
伊庭内湖の水鳥
　能登川地区の伊庭内湖は、大部分はヨシ原で覆われ、多く
の動植物が生息する自然豊かな所です。また、１年を通して多
くの野鳥が観察でき秋から冬にかけては水鳥が飛来し、羽を
休めます。淡水ガモ類ではマガモ、カルガモなどが見られます
ので、バードウォッチングには最適な場所です。

会員数 1557名
（令和３年10月８日現在）

№372021.12
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



　新型コロナウイルスの感染拡大も少し落ち着きましたので、感
染対策を万全にした上で、10月15日（金）、八日市ロイヤル
ホテルにおいて、小椋市長・市商工観光部長・次長・商工労政課
長及び商工会正副会長・筆頭理事との懇談会を開催しました。初
めに鈴村会長から小椋市長へ令和４年度市補助金要望書を提出
し、その後、７月に実施した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の報告、コロナ禍における市の支援策
と商工会の支援策について、担当者より説明と報告を行いまし
た。また、広瀬筆頭理事より、消費喚起策として、キャッシュレ
スキャンペーンの再実施を要望しました。
　コロナの発症を機に生活様式が一変しましたが、アフターコロ
ナに向けた施策の導入に弾みの付く有意義な懇談会を開催するこ
とができました。

行政懇談会
令和４年度市補助金要望と地域の活性化策について懇談

三重県いなべ市商工会との交流会を開催

　東近江市商工会では、７月に発行した飲食店応援冊子「地元ごはん再発
見！　東近江deいただきます」の第２弾として、飲食関連以外の業種を対象
とした応援冊子「地元のお店再発見！ 東近江市商工会e

え

e
え

t
と

ok
こ

oショップガイ
ド」を企画、制作しました。
　東近江市が実施する太子クーポン事業と併せてご活用いただくこと
で、当冊子をアフターコロナ後の売上回復の一助としていただければ幸
いです。

BUY 東近江 お買いものは地元で
「〜地元のお店 再発見！〜」

　11月10日（水）、いなべ市商工会との交流会をあいとうマーガレットステーションで開催しまし
た。毎年、幹事を持ち回りで開催しており、今年は当商工会が幹事を務めました。先ず、商工会事業に
ついて、情報交換と意見交換を行い、その後、館内を視察し、場所をあいとうエコプラザ菜の花館に移
して、廃食油を使ったエコキャンドルづくりを体験していただきました。参加者は、戸惑いながらも真
剣な眼差しでキャンドルづくりを楽しんでいました。
　この交流会は、三重県とを結ぶ石榑トンネルが開通して以来、14回目の開催になりますが、互いの商
工会事業を紹介することで、大変参考になることが多く、今後も交流を続けていきたいと思います。

みなさまへ
東近江市商工会は
会員事業所を
応援します
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  青年部
①�７月27日(火)令和３年度県青・女連合同交流研修会
　（主張発表大会）
　当部員の橋本和哉さん(橋本電設機器
事業主・五個荘支部)が、長年の青年
部活動を通じて学んだことを県内各地
より集まった青年部員の前で発表する
「青年部・女性部合同主張発表大会」
にて、「枯れた心に花を咲かせよう」をテーマに発表しま
した。
　コロナ禍で地域における事業のほとんどが中止、延期とな
るなか、地域の未来を担う子供たちのために、青年部活動を
通じて得たノウハウやネットワークを活用して花火大会を実
施したという内容で、当日は橋本さんの熱のこもった身振り
手振りも加わり、会場からは大きな拍手が寄せられました。
　結果は惜しくも優秀賞（第２位）でしたが、事前の練習を
含め、青年部一丸となって取り組んだ事業となりました。

②�10月21日(木)県青連
　Ｃブロック
　ソフトボール予選
　愛東おくのの運動公園にお
いて、安土町、東近江市、愛

荘町、稲枝、豊郷町、甲良町、
多賀町の商工会青年部が集ま
り、県大会出場をかけてトーナ
メント形式のソフトボール予選
大会を実施しました。
　当青年部からは各支部の選抜
メンバーが集まり、多賀町商工会青年部と激戦を繰り広げま
した。
　惜しくも勝利は逃しましたが、支部の垣根を超えた息の
合った連係プレーが随所に見られ、当青年部の団結力や底力
を発揮した試合となりました。

③�青年部PR動画撮影事業
　当青年部では青年部の魅力を発信し、組織増強に繋げるた
め、初の試みとなる「青年部PR動画」の撮影を実施しまし
た。
　各支部部員が協力して撮影した、青年部に加入してよかっ
たことについて語った動画を青年部で協力して編集し、見や
すくわかりやすい一連の動画にしました。
　その動画はケーブルテレビやYouTube等で放送予定
です。
　青年部一丸となった力作ですので、ぜひご覧ください。

「サスティナブルに特化したオリジナルブランド商品の販売事業」
〜事業再構築補助金の支援〜

DX推進支援事業

■株式会社　大長　東近江市五個荘簗瀬町611
　株式会社 大長は、五個荘地域で創業して134年の総合繊
維加工メーカー。一昨年、ものづくり補助金を活用し、大型
の新規設備投資を行った大橋富美夫代表取締役は、「新しい
時代のニーズに対応していくためには、さらなる取り組みが
必要」と事業再構築補助金の申請を決断し、当商工会に相談
されました。
　相談を受けた職員は、伴走型支援により、綿密な打合せを
重ね、申請書の記載内容について、助言・提案を行いまし

た。その支援が功を奏し、事業再構築補
助金の採択を受けることができました。
「ものづくり補助金に続き、商工会さん
には大変お世話になりました。限られた
期間の中でしたが、密にコミュニケー
ションを取ることで、見事に事業再構築
補助金の採択を受けることができまし
た。これからも、東近江市商工会さんには、的確な支援をお
願いしたいと思います。」 大橋富美夫代表取締役　談

  女性部
①�7月14日(水)SNS活用セミナー
　グラスハパコンサルティング株
式会社の中野雅公氏を招聘し、
『商売に明日から使える！～知っ
ておくと得するスマホ・SNS活
用』セミナーを開催しました。
　スマホの活用で消費者の行動変
化が見られる中、商売に使えるスマホ活用法やSNSを使った
PR活動について学び、大変参考になる内容でした。

②�10月13日(水)SDGsセミナー①
　滋賀県立大学地域共生センターの上田洋平氏を招聘し、
『SDGsの使い方・活かし方～持続可能な未来への扉をひら
く～』と題し、セミナーを開催しました。
　SDGsとは何か、SDGsの活動の取り組み事例等をお話し

いただき、今後の女性部事業の
参考になりました。

③�10月29日(金)
　SDGsセミナー②
　有限会社ガイアコミュニティ
の風かおる氏を招聘し、『SDGsを体験してみませんか？～
ゲームを通してSDGsを学ぶ～』と題したセミナーを開催し
ました。
　 ボ ー ド ゲ ー ム を 行 い な が
ら、世界・社会・SDGsを学
ぶという初めての体験でした
が、協力しながら、参加者全
員がGOALSすることができま
した。

大橋 富美夫 代表取締役

※この事業は小規模事業者のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進や
　IT化等による事業再構築を支援する滋賀県商工会連合会の取組みです。
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年末調整による源泉所得税納付事務相談会の開催について
１．開催日および会場

会場名 R4・1/5
（水）

1/6
（木）

1/7
（金）

1/11
（火）

1/12
（水）

蒲　生コミュニティセンター ○ ○
永源寺コミュニティセンター ○ ○
五個荘コミュニティセンター ○ ○
能登川コミュニティセンター ○ ○ ○ ○
商工会 [ 東近江市湖東支所内 ] ○ ○ ○ ○ ○

２．時　　間：午前10時～12時　　午後１時～３時
３．持 参 品：・令和３年所得税源泉徴収簿（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）
・令和３年扶養控除等申告書
・令和３年７月納付済み領収書
・令和３年度の年末調整関係諸用紙（税務署等より送付）
・令和２年度の年末調整関係書類
・個人番号確認用の書類（個人番号カード(裏面)、通知カード等）
・事務手数料（基本料3,300円/年　従業員２名以降１名につき1,100円）

４．納付期限：令和４年１月20日（木）

●今年度より、年末調整に関する書類への押印が不要となりました。
● 税額計算時に控除できるもののうち、「人的控除（寡婦控除や障害者控除などの納税者の人的状況によっ

て適用できる控除）」については、あらかじめ従業員の方にご確認いただきますようお願いします。
●法定調書合計表の控に税務署の受付印が必要な方は、恐れ入りますが、ご自身でご提出ください。

令和3年（2021年）分確定申告のご案内
申告期間：令和４年２月16日（水）から３月15日（火）
　対象者には、来年１月に個別相談会の案内を通知します。
　確定申告に必要な書類等の準備を進めていただきますよう、よろしくお願いします。
　また、昨年の確定申告から青色申告特別控除の65万円控除の適用要件が変更となっています。電子申告
（e-Tax）には税務署への届出（ID・パスワード方式）かマイナンバーカードの取得（マイナンバーカード
方式）が必要となりますので、手続きがまだの場合は、早めに手続きをしてください。また、マイナンバー
カード方式の場合は、マイナンバーカード交付時のパスワードが必要となりますので、ご注意ください。

65万円の青色申告特別控除を受けるための要件

複式簿記（正規の簿
記の原則で記帳）

賃借対照表と
損益計算書を添付

期限内に申告 e-Taxで申告
又は電子帳簿保存

65 万円 ○ ○ ○ ○

55万円 ○ ○ ○ ー

適用要件

青色申告
特別控除額

65万円控除の適用を受けるには、各欄の４つの要件をすべて満たす必要があります。
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オンラインで経営相談ができます
　東近江市商工会では、新型コロナウイルスの感染リスクの軽減や、時間の都合により来所が困
難な方を対象に、経営や創業に関する各種相談を受けられるオンライン経営相談窓口（事前予約
制）を設置しています。
　インターネット環境と必要機材さえあれば、場所を選ばずに非対面で無料相談を受けられます
ので、ぜひ活用ください。

対象者

東近江市商工会管内の事業所、
また、創業を検討されている方

対応者

東近江市商工会経営指導員ほか

相談の内容

資金繰りや融資に関すること（制度融資、マル経等）
補助金・助成金の申請に関すること
記帳や決算に関すること
創業に関すること
事業承継に関すること
労務や労働保険に関すること、ほか

相談受付

平日　9：00～17：00
（相談日の２営業日前までに予約ください）
相談時間は、原則１回につき50分
開始時間　9：00～ 10：00～ 11：00～
　　　　 13：00～ 14：00～ 15：00～ 16：00～

申込はこちらより

確認注意事項

•オンライン相談は「Ｚoom（ズーム）ミーティング」を使用します。
  「Ｚoomミーティング」とは、パソコン、スマートフォン、タブレットなどを使用し、セミ
ナーや会議をオンラインで開催するために開発されたアプリケーションです。

• 申し込み状況・相談内容によっては、ご希望に添えない場合もありますので、予めご了承くだ
さい。

• 相談内容によっては、他の支援機関を紹介する等、メールでの対応となる場合があります。

ご相談までの流れ 

申込フォーム
より申込

相談日時
の決定

相談用URL
の案内

オンライン
相談の実施

テレビ会議方式「Zoomミーティング」の設定・使い方（簡易版）
事前準備編 相談編

① https://zoom.usへアクセス
②ページの下部より
　 ミーティングクライアントをインストール
③ 新規ID取得の場合は、サインアップの登録
　 Google,Facebookアカウント利用の場合

は、サインイン

④ 商工会より前日までにミーティングIDの
案内

⑤ アプリより参加をクリックし、ミーティン
グIDを入力

⑥ カメラ、マイクのアクセスを許可
⑦ Zoomミーティングの開始

問い合せ先　東近江市商工会 担当 前田 ☎0749-45-5077

相談無料
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令和３年１０月１日から適格請求書等保存方式
（インボイス制度）登録申請が受付開始されました

　令和５年10月１日から消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式（インボイス制
度）」が導入されます。この制度は、税務署に登録申請提出後に登録番号等の通知が行われて、適格請
求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書（インボイス）を交付することができます。
　課税事業者や免税事業者の多くの事業者に関係する制度になりますので、登録が必要な事業者は登録
申請手続き（提出期限：令和５年３月31日）を忘れないようにご注意ください。
　また、消費税免税事業者（基準期間における課税売上高が1,000万円以下）でも今後取引先からイン
ボイスの交付を求められる場合がありますので、注意が必要です（免税事業者でも適格請求書発行事業
者の登録を受けることで消費税の申告が必要となります）。
　ご不明な点等がございましたら、下記QRコードの国税庁特集サイトのご確認や東近江市商工会までお問合せください。

インボイス制度とは

■ 売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを
交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。

■ 買手は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事
業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

インボイス制度スケジュール
令和３年10月１日 令和５年３月31日 令和５年10月１日

登録申請書
受付開始

登録申請書の提出期限
（令和５年10月１日か
ら登録を受ける場合）

適格請求書等
保存方式の導入

登録申請書の提出を受けた後、審査に一定の時間
を要しますので、早めの提出をお願いします。

小規模事業者持続化補助金とは・・・
一般型 低感染リスク型ビジネス枠

対象 販路開拓や新サービスに必要な取り組み
（設備投資や宣伝広告等）

対人機会を減らす新サービスや生産工程に必要な取り
組み（設備投資や宣伝広告等）

補助率 対象経費の2/3（最大50万円） 対象経費の3/4（最大100万円）
申請方法 郵送または電子申請（Jグランツ） 電子申請（Jグランツ）のみ

次回申請締切 第7回目：令和4年2月4日（金） 第5回目：令和４年1月12日（水）17：00まで
第6回目：令和４年３月９日（水）17：00まで

その他 申請するために商工会の確認が必要 2021年1月8日以降に発生した経費について
遡及が可能

※電子申請（Jグランツ）は、利用手続きに1か月程度要します。
※補助金を受けるには、取組内容を事前計画し、採択される必要があります。
※締切に十分余裕をもって、東近江市商工会までご相談ください。

売手は軽減税率対象品目の販売の有無にかかわらず、取引先（課税事業
者）から求められた場合には、適格請求書を交付しなければなりません。

自社が免税事業者でも取引相手か
ら適格請求書を求められる場合があ
るので制度の理解が必要。

売手
（適格請求書発行事業者） 買手

交付した適格請求書の写し
の保存が必要となります。

適格請求書

インボイス制度の概要やQ＆A等の特集サイトが
国税庁HPにありますので、ご確認ください。
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新規加入紹介（４月〜10月）
No 企業名 代表者名 支部 事業内容
1 サロンド れい 中井　良枝 蒲　生 美容業
2 株式会社 今岡牧場 今岡　睦夫 蒲　生 乳製品販売業
3 有限会社 土岐 土岐　尚孝 蒲　生 飲食業
4 Realiser 松村　麻希 蒲　生 エステ・化粧品販売業
5 西岡社労士事務所 西岡　信行 蒲　生 社会保険労務士
6 山中瓦店 山中　善教 蒲　生 瓦屋根工事一式
7 一総業 太田　一也 蒲　生 塗装業
8 久保栄商店 久保　敬司 蒲　生 ラジコン販売・学習塾業
9 sakuraデザイン事務所 吉松　ひろ美 蒲　生 DTPデザイナー
10 CHERIE 中村　亘 蒲　生 美容業
11 ラパン アンジェリーク 馬場　櫛己子 蒲　生 菓子製造業
12 一般社団法人 奥永源寺渓流の里 池田　則之 永源寺 道の駅
13 ふる里 まなびや 玉置　祐道 永源寺 飲食業
14 合同会社 スコットワークス 武田　雅裕 永源寺 野菜販売業
15 茶縁むすび 山形　蓮 永源寺 茶小売業
16 久電 久田　篤史 永源寺 電気工事業
17 野田版画工房 野田　拓真 永源寺 内装仕上
18 準学校法人 日本ラチーノ学院 ムラカイオ マルコス カミ 永源寺 ブラジル人学校
19 日本寝具通信販売 株式会社 大倉　利明 五個荘 寝装寝具通信販売業
20 徳田塗装 徳田　誠 五個荘 建築塗装業
21 Vivant Garden 枝連　有未 五個荘 美容・エステ業
22 みらいず 株式会社 久保山　智 五個荘 不動産業
23 namu/namu 熊倉　侑子 五個荘 飲食業（移動販売）
24 atelier oeillet 中村　冨美子 五個荘 寄せ植え教室　他
25  KOTI. 辻　友紀 五個荘 雑貨小売業
26 大橋屋エトセトラ 大橋　一女 五個荘 雑貨・地域学校用品小売業
27 ハートフルカンパニー 株式会社 波戸　昌子 能登川 ビューティーサポート業
28 RINRIEデザイン 堤　理恵 能登川 デザイン業
29 小林商店 小林　稔行 能登川 露店商
30 Lani nail 居原田　未来 能登川 美容業
31 Hair Design PLANTS 向井　朋子 能登川 美容業
32 ことう法律事務所 藤田　祐介 能登川 弁護士業
33 metamorphose 峠岡　佳名 能登川 美容業
34 カイロプラクティックルームフォロー乙女浜院 井口　千津子 能登川 整体業
35 梅の里 田口　加代子 能登川 飲食業
36 居酒屋 はまや 長棟　滋男 能登川 飲食業
37 有限会社 香取 香取　美輝 能登川 飲食業
38 吉田邸 西田　鮎美 能登川 賃館業
39 株式会社 Think 赤田　隆太 能登川 ダンス教室
40 凪晴食堂 西本　和弘 能登川 飲食業
41 Fly Out Architect 小泉　駿 能登川 建設設計業
42 うを藤 寺井　藤人 能登川 飲食業
43 青山いちご農園 青山　彰宏 愛　東 イチゴ生産・販売業
44 愛のまち 合同会社 藤関　明雄 愛　東 食料品小売業
45 〇文堂 古澤　博史 愛　東 内装、家具、建具の施工図作成業
46 福永建機 福永　春男 愛　東 中古機械買取業
47 ほぐしや ふわり 青山　恭子 湖　東 マッサージ他
48 ミモザキッチン 合同会社 丹羽　昭夫 湖　東 飲食業
49 facial esthe salon Lei Momi 杉田　香奈江 湖　東 エステサロン業
50 湖東こぐま農園 小林　佳紫 湖　東 イチゴ生産・販売業
51 Shimukun 左近　知亜子 湖　東 ネットショップ業
52 株式会社 マツコウ 松野　賢二 湖　東 建設業
53 ドングリ工房 田中　友喜 湖　東 木製家具製造業
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事業所紹介コーナー

住　　所 東近江市葛巻町418-2 ※旧蒲生町地域
定 休 日 第1月曜日・火曜日／第3月曜日・火曜日／毎週日曜日
営業時間 9：00～18：00　業務内容 美容業務一般(カット・カラー・パーマ等)
駐 車 場 あり　電話番号 0748-55-2779（出張美容も承ります）

ＳＡＬＯＮ ｄｅ れい
お客様の

「キレイになりたい」を
お手伝いします。

蒲生支部

カイロプラティックルーム

フォロー乙女浜院

▲気さくで経験豊富な院長が
　施術してくれます

血行を良くして身体の不調を和らげます
年のせい…、持病だから…と諦めていた
痛みや悩みの緩和、肩こり、腰痛、膝痛、
ストレート首等不調がある人は相談を！

通常5,000円のところ クーポン利用で初回2,000円！
■一般5,500円　■中高生・シニア…4,500円
※基本施術時間：60分（症状によって多少前後します）
※タオル1枚要持参 ※お得な回数券あり ※完全予約制

T E L 090-2044-4118
住　　所 東近江市乙女浜町530
営業時間 10：00～17：00
定 休 日 不定休　駐 車 場 有

アプリクーポン

▲

他情報も！

能登川支部

●イスポケットや座布団カバー他、ハ
ンドメイド雑貨あります。
●個性あふれるアクセサリー作家様
の作品がたくさんあります。

●制服販売もしている雑貨店

五個荘地区の幼・小・中学校の
制服、体操服を取扱しています

イスポケット、
座布団カバー作成
受け付けて
います。

東近江市五個荘五位田町599
tel.0748-48-6152/090-5010-7248
営業時間　10時～18時
定 休 日　火曜日、他（不定）
　 他　 　各種スマホ決済有り
　　　　 （PayPay・メルペイ・d払い）

駐車場
有り

五個荘支部

※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？

InstagramFacebook

東近江市曽根町968（農園は地先１㎞です）
TEL：090-7362-9211（9：00～16：00）

自然に囲まれた のどかなイチゴ農園

大粒いちごは、お歳暮や年末年始の
ごあいさつにとても喜ばれています

（ティーベリーファーム）

愛東支部

http://okueigenji-keiryunosato.com/

■営業時間
　9：00～17：30（4-11月）
　9：00～16：30（12-3月）
■定休日
　火曜日・年末年始
　（火曜が祝日の場合は翌水曜日）
　※GW、11月は無休
東近江市蓼畑町510番地
TEL＆FAX：0748-29-0428

毎週日曜日
「山里市場」開催

永源寺支部

住　　所 東近江市小八木町1483
　　　　 メゾンあおやま103号室
Ｔ Ｅ Ｌ 080-8490-1479
営業時間 10：00～20：00（要予約）

湖東支部

　今年もはや年の瀬…
　長引くコロナ禍で、様々な日常の生活習慣も変わりつつある昨今ですが、「おうち時間」と言う
言葉をよく耳にします。我ら経営者には無縁だなぁと感じつつも、正月くらい変わらぬ文化風習を
味わい、近しい人と、おうち時間を楽しみたいものです。
　店主も一息ついて、また来年も頑張りましょう。
　皆様よいお年を。� （T.O）

編 集 後 記

商工会から情報発信・事業についてのアンケート調査のお願い

　新型コロナウイルス感染症の影響により、社会活動・企業活動が大きく変化し
ています。
　東近江市商工会では、今後の情報発信・事業の開催について
参考とするためアンケートを実施しています。
　２分程度で回答できる内容ですので、右のQRコードからアン
ケートにアクセスしていただき、回答のご協力をお願いします。
 （回答期限　令和４年１月20日（木））

（メールアドレスを登録していただいている事業所には12月に配信済です）


