
長浜市商工会からのお知らせ 
 

            2022/8/16 第 24号 

長浜市商工会 

                               TEL：0749-78-2121 

                                  FAX：0749-78-1300 

～お役立ち情報～ 

＜目次＞ 

①インボイス制度説明会開催について 
 

②FOOD STYLE Kansai2023 について 
 

③「滋賀のちいさな企業食の個別商談会」について 
 

④第 13期「実践ながはま・こほく創業塾」開催のお知らせ 
 

⑤『長浜ものづくり TECH 2022』出展者の募集について 
 

⑥令和 4年度厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー2022」セミナーについて 
 

⑦長浜市より市有地売却に伴う情報提供について 

 

※お知らせ※ 

合併後 2年が経過したことを機に、商工会活動について会員の皆さんのご意向を伺うアン

ケート調査を 7 月に発送しております。8 月 31 日（水）までにご記入いただき、同封の封

筒で返送いただくか職員の巡回時にお渡し下さい。ご協力いただきますようお願いいたしま

す。 

 

①インボイス制度説明会開催について 
 

 令和 5 年 10 月の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施時期が近づいて、その言

葉を耳にすることも増えています。インボイス制度は、定められた事項を記載した適格請求

書（インボイス） の発行や保存により消費税の仕入税額控除が適用される新たな仕組みで

す。  

本説明会では、長浜税務署のご担当者様を講師にお招きして、インボイス制度の概要や導

入までに準備していただきたい点など、わかりやすく解説いただきます。 
 

日時 会場 備考 

09月 07日(水)14:00～15:00 
長浜市商工会 TEL.78-2121 

(長浜市役所湖北支所大会議室) 

主に商工会員向

け 

09月 21日(水)13:30～14:30 
道の駅 湖北みずどりステーション TEL.79-8060 

(2 階 交流室) ※定員 20 名(先着順) 

主に道の駅出荷

者向け 

10月 05日(水)14:00～15:00 
道の駅 塩津海道あぢかまの里 TEL.88-0848 

(水の駅交流館)  ※定員 15 名(先着順) 

主に道の駅出荷

者向け 

10月 26日(水)14:00～15:00 
道の駅 浅井三姉妹の郷 TEL.74-1261 

(旧東浅井商工会館) ※定員 30 名(先着順) 

主に道の駅出荷

者向け 

11月 11日(金)14:00～15:00 
長浜市商工会 TEL.78-2121 

(長浜市役所湖北支所１－Ａ会議室) 

主に商工会員向

け 

※詳細は添付資料をご覧ください。 



②FOOD STYLE Kansai2023 について 
  

  2025年『大阪・関西万博』には、日本全国、世界中から約 3000 万人が来場、経済波及

効果(試算値)は約 2 兆円と想定されています。「食」をテーマとした企画（パビリオンや

催事等）の実施も予定されており、日本の食文化に注目が集まります。 

 FOOD STYLE Kansai は、食のマーケットが今後更に大きく成長するであろう関西市場の

開拓ができる展示会です。 

【会期】2023年 1月 25 日（水）、26日（木） 

10：00～17：00（予定）最終日は 16：00まで 
 

【会場】インテックス大阪 

※募集案内、申込書については添付資料をご確認ください。 

 

 

③「滋賀のちいさな企業食の個別商談会」について 
 

  滋賀県商工会連合会の主催で商談会が開催されますのでお知らせします。 
 

【支援対象者】 

商工会及び商工会議所が伴走型で支援し、小規模事業者持続化補助金等により、概ね 3

年以内に商品開発、改良を行った食品製造加工事業者等、食に関連する製造業者（農業者

含む）とし、50事業者（中小・小規模事業者）を募集します。 
 

【日 時】令和 4年 10月 21日（金）10時～16時 30分（予定） 

※1商談あたり 25分（対面で実施） 
 

【場 所】びわ湖大津プリンスホテル 3 階 プリンスホール 
 

【お問い合わせ先】 

参加を希望される事業者様は 9 月 8 日（木）までに商工会（0749-78-2121）までご連絡下

さい。 

詳細は滋賀県商工会連合会 HPをご確認ください。 

 https://www.shigasci.net/topics/1594.html 

 

 

④第 13期「実践ながはま・こほく創業塾」開催のお知らせ 
 

【実施期間・時間】令和 4年 9月 5日（月）～11月 15日（火） 

       ※ 開講式&基調講演のみ月曜日開催、その他は全て火曜日開催 

18時 30分〜（各 2時間 30 分程度） 
 

【会 場】長浜商工会議所 2階 会議室（長浜市高田町 12−34） 
 

【定 員】50名 
 

【参 加 費】無料 
 

【対 象 者】長浜市内で起業を考えている人 
 

【参加申込み】下記 URL よりお申し込み下さい。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo8ZANS7AaGo-

7xGumqr4t08FSLN2Slj7znWFq03elmz6ifQ/viewform 
 

【お問い合わせ先】長浜市商工会までお問い合わせ下さい。（℡：0749-78-2121） 

https://www.shigasci.net/topics/1594.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo8ZANS7AaGo-7xGumqr4t08FSLN2Slj7znWFq03elmz6ifQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo8ZANS7AaGo-7xGumqr4t08FSLN2Slj7znWFq03elmz6ifQ/viewform


 カリキュラム等、詳細は長浜ビジネスサポート協議会 HPをご確認ください。 

 https://nagahamabiz.com/?p=844 

 

 

⑤『長浜ものづくり TECH 2022』出展者の募集について 
 

湖北地域は長くものづくりが地域の経済活動にとって大きなウエートを占めてきまし

た。そして高い技術力や新たな企画力など地域の中小企業等の潜在的力量は高く、輝くも

のがあります。 

今回、長浜商工会議所と関係団体、機関が協力し『長浜ものづくり TECH 2022』を 11

月 11 日と 12 日の両日開催し、自社の技術力等の PR と新たな販路開拓の機会をご提供い

たします。 

この展示会への出展者募集が始まりました。出展をご検討いただきご希望の際はお早め

にお申し込みください。 

※詳細は長浜市商工会 HP をご確認下さい。 

■『長浜ものづくり  TECH 2022』出展者の募集について  | 長浜市商工会 

(nagahamasci.or.jp) 

 

 

⑥令和 4年度厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー2022」セミナーについて 
 

全国 47 都道府県で、労働者や事業主や人事労務担当者などを対象に、労働契約等につ

いて説明するセミナー（無料）を開催されます。オンラインでも開催されますのでお知ら

せします。 
 

【対 象】事業主・人事労務担当者・労働者など（誰でも参加可能) 
 

【内 容】①労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎 

      ②無期転換ルール 

      ③副業・兼業の促進に関するガイドライン 
 

【参加費用】無料 
 

【開催規模】30名～50名程度 
 

【申込方法】下記 URLよりお申し込み下さい。 

 http://www.langate.co.jp/rule2022/ 
 

【お問い合わせ先】ランゲート株式会社  

TEL : 075-741-7862（平日 9時～18時）  MAIL：rule2022_01@mb.langate.co.jp 

 日程等詳細は以下のページをご確認ください。 

 http://www.langate.co.jp/rule2022/index.html 

 

 

⑦長浜市より市有地売却に伴う情報提供について 
 

 長浜市では、行財政改革の一環として、歳入の増加や維持管理コストの縮減を図るため、 

未利用財産の売却に取り組まれています。このたび、市有地について売却処分の周知依頼が

ありましたので情報提供いたします。 
 

【入札実施案内書配布期間・入札参加申込期間】 

 令和 4年 7月 29日（金）から令和 4年 8月 31日（水） 

https://nagahamabiz.com/?p=844
https://nagahamasci.or.jp/news/%e2%96%a0%e3%80%8e%e9%95%b7%e6%b5%9c%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%80%80tech-2022%e3%80%8f%e5%87%ba%e5%b1%95%e8%80%85%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
https://nagahamasci.or.jp/news/%e2%96%a0%e3%80%8e%e9%95%b7%e6%b5%9c%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%80%80tech-2022%e3%80%8f%e5%87%ba%e5%b1%95%e8%80%85%e3%81%ae%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
http://www.langate.co.jp/rule2022/
mailto:rule2022_01@mb.langate.co.jp
http://www.langate.co.jp/rule2022/index.html


 

【売却財産】 

  

【お問い合わせ先】 

長浜市 総務部 財政課 財産活用政策室 TEL：0749-65-1717（直通） FAX：0749-63-4111  

詳細は長浜市役所 HPをご確認ください。 

 https://www.city.nagahama.lg.jp/0000011591.html 

 

 

 

 

分類 物件所在地 地目 面積（㎡） 最低売却価格（円） 

土地 長浜市余呉町東野字中出口 600 番 5、3 宅地 1,003.35 ㎡ 2,560,000 円 

土地 長浜市大井町字野神 1036 番 1、1038 番 宅地 404.88 ㎡ 2,640,000 円 

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000011591.html

