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8 支部（ 地 域 ）一致団結、
！
高みを目指し頑張ろう
長浜市商工会情報誌［ファイト！
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長浜市商工会では、コロナ禍にある
厳しい中で、食を中心とした長浜の魅

8 日（月）〜14 日（日）】で開 催いたしま
した。

力ある商品をPR・販売し商いの元気を

商店街の空き店舗を活用したマルシェ

高めていくことを目指し、長浜市ビジネ

には長浜市商工会から16 事業所に出

スサポート協議会で連携をする長浜商

店いただき、万全なコロナ対策のもと、

工会議所との共催事業「NAGAHAMA

多くのお客様に来店・お買い物いただき、

食・くらしマルシェ」を期間限定【2 月

大盛況の中終えることが出来ました。

写真提供：長浜市 市民広報課
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新入会員紹介
事業所名

会員事業所インタビュー

In

第2回

ハヤミ工産株式会社

代表取締役

速水 一生 様

長浜市商工会広報誌「ファイト！・エイトアップ」では、コロナ禍においても頑張っておられる会員事業所を広く知って
いただくために商工会長による会員事業所インタビューを企画しました。第 2 回目はハヤミ工産㈱様にお伺いしました。

創業は 1927 年（昭和２年）５月、創業当時のこと
など御社の歴史について
【押谷会長】 今回はお忙
しい 中 インタ
ビュー お引き
受けいただき
有 難うござい
ます 。早 速 で
はございますが創業当時のことなど御社の歴史に
ついてお聞かせください。
【速水社長】 当初、祖父が始めたのはラジオ店でした。
といっ
ても今の電器店とは少し違い、店先でラジオを組
み立てそれを販売するという形でした。ラジオの
部品として地元の生糸を使用したところとても性
能が良く、
これを全国の電器店に販売するように
なりました。それからスピーカーネットを製造する
ようになり、納品先の木工工場とのつながりから
オーディオラックの企画・販売をするようになり、
現在主力の家庭用のテレビ台、業務用のテレビス
タンドというように流れが続いています。
組紐の工場はその後、高機能繊維を取り扱うよ
うになり、自動車部品を始めとした産業用ロープ
として、お客様の用途に合わせて最適な素材を組
み合わせる提案型営業を行っています。
【押谷会長】 創業から90年ぐらいの歴史があってその間にラ
ジオから始まって糸になり楽器糸になってテレビ

2017 年 12 月に経済産業省が選定する地域未来牽
引企業に選ばれておられる。取り組まれている内容等
について
【押谷会長】 17年に地域未来
牽引企業に選定され
たのですね。
【速水社長】 楽器糸から新素材
ロ ープ 、そしてオー
ディオ・ビジュアル（AV）
ファニチャーブランド
「ハ
ミレックス」へと地元の産業である糸から始まり、
時の流れに合わせて事業を変化させ発展してきた
ことが認められたのかなと思います。
【押谷会長】 素晴らしいことだと思います。私の会社も地場

た。だいぶ回復はしてきましたが、一時期は７割ぐ
らいまで落ち込みました。テレビ台等を扱うハミ
レックス事業部はデジタル化の流れもあり好調
です。

その中で御社が取り組まれた内容
【押谷会長】 コロナ禍で取り組まれていることあれば教えてく
ださい。

【速水社長】 時差出勤したり、東京、大阪などに事務所もある
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長浜市商工会では
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新会員を募集しています。
お知り合いの事業所で
未加入の方がいらっしゃいましたら
ご紹介ください。

長浜ビジネスサポート協議会からのご案内

御社の経営理念について
すが。
【速水社長】 ハヤミ工産にかかわりのある方が皆さん付き
合って良かったと思ってもらえるようにしたいで
す。社員、仕入れ先、販売先、最終的に使ってくだ
さる消費者の方まで良かったと思ってもらえるよ
うにしたいです。
【押谷会長】 会社の利益だけでなく、顧客や世の中にとって
も良いまさに近江商人の三方よしですね。
【押谷会長】 これから実現していきたい取り組みや目標があ

【速水社長】 機能性組紐を扱うハミロン事業部は苦戦しまし

業

木之本町黒田241-30

【押谷会長】 経営理念について紹介していただきたいので

ていることがすごいです。先見の明がありますね。

の状況について教えてください。

所

邦彦

産業でやってきているので選定されるとうれしい

これから実現していきたい取り組みや目標について

【押谷会長】 コロナ禍で世の中は大変厳しい状況です。御社

住

二宮

ですね。
やる気にもつながります。

台も作られてるんですね。時代とともに変化され

コロナ禍における御社の状況

代表者名

合同会社きのもとジャパンFarm

れば紹介できる範囲でお願いします。

（9：50〜17：00） （10：00〜17：10）

お申し込み方法、お問い合わせ先等は
別添資料またはWebをご覧ください。

【速水社長】 安全対策を一番で取り組んでいます。あとは作
業環境の改善で古い工場なので寒い暑いがある
のでできるところは部屋を小分けにしてエアコン
をつけるなどしています。また、休みを増やし４月
から完全週休２日にしようと考えています。
【押谷会長】 従業員の事を第一に考え働き方改革にも取り
組まれるのですね。会社にとって大切な取り組み
だと思います。
【押谷会長】 今日はお忙
しい 中ありが
とうご ざ い ま
した。

のでノートパソコンを配ってテレワークを推進する
などしています。
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補 助 金 情 報
○補助金活用で新規顧客獲得・販路拡大にチャレンジ！

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、ホームページ制作や販売パンフレットの作成、
あるいは設備購入や店舗改装など、新規顧客の獲得や販路開拓に繋がる取組に使え
る補助金です。
令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓
等の取組を支援する制度「コロナ特別対応型」も設けられ、長浜市商工会でも多くの方が申込・採択されました。
長浜市商工会「小規模事業者持続化補助金」採択実績（令和３年 2 月現在）
〈一 般 型〉
補助上限 50 万円、補助率２／３ 採択件数 26 件
〈コロナ特別対応型〉 補助上限 100 万円、補助率２／３（※事業内容に応じ３／４） 採択件数

89 件

補助事業の取組内容の内訳は設備導入が最も多く（47％）次にホームページの開設・リニューアル（24％）あとは店
舗改装（12％）、看板設置等の広告宣伝（10％）、
ＥＣサイトの開設（７％）となっています。
令和 2 年度の申込みについては２月５日をもって終了しましたが、令和３年度も引き続き小規模事業者持続化補助金
が公募されます。例年通りの「通常枠」に加え令和３年度は「低感染リスク型ビジネス枠 補助上限 100 万円、補助率
３／４」が設けられます。ポイントは「ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等」です。
詳細について現在のところ公表されていませんが、公表され次第、会員の皆様には情報提供致します。小規模事業
者持続化補助金以外にも「生産性の向上」や「事業の再構築」に取組まれる事業所様に向けた補助金が公募される予定
です。補助金についてわからないことがございましたらお気軽に商工会までご相談ください。

地域経済等に関する長浜市との
行政懇談会を開催！！
国内での新型コロナウイルス感染症の
拡大から早くも1 年間が経過しました。
「コロナ禍」として、私たち会員事業所を
はじめ全国的・世界的な経済活動への衝撃的影響がい
つまで続くのか、先の見えない不安が続いております。
長浜市では「くらし・経済再生支援」として継続的な財
政支出を行っていただいています。「事業継続緊急支援
金」は県内商工会でも例がなく会員の皆さんからも大き
な評価を受けております。また電子通貨ＰayＰay を利用
したお買物キャンペーンでも飲食や小売・サービス業関
係者に波及効果を生み出しています。
今回の行政懇談会では、
①新型コロナ感染症の収束が見えない中での、地域
経済活動の活性化に向けた取り組みについて

②今後に向けた賑わいづくり、地域の活力づくりにつ
いて

をテーマとし市長をはじめ産業観光部の幹部職員に対し
地域実情の報告と市の考え方を熱心に懇談することがで
きました。
特に合併後の 8 支部では、この懇談会に向け支部での
協議をいただき支部としての要望並びに配慮を求めま
した。
今後も景況状況
を市に報告する中
で、地域経済の持
続的成長に向けた
協力を依頼して参
ります。
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お知らせ
●備品即売会
旧びわ商工会館の備品即売会を開催します。
日時は令和 3 年 3 月１７日（水）午前９時から午後４時
場所は旧びわ商工会館にて
詳細は別添資料をご覧ください。
（商工会報会員発送時封筒に同封）

