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2022事業・セミナー

情報発信中！

公式facebook

八幡神社神事繪巻（全二巻）
前巻「湯神楽」　四、拝殿にて神楽を奏出
（繪：源基春　解説：近松文三郎・岳幸治郎　日牟禮八幡宮蔵）

　昭和８年（1933）、『滋賀県八幡町史』編纂調査の際、
発見された絵巻。全二巻で明治初期に作成されたもの
と考えられる。
　日牟禮八幡宮にかかわる神事を描いており、写真は
「湯神楽（釜で湯を焚てて巫女が神楽を舞う神事）」で、
そのほか「山の神」や「雨乞い」なども描かれる。特
に、「例祭」として描かれる八幡祭は、祭礼の流れを
視覚的に確認できる貴重な史料である。
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　新年明けましておめでとうございます。会員の皆
様には新春をご健勝でお迎えのことと謹んでお慶
び申し上げます。
　また昨年は商工会議所運営につきましてひとか
たならぬご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
引き続き本年もよろしくお願い申し上げます。
　2019年末に始まった新型コロナウイルス感染禍
に世界中が翻弄され続け、はや２年余りが経過い
たしました。とりわけ昨年は日本各地で緊急事態宣
言が発令され、多くの行動制限を受けるなど経済
活動に負の影響をもたらしました。商工会議所でも
沈滞化する地域経済を下支えすべくできるだけの
施策を打ってまいったところです。
　一方ワクチン投与など感染症対策も着々と進ん
だ一年でもありました。
　「明けない夜はない」という言葉があります。今
年こそ新型コロナウイルス感染症に打ち勝ち、活
気ある地域経済を必ずや取り戻せるものと心から
期待する次第です。
　さて、お正月の活気ある風物としてあげられるも
のに「福袋」があります。これは日本独特の風習で、
起源は江戸時代に遡ります。日本橋にある呉服店
「越後屋」が恵比寿袋という名前で前の年に出た裁
ち余りの生地を袋に入れて販売したのが始まりだ
そうです。（諸説色々とあるようですが）
　今では多くの商材がデパートのみならず多くの
小売店店頭を飾るようになり、老いも若きもお値打
ち商品を求めて買いまわります。
　福袋の字のごとく袋に入っているからこその福
袋なのですが、この袋は大黒天様の袋のことです。
この袋には幸福や幸運が入っています。
　新たな年に福袋を買って元気な経済活動を取り
戻し、幸運や幸福を手に入れたいものですね。

年頭のご挨拶
明けない夜はない

会　頭　尾賀　康裕

ポストコロナ時代への
対応を協働で！
近江八幡市長　小西　理

　皆様、新年あけましておめでとうございます。
　皆様方におかれましては、輝かしい新春をお迎
えのことと心からお慶び申し上げます。
　旧年中は、市政各般に格別のご支援とご協力を
賜り心から厚く感謝を申し上げますとともに、本市
の商工業振興に日夜ご尽力賜っております役職員
や会員の皆様方には重ねて深く敬意を表するもの
でございます。
　さて、会員事業者の皆様におかれましては、２
年以上続いた新型コロナウイルス感染症の影響に
より、資金繰りの確保や、新しい生活様式に応じ
た社内の業務体制の再構築、そして非接触型の事
業への転換など、様々な対応に追われ非常に厳し
いものであったと思います。本市では令和２年度よ
り引き続き実施しております「じもと応援クーポン
事業」の実施や、令和３年度からの事業として「雇
用確保助成金」や「取引先支援金」などの補助金
事業、そして新たな切り口で実施した「ふるさと観
光券事業」など、会員事業者のみなさまの一助に
なるべく事業展開してまいりました。
　新たな年を迎えるにあたり、これからはポストコ
ロナ時代に即した対応が求められます。行政だけ
でなく、商工会議所をはじめとした経済団体の皆
様、そして市民・事業者の皆様が各自のお立場で
できること、協働で取り組むべきことを検討しなが
ら、本市の商工業について更なる発展を図ってま
いりたいと考えておりますので、さらなるお力添え
を賜りますようよろしくお願いいたします。
　結びになりますが、皆様方にとって、この新しい
年が輝く年となりますことを、心からご祈念申し上
げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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近江八幡商工会議所 令和４年 新春特別講演会

クラウドファンディングクラウドファンディング

第2弾

ご支援ありがとうございました！！ご支援ありがとうございました！！

ご支援総額

15,900,600円

☆事業者の皆様へ☆
「近江八幡三方よし商品券」の換金受付期間は令和４年１月31日までです。
お忘れのないよう、ご注意ください。 はちまる

©EINS
あづまる
©EINS

近江八幡三方よし
商品券プロジェクト
近江八幡三方よし
商品券プロジェクト

確定申告はe-Taxを利用しましょう！

　当所では毎年、個人事業者を対象とした確定申告相談会
を開催しております。同相談会に「マイナンバーカード」
をお持ちいただくことにより、当所のパソコン、カードリー
ダーを利用してe-Tax（電子申告）が可能となります。

※マイナンバーカードの取得にはお時間がかかります。余裕をもってお手続きください。
制度や申請方法等の詳細については「マイナンバーカード総合サイト（https://www.kojinbango-card.go.jp/）」
をご確認ください。
※当所は「国税庁　確定申告書等作成コーナー」を利用したe-Taxのみサポートしております。
※当所の確定申告相談会は有料です。詳細はお問い合わせください。

【マイナンバーカードによるe-Taxの特徴】
①パソコンで作成するため仕上がりもきれい！
②青色申告特別控除65万円に対応可能！
③受信通知の取得が可能！
　（補助金等の申請時に納税証明書の取得が不要）

“100年企業”の事業承継
再建のための自己変革型経営

参加無料
定員100名
（会場）

ハイブリッド開催

大病克服の「経験」と「理念」で、老舗メーカーの経営危機を脱却
「自己変革型経営」から、コロナを乗り越えるヒントを考える
株式会社マックス 代表取締役社長

大
お お

野
の

 範
の り

子
こ

氏
令和４年2月８日（火）14：00 ～ 15：30

会　場 ①滋賀県立男女共同参画センター Ｇ‒ＮＥＴしが
　（近江八幡市鷹飼町80‒4）
②オンライン（Zoom）

定　員 会場：100名（会場参加は定員に達し次第締切）
オンライン：制限なし

お申込み・お問合せ 近江八幡商工会議所　（近江八幡市桜宮町231-2）　TEL：0748-33-4141　FAX：0748-32-0765

WEB申込みフォーム
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１月１日(土)

10日(月)
11日(火)

５日(水)

12日(水)
20日(木)
21日(金)

27日(木)
２月４日(金)

11日(金)

23日(水)

７日(月)
８日(火)
９日(水)

13日(日)

16日(水)

27日(日)

17日(木)

６日(木)
７日(金)

25日(火)

15日(火)

22日(火)

９日(水) 〜 11日(金)

１月～２月

 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

令和３年度

商工優良従業員
表彰式

　近江八幡商工会議所会員事業所に永年勤続し、成
績優秀な従業員の方を対象とした表彰式典を開催し
ます。従業員の福利厚生、志気高揚の一環として、
ぜひこの機会をご利用ください。（申込み締切２月4
日㈮）詳しくは同封のチラシをご覧ください。

負担金：被表彰者１名につき3,000円

滋賀県八幡建築高等職業訓練校
生徒募集

木造建築課　長期訓練生募集
滋賀県八幡建築高等職業訓練校（長期訓練課程）２年制
場　所 近江八幡市白鳥町１３３－6
対象者 建築業関係事業所にお勤めの高卒以上の方
講　習 毎週火・水　午後８時から１0時
特　典 �修了者には技能検定（２級）の学科試験が免除、
　　　　　県知事より技能士補の賞状授与。
願書締切 令和４年３月１0日
お問合せ 電話�0748-33-0688

令和４年年賀会

３/25　
金

１3：3０
～１4：3０

元旦 　1/11火
　　2/8火

3/8火

日本政策金融公庫融資相談会

事業承継支援相談会

成人の日

知的財産権(発明)相談会

IT活用業績向上セミナー 
ネットショップ成功の秘訣
創業個別相談会
事業承継支援相談会
新春特別講演会

働き方改革相談会

経営安定セミナー 
巣ごもり消費マーケティング

日本政策金融公庫融資相談会

建国記念の日

珠算・暗算・段位検定

進化するSNSと最新ノウハウ
による実店舗集客

知的財産権(発明)相談会

天皇誕生日

簿記検定

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）
会　場 近江八幡商工会議所大ホール

年末調整相談会

年末調整相談会

青経会新年例会

工業クラブ新年例会

卸商連盟研修会

年末調整相談会のご案内
税理士をお招きして相談会を開催いたします。
日　時 令和４年１月５日（水）、６日（木）、７日（金）、１１日（火）
　　　　　各日�9：00～ 15：30
場　所 近江八幡商工会議所
� 相談料 無料
※予約制です。ご希望の方は事前に当所（0748-33-4141）
���へご連絡をお願いします。

年末調整相談会

年末調整相談会

近江八幡商店街連盟
年末売出しお客様招待会
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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

1/12水
 2/9水

3/9水

創業個別相談 毎月開催中!
　「創業」について何から始めたらいいかわからない、
漠然と興味がある…という方、まずはお気軽にご相談
ください。第二創業・副業などのご相談にも対応します。
お電話・FAXにて開催会場へご予約ください。

開催日 会場
１月11日（火） 安土町商工会
２月�７日（月） 近江八幡商工会議所
３月�７日（月） 安土町商工会

時　間 9：00～ 20：00
おひとり様1時間程度（受付時間内で応相談）

近江八幡商工会議所　Tel:0748-33-4141/Fax:0748-32-0765
安土町商工会　　　　Tel:0748-46-2389/Fax:0748-46-5644

 1/20木
 2/17木

3/17木

 小売業・サービス業・ホテル宿泊業・飲
食業・工務店・美容室・ネット通販・営業な
ど、様々なビジネスで役立つ巣ごもり
消費時代の売り方を、大企業や中小企
業、リアル店舗やネットビジネスを問わ
ず、徹底解説します。

講　師：有限会社いろは　代表取締役　 竹内 謙礼 氏
受講料：無料
定　員：［会場］25名 ［オンライン］制限なし

巣ごもり消費マーケティング　1/27　
木

「家から出ない人」に
買ってもらう100の販促ワザ

１3：3０
～１5：3０

 新型コロナウイルスの感染拡大以降、
ネットで物を買う人が急増しています。
ネットショップを立ち上げた後の運営や、
売上を上げるための具体的な戦略につい
て解説します。

講　師：有限会社 E-スタヂオ
 　      代表取締役　 中邨 登美枝 氏
受講料：会員:無料　会員外:2,000円
定　員：［会場］20名 ［オンライン］制限なし

ネットショップ成功の秘訣［活用編］2/４　
金

売れるショップづくり
と運営戦略

１3：3０
～１5：3０

 ITの超人気講師が、 最新の様々な
ソーシャルメディアや動画の特徴とその
違いを解説しながら、集客や顧客獲得に
役立つITツールの活用ノウハウを伝授し
ます。

講　師：イーンスパイア株式会社
       代表取締役　 横田 秀珠 氏
受講料：会員:無料　会員外:2,000円
定　員：［会場］25名 ［オンライン］制限なし

進化するSNSと
最新ノウハウによる実店舗集客

2/16　
水

～スマホ＆SNS時代の集客・販促のノウハウ～

１3：3０
～１6：００
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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。

　中小企業診断士	田内孝宜氏をお招きして「イン
スタグラム入門セミナー」を実施しました。
　インスタグラムとは何かということから投稿の
仕方まで、基礎の基礎から分かりやすく教えてい
ただきました。スマホとにらめっこしつつ、何と
か投稿にこぎつけることができました。会員同士
教え合いながら和気あいあいとしたセミナーに
なったように思います。今後本セミナーで学んだ
ことを、事業や女性会活動に役立てていけたらと
考えています。

　10月22日（金）第53回全国商工会議所女性会
連合会総会がオンラインにて開催されました。オ
ンラインでの開催は昨年に引き続きとなりました
が、今年は初の試みとして、参加女性会をつない
での出席女性会紹介やオンライン交流会が実施。
画面越しではありますが、他の女性会の方々と交
流を持つことができました。
　次回の大会は福島。来年こそは新型コロナウイ
ルスの猛威も去り、顔を合わせての総会が実施で
きることを願っています。

全国商工会議所女性会連合会オンライン総会開催
令和３年10月22日(金)

インスタグラム入門セミナー実施
令和３年10月18日(月)

近江八幡商工会議所女性会のインスタグラムとフェイスブックができました

　近江八幡商工会議所女性会のインスタグラムと
フェイスブックができました。
　インスタグラムでは、近江八幡の美しい景色や
美味しい食べ物など近江八幡の魅力をどんどん発
信していきます。また、フェイスブックでは、近
江八幡の魅力発信のほか、女性会の活動をお伝え
していきます。ぜひチェックをお願いします。

　近江八幡商工会議所女性会では会員を募集中で
す。
　興味のある方は、お気軽に近江八幡商工会議所
までお問い合わせください。
（TEL：0748-33-4141　MAIL：kt@8cci.com）

【インスタグラムはこちら！】 【フェイスブックはこちら！】
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新規会員募集中！
TEL:0748-33-4141

　10月26日(火)他所青年部とのディスカッションを通
して交流をはかる「オンライン交流会」を開催した。今
回は青経会と親交がある気仙沼商工会議所青年部様、上
越商工会議所青年部様をお招きし、計21名で交流を行っ
た。様々な立場から活発に意見が交わされた。ご参加い
ただいたゲストの方々からは「大変貴重な機会をいただ
いた」「この続きは実際に会って」など、ありがたい言葉
をいただいた。

　　

　

　

はちまん青年経営者会

編集：青経会	広報PT

　11月30日(火)10周年記念事業として会議所前に設置
したイルミネーションの点灯式を行い、計32名が参加し
た。イルミネーションは周年事業PTが中心になって作成。
ハートをかたどったイルミネーションは中に入って記念
撮影もできる。また、会議所ロビーには10年間の活動の
展示を外部交流PTが作成した。
　カウントダウンと共にイルミネーションが点灯すると、
メンバーから大きな歓声があがった。令和4年4月の10
周年記念式典へ向け、大きな弾みとなる事業となった。
イルミネーションは12月26日(日)まで点灯され、展示
は4月28日(木)まで引き続き展示される予定。

令和4年4月29日(金・祝日)

はちまん青年経営者会　新入会員様（2021.10～12）
アインズ株式会社：黒田	守	氏　滋賀中央信用金庫：武呂	拓哉	氏	（50音順）

　当会が開催した「地引きあみ体験」(7/18)の写真パネ
ル展を、令和3年10月～12月にかけ市内の滋賀中央信
用金庫　本店営業部様・湖東信用金庫　近江八幡支店様
で開催。子どもたちが笑顔で頑張る写真を通して、当日
の盛り上がりや事業の意義を伝えた。地引あみ体験は今
後も継続事業として取り組んでいく。

青経会フェイスブック
インスタグラム始動！
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第８回
現在活用されている明治の小学校 ２

　前回は、白雲館や旧伴家住宅など、現在も
活用されている「町」の明治の校舎について紹
介しましたが、今回は「村」の学校の成立と活
用される校舎について紹介します。出典は、
前回同様『近江八幡の歴史』第８巻「通史Ⅲ　明
治維新から新市誕生まで」です。
　明治６年（1873）の八

はちまん

幡東学校、八幡西学
校の設立・開校と同じ年に開校したのは、
常
じょうらくじ

楽寺村等の親
しんみん

民学校（常楽寺村）と、野洲郡
江
えがしら

頭村の至
しせ い

誠学校（江頭村）でした。以降現近
江八幡市内では、７年に５校、８年に27校、
９・10年にそれぞれ２校開校しています。で
は、町の学校と同時期、村の学校ではいち早
く開校した親

しんみん

民学校と至
しせ い

誠学校をみていきま
しょう。
　まず親民学校ですが、当時一村ごとに開校
していた他地域とは異なり、安土学区のうち
下豊浦村以外の全村（香

このしょう

庄・慈恩寺・常楽寺・
上
かみとようら

豊浦・小
こな か

中・中
なか や

屋・桑
くわのみじ

実寺村）の連合で県に
出願し、明治６年７月28日に開校しています
（下豊浦村は明治7年に養徳学校を開校）。校舎
は、はじめ浄

じょうごんいん

厳院（安土町慈恩寺）内の春
しゅんよういん

陽院
の一部を使用していましたが、明治10年11月
に常楽寺村972番地に新築して移転、翌12月
１日に「開

かいえんしき

筵式」（開校式）を行っています。

　一方、至誠学校は明治６年６月開校の学校
です。明治10年の生徒数は男女合わせて56人、
親民学校の139人、八幡東学校250人、西学校
240人と比較すると、かなり少ないといえま
す。その点では共通項の無い２校がなぜ早期
に開校されたのでしょうか。
　江頭村と、親民学校の中核となる常楽寺村
には、「朝鮮人街道沿いの湊町」という共通項
があります。明治５年頃の江頭村の商工業者
をみると、穀物・醸造・食料品・肥料・荒

あらもの

物
（笊

ざる

や箒
ほうき

などの雑貨類）などを手掛ける商人や
伝統的なサービス業に従事する職人などがお
り、実に多種多様な商売が行われていました。
ほかにも季節的商人や職人も数多く存在し、
活気ある湊町として賑わっていたことが分か
ります。一方、常楽寺村を見ると、明治14年
における常楽寺湊

みなと

の出入貨物は、近隣諸村か
ら集荷した米や菜種を大津などへ出荷・輸送
していました。入荷も大津からの貨物が多く、
肥料を中心に塩や砂糖などが陸揚げされ、周
辺の村々へ運ばれました。交通の要衝として
経済力のある村であったことが、いち早く学
校を設立できた要因でしょう。
　親民学校はその後安土尋常高等小学校とな
り、明治33年には移転しますが、至誠学校は校
舎がそのまま残され、「至誠館」の名前で自治会
館の一部として活用されています。また、『近江
八幡の歴史』第９巻「地域文化財」編で、地域の
宝として紹介していますが、江頭町には、至誠
学校設立当初の教科書類、教育関係公文書類も
大切に保存されています。このように、市内で
一番早く開校した学校の校舎が４軒中３軒残っ
ており、近江八幡市はさながら「学校たてもの博
物館」といえるでしょう。

至誠館（旧至誠学校）
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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！

★働き方改革と仕事と育児・介護の両立にお悩みの方
★令和4年度に助成金の活用を考えている方

働き方改革＆「仕事」と「育児・介護」
両立支援実践セミナー

▶13：30～14：30 改正育児・介護休業法の解説（R4年4月1日より段階的に改正）

講師：滋賀労働局雇用環境・均等室

▶14：40～15：40 働き方改革＆仕事と育児・介護の両立支援

講師 宮川 拓也 氏 社会保険労務士

▶申込はQRコードで

令和4年度向け～労働関係助成金の活用準備セミナー

▶講 師 小野 みゆき 氏 社会保険労務士

▶参加料 無 料 ▶募 集 30名 定員になり次第締切といたします。

▶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！

１月２１日（金） ２月１８日（金） 今年度最後

※それぞれのセミナーの詳細は、当センターのＨＰをご覧ください。

日時：令和4年1月25日（火） 13：30～15：40

日時：令和4年 2月 １日（火） 13：30～14：30

令和4年度に向けて、助成金を申請するために必要な書類について、代表的な助成金を事例に
分かりやすく解説

▶参加料 無料 ▶募 集 30名 定員になり次第締切といたします。
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近江八幡商工会議所では、会報誌以外でも情報発信を行っています。
ご商売に役立つ最新情報を逃さずチェックしましょう！

１月下旬にリニューアルされるホームページでは、最新情報を分かりやすく発信します！
ご相談内容に応じてページを分けるなど、
より情報が探しやすいよう構成やデザインを刷新します。
パソコンだけではなく、スマートフォンやタブレット端末からも
快適にご覧いただけるようになりますので、手軽に情報をチェックしていただけます。

新型コロナウイルス感染症関連の給付金・補助金など、
各種支援制度の特設ページをご用意！

リニューアルに伴い、当所ホームページに会員名簿を掲載いたします！
当所の「あきんど市場」（2019年12月末付で休止）企業情報ページに情報を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す。掲載内容について、追加・変更点などがある
場合はご連絡ください。
※「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）のみを掲載します。
　そのほかの情報も掲載したい場合は、当所までお問合せください。

給付金・補助金などの支援制度や、当所で開催される各種相談会やセミナーについての最新情報を発信しています。
ご商売に役立つ情報をいち早く手に入れたい方は、ぜひチェックしてください！

まだメールアドレスのご登録がお済みでない会員さまは、メールまたはFAXにて、
事業所名・メールアドレス・電話番号・代表者名などの情報を当所へお送りください！

info@8cci.com
0748-32-0765

https://8cci.com

ホームページ

メールマガジン

メール
FAX

　近江八幡駅近くにあるHOTORI�GYM�by�Bivvasは、
2020年7月にオープンした完全予約制・完全個室の本格プ
ライベートジム。
　代表の月村さんは、コロナ禍で当時働いていたスポーツ
クラブが短縮営業になり、通いたくても通えないという会
員の方たちを目の当たりにして、「地元に1年でも早く、マ
ンツーマンで安心して運動できる施設を自分の手で作るし
かない」と創業を決意したそうです。
　でも、創業もお店作りも初めて。Google�で「近江八幡
創業」と検索し、創業関連の記事で近江八幡商工会議所に
行きついて、右も左も分からない状態でとりあえず電話を
かけてみました。

【商工会議所に助けてもらったこと】
　近江八幡商工会議所にはテナントを探すところから助け
てもらいました。初めてテナントの内覧をして、こういう
感じで探すんだよって。近江八幡は車社会の町やけど、い
ろんなところから来てもらうなら、駅に近い方がいいかな
と考えていた時に今の物件に出会って、即決でした。�
　日本政策金融公庫の融資に関してもいろいろと助けてい
ただいて。おかげで創業融資を受けることができました。
　創業後は、主に記帳関係で助けてもらっています。全く
わからなかったので。Airレジや、マネーフォワードのこと
とか。初めからシステムをしっかり連動させることをすす
めてもらって、今ではかなり助かっています。

近江八幡市鷹飼町南三丁目3-8　ムラタビル4F-A
TEL�080-4796-2050

　HOTORI GYM by Bivvas

商工会議所のサポートを利用して

近江八幡で0
ゼロ

から創業！

代表　月村�達也�氏
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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

コロナ禍での事業承継について

〒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３年度 第5回）

～事業承継に関する悩みを全力でサポートします！～

❶ 調査結果について
　2021年の全国・全業種約26万6千社における後継者動向
によれば、後継者が「いない」または「未定」とした企業
が約16万社となりました。この結果、全国の後継者不在率
は61.5％となり、2020年の不在率65.1％から3.6％の改善、
2011年以降で最低となりました。［表１］

❷ 世代別傾向について
（１）60 ～ 80代以上の経営者
　コロナ禍で事業環境が急激に変化する中にも関わらず、
不在率が前年を下回り、特に80代以上では調査開始の
2011年以降で初めて不在率３割を下回りました。代表者
の高齢化問題が深刻化する中、柔軟な発想や対応力があ
る若い世代、生え抜きの役員など後任に将来を任せたい
など、後継者問題に対する経営者の心境変化も影響して
いると見られます。

（２）50代の経営者
　一方、経営者の最多層のひとつである50代では後継者
不在率が全世代で唯一増加し、2年ぶりに7割を超えまし
た。要因は、前記（１）の経営者交代が進んだ直後でま
だ次の世代まで思い至っていないためと思われますが、
後継者計画がコロナ禍によって先送りになってしまった
可能性もあります。

❸ 都道府県別傾向について
　滋賀県の後継者不在率は64.3％と47都道府県中12番
目に高く（全国平均比＋2.8％）、まだこれから承継に取
り組んでいくべき事業者が多いと思われます。［表２］

❹ 後継候補者の現経営者属性別傾向について
　現経営者のうち、創業者及び同族承継を受けた方が、後
継者を「自分の子供」とする割合が大きく低下しています。
他方、従業員を昇格させる「内部昇格」、買収を含む「その他」
が増え、「創業者」「同族承継」などのファミリー企業から
「非同族」への事業承継＝脱ファミリー化を考える割合が増
えています。［表３］

　新型コロナウイルスの影響で事業承継の意識が変化した
企業の割合は対象全体の8.7％に上りました（帝国データバ
ンク2021年8月調査）。この未曽有の危機において改めて
後継者問題に取組んだ中小企業が多く、不在率も改善傾向
に向かっていると言えるでしょう。
　他方、「後継者難倒産」はこの１～ 10月で369件発生し（全
国：帝国データバンク調べ）、過去最高だった2019年と同
様のペースで推移しています。最近の後継者難倒産の特徴
としては、コロナ禍による業績の急変や後継候補と目した
人材の代謝、代表者が先に死亡するなどで事業承継が間に
合わない「息切れ型」が目立ちます。
　早くから考えている事業者と、まだ考えていない事業者
の差がこれから拡がっていくことが懸念されます。
　事業承継を考えるべき時期にさしかかっているが、まだ
手についていないという事業者様はまず、事業承継・引継
ぎ支援センターにご相談頂くのも一策です。
　当センターは、①国が運営する事業、②無料で支援、③
秘密厳守を旨とし、親族内承継、従業員承継、第三者承継［引
継ぎ（Ｍ＆Ａ）］など、広範囲に対応します。

　2021年11月22日に帝国データバンクから事業承継に
関する調査結果が発表されました。その内容及び、そこ
からうかがえるコロナ以降における事業承継の傾向につ
いて紹介します。

［表１］年代別　後継者不在率推移　内訳

(出典：帝国データバンク調査結果）

（％）

［表２］都道府県別　後継者不在率一覧(2021年)

(出典：帝国データバンク調査結果）

❺ 今後の見通し

［表３］後継候補属性(現経営者就任経緯別　2021年)

(出典：帝国データバンク調査結果）

（％）
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　 2011年 〜 2020年 2021年 2020年比 2011年比
30代未満 88.8 〜 92.7 91.2 ▲1.5 +2.4
30代 89.6 〜 91.1 89.1 ▲2.0 ▲0.5
40代 85.9 〜 84.5 83.2 ▲1.3 ▲2.7
50代 72.9 〜 69.4 70.2 +0.8 ▲2.7
60代 54.5 〜 48.2 47.4 ▲0.8 ▲7.1
70代 42.7 〜 38.6 37.0 ▲1.6 ▲5.7
80代以上 34.1 〜 31.8 29.4 ▲2.4 ▲4.7
全国平均推移 65.9 〜 65.1 61.5 ▲3.6 ▲4.4

年別年代別

県　名 後継者不在率(%)
1 鳥取県 74.9
︙ ︙
12 滋賀県 64.3
︙ ︙

全国平均 61.5
︙ ︙
47 三重県 35.8

現経営者の就任経緯 後継者候補第１位 第１位の比率 前年比
創業 創業者の子供 56.4 ▲2.6
同族承継 現経営者の子供 48.9 ▲1.0
内部昇格 非同族 85.1 +0.9
外部招聘 非同族 90.6 +0.7
その他(M&A等) 非同族 78.5 +0.6
全体 現経営者の子供 38.5 ▲1.9
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商工会議所ＬOBO（早期景気観測）
2021年11月調査結果

　「コストが増加している」企業は91.3％にのぼりました。内訳は「仕入価
格が上昇している」が77.6％、「燃料費・電力料金等が上昇している」が
57.8％となっています。需要拡大や円安による資源・原材料価格等のコスト
増加や、人件費・運送費等の上昇が収益を圧迫している様子がうかがえます。

1年前と比較したコスト増の状況

↓詳しい結果はこちら

事業所名 連絡先 ひとことコメント

ビリヤードT’s
近江八幡市千僧供町583-3
TEL.0748-37-0550

20年以上の実績を持つビリヤード技術指導専門店です！家族連れの方からビ
リヤードプレーヤーまで、幅広い方にご利用いただいています♪

arumiruco
TEL.080-8913-4176
https://arumiruco.jimdofree.com/
arumiruco@yahoo.co.jp

自宅工房にてバッグをメインに製作しています。 オーダーや修理も可能です。
ハンドバッグと手作り紳士靴の修行をした経験を生かし、両方の技術を融合さ
せ独自の物作りをしています。型紙作成から全て手作りです！

エステティック ジュビラン 
Rosy Lily

近江八幡市堀上町132番地4
TEL.080-7286-9836 
https://www.rosylily-jubilant.com/

１日３名様限定、女性専用の完全予約制プライベートサロンです。安心して通っ
ていただくためリーズナブルな料金設定で美肌へ導くお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください♪

voler
近江八幡市中小森町321-37
TEL.090-5252-6283
voler.customer@gmail.com

ターバンの製作・販売、さをり織り教室をしています。お気軽にどうぞ！

（掲載を希望された事業所さまのみのご紹介です。敬称略）
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事業見直しセミナーを開催
　ニューノーマル時代に対応するための「事業見直しセミ
ナー」を開催。新型コロナウイルス感染症の発生による行
動変容・環境変化に対応すべく、デジタルトランスフォー
メーション（ＤＸ）の視点を交えた事業計画の策定を目的
として実施しました。

　本セミナーは経営分析編、事業
計画編の２部で構成し、講師はK’s
ビジネスファクトリー代表で中小
企業診断士の南山賢悟氏に担当い
ただきました。
　第１部の経営分析編は滋賀中央
信用金庫本店を会場に、自社や市

11月25日(木）［第１部］、12月2日(木）［第2部］

11月16日(火）

近江八幡商工会議所・安土町商工会合同 第11回地域福祉チャリティゴルフコンペ開催
　11月16日㈫、名神八日市カントリー倶楽部
において、近江八幡商工会議所・安土町商工会
主催による第11回地域福祉チャリティゴルフ
コンペを開催。
　両者の会員様、まちづくり関係の方々等107
名が参加。
　参加者それぞれがナイスショット、好プレー
を連発。ゴルフを通じて相互の交流・親睦を深

めるとともに、各自が上位入
賞を目指して自慢の腕を競い
合いました。
　競技終了後、同ゴルフ場に於
いて、表彰式が行われました。
　地域福祉チャリティゴルフ

コンペということで、参加
107名の皆様より、180,437
円という多額の募金を頂戴し
ました。その募金を、尾賀会
頭より、近江八幡市社会福祉
協議会 西川事務局次長に贈呈
されました。
　成績発表と表彰に移り、特別賞（ニアピン賞・ドラコン賞）、
下位より順に優勝までの順位発表を行いました。今回も、
数多くの事業所様より、豪華賞品を提供いただき、それぞ
れの賞を受賞された方々に、その豪華賞品が贈られました。
　個人優勝者は、びわ湖八幡ロータリークラブから参加の
福田 弘様でした。
　皆様方のご協力、ありがとうございました。

場の現状把握を行いＤＸ
の取り組みを活用して今
後の販路開拓・生産性向
上の方策について検討を
行いました。第２部の事
業計画編は当所を会場に、
経営分析編で検討した内
容に行動目標・数値目標を立て事業計画に落とし込む方法お
よび補助金申請のポイントを学びました。
　参加者は新たな事業計画の策定や補助金申請に向け、適宜
講師に質問するなど熱心に受講されていました。

トライアルショップ開催
　おうみはちまん生業・交流のいえ（旧吉田邸）にて創業
を目指す方を対象にトライアルショップを開催。10名の方
に出店いただき、雑貨や衣類の販売、サロンなど様々な形
での店舗運営を実際に体験いただきました。
　今後も出店された方へのフォロー等持続可能な創業に向
けてサポートしていきます。

10月1日(金）～ 12月26日(日）
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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、ソフトドリンク1杯無料（Cafe＆Highball bar CAN）

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。

近江八幡市堀上町133-8

くまっふる各種����� 店内550円　
琵琶湖ランチ�������� 900円～
UFOチキンフォンデュ �� 2,400円　

　『ほっと一息つける場所』を目指して堀上町に2月にオープンしたカフェ
＆ハイボールバルCANです。
　クマの顔の形の可愛いワッフル『くまっふる』や季節のパフェ、手作り
の信楽焼琵琶湖型プレートでのランチもご好評いただいております。各
種テイクアウト、ご宴会等も対応。お気軽にご相談下さい。

Cafe&Highball bar CAN

中小森町

堀上町

48

●

●

●

●

八幡高校

近江八幡
中小森郵便局

塚本楽器 ちゃんぽん亭

川
鳥
白

駅幡
八江
近

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

0748-32-0604
ランチ＆カフェ　11:00～15:00
バル＆ディナー　18:00～23:00

日曜日

ほっとひと息つける場所

ボクシングスタジオHOPE

Instagram

E

2022年１月１日～２月末日まで有効

キッチン YUM-YUM 〜パン、お惣菜各種〜

　昨年９月にオープンした「キッチン�YUM-YUM」。店
主の青柳由美子さんは、管理栄養士として長年働いた経
験と家族への食事作りから「自然に口にするものが身体
と心の栄養となり、安全で安心できるものを食べてもら
いたい」と話してくださいました。無添加、食物繊維や
低糖質にこだわり、国産全粒粉、きび砂糖などで作るパ
ンやケーキを提供されています。
　友人の作る無農薬野菜や黒豆、県産の肉も使い、シンプ
ルな味付けで素材そのものの濃い味や甘みが引き出され
ています。手作りの生地と県産野菜の組合せがおいしい、
野菜ピザも人気商品の一つ。野菜が苦手な子ども向けに、
野菜のペーストを練り込んだパンとクッキーもおすすめ。

忙しいお客さんとその家族のために、リクエストに応じ
て野菜中心のお惣菜も作られています。お店では全粒粉
の食パン、カンパーニュ、豆乳パンと数種類のパンが常
時置かれていますが、アレルギーや低糖質のおから製品
などの要望に応えるため、電話で前日までの予約制。身
体にも心にも優しいパンとお惣菜にほっとできます。

住所：近江八幡市古川町1571-12
電話番号：090-8750-3611
営業日：月・水・金・土
営業時間：10：00�頃～ 19：00

●

●

●

●

●

●

駅 原
篠

キッチン YUM-YUM

48

477

篠原公園
平和堂
篠原店

桐原郵便局

篠原駅前駐在所

古川町公園

滋賀職能大

東海
道新
幹線

日野川

第154号♪

Cafe＆Highball bar CAN

テイクアウト600円

※バースデーケーキなどオーダーメニューも豊富♪
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