様でした。

重点事項
１．創業者支援事業の実施
２．経営発達支援事業の実施
３．事業継続力強化支援計画の迅速な対応
４．会員向け補助金等の活用支援
５．消費喚起策の実施 
６．リモートによる経営相談の対応

 ７．地域振興事業等の実施
 ８．SDGsへの取り組み
 ９．各種共済制度の普及推進
10．会員の福利厚生事業・親睦事業の実施
11．関係団体・金融機関等との連携強化

よろしくお願いします。
主任　村上あおい（愛荘町商工会へ）

（令和３年３月31日付）転 出
主査　中山 　涼（日野町商工会より）

（令和３年４月１日付）転 入

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更することがあります。

令和３年度　第１１回通常総代会の開催
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東近江市商工会　新役員体制 （任期：令和3年5月～令和6年5月）

役　職　名 会長　鈴村重史 副会長　寺嶋嘉孝 副会長　藤野　滋 筆頭理事　広瀬芳文
事業所名 (株)アプテック (株)寺嶋製作所 藤野商事(株) (有)ひろせ

所属委員会 ※※※※※※※※※ 総務企画委員会担当 地域活性化委員会担当 広報委員会 委員長

筆頭理事　岸本邦臣 筆頭理事　谷川裕一 常勤理事　杉山　清 理事　加藤清和 理事　平井　通
(株)ヒトミワイナリー (株)谷川精密 員外 (株)加藤組 (有)平井百貨店
地域活性化委員会 委員長 総務企画委員会 委員長 総務企画委員会　地域活性化委員会

広報委員会 総務企画委員会 広報委員会

理事　瀧澤敬市 理事　岡田浩一 理事　土田真也 理事　大橋保治 理事　森　一浩
川口屋老舗 岡田設備 土田建材(株) クリエイティブ (有)森新聞舗

地域活性化委員会 総務企画委員会 地域活性化委員会 総務企画委員会 地域活性化委員会

理事　小寺孝治 理事　大橋俊浩 理事　西﨑　彰 理事　脇坂喜好 理事　村山喜代光
大湖産業(株) (有)大橋創園 西﨑登記測量事務所 丸喜建設(株) 光工務店

総務企画委員会 広報委員会 総務企画委員会 総務企画委員会 広報委員会

理事　青山孝司 理事　平尾克己 理事　岡田喜吉 理事　村林則夫 理事　山本直彦
青山表具店 丸善呉服店 滋賀オカタ産業(株) (有)スポットクリミ A・I 労務サポートオフィス

総務企画委員会 地域活性化委員会 広報委員会 広報委員会 地域活性化委員会

５つの
アクションプラン

・会員の伴走型支援
・壮青年部の創設
・ＳＤＧｓの取組み
・デジタル化の推進
・財政基盤の強化

理事　中村剛司 理事　藤野富佐子 監事　小漆間繁雄 監事　清水重信
ナカムラ内装 糀や儀平 (株)小漆間工業 協和工業(株)

地域活性化委員会 地域活性化委員会 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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部会報告及び活動報告

商業部会
部会長　平尾　克己

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

　今年度は、下記の事業を予定しています。

今年度の事業計画
①コロナ禍を見据えて、知識と親睦を深める。
「視察研修会と交流会」の実施。
事業発展につながる知識や情報の収集、会員相
互の親睦を深め、新たな出会いや交流を広げる
研修会や親睦事業の実施。
②ビジネスチャンスにつながる情報や知識を得る
ため、商工会の実施する研修会及びタイムリー
な話題に応じた講習会への積極的な参加を行い
ます。

　モノを購入する方法が多種多様化しており、明らかに
10年前とは違う社会環境に対応するため、地方の小さ
なお店でもSNS等などを活用することにより、お金をか
けずに商売ができる時代であります。変化していく将来
を先取りし、部会員各位に必要とされる部会活動を行い
ます。

　今年度は、下記の事業を予定しています。

今年度の事業計画
①知識と親睦を深める「会員交流と視察研修」の実施。
　知識を深めるだけでなく、会員相互の親睦を深
めるとともに、様々な方々との出会いや交流を
広げる視察研修を実施します。
②研修会・講習会の開催
　経営改善・経営革新に役立つ研修会及び講習会
を開催します。
③他団体等との懇談会・交流会の開催
　ビジネスチャンスにつながる情報交換を図るた
めの交流会を実施します。
④各種資格取得に係る支援事業の実施

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当面、部
会活動は限定されることが予想されますが、会員事業所
が持続的成長・発展していくための部会事業については
引続き、推進して参ります。

　今年度は、下記の事業を予定しています。

今年度の事業計画
①知識と親睦を深める視察研修の実施
　知識を深めるだけでなく、様々な方々との出会
いや交流を広げる研修会を実施します。特に会
員企業や県内企業の研修を行い、地域的な課題、
問題にも触れていきます。
②会員に役立つセミナー等の実施
•セミナー
　ビジネスチャンス・補助金制度等、事業に直接関
係するセミナーを開催します。
•講演会　
　会員事業所が抱える様々な問題に対して、先進
的な取り組みをされている企業のリーダーに講
演を頂くことで、ビジネスの参考とします。
•事例報告会
　新たな取り組みとして、各会員事業所の独自の取
り組みや成功事例を発表する場を設け、自社の抱
える問題解決のきっかけを掴む場とします。
③人材の確保に関する取り組み
　インターンシップの受け入れや採用活動を積極
的に行うことで、人材の確保及び各事業所の持
続的発展を目指します。

　コロナ禍を踏まえ、ＷＥＢを活用するなどの感染症対
策を十分に講じながら事業を実施していきます。

　今年度は、下記の事業を予定しています。

今年度の事業計画

①研修会の実施
②県内・県外視察ツアーの実施
③部会内交流会の実施
④他団体との連携事業の実施

　当サービス業部会は、お客様と直接かかわる事業の主
体として「三方よし」の精神を大切にし、自社の発展、
地域経済の発展につながる事業に取り組んできました。
　昨年度は、地域に眠る魅力や可能性を再発掘しなが
ら、多様な情報が集まる組織として情報交換及び情報発
信を更に進めていきたいとの思いで計画を立てていまし
たが、コロナ禍でほとんどの事業が開催できませんでし
た。本年度は実施できるよう計画を進めていきます。
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総会の開催・役員改選
　去る４月16日(金)、午後6時から八
日市ロイヤルホテルにおいて、東近江
市商工会 足立会長、滋賀県商工会青年
部連合会 小杉副会長を来賓に迎え、通
常部員総会を開催しました。
　提出議案は全て原案通り承認され、
任期満了に伴う役員改選の結果、ナカ
ムラ内装(内装工事業・湖東支部)の中村  
剛司さんが部長に選出され、新体制が
スタートしました。
　中村新部長は村山部長が築いた全部
員が活躍できる組織体制を承継・発展
させ、青年部が一丸となって様々な事
業に取り組み、組織の特性を活かして
地域活性化に貢献していきたいと挨拶
しました。

東近江市商工会青年部 部長　中村　剛司

東近江市商工会女性部 部長　藤野　富佐子

　去る４月12日（月）、午後１時３０分から五個荘コミュニティセンター大
ホールにおいて、東近江市商工会 足立会長を来賓に迎え、通常部員総会
を開催しました。
　提出議案は全て原案通り承認され、任期満了に伴う役員改選の結果、
野村部長から藤野富佐子さんが新部長に選出され、新体制がスタートし
ました。
　藤野新部長からは、「ワクチン接種が始まるとは言え、まだまだコロナ
感染症拡大の懸念が残る中、今年度の鍵は、商工会女性部として何ができ
るのか、何をやらねばならないのか。一つは、コロナ禍の中でも生き残って
いける経営の在り方を学ぶ場でありたいと考
え、SDGsの研修やSNSの活用術のセミナーを
開催します。また、この一年はおもてなし事業も
実施できないので、商工会女性部ならではの観
光資源発掘と観光コース作成に向けての勉強会
を重ね、さらには、魅力ある女性部員を紹介す
ることを通じて部員の拡大にも努め、地域の振
興発展や福祉にも協力できるよう関係団体と連
携して事業を展開していく予定です。役員が新
しいアイデアを出し合いながら、皆さんの希望
に応えられるよう精一杯頑張りますので、ご協
力をお願いします。」との挨拶がありました。
　これからも商工会女性部に対して、温かい
ご支援ご協力をよろしくお願いします。

総会後集合写真

青年部長用
インパルスバッジ引継
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　「経営発達支援計画」とは、小規模事業者の事業の持続的発展を支援する体制を整備するため、東近江市商工会が東近
江市と共同で支援計画を策定するものです。
　当会では、令和３年３月２６日付で第二期計画が経済産業大臣から認定されました。今後３年計画で事業を推進します。

目　標
１．問題を持つ小規模事業者に対して、事業計画の策定を支援し、伴走型支援を通じて課題の解決を図る。
２．小規模事業者を面的に支援することで、観光物産振興等を通じて地域活性化を図る。

経営発達支援計画 【第二期】

名称 どんなときに 誰が 補助率等 詳細ＨＰ

月次支援金
緊急事態宣言・まん延防止等重
点措置の影響で売上が減少した
中小企業に支援金

緊急事態宣言・まん延防止等重点
措置の影響により、売上が50％
以上減少した中小企業

金額
 法人 上限20万円
 個人 上限10万円

滋賀県事業継続支援金
※令和3年8月上旬

開始予定

売上が減少した県内中小企業・
小規模事業者に支援金

新型コロナ禍の影響により、令和3年4～
6月のいずれかの売上が前年又は前々年
の同月比50％以上減少した中小企業

金額
 法人 上限20万円
 個人 上限10万円

持続化補助金
【一般型】

販路開拓に向けた幅広い取組が
補助

販路開拓関連の取組を検討して
いる小規模事業者

補助率 ： 2/3
金　額 ： 上限50万円

持続化補助金
【低感染リスク型ビジネス枠】

ポストコロナへ向けた新サービ
ス等開発の取組が補助

コロナ後に向けた取組を検討して
いる小規模事業者

補助率 ： 3/4
金　額 ： 上限100万円

事業再構築補助金

コロナによる社会変化に対応す
るための事業再構築に関する取
組が補助

コロナ前より10％以上売上が減
少し、新分野展開や業種転換等に
よって事業再生等に向けた取組
を検討している中小企業等

補助率 ： 1/2以内
又は　　2/3以内
金　額 ： 100万円～

1億円

経営力強化支援事業
【通常枠】

コロナ終息後を見据えた販路開
拓や働き方改革、ＩＴ利活用に関
する取組が補助

滋賀県内に事務所又は事業所が
ある中小企業

補助率 ： 2/3
金　額 ： 上限50万円

東近江市中小企業者
事業展開支援補助金

新型コロナ禍の影響に対応する
市内中小事業者の取組が補助

市内に主たる事務所を有する中
小企業者または本市の住民登録
があり、市内で事業を営む個人

補助率 ： 1/2
金　額 ： 上限20万円

東近江市小規模事業者
既存店舗リノベーション

支援事業補助金

卸、小売、サービス業を営む小規模事
業者が経済団体の支援を受けて作成
した計画に基づく店舗改修等が補助

補助対象者、補助対象工事ともに
条件が多岐に渡るため、ＱＲコード
から市ＨＰをご確認ください。

補助率 ： 1/2
金　額 ： 上限50万円

検討の際は、ＱＲコードから最新の情報をご確認ください。上記以外にも支援施策は存在し、随時新しい施策もスタートしています。
自社で検討している取組に活用できる支援施策の有無や不明点の相談、申請のサポートをご希望の方は、東近江市商工会までご連絡く
ださい。

１．地域の経済動向調査に関すること
　・「小規模企業景気動向調査」の実施及び公表
２．需要動向調査に関すること
　・ 小規模事業者の商品に関するアンケート調査の

実施
３．経営状況の分析に関すること
　・ 巡回訪問による支援先の掘り起こし
　・ 経営分析の実施
４．事業計画策定支援に関すること
　・ 事業計画策定セミナーの開催
　・ 伴走型支援による事業計画の策定支援の実施

５．事業計画後の実施支援に関すること
　・ 事業計画策定先へ定期巡回を通じてフォロー

アップの実施
　・ 専門家による個別相談会の実施
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
　・ 大都市圏で開催の展示会への出展支援
７．地域経済の活性化に資する取組に関すること
　・ 地域ブランドの構築と観光振興を通じて地域経

済の活性化につなげる

新型コロナ対策支援策情報 令和３年７月15日現在
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お知らせコーナー

商工会では、経営課題解決のための各種個別専門相談会を内容別に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働き方改革や従業員の労務管理に関すること

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。
相談日と内容

法律相談 金融相談 知的財産
総合相談

労務管理
相談

令
和
３
年

7月 ２１日（水） １３日（火） 2６日（月） ８日（木）
8月 ２５日（水） ３日（火） 2３日（月） ５日（木）
9月 １５日（水） １４日（火） ２７日（月） ２日（木）

10月 ２０日（水） １２日（火） ２５日（月） ７日（木）
11月 １７日（水） ９日（火） ２２日（月） １１日（木）
12月 １５日（水） １４日（火） ２０日（月） ９日（木）

４
年

1月 ２０日（木） １１日（火） 2４日（月） １３日（木）
2月 １６日（水） ８日（火） 2１日（月） １０日（木）
3月 １６日（水） ８日（火） ２２日（火） １０日（木）

個別専門相談会のご案内

ニーズに合わせて
必要補償額に応じて
加入プランをご検討いただけます

けが
＋
病気 がん 生命

月額2,000円～の掛金で、事故によるケガや熱中症まで補償！
日帰り入院～1,000日目まで補償！（通院は３日目から100日目まで補償）
満６歳～満85歳まで幅広い年齢を補償！
ご家族にも個人賠償責任保険が付帯されます。最高２億円まで補償！

月額1,000円付加で、疾病入院・手術も補償・新型コロナウイルス感染症にも対応

「けが」の補償

月額3,000円～の掛金で、がん診断・入院・手術・放射線治療・先進医療を補償！
満６歳～満80歳まで幅広い年齢を補償！

トータル「がん」補償

満６歳～75歳まで幅広い年齢を保障！
死亡・高度障害共済金1,000万円～6,000万円を保障！

「生命」保障

「病気」の補償

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13：30～16：30　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。
費　用： 会員無料（法律相談、労務管理相談については、

非会員１１，０００円）
申込先： 東近江市商工会（担当：村井・中山） 

☎０７４９-４５-５０７７

　東近江市商工会ＦＡＸ（０７４９－４５－５０８８）へお申込みください。
※�新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業所別に時間を指定させていただきますので、ご協力をよろしくお
願いします。

１. 実施会場一覧表
開催日 曜日 会　場 受付時間 申込締切

令和３年８月 ４日 （水) 永源寺コミュニティセンター 9：00～13：30 6月18日(金)
令和３年８月31日 （火) 五個荘コミュニティセンター 9：00～16：00 7月15日(木)
令和３年９月10日 （金) 蒲生コミュニティセンター 9：00～16：00 7月23日(金)
令和３年９月14日 （火) 愛東コミュニティセンター 9：00～16：00 7月23日(金)
令和３年９月30日 （木) 湖東コミュニティセンター 9：00～16：00 8月16日(月)

　※12：00～13：00は休憩です。(永源寺会場を除く)

２. 受診者負担料金（定期健診）
　　１人目～５人目：5,100円　６人目～10人目：5,600円　11人目～15人目：6,700円　16人目以上 ：7,200円

令和３年度の健康診断日程表

商工会の福祉共済ご案内
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事業所紹介コーナー

蒲生支部

タイ政府認定（タイセレクト・プレミアム）の
本物の味をお楽しみください。
【ランチ】火～土曜日　11：30～14：30
メニューは週替わりです。週のメニューや営業日
カレンダーはホームページ、Facebook、LINE、
Google等でご確認ください。
Tel 0748-22-0422

東近江のタイ王国
「サヤームエラワン」
愛東支部

奥永源寺の岩魚
　　　　ぜひ一度ご賞味ください。

ふる里 まなびや

住　　所　東近江市蓼畑町510
　　　　　道の駅奥永源寺渓流の里内
営業時間　11：00～17：30（17：00Ｌ.Ｏ.）
定 休 日　火曜日
T E L　0748-29-0428
オススメメニュー
　永源寺ダムカレー　990円
　岩魚天丼　　　　1,100円

永源寺支部

住　　所　東近江市佐野町６５７ファブリカ村内
営業時間　 10：00～16：00
定 休 日　火・水・木曜日
T E L　090-6823-1257

Flower Shop ＆ Flower Design School
～花とグリーンで暮らしに彩りを～

能登川支部

湖東支部

※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。

　時のたつのは早いもので、令和２年も半年が過ぎようとしています。年のはじめの豪華客船ダイヤモンドプリンセス号からはじ

まった新型コロナウイルス感染症による肺炎の拡大により、世界中がパンデミックとなり今だに収束の時が見えません。その影響

は我々にも大きくあり、感染拡大に係る経営支援を求め、１人１人が、皆が協力しあってこの国難を乗り越えましょう。

編 集 後 記

問　　題　春過ぎて爽やかな季節となり、新型コロナウイルス感染症の影響で外に出られ
ない日々が続きました。間もなく梅雨に入るこの頃、まわりの景色を見ると咲
く花の季節もすっかり変っています。しっとりと降る雨に似合う花、外国名はハ
イドランジアと言います。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。

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８月31日（月）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30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。

13m
1991年に「能登川水車とカヌーランド」のシンボルとして
復活した大水車の直径は何メートルでしょうか？

五個荘支部

地元ごはん再発見! ～東近江deいただきます～
　東近江市商工会は、地元の飲食店を応援しています。
　東近江市商工会では、会員事業所の飲食店の売上減少の落ち込みを回復できるよう
飲食店を応援する冊子を作成しました。
　この冊子には、各店舗の情報と店長からのひと言、またお得なサービス券を掲載し
ました。東近江市内のお宅に配布(一部配布出来ない地域もあります)し、また地域の
コミセン等にも配布しました。市民の皆さんにご利用いただき、コロナ禍でも頑張って
おられる飲食店の売上V字回復と、地域の活性化を図ります。
　飲食店もコロナ感染予防を徹底し、お待ちしています。地元飲食店を応援しましょう。

今回の総代会で、任期満了に伴う役員改選があり、新しい役員さんが選出されました。
商工会は、会員様お一人お一人のお力があってこそ事業活動ができます。
気持ちも新たに役職員一丸となり、会員様のご期待に添える様、事業活動を進めて参りたいと思います。
毎回の情報誌は、コロナ禍で厳しい中、会員様目線で情報を提供させて頂きます。
今後共ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。（Y.H）

編集後記
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