
　令和4年1月14日（金）に北近江リゾートフォーラム
「アンサンブル」にて令和4年新春経済講演会・賀詞交
歓会が開催されました。長浜市関係者・国会、県議会
議員及び商工会役員・総代など60名弱の皆様と共に新
年を祝いました。
　第1部の新春経済講演会では高岡達之氏（読売テレビ
報道局解説委員長）に「ウィズコロナで実践できる地方
創生」について講演いただきました。尚、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響により、商工会ホームページにて
ライブ配信するなど、参加者を限定しての開催となりま
した。
　第2部の賀詞交歓会では押谷会長の挨拶の後、藤井
勇治市長より祝辞をいただきました。その後、滋賀県商
工会連合会の上西保会長、上野賢一郎衆議院議員、小

令和4年新春経済講演会・賀詞交歓会を開催しました

押谷会長

鑓隆史参議院議員からも祝辞をいただきました。ソーシャ
ルディスタンスの確保など適切な新型コロナウイルス感
染症予防対策を講じた上で、祝宴を開催せず式典のみ
とさせていただきました。ご参加いただいた皆様が各々
新年の挨拶を交わされ、和やかに終了しました。

上西県連会長 藤井市長

会長による

Interv
iew会員事業所インタビュー 今号の「会長による会員事業所インタビュー」は

お休みさせていただきます。次号をお楽しみに！
お休みのお知らせ
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新 入 会 員 紹 介
事業所名 代表者名 業　種

幹事代行ドットコム㈱
Rainy day coffee
ナカト物販店
コクユ㈱
中森建設㈱
free
ケアタクシーサービス　お～きに
LEO NAIL
土地家屋調査士　奥居事務所
メイセイ建設
Garage Craft

同窓会幹事代行
喫茶店
食材卸業
金属加工業
建設業
エステティックサロン
介護タクシー
ネイルサロン
土地家屋調査
建設業
自動車鈑金塗装

サービス業
観光飲食業
商業
工業
建設業
サービス業
サービス業
サービス業
サービス業
建設業
サービス業

びわ
高月
高月
湖北
特別
特別
高月
浅井
木之本
虎姫
湖北

前川　和士
中川　匠
中川　俊之
國友　信子
中森　透
長谷　夏樹
田中　和治
大沢真由美
奥居　篤
中川　孝子
渡辺　純

支部 部　会

長浜市商工会では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。

会 員 数

補 助 金 情 報
○事業復活支援金について
●申請期間 2022年1月31日（月）～5月31日（火）
●対象者 新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が

2018年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上又は30％以上
50％未満減少した中小法人・個人事業者

●給付額 （算出式）給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５
※１　「2018年11月～2019年3月」「2019年11月～2020年3月」「2020年11月～2021年3月」のい

ずれかの期間（対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間であること）
※２　2021年11月～2022年3月のいずれかの月（基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%

以上50%未満減少した月であること）
●上限額

※基準月（2018年11月～2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高
●申請方法 登録確認機関による事前確認の後、申請用のウェブページから申請

※過去に一時支援金または月次支援金を受給したことがある人は事前確認不要です。
●お問い合わせ先 事業復活支援金事務局（TEL：0120-789-140）　8時30分～19時00分（土日、祝日を含む全日対応）
 詳細は事業復活支援金事務局HPをご覧ください　https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

○「ものづくり補助金」 の「一般型・グローバル展開型」の公募が開始されました
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等（※）の取組みを支援す
るため、通常枠とは別に、新たに、赤字など業況が厳しい中で生産性向上や賃上げ等に取り組む事業者向けに、補助率を引
き上げた「回復型賃上げ・雇用拡大枠」を設けられました。
　また、中小企業等のグリーン、デジタルに資する革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投
資等に取り組む事業者向けに、補助率や補助上限額を引き上げた「グリーン枠」、「デジタル枠」を設けられましたのでお知らせ
します。
※今回の公募より、中小企業・小規模事業者に加え、資本金10億円未満かつ業種毎に一定の従業員数以下の特定事業者を補助対
象者に追加されました。詳細は公募要領をご覧ください。
■ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）の申請類型、補助上限額、補助率は以下の通りです。

●申請期間 令和4年3月15日～令和4年5月11日
●申請要件・申請方法 詳細はものづくり補助金総合サイト内の「公募要領」をご覧ください。
 https://portal.monodukuri-hojo.jp/
●お問い合わせ先 ものづくり補助金事務局サポートセンター
 TEL：050-8880-4053　受付時間：10時～17時（土日祝日を除く）

売上高減少率
個人
事業主

▲50％以上

▲30％以上50％未満

50万円

30万円 　60万円

100万円

※年間売上高1億円以下

　90万円

150万円

※年間売上高1億円超～5億円

150万円

250万円

※年間売上高5億円超
法　　　　　人

一般型
回復型賃上げ・雇用拡大枠

通常枠
申請類型

750万円、1,000万円、1,250万円
（※従業員規模により異なります。）

補助上限額

デジタル枠 2／3

グリーン枠 1,000万円、1,500万円、2,000万円（※同上）

グローバル展開型 3,000万円 原則1／2（※小規模事業者等は2／3）

原則1／2（※小規模事業者等は2／3）
補助率

○長浜市新時代開拓支援事業補助金について
　長浜市は新たにwithコロナ期での市内商工業界の成長を確保するための補助金を創設されましたのでお知らせします。
詳細は3月中旬に発表されますのでご検討ください。
●目的 コロナ後の成長に向け地域産業の基盤強化を図るとともに、設備投資の促進による市内経済循環の活

性化につなげることが目的です。事業所の経営基盤強化及び経営環境の変化に対応する取組等、事
業者による将来を見据えた新たな取組に対し、緊急的な支援を実施するもの。

●補助対象 申請時点において、市内に事務所又は事業所等を有する中小企業（個人、法人）
●補助対象事業 ①デジタル化に関する事業　②カーボンニュートラルに関する事業
 ③工場就労環境改善に関する事業　④働き方改革に関する事業　⑤人材育成に関する事業
 ⑥人材確保に関する事業　⑦販路開拓に関する事業　⑧事業再構築補助金の採択に向けた事業
●補助率 補助対象額の3分の2以内（補助対象事業費は200万円以上）
●補助上限額 常勤従業員数　　　　　　補助上限額　　　 常勤従業員数　　　　　　補助上限額
 20人以下　　　　　⇒　　300万円　　　　51人～100人以下　⇒　　700万円
 21人～50人以下　　⇒　　500万円　　　　101人以上　　　　　⇒　　1000万円
●申請受付期間 令和4年4月～5月を予定
●事業実施期間 交付決定後～令和5年1月31日

　補助事業の採択は、長浜市新時代開拓支援事業補助金審査会の結果を踏まえ、予算の範囲内で
決定されます。対象経費や申請時期等の詳細は、長浜市ホームページや広報ながはま等を通じてお
知らせされます。

●お問い合わせ先 長浜市産業観光部商工振興課　〒526-8501 長浜市八幡東町632 
 TEL：0749-65-8766　FAX：0749-64-0396　E-mail syoukou@city.nagahama.lg.jp

○滋賀県事業継続支援金（第4期）について
●支給対象者 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人事業主のみなさまのうち、
 次の要件にあてはまる方。
 ・国の「事業復活支援金」を受給し、県内に事務所または事業所を有する方

※国の「事業復活支援金」を受給していない事業者は対象外です。受給されていない事業者は、まずは事業
復活支援金の申請をご検討ください。

●支給額 中小企業等：20万円　　個人事業主：10万円　※第1～3期と第4期は重複受給可能です。
●申請期間 3月中旬から申請受付開始予定
●申請方法 オンライン申請のみ（郵送不可）
●お問い合わせ先 事業継続支援金コールセンター（TEL：0570-200-575）（平日9：00～17：00）詳細は滋賀県HPをご覧ください。

（敬称略）
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　令和4年1月26・27日にインテックス大阪で開催された
「FOOD  STYLE  Kansai  2022」に伴走型小規模事業者支
援推進事業の一環として京阪神地域の外食産業のBtoB（企業
向）販路開拓を目指し、長浜市商工会からは、室町時代創業
の山路酒造有限会社様と地元産豆乳アイスで注目を浴びている
ムーンフードジャパン様に出展いただき、支援を行いました。
　当初、他にも３社出展していただく予定でしたが、コロナ禍
オミクロン株の感染拡大の為、全国にまん延防止等重点措置
が発令された関係により出展を辞退されました。「FOOD  
STYLE  Kansai  2022」自体も開催が危ぶまれていましたが、
ソーシャルディスタンスや消毒液・検温等の整備が行われ無事
に開催されました。
　2日間の総来場者は10,368人（主催者発表）、『食産業の
活性化・需要創造・販路拡大』の理念のもと、動向・ニーズに沿っ
た食の総合商談展示会に出展をし、熱心なバイヤーと有意義
な商談が行われ、出展後、業者から問合せの電話が入るなど、
出展された事業所様の新たなビジネスチャンスに繋げることが
出来ました。

「FOOD STYLE Kansai 2022」に
出展支援!!

女性部 観光マップが
完成しました！！

　長浜市商工会青年部では新入部員を募集しています。
　主な活動として、研修・講習会や地域振興事業、部員同士の交流
事業をしています。ご興味のある方は商工会までご連絡下さい。

【募集要項】
　対象：個人事業主・中小企業の
　　　　経営者またはその後継者で
　　　　45歳以下の方
　会費：8,000円／年

●青年部入部メリット
　1. 仲間ができる・・・・異業種の知人・友人ができる
　2. スキルアップ・・・・・講演会やセミナーなどで成長できる
　3. ビジネスの拡大・・会社の知名度が高まる、部員間の情報交換
　　　　　　　　　　　 などにより販路拡大のチャンスにつながる
　4. 地域貢献・・・・・・・・地域のみなさんが笑顔になれるイベントを企画

令和3年度は現在までに4名の方に入部いただきました。
氏　名 事業所名

中井写真館
free
中森建設㈱
虎姫三和住設

中井　真二
長谷　夏樹
中森　透
大久保　篤

絆感謝運動ゴミ拾い ゴミ拾い後、焼き芋を実施

青年部部員募集中！！青年部部員募集中！！
　若手後継者等未来創造事業とし
て、令和2年度より取り組んでいる
観光マップ（旧東浅井エリアが対
象）が完成しました。
　コロナ禍で近場で行ける範囲の
旅行（＝マイクロツーリズム）の需
要が高まっている状況です。定番
の観光スポットではなく、地元の方
でも楽しめるようなスポットを「長浜
のくらしを楽しむおでかけ手帖」とし
て冊子形式でまとめました。
　冊子のＰＤＦデータは、長浜市商
工会ホームページにて公開していま
す。ぜひ、お出かけの際にご活用く
ださい。
　HP右部、商工会女性部マーク
からダウンロードできます。

（敬称略）
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