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情報発信中！

公式facebook

第11回　白鳥川桜ぼんぼり　３月16日～４月12日
　　　　 鯉のぼりの川渡し　４月16日～５月18日
　　　　　　　　主催：白鳥川の景観を良くする会（略称：景観隊）
　　　　　　　　　　　・近江八幡市 水と緑の環境ネットワーク
　　　　　　　　　　　・おやじ連 ボランティアグループ
　　　　　写真：自然一杯の白鳥川、ぼんぼりとその夜景、鯉のぼりの川渡しの風景
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令和４年度 各種検定試験令和４年度 各種検定試験
※感染症や大規模自然災害等の事由により試験が中止となる可能性もあります。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、急きょ試験が中止となる場合や、申込受付を早期に締め切る場合があります。
　最新情報はお問合せいただくか当所ＨＰでご確認いただきますようお願いいたします。

■ 簿記検定

回 施行日 申込受付期間

第161回 6月12日(日)

【窓口受付】4月25日(月) ～5月16日(月)

【Web受付】4月25日(月) ～5月15日(日)

※コンビニ決済・Pay-Easy決済の場合は5月7日(土)まで

第162回 11月20日(日)

【窓口受付】10月4日(火) ～10月24日(月)

【Web受付】10月4日(火) ～10月23日(日)

※コンビニ決済・Pay-Easy決済の場合は10月15日(土)まで

第163回
（2・3級）

2月26日(日)

【窓口受付】1月10日(火) ～1月30日(月)

【Web受付】1月10日(火) ～1月29日(日)

※コンビニ決済・Pay-Easy決済の場合は1月21日(土)まで

■ 珠算・暗算・段位認定

回 施行日 申込受付期間

第225回　珠算

6月26日(日) 5月9日(月) ～
5月26日(木)第231回　暗算

第135回　段位

第226回　珠算

10月23日(日) 9月5日(月) ～
9月22日(木)第233回　暗算

第136回　段位

第227回　珠算

2月12日(日) 12月19日(月) ～
1月12日(木)第235回　暗算

第137回　段位

≪受験料≫　
1級 7,850円／ 2級 4,720円／ 3級 2,850円
☆統一試験に加え、２級と３級にネット試験方式が追加されました
　詳細は日本商工会議所検定試験HPをご確認ください（https://www.kentei.ne.jp/）

≪受験料≫　
［珠算］1級 2,340円／ 2級 1,730円／ 3級 1,530円／ 4 ～ 6級 1,020円
［暗算］1 ～ 6級 910円
［段位］珠算・暗算 2,950円／珠算のみ 2,550円／暗算のみ 1,220円

◇受験申込について◇ ※受付時間　8:30 ～ 17:15（土・日曜日、祝日は除く）
※年末年始、GW、お盆等で休館の場合は受付できません。
※申込締切日は、厳守してください。
※各種検定試験ネット申込は、近江八幡商工会議所HPにてお申込みください。
　https://8cci.com/

【お問い合わせ】
近江八幡商工会議所
〒523-0893　近江八幡市桜宮町231-2
TEL：0748-33-4141

東京商工会議所 検定試験
東京商工会議所の検定試験（東商検定）は2021年度からIBT（インターネット経由での試験）に変わりました。
　対象：カラーコーディネーター検定試験・ｅｃｏ検定(環境社会検定試験)・ 福祉住環境コーディネーター検定 など
詳細は東京商工会議所検定試験情報HPをご確認ください。（https://www.kentei.org/）

【お問い合わせ】
東京商工会議所検定センター
TEL 03-3989-0777
https://www.kentei.org/

級 1 2 3 BASIC

受験料 10,480円 7,330円 5,240円 4,200円

日商ＰＣ検定（文書作成・データ活用・プレゼン）
◇◆◇ネット試験◇◆◇

級 EXPERT STANDARD BASIC ENTRY

受験料 6,600円 5,500円 4,400円 3,300円

日商プログラミング

級 初 原価計算 2 3

受験料 2,200円 2,200円 4,720円 2,850円

簿記検定　ネット試験

級 1 2 3

受験料 10,480円 7,330円 4,200円

電子会計実務

検定 ビジネスキーボード キータッチ2000テスト

受験料 2,620円 1,570円

キーボード操作技能

級 1 2 3

受験料 7,330円 5,240円 4,200円

日商ビジネス英語検定

級 1 2 3

受験料 7,850円 5,770円 4,200円

リテールマーケティング（販売士）検定 ネット試験

※会場により受験可能な検定が異なりますので、希望会場にお問合せください。
※検定実施日、申込方法等は試験会場にお問合せ下さい。
※会場等の都合により、ご希望日に受験いただけない場合もあります。

近江八幡商工会議所認定ネット試験会場

ＩＴサロン　オールマイティ
東近江市蒲生堂町328-204

TEL 0748-55-3910

近江八幡商工会議所パソコン教室
近江八幡市鷹飼町179番地（AQUA21_1F)

TEL 0748-36-3123

有限会社 スタック
近江八幡市池田町3丁目32

TEL 0748-32-7137
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近江八幡金融協議会
京都銀行・湖東信用金庫・関西みらい銀行

滋賀銀行・滋賀県信用組合
滋賀中央信用金庫・グリーン近江農業協同組合

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
2022年１月調査結果

　2021年１月調査と比較すると、新卒採用を実施した企業は増加しているものの、約
６割の企業が計画通りの採用ができていない結果となりました。２割超の企業は募集を
しても採用できなかったと回答しており、コロナ禍からの活動回復を見据え、企業の採
用意欲は戻りつつあるものの、採用競争の激化などから中小企業の人材確保の厳しさが
増している様子がうかがえます。

202１年度の新卒採用（2022年４月入社）の動向

↓詳しい結果はこちら

２年 宮田 真愛 さん

私は高校入学当時は日商簿記２級
を取得することを目標としていた
ので、今回１級に合格できたこと
大変嬉しく思います。指導してく
ださった先生や部活動の仲間に感
謝するとともに、次の目標へ向け
て頑張ります。

第 1 5 9 回 簿 記
検 定 試 験１級合格者 紹 介

滋賀県立八幡商業高等学校生４名合格されました！！

２年 小山 晴 さん

簿記を勉強する上での第一の目標
としていた、日商簿記検定１級に
合格でき、とても嬉しいです。検
定合格は、弛まぬ努力と周りの人
のサポートがあってこそ得られた
結果だと思います。これからは、
今回の受験勉強で感じた反省点を
意識しながら新しい目標に進んで
いきたいです。

２年 藤川 梨瑚 さん

今まで努力してきたことが日商簿
記１級合格という目に見える形
に残すことができて大変嬉しく思
います。合格できたのは、私の力
だけでなくたくさんの人の支えが
あったからです。そのことに感謝
し、今後も頑張ります。 ２年 勝島 和希 さん

高校入学からの１番の目標であっ
た日商簿記検定１級の合格を達成
することができ、大変嬉しく思っ
ています。周りの支えや仲間への
感謝を忘れずに、次の目標である
税理士試験合格に向けて頑張りた
いと思います。
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17日(木)

９日(水)

８日(火)

25日(金)

４月５日(火)

６日(水)

13日(水)

21日(木)

29日(金)

11日(金) 常議員会
16日(水) 工業クラブ理事会

４日(金)

３月１日(火)

２日(水)

３日(木)

７日(月)

10日(木)

21日(月)

３月～４月

商工優良従業員表彰式

知的財産権(発明)相談会

昭和の日

事業承継支援相談会

令和３年分
確定申告のお知らせ

所得税および復興所得税の申告・納税期限
３月15日(火)

消費税および地方消費税の申告・納税期限
３月31日(木)

日本政策金融公庫融資相談会

新規就職者激励大会
新入社員研修会
新入社員研修会

日本政策金融公庫融資相談会

知的財産権(発明)相談会

青経会10周年記念式典

事業所名 連絡先 ひとことコメント

ExcelStage.

近江八幡市江頭町433
TEL.090-4276-8904
https://www.excelstage.biz/
excelstage8904@gmail.com

人と地球に優しい天然植物洗剤を使用したハウスクリーニングを行っ
ています。協会の認定を受けたハウスクリーニング士がお伺いし、精
一杯作業させていただきます！

Casual Bar おかえりぃ
近江八幡市末広町785
TEL.090-9527-9426

幅広い年齢層が集うアットホームな空間です。お酒のあて～〆のうど
んまで、フードも各種取り揃えています♪

fuji time Mihoko音楽教室

近江八幡市桜宮町213-19
kage_river0308@yahoo.co.jp
https://kageriver0308.wixsite.com/fujitime
facebookやLINEでも情報発信中！

グランドピアノがある音楽教室・ライブバー、それがfuji timeです。
素敵な空間で素敵な時間をお楽しみ下さい。お子様から大人の方まで、
一緒に音楽を楽しみましょう！

（掲載を希望された事業所さまのみのご紹介です。敬称略）

議員総会

確定申告相談会

確定申告相談会

確定申告相談会

確定申告相談会

確定申告相談会
確定申告相談会

確定申告相談会

確定申告相談会
確定申告相談会

春分の日

当所ホームページで
「会員企業情報」を掲載しています！

 １月に当所ホームページをリニューアルし、「会員企業
情報」として会員名簿を掲載いたしました。
 当所の「あきんど市場」企業情報ページ（20１9年
１2月末付で休止）に掲載されていた会員事業所さまに
ついては、当所のデータベースに基づき情報の更新を
行った上で掲載させていただきました。
 「あきんど市場」企業情報ページに掲載されていな
かった会員事業所さまは、事業所名（屋号）のみを掲載し
ております。
 掲載内容について、追加・変更などがある場合は、「会
員企業情報」の掲載内容変更申込フォームからご連絡く
ださい。
 所在地◦連絡先◦URLや、企業PRや事業内容◦取
扱商品、写真（画像）なども掲載できます。
 ご不明な点は、当所までお問合せください。

会員企業情報は
こちらからご確認ください
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－表記のない場合、会場は全て近江八幡商工会議所です－

1/12水
 2/9水 INPIT 知財総合支援窓口 

知的財産権(発明）相談会

①１3：30～１4：30　②１4：30～１5：30　③１5：30～１6：30
　専門のアドバイザーが来所、「先行技術調査」「特許権
の侵害対策」「特許権」「商標権」「意匠権」「実用新案」
などお気軽にご相談ください。予約制です。
相談料:無料　　定員:３名

受講お申込フォーム
事前にご予約をお願いします。	TEL	0748-33-4１4１

資金準備はお早めに！！ 
日本政策金融公庫 融資相談会

 国の制度融資（小規模事業者向け）借入相談会を毎月
１回開催しています。 予約制です。
①１0：30～１１：１5　②１１：１5～１2：00
③１3：00～１3：45　④１3：45～１4：30
⑤１4：30～１5：１5　⑥１5：１5～１6：00

 事業承継の相談は早いほど、より適切で円滑な承
継が実現できます。コーディネーターによる相談会を
ご活用ください。事業の現状について話し合い、どの
ような承継が望ましいかを一緒に考えます。予約制で
す。好評につきご予約はお早めに！
相談料：無料	 相談時間：１0：00～１6：00

安心中立・秘密厳守
事業承継支援相談会

3/9水
4/13水
5/11水

3/17木
4/21木
5/19木

3/8火
4/12火
5/10火

開催日 会場
4月4日(月) 近江八幡商工会議所
5月9日(月) 安土町商工会
6月6日(月) 近江八幡商工会議所
7月4日(月) 安土町商工会
8月1日(月) 近江八幡商工会議所
9月5日(月) 安土町商工会

開催日 会場
10月3日(月) 近江八幡商工会議所

11月７日(月) 安土町商工会
12月5日(月) 近江八幡商工会議所
1月10日(火) 安土町商工会
2月6日(月) 近江八幡商工会議所
3月6日(月) 安土町商工会

新規就職者激励大会
新入社員研修会

開催日 令和４年４月５日(火)9：30 ～ 16：30
　　　　　　　　　　　　　　６日(水)10：00 ～ 16：30
講　師 特定非営利活動法人 日本接遇教育協会

　　　　　専任講師
受講料 １名様２日間　５，０００円（当所会員）

　　　　　　　　　　　６，０００円（一般）
定　員  24名（先着順。定員になり次第締め切ります）
会　場 近江八幡商工会議所大ホール
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女性会
活動報告

女性会では女性経営者が集まり商
工業の発展・地域振興・社会貢献
に向けた活動をしています。
いろいろな活動を通じ会員相互の
連携、自らの資質の向上をめざし
ています。一緒に活動しませんか。

　12月２日（木）にスマホ写真の撮り方教室を開催しま
した。参加者は９名。会場はおうみはちまん生業交流
の家(旧吉田邸)で、講師に有限会社カキウチ代表取締
役 垣内健太氏をお招きし、写真撮影のコツやテクニッ
クについて分かりやすく教えていただきました。セミ
ナー後、実践のため日牟禮八幡宮を散策しながら、撮
影を行いました。同行いただいた講師の先生に適宜ア
ドバイスをいただきながら、思い思いに写真を撮影し
ました。最後に皆で馬の銅像の写真を撮影し、比較し
てみるとそれぞれ着目したポイントが違い、新たな発
見となりました。

スマホ写真の撮り方教室スマホ写真の撮り方教室
令和３年12月２日(木)

会 員 紹 介
　近江八幡旧市内仲屋町の本店と、駅前サンロード沿
いの駅前店の２店舗を拠点に、地域密着の街の電気屋
さんとして、お陰様で今年76周年を迎えることになり
ました。
　弊社は、家電販売をはじめとして、電気工事・住宅
リフォーム・給湯設備工事・パソコン等、おうち丸ご
とサポートさせていただいております。
　家電製品をはじめとする商品が、デジタル化し利便性
が高くなる一方多様化していく中、其々のご家庭に合っ
た商品のご提案、そして柔軟な対応が出来ることが中野
電機の強みだと考えております。
　また、ご高齢のご家庭が増えていく中、街の電気屋
さんとしての役目もしっかり果たして行きたいと思っ
ております。
　コロナ禍以前のような訪問活動や、イベント開催が困
難となり、お客様の接点が少なくなっている近年、その
ような中でもおひとりおひとりに寄り添った、街の電気
屋さんでありたいと感じております。
　おうちでのお困りごとは、中野電機までお気軽にご
相談ください！

(有)中野電機商会 本店
所在地　　近江八幡市仲屋町中１5
電話番号　0748-32-2545
営業時間　9時～１8時
定休日　　火・土	

(有)中野電機商会 駅前店
所在地　　近江八幡市鷹飼町454-2
電話番号　0748-33-2545
営業時間　9時～１9時
定休日　　火・日

中野　晴美

　１月21日、会員17名の
参加で女性会の新年会を開
催しました。会場は京料理
宮前で行いました。当初は
昼食懇談会を行う予定でし
たが、新型コロナウイルス

の感染拡大を鑑みて飲食は中止とし、勉強会のみの実
施となりました。勉強会では、今年度女性会ではじめ
たインスタグラムについて、目的と投稿ルールを確認
したほか、具体的な操作方法について事務局より説明
を行いました。今後は会員が一丸となり、インスタグ
ラムを活用して、近江八幡のPRをしていきたいと考え
ています。

女性会新年会開催女性会新年会開催
令和４年１月21日(金)

第４回役員会第４回役員会
令和３年12月15日(水)

　12月15日（水）に第４回役員会を近江八幡市文化会館
にて開催しました。出席者は８名。現在進めている女
性会ＨPとロケ地紹介ＨＰ及び
動画についての進捗状況の確認
を行ったほか、今後の事業につ
いて協議を行った。
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新規会員募集中！
TEL:0748-33-4141

　　

　

　

編集：青経会	広報PT

　設立１0周年を記念し、会議所ロビーのショーウィ
ンドウに、はちまん青年経営者会の１0年間（平成
23年～令和３年）の活動を展示しています。今回
は設立から平成27年度までを簡単にご紹介します。
　詳しくは、展示で。お近くへお越しの際はぜひお
立ち寄りください。

令和4年4月29日(金・祝日)

青経会フェイスブック
インスタグラム始動！

はちまん青年経営者会はちまん青年経営者会

青経会10年の歩み青経会10年の歩み

　はちまん青年経営者会１2月例会を１2月2１日
（火）に開催した。１１月例会で行ったイルミネーショ
ンと青経会の記念活動展示品を活用したイベントと
して、会員企画PT、広報PTが中心に実施した。
　内容は普段、青経会活動のために協力してもらっ
ているメンバーのご家族、従業員の方々を招待し、
仮装を催し、イルミネーションの前での記念撮影、
プレゼント配布や気仙沼のコラボ料理の味噌汁と鮎
の塩焼きをふるまうなど感謝を込めたイベントを
行った。メンバー34名、ご家族や従業員74名が参
加。実際に参加いただいたご家族と従業員の方々も
一緒に仮装して盛り上がりました！

【主な活動】
平成23年度　初代代表世話人　辻　雄一 氏
平成23年１１月９日設立。視察研修（石巻）、ヨシ
刈りイベント
平成24年度
復興事業（気仙沼）、スキルアップセミナー、てんび
ん祭り出店、婚活イベント、視察研修（姫路、名古屋）
平成25年度　第２代代表世話人　小川　与志和 氏
空き町家活用事例研修会、復興事業（気仙沼）、近
江八幡松明フェスティバル出店、町家deバル

平成26年度　第３代代表世話人　小林　正樹 氏
トライアスロン大会実施に向けた視察（白浜、湯梨浜）、
熱気球イベント、復興事業（気仙沼）
平成27年度　第４代代表世話人　河村　達広 氏
第1回びわ湖トライアスロン大会、視察研修（福井）

前編

報告 12月例会12月例会
「10周年記念家族会」を開催「10周年記念家族会」を開催
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第９回
引き継がれる大正の小学校建物　－八幡小学校舎－

　近江八幡市新町にある市指定文化財旧
きゅうばんけ

伴家住
じゅうたく

宅

が旧八幡西学校の校舎であったことは、前々回紹

介しました。明治19年（1886）の小学校令公布後、

八幡尋
じんじょう

常高
こうとう

等小
しょうがっこう

学校と名称変更後も同じく校舎と

して活用されましたが、生徒増の校舎狭
きょうあい

隘等の理

由により、大正６年（1917）本町五丁目（現在地）に

新築移転します。

　『近江八幡の歴史』第９巻「地域文化財」でも紹介

しておりますが、同校舎を設計したのは、安土町

常
じょうらくじ

楽寺に拠点を置き、滋賀県内で学校、役所、銀

行、住宅などを手がけてきた田中建築事務所でし

た。棟梁田中松
まつさぶろう

三郎、その後、田中建築事務所を

興した息子亀
かめたろう

太郎が親子二代にわたり活躍したこ

とが知られています。残念ながら、その作品の多

くは建て替えられていますが、昭和８年（1933）建

設の旧甲
こう ら

良東小学校本館（犬
いぬかみ

上郡甲良町）や、同10

年建設の旧神
かん だ

田尋常高等小学校講堂(長
ながはま

浜市)など

が現存します。

　学校建築に関しては、明治時代後期に整備され

た小学校令施
せこ う

行規
き そ く

則や学校建築設計要綱により、

細部まで設計基準が定められていました。八幡尋

常高等小学校もこうした基準にのっとって計画さ

れていましたが、中央の玄関車寄せ周りと、千
ちど り

鳥

破
は ふ

風状の三角破風、東西の階段室は独特な設計で

建設されています。

　同校舎は、市立八幡小学校舎として引き継がれ

ましたが、老朽化により平成２年（1990）鉄筋４階

建ての新校舎に建て替えられました。大正の校舎

のデザインは地域住民や同窓生の方々には愛着が

あるもので、保存維持の意見も出されるほどでし

た。児童の安全を守るため校舎の建て替えは必須

でしたが、改築にあたり、正門から見えるデザイ

ンは大正時代の校舎の意
いしょう

匠を踏襲しています。ま

た、本館中央棟
むねかざ

飾りや、三角破風を飾っていた木

製の装飾材なども同校で保存されています。この

ように、旧校舎の意匠を引き継ぐという事例は全

国的にも珍しく、同校舎も近江八幡市の「学校たて

もの博物館」の一翼を担っているといえるでしょ

う。八幡尋常高等小学校本館正面中央部

近江八幡市総合政策部文化観光課　烏野茂治

八幡尋常高等小学校本館階段
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ポポリリテテクク滋滋賀賀 生生産産性性 検索

ポリテクセンター滋賀では、働き方改革の一環として、生産管理・組織
マネジメントなど生産性向上に関する知識・手法や業務の効率化に必要な
の活用に関する知識・手法の習得をめざすセミナーを開催しています。

生生産産・・業業務務
ププロロセセススのの改改善善

生産管理
品質管理

バックオフィス

横横断断的的課課題題

組織マネジメント
生涯キャリア形成

売売上上増増加加

営業・販売
マーケティング
企画・価格

ＩＩＴＴ業業務務改改善善

ネットワーク
データ活用 情報発信
倫理・セキュリティ

公募しているコースに１名様からお申し込みいただけるオープンコースと、１０名様以上のお申
し込みで貴社の課題に合わせてカリキュラムをカスタマイズできるオーダーコースがあります。

受講した社員から、生産・業務のプロセスの改善、
生産現場の問題解決等に役立つ内容であったと聞い
ており、受講してもらってよかった（ 社・彦根市）

オープンコース
◆訓練実施場所
当センター、民間教育機関など滋賀県内
◆訓練時間数
６時間あるいは１２時間（訓練内容による）
◆受講料
おひとり様 円、 円（税別）
訓練内容・訓練時間によります。
◆定員
各コース １５名 （先着順）
◆申込方法
「受講申込書」をＦＡ またはメール送信
※「受講申込書」は当センターホームページから
ダウンロードできます。

※事業主の指示によらない個人受講はできません。
◆受付期間
開講の１４日前まで

オーダーコース
貴社の会議室等で開催できます。
まずはご相談ください。ご相談から開催までに
３か月程度要します。

支給要件を満たせば、人材開発支援助成金（厚生労働省）を利用することができます。くわしく
は担当機関にご確認ください。

生産性向上支援訓練のご案内

お問い合わせ先 ポリテクセンター滋賀 生産性向上人材育成支援センター 生産性センター業務課
：

令和４年度
職場のリーダーに求められる
統率力の向上
中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成
ビジネス現場における交渉力
現場社員のための組織行動力向上
継承する技能・ノウハウの明確化
上司の補佐と後輩支援のためのアシスト力
業務効率向上のための時間管理
コーチングによる後輩への援助・指導
ノウハウ継承のための作業手順の作成法
財務管理の基本

年間分をホームページに掲載しています。
関連のコースは 月下旬公開予定です。

【滋賀労働局 職業安定部 職業対策課（助成金コーナー）】
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事業承継の準備 　　滋賀県事業承継・
　引継ぎ支援センター
承継ＣO　川﨑 梅之亮

準備はお早めに！
事業承継コラム

事業引継ぎの概要

〒520-0806 大津市打出浜２番１号コラボしが21 ９階　Tel：077-511-1505　e-Mail：info@shiga-hikitsugi.jp

滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター

（令和４年度 第6回）

～事業承継に関する悩みを全力でサポートします！～

❶❶ 従業員承継　≪有事の事業承継≫

・ P有限会社の唯一の株主で、唯一の役員であった社長が急逝した。なお社長には相続人がいなかった。
従業員のリーダー的立場であったQ氏が、会社を承継することを決意し、事業承継・引継ぎ支援センター
に相談に来訪。

・ P社は、相続人がいないことから株主が不在の状態であったため、当センターより登録専門家の弁護士
を紹介し、相続財産管理人の申立てを行った。
紹介した弁護士を代理人として、相続財産管理人と株式買取の交渉をした。
株式買取のためには、株価査定書を裁判所に提出し、裁判所から許可を得なければならないところ、
当センターの登録専門家の公認会計士を紹介。
株式買い取りの際には資金が必要となる可能性があることから地元の信用金庫を紹介。

・ 社長の急逝から約８か月後、裁判所から株式売却許可決定が下り株式譲渡契約を締結、翌月にクロー
ジングをした。

❷❷ 第３者承継　≪後継者人材バンク経営資源の引継ぎ≫

　今回は、全国事業承継・引継ぎ支援センターの成約事例の一部と事業承継・引継ぎ補助金予算（経済産業省ホームペー
ジより）について、紹介します。

事業引継ぎの概要

・ Ａ氏（そば・うどん屋さん）は、高齢で体調がすぐれないこともあり廃業を決意、廃業後の店舗（本人所有）
を有効活用したく、商工会に相談、事業承継・引継ぎ支援センター宛てに相談申込みとなったもの。

・ 一方、Ｂ氏においては、勤務の傍ら将来の起業を目標に「創業スクール」を令和２年度に受講・終了し、
同スクールが連携している事業承継・引継ぎ支援センターの「後継者人材バンク」に登録し、引継げ
る事業先を模索。

・ 令和３年３月31日に「不動産賃貸契約書」を締結、7月に相談者念願の「カフェ」開業予定となり、
本件成約に至ったもの。

（Ｂ氏創業にあたり、事業承継・引継ぎ支援センターより日本政策金融公庫の「女性、若者/シニア起
業家支援資金」制度を紹介し、制度活用して開業資金の一部を調達した。）

事業承継・引継ぎ補助金

【令和３年度補正予算】
中小企業生産性革命推進事業
令和3年度補正予算額　2,001億円

事業承継・引継ぎ支援事業（事業承継・引継ぎ補助金）
補助上限：150万円～ 600万円、補助率：1/2 ～ 2/3
事業承継・引継ぎ後の設備投資等の新たな取組や、事業引継ぎ時の専門家活用費用等を支援します。
また、事業承継・引継ぎに関連する廃業費用等についても支援します。

（経済産業省ホームページより）

【令和４年度予算額】→概算要求から変更されています。ご留意ください。

支援の枠組み 補助率 補助額
①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組に係る費用の補助

経営革新※1
1/2 300万円以内
1/2 300 ～ 500万円以内※2

②経営資源引継ぎ時の士業専門家の活用に係る費用の補助
専門家活用 1/2 400万円以内※3

③事業引継ぎ時や事業承継・引継ぎ後の新たな取組に伴う廃業費用等の補助
廃業・再チャレンジ※4 1/2 150万円以内

※1　「親族内承継」、「M&A」、「創業」の類型が存在
※2　 生産性向上に関する要件等を満たす場合、補助上限額

を引き上げ
※3　M&Aが未成約の場合は補助額が半減
※4　経営革新または専門家活用と併用可

支援の枠組みの例

譲受企業（買い）

業種 従業員（Ｑ）

譲渡企業（売り）

業種 設備工事業
（Ｐ）

譲受企業（買い）

業種 個人(B)

譲渡企業（売り）

業種 飲食店(A)
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令和４年 年賀会を開催
　ホテルニューオウミにおいて新春恒例の当所主催年賀会
を開催しました。今回は、新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から飲食は乾杯時の飲み物だけとし、短時間での
開催となりました。当所会員のみなさまをはじめ、多数の
ご来賓を含む約70名の方にご参加いただき、終始和やかな
雰囲気で名刺交換や歓談が行われました。

１月５日(水）

新春特別講演会

　株式会社マックス 代表取締役社長 
大野範子 氏をお招きし、老舗企業が
事業承継を機に事業転換を図り、危機
を乗り越えた経験から、コロナ禍を乗
り越えるヒントについてお話いただき
ました。会員等32名が参加し、完全オ
ンライン形式に変更し開催しました。
　大病を克服された経験から経営危機を乗り越えるヒントを
見い出され、新たな経営理念の下、事業展開を進め、業績回
復を実現されたご経験や今後の展望をお話しいただきまし
た。質疑応答では、参加者から多数のご質問が出されるなど、
盛会のうちに終了しました。

２月８日(火）

“100年企業”の事業承継
　　　　　　　再建のための自己変革型経営

　(有)いろは 代表取締役 竹内謙礼 氏
をお招きし、コロナ禍の消費動向や
販売促進術についてお話いただきま
した。会員等22名が参加し完全オン
ライン形式に変更し開催しました。
　消費者は節約志向が非常に強く、
お金を使わず楽しめることに気づき
慣れており、高齢者もスマホを使いこなす状況。EC市場は
激化しており、小規模店舗は、リアルとのハイブリッド戦
略がよいなど、2022年のトレンド予測を交えて多くの販促
ワザをお話しいただきました。

１月27日(木）

経営安定セミナー
巣ごもり消費マーケティング
家から出ない人に買ってもらう100の販促ワザ

経営支援セミナー

　有限会社E-スタヂオ 代表取締役 
中邨登美枝 氏をお招きし、オンライ
ンショップ開設後の売上拡大を図る
ポイントについてお話いただきまし
た。会員等27名が参加し、完全オン
ライン形式に変更し開催しました。
　中小零細企業では、ブランディン
グ戦略を目指し、SNSによるファンづくりを効果的に進める
ポイントを説明。ショップページの見せ方、特に写真や動画
が重要、顧客が求めるキーワードを盛り込むことが重要。「買
うこと」を決めているお客様を意識したページづくりの重要
性を解説されました。

２月４日(金）

ネットショップ成功の秘訣［活用編］
　　　　　売れるショップづくりと運営戦略

　オンライン視察会に変更し、HILLTOP株式会社 専務取締
役 山本昌治 氏から「楽しくなければ仕事じゃない～非常識
な経営手法が企業と人を変える！～」と題し開催。会員22
名が参加しました。
　ITを駆使したHILLTOP　SYSTEMにより、新たなものづ
くりへの挑戦で成長を続ける仕組みなど、利益率20％を超
える中小企業の先進的な取組をお話いただき新たな気づき
とヒントを得ました。

２月15日(火）

近江八幡工業クラブ新年例会
HILLTOP㈱オンライン視察会

　イーンスパイア株式会社 
代表取締役 横田秀珠 氏をお
招きし、スマホ＆SNS時代の
集客・販促ノウハウについ
てお話いただきました。会
員等30名が参加し、完全オン
ライン形式に変更し開催しました。
　音声やショート動画の将来性、位置情報と連動させたイン
スタグラムの活用や、グーグルビジネスプロフィールの活用
によるMEO対策など、最新のSNS事情に最適化させた効果
的な活用方法を詳しくご説明いただきました。

２月16日(水）

進化するSNSと最新ノウハウによる実店舗集客
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●用紙：琵琶湖の環境保全活動を支援する寄付金付びわ湖環境ペーパー
●インキ：環境配慮型インキ（植物油インキ  or ノンVOCインキ）
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷

得トククーポン 「会報を見た」と言うと、おひとりさま1回限り
どんなご相談も初回無料　（例）求人票診断、就業規則診断

（KBI社会保険労務士事務所）

近江八幡市加茂町3697-9

顧問契約………月額11,000円～
内容： 入退社手続、休業手続、労災手続、その他

労務相談
別途：助成金申請、就業規則作成

　「近江八幡生まれ、近江八幡育ち」の社会保険労務士です。
　「求人を出しても連絡があまりない」「社員に有給休暇のことを聞かれ
てもどう答えていいのか･･･」「助成金は貰いたいけど何からすれば良い
かわからない」経営者の方はお悩みがたくさんあると思います。まずは
お気軽にご相談ください。
　会社が「ちゃんと」すれば社員も「ちゃんと」してくれます。
　採用も「ちゃんと」できて助成金も「ちゃんと」もらえます。

加茂町
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ますや食品
岡田歯科医院

蓮光寺

himawari

ENEOS 
Dr.Drive
近江八幡SS

KBI社会保険労務士事務所

メニュー例（価格は全て税込表示）

所在地

電話番号

営業時間

定休日

0748-26-1535

土日祝

「ちゃんと」するお手伝いいたします

ボクシングスタジオHOPE

ホームページ

E

2022年３月１日～４月末日まで有効

　近江八幡で大人気のパン屋「Bakery&Café KiKi」。人
気ランキング上位３位は、あいさいカレーパン、カスター
ドクリームパン、三方あんぱん。どれも地元の食材やあ
んこにこだわったパンです。
　あいさいカレーパンは、直売所「愛菜館」の野菜を使用。
ごろっとした野菜とまろやかな辛さで、老若男女に人気
です。
　カスタードクリームパンは、地元の高木牧場の牛乳で
作った自家製カスタードクリームがたっぷり。ふわっと
なめらかで、ついついもう1個食べたくなります。
　三方あんぱんは、近江三方庵の和菓子職人があんぱん

用に開発したあんこが包まれています。あんこがぎっし
り入りつつ、甘さ控えめでペロリと食べてしまえます。
　毎月期間限定のパンも発売。行くたびに新たなパンと
の出会いがあるお店です。

住所：近江八幡市多賀町378番１
電話番号：0748-36-1575
営業日：月曜日・木曜日
営業時間：9:00 ～ 17:00

県道多賀

26
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●
八幡堀

日牟禮八幡宮

白雲館

ヴォーリズ学園
ファーマーズ
マーケット
きてかーな

Bakery&Café KiKi

第155号♪

KBI社会保険労務士事務所

9：00～17：00

LINE

当コーナーの掲載事業所を募集中！詳しくは近江八幡商工会議所まで。

Bakery&Café KiKi
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