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商 工 会 議 所 会 報
近江八幡

開催日時：2021年11月20日(土)　14:00 ～ 22:00 予定（雨天中止）
募集人員：約20名［参加者には、記念品プレゼント！］
条　　件：２名以上のグループで申込（個人・企業問いません）、
　　　　　市内在住在勤の18歳以上
内　　容：八幡堀まつり　当日の灯りコップ並べ・点灯等
募集期間：７月１日(木) ～９月20日(月)

【申込・問い合わせ先】近江八幡観光物産協会　
　　　　　　　　　　TEL.0748-32-7003（平日9:00 ～ 17:00）

八幡堀まつり灯りの点灯演出　ボランティアスタッフを募集します！
みんなで一緒に楽しみましょう♪

八幡堀まつり2021
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知っておきたい！事業者支援策 （令和３年６月23日時点）

地域でご商売をされている皆さまにぜひご利用いただきたい各種支援制度をご案内します。
紙面ではすべての支援策を紹介することはできませんが、参考にしていただければ幸いです。
なお、各種支援制度の最新情報につきましては、近江八幡商工会議所までお問合せください。

支援金

助成金

補助金

融資

月次支援金（経済産業省）
緊急事態宣言や外出自粛の影響で売上減少した方が
ご利用できる新しい給付金です。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

ひと月最大
20万円

一時支援金への上乗せ（滋賀県）
県内の事業者は、一時支援金に加えて助成金が受け取れます。

https://shiga-kinkyushien.com/

10万円
または
20万円

マル経融資（日本政策金融公庫）
担保不要、保証人不要、低金利の融資です。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html

最大
2,000万円

心の健康づくり計画助成金
労働者へのメンタルヘルス対策の取り組みを応援する助成金です。

（詳細は同封の案内をご参照ください）

https://www.johas.go.jp/tabid/1958/Default.aspx

10万円

事業承継・引継ぎ補助金（中小企業庁）
ご商売をバトンタッチされる方必見の補助金です。

https://jsh.go.jp/r2h/

最大
800万円

上乗せ額200万円

事業再構築補助金（中小企業庁）
新分野展開や事業転換等を検討中の方におすすめです。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

最大
１億円

新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金
新たな販路開拓や、人材育成・確保に関する事業などに使用できます。
補助率2/3もしくは3/4。
https://shiga-tsujoshien.com/

最大
50万円

【通常枠】（滋賀県）

小規模事業者持続化補助金【一般型】（日本商工会議所）
幅広い販路開拓に使用できます。補助率2/3。

https://r1.jizokukahojokin.info/

最大
50万円

小規模事業者持続化補助金
対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえ
た新たなビジネスやサービス等に使用できます。補助率3/4。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/

最大
100万円

【低感染リスク型ビジネス枠】
（日本商工会議所）
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第157回
簿記検定

　私は、今回日商簿記検定一級に合格できて本当
に良かったです。前回の検定を受験した同学年の
中で唯一合格できず、すごく悔しい思いをしました。
　しかし、二月検定があると聞き、自分でこれが
ラストチャンスと決め検定に挑みました。
　そのことでより気持ちが引き締まり、集中して
勉強することで合格を勝ち取ることができました。
　私は、今回取得した日商簿記検定一級を進路に
活かし、これからも頑張っていきたいと思います。

滋賀県立八幡商業高等学校
門野 藍衣那 さん

今年度も福利厚生事業の一環として、会員向け定期健康診断を実施します。

健康診断のご案内

令和3年 10月5日(火)・6日(水)・7日(木)・８日(金)
会　　場：近江八幡商工会議所
申込方法：同封の「健康診断申込書」にご記入の上、受診料を添えて当所窓口までお持ちください。
申込締切：8月30日(月)
☆料金・検査項目等の詳細は、同封の「健康診断のご案内」をご確認ください。

簿記検定2級・3級が
ネット試験でも受験可能に！

2020年12月から従来の統一試験に加え、
ネット試験がスタートしました。

学習の進捗に合わせて、
ご希望の日時・場所で受験が可能です！

簿記検定２級・３級が
団体でも随時受験が可能に！

2021年度から団体試験を希望する
企業・学校で実施できます。

研修や授業のカリキュラムに合わせて、
試験実施(ペーパー方式)をご検討いただけます。

※団体試験の実施には、各商工会議所が定める要件を満たす必要があります。
　詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

１級合格者紹介

今年もやります！　クラウドファンディング

あづまる
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「近江八幡三方よし商品券」プロジェクト
市内のお店で使えるプレミアム付商品券を、クラウドファンディングにて購入する

「近江八幡三方よし商品券」プロジェクト。昨年度1,000万円超の支援をいただき、
市内に大きな経済効果をもたらしたプロジェクトを今年も実施します！
☆目標金額は1,500万円！前回より大幅に増額して、より大きな効果を！
☆20％プレミアム付だから市内でお得にお買い物ができる！

【参加事業者募集】　　　8月1日　開始予定
【ファンディング期間】9月25日～ 10月17日（予定）
【商品券利用期間】　　11月1日～ 12月31日（予定）
今後、事業者向け説明会等も開催予定！
最新情報は近江八幡商工会議所HP、公式Facebookページ、
またメールマガジンにて随時公開していきます。

メールマガジン配信ご希望のかたは
メール「info@8cci.com」まで、事業所名・代表者名・
メールアドレス・電話番号を添えてお送りください。
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日本政策金融公庫融資相談会

創業相談会

７月～８月

はちまん創業塾2021 第１回

山の日
はちまん創業塾2021 第４回

事業承継支援相談会

海の日

事業承継支援相談会

休館日

知的財産権(発明)相談会

振替休日

知的財産権(発明)相談会

働き方改革相談会

はちまん創業塾2021 第３回

はちまん創業塾2021 第５回

日本政策金融公庫融資相談会

はちまん創業塾2021 第２回

スポーツの日

休館日

働き方改革相談会

はちまん創業塾2021 第６回

事業再構築補助金対策セミナー
～制度理解と事業計画作成の進め方～
 事業再構築補助金の概要、申請要件を確認するととも
に、申請に必要な知識、実現可能性のある戦略立案、 事
業計画書、ロードマップなど、作成のポイントを詳しく解
説します。
第1部 7月28日(水)　 13:30～16:30
第2部 8月  5日(木)　 13:30～16:30
※第1部または第2部のみのご参加も可能です。
講 師: 小川宗彦税理士行政書士事務所	代表　 小川	宗彦	氏
受講料: <会員>無料　
	 <会員外>5,000円　 （2日参加の場合は1万円　）
定  員:20名

補助金個別相談会

補助金個別相談会

補助金個別相談会

補助金個別相談会

補助金個別相談会

工業クラブ第１回理事会
補助金個別相談会

近江八幡商工会議所ホームページ制作業務に
係る、公募型プロポーザルの実施について

 当所では、ご利用者のみなさまに、情報をみやすく•分
かりやすく、またタイムリーお伝えできるようホームペー
ジをリニューアルいたします。これに伴い、公募型プロ
ポーザル方式にて、企画•提案をしていただける事業所を
募集します。
	参加を希望される場合は、下記スケジュールにより書類
をご提出ください。

記

■業務期間　　　　　 契約締結日（令和3年９月初旬）～令和3年12月31日
	 令和４年1月初旬開設
■実施形式 公募型プロポーザル
■参加資格　　　　　 近江八幡商工会議所会員及び特別会員
■日 程　　　　　 事業者選定委員会 			令和3年７月中旬
	 参加申込期限　　　 								令和3年７月30日（金）
	 提案書提出期限　　　 							令和3年７月30日（金）
	 ﾌﾟﾚｾﾞンﾃーｼｮン 	令和3年８月中旬
	 審査会（選定委員会）			令和3年８月中旬
	 結果公表　 											令和3年８月下旬
	 契約締結 											令和3年９月初旬
■審査方法　　　　 有識者及び行政機関•関連団体等で構成する選定委員会に

おいて、評価項目ならびに評価の視点により非公開で実施
する。 審査方法　　　　は、各評価項目に対する総得点を参考に、
選定委員会の合意により決定する。

詳細につきましては、 お問い合わせください。
■お問合せ先　 近江八幡商工会議所 TEL　 0７４８-33-４1４1

補助金個別相談会

事業再構築補助金対策セミナー (第１部)

事業再構築補助金対策セミナー (第２部)

11日㈰

18日㈰

22日㈭

23日㈮

13日㈫

14日㈬

15日㈭

16日㈮

8月1日㈰

２日㈪

10日㈫

22日㈰

8日㈰

９日㈪

12日㈭

13日㈮

16日㈪

19日㈭

27日㈮

29日㈰

24日㈫

３日㈫

26日㈪

20日㈫

７月７日㈬

21日㈬

28日㈬

５日㈭

夏季休館のお知らせ

誠に勝手ながら

8月13日(金)・16日(月)
は休館させていただきます。

（４）	 №65　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 令和３年７月1日 令和３年７月1日　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 №65（5）

八幡会報7-8月号.indd   4 2021/06/23   13:54



－表記のない場合、会場は全て近江八幡商工会議所です－

7/14水
8/12木
9/8水
10/13水

7/15木
8/19木
9/16木
10/21木

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

7/13火
8/10火
9/14火

 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

7 5

8 2

9 6

10 4

11 1

9 8 1

FAX
Tel:0748-33-4141 / Fax:0748-32-0765
Tel:0748-46-2389 / Fax:0748-46-5644

12 6

1 11

2 7

3 7

 事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金（一般
型•低感染リスク型ビジネス枠）の申請をサポートすべく、
中小企業診断士等の専門家をお招きして毎月、個別相談
会を開催しています。開催日は会議所カﾚンダー （p.４）を
ご参照ください。
相談料：無料 予約制(先着順)

補助金個別相談会

ください！
ください！
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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。

　近江八幡商工会議所大ホールにて開催。出席者は11名。
議題は、①ビジネス型コミュニティ補助金②総会資料　に
ついて。ビジネス型コミュニティ補助金についてはおお
よその内容が決定。その後総会資料　を確認。指摘のあっ
た点を修正して、総会資料　とすることとなった。

　近江八幡商工会議所大ホールにて開催。出席者は参
加者1９名と委任状出席６名の計25名。髙木会長が議
長となり各議案について審議。全議案が満場一致で承
認された。来賓としてご臨席いただいた辻副会頭にご
祝辞を賜り総会は無事終了した。総会終了後、昨年加
入いただいた会員の方々にご挨拶をいただいた。
　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から例年行っている懇親会は中止となった。しかしな
がら、昨年度は書面開催であった定期総会を感染対策
をほどこしながら開催することができ、会員一堂に会
す機会を得たことで、困難な情勢を乗り越える気持ち
を強くもつ機会となった。

第１回役員会を開催
令和3年4月14日(水)

令和３年度近江八幡商工会議所女性会定期総会開催

会 員 紹 介

　社会を狂わすコロナ禍により仕事や生活に大きな変
化をもたらしました。
　私たちの業界も例外でなく住宅に対する考え方や構
造設備に至るまで多岐に及びます。
　その影響はリモートワークなどに代表　されるように、
多様化が進みデザインなども既存のデザインにとらわ
れず個性的な空間　　　　　作りが多く見られるようになりまし
た。
　電球一個をとらえても様々な見方が出来るように発
想の転換が必要な時代になってきたと思います。
　これらを踏まえ三方よしの理念を持ち地域に貢献で
きる電気工事店を目指してまいります。

　私たちを取り巻く環境は、日々進化しております。
今後もお客様にご満足頂くために、これまでの経験や
知識を技術に活かしていくだけでなく、日々変化し続
ける環境や、進化し続ける技術に対応するために更な
る自己の向上に努めてまいります。
　今後ともご指導ご鞭撻を頂きますよう宜しくお願い
致します。

でんき屋ＮＨＡ
所在地
近江八幡市出町303番地
電話番号
0７４８-33-601９

令和3年4月21日(水)

柴田　佳子
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新規会員募集中！
TEL:0748-33-4141

　平素より、はちまん青年経営者会の活動に対し多大なるご理解とご協
力を賜わり厚く御礼申し上げます。当会は2011年に発足したまだ新し
い団体ではございますが、びわ湖トライアスロン大会をはじめ、はちま
ん夏祭り、古民家バル、街コンといった、近江八幡に特化した街おこし、
街づくりに取り組んできました。また震災時には物資のお届け、炊き出
し等、被災地支援にも力を入れております。
　現在、100年に一度といわれるウイルス感染症の脅威に我々の生活
をも脅かす未曾有の災禍となり、当会も現在は活動が制限　　　されておりま
すが人類が英知を結集し一刻も早く克服できることを日々願っておりま
す。しかし今しか出来ない事、今だからこそ出来る事が絶対にあるはず
です。まずは個を見つめ直し、会の資質向上に取り組みます。
　我々の活動が、市民の皆様に必要とされているのか？地元の若手経営
者から魅力的な会なのか？一つ一つ見直し、多角的に検証してまいります。
　先　日の総会で尾賀会頭にご挨拶していただいたのですが、今の暗い
ニュースを吹き飛ばす様な、驚くほど前向きで明るい未来を力強く語っ
ていただき、メンバー	一同、これからの活動に大変勇気と希望をいた
だきました。これから設立10周年を迎えるにあたり、我々もこういっ
た発信、事業が必要なのだと強く再認識し、今後メンバーの意識変革に
取り組み、街に必要とされる団体へと成長していく所存です。
　今年の大河ドラマの主人公は、商工会議所の設立発起人である渋沢栄
一です。日本資本主義の父とも称され、3８歳の若さでその大役を務め
ています。私たち世代にもできることはまだまだあるはずです。さあ共
に進みましょう。出発進行

はちまん青年経営者会
第10代	代表　世話人　徳山貴彦

　はちまん青年経営者会（青経会）では、地
域の若手経営者が経営者としての資質を醸成
し、あわせて地域の振興・発展に向けた活動
を行っています。会員４８名（男性４４名、女
性４名　※2021.5現在）。
　経営者としての資質を高めるための研修を
はじめ、他団体との交流やトライアスロン大
会、夏祭りイベントなどに取り組んでいます。
コロナ禍のため、例年同様の活動は難しい状
況ですが、本年11月に設立10周年を迎える
ことから、周年事業に向けた検討や会員間　　　　　の
交流促進のための「PR＋」事業、例年開催
しているトライアスロン大会会場の清掃など
を行いました。
　経営者としての自信を磨き上げたい、他業
種に広くコミュニティをつくりたい、近江八
幡のために何かしたい！という方、私たちと
一緒に、新しいまちづくりをしませんか！

代表　世話人
株式会社OneFIEL　D　徳山貴彦

夏まつりイベント

令和３年４月	卒業例会

　　
　

　

新入会員募集中！

びわこトライアスロンin近江八幡

はちまん青年経営者会

入会資格 近江八幡商工会議所の会員事業所で、年齢が20歳以上４９歳以下（会員として2年以上在籍でき
る方）の経営者・後継者、または会員事業所が推薦する方。

宮ヶ浜清掃活動
（びわこトライアスロン大会会場）上越商工会議所青年部との交流
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　自宅で食事する機会が増える中、手軽で美味しい＜テイクアウト＞を活用してみてはいかがでしょう？
地元食材を使ったオリジナルメニューをテイクアウトできるお店をご紹介！近江八幡の味をお楽しみください。

三松食料品店 〜日替わりのお惣菜〜

　明治20年に米屋から始まった「三松食料品店」。現在は
お惣菜や定食を楽しめるお店になっています。現在５代
目の北村猛さん。毎日日替わりで20 〜 30種類のお惣菜
を作られています。旬の野菜・肉・魚のお惣菜からご飯
のお供までと、豊富なメニューについつい目移りしてし
まいます。
　仕入れ内容によってメニューが変わり、夏におすすめ
のお惣菜は、琵琶湖のウロリを使った＜ウロリ豆＞。肉
のお惣菜では、自家製のロースハムやチャーシュー、砂
肝のコンフィがおすすめ。真空パックで販売されており、
家で保存しながら食べられるように工夫されています。
　店内では、ランチの定食も注文可能。おばんざい膳はも

ちろん、猛印カレーも人気のメニュー。北村さんがスパ
イスの配合を一から取り組んだ、オリジナルインドカレー
です。130年以上続くお店で、歴史や趣を感じながらほっ
こりした時間を過ごしませんか？

住所：近江八幡市永原町中11
電話番号：0748-32-2983
定休日：土・日曜日（祝日営業）
営業時間：11:00 〜 18:00

ダ・コージ 〜ピッツァ、前菜の詰め合わせ〜

　石窯で焼くピッツァを始めとするイタリア料理を味わ
えるお店「ダ・コージ」。前菜の詰め合わせとピッツァを
テイクアウトできます。
　ピッツァでは、トマトソースベースのシチリアーナや、
自家製ベーコンや地元野菜をトッピングしたものが人気。
どれも焼きたてをお持ち帰りできます。店主の角田浩二
さんのこだわりは、近江八幡の食材。地元の農園の無農
薬野菜や、琵琶湖の魚をよく使われています。「地元野菜
は彩りも美しく、味もとても美味しい。琵琶湖の魚は、
佃煮以外の新たな食べ方を味わってほしい。」と角田さん。
生産者のところへ直接足を運び、食材だけでなく、作り
手の方とも信頼関係を築くことを大切にされています。

　10年目になる今年も、「生産者さんや地元食材がPRで
きるよう、さらにお店を繁盛させていきたい」と話され
ます。焼きたてピッツァをぜひ一度、味わってみて下さい。

住所：近江八幡市桜宮町206-14
電話番号：0748-47-8282
定休日：水曜日・不定休
営業時間：ランチ11:30 〜 14:00
　　　　ディナー 17:30 〜 20:00(最終入店)
　　　　　※22:00閉店

三松食料品店

八幡堀

白雲館

まるたけ近江西川

滋賀中央信用金庫

仲
屋
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通
り

永
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日牟禮八幡宮

ヴォーリズ
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●
●

●
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かわらミュージアム

ダ・コージ
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●
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滋賀働き方改革推進支援センター
〒520-0806大津市打出浜2番1号 コラボしが21 5階（滋賀経済産業協会内）

開設時間：9：00～17：00 （土日祝・年末年始除く）

厚生労働省委託事業

「働き方改革」に取り組む事業主の皆様をご支援します 相談支援

無料

オンライン(zoom)セミナーを開催します！

★職場の労務課題やハラスメントへの対処にお悩みの方
★助成金の活用を考えている方

働き方改革＆職場課題解決セミナー

開催日 開催時間 セミナーの内容

R3年７月19日(月)
13：30～

15：00

働き方改革下における企業の人事労務課題やハ
ラスメント対策・雇用定着のポイントとノウハウを事
例解説します。

７月30日（金）

8月３日(火)

※3日間ともセミナーの内容は同じです。セミナー終了後、個別相談に応じます。

▶講 師 宮川 拓也 氏 社会保険労務士

▶参加料 無料 ▶募 集 先着 各30名
▶申込は
QRコードで

働き方改革 助成金活用セミナー

開催日 開催時間 セミナーの内容

R3年８月18日(水)
13：30～

15：00

働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休
促進支援・勤務間インターバル導入・労働時間適
正管理推進コース）、両立支援助成金や65歳超雇
用推進助成金などを解説します。

８月23日（月）

８月25日(水)

▶講 師 小野 みゆき 氏 社会保険労務士
▶参加料 無 料 ▶募 集 先着 各30名

※3日間ともセミナーの内容は同じです。セミナー終了後、個別相談に応じます。

▶申込は
QRコードで

近江八幡商工会議所 相談会日程

相談時間 ①13：30～ ②14：30～ ③15：30～ 当日の午前中までにご予約を。

社会保険労務士が相談に応じます。お気軽にご相談ください。相談の機密保持は厳守します！

７月１６日（金） ８月２７日（金） ９月１７日（金）

※詳細は、当センターのＨＰをご覧ください。

※詳細は、当センターのＨＰをご覧ください。

（８）	 №65　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 令和３年７月1日 令和３年７月1日　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 №65（９）

八幡会報7-8月号.indd   9 2021/06/23   13:54



竜骨車・蛇車・唐箕
第５回

　この度、『近江八幡の歴史』の最終巻である第9
巻「地域文化財」編が刊行いたしました。今回は、
地域の人びとが守り継いできた歴史文化遺産を、
市史編纂事業の調査成果から抽出し、紹介してい
ます。そのなかから、第1章3節「岡山学区の宝」・
7節「北里学区の宝」や第5章2節「勧業振興と近江八
幡」に記している、近江八幡市内で作成された農
具について、紹介しましょう。
　さて、竜骨車・蛇車・唐箕といった道具をご存
じでしょうか、「使ったことがある」という年代の
人からすると懐かしい、もしくは辛かった思い出
のある道具ではないかと思います。これらはすべ
て米作りなどに関する大型の農具です。
　近江八幡市域には、「和泉屋」を名乗り、こういっ
た大型の農具を作っていた職人が朝鮮人街道沿い
に数軒、工場を構えていました。今回、道具とと
もに生産に関わった職人について紹介します。
竜骨車・蛇車
　竜骨車や蛇車は、田植えの際に田んぼに水を入れ
るための農具です。蛇車は、羽根車の部分を川や用
水路に浸し、その上に乗って、足で踏んで回します。
そうすると水が汲みあがり、樋を通って、川や用水
路より高い位置にある田んぼに水が入るという仕組

みです。子ども
でもできる仕事
だったせいか、
学校から帰ると
踏みに行かされ
たという話をよ
く聞きます。

唐箕
　唐箕は、脱穀を終えた米や麦などを風力によっ
て籾殻などと選別する道具です。それまでは箕に
入れた穀物を人力で飛ばしたりしていたため、作
業の効率化が上がり、重宝される道具だったよう
です。唐箕は米作りの道具が動力に変わった後も、
豆などに使うこともあったようで比較的後まで使
われました。

　しかし、主なものは動力が主体となった機械に
その座を奪われ、昭和30年代には姿を消していき
ました。そのため、道具を製作していた職人は、
修理に対応する何人かを残し、昭和初期にはその
職を離れています。
川村平兵衛（田中江）
　現田中江町に農具職人川村
平兵衛の工場がありました。昭
和初期には廃業されていると
思われ、現在では職人たちが
作業をする光景を覚えている
人はいません。残った家や工
場を覚えている人はおられ、格
子のある立派な家で、取り壊し
の際、その部材は持っていか
れたと言われています。
　しかし、川村平兵衛の名の
入った道具は様々な場所で見ることができます。
近江八幡市所蔵のもの、お隣の野洲市歴史民俗博
物館では、地域で使われていた平兵衛作の農具が
多く収集されています。また琵琶湖博物館では新
旭（高島市）で使われていたものが収集されていま
す。
松岡治郎右衛門（江頭）
　現江頭町に松岡治郎右衛門という家があり、ここ
では「尚泉堂」という柴木商や農機具屋をされていま
した。この松岡家は、現存する農具からたどれる職
人を輩出した家で、川村平兵衛とともに「本家」を名
乗っていました。しかし残念ながら、松岡家がこれ
らの農具を作っていた光景を知る人はいません。
　現在、制作された道具は残るものの、その実態
を知る人はほとんどいなくなってしまいました。
製作された農具、またその当時に調査された記録、
写真などを丹念に見ていくしかありません。関わ
りの写真などをお持ちの方は近江八幡市役所文化
観光課までお知らせ下さい。

近江八幡市市史編纂調査専門員　奥村晃代

蛇車刻印
「江州田中江」と
「本家いつみや平兵衛」

 川村平兵衛製作蛇車
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親族への事業承継 　　滋賀県事業承継・
　引継ぎ支援センター
統括責任者　内海　靖

準備はお早めに！
事業承継コラム

中小企業者(個人事業主含む)の事業承継に関係する補助金が創設されていますので、ご紹介させていただきます。
公募内容はホームページなどで最新情報をご確認ください。詳細はそれぞれの問合せ先までお願いします。

　今後、事業承継を進めるために
準備される方、後継者がおらず廃
業を考えている方などの利用が想
定されています。
　予算執行終了次第応募締切りと
なりますので問い合わせなどはお
早目に。

❶ 事業承継円滑化補助金（滋賀県）

〒520-0806 大津市打出浜２番１号コラボしが21 ９階　Tel：077-511-1505(1503)
滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター

（令和３年度 第２回）

～承継全般の相談のほか、承継計画の策定もお手伝いしています～

種 類 1. 設備投資等
新商品開発、生産性向上

2.企業価値評価 3.承継準備費用

条 件 後継者候補あり － ・連続赤字決算でない
・後継者候補探し(*1)

経 費 例 専門家謝金、機器購入費、
店舗改修費等

企業価値評価に
要する経費

備品廃棄費用、
（退去に向けた）店舗改修費等

応募期限 2022年1月14日正午 2021年11月30日正午
予算内執行により早めにご相談ください。

補 助 上限50万円（補助率2/3）
要 件 ・支援機関(*2)と連携して事業計画を策定すること

・その他、募集案内参照
問 合 せ 滋賀県商工観光労働部中小企業支援課　 Tel：077-528-3733

種 類 1. 経営革新 2. 専門家活用
対 象 ・
条 件

事業承継、M&A(経営資源を引継い
で行う創業を含む)を機に、経営革新
等に挑戦

M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、
あるいは他者に引継ぐ予定

補 助 経営革新等（事業再構築、設備投資、
販路開拓等）への挑戦に要する費用
例：設備投資費用、人件費、改築工

事費用

M&Aに係る専門家等の活用費用
例：M&支援業者手数料、デューデリジェ

ンス専門家費用

応募期間 一次公募：2021年6月11日～ 7月12日（電子申請）
二次公募：2021年7月中旬～ 8月中旬（予定）

補助上限 400万円（補助率2/3）（M&A-経営資源引継ぎの場合、800万円）
廃業を伴う場合、200万円加算

要 件 公募要領参照
問 合 せ 事業承継・引継ぎ補助金事務局

<経営革新> Tel：03-6625-8046　<専門家活用>Tel：03-6625-8045

種 類 Ｍ＆Ａ後の設備投資等、思い切った事業再構築を支援
主要申請
要 件

・売上高が減少
・事業再構築に取り組む
・事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定

補 助 例　機械装置・システム構築費、技術導入費、知財関連経費
応募期間 第２回公募：2021年5月20日～ 7月2日（電子申請）

第３回公募：開始はウェブサイトにてお知らせ予定
補 助 上限6,000万円 ～ 1億円（補助率1/2 ～ 2/3）
要 件 公募要領参照
問 合 せ 事業再構築補助金事務局

ナビダイヤル： 0570-012-088 　　IP電話用：03-4216-4080

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/318167.html

❷ 事業承継・引継ぎ補助金（中小企業庁） https://jsh.go.jp/r2h/

❸ 事業再構築補助金（中小企業庁） https://jigyou-saikouchiku.jp/

*1：滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けること　*2：滋賀県事業承継ネットワーク構成機関

　後継者の新たな取り組みや専門
家支援での活用が期待されます。
申請フォーマットや専門型公募要
領はまだ公開されておりません。
当案内をご覧になる時期では二次
公募が検討対象になると思います
が、公募要領の要件などをよく確
認してください。

（以下は、事業再編を通じた事業再構築を中心に記載）

　ポストコロナ・ウィズコロナ時
代への対応として、新分野展開な
どの事業再構築を支援する補助金
が創設されており、事業譲渡・合
併などの組織再編を踏まえた事業
再構築の支援も想定されています。
当案内をご覧になる時期では第３
回公募が検討対象になると思いま
すので、公募要領の要件などをよ
く確認してください。
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事業所名 連絡先 ひとことコメント

あっちち 近江八幡市末広町551 お好み焼き、鉄板焼きのお店です！地域の方に
親しまれています。

Agreable 近江八幡市杉森町291-11　TEL.080-5314-6413
今話題のネトラバスティを体験できる♪完全予
約制の女性専用サロンです。あなたのお肌のお
悩みを、一緒に考えながら解決していきます！

カット・スタジオ・
アリュール

近江八幡市西元町70-3　TEL.0748-32-1517
alure_1517@yahoo.co.jp

京街道近くの理美容室です。当店オリジナルの
トリートメントが大好評！髪質にお悩みのある
方は、ぜひお気軽にご相談ください♪

惣菜家 おおきに 近江八幡市桜宮町214-19　TEL.0748-36-6868 JR近江八幡駅から徒歩10分。惣菜・家庭料理が
楽しめる居酒屋です♪

アロマサロン 
LA PAUSA

近江八幡市白鳥町3-17　TEL.0748-36-0777
http://www.aroma-lapausa.com/index.html

アロマセラピーとハーブを用いたリラクゼー
ションをご提供します。
心のこもった施術をさせていただきます。

（掲載を希望された事業所さまのみのご紹介です。敬称略）

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
2021年5月調査結果

　経営への影響が続いている企業は依然として高水準にとどまり、今後の懸念と合わせると９割を超える結果となり
ました。影響が続いている企業のうち、売上が30％以上減少した企業は約５割と、多くの企業で影響が生じているこ
とが読み取れます。

新型コロナウイルスによる経営への影響

モア アヴァンセ
☎0748-32-3422

モア エージレスエステ
☎0748-33-7531
セラ･ヴェルディ
☎0748-33-4986

モア 蒲生
☎0748-55-2097
モア 京都岩倉
☎075-712-5034

美しい毛髪づくりを
目指して45年
これからも“キレイ”と
“健康”を発信しつづけます！美しい毛髪づくりを目指して38年 これからも“キレイ”を発信しつづけます!!

ＣＵＴＨＯＵＳＥ ＭＯＲＥ 

TEL 0748-33-5151

７月28日 土用の丑
『受け継がれた　絶品の味』
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５月18日(火）

　近江八幡建設工業会青年部会は第29回となる植樹事業を
実施しました。本事業は緑化推進と地域貢献を目的として、
毎年市内の教育施設などを対象として実施しています。今
回は八幡保育所・島小学校・武佐こども園に、ハナミズキ
やブルーベリーなどの苗木を植えました。
　新型コロナウイルスの影響が続く中ではありましたが、

「少しでも子どもたちの励みになれば」という願いを込め作
業を行いました。

４月16日(金）

建設工業会青年部会 植樹事業を実施

「ネットショップ 開業・運営のノウハウ（基礎編）」
セミナーを開催！
　中邨登美枝氏（㈱E-スタヂオ代表取締役）を講師にお招
きしハイブリッド形式で開催。ネットショップ開設に向け
てコストを含めた事業計画を十分に整理すること、自社の
ブランディングをしっかり行い、ＨＰやＳＮＳをミックス
させて集客につなげることなど、開業・運営にあたっての
ポイントを分かりやすく解説されました。

　近江八幡建設工業会は令和３年度（第61回）定時総会に
ついて、新型コロナウイルスの影響を考慮し昨年度に続き
書面で開催しました。全４議案を諮った結果、いずれも賛
成多数で承認されました。
　同青年部会も同様に、令和３年度（第32回）定時総会を
書面で開催。全４議案を諮った結果、いずれも賛成多数で
承認されました。
　本会・青年部会ともに今後の感染状況を注視しつつ、各
事業の実施について判断していく考えです。

建設工業会・建設工業会青年部会　定時総会

５月28日(金）

　近江八幡建設工業会青年部会は第33回となる毎月清掃を
実施しました。当初は５月21日を予定していましたが、雨
天のため延期しての実施となりました。今月の清掃場所は
近江八幡商工会議所～ＪＲ
近江八幡駅・北口ロータ
リー～出町通り。タバコの
吸い殻や空き缶などをくま
なく拾い集めました。

建設工業会青年部会　清掃活動を実施

６月１日(火）

近江八幡工業クラブ 定時総会

　当所大ホールにて13：30から山村徹会長をはじめ、13
名が出席し開催（18名委任状）。各審議事項は満場一致で承
認可決されました。その後、関係機関の支援施策の紹介と
して、滋賀県産業支援プラザ及びしが産業生産性向上経営
改善センターが実施する補助事業や製造業等における生産
性向上経営改善を支援する各事業について担当者からご説
明いただきました。

５月13日(木）

当所では、会員の皆様に有益な情報やお知らせをタイムリーにお届けできるようSNSの積
極活用に取り組んでいます。また、メールマガジンも配信します。ぜひご登録ください。
E-MailまたはFAXにて、事業所名・メールアドレス・電話番号・代表者名をお送りください。

【 送信先 】E-Mail：info@8cci.com　FAX :0748-32-0765

メールアドレス
登録のお願い
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E-channel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、2ヶ月間有効のクーポンをお願いします。
掲載は会員事業所に限ります。ご希望の方は、商工会議所までお問合せください。

●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

Vol.151

Ravi-U

　バスフィッシングは季節、状況、場所などに釣り人が合
わせて変化していく釣りです。それが醍醐味でもあります。
　ただ、オカッパリやレンタルボートで釣りをして「どこで、
どうやって釣ればいいのかわからない」と思ったことはあり
ませんか？
　最新魚探を使った水中映像で、わかりやすく釣り方やポ
イントのレクチャーをさせていただきます。
　オカッパリやレンタルボートでもさらに釣りやすくなる
と思います。

CHASE Bass Fishing Guide Service

（ＢＢＮアヤメボートパーク）
所在地　野洲市菖蒲日之出字松之下14-6
TEL　090-1795-0630
定休日　　不定休

所在地　近江八幡市若葉町３丁目　
　　　  1805-16
TEL　080-3807-2373
営業時間　10:00〜19:00
定休日　　不定休

基本コース　　　　13,750円
お悩み改善コース　18,150円
贅沢コース　　　　34,650円

　マスク必須のこのご時世。マスクの下は肌荒れが…そうな
らないためにも肌質改善してみませんか？
　年齢に伴いニキビ・シミ・しわ・たるみなどお悩みも様々です。
　組み合わせ方も自由でご自身のお肌に合わせてアプローチ
できる陶肌トリートメント☆老若男女問わずきれいなお肌を
手に入れましょう♪

【陶肌トリートメント　初回２時間】

小顔・リフトアップ・肌質改善

琵琶湖でバスフィッシング

LINE公式アカウント

【ガイド料金】
1名様：36,000円
2名様：44,000円
3名様：51,000円

ネイルサロンRavi-Uが業界で話題の剥けないハーブピーリ
ング！！陶肌トリートメントを始めました。
昨年11月より幅広い年齢層からご好評の肌質改善エステ♪

１名様：36,000円→33,000円　２名様：44,000円→40,000円
３名様：51,000円→46,000円

2021年７月1日～2021年8月末日　近江八幡商工会議所　７月号

　初回来店時はホームケアを
使った体験もしていただけま
す。
　ネイルメニューもジェル・
スカルプ・巻き爪ケアご用意
してます。お気軽にご相談くだ
さい。

【巻き爪緩和ケア】１本 6,600円

ボディ陶肌トリートメント　　29,700円
（背中～二の腕まで　※ｇ数に応じて全身施術可能です）

Instagram

会報を見たとおっしゃった方に

Instagram

HP

ブログ

2021年７月1日～2021年8月末日　近江八幡商工会議所　７月号

会報を見たとおっしゃった方に
陶肌トリートメントコース20％オフ

得 ト ク ク ー ポ ン

得 ト ク ク ー ポ ン
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Ravi-U

●

●

●

●

● フレンドマート

JAグリーン近江
八幡東支店バーミヤン

くら寿司

男女共同参画

近江鉄道

ビワコマイアミ
ランド

ローソン
野洲菖蒲店

近江鉄道バス
あやめ営業所

Beach Cafe
くつろぎ

B.B.N アヤメボートパーク

●

●

●
●

559
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