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Ⅱ.会議

1.議員総会
通常議員総会の開催(事業報告及び会計収支決算報告)

　　 日 時 　　　　令和3年6月25日(金)16:00～17:20

　　 場 所 北ビワコホテルグラツィエ

来賓祝辞 長浜市長　藤井勇治 様

議 案 令和2年度 事業報告(案)承認の件

令和2年度 一般会計収支決算(案)承認の件

令和2年度 長浜中小企業相談所会計収支決算承認の件

令和2年度 収益事業会計収支決算承認の件

令和2年度 特定退職金共済会計収支決算(案)承認の件

令和2年度 退職給与積立金会計収支決算(案)承認の件

令和2年度 会館建設・備品整備会計収支決算(案)承認の件

令和2年度 労働保険事務組合 労働保険料並びに事務会計収支

決算(案)承認の件

令和2年度 財産目録承認の件

新入会員承認の件

報告事項 ① 新型コロナウイルス感染症対策について

② 事業承継・引継ぎ支援センターについて

③ 令和2年度 経営発達支援計画の事業評価について

④ 令和2年度 (一社)長浜ビジネスサポート協議会の事業報告について

出 席 者 47名　委任状提出議員17名

臨時議員総会の開催(補正予算に伴う審議他)

日 に ち 令和3年9月22日(水)発送

※コロナウイルス感染症拡大防止のため書面決議による審議

議 案 令和3年度 一般会計収支補正予算(案)承認の件

令和3年度 長浜中小企業相談所会計収支補正予算(案)承認の件

新入会員承認の件

通常議員総会の開催(事業計画案と会計収支予算案の審議)

日　　時 令和4年3月25日(金)16:00～17:15

場 所 北ビワコホテルグラツィエ

来賓祝辞 長浜市長　浅見宣義 様

議 案 令和3年度 一般会計収支補正予算(案)承認の件

令和3年度 会館・備品整備会計収支補正予算(案)承認の件

令和4年度 長浜商工会議所事業計画(案)承認の件

令和4年度 一般会計収支予算(案)承認の件

令和4年度 長浜中小企業相談所会計収支予算(案)承認の件

令和4年度 収益事業(生命共済)会計収支予算(案)承認の件

令和4年度 退職給与積立金会計収支予算(案)承認の件

令和4年度 会館・備品整備会計収支予算(案)承認の件

令和4年度 労働保険事務組合 特別会計並びに一般会計収支予算（案）承認の件

令和4年度 会費一口の金額並びに収納方法承認の件

令和4年度 特定商工業者負担金承認の件

新入会員承認の件

報告事項 ① 会議所ホームページリニューアルと専用アプリについて

② 令和4年度 会議所健康診断事業の拡充について

第12号議案

第11号議案

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

第5号議案

第6号議案

第7号議案

第8号議案

第9号議案

第10号議案

第3号議案

第10号議案

第1号議案

第2号議案

第7号議案

第8号議案

第 9号議案

―――――　監査報告　―――――

第6号議案

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

第5号議案
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③ 職域ワクチン(3回目)接種事業について

④ 長浜市新時代開拓支援事業補助金について

⑤ 議員並びに監事宛情報発信に伴うメールアドレスの登録について

出 席 者 43名　委任状提出議員19名

2.常議員会
第1回常議員会

日 時 令和3年6月25日(金)15:00～15:35

　　 場 所 北ビワコホテルグラツィエ

議 案 令和2年度 事業報告(案)承認の件

令和2年度 一般会計収支決算(案)承認の件

令和2年度 長浜中小企業相談所会計収支決算承認の件

令和2年度 収益事業会計収支決算承認の件

令和2年度 特定退職金共済会計収支決算(案)承認の件

令和2年度 退職給与積立金会計収支決算(案)承認の件

令和2年度 会館建設・備品整備会計収支決算(案)承認の件

令和2年度 労働保険事務組合 労働保険料並びに事務会計収支

決算(案)承認の件

令和2年度 財産目録承認の件

―――――　監査報告　―――――

新入会員承認の件

通常議員総会開催承認の件

報告事項 ① 新型コロナウイルス感染症対策について

② 事業承継・引継ぎ支援センターについて

③ 令和2年度 経営発達支援計画の事業評価について

④ 令和2年度 (一社)長浜ビジネスサポート協議会の事業報告について

出 席 者 17名　委任状提出議員4名

臨時常議員会の開催(補正予算に伴う審議他)

日 時 令和3年9月22日（水）発送

※コロナウイルス感染症拡大防止のため書面決議による審議

議 案 令和3年度 一般会計収支補正予算(案)承認の件

令和3年度 長浜中小企業相談所会計収支補正予算(案)承認の件

新入会員承認の件

第3回常議員会

日　　時 令和4年3月25日(金)15:00～15:50

場 所 北ビワコホテルグラツィエ

議 案 令和3年度 一般会計収支補正予算(案)承認の件

令和3年度 会館・備品整備会計収支補正予算(案)承認の件

令和4年度 長浜商工会議所事業計画(案)承認の件

令和4年度 一般会計収支予算(案)承認の件

令和4年度 長浜中小企業相談所会計収支予算(案)承認の件

令和4年度 収益事業(生命共済)会計収支予算(案)承認の件

令和4年度 退職給与積立金会計収支予算(案)承認の件

令和4年度 会館・備品整備会計収支予算(案)承認の件

令和4年度 労働保険事務組合 特別会計並びに一般会計収支予算(案)承認の件

令和4年度 会費一口の金額並びに収納方法承認の件

令和4年度 特定商工業者負担金承認の件

新入会員承認の件

顧問委嘱(案)承認の件

出 席 者 14名　委任状提出議員8名

第13号議案

第12号議案

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

第5号議案

第6号議案

第7号議案

第8号議案

第9号議案

第10号議案

第11号議案

第11号議案

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第10号議案

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

第5号議案

第6号議案

第7号議案

第8号議案

第 9号議案
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3.正副会頭会議※場所は長浜商工会議所　会頭室・応接室

第1回 日時 令和3年4月19日(金)8:55～11:50

第2回 日時 令和3年5月18日(金)8:55～11:10

第3回 日時 令和3年6月14日(月)9:5～12:00

臨時 日時 令和3年6月25日(金)14:00～14:40

第4回 日時 令和3年7月12日(月)8:55～11:50

第5回 日時 令和3年8月17日(火)8:55～12:10

第6回 日時 令和3年9月13日(月)9:00～11:30

第7回 日時 令和3年10月11日(月)8:55～11:50

第8回 日時 令和3年11月11日(木)8:52～11:45

第9回 日時 令和3年12月7日(火)8:55～11:30

第10回 日時 令和4年1月14日(金)8:55～11:30

第11回 日時 令和4年3月2日(水)9:00～11:30

第12回 日時 令和4年3月18日(金)8:55～11:20

4.部会会議
新型コロナウイルスに関する長浜市との意見交換

■ 建設業・不動産部会

日 時 令和3年5月17日(月)10:00-11:30

■ 卸・小売商業部会、食品工業部会

日 時 令和3年5月17日(月)15:00-16:15

■ 観光・料飲食産業部会

日 時 令和3年5月19日(水)10:00-11:30

■ 金融・保険・証券、情報・サービス業部会

日 時 令和3年5月20日(木)13:30-15:00

■ 機械金属工業部会

日 時 令和3年5月24日(月)13:30-14:45

■ 交通運輸部会

日 時 令和3年5月24日(月)15:00-16:20

■ 一般工業・繊維工業部会

日 時 令和3年5月27日(木)10:00-11:40

5.議員クラブ
総会※コロナウイルス感染症拡大防止のため書面決議による審議

日 に ち 令和3年5月28日(金)発送

議 案 令和元年度 事業報告・収支決算書承認の件

（令和元年11月1日～令和2年10月31日）

令和2年度 事業報告・収支決算書承認の件 

（令和2年11月1日～令和3年3月31日）

令和3年度　事業計画・収支予算書(案)承認の件

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

6.監査会(令和2年度事業報告・事業収支決算)
日 時 令和3年6月4日　9:30～12:30

場 所 長浜商工会議所　会頭室・応接室

第1号議案

第2号議案

第3号議案
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Ⅲ.地域経済の活性化に向けた政策提言･要望活動 
 

滋賀県知事への要望活動(県連合会要望) 
 

 昨年 9 月に滋賀県商工会議所連合会により新型コロナウイルス感染症の影響から回復および地域

振興・地域経済活性化と中小企業の活力強化のための要望活動を行いました。長浜商工会議所関連

の要望項目と県当局からの回答の概要は以下のとおりです。 

 

1.コロナ禍からの景気回復のためのワクチン接種の促進と医療体制の整備について 

□ 回 答 

市町・県・職域のいずれの会場においても、接種を希望する人が速やかに接種を行えるよう必要に応じ

柔軟に対応し、ワクチン接種を進めています。医療体制の強化についても陽性患者に入院いただける病

床を確保するとともに、入院・搬送調整については「滋賀県 COVID-19災害コントロールセンター」で県

内一元的に対応しています。 

  

2.苦境が続く中小企業・小規模事業者に対する支援の継続・拡充について 

 

(1)新たな取組を行う事業者や厳しい状況にある事業者の支援 

□ 回 答 

新たな販路開拓、人材育成、DX 等の取組を行う事業者に対し、滋賀県経営力強化支援事業を、また、

厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援する滋賀県事業継続支援金を 3 度にわたり給付を行い、

今後は国の経済対策に盛り込まれた事業復活支援金等の支援策を県内事業者に確実にお届けできるよう

支援等に御協力をお願いします。 

 

(2)制度融資の据置期間延長や返済猶予など 

□ 回 答 

既往債務の据置期間の延長や返済猶予措置については、金融機関に対して金融庁から事業者からの条

件変更等の申し出に柔軟に対応するよう要請が発出され、本県からも資金繰り支援等の要請を行ってい

るところです。 

また、短期事業資金に補助金交付までのつなぎ資金として利用できる「コロナ枠」を令和 3 年 9 月に

設ける等、引き続き県制度融資がより事業者のニーズに応じた制度となるように検討してまいりたいと

考えます。 

  

(3)最低賃金の引き上げに伴う支援 

□ 回 答 

滋賀県最低賃金については、令和 3年 10月 1日より、896円(+28円)に引き上げられました。 

最低賃金の引上げは、非正規雇用を中心に労働者の賃金水準を改善し、生活の安定につながる一方、事業

者にとっては人件費の増大による経営への影響が懸念されます。このため、国においては、雇用調整助成

金や業務改善助成金の要件緩和等を実施されたところです。県においても、国へ最低賃金の引上げによ

り中小企業者等への支援を繰り返し提案させていただいているところです。 

7



3.コロナ禍からの回復のための滋賀県への観光誘客などの取り組みについて 

 

(1)長浜市の日本遺産や文化財を生かした観光 

□ 回 答 

本県では「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産」をはじめ、6 つの日本遺産が認定されてお

り、構成文化財を活用した各地域での受入強化やツアー実施等の支援に加え、これらの日本遺産の認知

度を向上させるためパンフレットや web ページを作成し、情報発信と観光プロモーションを展開してい

るところです。 

 また、史跡等の静謐な空間、びわ湖に育まれた生活・文化、豊かな自然環境を活かした滋賀の魅力を再

発見する旅を提案することで、県内周遊・宿泊促進に繋げてまいります。 

 

(2)石田三成を主人公としたＮＨＫ大河ドラマ誘致  

□ 回 答 

本県ゆかりの歴史遺産をＰＲするため、4 月からは、「めくるめく歴史絵巻滋賀・びわ湖」をテーマに

掲げ、これら魅力ある戦国のコンテンツを更なる磨き上げを図っており、パンフレットやポスターの作

成・配架、スタンプラリーの実施など、戦略的かつ積極的に情報発信を行うことで、大河ドラマの誘致に

つながるよう滋賀の魅力を発信してまいります。 

 

(3)余呉湖周辺道路や琵琶湖岸の整備 

□ 回 答 

史跡等の静謐な空間、びわ湖に育まれた生活・文化、豊かな自然環境を活かした新しい旅のスタイルと

して滋賀の魅力を再発見する旅を提案することで、滞在時間延長と県内周遊・宿泊促進に繋げてまいり

ます。 

  

(4)長浜バイオ大学ドームの活用 

□ 回 答 

公益社団法人びわこビジターズビューローのコンベンション・イベントガイドブックにより、長浜バイ

オ大学ドームの情報発信等を行っています。今後、「大阪・関西万博」や「ワールドマスターズゲームズ

関西」などの大型イベントの開催が控えているところであり、同施設でのコンベンションの誘致に向け

た情報発信等に取り組んでまいります。 

 

4.中小企業・小規模事業者の経営のＩＴ化・デジタル化と社会のデジタル実装への

取り組みについて  

                     

(1)リモートワーカー誘致による移住定住施策の強化 

□ 回 答 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全国的に「適度な疎」を求めて移住を考える機運が高まって

いるとともに、オンラインツールの充実やテレワークの普及等により現在の仕事を変えることなく移住

ができる環境も生まれています。 

 特に若い世代を中心に、これからの滋賀を担う層を呼び込むための有効な施策、そしてウィズコロナ

の時代の新たな移住・交流に向け、県内各市町や近隣府県とも連携・協力しながら取組を進めています
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が、県を取り巻く財政状況は厳しい状況にあり、助成制度を創設することは困難ですが、引き続き、県内

のサテライトオフィス開設数の動向を注視してまいります。 

 

5.滋賀の経済振興のための人材確保と企業経営、地場産業振興への支援について 

 

(1)高等専門学校の設置に向けた検討 

□ 回 答 

高等専門学校は、産業競争力を高めるための優秀な人材の確保に資するとともに、次代の滋賀を担う若

者の新たな学びの選択肢としても必要と考えており、今年度末には「令和の時代の滋賀の高専」としての

「構想骨子」を取りまとめたいと考えています。 

 具体的な学びの分野やカリキュラムについては、学生や企業のニーズを踏まえながら、今後検討する

とともに、学生、産業界、そして県内の各地域にとって、魅力的な「滋賀の高専」となるよう、皆様から

御意見を伺いながら、その設置に向け、引き続き検討を行ってまいります。 

 

(2)小谷城スマート IC周辺 6 次産業化等企業誘致への支援 

□ 回 答 

企業誘致については、市の計画の進捗を踏まえ、庁内関係部局で構成する「企業立地サポートチーム」

による産業用地開発に係る調整等、課題解決に向けて市と協力しながら取り組んでまいります。 

 

(3)「Made in SHIGA 企業立地助成金」の後継となる助成制度 

□ 回 答 

企業立地助成金に代わる支援措置については、地域未来投資促進法に基づく設備投資に対する不動産

取得税の不均一課税のほか、企業の操業環境改善等、ソフト面の支援に着目した「滋賀県企業立地促進補

助金」を実施しているところです。 

 また、企業立地サポートセンターによる企業訪問、企業立地サポートチームによる庁内連携等、企業へ

の支援をパッケージとして取り組み、一層の企業立地促進に努めてまいります。 

 

(4)県北部の産業振興拠点機能の充実 

□ 回 答 

滋賀県産業支援プラザにおいては、県北部地域における中小企業者への支援を行うため、そのニーズに

応える形で長浜商工会議所における出張相談会やマッチング会、企業合同就職面接会等の機会を充実さ

せてきたところです。また、コロナ禍も踏まえオンラインによるセミナーの開催なども実施していると

ころです。 

 このような中、出張相談会等の相談実績や利用頻度を考慮すると、常設のサテライト機関の設置は困

難ですが、必要に応じて相談回数等の見直し、長浜ビジネスサポートセンターを活用した事業の実施な

どについて、引き続き、産業支援プラザとともに検討してまいります。また、企業から具体的な技術相談

等がある場合には、工業技術総合センターや東北部工業技術センターにより必要な対応を図ってまいり

ます。 
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(5)「浜ちりめん」の販路拡大・市場競争力強化 

□ 回 答 

昨年度 9月補正予算により、「地場産業組合設備整備支援事業」を実施し、「浜ちりめん」については、

浜縮緬工業協同組合における「高圧ビーム処理機」等の導入経費を助成し、国内外の展示会への出展や販

路開拓、後継者育成等の取組に対し、継続した支援を行っているところです。 

 なお、県においては、東北部工業技術センターにおける技術支援のほか、宿泊施設等での地場産品の活

用を支援する「近江の地場産品購入によるおもてなし向上事業」を実施しているところであり、今後も

「浜ちりめん」をはじめとする近江の地場産品の販売促進や認知度向上に向けた取組を進めてまいりま

す。  

 

(6)滋賀県調理短期大学校リニューアル支援 

□ 回 答 

滋賀県調理短期大学校に対しては県所有の建物の利用を認め、国の制度に基づき運営費の助成を行っ

ていますが、同施設については、県有施設の総量適正化指針に基づき、今後も耐震化等をする予定はな

く、将来的に廃止することとしています。 

訓練の継続的な実施に向けては、設置者である県調理技能協会において、今後のあり方も含め、具体的

な検討をしていただく必要があると考えています。 

 

6.道路インフラ等の整備について 

 

(1)名神高速道路、北陸自動車道の施設整備 

□ 回 答 

(仮称)神田スマート ICについては、令和 3年 8月 6日に、国の実施するスマートインターチェンジの準

備段階調査箇所に選定されたところであり、県もスマート ICの準備会に参加し、アクセス道路の県道と

しての整備については、引き続き長浜市と協議してまいります。 

  

7.鉄道の整備等について  

                   

(1)JR ダイヤ改正に係る働きかけ 

□ 回 答 

ダイヤ改正については、JR 西日本に対しては、令和 3 年 9 月 8 日に滋賀県ほか 9 団体とともに緊急要

望を実施し、利用者利便性への配慮、新型コロナウイルス感染症収束後のダイヤ復活、地元自治体への十

分な説明等を求めたところであり、同様の趣旨で 7 月 13 日に関西広域連合からも JR 西日本に対して要

望を行っています。 

 また、北陸新幹線敦賀開業後の北陸・中京間の利便性向上については、これまでからも県や中部圏知事

会からリレー快速の運行や東海道新幹線「米原駅」停車本数の増を求めているところです。 
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Ⅳ．事業 
 
1．各種補助金及び支援金の伴走支援実績 

 
 経営計画を策定して販路開拓や生産性向上の取組にかかる経費の一部を支援する「小規模事業者

持続化補助金（一般型）」に新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため「低感染リスク型ビ

ジネス枠」が設けられたことや、県においても「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化新事業

（緊急枠）/（通常枠）」にも多くの事業者がチャレンジすることとなり年間 139 件の申請支援を行

いました。コロナ禍が継続するなか、各事業者が自社経営を継続するために積極的に取組まれた結

果だと考えています。 

 また、長浜市においては「長浜市新時代開拓支援事業補助金」を令和 4 年 1 月に公募発表された

ことで、初めて補助金申請にチャレンジするという事業者も多く、補助金制度自体のスキーム説明

から公募要領までのお問合せ対応を実施中であり、本申請に向けて引続き伴走支援をしていきます。 

 一方、支援金施策については、国の「一時支援金」制度からはじまり現在は「事業復活支援金」制

度も多くの事業者からのお問合せ対応及び事前確認支援を実施させていただきました。 

 

 

長浜（％） 全体（％）

国 R元年度補正小規模事業者持続化補助金（一般型）＜第4回＞ 13 9 69.2% 44.2%

国 R元年度補正小規模事業者持続化補助金（一般型）＜第5回＞ 13 4 30.7% 53.9%

国 R元年度補正小規模事業者持続化補助金（一般型）＜第6回＞ 7 4 57.1% 69.0%

国 R元年度補正小規模事業者持続化補助金（一般型）＜第7回＞ 4 2 50.0% 69.8%

国 R元/2年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（一般型） 3 2 66.7% AV.49.0%

国 R 2年度第3次補正事業再構築補助金補助金<第1回>～＜第5回＞ 9 0 0% AV.46.5%

国 R 2年度第3次補正事業承継補助金・引継ぎ補助金<第1次> 1 1 100.0% 49.9%

国 R 2年度第3次補正事業承継補助金・引継ぎ補助金<第2次> 1 1 100.0% 49.9%

国 R 2年度第3次補正小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）<第1次> 1 1 100.0% 74.0%

国 R 2年度第3次補正小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）<第2次> 5 5 100.0% 77.5%

国 R 2年度第3次補正小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）<第3次> 1 1 100.0% 85.4%

国 R 2年度第3次補正小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）<第4次> 3 2 66.7% 87.7%

国 R 2年度第3次補正小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）<第5次> 3 2 66.7% 85.1%

滋賀県 R3年度海外展開チャレンジ支援事業補助金 1 1 100.0% ―

滋賀県 R3年度滋賀の魅力を活用するちいさな企業新事業応援補助金 1 1 100.0% ―

滋賀県 R3年度起業準備応援補助金 1 1 100.0% ―

滋賀県 新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業（緊急枠）（通常枠） 70 ― ― ―

長浜市 R3年度ながはまグローカルチャレンジ応援事業補助金 2 2 100.0% 66.6%

139 39

国 緊急事態宣言の緩和に係る一時支援金支援（事前確認） 73

国 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金支援（事前確認） 39

国 事業復活支援金支援（事前確認） 79

滋賀県 営業時間短縮要請に係る協力金支援 50件以上

滋賀県 事業継続支援金支援 100件以上

補助金名 申請支援数 採択数
採択率
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2.小規模事業者への経営支援事業(中小企業相談所) 

(1)経営指導員の巡回・窓口指導 

①巡回指導(経営指導員の指導) 

業種別 
指導対象 

企業数 

経営革新 経営一般 情報化 金融 税務 労働 取引 環境対策 その他 

計 

(回) (回) (回) (回) (回) (回) (回) (回) (回) 

製造業 67 11 103 0 8 0 0 13 0 6 141 

建設業 32 0 31 0 0 0 0 0 0 1 32 

小売業 90 6 103 0 0 0 0 0 0 13 122 

卸売業 19 3 16 0 0 0 0 0 0 3 22 

サービス業 138 17 156 0 3 0 2 6 0 13 197 

創 業 9 1 7 0 1 0 0 0 0 0 9 

その他 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

計 359 38 420 0 12 0 2 19 0 36 527 

 

②窓口指導(電話、文書によるものを含む) 

業種別 
指導対象 

企業数 

経営革新 経営一般 情報化 金融 税務 労働 取引 環境対策 その他 

計 

(回) (回) (回) (回) (回) (回) (回) (回) (回) 

製造業 48 26 77 0 8 0 1 7 0 0 119 

建設業 53 13 46 0 32 0 1 0 0 0 92 

小売業 74 16 108 0 20 0 0 0 0 2 146 

卸売業 16 0 21 0 5 0 0 1 0 0 27 

サービス業 174 72 361 1 33 0 1 3 0 13 484 

創 業 42 19 104 0 6 1 0 0 0 1 131 

その他 10 5 13 0 1 0 0 0 0 0 19 

計 426 152 737 1 106 1 3 11 0 16 1018 
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(2)集団・個別相談指導(講習会等の開催による指導) 

  経営 
革新 

経営 
一般 

情報化 金融 税務 労働 取引 環境 
対策 

その他 計 

集団指導 

回 数 0 6 1 0 18 0 1 0 0 26 

人 数 0 73 13 0 459 0 12 0 0 557 

個別指導 

回 数 0 11 0 7 9 0 0 0 0 27 

人 数 0 19 0 29 34 0 0 0 0 82 

 

①講習会の開催による指導(集団指導) 

テーマ 講  師 開催年月日 参加者 備考 

【長浜商工会議所主催】 

HACCP導入セミナー 

コレクト・レーベル 

代表 藤原和樹 氏 

（食品表示管理士・診断士） 

4 月 26 日 13 名 
経営 

一般 

【長浜商工会議所主催】 

経営計画作成セミナー 

Value Partner 

代表 槌田昌子 氏 

（中小企業診断士） 

5 月 7 日 7 名 
経営 

一般 

【長浜商工会議所主催】 

逆境に負けない中小企業の在り方 

株式会社 minitt 

代表取締役 中村朱美 氏 
7 月 23 日 14 名 

経営 

一般 

【長浜商工会議所主催】 

初心者のためのネットショップ開設オンライ

ンセミナー 

Nextplanning合同会社 

代表 渡邊功 氏 

（中小企業診断士） 

8 月 24 日 12 名 
経営 

一般 

【長浜商工会議所主催】 

中小企業 DX 化はじめの一歩 

G-ｗord 

代表 杉山貴思 氏 
9 月 24 日 8 名 

経営 

一般 

【制度改正に伴う専門家派遣等事業】 

インボイス制度の概要と電子インボイス導入

に向けた実務対応 

税理士法人トリプル・ウイン 

星叡 氏 

（税理士・行政書士） 

10 月 6 日 12 名 
経営 

一般 

【伴走型小規模事業者支援推進事業】 

コロナ時代に勝ち取る！戦略的販路開拓 

ミナト経営株式会社 

代表取締役 田内孝宜 氏 

（中小企業診断士） 

10 月 6 日 

11 月 17 日 

12 月 23 日 

20 名 
経営 

一般 

【長浜商工会議所主催】 

情報と企業を守るサイバーセキュリティ対策

セミナー 

株式会社インフォクリエマネジメント 

代表取締役 新木啓弘 氏 

（中小企業診断士） 

11 月 25 日 13 名 
経営 

一般 

【伴走型小規模事業者支援推進事業】 

はじめての事業計画策定セミナー＆個別相

談会 

Value Partner 

代表 槌田昌子 氏 

（中小企業診断士） 

12 月 2 日 

12 月 7 日 
11 名 

経営 

一般 

【長浜商工会議所主催】 

本当のウリがわかればもっと売れる！キャッ

チコピー作成講座 

株式会社エスト・コミュニケーションズ 

代表取締役 弓削徹 氏 

令和 4 年 

1 月 21 日 
26 名 

経営 

一般 
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【長浜商工会議所主催】 

コロナに負けない事業継続計画（BCP）策

定のすすめ 

ジャイロ総合コンサルティング株式会

社 

大木 ヒロシ 氏 

令和 4 年 

2 月 21 日 
5 名 

経営 

一般 

第 52 回初級簿記講習会(18 回コース) 
近畿税理士会長浜支部 

税理士 松宮誠也 氏 

6 月 3 日 

～10月28日 
延 459 名 税務 

 

②講習会等の開催による指導(個別指導) 

相談会名 開催回数 参加者 備考 

滋賀県信用保証協会相談 12回 29名 金融 

法律相談 5回 7名 経営一般 

特許相談 6回 12名 経営革新 

記帳相談 7回 17名 税務 

確定申告相談 2回 17名 税務 

日本政策金融公庫(中小企業事業) 11回 1名 金融 

日本政策金融公庫(国民生活事業) 6回 4名 金融 

 

③エキスパートバンクなどによる指導(個別指導) 

相談会名 開催回数 参加者 備考 

エキスパートバンク 4回 3社 経営一般 4回/3社  

経営安定特別相談 10回 3社 経営一般 10回/3社  

 

④滋賀県よろず支援拠点(個別指導) 

開催年月日 時間 相談内容 人数 備考 

令和 3年 4月 28日 10:00～12:00 販路開拓 2名 経営一般 

6月 23日 10:00～12:00 販路開拓、顧客拡大 2名 経営一般 

9月 22日 11:00～12:00 販路開拓 1名 経営一般 

10月 27日 10:00～12:00 金融、経営全般 2名 経営一般 

11月 24日 11:00～12:00 
販路拡大、設備投資 

事業計画 
１名 経営一般 

12月 22日 11:00～12:00 設備投資 1名 経営一般 

令和 4年 2月 24日 10:00～11:00 事業計画 1名 経営一般 

 

 

14



 

(3)滋賀県事業承継推進員活動実績 

 

滋賀県は、地域経済の維持・発展のためには、重要な担い手である中小企業者・地場産業等の事業承継

の促進が必要との認識で、２０１８年から「滋賀県事業承継ネットワーク」を設立・拡充、補助事業等、

様々な支援施策を実施し、機運の醸成に努めています。２０２１年４月には、「滋賀県事業承継・引継ぎ支

援センター」を発足させ、あらゆる事業承継について、相談・支援できる組織として、事業承継に悩むす

べての中小企業をサポートしています。その支援センター発足時より「滋賀県事業承継推進員」として、

長浜商工会議所に駐在し、湖北地域の高齢者経営事業所を中心に往訪し、事業承継・引継ぎ支援ニーズの

掘り起しに努めてまいりました。 

 

 

月 
対応事業所数  

月 

滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターへ 

繋いだ事業所数 

巡回 窓口 総計  巡回 窓口 総計 

4 0 1 1  4 0 1 1 

5 5 8 13  5 0 3 3 

6 27 5 32  6 1 5 6 

7 25 9 34  7 3 7 10 

8 9 3 12  8 1 1 2 

9 3 9 12  9 2 4 6 

10 51 7 58  10 1 5 6 

11 6 15 21  11 0 15 15 

12 24 11 35  12 0 7 7 

1 28 7 35  1 0 2 2 

2 27 11 38  2 0 6 6 

3 67 6 73  3 0 5 5 

累計 272 92 364  累計 8 61 69 
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(4)金融斡旋 

①日本政策金融公庫(国民生活事業)                     (単位:千円) 

制度名 
令和 3年度                    令和 2年度                    

件数 推薦金額 件数 推薦金額 

マル普 3 23,700 14 224,230 

マル経 2 19,200 5 69,800 

新創業融資 4 11,400   

 

②県制度資金融資斡旋状況                         (単位:千円) 

制度名 
令和 3年度                    令和 2年度                    

件数 推薦金額 件数 推薦金額 

経営支援(一般枠) 3 5,500 0 0 

経営支援(小規模枠) 3 12,000 2 13,000 

経営支援(特別枠) 20 58,100 2 13,000 

セーフティネット(新規枠) 23 146,100 141 4,084,500 

セーフティネット(借換) 12 122,310 10 291,500 

緊急経済対策(新規枠) 1 5,000 0 0 

緊急経済対策(借換枠) 1 40,000 0 0 

政策推進(新事業促進枠) 0 0 1 4,000 

政策推進(事業承継枠) 0 0 0 0 

政策推進(経営力強化枠) 0 0 0 0 

政策推進(再生支援枠) 0 0 0 0 

政策推進(省エネ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ枠) 0 0 0 0 

政策推進(空き屋・空き店舗再生枠) 0 0 0 0 

開業(創業枠) 2 21,000 3 39,000 

開業(女性創業枠) 0 0 0 0 

開業(創業サポート枠) 0 0 2 22,000 

新型コロナウイルス感染症対応資金（新規枠） 0 0 964 14,603,380 

新型コロナウイルス感染症対応資金（借換枠） 0 0 178 2,525,650 

計 72 454,810 1,303 21,596,030 
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③事務の代行・記帳継続指導・法律認定企業 

事務の 
代行 

各種共済加入者 
小規模企業共済 倒産防止共済 中退金共済 

171 24 42 

記帳継 
続指導 

 配分人数 員数 雇用延日数 指導延回数 対象事業者数 

記帳指導職員 1 1 － 75 14 

記帳指導員 1 2 25 51 17 

法律認定企業 

中小企業等経営強化法 

 
 

指導回数 認定企業数 

29 9 
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3.地域資源活用による地域活性化事業の推進 
 
(1)浜シルク活用プロジェクト 事業報告 
長浜市の地域資源である｢浜ちりめん｣｢輪奈ビロード｣をはじめとする 

長濱シルクを活用した新商品･新技術開発を実施すべく織元事業者･専門家 

･行政関係者の協力を得て、年間を通じて試作開発品を製作し、全国規模 

の展示会に出展し従来の和装業界と違う分野での新市場開拓を目指してい 

ます。 

日本商工会議所のビジネス情報誌｢月刊石垣｣～伝えていきたい日本の技～ 

に㈲吉正織物工場が掲載され、シルクに洗える機能を加えたユーティリティ 

･ウェアブランド｢2M,38S｣の取り組みが全国に紹介されました。 

今年度の取り組みについて、以下の通り報告いたします。 

展示会出展(3事業所) 

「第 92回東京インターナショナルギフト･ショー秋 2021」 

ハイブリッド型商談会(リアル＋オンライン)で開催 

開催期間  令和 3年 10月 13日(水)～15日(金)の 3日間 

会  場  東京ビッグサイト(西展示棟)西1-T01-07 

出 展 物  トートバック･交織ジーンズ生地･ボディタオル･ 

ボディパフ･輪奈ビロードBABY･ビロードマスク＆パフ 

参 加 者  南久ちりめん㈱･シルクライフジャパン㈱･㈱タケツネ 

台東区にて試作品開発のミーティング 

第93回東京ギフト･ショー「feel NIPPON春」に向けての試作品製作 

日 時  令和3年11月26日(金)14:30～ 

織元事業所  ㈱タケツネ 代表取締役 武田規与枝 氏 

デザイナー  PUPU LAUKKU 奥本麻里子 氏 

概 要  巾着バック3点を「feel NIPPON春」に向けて出展し、 

マーケティング調査を経て今後の商品開発･展開を図る 

 

展示会出展(3事業所) 

「第93回東京インターナショナルギフト･ショー春2022」 

日本商工会議所 共同展示商談会～feel NIPPON春 2022～に出展 

開催期間  令和4年2月8日(火)～10日(木) 

会  場  東京ビッグサイト(東展示棟)東1-T25-FN17 

出 展 物  プルオーバー･ハーフパンツ･ブルゾン･キャップ･ 

ボディタオル･フェイスパフ･輪奈ビロードパフ･巾着 

参 加 者  ㈲吉正織物工場･南久ちりめん㈱･㈱タケツネ 

地域力活用新事業創出支援事業商談会の実施            

日本商工会議所 ｢プロジェクト実施商工会議所等への専門家派遣｣の実施 

日  時  令和3年7月6日(火)10：45～,令和3年11月19日(金) 全2回 

専 門 家  Co-edit 代表 杉本恵理子氏 

織元事業所    ㈲吉正織物工場･南久ちりめん㈱･㈱タケツネ 

商談会の実施 

石見銀山 群言堂と浜ちりめん関連事業所との商談会・工場見学の実施 

日  時  令和4年3月24日(木)15:30～ 

織元事業所  ㈲吉正織物工場,南久ちりめん㈱ 

月刊 石垣 
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予算総額 ２，０００万円

事業名 地域の魅力発信！！空き店舗を活用したアンテナショップ事業事業概要（事業費：8,000,000円）

実施期間 令和3年7月～令和4年2月

　コロナ禍での自粛により地域情報への関心が高まる中、湖北地域の特色を感じる魅力ある商品を情報発
信・展示販売することでこれらの「良さ」・「魅力」を改めて感じてもらい、地元店舗と住民の出会いの場
を創出、地域の価値を高め、地域内消費の向上を図るためアンテナショップを中心に物販を行った。
※事業運営は株式会社黒壁に委託。
① 7月24日（土）～25日（日）　　お茶STAND～湖北のお茶と長浜の和菓子～
②11月13日（土）～14日（日）　　kohokunomegumi秋マルシェ　米、野菜、加工品販売、ワークショップ
③12月 4日（土）～12日（日）　　ナガハマタウンマーケット　36者110品目　地元産品販売
④12月22日（水）～1月31日（月） 発酵商店×黒壁　みそづくりワークショップ等
⑤ 2月 9日（水）～13日（日）　　女性会運営「ねねのおみせ」

写真

事業名 会議所ホームページのリニューアル化及び情報発信強化事業（事業費：2,870,000円）

実施期間 令和3年4月～令和4年2月

　コロナ禍での国・県・市の支援策等については都度情報が更新され、より早く確かな情報の提供が求めら
れている。このことを踏まえ情報を整理しホームページのリニューアル化、それに併せてオリジナルキャラ
クターを作成した。また、他の情報発信については奇数月に1回発行の会報誌やメールマガジン配信を主と
してきたが、より広くまた確実に伝達できる方策として専用アプリを開発、導入することで情報発信の強化
を図った。

(2) 滋賀県中小企業等への支援による地域経済活性化事業

内容

内容

2

1

①7/24～25 お茶STAND ②11/13～14 秋マルシェ ③12/4～12 タウンマーケット

④12/22～1/31 滋賀発酵商店 ⑤2/9～13 ねねのおみせ

リニューアルしたホームページ オリジナルアプリ
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事業名 和菓子プロジェクト事業（事業費：2,055,000円）

実施期間 令和3年4月中旬～令和4年8月

　コロナの感染拡大が長期化するなか生活スタイルは大きく変化し、とりわけ和菓子業界では冠婚葬祭につ
いて感染拡大防止の観点から、規模を縮小して行う傾向が広まっている。特に地方では贈答や返礼の品とし
て饅頭等菓子の需要が多く見込まれ、和菓子業を営む事業者は売上減少に悩まされている。
　未だ先の見えない状況の中、同じ課題を抱える同業7者が協力し個社に捉われることなく、これからも変
化し続ける市場との応答に挑戦しながら進化すべく地元の手作り和菓子のアップデートをコンセプトとし
て、中心市街地商店街の一角に共同出展による仮店舗を開設し、実証を重ねながら空き店舗を活用した実店
舗づくりに取り組んだ。
※コーディネートは長浜まちづくり株式会社へ委託、運営は和菓子組合。

事業名 まちなかコワーキング事業（事業費：700,000円）

実施期間 令和3年10～令和4年2月

　中心市街地の空き家には長浜まちづくり株式会社が運営する「長浜バイオ大学・まちなかキャンパス」が
開設されており、令和3年2月からは建物の老朽化によるリニューアルがなされた。
　今回の改修により地域と大学の連携拠点はもとより、新たにコワーキングスペースとしての活用が可能と
なることから、長浜まちづくり株式会社がコーディネーターとなり大学の知的資源・人的資源を活かしつ
つ、多様な市民やリモートワークする企業人が交わるイノベーティブな活動を行う拠点づくりの取り組みを
支援し、地域活力の創出につなげた。
・本事業のコーディネート、運営については、長浜まちづくり株式会社に委託。

3

内容

内容

4

オンラインプレイベント

伝売日本市

オープニングセレモニー

企画展示・ワークショップ
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事業名 えき・まちなか音楽祭　長浜ミュージックJAM（事業費：3,000,000円）

実施期間 令和3年8月～令和4年2月

　感染者増や宣言下において移動制限が設けられる中、音楽活動をする市民やコロナ禍での影響により出演
が減った地元アーティストを対象に演奏・発表の機会を創出することで、市街地が市民にとって身近な存在
となり、改めて街の魅力を感じてもらう契機となった。
※事業運営はえきまち長浜株式会社に委託。
①11月28日（日）　4者出演　大通寺山門
②12月 5日（日）　5者出演　えきまちテラス
③12月12日（日）　長浜市民コーラス　えきまちテラス
④ 1月10日（月・祝）　4者出演　今重屋敷
⑤ 2月 6日（日）　5者出演　長浜市曳山博物館伝承スタジオ

事業名 タウン誌によるバイローカル特集（事業費：3,125,000円）

実施期間 令和3年8月～令和4年2月

 コロナ禍での自粛により地域情報への関心が高まる中、改めて湖北地域の郷土食、伝統産業、地場産品を
取り扱う小売業等に対する特色や魅力を発信することで、地域の価値を高め地域内消費の向上を図った。
　地域密着生活情報誌のフリーペーパーである「ぼてじゃこ倶楽部」を発行する株式会社中広に企画・取
材・紙面作成を委託し、テーマ別に全６回（令和３年１０月～令和４年３月）特集２ページにて紹介した。
・10月号　湖北の新米をおいしく食べよう　ご飯のお供やお店紹介
・11月号　居心地◎な喫茶店　テレワークも可能な店舗
・12月号　ギフト　地元産商品をピックアップ
・ 1月号　発酵食品　湖北の暮らしに役立つ発酵のチカラ
・ 2月号　湖北の旬を楽しむ　幸せいちご
・ 3月号　花のある暮らしをはじめませんか？

内容

6

内容

5

①11/28 大通寺山門ライブ

11月号 喫茶店特集 12月号 ギフト特集

②12/5 えきまちテラスライブ ④1/10 今重屋敷ライブ

ライブ配信
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4.中心市街地活性化事業（長浜まちづくり会社との連携事業） 

 

中心市街地では、長引くコロナ禍の中、空き店舗が大幅に増加するなど不安定な状況が続いてい

ます。こうしたなか、長浜まちづくり会社では、次代を見据えた新たな交流拠点の運営やまちづく

りのビジョン策定に取り組みました。また、かねてより高齢化が危惧されてきた観光市場の停滞な

ど、これまでのまちづくりを牽引した体制の課題が浮き彫りとなる一方で、来街者の若返りや関係

人口の出現など、これまでにはなかった可能性も表れています。コロナ禍をきっかけとして前倒し

で訪れた転換期を前向きに捉え、大胆な可能性を掲げて必要なリスクを取りながら挑戦的事業を継

続しています。 

新たな交流拠点としては、北国街道に面した旧市街地の玄関口に位置する東邸を改修し、幅広い

人やアイディアが出会い新たな挑戦を起こす結節点「BIWAKO PICNICBASE（ビワコピクニックベー

ス）」として再始動しました。これまでに培ってきたコミュニティマネジメントとプロジェクト企

画・実行の機会強化を目的として、心地よい中庭に面するフリーラウンジや、集中したデスクワー

クに適したコワーキングスペースを備えるほか、長浜バイオ大学や地産材の提供を強みとする飲食

事業者をはじめ複数組織との積極的な連携を進めます。新たな顔ぶれの賛同と協力を得ながら大小

プロジェクトを始動するとともに、こうしたアクションをきっかけとしてさらなる出会いが生じ、

次のイメージが展開するといった好転のサイクルが始まりました。 

今後５年間の中心市街地のまちづくりの指針として具体化した「湖の辺のまち長浜未来ビジョ

ン」では、地域の暮らしやまちづくりの現場に立つ当事者たちが忌憚なく意見を交わす場を催し、

様々な現実的制約や前提にとらわれずに「こうありたい」と願う 10年後の未来像をビジョンの要

に描きました。ここに描いた未来像から逆算するように、各者がそれぞれ前向きに取組みを進める

ボトムアップ×バックキャスト型へシフトチェンジしたあたらしいまちづくりへの挑戦です。ビジ

ョンに基づいて豊公園や北国街道などで実施したパブリックスペース（公共空間）活用の社会実験

では、従来の枠組みではまちづくりの表舞台に現れなかった多様な「個」の感性が活躍しました。

地域に暮らし活動する顔ぶれが、豊かな環境を自然体で楽しむことで、さらに共感が広がっていく

期待が高まっています。
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 働く人達への支援事業　湖北地域雇用対策協議会　事業報告

①会議
通常総会…書面決議

議 案 令和2年度事業報告承認の件

令和2年度会計収支決算承認の件

入退会会員承認の件

令和3年度事業計画(案)承認の件

令和3年度会計収支予算（案）承認の件

会員数80社,回答数53件

部会

正副会長会議

日 時 令和3年5月21日(金)11:00～12:00

場 所 長浜商工会議所

議 題 ① 令和3年通常総会提出議案について

② 定着委員会の事業について

ソフトボール開催予定日 9月14日(火)～16日(木)

専門部会

学卒採用戦略委員会

随 時 役員会4回､参加企業説明会1回､報告会1回

②事業
定着対策

働く人たちの福祉増進

第37回職域親善ソフトボール大会開催

日 時 令和3年9月14日(火)～16日(木)18:00～21:00

場 所 長浜バイオ大学ドーム

→ 中止

研修会･面接会の実施

1)情報交換会

日　　時

場　　所

内　　容

参加企業

参加学校

第5号議案

令和3年5月20日(木)13:30～16:30

長浜商工会議所

15社

 9校

湖北地域企業の人事労務担当者と高等学校進路指導教諭が情報交換

を行い、企業の人材確保及び進路指導･就職支援機能の充実を図る

第4号議案

5.雇用対策・人材育成・能力開発事業への支援活動

第1号議案

第2号議案

第3号議案
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2)就職面接会

日　　時

場　　所

内　　容

参加企業

参 加 者

3)企業内人権問題研修会

日 時 令和4年2月15日(火)13:00～15:00

場 所 びわ文化学習センター｢リュートプラザ｣

内 容 企業内において人権啓発を認識するために経営者、経営幹部、責任者

を対象とし、企業内人権教育経営者研修会を開催

 講演　｢働きやすい職場づくり～"社員ファースト実践企業の挑戦"～｣

 講師　株式会社シンコーメタリコン　代表取締役　立石　豊　氏

参加企業 60社､オンデマンド配信研修94人

主 催 長浜市企業内人権教育推進協議会、長浜市、長浜市商工会、

長浜商工会議所、湖北地域雇用対策協議会

4)就職面接会

日 時 令和4年2月26日(土)11:30～16:30
場 所 長浜バイオ大学
内 容 大学生･大学院生･短大生･専門学校生･高専性 全学年(既卒可)に

企業情報の提供

参加企業 21社
来場者数 会場 51名

長浜市と米原市で組織する湖北就活ナビ実行委員会が開催

31社

62名(ZOOM 8人)

令和3年6月22日(火)12:00～16:30

長浜バイオ大学

若者の地元企業への就職を促し､地元企業に優秀な人材を確保するため
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6.優良従業員表彰式

表彰
令和3年度優良従業員の表彰

日　　時　　令和3年11月24日(水)9:30～10:40

場　　所　　北ビワコホテルグラツィエ

①永年勤続表彰(55名)　(勤務年数10年以上・長浜市長、長浜商工会議所会頭表彰)
(氏名:五十音順・敬称略)

№ 氏名 事業所名 № 氏名 事業所名

1 荒垣　貴尋 湖国バス株式会社 26 田邉　善巳 株式会社材光工務店

2 荒川　恵司 株式会社大村建築設計事務所 27 谷川　了輔 株式会社ライフリリーフ

3 石原　牧子 タジマヤ 28 千阿　ラム 株式会社ミールサービスたにぐち

4 岩田　絵美 株式会社材光工務店 29 富永　かおり 明文舎印刷商事株式会社

5 大石　博臣 有限会社富綜 長浜営業所 30 名内　義明 大塚産業マテリアル株式会社

6 太田　恭博 長浜キヤノン株式会社 31 中嶌　潤治 新木産業株式会社

7 大橋　幹夫 長和産業株式会社 32 中野　恭道 マリンフード株式会社

8 荻野　巳樹 湖国バス株式会社 33 野村　裕之 太陽運輸株式会社

9 片岡　賢士 マリンフード株式会社 34 野村　真喜子 長浜キヤノン株式会社

10 片山　則久 ティーエムエルデ株式会社 35 野村　行秀 湖北精工株式会社

11 加納　正浩 日本ソフト開発株式会社 36 橋口　秀樹 グランド化学株式会社

12 上林　守 髙橋金属株式会社 37 林　泰一郎 株式会社大橋鉄工

13 北川　徹 日本ソフト開発株式会社 38 林　正人 長浜地方卸売市場株式会社

14 北川　真由美 株式会社グッド・ライフ 39 伴　健次 株式会社旭ハウジング

15 木村　理恵 大塚産業マテリアル株式会社 40 板谷　泰明 湖北精工株式会社

16 久保田　真也 湖北精工株式会社 41 福島　利彦 髙橋金属株式会社

17 近藤　清二 有限会社富綜 長浜営業所 42 藤田　幸司 扶桑工業株式会社

18 紺谷　吉宏 上田興産株式会社 43 細江　奈知代 株式会社ミールサービスたにぐち

19 新谷　清美 ダイヤリックス株式会社 滋賀支社 44 前川　貴司 湖北工業株式会社

20 杉田　太彦 新木産業株式会社 45 松井　信頼 マリンフード株式会社

21 関崎　真奈美 近江鉄道株式会社 46 松塚　圭一郎 上田興産株式会社

22 千田　美紀 川一電機株式会社 47 村上　将彦 太陽運輸株式会社

23 髙橋　紀俊 株式会社シガウッド 48 山田　かずゑ 株式会社ミールサービスたにぐち

24 髙橋　将貴 新木産業株式会社 49 山田　隆志 カネ上株式会社

25 髙村　一雅 湖北工業株式会社 50 山本　貴憲 田辺工業株式会社
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№ 氏名 事業所名 № 氏名 事業所名

51 八若　淳也 大塚産業マテリアル株式会社 54 世継　武志 髙橋金属株式会社

52 横田　徹 カネ上株式会社 55 和田　幸夫 日本ソフト開発株式会社

53 横田　優 近江ベルベット株式会社

②特別表彰(23名)　(勤続年数30年以上・日本商工会議所会頭、長浜商工会議所会頭表彰)
(氏名:五十音順・敬称略)

№ 氏名 事業所名 № 氏名 事業所名

1 市田　勝巳 ヨコハマタイヤ滋賀販売株式会社 13 冨永　定志 大塚産業ソーイン株式会社

2 上田　隆司 株式会社長浜シャーリング工場 14 中町　徳宏 日本ソフト開発株式会社

3 遠藤　明徳 大塚産業マテリアル株式会社 15 二階堂　武司 ヨコハマタイヤ滋賀販売株式会社

4 大賀　和秋 明文舎印刷商事株式会社 16 日南田　正章 株式会社アルナ矢野特車

5 大澤　規夫 株式会社材光工務店 17 前田　一臣 扶桑工業株式会社

6 川上　貴男 株式会社アルナ矢野特車 18 松居　秀樹 日本ソフト開発株式会社

7 北川　和正 滋賀運輸株式会社 19 松下　斉 大塚産業マテリアル株式会社

8 草野　恒 長和産業株式会社 20 松原　剛志 株式会社山久

9 鈴木　裕子 株式会社材光工務店 21 丸山　晋 三菱ケミカル物流株式会社

10 髙森　冨士子 株式会社シガウッド 22 三橋　礼子 日本ソフト開発株式会社

11 高山　貴幸 ワボウ電子株式会社 23 森　稔 大塚産業マテリアル株式会社

12 寺村　敬 扶桑工業株式会社
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7.人権研修実績

長浜市企業内人権教育推進協議会との連携による研修

№ 実施月日 出席者数

71社 事業所内公正採用選考・人権啓発担当者研修会

 講演　｢インターネットと人権侵害｣～SNS利用と差別の実態～

 講師　(公財)滋賀県人権センター　松浦広明　氏

36社
企業内人権リーダー養成研修会

 講演　｢人権の新たなる状況下をどう捉えるか｣

～ポスト『コロナの時代』における人権の方向とは～

 講師　(解同)大阪府連合会　執行委員長　赤井隆史　氏

42社
企業内人権新人研修会

 講演　｢WORKもLIFEも～あなたの幸せのカタチを考える～｣

 講師　ジェンダーファシリーテーター・滋賀県立大学

男女共同参画アドバイザー　勝身真理子　氏

60社 企業内人権教育経営者研修会

 講演　｢働きやすい職場づくり～社員ファースト実践企業の挑戦～｣

 講師　(株)シンコーメタリコン　代表取締役　立石豊　氏

研修内容

4
 令和4年
  2月15日(火)

会場  49名
 O/D  85名
当所   1名

2  10月27日(水)
会場  36名
当所   1名

3  10月27日(水) 会場  23名
 O/D 688名
当所   1名

1
 令和3年
  5月21日(金)

 O/D  94名
当所   1名

27



 4.30 春期通常総会 オンライン

【議案】

　        

監査報告

令和3年度年会費及び納入方法(案)について

令和3年度｢日本YEG出向理事｣積立金(案)について

6.16 当所第1-3会議室

7.14 当所第2-3会議室

10.27

10.29 オンライン

11.17 長浜迎賓館

12.15 当所第1-3会議室

1.14 当所第1-3会議室

オンライン

2.25 オンライン

3.12 グランパレー京岩

ビジョン委員会年間事業 長浜まちづくりセン
ター多目的ホール
Ａ、Ｂ

第39回近畿ブロック大会 「丹(に)の国あやべ大会」

第41回全国大会 「ＳＥＴＯの都　香川たかまつ大会」

30周年目標達成へ向けて～みんなでビジョンについて考える～

第7回例会　秋期通常総会

【議案】

第8回例会＆ビジョン委員会年間事業報告会

第1号議案

第2号議案

第3号議案

令和4年度会長改選について

令和4年度監事改選について

令和4年度理事・副会長改選について

第8号議案 

　       

第7号議案

令和3年度事業計画(案)の承認について

一般会計収支予算(案)並びに特別会計収支予算(案)に
ついて

第5号議案 　

令和2年度事業報告(案)の承認について

令和3年度｢長浜商工会議所青年部創立25周年記念事業｣
積立金(案)について

第1号議案 

第2号議案 

第3号議案 

第4号議案 

令和2年度一般会計収支決算(案)並びに特別会計収支
決算(案)の承認について

第3回例会

8.青年部事業報告
総会・例会・事業等

令和3年

第9回例会　新年例会

第6号議案 

　        
令和3年度「滋賀県商工会議所青年部連合会会長」積
立金(案)について

第2回例会
「ＹＥＧを“知り、共有し、拡げる”ディスカッション例会」

令和4年

第11回例会　卒業例会並びに卒業懇親会

　　【令和4年3月12日　卒業例会】
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4.27 県青連第2回役員会 守山・オンライン

5.27 県青連定時総会 守山・オンライン

6.24 県青連第3回役員会 オンライン

8.20 県青連第4回役員会 守山・オンライン

9.10 第13回滋賀県版「故郷(ふるさと）の新しい風会議」 オンライン

10.18 県青連第5回役員会 当所第4会議室

11.27 県青連第6回役員会 八日市・オンライン

1.18 県青連臨時役員会 オンライン

2.15 若手後継者等育成事業 守山・オンライン

滋賀観光促進プレゼンコンテスト

「みんなに届け滋賀の輝き～STAY GOLD～」

2.18 県青連第7回役員会 彦根・オンライン

3.16 令和3年度県青連第8回役員会＆令和4年度第1回新旧合同役員会 草津・オンライン

4.17 近畿ブロックYEG役員会・委員会 オンライン

4.23 日本YEG　全国会長会議 オンライン

5.29 近畿ブロックYEG「春の会長研修会」 オンライン

10.30 第39回近畿ブロック大会「丹の国あやべ大会」 オンライン

2.25 オンライン

※その他、諸会議に出席

4.20 近世城下町ふるさとまつり運営委員会　会議 長浜市　多目的ルーム１

5.12 (一社）長浜ビジネスサポート協議会青年部　会議 長浜ビジネスサポートセンター

5.21 長浜きもの大園遊会運営委員会　会議 長浜市役所5階5-A

6. 5 近世城下町ふるさとまつり交流会部会事業 長浜市曳山博物館

近世城下町トークライブ・サミット 伝承スタジオ

6. 8 (一社）長浜ビジネスサポート協議会青年部　会議 長浜市商工会1-A会議室

6.21 (一社）長浜ビジネスサポート協議会青年部　会議 長浜市曳山博物館

7.20 (一社）長浜ビジネスサポート協議会青年部　会議 伝承スタジオ

8. 5 長浜市へ渋沢栄一が教えるお金の話の絵本「おかねってなぁに？」寄贈式 長浜市図書館

8.11 近世城下町ふるさとまつり運営委員会　会議 長浜市役所多目的ルーム1

8.30 (一社）長浜ビジネスサポート協議会青年部　会議 長浜市商工会1-A会議室

9.13 (一社）長浜ビジネスサポート協議会青年部　会議 長浜ビジネスサポートセンター

10. 4 (一社）長浜ビジネスサポート協議会青年部　会議 長浜市商工会1-A会議室

11.23 (一社）長浜ビジネスサポート協議会青年部 北ビワコホテルグラティエ

　花火打上げ事業「未来MIRAI」＆意見交換会

2.10 (一社）長浜ビジネスサポート協議会青年部　会議 長浜市商工会1-A会議室

2.15 長浜きもの大園遊会運営委員会　会議 えきまちテラス長浜3階

3.28 (一社）長浜ビジネスサポート協議会青年部　会議 しろやま

※その他、諸会議に出席

令和4年

その他

令和3年

令和3年

令和4年

令和3年

令和4年

日本商工会議所青年部・近畿ブロック商工会議所青年部連合会

県青連(滋賀県商工会議所青年部連合会)

第41回全国大会「SETOの都　香川たかまつ大会」
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#REF!
総会・例会・事業等

令和3年

 4.22 通常総会(書面議決)

【議案】

第1号議案 

　第2号議案 

監査報告

　第3号議案 

　第4号議案 

 5. 7 駅周辺清掃活動(中止)

 6. 9 6月例会 長浜商工会議所

【議題】

① 企画研修事業委員会報告

② 親睦事業委員会報告

 8.10 8月例会・企画研修事業(中止)

【研修事業先】

ORENGE

10.26 秋の奈良散策親睦旅行 奈良方面

【旅行先】

湖南三山・ならまち・薬師寺

12. 9 臨時総会 浜湖月

【議題】

① 2022年度役員選任に関する件

② 全国商工会議所女性会連合会オンライン総会報告

③ 秋の奈良散策親睦旅行報告

④2月企画研修事業について

令和4年

2.9 補助金活用事業「ねねのおみせ」 まちなか空き店舗

～2.13 【内容】

マルシェ・喫茶

 3. 9 一斉清掃 長浜駅周辺

女連関連

令和3年

 6. 9 関女連奈良オンライン総会 長浜商工会議所

【講演】

内容　｢城と女性ー戦国時代を生きるー」

講師　奈良大学　文学部　教授・博士　千田　嘉博　氏

10.22 第53回全国商工会議所女性会連合会オンライン総会 長浜商工会議所

内容　｢渋沢栄一POWER!」

講師　一橋大学大学院経営管理研究科　

教授　クリスティーナ・アメ―ジャン　氏

令和4年

 1.27 県女連　正副会長・監事会 G-NETしが男女共同参画センター

 2.21 県女連　講演会 ｸｻﾂｴｽﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ

【講演】

内容　「草津のまちづくりにかけた想い」

講師　草津まちづくり(株)　取締役　伊勢村　恭司　氏

 3.22 関女連　理事会・会長会議(オンライン) 長浜商工会議所

年末懇親会

令和4年度事業計画(案)承認に関する件

令和4年度収支予算(案)承認に関する件

9.女性会事業報告

令和3年度収支決算承認に関する件

令和3年度事業報告承認に関する件
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受験者 合格者 受験者 合格者 受験者 合格者 受験者 合格者 受験者 合格者 受験者 合格者 受験者 合格者

158 R3.6.13 6 0 21 5 42 6 69 11

159 R3.11.21 7 1 10 5 61 17 78 23 115 41

160 R4.2.27 8 1 51 32 59 33 93 54

13 1 39 11 154 55 206 67 208 95

222 R3.6.27 5 0 10 1 9 8 1 0 2 0 12 12 39 21

223 R3.10.24 6 0 13 2 3 1 2 0 14 10 1 1 39 14 31 11

224 R4.2.13 11 1 10 1 2 2 12 10 5 4 1 1 41 19 31 17

22 1 33 4 14 11 15 10 21 14 14 14 119 54 62 28

10.検定試験の状況
(単位:名)

検定名 回数 実施日

1級 2級 3級 4級 5級 6級
受験者
合計

合格者
合計

R2

珠算

合計

日商簿記

合計
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Ⅴ.組　織 令和4年3月31日現在

1.会員

(1)会員数

(2)部会

(3)委員会

小規模企業経営改善資金審査委員会 5 マル経資金推せん審議

情報・サービス業部会 IT関連・情報提供 268

合　　　計 1,166

委員会名 委員数 主な審議事項

機械金属工業部会 機械･金属加工 66

交通運輸部会 交通・運輸 31

卸・小売商業部会 卸･小売商業 273

建設業・不動産部会 建設･不動産 261

観光・料飲食産業部会 料飲食・旅館 103

食品工業部会 食品加工 28

一般工業部会 一般製造 95

金融･保険･証券部会 金融・証券･保険 23

部会名 所属業種 部会会員数

繊維工業部会 繊維 18

合計 1,101 92 14 2 10 27 1,166

個人 319 60 2 1 5

団体 23 1 2 0 0 2 22

8 371

年度末数
本会員数 会員数 廃業・休業 事業縮小 その他 計

773法人 759 31 10 1 5 17

区分
前年度 新規 退会
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2.役員

(1)各役員の定数及び実数

　

(2)各役員の氏名・企業の名称及び企業上の役職・企業の業種

3.議員　

4.特定商工業者

特定商工業者数

合計 666 541 125

法人 644 522 122

団体 9 8 1

個人 13 11 2

計 70 70

区分 特定商工業者数
内訳

会員 非会員

2号議員 24 24

3号議員 10 10

区分 定数 実数

1号議員 36 36

専務理事 北川　雅英 長浜商工会議所 専務理事 ―

副会頭 伊吹　正弘 伊吹株式会社 会長 縮緬・生糸卸

副会頭 石井　太 湖北工業株式会社 代表取締役 電子部品/デバイス製造・販売

副会頭 学校法人関西文理総合学園 理事長 大学若林　浩文

会頭 大塚　敬一郎 大塚産業マテリアル株式会社 代表取締役会長 自動車内装用部品製造業

副会頭 塚田  益司 ヨコハマタイヤ滋賀販売株式会社 代表取締役 自動車用タイヤ卸・販売

役職名 氏名 企業の名称 企業上の役職 企業の業種

顧問 浅見　宣義 長浜市役所 市長 ―

副会頭 4 4

区分 定数 実数

監事 2 2

専務理事 1 1

常議員 23 23

会頭 1 1
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5.役員名簿(常議員・監事)

役職名 氏名 事業所名 役職名 所属部会名

顧問 浅見　宣義 長浜市 市長

会頭 大塚　敬一郎 大塚産業マテリアル株式会社 代表取締役会長 一般工業部会

副会頭 塚田  益司 ヨコハマタイヤ滋賀販売株式会社 代表取締役 卸･小売商業部会

副会頭 伊吹　正弘 伊吹株式会社 会長 繊維工業部会

副会頭 若林　浩文 学校法人関西文理総合学園 理事長 情報・サービス業部会

副会頭 石井　太 湖北工業株式会社 代表取締役 機械金属工業部会

専務理事 北川　雅英 長浜商工会議所 専務理事

役職名 氏名 事業所名 役職名 所属部会名

常議員 藪内　猛 株式会社ヤブウチ 代表取締役 繊維工業部会

常議員 田中　健之 新木産業株式会社 代表取締役会長 一般工業部会

常議員 常喜　利雄 近江ベルベット株式会社 代表取締役社長 一般工業部会

常議員 井上　昌洋 江洲産業株式会社 代表取締役 一般工業部会

常議員 森　和之 新江州株式会社 代表取締役社長 一般工業部会

常議員 織田　英孝 日本電気硝子株式会社滋賀高月事業場 執行役員事業場長 一般工業部会

常議員 兵頭　雅博 三菱ケミカル株式会社滋賀事業所 事業所長 一般工業部会

常議員 沢田　昌宏 株式会社沢田商店 代表取締役 卸・小売商業部会

常議員 大沢　泰造 大沢ホールディングス株式会社 代表取締役 建設業･不動産部会

常議員 國友　隆房 国友工業株式会社 代表取締役 建設業･不動産部会

常議員 伊藤　和真 株式会社材光工務店 代表取締役 建設業･不動産部会

常議員 廣井　学 株式会社大垣共立銀行長浜支店 支店長 金融･保険･証券部会

常議員 川西　民雄 株式会社滋賀銀行長浜支店 支店長 金融･保険･証券部会

常議員 田邊　功 長浜信用金庫 理事長 金融･保険･証券部会

常議員 水野　透 株式会社渡辺工業 代表取締役会長 機械金属工業部会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和4年3月31日現在）
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役職名 氏名 事業所名 役職名 所属部会名

常議員 髙橋　康之 髙橋金属株式会社 代表取締役 機械金属工業部会

常議員 田尾　知久
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
                        小形事業部

代表取締役
兼小形事業部事業部長

機械金属工業部会

常議員 月ヶ瀬　義雄 ワボウ電子株式会社 代表取締役社長 機械金属工業部会

常議員 髙橋　善孝 扶桑工業株式会社 専務取締役 機械金属工業部会

常議員 上羽　輝明 株式会社住文 代表取締役 観光・料飲食産業部会

常議員 岸本　一郎 株式会社浜湖月 代表取締役 観光・料飲食産業部会

常議員 樋口　豪一 カネ上株式会社 代表取締役 食品工業部会

常議員 藤田　義嗣 日本ソフト開発株式会社 代表取締役会長 情報･サービス業部会

監事 寺田　鉄男 株式会社関西みらい銀行長浜支店 支店長 金融･保険･証券部会

監事 本城　善男 本城善男税理士事務所 所長 情報･サービス業部会
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6.議員名簿

氏名 事業所名 役職名 所在地 電話番号

丸井　貴文 アクサ生命保険株式会社彦根営業所 所長
彦根市中央町3-8
彦根商工会議所会館3F

26-0977

林　章浩 株式会社旭ハウジング 代表取締役 米原市顔戸684-1 52-2348

田中　健之 新木産業株式会社 代表取締役会長 長浜市高月町森本95 85-3344

石道　華子 株式会社石道紙器工業所 取締役 長浜市元浜町22-4 62-0641

伊吹　正弘 伊吹株式会社 会長
京都市下京区高辻通油小路
東入る永養寺町229-1

(075)354
-9777

山瀬　文宏 近江鉄道株式会社 執行役員総合企画部長 彦根市駅東町15-1 22-3301

常喜　利雄 近江ベルベット株式会社 代表取締役社長 長浜市石田町533 62-1235

廣井　学 株式会社大垣共立銀行長浜支店 支店長 長浜市高田町4-2 62-1800

大沢　泰造 大沢ホールディングス株式会社 代表取締役 米原市杉沢314-2 55-2062

大塚　英和 株式会社大塚工務店 代表取締役 長浜市八幡東町40 63-4520

大塚　敬一郎 大塚産業マテリアル株式会社 代表取締役会長 長浜市八幡中山町1 62-3251

竹下　元 近江化学工業株式会社 代表取締役社長 米原市長沢1466-5 52-2068

竹中　一浩 有限会社小川ヤ 代表取締役 長浜市朝日町3-9 62-0555

樋口　豪一 カネ上株式会社 代表取締役 長浜市平方町720-15 62-0908

若林　浩文 学校法人関西文理総合学園 理事長 長浜市田村町1266 64-8100

森内　建樹 株式会社行政事務センター 代表取締役 長浜市八幡東町83-3 64-1141

北川　善庸 株式会社京都銀行長浜支店 支店長 長浜市八幡東町441-5 68-3700

畑澤　康弘 近畿精工株式会社 代表取締役 長浜市西上坂町275 63-5301

國友　隆房 国友工業株式会社 代表取締役 長浜市神照町938 62-1617

田中　猛士 株式会社黒壁 代表取締役社長 長浜市元浜町12-38 65-2330

井上　昌洋 江洲産業株式会社 代表取締役 長浜市口分田町368 62-3388

石井　太 湖北工業株式会社 代表取締役 長浜市高月町高月1623 85-3211

小川　孝史 湖北精工株式会社 代表取締役 長浜市東上坂町351-2 63-5212

伊藤　浩 株式会社材信工務店 代表取締役 長浜市八幡東町237 62-6076

伊藤　和真 株式会社材光工務店 代表取締役 長浜市八幡東町428-1 62-5170

漣　泰寿 有限会社さざなみ酒店 取締役 長浜市元浜町12-27 62-3373

沢田　昌宏 株式会社沢田商店 代表取締役 長浜市神前町9-11 62-0057

尾﨑　隆 サンオクト株式会社 代表取締役 長浜市神照町678-1 65-2636

水上　豊彦 滋賀運輸株式会社 代表取締役 長浜市加納町391 63-1866

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和4年3月31日現在)
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氏名 事業所名 役職名 所在地 電話番号

山田　普 滋賀近交運輸倉庫株式会社 代表取締役会長 長浜市山階町138 65-8001

川西　民雄 株式会社滋賀銀行長浜支店 支店長 長浜市高田町9-10 62-1020

鳥光　康彦 滋賀日軽株式会社 代表取締役 長浜市酢500 73-3085

清水　実 株式会社清水商会 代表取締役 長浜市平方町251 63-5001

森　和之 新江州株式会社 代表取締役社長 長浜市川道町759-3 72-8100

上羽　輝明 株式会社住文 代表取締役 長浜市港町4-17 62-7777

松居　宏純 大栄テクノ株式会社 代表取締役 長浜市列見町217 63-6601

竹備　富明 太陽運輸株式会社 取締役会長 長浜市高月町森本100 85-3411

中村　岳志
大和リゾート株式会社
Hotel＆Resorts NAGAHAMA

総支配人 長浜市大島町38 64-2000

髙橋　康之 髙橋金属株式会社 代表取締役 長浜市細江町864-4 72-3980

田中　正孝 田中ホールディングス株式会社 代表取締役会長 長浜市木之本町木之本1768 82-6600

沓水　文男 東亜工業株式会社 代表取締役 長浜市平方町366-3 62-2200

中川　嘉隆 中川絹糸株式会社 代表取締役 長浜市川道町2481 72-3535

篠田　和彦 長浜キヤノン株式会社 代表取締役社長 長浜市国友町1280 64-2111

田邊　功 長浜信用金庫 理事長 長浜市元浜町3-3 63-3321

吉田　豊 合名会社長浜文泉堂 店主 長浜市大宮町5-14 62-0048

長田　裕幸 西日本電信電話株式会社滋賀支店 支店長 大津市浜大津1-1-26
(077)527
-8789

小西　和哉 日成不動産株式会社 代表取締役 長浜市室町405-1 65-3587

藤田　義嗣 日本ソフト開発株式会社 代表取締役会長  米原市米原西23 52-3811

織田　英孝 日本電気硝子株式会社滋賀高月事業場 執行役員事業場長 長浜市高月町高月1979 85-2233

橋本　樹 株式会社橋本クロス 代表取締役 長浜市南浜町976 72-3160

岸本　一郎 株式会社浜湖月 代表取締役 長浜市公園町4-25 62-1111

速水　一生 ハヤミ工産株式会社 代表取締役 長浜市木之本町黒田313-2 82-4334

原馬　淳一 原馬化成株式会社 代表取締役 長浜市西上坂町字南庄293-1 63-8989

藤田　雅之 株式会社フジタ 代表取締役 長浜市大宮町6-11 62-1874

髙橋　善孝 扶桑工業株式会社 専務取締役 長浜市大戌亥町730 62-2451

市田　邦洋 兵神装備株式会社 代表取締役社長 長浜市高月町東物部1020 85-4522

松宮　誠也 税理士法人MATCHパートナーズ 代表社員 長浜市勝町349 62-3961

法戸　繁利 丸三開発株式会社 代表取締役 長浜市宮司町151 62-2579

兵頭　雅博 三菱ケミカル株式会社滋賀事業所 事業所長 長浜市三ツ矢町5-8 65-5111

中村　彰男 明文舎印刷商事株式会社 代表取締役社長 長浜市森町中久保386 63-1441
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氏名 事業所名 役職名 所在地 電話番号

本庄　浩二 株式会社明豊建設 代表取締役 長浜市加納町394 62-6580

藪内　猛 株式会社ヤブウチ 代表取締役 長浜市八幡中山町732 63-2221

平山　正樹 株式会社山久 代表取締役社長 長浜市八幡中山町1202-5 63-6611

田尾　知久
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
　　　　　　　　　　　　小形事業部

代表取締役
兼小形事業部事業部長

長浜市川道町1009-2 72-5330

村田　寿郎 株式会社豊建築設計事務所 代表取締役 長浜市神照町696-5 62-3151

山口　光男 株式会社横井機販 代表取締役 長浜市神照町744 63-7732

塚田　益司 ヨコハマタイヤ滋賀販売株式会社 代表取締役 長浜市八幡中山町365 64-0503

吉田　和生 有限会社吉正織物工場 代表取締役 長浜市口分田町629 62-1790

水野　透 株式会社渡辺工業 代表取締役会長 長浜市新栄町655 62-7121

月ヶ瀬　義雄 ワボウ電子株式会社 代表取締役社長 長浜市平方町730 63-5100

【監事】

氏名 事業所名 役職名 所在地 電話番号

寺田　鉄男 株式会社関西みらい銀行長浜支店 支店長 長浜市八幡東町250 64-1855

本城  善男 本城善男税理士事務所 所長 長浜市南高田町637 63-4501
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(1)1号議員 (改選:令和元年11月1日)
(令和4年3月31日現在)

氏名 事業所名 役職名 電話番号 所属部会

中川　嘉隆 中川絹糸株式会社 代表取締役 72-3535 繊維工業部会

藪内　猛 株式会社ヤブウチ 代表取締役 63-2221 繊維工業部会

吉田　和生 有限会社吉正織物工場 代表取締役 62-1790 繊維工業部会

法戸　繁利 丸三開発株式会社 代表取締役 62-2579 一般工業部会

石道　華子 株式会社石道紙器工業所 取締役 62-0641 一般工業部会

竹下　元 近江化学工業株式会社 代表取締役社長 52-2068 一般工業部会

鳥光　康彦 滋賀日軽株式会社 代表取締役 73-3085 一般工業部会

沓水　文男 東亜工業株式会社 代表取締役 62-2200 一般工業部会

速水　一生 ハヤミ工産株式会社 代表取締役 82-4334 一般工業部会

原馬　淳一 原馬化成株式会社 代表取締役 63-8989 一般工業部会

橋本　樹 株式会社橋本クロス 代表取締役 72-3160 一般工業部会

田中　猛士 株式会社黒壁 代表取締役社長 65-2330 卸･小売商業部会

平山　正樹 株式会社山久 代表取締役社長 63-6611 卸･小売商業部会

塚田　益司 ヨコハマタイヤ滋賀販売株式会社 代表取締役 64-0503 卸･小売商業部会

林　章浩 株式会社旭ハウジング 代表取締役 52-2348 建設業･不動産部会

大沢　泰造 大沢ホールディングス株式会社 代表取締役 55-2062 建設業･不動産部会

大塚　英和 株式会社大塚工務店 代表取締役 63-4520 建設業･不動産部会

本庄　浩二 株式会社明豊建設 代表取締役 62-6580 建設業･不動産部会

山口　光男 株式会社横井機販 代表取締役 63-7732 建設業・不動産部会

小西　和哉 日成不動産株式会社 代表取締役 65-3587 建設業・不動産部会

丸井　貴文 アクサ生命保険株式会社彦根営業所 所長 26-0977 金融･保険･証券部会

北川　善庸 株式会社京都銀行長浜支店 支店長 68-3700 金融・保険・証券部会

廣井　学 株式会社大垣共立銀行長浜支店 支店長 62-1800 金融･保険･証券部会

畑澤　康弘 近畿精工株式会社 代表取締役 63-5301 機械金属工業部会

小川　孝史 湖北精工株式会社 代表取締役 63-5212 機械金属工業部会

髙橋　善孝 扶桑工業株式会社 専務取締役 62-2451 機械金属工業部会

市田　邦洋 兵神装備株式会社 代表取締役社長 85-4522 機械金属工業部会

水野　透 株式会社渡辺工業 代表取締役会長 62-7121 機械金属工業部会

山瀬　文宏 近江鉄道株式会社 執行役員総合企画部長 22-3301 観光･料飲食産業部会

39



氏名 事業所名 役職名 電話番号 所属部会

中村　岳志
大和リゾート株式会社
 Hotel＆Resorts NAGAHAMA

総支配人 64-2000 観光･料飲食産業部会

上羽　輝明 株式会社住文 代表取締役 62-7777 観光・料飲食産業部会

山田　普 滋賀近交運輸倉庫株式会社 代表取締役会長 65-8001 交通運輸部会

水上　豊彦 滋賀運輸株式会社 代表取締役 63-1866 交通運輸部会

若林　浩文 学校法人関西文理総合学園 理事長 64-8100 情報･サービス業部会

松宮　誠也 税理士法人MATCHパートナーズ 代表社員 62-3961 情報･サービス業部会

長田　裕幸 西日本電信電話株式会社滋賀支店 支店長 (077)527-8789 情報･サービス業部会

(2)2号議員

氏名 事業所名 役職名 電話番号 所属部会

伊吹　正弘 伊吹株式会社 会長 (075)354-9777 繊維工業部会

田中　健之 新木産業株式会社 代表取締役会長 85-3344 一般工業部会

井上　昌洋 江洲産業株式会社 代表取締役 62-3388 一般工業部会

中村　彰男 明文舎印刷商事株式会社 代表取締役社長 63-1441 一般工業部会

竹中　一浩 有限会社小川ヤ 代表取締役 62-0555 卸・小売商業部会

漣　泰寿 有限会社さざなみ酒店 取締役 62-3373 卸・小売商業部会

沢田　昌宏 株式会社沢田商店 代表取締役 62-0057 卸・小売商業部会

清水　実 株式会社清水商会 代表取締役 63-5001 卸・小売商業部会

吉田　豊 合名会社長浜文泉堂 店主 62-0048 卸・小売商業部会

藤田　雅之 株式会社フジタ 代表取締役 62-1874 卸・小売商業部会

國友　隆房 国友工業株式会社 代表取締役 62-1617 建設業・不動産部会

伊藤　浩 株式会社材信工務店 代表取締役 62-6076 建設業・不動産部会

伊藤　和真 株式会社材光工務店 代表取締役 62-5170 建設業・不動産部会

松居　宏純 大栄テクノ株式会社 代表取締役 63-6601 建設業・不動産部会

川西　民雄 株式会社滋賀銀行長浜支店 支店長 62-1020 金融・保険・証券部会

尾﨑　隆 サンオクト株式会社 代表取締役 65-2636 機械金属工業部会

月ヶ瀬　義雄 ワボウ電子株式会社 代表取締役社長 63-5100 機械金属工業部会

岸本　一郎 株式会社浜湖月 代表取締役 62-1111 観光・料飲食産業部会

竹備　富明 太陽運輸株式会社 取締役会長 85-3411 交通運輸部会

樋口　豪一 カネ上株式会社 代表取締役 62-0908 食品工業部会

森内　建樹 株式会社行政事務センター 代表取締役 64-1141 情報・サービス業部会
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氏名 事業所名 役職名 電話番号 所属部会

藤田　義嗣 日本ソフト開発株式会社 代表取締役会長 52-3811 情報・サービス業部会

村田　寿郎 株式会社豊建築設計事務所 代表取締役 62-3151 情報・サービス業部会

田中　正孝 田中ホールディングス株式会社 代表取締役会長 82-6600 情報･サービス業部会

(3)3号議員

氏名 事業所名 役職名 電話番号 所属部会

常喜　利雄 近江ベルベット株式会社 代表取締役社長 62-1235 一般工業部会

大塚　敬一郎 大塚産業マテリアル株式会社 代表取締役会長 62-3251 一般工業部会

森　和之 新江州株式会社 代表取締役社長 72-8100 一般工業部会

織田　英孝 日本電気硝子株式会社滋賀高月事業場 執行役員事業場長 85-2233 一般工業部会

兵頭　雅博 三菱ケミカル株式会社滋賀事業所 事業所長 65-5111 一般工業部会

田邊　功 長浜信用金庫 理事長 63-3321 金融･保険･証券部会

髙橋　康之 髙橋金属株式会社 代表取締役 72-3980 機械金属工業部会

篠田　和彦 長浜キヤノン株式会社 代表取締役社長 64-2111 機械金属工業部会

田尾　知久
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
　　　　　　　　　　　　小形事業部

代表取締役
兼小形事業部事業部長

72-5330 機械金属工業部会

石井　太 湖北工業株式会社 代表取締役 85-3211 機械金属工業部会
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(令和4年3月31日現在)

部会名 部会長

中川絹糸株式会社 代表取締役 中川　嘉隆

有限会社吉正織物工場 代表取締役 吉田　和生

新木産業株式会社 代表取締役会長 田中　健之

近江化学工業株式会社 代表取締役社長 竹下　元

丸三開発株式会社 代表取締役 法戸　繁利

ハヤミ工産株式会社 代表取締役 速水　一生

明文舎印刷商事株式会社 代表取締役社長 中村　彰男

柏屋老舖 代表者 北倉　康博

有限会社さざなみ酒店 取締役 漣　泰寿

株式会社清水商会 代表取締役 清水　実

有限会社小川ヤ 代表取締役 竹中　一浩

株式会社油甚 代表取締役 桐山　惠行

株式会社旭ハウジング 代表取締役 林　章浩

株式会社大塚工務店 代表取締役 大塚　英和

川瀬産商株式会社 代表取締役 川瀬　努

国友工業株式会社 代表取締役 國友　隆房

株式会社材光工務店 代表取締役 伊藤　和真

大栄テクノ株式会社 代表取締役 松居　宏純

日成不動産株式会社 代表取締役 小西　和哉

株式会社明豊建設 代表取締役 本庄　浩二

アクサ生命保険株式会社
　　　　　　彦根営業所

所長 丸井　貴文

株式会社大垣共立銀行
　　　　　　長浜支店

支店長 廣井　学

滋賀ファミリー有限会社 代表取締役 髙崎　光

株式会社伊吹機械 代表取締役 伊吹　宏一

近畿精工株式会社 代表取締役 畑澤　康弘

湖北精工株式会社 代表取締役 小川　孝史

扶桑工業株式会社 専務取締役 髙橋　善孝

兵神装備株式会社 代表取締役社長 市田　邦洋

サンオクト株式会社 代表取締役 尾﨑　隆

株式会社渡辺工業
代表取締役会長　水野　透

株式会社沢田商店
代表取締役　沢田　昌宏

機械金属工業

株式会社材信工務店
代表取締役　伊藤  浩

株式会社滋賀銀行長浜支店
支店長　川西　民雄

卸・小売商業

建設業・不動産

金融・保険・
証券

7.正副部会長名簿

副部会長

繊維工業

一般工業

株式会社ヤブウチ
代表取締役　藪内  猛

江洲産業株式会社
代表取締役　井上　昌洋
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部会名 部会長

近江鉄道株式会社
執行役員
総合企画部長

山瀬　文宏

株式会社京岩神前殿 代表取締役　 和田　洋典

株式会社住文 代表取締役 上羽  輝明

株式会社
太陽ツーリストサービス

代表取締役 中川　安之

大和リゾート株式会社
Hotel&Resorts NAGAHAMA

総支配人 中村　岳志

株式会社茂美志屋喜八郎 代表取締役 辻　喜八郎

有限会社京極寿司 代表取締役 眞杉　国史

有限会社千茂登 取締役 三好　武夫

長浜観光株式会社 代表取締役 矢野　充

株式会社三日月 代表取締役 北川　次夫

滋賀近交運輸倉庫株式会社 代表取締役会長 山田　普

湖国バス株式会社長浜営業所 所長 和田　博愛

滋賀運輸株式会社 代表取締役 水上　豊彦

ひばり観光バス株式会社 代表取締役 山﨑　識

琵琶倉庫株式会社 代表取締役 笹原　司和

株式会社
ミールサービスたにぐち

代表取締役 谷口　之信

佐藤酒造株式会社 代表取締役 佐藤　硬史

アドワイズ株式会社 代表取締役 大神　敏臣

株式会社行政事務センター 代表取締役 森内　建樹

田中ホールディングス
　　　　　　株式会社

代表取締役会長 田中　正孝

西日本電信電話株式会社
　　　　　　　滋賀支店

支店長 長田　裕幸

株式会社豊建築設計事務所 代表取締役 村田　寿郎

つつみ不動産鑑定株式会社 代表取締役 堤　義定

副部会長

株式会社浜湖月
代表取締役　岸本 一郎

太陽運輸株式会社
取締役会長　竹備　富明

カネ上株式会社
代表取締役　樋口　豪一

日本ソフト開発株式会社
代表取締役会長　藤田  義嗣

情報・
サービス業

食品工業

観光・
料飲食産業

交通運輸
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8.新入会員名簿

※事業所名表記については入会時のものとする。 (令和3年4月1日～令和4年3月31日)

№ 会員№ 事業所名 役職名 代表者名 営業内容

1 3508 和食 仲かわ 代表者 中川　皇二 会席料理店、仕出し

2 3579 株式会社浅尾 代表取締役 浅尾　年彦
木材家具、木材玩具類の製造販売
木材の販売及び加工業

3 3866 ジェミニ 代表 松田　保子 婦人服、小物販売

4 3869 ＲＥＳＥＬＶＥＳ 代表 岩本　真奈 オリジナル水着販売オンラインショップ

5 3896 カラオケＪ２ 代表 山本　剛義 カラオケボックス

6 4055 Ｋ・Ｙプロジェクト 代表 川瀬　裕規 動画作成、クリエイター業

7 4179 マーケティング本舗ヒカリエ 代表 杉居　のり子 ホームページ制作等

8 4182 Ｔｈｅ ＴＲＵＳＴ ＰＲＯＤＵＣＴＳ 代表 白﨑　知也 デザイン業

9 4186 エザキ整体院 代表 江崎　喜晴 整体業

10 99 有限会社カサスエ 取締役 森　健 堤灯、眼鏡、雨具小売

11 2646
協同組合平和堂同友店会
アル・プラザ長浜支部

支部長 森　健 平和堂店舗による協同組合

12 4164 アクセル株式会社 代表取締役 山田　剛 旅行業

13 4187 ｈａｉｒ ｆｉ－ｋａ 代表 小八木　翔太 理美容業

14 4188 ～五感～ 代表 上野　千里 リラクゼーション

15 4191 ＰＩＮＯＹ ＴＡＭＢＡＹＡＮ 代表 太田　ｴﾊﾞﾝｼﾞﾘﾝ
フィリピンレストラン、仕出し、
お弁当と雑貨店

16 4193 株式会社琉球オフィスサービス 代表取締役 藤本　和之 ホームページ制作サービス

17 4194
富士フィルムＢＩ福井株式会社
                  長浜営業所

営業所長 北川　和男 複合機、IT機器の販売及び保守

18 4195 ｔｓｕｍｉｋｉ 代表 藤田　浩二
建物改修工事・リノベーションに
ついての営業・設計・現場管理

19 4197 Ｈａｃｃｉ 代表 岩﨑　美弥子 アクセサリー販売

20 4201 ギンザエクラン 代表者 内山　妃粋 鍼灸、美容エステ

21 4211 わけわけＤｅｌｉ 代表 熊谷　理美 食品加工

22 4212 合同会社長浜エリアマネジメント 代表社員 沢田　昌宏 再開発ビルの管理・賃貸

23 4213 株式会社湖北ライフスタイル研究所 代表取締役社長 月ヶ瀬　義雄 宿泊業、パン販売、温浴施設

24 4106 Ｃｈｏｏｓｅ 代表 北村　友美 まつ毛エクステ、脱毛、よもぎ蒸し

25 3294 株式会社宇津木 代表取締役 宇津木　公和 福祉用具の貸与・販売

26 3752 株式会社仕立屋と職人 代表取締役 渡邉　ゆかり コンサルティング・デザイン

27 3826 ネイルサロンＢＩＫＫＹ 代表 泉　宏美 ネイルサロン

28 4223 ｇａｌｌｅｒｙ ａｎｄ ｄｅｓｉｇｎ ＵＲＵＮＯ 代表 宇留野　元徳 デザイン・ギャラリー運営

29 4224 お台処ともゑ庵 代表 齋藤　智基 飲食業

30 4207 キのパン・カフェ 代表 木下　滋子
軽飲食等提供（カフェ）、
パン製造・小売り
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№ 会員№ 事業所名 役職名 代表者名 営業内容

31 4239 クリーンガス滋賀株式会社 代表取締役社長 田辺　俊浩 プロパンガス、住設機器販売

32 4246 はるねき 代表 風晴　恵一
コーチング、ワークショップ、
ITサポート

33 4247
アストラゼネカ株式会社
              米原工場

工場責任者 山本　泰士
医療用薬品の開発、製造、販
売

34 4248 Ｎｕｃｈｉ 代表 島田　環 エステティック業

35 4249 アトリエモルフェ 代表 長谷　佑美
グラフィックデザイン、
雑貨販売、イベント企画運営

36 2587 株式会社関谷建設 代表取締役 関谷　篤範 一般土木建築工事業

37 4251
プラウド株式会社
（セレマ長浜シティホール）

代表取締役 原　正弘 冠婚葬祭業

38 4252 オピュール 代表取締役 小栗　章弘 健康食品販売

39 4255
カイロプラクティック院
ｌｉｖｅｆｅｓＲｏｃｋ

院長 北村　哲哉
カイロプラクティックの施術、検
査、サプリメントなどの物品販売

40 4256 ラウンジＪＯ．Ａ 代表 徐　来慶 飲食店

41 4257 新日本補聴器株式会社彦根店 代表取締役 髙橋　信悟 補聴器の販売、メンテナンス

42 4258 西心興業 代表 西野　浩
建設建築、土木工事一式、鳶、
ブロック工事、仮設足場工事等

43 4259 なごみ寿司 店主 鎌足　正弘 すし店

44 4260 植田工業 代表 植田　貴志 一般土木建築工事業

45 4262 るうむ 事業主 馬渕　洋子 飲食店

46 4263 多喜 代表 川瀬　勝 いけす、割烹、寿司、仕出し

47 4024 鉄板ダイニングニューヨーク 代表 北川　裕子 飲食業

48 4075 癒し家 院長 鈴木　大志 整体、リラクゼーション

49 4092 麺屋えん 代表 川上　浩二 飲食業

50 4199 株式会社ＳＩＲＯＺＡ 代表取締役 川瀬　大志
服のシェアレンタルと
服の販売アプリの運営

51 4204 ホットハンズ 代表 嶋津　蓉 マッサージ

52 4265 ハックルベリー 代表 吉田　勝典
スケートボード施設、スクール、
コンサルタント

53 4267 ＢＥＫＯ ＭＡＲＫＥＴ 代表 IKUNO　GILENO 菓子製造、肉、精肉、輸入食

54 4270 合同会社かみつれ 代表社員 宮崎　好美 農産物とその加工品の製造販売

55 4271 株式会社プラスＩ 代表取締役 伊藤　斉 電機工事業

56 4272 株式会社マスタークルー 代表取締役 姉崎　弘二 業務請負業

57 1096 美容室ＺＡＨＨＡ 店主 竹田  実 美容業

58 2582 二福亭 代表者 北川　永太郎 うどん店、飲食店

59 3383 ヤム タイ 代表者 山田　武雄 レストラン

60 4280 ⁺ArＱ 代表 廣瀨　直人　 建築リフォーム業

61 4282 株式会社ワイズ関西 専務取締役 延時　昇 人材派遣業、職業紹介事業

62 1225 有限会社中村組 代表取締役 中村　和彦 型枠の組立と解体
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№ 会員№ 事業所名 役職名 代表者名 業種

63 4286 湖のスコーレ株式会社 代表取締役 月ヶ瀬　雄介
ライフスタイルショップ、カフェ、
チーズ工房、体験教室等の運営

64 715 鍋庄商店 店主 山本　英夫 調味料製造業

65 4287 中華酒場 蟻の巣 オーナー 草野　喬也 飲食店

66 1533 宗永堂 店主 杉中　伸安 仏壇、仏具、漆塗り

67 1799 割烹 鈴天 店主 鈴木　孝明 飲食店

68 4019 株式会社Ｈａｇ Ｗｅｌｌ 代表取締役 相馬　基 就労支援事業（Ａ型事業所）

69 4253 ＮＡＴＵＲＡＬ 代表 兒玉　爽良
飲食店
（インターナショナル食料）

70 4289 アドバンスワン 代表 西村　清司
中小企業経営支援、
商品開発・販売

71 4290 ピヌロ 代表 齋藤　弘幸 飲食店（タイ料理）

72 4291 リラクゼーションおおはし 代表 大橋　勝富実 整体業

73 4292
ヒューマン・アンド・
セーフティ研究会

代表 髙橋　日出夫
中小企業・小規模事業者経営
改善コンサルタント

74 4293 ＳＹＳＧＥＥＮ 代表 山本　典子
プログラミングの受注、請負、
システムメンテナンス等

75 4296 株式会社アローズ・コンサル 代表取締役 久保　孝男
測量、設計、開発申請業務等、
請負及びコンサルティング

76 4297 琵琶観光バス株式会社 代表取締役 西川　定良 旅行業、貸切バス事業

77 4298 やきとりはうす 店主 菊池　正興 飲食店

78 1208 有限会社中原油店 代表取締役 中原　幸嗣 ガソリンスタンド

79 4002 株式会社びわこライス 代表取締役社長 髙橋　賢一 米穀の搗精、販売業務

80 4302
一般財団法人近畿健康管理センター
                      滋賀事業部

事業部長 橘髙　信弘 健康診断

81 4303 ひまわりゴルフクラブ 代表 曽我　重光 ゴルフ練習場

82 4305 株式会社ライコウ 代表取締役 脇坂　信助 不動産取引業

83 4306
一般財団法人
滋賀保健研究センター

理事長 三原　卓
健康診断、健康づくり、
作業環境測定

84 4308 あさひ警備保障 代表 清水　勇人
道路工事・イベント会場等
車両誘導警備

85 4310
エム・イージャパン株式会社
                長浜事業所

代表取締役 森　秀樹 健診事業、医療系業務請負業

86 4311 ビストロ中華ＩＣＨＩ 代表 横井　将史 中国料理店

87 4313 Ｂｏｄｙ Ｃａｒｅ レナータ 代表 伊藤　敬子 ボディケア・セラミックバス

88 4314 ＰＯＬＡ ＨＥＡＲＴショップ 外交員 宮川　あけ美 エステ・化粧品販売

89 4315 トリミング店わんわん 代表 田中　裕美 ペットトリミング

90 1705 辻工務店 代表 辻　富美夫 建築リフォーム工事業

91 4316 杉本興業 代表 杉本　晃希 仮設足場組立、弋工事一式

92 4317 オフィスイブキ 代表 栗本　豊 スクリーン印刷商品の卸売業
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9.事務局 令和4年3月31日現在

(1)事務局の組織図

　大塚 敬一郎

　塚田 益司、伊吹 正弘、若林 浩文、石井 太

　北川 雅英　

　事務局長：北川 雅英

経営指導員 係長： 山口 陽稔

所長： 吉井 康治 主査： 山内 雅世

係長： 村田 耕平 主事： 髙田 真美

主事： 廣瀨 文也 主事： 横幕 祥江

主事： 片岡 賢一

経営支援員 滋賀発事業承継プロジェクト　　事業承継推進員： 村田 精一

主査： 山内 雅世

主事： 佐藤 満穂子

記帳指導職員

主事： 大林 絵美

総務課中小企業相談所

管理・会員支援係経営支援・地域振興課

会 頭

副 会 頭

専 務 理 事

事務局
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10.会館事務所

(1)土地

(2)建物　鉄骨造2階建て(延べ)

(3)施設平面図
1Ｆ

2Ｆ

1,399.47　㎡

1,419.13　㎡
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#REF!

 4. 1 会頭訓示・辞令交付 当所フューチャールーム

曳山祭り総集会 長浜市役所

 4. 8 浜シルクプロジェクト 当所ミーティングルーム

 4.12 アジア経済研究会 当所フューチャールーム

 4.13 新入社員研修（4.13～4.14） 当所第1・2・3会議室

 4.16 労働保険年度更新研修会 ライズビル都賀山

滋賀県令和3年度施策説明会　 オンライン

 4.24 和菓子「餡や」オープニング 北國街道空き店舗

 4.27 実践ながはま・こほく創業塾担当者会議 当所フューチャールーム

 4.28 長浜ビジネスサポート協議会事務局長会議 当所フューチャールーム

企業内人権推進協議会理事会 長浜市役所

 5. 8 新草津商工会議所会館内覧会 草津商工会議所

 5.10 長浜みらい産業プラザ理事会 当所第4会議室

 5.14 長浜出世まつり役員会 当所会頭室

湖北地域雇用対策協議会 当所第2.3会議室

 5.17 関西みらい銀行長浜支店開業式 関西みらい銀行長浜支店

浜シルクプロジェクト 当所ミーティングルーム

 5.18 行政懇談会 当所フューチャールーム

 5.19 さざなみタウン構成団体長会議 さざなみタウン

 5.20 企業と高等学校情報交換会 当所第1・2・3会議室

 5.21 湖北地域雇用対策協議会役員会 当所会頭室

 5.28 長浜ビジネスサポート協議会定時総会 当所第2・3会議室

 6. 1 長浜みらい産業プラザ総会 北ビワコホテルグラツィエ

 6. 5 近世城下町サミット 長浜曳山博物館

 6. 8 滋賀県商工会議所連合会監査 当所会頭室

長浜市スポーツ振興面談 当所会頭室

 6.12 長浜市住民まちづくり事業審査会 長浜市役所本庁1階多目的ルーム４

 6.14 アジア経済研究会 当所フューチャールーム

 6.15 長浜ビジネスサポート協議会事務局長会議 当所会頭室

 6.16 ふるさと移住交流会 当所専務室

 6.17 湖国フィールドミュージアムワーキング会議 当所フューチャールーム

 6.18 第1期経営発達支援計画　事業評価検討委員会 当所第4会議室

 6.22 長浜ビジネスサポート協議会事務局長会議 当所会頭室

景況会議兼小規模企業支援振興委員会議 当所第1・2・3会議室

 6.23 長浜みらい産業プラザ正副会長会議 当所第4会議室

 6.24 さざなみタウン防災訓練 さざなみタウン第二駐車場

大垣共立銀行長浜商工会議所施設見学 当所

 6.28 曳山文化協会評議員会 長浜曳山博物館

 6.29 長浜ビジネスサポート協議会事務局長会議 当所会頭室

 長浜工業会役員会 当所第3会議室

 7. 1 長浜工業会臨時総会 当所第1会議室

 7. 2 長浜ビジネスサポート協議会正副会長会議 当所会頭室

 7. 5 長浜みらい産業プラザ第3回役員理事会 当所第2・3会議室

 7.10 ながはま・こほく経営塾 当所第1・2・3会議室

Ⅵ.その他主な会議･研修会･他団体の参加会議等

令和3年
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 7.12 長浜ビジネスサポート協議会理事会・臨時総会 当所第2会議室

長浜地域雇用創造協議会総会 当所第2・3会議室

 7.19 長浜市産業振興ビジョン懇話会 長浜市役所本庁舎1階多目的ルーム１・２

 7.27 令和3年度第2回相談所長会議 オンライン

 7.28 長浜ビジネスサポート協議会/長浜市商工会/長浜市との連絡会 当所フューチャールーム

長浜市公共施設マネジメント委員会 当所フューチャールーム

 8. 1 長浜観光協会事務所移転セレモニー えきまちテラス長浜

 8. 2 アジア経済研究会 当所フューチャールーム

 8.11 実践ながはま・こほく創業塾担当者会議 バイオインキュベーションセンター

 9. 1 環境経済推進協議会設立総会 長浜まちづくりセンター多目的ホールA・B

 9. 7 【第12期】第1回実践ながはま・こほく創業塾 オンライン

 9. 8 長浜みらい産業プラザ正副会長会議 当所第4会議室

 9.10 2021年度マル経等基礎研修会 オンライン

 9.14 【第12期】第2回実践ながはま・こほく創業塾 オンライン

 9.16 日商第133回通常会員総会 オンライン

湖北地域雇用対策協議会情報交換会振返り 長浜市役所

 9.21 【第12期】第3回実践ながはま・こほく創業塾 オンライン

 9.22 バイオクラスターネットワーク会議 長浜バイオ大学1階中会議室

 9.28 事業承継補助金相談会 当所第4会議室

【第12期】第4回実践ながはま・こほく創業塾 オンライン

10. 4 学卒採用戦略委員会役員会 当所会頭室

10. 5 健康経営研修会 当所会頭室

【第12期】第5回実践ながはま・こほく創業塾 オンライン

10.12 【第12期】第6回実践ながはま・こほく創業塾 オンライン

10.13 アジア経済研究会 浜湖月

10.17 長浜市美術展覧会表彰式 長浜市文化芸術会館

10.18 創業支援市町村担当者講習会 滋賀県庁東館7階大会議室

学卒採用戦略委員会役員会 当所会頭室

10.19 【第12期】第7回実践ながはま・こほく創業塾 オンライン

10.20 山際経済再生担当大臣来所 当所会頭室

10.22 優良従業員表彰選考会 当所会頭室

10.25 滋賀県商工会議所連合会幹事会 当所会頭室

長浜ビジネスサポート協議会定例連絡会議 長浜市役所3C会議室

10.26 【第12期】第8回実践ながはま・こほく創業塾 神照まちづくりセンター会議室A・B

10.27 長浜市企業内人権教育リーダー養成研修会 浅井文化ホール大ホール

10.28 湖北環境経済協議会設立総会 長浜まちづくりセンター多目的ホールA・B

11. 2 景況会議兼小規模企業支援振興委員会議 当所第1・2・3会議室

11. 5 令和3年度関西ブロック商工会議所中小企業相談所長会議 オンライン

11. 8 長浜まちづくり株式会社東邸リニューアルオープン picnic base

11. 9 メッセナゴヤ2021（11.9～11.11） ポートメッセなごや

11.11 経営支援員研修会 オンライン

11.15 長浜ビジネスサポート協議会事務局長会議 当所会頭室

11.16 労働保険事務組合職員研修会 オンライン室

11.18 長浜みらい産業プラザ交流事業 名神八日市カントリー倶楽部

11.19 ご当地弁当「ハマベン」審査会 慶雲館

令和3年度地域懇談会（公社びわこビジターズビューロー） クレフィール湖東

11.25 さざなみタウン防災訓練 さざなみタウン第一駐車場

11.28 まちなかフエスタ さざなみタウン
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11.30 長浜ビジネスサポート協議会若手職員交流会 当所フューチャールーム

令和3年度長浜市景観審議会 長浜市役所5階　5-A会議室

12. 3 労働保険事務組合職員研修 オンライン室

12. 6 長浜市・長浜商工会議所との懇談会 当所第1・2・3会議室

12. 7 新入社員フォローアップ研修 当所第1・2・3会議室

INPIT滋賀県知財総合支援窓口運営業務に係る連携会議 オンライン

12.10 実践ながはま・こほく創業塾担当者会議 当所フューチャールーム

12.13 経営指導員等研修会 オンライン

アジア経済研究会 浜湖月

湖北環境経済協議会勉強会 グランパレー京岩

12.14 長浜みらい産業プラザ第95回例会 北ビワコホテルグラツィエ

12.16 とうきょうアンテナ・マルシェ（12.16～12.19） 秋葉原CHABARA

12.17 学卒採用戦略委員会企業向け説明会 当所第1・2・3会議室

12.22 第3回相談所長会議 オンライン

12.26 うえの賢一郎経済講演会合同研修会 北ビワコホテルグラツィエ

1. 4 仕事始め式 当所フューチャールーム

長浜八幡宮御払い式 長浜八幡宮

令和4年・滋賀経済団体連合会・年賀会 びわこ大津プリンスホテル

1. 5 新年賀詞交歓会 北ビワコホテルグラツィエ

1. 9 長浜十日戎（1.9～1.11） 長浜豊国神社

 1.12 一般財団法人長浜青年会議所新年例会 当所第1・2・3会議室

 1.14 米原市商工会賀詞交歓会 エクシブ琵琶湖

長浜市商工会賀詞会 北近江リゾート

 1.20 長浜工業会新年例会 北ビワコホテルグラツィエ

 1.25 実践ながはま・こほく創業塾担当者会議 当所フューチャールーム

浜シルクプロジェクト×滋賀大学発表報告会 オンライン

 2.14 アジア経済研究会 当所第2・3会議室

3. 1 マル経審査会 当所第1会議室

3. 7 長浜みらい産業プラザ正副会長会議 当所第4会議室

3. 8 労働保険年度更新事務担当者研修会 当所ミーティングルーム

 3.11 令和4年度中小企業振興資金融資制度説明会 オンライン

 3.17 第4回相談所長会議 オンライン

景況会議兼小規模企業支援振興委員会議 当所第1・2・3会議室

令和4年
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