
洋梨の女王「ラ・フランス」
　ラ・フランスは、19世紀半ばにフランスを代表する品種として生まれた洋梨
を代表する品種です。そのおいしさに「わが国を代表するにふさわしい果物で
ある！」と賛美したことから「ラ・フランス」と名前が付いたと言われています。
　愛東支部の会員である福永農園　代表　福永久嗣さんが丹精を込めて栽培
されています。これから収穫時期を迎え、特有の芳香と果汁がしたたるち密な
肉質は、まさに洋梨の女王です。

会員数 1,545名
（令和３年10月１日現在）

№362021.10
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



　当商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、積極的に販路開拓に取り組む中小
企業に対して必要経費の一部を助成して、事業者の受注及び販路開拓・拡大を支援することを目的とした、
「新型コロナウイルス感染症対応販路開拓支援助成金」の公募を開始しました。是非、ご活用ください。

【助成金額】
　上限５万円【補助対象経費（税抜）の10／10補助】（ただし、予算がなくなり次第受付終了）
　※助成金の交付は同一の事業者につき、１回限り（他商工会で助成されている場合は不可）
　※令和３年４月１日以降に実施した経費について遡及が可能で、申請時に支払い完了した経費が対象

【対象事業者】　東近江市商工会に加入する会員事業所で、中小企業基本法に定められた中小企業等
【助成対象】
　（１）広告宣伝費
　　�　新聞、雑誌、地域情報誌等の掲載又は折込み、販促パンフレット・ポスター・
チラシ・折込・ポスティング費、その他商工会長が認める販路開拓に係る広
告宣伝費

　　※�慣例的・形式的な年賀状や暑中見舞いの印刷代・はがき代、名刺やカレン
ダー等の単なる印刷代等は対象外

　　※�求人広告等の商品・サービスのPRでない経費は対象外
　　※�自社でチラシ等を作成する場合の消耗品（用紙代・インク代等）は対象外
 （２）展示会出展費
　　�　国内外で開催の展示会、見本市、商談会等に、出展・参加又は主催する際の
出展小間料、小間内装飾経費、出展物搬出入経費、その他出展に対する直接経費　

　　※�人件費や展示会等の中止に伴うキャンセル料は対象外

【受付期間】�令和３年10月１日（金）～令和３年12月28日（火）（土・日・祝日除く）�
９時～16時（※ただし、予算がなくなり次第受付終了・先着順）

【申請方法】�東近江市商工会窓口で受付（申請書類は商工会ホームページでご確認、ダウンロード�
してください）

＊概　　要　�東近江市では、新型コロナウイルス感染症にかかる経済対策として、市内の事業者等が連携して取り組む、
にぎわいづくりのための新たなイベントや経営力の強化を図る取り組みなど、商工業の活性化に資する事
業に対して経費の一部を補助します。

＊申請期間　令和３年10月１日（金）から令和3年12月28日（火）までの予定(予算がなくなり次第終了）
＊対�象�者　市内に事業所を有する２者以上で構成されたグループ
＊対象事業　イベントの実施(既存のイベントは対象外)、プロモーションの制作、新商品の開発など
＊補助金額　50万円＋（連携事業者数−２）×20万円（上限250万円）
＊補�助�率　補助対象経費の３／４

新型コロナウイルス感染症対応　　　　
　　　　販路開拓支援助成金のご案内

東近江市商工業連携事業補助金のご案内

本事業の詳細や申請書類等につきましては、東近江市商工会ホームページでのご確認や商工会へお問い合わせください。
☎0749–45–5077　（担当　中山、前田、青木）

問合せ先：東近江市商工観光部商工労政課　☎0748–24–5565

（QRコードからもご確認いただけます。）
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職 員 体 制

事務局長　杉山 清
事務局全般

総務指導課 経営支援課

課長補佐　森野 直子 課長　中嶋 美智子 事務局次長（課長兼務）　小椋 正晴 課長補佐　村島 貴平
会計・補助金・広報委員会 総務企画委員会・地域活性化委員会 経営支援全般 経営支援全般
能登川支部　責任者 蒲生・愛東・湖東支部　副責任者 永源寺・五個荘・能登川支部　副責任者 永源寺支部　責任者

主幹　安井 源 主幹　竹井 公子 主幹　多賀谷 直美 主幹　前田 能利
建設業部会・火災共済 商業部会 創業者支援・販路開拓 専門相談・労働保険
湖東支部　責任者 蒲生支部　責任者 五個荘支部　責任者 愛東支部　責任者

主任　中本 恭平 主査　小根田 秀樹 主査　大橋 郁美 主査　中山 涼
サービス業部会・福祉共済 工業部会・自動車共済 女性部・記帳機械化 融資全般

永源寺支部　巡回 蒲生支部　巡回 能登川支部　巡回 湖東支部　巡回

主事　松岡 知世 主任　間宮 有美香 主任　村井 潤 主事　神山 秀昭
会計 会費管理・貯蓄共済 青年部・経済動向調査 情報化

愛東支部　巡回 永源寺支部　巡回 蒲生支部　巡回 五個荘支部　巡回

主事　深田 悠暉 主事　青木 裕
会員管理・健康診断 景況調査・各種共済
五個荘支部　巡回 能登川支部　巡回

臨時職員等

県連合会事務補助職員　保智 明美 記帳機械化推進員　大迫 ふみ 記帳機械化推進員　中西 清子 記帳機械化推進員　河﨑 さつき
能登川支部　巡回 蒲生支部・能登川支部　巡回 永源寺支部・湖東支部　巡回 愛東支部・五個荘支部　巡回

経営支援のことなら、私達にお任せください。
巡回して対応させていただきます。

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

商工会は
行きます�聞きます
提案します
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簡単チェック！支援金等フローチャート
〈業種〉 〈給付条件〉 〈支援金〉

すべての業種の皆様

・�飲食店と継続的な取引
がある

または
・�まん延防止措置、緊急事
態宣言による外出自粛
の影響を受けている

・�2021年7月または8月の売上が、前年又は前々年
同月より50％以上減少している

または
・�2021年7月、8月の売上合計が、前年又は前々年
同期間の売上合計より30％以上減少している

・�2021年9月または10月の売上が、前年又は前々
年同月より50％以上減少している

または
・�2021年9月、10月の売上合計が、前年又は前々
年同期間の売上合計より30％以上減少している

2021年の対象月（8月、9月）の売上が、前年又は
前々年の同月より50％以上減少している

飲食店の皆様 通常時20時
以降も営業
していた

通常時に酒
類、カラオケ
設備の提供を
している

緊急事態宣言期間中
・�酒類・カラオケ設備を提
供停止し、20時までの
時短営業を行った

または
・休業した

緊急事態宣言期間中
・�20時までの時短営業を
行った

または
・休業した

緊急事態宣言期間中
休業した

緊急事態宣言期間中
酒類、カラオケ設備の提供
を停止した

緊急事態宣言期間中
通常通りの営業を行った

緊急事態宣言期間中
休業した

通常時に酒
類、カラオケ
設備の提供を
していない

通常時に酒
類、カラオケ
設備の提供を
している

通常時に酒
類、カラオケ
設備の提供を
していない

通常時20時
までの営業
だった

酒類販売
事業者の皆様

a.�県内に本社または本店がある
b.�国の月次支援金の給付決定を受けている
c.�酒類の提供停止を伴う時短要請、休業要請に応じ
た飲食店との取引がある
d.�2021年月間売上額が50％以上減少している

以上の要件をすべて満たしている

対象月：８月および９月

⑤滋賀県
　酒類販売事業者に対する
　支援金
受付期間
８月分　10/�１～11/30
９月分　10/15～12/31

①滋賀県
　事業継続支援金【第２期】
受付期間�
　９/29～10/29

②滋賀県
　事業継続支援金【第３期】
受付期間�11月上旬～１ヵ月

③月次支援金� ※1
受付期間

8月分：� ９/１～10/31
9月分：10/１～11/30

④滋賀県
　�営業時間短縮
要請等に係る
協力金� ※2
受付期間
　2期対象期間
� （8/27～9/12分）
　9/13～10/12
　3期対象期間
� （9/13～9/30分）

　10/1～10/31
（オンライン）

　10/1～11/1
（郵送　消印有効）

㊟�月次支援金と
の併用はでき
ません

※1 ��月次支援金は、申請前に登録確認機関での事前確認が必要です。書類がすべて揃った段階で�、東近江市商工会へご連絡ください。
☎0749-45-5077

※2 ��申請された事業所は、市の上乗せ協力金、支援金の申請ができます。�――�⑥感染症拡大防止営業時間短縮協力金

緊急事態宣言期間
令和３年８月27日
　　　～9月30日まで

協力金の
対象に
なりません
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①②事業継続支援金
【第２期】【第３期】

③月次支援金

④営業時間短縮要請
　　協力金

⑤�酒類販売事業者に�
対する支援金

給付額
法人：20万円
個人：10万円

申請方法
郵送または
オンライン

問い合わせ先
コールセンター
0570-200-575

QR
コ
ー
ド

給付額
法人：上限20万円
個人：上限10万円

申請方法
オンライン

問い合わせ先
コールセンター
0120-211-240

QR
コ
ー
ド

⑥��感染症拡大防止営業時間短縮協力金（東近江市上乗せ協力金）
対象者：�滋賀県が実施する「営業時間短縮要請等に係る協力金（飲食店等）」の支給を受けた市内の事業

者（対象外店舗あり）
支給金額：滋賀県から支給された協力金×10%（千円未満切り捨て）
問い合わせ先：東近江市商工労政課　0748-24-5565

QRコード

給付額　AまたはBのいずれか小さい金額　
A.月間売上額が、前年（前々年）同月比で、　

ア.90%以上減少 イ.70%以上減少 ウ.50%以上減少
　法人：上限60万円／月� 　法人：上限40万円／月� 　法人：上限20万円／月
　個人：上限30万円／月� 　個人：上限20万円／月� 　個人：上限10万円／月

B.売上減少額から月次支援金の給付額を控除した額

QRコード

申請方法
原則、オンライン

オンラインができない方のみ郵送

問い合わせ先
コールセンター　0570-005-530

保存版

給付額
＊まん延防止等重点措置期間
（R3.8.8～8.26）
３万円～20万円／日
＊緊急事態宣言期間
（R3.8.27～9.30）
4万円～20万円／日

申請方法
郵送または
オンライン

問い合わせ先
コールセンター
0570-666-323

QRコード

計算の方式は２通りあります。
1.売上高方式　　2.売上高減少額方式
必ずご確認ください。

プラス

＊詳しい内容については、東近江市商工会までお問合せください。
　また、お問合せの際は、下記に売上をご記入の上お電話をお願いします。

支援金等の申請には、売上の把握（日々の記帳）が必要です。

＊各年度別、月別売上を記入してください。

７月 ８月 ９月 10月

Ⓐ�2019年
円 円 円 円

Ⓑ�2020年
円 円 円 円

Ⓒ�2021年
円 円 円 円

減少率�（ⒶーⒸ）／Ⓐ×100 ％ ％ ％ ％

減少率�（ⒷーⒸ）／Ⓑ×100 ％ ％ ％ ％

第
２
期

第
３
期

※売上は店内飲食の売上（税抜）で計算
　仕出し、テイクアウトの売上は含みません。

＊支援金等の申請は、誤って受給することがないよう、よくご確認ください。
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新型コロナウイルス感染症の影響に関する
アンケート調査結果

　当会では、コロナ禍の終息が見えない中、地域で商工業を営む商工会会員事業所の現状を
広く聞き取ることにより、地域経済の現況を分析するとともに、今後の事業立案の一助とす
るため、令和3年7月にアンケート形式の調査を実施しました。
　コロナ禍で大変な中にも関わらず多くの会員事業所様にご協力いただき、要約すると以下
の通りとなりました。

○�売上状況について、50.2％の事業所が新型コロナウイルス感染症の影響が本格化し
た令和2年5月と比較して、売上が減少した（見込み）と回答。また、今後の見通し
についても44.5％の事業所がネガティブな見通しを示しています。(下記図①、図②)

　�新型コロナウイルス感染症の影響により、今なお経営に打撃を受けている事業所が
存在していることを感じさせる結果となりました。

○�92.6％の事業所が何らかのコロナ対策に取り組んでおり、特に一般顧客と接する
機会の多い飲食業やサービス業については、複数項目に取り組む事業所が多くみら
れました。(下記図③)
　�ただし、消毒・換気の徹底やソーシャルディスタンスの確保といった比較的費用負
担が少ない取り組みが多く、オンライン導入や商品・サービスの提供方法見直しと
いった取り組みをしている事業所は少なかったようです。

　調査にご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。
　上記結果を役職員一同共有し、今後の事業推進に活用させて
いただきます。

【売上への影響】
（令和2年5月比）

【実施しているコロナ対策】

大幅に
減少した
16.8% ソーシャル

ディスタンスの
確保
21.2%

商品・サービスの
提供方法見直し
6.6%

消毒・換気の徹底
37.5%

アクリル板の
設置
12.6%

事業活動の
オンライン化

5.0%

営業時間の
短縮
5.1%

その他 4.4%

特にして
いない
7.4%

少し
減少した
25.8%

今後
減少見込
7.6%

増収または
今後増収見込
10.9%

特に
影響なし
31.2%

分からない
5.7%

【今後の経営状況見通し】

厳しい状況が
続く
29.9%

もう少し
時間がかかるが
回復する
25.9%

事業の継続が難しい
4.7%

特に影響
ないので
変わらない
24.7%

見通しが
つかない
9.9%

回答なし
4.8%

図① 図② 図③
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お知らせコーナー

　新型コロナウイルス感染症拡大が止まない状況が続いていますが、ワクチン接種については、順次低年齢層等へ
の接種が行われています。当商工会も職域接種の実施が発表された時に検討をしましたが、東近江市は、市民への
接種を優先することを第一に進められていましたので、八日市商工会議所とも歩調を合わせて検討したところ、経
済団体が主催の職域接種については行わないことになりました。
　会員各位におかれましては、このことをご理解いただき、全ての市民が接種し一日も早い経済回復を願うところです。

　契約更新の時期が近付くと、お知らせのハガキが届きますの
で、中身をご覧いただき、契約内容をご確認ください。
　特に、口座振替でご契約中の方は、登録車両に変更がないか
ご確認をお願いします。
　車両の変更、共済金の請求、その他ご不明点がありましたら
東近江市商工会までお問合せください。

　お怪我や病気で通院や入院などされていませんか。
　もしかすると共済金のご請求を忘れているようなことはありませんか。
　福祉共済は、商工会でご請求手続きが完了します。請求のお忘れがございましたら、商工会までご連絡ください。

職域ワクチン接種について

　今年の６月にコロナ禍で売上げが落ち込んでいる会員の飲食店６６店舗を紹介した冊子
「地元ごはん再発見！東近江deいただきます」を作成し、市内各世帯、公的機関や道の駅
等に配布しました。その冊子の中に折り込んだ７月と８月の２ヶ月間の期間限定のサービ
ス券の使用状況について、とりまとめました。

参加店舗の主な声� ・冊子を通じて地元のお客様に当店を知ってもらうことができて良かった。
� ・コロナ禍の中、少しでも明るい話題を提供いただきありがたい取り組みだった。
　上記のような結果になりました。今回の取り組みは一定の効果はあったと思われますので、今後もこのような機会
があれば実施したいと思います。

飲食店掲載冊子の期間限定特典付きサービス券の使用結果

自動車事故費用共済　ご契約中の方にお願い

全国商工会会員福祉共済　ご加入の皆さまへ

●こんな時にも共済金が支払われます。
★福祉共済ケガのお支払い事例（2,000円コース）
・階段を下りる途中で踏み外し左膝を強打。
　膝の打撲と捻挫で接骨院に32日通院。

東近江市商工会　☎０７４９–４５–５０７７

サービス券利用の効果
使用枚数 850枚
利用人数 1220人
使用金額 ￥3,161,910

Q1 新しいお客様は増えましたか Q2 冊子に掲載してよかったですか Q3 今後もこのような取り組みに
参加されますか

増えた
20%

やや増えた
32%

変わらない
48%

よかった
52%

参加する
81%

わからない
17%

参加しない
2%

ややよかった
28%

わからない
20%

通院30日分で

90,000円
お支払い

※１日3,000円×30日=90.000円　※通院は３日目～100日目まで補償します。
※事故の日からその日を含めて１年以内の通院に限ります。（98日限度）
※接骨院・整骨院での柔道整復師による施術も通院の対象となります。（ただし、支払い日数限度あり）
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事業所紹介コーナー

住所　〒529-1551　東近江市宮川町691-220
TEL　☎050-1039-7112　　090-9987-5597

【ヘッドマッサージ】　【肌診断】

※お肌の悩み改善 ※－5歳エステ
※楽しくダイエット ※ボディエステ
など、お一人お一人を大切にしなが
らカウンセリングさせてもらいお伝
えさせてもらいます。
マスクをしたままの癒しエステもあ
ります。
今回ご連絡いただいた方には、

【ヘッドマッサージ】　【肌診断】

無料でさせて頂きます

蒲生支部

住　　所　東近江市上中野町815
T E L　080-3786-4984
直売店により不定休に
なります。
お電話でご確認下さい。

Instagram

Laque は農園で育てた
ぶどうといちごの小さな直売店。
一粒でも美味しくお届けしたくて

ドライフルーツやワインも
作っています。是非ご賞味下さい。

愛東支部

住　　所　〒527-0211　東近江市永源寺相谷町794
T E L　090-7110-8366
営業時間　11：00～18：00
定 休 日　毎週日曜日
ホームページ　https://machi-sala.com

永源寺支部

住所　〒521-1221　東近江市垣見町765-5
TEL　0748-56-1220　　不定休

近江牛ステーキや、
お酒やご飯のススムお食事を揃えた
アットホームなお店です！
是非一度、足をお運び下さい！
お待ちしております！

Dining Kitchen GRIT
能登川支部

住所 〒527-0135　東近江市横溝町1576
TEL 0749-31-3187
FAX 050-8036-1223

　自分らしく、生きがいのある生活のための楽しい居場所・交流の場、それが
「てとて」です。毎週水曜日10時～11時30分にサロンにて脳トレ、
簡単な作品づくり、健康体操教室を行っています。誰でも参加でき
ます。また家事代行・入浴介助や排泄介助などを行っています。詳し
くは当社ホームページでご確認ください。

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？

住　　所　〒529-1415　東近江市五個荘五位田町596-4（駐車場有り）
T E L　080-3803-1568
営業時間　9：00～21：00
定 休 日　不定休

女性限定・完全予約制

Instagram

～ココロとカラダをいやす空間～
ハーブ蒸しをメインにした
自然派エステサロン

五個荘支部

　コロナ禍の中、東京２０２０オリンピック・パラリンピックが無事終了しました。
　湖国出身の大橋悠依選手や木村敬一選手の力泳を見て、スポーツが与える感動と勇気のすごさに感
涙しました。
　私たち広報委員も会員皆様に共感を届けられる会報誌を作って参ります。� （Ｔ．Ｈ）

編集後記

お申込みは
東近江市
商工会へ
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