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近江八幡節句人形めぐり
第14回　町なみに装う　ひいなのほほえみ

2/9（土）～3/24（日）開催中！

3
2019 事業・セミナー情報を発信中！
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近江八幡商工会議所公式
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　当所では、今年も顧問税理士をお招きして事業
者向けの決算・消費税申告の相談を致します。
（カレンダー○印が実施日）

　昨年よりマイナンバーの記載が必要となりまし
た。当日は、税務署からの資料・印鑑の他、マイ
ナンバー記載書類等をご持参ください。

　例年、申告期限間近になりますと、大変混雑し
長時間お待ち頂くことになります。出来るだけ早
めにお手続きください。

〈所得税および復興特別所得税の申告期限は３月
15日まで、消費税および地方消費税の申告期限は
４月１日までです〉

・開催時間　9：00～11：00
　　　　　　13：00～16：00

決算申告及び消費税申告相談日

会員事業所向け　平成30年分決算申告及び消費税申告相談日のご案内

会議所カレンダー　2019年３月1日 ～ 2019年4月30日
3/ 1 金 会員交流事業

2 土 おひなまつり 女性会

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土

10 日

11 月

12 火 工業クラブ第３回理事会

13 水 日本政策金融公庫融資相談会・常議員会

14 木 建設工業会 青年部会 清掃活動

15 金

16 土 左義長まつり

17 日 左義長まつり

18 月

19 火 引継ぎ支援センター相談会

20 水 発明相談会　観光部会・サービス情報部会視察研修会

21 木 春分の日

22 金

23 土

24 日

25 月 商工優良従業員表彰式、第166回通常議員総会

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

4/ 1 月

2 火

3 水

4 木 新規就職者激励大会・新入社員研修会

5 金 新入社員研修会

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水 日本政策金融公庫融資相談会

11 木

12 金

13 土

14 日 八幡まつり、暗算検定

15 月 八幡まつり

16 火

17 水

18 木 発明相談会、段取り術セミナー

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月 昭和の日

30 火 国民の休日
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会議所主催

－会場は全て近江八幡商工会議所です－

セミナー ・講座・相談会を見逃すな！！

セミナーのお申込みはこちらから➡

近江八幡商工会議所パソコン教室
初心者大歓迎

INPIT知財総合支援窓口�
弁理士による出張相談

（発明相談会）
①13：30～14：30　②14：30～15：30
③15：30～16：30
　滋賀県発明協会から弁理士が来所、「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。
相談無料　　定　員：３名

3/20 　水
4/18 　木
5/16 　木

日本政策金融公庫
融資相談会

ご相談は予約制です　TEL：33－4141
①10：30～11：15　②11：15～12：00
③13：00～13：45　④13：45～14：30
⑤14：30～15：15　⑥15：15～16：00
1事業所45分以内

3/13 　水
4/10 　水
5/8 　水

新規就職者激励大会・新入社員研修会

●日　時 4月4日㈭  9：30 ～ 17：00
4月5日㈮ 10：00 ～ 17：00

●定　員 30名（先着順）

　　　　　　　6,000円（非会員）

●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（会員） 

　平成31年度に新たに就職される方及び30年度に中途入
社された方を対象に激励大会ならびに研修会を開催致しま
す。お申込み締切は3月27日㈬です。

スケジュール

【4日】　			 9：00～　受付
　　　　　	 9：30～　激励大会
　　　　　10：30～　研修会（午前の部）
　　　　　12：00～　昼食会
　　　　　13：30～　研修会（午後の部）

【5日】		　	 9：30～　受付
　　　　　10：00～　研修会（午前の部）
　　　　　12：00～　昼休憩（各自でお願いします）
　　　　　13：00～　研修会（午後の部）

開校
授業料 1回 税込
わずか （50分）

1,000円

●入会金無し
●オリジナルテキスト無料
●無料駐車場有り
●自分のペースで学習できます
　※イオン近江八幡内駐車場　4時間無料/以降60分100円

イオン近江八幡ショッピングセンター
2番街AQUA21　1階
専用TEL　0748-36-3123

〔受付〕　　月・木・土　9：00～18：00
　　　　　火・水・金　9：00～20：30
〔定休日〕　日・祝 商工会議所パソコン教室の

ホームページをご覧ください。

「pcci」で検索！

pcci 検索
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　１月２４日㈭午後２時より、当所大ホールにおいて113
名の参加者により新春講演会を開催した。講師には神戸
女学院名誉教授を務められている内田樹氏をお迎えし、
第１部の基調講演では高齢化、少子化、AIなどの話題
を交えて講演いただいた。続く第２部の対談では、内田
氏と近江八幡市長の小西理氏が地方の事例をあげて本市
の進むべき方向性を語っていただいた。

地域に生きるということ
� 内田樹氏、小西理市長

　１月７日㈪午後４時より、当所大ホールにおいて新春恒例の当所主催新年賀会を開催。小西市長、園田市議会議長、
こやり参議院議員、小寺衆議院議員などの来賓をお迎えし、約100名の参加者となった。秋村会頭の新年所信に続き、
小西市長より力強い抱負をいただいた。引き続き、尾賀副会頭の発声で乾杯。終始和やかな雰囲気で名刺交換、歓談
が行われた。

平成31年新年賀会開催

新年賀会� 1月７日㈪　16：00～

第5回 びわ湖トライアスロン 
in 近江八幡　記者会見

　本年6月16日に開催する第5回�びわ湖トライアスロ
ン�in�近江八幡の記者会見が行われた。会見には今大会
より共催となる近江八幡市の小西市長、また招待選手で
パラトライアスリートの宇田
選手も出席。記者からは今大
会の特徴でもあるパラ部門
や、託児所についての質問が
挙がった。

新春講演会� 1月24日㈭　14：00～16：00

　１月16日㈬午後４時より、近江八幡商工会議所�不動
産部会（部会長　中田�全一�氏）は、研修会並びに懇談
会を開催。不動産部会員１４名の参加があった。
　研修会は、工学博士・一級建築士�藤木�良明�氏を講師
に迎え、「人口減少化時代の“家”と“人”」というテーマで
行った。
　藤木氏より、パワーポイント並びに自らが作成された
「近江八幡市旧市街地の現状と可能性…重伝建に囲まれた
地区を中心に」の冊子をもとに以下の内容で話をされた。
　①将来の日本・近江八幡市の人口予測
　②旧市内の人口構成とその問題
　③人口減少に伴って生じている現象例
　④重伝建でコの字型に囲まれた旧市内東町の状態
　⑤空き家・空き地、伝統町家・景観建物の分布
　⑥地域おこしの代表事例
　⑦住民、建物のエイジングに向けての対応
　その後、意見交換が行われ、部会員より質問・意見が
なされ、それぞれに対し、藤木氏よりわかりやすく説明・
返答をいただいた。
　研修会終了後、場所を「坪清」に移し、懇談会を開催。
昨今の経済情勢等情報
交換が行われ、非常に
有意義な研修・懇談会
となった。

不動産部会研修会新年会� 1月16日㈬　16：00～

研修会・懇談会開催

トライアスロン記者発表� 1月18日㈮　13：30～
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青経会� 1月25日㈮　16：00～17：30

近江八幡金融協議会
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・京都銀行
湖東信用金庫・関西アーバン銀行・滋賀銀行

　当所２階大ホールにて開催。講師に中小企業診断士で
Porto�Consulting�代表の田内孝宜氏をお招きし、「キャッ
シュレス決済導入について」をテーマに研修会を行なっ
た。今後ますます拡大が予想されるキャッシュレス決済
にはどんな種類があるのか、また事業者として導入する
上でどんな点に注意する必要があ
るかについて説明された。その後、
会場を毛利志満に移して懇親会を
開催。会員同士、親睦を深めた。

　２月5日工業クラブは、経産省「ものづくり日本大賞
特別賞」などの賞を受賞、メカトロニクス技術をベース
に高付加価値な事業領域を開拓し、産学・産産連携によ
り医療機器分野に進出した山科精器㈱と、龍谷大学の産
官学連携機関、龍谷エクステ
ンションセンター ＲＥCを訪
問。龍谷大学では、レンタル
ラボや就活センター、新設の
農学部などを視察した。

　平成30年度滋賀県補助事業として、八幡学区内（３区
～ 10区の各一部）商店街を中心とした「空き店舗・空
き家調査」を実施した。調査対象となる約650戸の物件
のうち、空き店舗・空き家は81戸で、
活用に対して前向きな方は９名お
られた。引き続き、空き店舗・空
き家所有者に対し活用に向けたア
プローチと、物件の情報公開に取
り組んでいく。

１月例会

山科精器㈱と龍谷大学ＲＥＣを視察

近江八幡市旧市街地エリアを対象とした
「空き店舗・空き家調査」を実施

工業クラブ新年例会� ２月５日㈫

　商工会議所�運輸部会が開催された。研修会では社会
保険労務士の梅原氏に働き方改革などについてご講義い
ただいた。人手不足の問題や同一賃金・同一労働の問題、
また運輸業特有の課題など
について、講義・質疑応答
を通して理解を深める有意
義な研修となった。

　まるたけ近江西川にて開催。「市長と語る会」では近
江八幡市長小西理氏を招き、観光振興や町家の再利用な
どをテーマに、市政の現状や今後の展望について話を
伺った。来賓として秋村会頭にもご参加いただいた。そ
の後、「昼食懇親会」では、和やかな雰囲気の中、市長
と共にお食事を楽しんだ。昼食後
は会員のみで「会員交流会」を開
催。小見山康子氏による絵本の朗
読と、ビンゴゲームを行い、会員
同士の親睦を深めた。

　近江八幡市白王町にて実施。ヨシは魚や水鳥の住処と
して生態系の保全につながる他、琵琶湖の水質浄化にも
効果があるとされ、冬場に枯れたヨシを刈り取ることで
春先の新しい芽の生育が良くなるといわれている。当会
では環境保全活動の一環と
して毎年ヨシ刈りを開催。
当日は曇り空で寒さも厳し
かったが、白王町営農組合
のご協力もいただき、会員
一同一生懸命取り組んだ。

青経会� ２月13日㈬　9：00～11：00

平成30年度 運輸部会開催

市長と語る会を開催

２月例会（ヨシ刈り）

運輸部会� 1月24日㈭　16：30～

女性会新年懇談会� 1月30日㈬　11：00～
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簿記検定
回 施行期日 窓口申込受付期間 ネット申込受付期間

１5２ 6月９日（日） ４月8日（月）～5月17日（金）４月１日（月）～5月17日（金）

* １53 １１月１7日（日） 10月１日（火）～10月25日（金） 10月１日（火）～10月25日（金）

* １5４ ２月23日（日） １２月１6日（月）～１月２４日（金） １２月９日（月）～１月２４日（金）

受験料　１級　（～9月）7,710円　（*10月～）7,850円
　　　　２級　（～9月）4,630円　（*10月～）4,720円
　　　　３級　（～9月）2,800円　（*10月～）2,850円
　　　　☆第154回は２～３級のみ

リテールマーケティング（販売士検定）３級
回 施行期日 窓口申込受付期間 ネット申込受付期間

8４ ７月13日（土）5月13日（月）～6月21日（金）5月13日（月）～6月21日（金）

* 85 ２月19日（水）１２月１6日（月）～１月２４日（金） １２月１6日（月）～１月２４日（金）

受験料　３級　（～9月）4,120円　（*10月～）4,200円

珠算検定
回 施行期日 窓口申込受付期間

２１6 6月23日（日） ４月15日（月）～5月23日（木）

* ２１7 １0月２7日（日） 8月19日（月）～９月26日（木）

* ２１8 ２月９日（日） １２月２日（月）～１月９日（木）

受験料　１級　　　（～9月）2,300円　（*10月～）2,340円
　　　　２級　　　（～9月）1,700円　（*10月～）1,730円
　　　　３級　　　（～9月）1,500円　（*10月～）1,530円
　　　　４～６級　（～9月）1,000円　（*10月～）1,020円

暗算検定
回 施行期日 窓口申込受付期間

２１２ ４月14日（日） ２月４日（月）～３月14日（木）

２１3 6月23日（日） ４月15日（月）～5月23日（木）

２１４ 8月４日（日） 5月27日（月）～７月４日（木）

* ２１5 １0月２7日（日） 8月19日（月）～９月26日（木）

* ２１6 １２月8日（日） ９月30日（月）～11月７日（木）

* ２１7 ２月９日（日） 12月２日（月）～１月９日（木）

受験料　１～６級　（～9月）900円　（*10月～）910円

段位認定
回 施行期日 窓口申込受付期間

１２6 6月23日（日） ４月15日（月）～5月23日（木）

* １２7 １0月２7日（日） 8月19日（月）～９月26日（木）

* １２8 ２月９日（日） １２月２日（月）～１月９日（木）

受験料　珠算・暗算　（～9月）2,900円　（*10月～）2,950円
　　　　珠算のみ　　（～9月）2,500円　（*10月～）2,550円
　　　　暗算のみ　　（～9月）1,200円　（*10月～）1,220円

受験申込について
※受付時間　８：３０ ～ １７：１５（土日、祝日は休館）
※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、厳守していただきますようお願いします

東京商工会議所　検定試験
カラーコーディネーター検定R
回 施行期日 申込受付期間
４6 6月16日（日） ３月26日（火）～４月26日（金）

* ４7 １２月１日（日） ９月17日（火）～10月18日（金）

受験料　２級　（～9月）7,340円　（*10月～）7,480円
　　　　３級　（～9月）5,250円　（*10月～）5,340円

福祉住環境コーディネーター検定R
回 施行期日 申込受付期間
４２ ７月７日（日） ４月23日（火）～5月24日（金）

* ４3 １１月２４日（日） ９月10日（火）～10月11日（金）

受験料　２級　（～9月）6,480円　（*10月～）6,600円
　　　　３級　（～9月）4,320円　（*10月～）4,400円

環境社会検定R（ｅｃｏ検定）
回 施行期日 申込受付期間
２6 ７月21日（日） 5月７日（火）～6月７日（金）

* ２7 １２月１5日（日） １0月１日（火）～１１月１日（金）

受験料　　（～9月）5,400円　（*10月～）5,500円

カラーコーディネーター、福祉住環境コーディネーター、環境社会検定試
験のお申込は、東京商工会議所検定センター　Ｔｅｌ（03-3989-0777）または
インターネットhttp://www.kｅntｅi.org/から登録を行い、受験料を払い込ん
で下さい

ＤＣプランナー（企業年金総合プランナー）
級 施行期日 申込受付期間 受験料
２級 9月8日（日） 7月4日（木）～7月23日（火） 6,480円
１級 １月26日（日） 11月13日（水）～12月3日（火） 11,000円

申 込 受 付 期 間 中 にhttps://kｅntｅi.kinzai.or.jp/start/?BANNER=2504よ り�
お申込下さい。詳細は、一般社団法人金融財政事情研究会　検定センター�
Ｔｅｌ（03-3358-0771）まで
※近江八幡で受験することはできません

ネット試験
日商ＰＣ検定

（文書作成・データ活用・プレゼン）  

級
検定料 申込受付

期間～9月 10月～
1 10,290円 10,480円 日商ＨＰでご確認下さい
2 7,200円 7,330円

試験会場に
お問合せ下さい。3 5,140円 5,240円

Basic 4,120円 4,200円

日商プログラミング（創設）

級
検定料 申込受付

期間～9月 10月～
EXＰERT － 6,600円 日商ＨＰでご確認下さい
STANDARD 5,400円 5,500円

試験会場に
お問合せ下さい。BASIC 4,320円 4,400円

ENTRY 3,240円 3,300円

※�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、ご希望の受験日
に受験いただけない場合もあります。

日商ビジネス英語検定

級
検定料 申込受付

期間～9月 10月～
1 7,200円 7,330円 日商ＨＰでご確認下さい
2 5,140円 5,240円 試験会場に

お問合せ下さい。3 4,120円 4,200円

電子会計実務

級
検定料 申込受付

期間～9月 10月～
1 10,290円 10,480円 日商ＨＰでご確認下さい
2 7,200円 7,330円 試験会場に

お問合せ下さい。3 4,120円 4,200円

その他検定

検定
検定料

～9月 10月～
ビジネスキーボード 2,570円 2,620円
キータッチ2000テスト 1,540円 1,570円
簿記検定初級 2,160円 2,200円
原価計算初級 2,160円 2,200円

※申込受付期間は試験会場にお問合せ下さい。

近江八幡商工会議所認定ネット試験会場

問合せ先　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　FAX　0748-32-0765
※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。

http://8cci.com/
（東商検定・DCプランナー検定、ネット試験等を除く）

2019年度　各種検定試験

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

※�会場によって受験可能な検定試験は異なりますので、まずは希望の試験会場にお問
合せください

※消費税率変更に伴い、10月以降施行の検定試験は
受験料等が改定されます
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　「ベンチャー型事業承継」という言葉をご存知でしょ
うか？中小企業庁が一昨年7月に公表した「事業承継
5ヶ年計画」にある「目指すべき姿」に使用されてい
る言葉です。具体的には家業の経営資源、特に強みを
活かして、何かと組み合わせることによって新しい価
値を創出し、事業展開をしていくことを意味します。
事業承継補助金が対象としている革新性をイメージし
ていただければいいのではないでしょうか。
　面談で「この商売、儲からないしな」という言葉を
聞くことがあります。本当にそうなのでしょうか。もち
ろん、行き詰まった事業もあるかもしれません。しかし、
少しやり方を変えるだけでも事業が再生することもあ
るかもしれません。ただ、同じ経営者ではなかなか環
境変化への適応の目線を持つことはできないかもしれ
ません。経営環境は間断なく変化します。そんな環境
変化に適応できるのは若い人たちかもしれません。例
えば、既存事業のある要素にITを結びつければ、全く
異なる価値のものが生まれるかもしれません。そんな
柔軟的な適応は若い人の方があるでしょう。既存の事
業による売上や利益があるからこそ、新たな価値創造
に挑戦してほしいと考えます。ゼロからの新規事業立

ち上げでではなく、先代たちが築いてきた資源の一部
を有効活用するうえでは創業リスクは軽減されます。
家業があるからこそできるイノベーションなのです。
事業の強みを知る
　事業承継の手順の一つにプレ承継というプロセスが
あります。このプロセスには自社の現状把握と事業の
磨き上げという2つのフェーズがあります。自社の現
状把握とは自社の事業の外部環境における機会（チャ
ンス）や脅威（リスク）、自社の内部の経営資源にお
ける強みや弱みを具体的かつ明確に抽出し、把握する
ことです。中長期の事業計画を策定していく上では必
要なプロセスでありますが、初めて行う場合は士業等
の専門家を活用して進めていくことがお勧めです。こ
れは商工会議所の専門家派遣やミラサポを活用するこ
ともできます。また、滋賀県事業引継ぎ支援センター
でも士業の先生を紹介しております。
　自社の強みを知ることが、ベンチャー型事業承継の
第1歩となります。強みを磨きに磨き上げることで、
他社への優位性となり、革新となります。ぜひ、1度、
士業等の専門家を活用して、自社の強みを知ってみて
はいかがでしょうか。

第７回「ベンチャー型事業承継」

知っていないと損をする本当の事業承継 滋賀県事業引継ぎ支援センター
統括責任者　梅原克彦

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
－2019年1月調査結果－

業況ＤＩは、ほぼ横ばいで推移。先行きは不透明感増す中、慎重な見方が続く

　1月の全産業合計の業況DIは、▲16.0と、前月から▲0.3ポイントのほぼ横ばい。民間工事や設備投資、
自動車関連を中心とした生産、インバウンドを含む観光需要は堅調に推移した。他方、根強い消費者の節約
志向に加え、暖冬により冬物商材の動きが鈍く、売上が伸び悩んでいるとの声も聞かれ、小売業の業況感が
悪化した。人手不足の影響拡大や原材料費の高止まりが足かせとなっており、中小企業の景況感は足元でほ
ぼ横ばいの動きとなっている。
※DI値（景況判断指数）について
DI値は、業況・売上・採算などの
各項目についての、判断の状況を表
す。ゼロを基準として、プラスの値
で景気の上向き傾向を表す回答の
割合が多いことを示し、マイナスの
値で景気の下向き傾向を表す回答
の割合が多いことを示す。したがっ
て、売上高などの実数値の上昇率を
示すものではなく、強気・弱気など
の景況感の相対的な広がりを意味
する。
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協会けんぽ滋賀⽀部からのお知らせ

協会けんぽの加⼊者・事業主の皆さまへ

平成31年度3⽉分（4⽉納付分〜）の
健康保険料率をお知らせします。

滋賀⽀部の保険料率は

「変更」 となります。 9.84% 9.87%

給与・賞与の 給与・賞与の

平成31年2⽉分
(3⽉納付分)まで

平成31年3⽉分
(4⽉納付分)から

お問い合わせは
こちらまで

ホームページからもご覧いただけます。

＊任意継続被保険者の⽅は、平成31年4⽉分からとなります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shiga/

※協会けんぽ以外の保険者（健康保険組合等）にご加⼊の⽅の保険料等については、それぞれの加⼊する保険者へお問い合わせください。

＊40歳から64歳までの⽅（介護保険第2号被保険者）には、
これに全国⼀律の介護保険料率(1.57%から1.73％に変更)
が加わります。

全国健康保険協会 滋賀⽀部
協会けんぽ 滋賀 検索

〒520-8513滋賀県⼤津市梅林1-3-10 滋賀ビル

TEL 077-522-1099
受付時間／平⽇8:30〜17:15

加⼊者の皆さまの医療と健康を⽀えるため、このようなご負担につきまして、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。

平成30年度から新たに「インセンティブ（報奨⾦）制度」がスタートしました。この制度は、協会けんぽで
適⽤される加⼊事業所の加⼊者および事業主の皆様の健康づくり等に関する取組を各47都道府県⽀部
が競い合い、その順位を「健康保険料率」に反映させるものです。

５つの指標と皆様にお願いしたいこと
特定健診等の受診率

特定保健指導の実施率

特定保健指導対象者の減少率

要治療者の医療機関受診率

ジェネリック医薬品の使⽤割合

加⼊者の皆様⇒協会けんぽの健診を毎年必ず受診してください。
○お勤めの⽅は→「⽣活習慣病予防健診」
○ご家族の⽅は→「特定健診」

事業主様⇒協会けんぽの健診以外（事業者健診）を実施の事
業所は健診結果データを協会けんぽへ提供してください。（40歳
以上の協会けんぽ加⼊者分に限る）

特定保健指導は主に保健師等が事業所訪問し実施します。事
業所で特定保健指導を受けられるよう環境整備にご協⼒ください。

特定保健指導の対象にならないように、⽇頃から健康づくり
を⼼がけましょう。

事業主様は、従業員の健診結果を把握し、⾎圧⼜は⾎
糖値の項⽬で「要治療者(再検査含む)」の判定を受けた⽅
に対し、医療機関への受診を促してください。

ジェネリック医薬品を希望する旨を医師や薬剤師に伝えま
しょう。

皆様の取り組みで保険料率が変わる︕

1

2

3

4

5

全国順位

34位

全国順位

10位

全国順位

24位

全国順位

4位

全国順位

19位

※全国順位は平成29年度実績に基づいた滋賀⽀部の全国順位です。

詳しくはこちら
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●特定（産業別）最低賃金改定のお知らせ
（平成30年12月29日発効） 時間額

窯業・土石製品製造業 905円
一般機械器具製造業 910円
精密・電気機械器具製造業 894円
自動車・同附属品製造業 914円
各種商品小売業 840円

●滋賀県最低賃金　　時間額　839円
　（平成30年10月1日発効）
　お問い合わせ先
　　滋賀労働局賃金室　ＴＥＬ　077-522-6654
　　東近江労働基準監督署　ＴＥＬ　0748-22-0394
　　https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/

紙上名刺交換　訂正とお詫び
　本誌1月号に掲載いたしました「紙上名刺交換」
コーナーにおきまして、大信建設㈱の髙木信彦さま
の役職が「代表取締役副社長」とあるのは、「代表取
締役」の誤りでした。確認が不十分でした。お詫び
して訂正いたします。

政府は、2020年代初頭までに介護離職者をなくすことを目指しています。

仕事と介護を両立するために利用できる制度（育児・介護休業法の一部）

介護休業制度
介護が必要な家族１人につき、通算93日まで、３回を上限として分割取得できます。
介護休業期間中は、条件を満たせば、ハローワークから介護休業給付金が支給されます。

介護休暇制度
介護が必要な家族が１人の場合は1年度につき５日（２人以上の場合には10日）間、
１日単位または半日単位（所定労働時間の２分の１）で、年次有給休暇とは別に取得
できます。

介護のための短時間勤務等の制度
事業主は、介護が必要な家族１人につき利用開始から３年間で２回以上の利用が可能
な、短時間勤務等の制度を、就業規則に定めるなどして、準備する必要があります。

介護のための所定外労働の制限 介護が必要な家族の介護終了まで利用できる、残業免除の制度です。

※これらの制度は、労働者が勤務先に申出・請求することが必要です。勤務先の制度の詳細については、勤務先に確認しましょう。

育児・介護休業法のあらまし https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html

介護休業給付について https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g3

介護離職ゼロポータルサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112622.html

育児・介護休業法に関するお問い合わせ・ご相談は滋賀労働局雇用環境・均等室　まで
受付時間：８時30分～17時15分（閉庁時刻）
電話番号：077-523-1190（来室によるご相談の場合はできるだけ事前にご予約ください）
所在地　：大津市打出浜14番15号　滋賀労働総合庁舎４階

第150回簿記検定試験　１級合格
� 　滋賀県立八幡商業高等学校　和田　涼汰　さん

　将来公認会計士になりたいと考えています。そのため日商簿記１級を受験しました。１級
の勉強は２級のものと比べて、とても難しい上に範囲も数倍もあり大変でしたが、一度目の
受験で合格することが出来ました。努力が報われ、嬉しく思っています。次の目標はこの夏
の税理士試験です。簿記論、財務諸表論の２科目に高校３年生で合格するために頑張ります。
１級合格のためにわかりやすく教えてくださった先生、一緒に勉強した友人たちに感謝して
います。

介護離職ゼロを目指して
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イーチャンネル

E→Channel　このコーナーへの掲載事業所募集中です
あなたのお店を会報誌でＰＲします！掲載は無料ですが、2ヶ月間有効の得トククーポンをお願いします

掲載は当会議所会員事業所に限ります　新規会員のほか初めての方の掲載をお願いします
ご希望の方は、お気軽に商工会議所までお問合せください

事業所概要　手づくり焼きたてパンの専門店
近江八幡市多賀町378－1
TEL・FAX　0748－36－1575
営業時間　9：00～17：00（売り切れ次第閉店）
定休日　月曜日・木曜日
フェイスブック　https://www.facebook.com/bakery.kiki/
メール　kiki@kw-net.co.Jp

大切にしているのは、丁寧なパンづくりです。
フランスパンとクロワッサンは、フランス産小麦を使用し、低温熟成。
菓子パン・食パン系は、一晩寝かせた生地を２回練ることで、しっとりふんわりとしたパンに仕上げています。
そしてお客様のお腹を満たすだけでなく、心を満たせるようなお店を目指しています。
焼きたてパンにコーヒー、スタッフの働く姿など、全ての雰囲気をお楽しみください。

じっくり時間をかけた手づくり焼きたてのパン
みんなが笑顔になれるベーカリーカフェ

得トク
クーポン

会報をご持参の方に進呈

お一人様１回限り、お菓子を進呈
平成31年3月1日～4月末日　近江八幡商工会議所　3月号

ＲABBIT HUTＣH（ラビｯト
ﾊｯﾁ）クラフトビアカフェ

得トク
クーポン

会報を見たとおっしゃられた方に割引

2019年4月末まで何度でもパイント、1/2パイント注文時

最初の一杯100円OFF 
1枚で4名様までサービス

平成31年3月1日～4月末日　近江八幡商工会議所　3月号

ブリティッシュパブのような空間で高品質なクラフ
トビールとグルメカフェフードをお楽しみください！

近江八幡のクラフトビール醸造所
TWO�ＲABBITS�BＲＥWING直営のビアカフェ。�
丁寧に手作りされた多種多様なクラフトビール
と、それによく合うグルメなカフェフードが楽
しめます！八幡堀に面した古蔵を改装した建
物の２階にあり、広々とした居心地の良いブリ
ティッシュパブのようなお店です。カウンター
もあるのでフラッとお一人で、またはお友達や
ご家族と、いつ来られても美味しいビールをご
用意してお待ちしております！

あんぱん� ¥180
カレードーナツ� ¥180
KiKiチョコパン� ¥200
角食１斤� ¥290

クリームパン� ¥180
玄米ソーセージ� ¥180
はなたまサンド� ¥200
(価格はすべて税込表示)

事業所概要　クラフトビールカフェ
近江八幡市大杉町27番地
（近江佃煮庵　遠久邑　八幡堀店様2F）
TEL　0748－36－2347
営業時間　3月中はプレオープン時短営業：土日
祝11:00-18:00　4月からはフルオープン予定。営業
日時はウェブサイトをチェックしてください！
定休日　不定休
ホームページアドレス：www.tworabbitsbrewing.com
メールアドレス：info@tworabbitsbrewing.com

●

●

●

●

●

26 Bakery &
Café KiKi

あきんどの里

近江兄弟社中学・高校

ローソン

ヴォーリズ記念館

きてか～な
県道多賀

●

●

●

近江八幡市立資料館

近江八幡
観光物産協会

日牟禮八幡宮

RABBIT
HUTCH

玉木

Bakery & Ｃafé  KiKi
Vol.138

●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

※３月のプレオープン中はフードメニューを変更する可能性があります。
〈クラフトビール各種〉　　　　　　　　　　　　〈フードメニュー〉
パイントグラス(480ml)� ¥800　　　グルメパニーニ
1/2パイントグラス(260ml)� ¥500　　　ビアバターフィッシュ＆チップス
4種テイスティング� ¥900　　　ポムフリッツ&アイオリディップ
おつまみ� ¥500～　　ピッツァ
ソフトドリンク� ¥500～　　チーズ＆ブレッドプレート
持ち帰り瓶ビール４本セット� ¥2100　　自家製キッシュ＆サラダ
　　　　　　　　　（価格は全て税込表示）
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