
　5月20日（金）湖北文化ホールにて令和4年度長浜市商工会総代会が
開催されました。虎姫支部の伊藤克美氏を議長として下記７議案が審議さ
れ、すべて異議なく承認されました。また、理事の辞任に伴う補充選任が
あり、選考委員による選考の結果、大路町の清水孝弘氏が選任されました。

令和4年度 長浜市商工会総代会開催

　旧3商工会が合併し2年が経過しましたが、いまだコロナ禍で厳しい経営環境に置か
れている中で、役職員の努力による伴走型支援で事業者に寄与しています。また、喫緊
では原油高や急激な円安など不安な要素もある中、何とか知恵を絞りながら事業発展を
目指していく必要があります。コロナ禍で地域振興事業が滞っていることもありますが、
それを乗り越えながら長浜市全体のブラッシュアップを図っていくことで会員や地域が発
展していくものと考えております。会員の皆様には益々のご支援をお願い致します。

長浜市商工会会長

押谷　小助

ご　挨　拶

科　目 決算額
146,718,663
64,519,265
830,655

12,060,711
224,129,294

１．補助金収入 
２．会費・手数料等収入 
３．受託料収入 
４．前期繰越収支差額 

令和３年度　長浜市商工会収支決算書
自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日

令和４年度　長浜市商工会収支予算書
自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日

合　計

収入の部

科　目 決算額
128,506,880
36,349,516
7,610,234
786,235

23,121,117
10,924,015
16,831,297
224,129,294

１．経営改善普及事業指導職員設置費
２．経営改善普及事業指導事業費
３．地域総合振興費
４．受託事業費
５．管理費 
６．引当金 
７．次期繰越収支差額 

合　計

支出の部

科　目 予算額
143,000,000
50,090,000
200,000

16,831,297
210,121,297

１．補助金収入 
２．会費・手数料等収入 
３．受託料収入 
４．前期繰越収支差額 

合　計

収入の部

（単位：円）

（単位：円）

科　目 予算額
126,043,934
34,827,741
10,664,000

60,000
25,432,200

0
13,093,422
210,121,297

１．経営改善普及事業指導職員設置費
２．経営改善普及事業指導事業費
３．地域総合振興費
４．受託事業費
５．管理費 
６．引当費 
７．予備費

合　計

支出の部

●開催日時：令和4年5月20日（金）午後3時00分～
●場　　所：湖北まちづくりセンター・湖北文化ホール
●総　代　数：100名
●出席者数：56名（内委任状提出者28名）

提出議案
第1号議案　令和3年度長浜市商工会事業報告並びに収支決算・貸借対照表・財

産目録及び労働保険事務組合特別会計収支決算書等の承認について
第2号議案　令和4年度事業計画（案）並びに収支予算書（案）及び労働保険事

務組合特別会計収支予算書（案）等の決定について
第3号議案　令和4年度借入金限度額及び借入先金融機関の承認について
第4号議案　年度内における事業計画の一部変更及び予算更正の理事会承認に

ついて
第5号議案　長浜市商工会運営規約の一部改正について
第6号議案　旧長浜北商工会高月事務所（旧高月町商工会館）の処分方針の一

部改正について
第7号議案　理事の辞任に伴う補充選任について
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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！・エイトアップ］ 会 員 版



創業当時の事など御社の歴史について
【板谷社長】　祖父が虎姫にて呉服店を創業し、私で３代目と

なります。時代の流れと共に2代目が呉服店から
衣料品店へ業態を変え現在はファストファッショ
ンのみならず様々
な商品を扱うよう
になり、浅井と長
浜に2店舗展開し
ています。

コロナ禍における御社の状況
【押谷会長】　コロナ禍における御社の状況についてお聞か

せください。

【板谷社長】　コロナが流行しだして服が売れなくなり、マス
クや抗原検査キットを販売するなど、商売スタイ
ルががらっと変わりました。最近、元の商売スタイ
ルに戻りつつある状況ですが、物価高の影響もあ
り、小売業としては厳しい状況です。

【押谷会長】　何か工夫して取り組まれたことはありますか。

【板谷社長】　SNS（LINEやインスタグラム）を活用してマス
クの入荷状況などをタイムリーに発信しました。
コロナ以前は新聞折込が中心で月に３回広告を
出していましたが、SNSを活用することで、月１回
に減らしました。その結果、広告費も抑えられて、
コロナの厳しい状況も乗り切れています。

会長による

　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5回目は「㈱はんがい」様にお伺いしました。

補助金を活用した取り組み内容について
【押谷会長】　補助金を活用した取り組み内容についてお聞

かせください。

【板谷社長】　商工会の職員さんにお手伝い頂き、持続化補
助金を活用し洋服が綺麗に見える木製ハンガー
を購入したり、ホームページの作成に利用しまし
た。

　　　　　最近も商工会でサポートしてもらい、オリジナ
ルグッズを作成できるプリンターを導入したくて
現在クラウドファンディングに挑戦中です。

御社の経営理念について
【板谷社長】　働く社員さんの幸福を追求しお客様の生活に

役立って喜ばれる店を目指すことです。

【押谷会長】　それはすごく大切なことですね。

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】　最後に、これから実現していきたい取り組みや

目標について教えていただ
ける範囲でお願いします。

【板谷社長】　これからもお客様に「はん
がいがあって良かった。」と
思われるお店であり続ける
こと。また将来、子供がやりたいと言ってくれた時、
安心して引き継げるように、私の代で会社がなくな
らない様にしていく事です。

Interv
iew会員事業所インタビュー

第5回 株式会社はんがい  代表取締役社長  板谷 政直 様

令和4年2月17日現在

　　　 増　減

令和4年6月30日現在

１２８８
　＋２２
　－３４
１２７６

新 入 会 員 紹 介 事業所名 代表者名 業　種
Rianon
合同会社 かみつれ
みんなの家 ときいろテラス
大石建設
Aroma & energy salon シエスタブルー
ビューティーサロン すみれ
山本設備
エステサロン 輝
BEST FAST KEBAB
北川工業
星の馬WORKS
太閤
阿辻農園
星建設
鹿城工建
㈱一期一食
TAPDANCESTUDIO BOUND
K.G.S KAN GARAGE SERVICE
PICNIC CAFÉ あかつき
松英建材
天竺建設
D2-PLAN

美容業
農業（柑橘類）
飲食店・物品販売
建設業
リラクゼーション業
美容業
設備工事業
エステサロン
飲食業
建設業
牧場
惣菜卸
小売業
建設業
建設業
食品加工
ダンススタジオ
自動車小売
喫茶店
卸売業
建設業
通信業

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

びわ
西浅井
西浅井
木之本
高月
浅井
湖北
特別
虎姫
虎姫
西浅井
高月
西浅井
湖北
高月
余呉
木之本
湖北
浅井
虎姫
木之本
高月

中島可奈子
宮崎　好美
藤谷ひとみ
大石　實子
堀井　美香
小川寿美子
山本　政俊
松居亜矢子
鎌倉ファブリシオ
北川　拓人
隅田あおい
大橋美有紀
阿辻　康博
横光　大地
鹿城　一真
大澤　　強
久保　群青
岩崎　和則
伊藤　大雅
松塚　英樹
天竺　研一
小柳宗一郎

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

長浜市商工会事務局組織体制図

転任及び新任職員紹介

総務課

　課長　　藤田　勝一
　主査　　佐野　隆章
　主査　　竹本　明美
　主査　　西澤恵意子
　主事　　宮川　敬太
事務補助職員　平谷　　茂

経営支援課第一課

事務局長　山田　昌宏

　課長　　川村　仁志
　主査　　庄司　孝浩
　主査　　下村　卓司
　主査　　羽者家純子
　主査　　吉岡　栄子
　主任　　本城　慶浩
　主任　　吉田　成美
　主事　　中川　もも
記帳指導職員　松嶋　博美

経営支援課第二課

　課長　　中西　賢次
課長補佐　松橋　朋之
　主幹　　金子佳寿美
　主査　　清水あゆみ
　主査　　中川　幸子
　主任　　森　　寛隆
　主任　　田中　　聡
　主任　　曽我　奈央
　主事　　宮元　香那
記帳指導員　大東　弘子

余呉・西浅井
高月
木之本
高月
木之本
余呉・西浅井
木之本

浅井
浅井
虎姫
びわ
虎姫
びわ
湖北
湖北

担当地域
旧長浜北商工会
エリア担当

担当地域
旧東浅井・びわ商工会
エリア担当

樋口　正孝　 定年退職・高島市商工会へ異動
堀　　孝之　 稲枝商工会へ異動
中川　彩芽　 高島市商工会へ異動

転任職員
中西　賢次　 多賀町商工会より異動
宮元　香那　 米原市商工会より異動
中川　もも　 新規採用職員

新任職員

（敬称略）
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長浜ビジネスサポート協議会からのご案内

ストレングスファインダーは、米国ギャラップ社が開発した「自分の強み」診断ツール
です。人が持つ様々な資質を 34 に分類し、質問に答えていくと、自分の中にどのよう
な資質の「強みの種」をもっているのかを判断することができます。このセミナーでは、
自分の「強みの種」を知ることからスタートし、それをどうすれば「強み」として生かす
ことができるのかを学びます。自分自身の強みを知ることは、新たなチャレンジに役立
ちます。（本セミナーでは、各自上位 5 種の要素を使用します。）

対　象｜長浜市在住の人／長浜市で起業したい人
会　場｜長浜ビジネスサポートセンター
　　　　フューチャールーム （長浜市高田町12-34）
定　員｜20 名　参加費｜無料

内　容｜起業をイメージしながら、ストレングスファインダーで自分
の強みを把握し、その強みを生かす方法を学びます！

みんなの人事  強み診断士　冨浪 真樹 氏

細川 雄也 氏　㈱ nadeshico 代表取締役
中川 亜希 氏　なないろ Farm
北川 幸歩 氏　RiLOU used & select shop 店主

・パネラー

・講師

長浜で起業した先輩から話を聞く座談会

ストレングスファインダー
による自身の強み把握

個人・グループセッション
による強みの生かし方



○小規模事業者持続化補助金（一般型）
●対象事業 経営計画に基づき、商工会の支援を受けながら行う、創意工夫を凝らした販路開拓、創意工夫に

よる売り方やデザイン改変、商品開発、チラシ作成、商談会参加、店舗改装等
●応募できる方 商工会地区で事業を営む小規模事業者等【常時雇用する従業員が】
 ・商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）… ５人以下
 ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 …………… ２０人以下
 ・製造業その他…………………………………… ２０人以下
●補助額（補助率） ・通常枠 …………………………………………………… 上限　50万円（補助率2/3）
 ・賃金引き上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠 … 上限200万円（補助率2/3）
 ・インボイス枠 …………………………………………… 上限100万円（補助率2/3）
●受付締切 第　9回：令和４年　９月20日（火）
 第10回：令和４年12月上旬　
 第11回：令和５年　２月下旬

※申請には商工会の発行する支援計画書が必要
です。原則、締切日の１週間前までに商工会
に申請書類を持参し、発行の手続きをしてくだ
さい。

●問い合わせ先 長浜市商工会
 TEL：78-2121　FAX：78-1300

イベント情報

補 助 金 情 報

8月13日（土）・14日（日）・15日（月） 閉所

夏季特休（お盆）集中休暇について
　下記期間は、集中休暇とさせていただき
ます。会員の皆様にはご不便をおかけいた
しますが、ご協力ください。

　青年部では、ウクラ
イナ生活支援募金箱
を設置し募金を募りま
した。
　青年部員や会員の
皆様より募金いただき
ました。ご協力頂いた
皆様ありがとうござい
ました。
　募金いただいたお金は７月５日（火）に部長、副部
長が中條副知事を表敬訪問し、しがウクライナ避
難民応援支援金として総額136,423円を目録贈
呈しました。この戦争が一日でも早く終結し、平和
な日常が取り戻されることをお祈り致します。
【募金場所】長浜市商工会 窓口、青年部総会当日、
　　　　　　長浜市商工会総代会当日
【募金総額】136,423円
【寄　付　先】（公財）滋賀県国際協会

青年部
ウクライナ生活支援募金箱を設置

●長浜あざいあっぱれ祭り　９月３日（土） 予備日9月4日（日）
●大道芸フェスタin虎御前　10月10日（月・祝）
●水とロマンの祭典　中止
●小谷城戦国まつり （実施未定）
●長浜市商工会青年部主催 （奥びわスポーツの森にて開催）
　湖北まるごとフェスタ　10月１日（土）
●長浜ロードトレイン祭 in BIWA （実施未定）
●あざいお市マラソン　10月9日（日）
●観音の里ふるさとまつり （高月開催） 10月16日（日）
●ふるさと夏まつり （木之本開催）
　8月22日（月）～８月25日（木） ※25日花火大会
●北国街道きのもと宿まつり
　きのもと交遊館企画展
　　 夏きらり：8月11日（木）～８月25日（木）
　　 秋たわわ：11月3日（木）～ 11月27日（日）
夕涼み横丁：7月30日（土）
　内容：盆踊り、模擬店等　
夜の街道まつり：10月8日（土）
　内容：街道沿いの旧家、国登録文化財等をライトアップ

　県連合会では、現在の「ネットde記帳システム」の運用停止に伴い「滋賀県商
工会ＥＲＰシステム」を新たに提供することになりました。
　このことに伴い自計事業者の方には令和５年１月分からこの新システムで記帳入
力していただくことになります。県連合会では新システムの説明会を順次開催され、
本会においても円滑な移行に向けた取組を進めてまいりますので、ご理解、ご協
力のほどよろしくお願いいたします。

●ネットde記帳システム
　運用停止
　　令和５年３月３１日
●新システム移行開始
　　令和５年１月分から

「ネットｄｅ記帳システム」の運用停止に伴う
新システム「滋賀県商工会ＥＲＰシステム」への移行について

Fight Eight+UP　2022.7 vol.7　 

4


	p01
	p02_03
	p04

