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地域とのコラボレーションと無限の探求
祇をん ににぎ  工場直販店 ほのあかり
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縁が導く 究極のモノづくり KIMORIの挑戦に伴走支援
有限会社KIMORI×大塚経営支援員
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今だからこそ！ SNS活用の基本術
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10 - 

11

オフィス DE デリ弁8
３-

５

現
役
時
代
に
将
来
の
資
金
を
備
え
る

特集

＜法律相談＞

＜知的財産等相談＞

＜事業承継等相談＞

＜労務相談＞

11月24日（水）10:00 ～（30分単位）日　　時

平柿法律事務所相 談 員

11月10日（水）13：30・14：30・15：30日　　時

INPIT滋賀県知財総合支援窓口  相 談 員

11月10日（水）
10：00・11：30・13：00・14：30

日　　時

滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター相 談 員

11月９日（火）13：30・14：30・15：30日　　時

滋賀県働き方改革推進センター相 談 員

　  上記相談のお申し込みお問い合わせは　指導課 (担当 岡田 ) まで  TEL 077-582-2425

　
各
種
相
談
案
内
●
相
談
無
料
　
●
予
約
制

 相談事例紹介（事業承継等相談）
「滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター」
　事業承継・事業引継ぎをお考えの滋賀県内の中小企業・
個人事業主を支援する公的相談窓口として活動しています。
相談内容としては、次のとおりです。
★親族への承継 ★従業員への承継 ★会社・事業の譲渡
★会社・事業の譲受 ★経営者保証の解除 ほか

　当所では、定例相談日（毎月開催）を設けていますが、
日程調整し別途相談日もご用意できます。お気軽にご相談
ください。

イルミネーションは2022年1月31日（月）まで開催

2021年11月20日（土）17:00 ～

もりやま冬ホタルイルミネーション点灯式

小
規
模
企
業
共
済



コロナワクチン職域接種を実施
当所では去る８月31日から10月22日までの31日間で、旭化成株式会社守山製造所体育館において

コロナワクチン職域接種を実施しました。

全国の商工会議所が政府からの要請を受け、自治体における接種負担を軽減するとともに、接種を
さらに加速させるため、実施しました。職域接種の単独実施が困難な中小・小規模事業者を対象に、
当所会員事業所、山水会、野洲市商工会、（一財）守山野洲勤労福祉サービスセンターの会員事業所
の従業員とその家族のみならず、守山市内の高等学校にも呼び掛け、16歳以上の学生の方を対象に
含めるなど、より多くの方に接種いただけるよう接種機会の拡大に努めました。

モデルナワクチンの供給遅れや医師・看護師の確保が難しく、当初難航していた同事業ですが、守
山市や旭化成株式会社守山製造所、済生会滋賀県病院・守山市民病院、守山野洲医師会等と連携し
事業を実施する事ができました。

接種総数2,422人に対し、守山市外の接種希望者
は全体の６割を超え、地域間の接種率の違いがその
まま反映される形となりました。特に接種機会に恵ま
れなかった接種希望者や、接種が従業員全体に行き
渡らず困っておられる事業所等からは「家族や会社に
迷惑かけずようやく安心して生活ができる」「事務所内
の感染リスクの軽減で活発な事業推進が可能となっ
た」など感謝の声を数多くいただきました。

わたしたちの団体では、高齢者が支え合いながら活き
活きと輝けるまちの実現を目指し、あわせて1,890人の会
員が活動を行っています。

高齢化が進行する中、それぞれの団体に求められる役
割を果たすべく、会員の加入促進をすすめています。

つきましては、守山市商工会議所会員事業所様におい
て、団体の活性化の一助として守山市老人クラブ連合会お
よび守山市シルバー人材センターの会員証を提示すること
により、特典事業をしていただけないものかと考え、この
度協力店を募らせていただきたいと思います。

☆ご協力いただいた事業所（店舗）につきましては、
会報誌への掲載のほか、チラシ等でお店の紹介を
させていただく予定です。

ご連絡いただきましたら、説明に伺わせていただき
ますのでよろしくお願い申し上げます。

守山市老人クラブ連合会・
守山市シルバー人材センターから
協力店のお願いです！

守山市下之郷三丁目２番５号 すこやかセンター内
守山アクティブシニア倶楽部（守山市老人クラブ連合会）  
電話・FAX 582-3310
守山市長寿政策課
電話 584-5474　FAX 581-0203

詳細・問い合わせ

▲接種当日の会場の様子

あすのたね
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小規模企業共済とは…

制度の概要

特集

事業者の生活安定と将来設計を支援する
～現役時代に将来の資金を備える～
「事業主の退職金制度」 といわれる「小規模企業共済」について
小規模企業共済は、全国で約153万人が加入する安心・確実な共済制度です。小規模事業者が、引

退後にゆとりある生活を送るために、資金を準備しておく「小規模事業者のための退職金」といえます。
今回は、「事業主の退職金制度」 といわれる「小規模企業共済」についてご紹介します。

廃業時の生活安定や事業再建、社会保障の不備補充のために発足

将来の備え＆節税

小規模企業共済制度が始まったのは、昭和40年（1965年）です。設立の趣旨は、主に2つありました。
ひとつは、小規模企業の経営者や個人事業主が廃業や退職の事態に陥った際に、その後の生活を安

定させたり、事業の再建に備えたりできるようにすること。
もうひとつは、小規模企業経営者や個人事業主は一般の労働者・従業員と比べ、社会保険や労働保

険など各種制度の恩恵を受けることが少なかったため、そういった社会保障政策の不備を補充する機
能を果たすことでした。

同制度は、小規模企業の健全な発達を促すとともに、その従事者の生活が一般の労働者・従業員の
生活と均衡するための手がかりのひとつとして生みだされました。

その後、時代や社会の変化とともに制度の内容が拡充され、現在に至っています。

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度
は、小規模企業が事業を廃止(廃業等) した際、会社等の解散
や役員を退任した場合など、いわゆる第一線を退いたときの
生活の安定または事業の再建などをはかる資金をあらかじめ
準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金」
ともいえる制度です。

令和２年度末( ２０２１年３月現在)、全国で約153万人の
方が加入されおり、ここ数年右肩上がりに増加しています。

資産運用残高は約10兆5,018億円です。令和2年度の受給
状況は、共済金受給額が約5,131億円、共済金受給額の平均
は1,130万円、共済金受給者の平均在籍年数は約19年となっ
ています。

掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果がありま
す。将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受
けられるお得な制度です。

特集
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加入できるのは

ポイント1   掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除

ポイント2   共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

ポイント3   低金利の貸付制度を利用できる

小規模企業共済制度に加入できるの
は、常時使用する従業員が２０名（宿
泊業・娯楽業を除くサービス業と商業
では５名）以下の個人事業主やその経
営に携わる共同経営者、会社等の役員
の方々。配偶者や後継者も条件を満た
せば共同経営者として加入できます。

月々の掛金は1,000 ～ 70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。例
えば、業績が好調の時は７万円を掛けておき、
経営状況が悪化した場合、1,000円に減額す
るといった柔軟な対応が取れます。

そして、大きなメリットが税法上の優遇措
置です。確定申告の際、その全額を課税対象
所得から控除できるため、前納するとより高
い節税効果があります。

共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一
括と分割の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得
扱いとなり、税制メリットもあります。

契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。
いろいろな貸付制度

一般貸付け ／ 緊急経営安定貸付け ／ 傷病災害時貸付け ／ 福祉対応貸付け ／ 創業転業時・新規事業展開
等貸付け ／ 事業承継貸付け ／ 廃業準備貸付け

所得が高ければ高いほど節税効果が期待できるため、たとえば課税される所得金額が200万円である場合、
掛金月額が7万円であれば、129,400円も節税することができます。

※「常時使用する従業員」には家族従業員・臨時従業員・
　 共同経営者は含まれない

小規模企業共済のお得な３つのポイント

特集
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小規模企業共済の共済金の受け取りについて
共済契約者の立場や請求事由によって、お受け取りになれる共済金の種類が異なります。また、掛金の納付

月数および共済事由ごとに、お受け取りになれる基本共済金が規定されています。

今回ご紹介した小規模企業共済は「安心をサポートする」国の共済制度です。退職後やもしもの備えとして、
是非ご加入をご検討ください。詳しくは、守山商工会議所（TEL：077-582-2425）までお問い合わせください。

詳しくは・・・

▲紹介動画はコチラもっと知りたい小規模企業共済 今日からおトク、未来もナットク 会社役員のための小規模企業共済

中小機構「小規模企業共済とは」
https://www.smrj.go.jp/kyosai/
skyosai/about/index.html　　　

｢加入シミュレーション」
https://www.smrj.go.jp/skyosai1/
simulator/index.php

特集

5



お知らせ
MORIYAMA

11月 のスケジュール

     お問合せ先  守山商工会議所 中小企業相談所
     TEL：077-582-2425 FAX:077-582-1551
     http://www.moriyama-cci.or.jp/

守山商工会議所場　　所

20名（先着順）定　　員

無料参 加 費

インボイス制度の実務対応
インボイス制度に係る注意点 他

内　　容

日　　時 令和３年11月16日㊋
14:00 ～ 16:00

風景画を中心として、身近な自然や静物画を墨の濃淡、にじみの偶然性、
伝統的な技法等により作成した個性的で多彩な水墨画作品12点を展示。

 ■ 第18回墨友会展
11月１日(月) ～ 11月７日(日) 初日10時から 最終日午後３時まで

カルトナージュ（厚紙を組み合わせて布を巻いて完成する技）で制作したティッ
シュBOX、鏡台、メガネケース、写真立てなど約50点を展示。

 ■ カルトナージュの展示品                                “展示販売あり”

11月29日(月) ～ 12月５日(日)  最終日午後４時まで

みんなの広場での活動作品（手作り作品）約100点を展示。

 ■ 梅田町みんなの広場                                  “展示販売あり”

11月８日(月) ～ 11月14日(日) 最終日午後４時まで

点と点を結んで線となり、線が重なり美しい曲線のデザインが現れる「糸かけ
数楽（数を楽しむ）アート」を中心にイキ・イキ・ハートサークルの作品約100
点を展示。

 ■ イキ・イキ・ハートサークル「糸かけアート」   “展示販売あり”

11月15日(月) ～ 11月21日(日) 初日10時から 最終日午後４時まで 

おしゃれにお花で制作したリースやしめ縄など約30点を展示。

 ■ アトリエＳＨＡＲＡ（クリスマス・お正月用の飾り）   “展示販売あり”

11月22日(月) ～ 11月28日(日)  最終日午後４時まで

1 月 湖南四市まちゼミ（～ 12月25日まで）
2 火 正副会頭会議
3 水 文化の日

4 木 工業部会　ものづくり講演会
令和3年度中間監査会

5 金
6 土
7 日
8 月

9 火
第６回常議員会
五部会ゴルフ大会実行委員会
労務相談

10 水
持続化補助金（コロナ型）第4回締切
事業承継等相談
知的財産等相談

11 木
12 金
13 土 工業部会　親子プログラミング教室
14 日
15 月 秋の健康診断
16 火 インボイス制度対策セミナー
17 水 建設部会　県・市議会議員との懇談会
18 木
19 金 秋の健康診断
20 土 もりやま冬ホタルイルミネーション点灯式（～ 1/31まで）
21 日 第159回日商簿記検定試験
22 月
23 火・祝 勤労感謝の日

24 水 法律相談
女性会　視察研修会

25 木 五部会ゴルフ大会
26 金
27 土
28 日
29 月 建設部会　視察研修
30 火

お問合せ・お申込み先：守山市駅前総合案内所（TEL:077-514-3765）
※必ずマスク着用・飲み物持参・歩きやすい服装でお越しください。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止になる場合がございます。

森の自然から学ぶ「紅葉と秋の自然を体験」

   のJRふれあいハイキング
参加者募集のお知らせ

申込〆
11月12日㊎

2021年11月19日(金) 9時～ 15時頃
200円（保険料）

［別途、往復バス代720円は自己負担］ 
10名　　　　　 約6㎞

守山市駅前総合案内所（集合：9時）⇒びわこ地球市民の森 
⇒ 鹿嶋神社 ⇒おうみんち⇒ 守山駅（解散：15時頃）

日　　時

参 加 費

参加募集人数 歩　　程

行　　程

制度改正に伴う専門家等派遣事業

早めの対策が必要です！
インボイス制度対策セミナー

令和５年10月から導入される、消費税複数税率
に対応した適格請求書等保存方式（インボイス制
度）の登録申請受付が、令和３年10月１日より始
まりました。免税事業者を含め全ての事業者に影
響があり、早めの準備が必要です。本セミナーは、
インボイス制度の概要から実務対応まで説明いた
しますので、ぜひこの機会にご参加ください。

大黒将範 氏
講 

師
税理士

申込方法
本誌折込みチラシにご記入の上、FAXにてお申し込みく
ださい。（守山商工会議所HPからもお申し込みできます）
○発熱など体調が悪い方はご参加をお控えください。
○当日はマスク着用にてご参加ください。
○新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更

する場合がございます。

 information 
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▲様々な例を出して参加者に分かりやすく説明する矢嶋氏

▲ネットショップの知識取得へ熱心に講師の話を聞く参加者 ▲創業塾生の出店の様子

チャレンジマルシェ　 10/17（日）
IT対策セミナー「ECサイト・ネットショップを
使って売上を伸ばすコツ」　10/21（木）他

他

会議・イベント 開催 報告 役員会・総会  　　 部会　　   青年部　　   女性会　　   その他（セミナー等）役 部 青 女 他

第５回常議員会　10/12（火）役

説明・報告
１．令和３年度優良従業員表彰式並びに記念講演会・会員

交流会について
２．守山商工会議所職域ワクチン接種(1回目)の結果につ

いて

議　題
１．常議員の選任について

２．新入会員の承認について（詳細は下記参照）
３．令和３年度守山市事業継続支援金事業の受託並びに

特別会計の設置について
４．令和３年度３密を避けた市内飲食店利用推進事業特

別会計の補正予算について

場所：守山商工会議所、Zoom

場所：うの家

場所：守山商工会議所

場所：守山商工会議所

講師：矢嶋 聡氏（中小企業診断士）

講師：杉山貴思氏（G-word代表）

令和4年度青年部会長予定者選
任について

梶山晋伴（かじやまのぶとも）
氏（滋賀ポンプ（株））が次年度会
長予定者として承認されました。

2019年から2021年ま
での卒塾生を対象に開催
しました。当日は、アー
ト作品やオリジナルTシャ
ツ、 似 顔 絵、 整 体 な ど、
塾で学んだことを活かし
て、それぞれ工夫しなが
ら出店されました。

当日は、矢嶋氏より事業再構築補助金や小規模事業者持
続化補助金、ものづくり・商業サービス生産性向上促進補
助金など、各種補助金の目的や活用方法、申請書を作成す
る際の手順やポイントについてわかりやすくご説明いただ
きました。

杉山氏より、ECサイトネットショップについて、ネッ
トで販路拡大をする重要性やネットショップを使って売上
を伸ばすコツについて詳しくお話しいただきました。

青年部 臨時総会　9/29（水）

補助金活用セミナー　10/8（金）

青

他

新しい会員さんです。共に、がんばりましょう！（敬称略）新入会員紹介コーナー

事業所名 代表者名 所在地 営業内容

株式会社 e せいゆう住宅 西田　信幸 吉身三丁目14-39 不動産売買仲介業、分譲

ARNOL 内藤　朗人 吉身三丁目11-53-301 経営コンサル、まちづくり支援

馳走屋　ぜんべさん 掛戸　信男 二町町216-6 飲食店

mumugi 合同会社　本店 吹原美由紀 梅田町85-7 今プラス内 インターネット小売販売、ショップ運営管理等

▲令和4年度会長予定者の梶山氏 

氏名 事 業 所 名 役職名

退
任 福尾 伸哉 株式会社 滋賀銀行

彦根支店 支店長

選
任 木村 諭

さ と し
史 株式会社 滋賀銀行

守山支店 支店長

任期：令和3年10月26日～令和４年10月31日（前任者の残任期間）

あすのたね

77



たまには飲食店のお弁当を注文して、職場でおいしいランチを食べる時間を作りませんか？
当所では、コロナ禍で苦しい状況下にある飲食店への企業・団体の皆さまが日常生活にできる大きな支援と

して、テイクアウト取扱店を「あすのたね」にてご紹介していきます。グルメタクシーを上手く活用して「デリバリー
弁当（デリ弁）」としても利用できます。みんなで地域の飲食店を応援しましょう！

パインツリーたまがわ

ちゃんこ北野
ちゃんこ鍋 2,500円
ちゃんこ北野のお弁当 1,000円
ちゃんこ北野のお弁当 1,500円
ちゃんこ北野のお弁当 2,000円
ちゃんこ北野のお弁当 2,500円

MENU

MENU

守山市石田町724－1         077－585 ー 0805
不定休　　　　  ご予約いただければ可能な限り時間対応いたします。
※配達ご希望の場合は要相談

所
休 事前予約要

お弁当 　1,080円～
オムライス 1,000円
エビフライ 1,400円
ハンバーグ 1,400円
ステーキ 1,700円

守山市下之郷1丁目8－12       077－583－8000
ご予約制　　　ご予約制　      @chankokitano
       (2日前までにご予約お願いします) 配達可能(近隣への配達可能。ご予約時にご相談ください)

所

営 休

事前予約要

良菜民酒 花螢
MENU 国産牛すき焼き重 850円

うな重 850円
味折小町弁当 1,500円
お造りと季節の
炊き込みご飯弁当 2,200円

予約不要

守山市小島町1665－3      077－582－6466
11:30 ～ 14:00/17:00 ～ 22:00      日曜日
       （配達の場合は前日までの要予約)  配達可(10,000円以上ご購入で配達可）

所
営 休

cafe Ponte /百味処住よし

守山市勝部2丁目12－8      077－583－7738
Cafe Ponte/水･木･金のみ営業 10:00 ～ 17:00（LO.16:30）
百味処住よし/完全予約制      @cafeponte2020

所
営
予約

2段弁当 1,000円
単品オムライス    600円～
単品クレープ    400円～

Cafe Ponte HP

MENU

カフェ ポンテ

旬菜 㐂よし

守山市石田町239－4　　 077－585－8828
11:30 ～ 14:00/17:30 ～ 21:30
火曜日               配達可(10個以上から配達可）       kiyoshi.8828

所
営

㐂よし弁当　　1,620円 （昼のみ）
㐂よし弁当　　2,160円 （昼のみ）
㐂よし弁当　　3,240円 （終   日）
オードブル（お値段に応じて作ります）

MENU

事前予約要休

しゅんさい  きよし

予約不要

OKAKI 守山店

守山市勝部1丁目1－17ベッセルイン滋賀守山駅前1F
077－514－0329      火曜日(祝日の場合は営業)
ランチ11:00 ～ 15:00(LO．14：30)　　　@okakimoriyama
ディナー 平日17:00～21:00(LO.20：30) 土、日、祝17:00～21:00(LO.20：30)

所

営

近江牛ビフテキ重        2,600円
近江牛グリルビーフ重  1,300円
近江牛やき肉重           1,000円
近江牛すき焼重           1,000円

MENU

休

価格はすべて税込み価格です

@hana_hotaru.r

@hana_hotaru.gourmet_net

@hanahotaru.r

ライス・サラダ・漬物付

TAKE OUT

TAKE OUT TAKE OUT

TAKE OUT TAKE OUT

グルメタクシー

詳しくは
こちら！➡

グルメタクシー事業に登録している
市内飲食店のお料理を1回の注文で
3,000円以上ご注文いただくことに
より、タクシーによるご自宅や職場
までの配送料の一部または全額を助
成します。
※事前に各店舗にご確認下さい。

10,000円以上
のお料理なら
10,000円以上
のお料理なら 宅配料無料！!
【配達範囲】守山市内

守山市内の
テイクアウトをおトクに
活用しましょう

３密を避けた市内飲食店
利用推進事業

詳しくは
こちら！➡

守山市内の飲食登録店でテイクアウ
ト商品を購入すると割引が受けられ
ます。
● 3,000円以上購入の場合
　 15%割引／上限10,000円
● 10,000円以上購入の場合
　 25%割引／上限30,000円
   （100円未満は切り捨て）

TAKE OUT

グルメタクシー

詳しくは
こちら！➡

グルメタクシー事業に登録している
市内飲食店のお料理を1回の注文で
3,000円以上ご注文いただくことに
より、タクシーによるご自宅や職場
までの配送料の一部または全額を助
成します。
※事前に各店舗にご確認下さい。

10,000円以上
のお料理なら
10,000円以上
のお料理なら 宅配料無料！!
【配達範囲】守山市内

守山市内の
テイクアウトをおトクに
活用しましょう

３密を避けた市内飲食店
利用推進事業

詳しくは
こちら！➡

守山市内の飲食登録店でテイクアウ
ト商品を購入すると割引が受けられ
ます。
● 3,000円以上購入の場合
　 15%割引／上限10,000円
● 10,000円以上購入の場合
　 25%割引／上限30,000円
   （100円未満は切り捨て）

TAKE OUT

オフィスDEデリ弁

あすのたね
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 【お問い合わせ】守山商工会議所
 中小企業相談所 指導課まで 
 TEL 582-2425  FAX 582-1551

守山商工会議所活用ガイド

精密機械加工業として1990年に創業、「革新的なモノづくり」に挑む山賀
町の有限会社KIMORI。代表の木森俊之さんは本業の傍ら、自転車工房
での前職を生かし自転車づくりの研究を重ねる。満を持してオリジナル自
転車の製造販売を手掛けた。2007年、自転車事業に加わった取締役の井
本浩司さんが、今に至る道を語った。

有限会社ＫＩＭＯＲＩ

住　所
〒524-0065滋賀県守山市山賀町42-1
TEL:077-585-8390
FAX:077-585-2920

制作協力／守山市民新聞編集室
（ライター ・ フォト　寺田）

展示会向けお役立ち助成金 窓口相談から解決への糸口

究極への想いに人が集まるリスクに備えて世界に発進

▲「出会いたいと思うと出会える！」
幸せを呼び込む井本さん

縁が導く 究極のモノづくり
KIMORIの挑戦に伴走支援

〝モノづくりが好き″という共通点で二人は意気投
合。オリジナル自転車の製造販売へ、共に大きく歩
き出した。

販路拡大に向けて2008年、幕張メッセで開催さ
れた大規模な自転車展示会「サイクルモード」に初出
展。100万円程かけて大々的に取り組んだ。後に守
山商工会議所へ入会。早速、指導課の大塚昌彦経営
支援員は『見本市等出展助成金制度』を紹介。販路
開拓を目的に新製品や新技術を見本市や展示会に出
展する中小・小規模事業者に対し出展に関わる費用
の一部を助成する制度で、その後の出展には同助成
金を活用した。井本さんは「展示会はお金がかかる。
支援してもらい、とても助かりました」と話す。

技術やデザインなどの特許申請についても、大塚経営支
援員が助言した。商工会議所では総合的な見地から知的財
産権について弁理士による相談会を行っている。「商工会議
所は特許についても窓口となっています」と話す。

また同社は商工会議所が広報活動を支援する『プレスリ
リース支援事業』のひとつで、今年2月に行われた「8社合同
記者発表会」にも参加。世界初の〝ハンドル操作の無い自転
車″を紹介し、バランス感覚
の良い子どもを育てるイベン
ト「キッズバイク広場」をPRし
た。「次は琵琶湖で子どものト
ライアスロン大会を開催した
い」と井本さん。

さらに展示会で出会った新潟県のメーカーのオファーで、
究極のモノづくりをテーマに、スポーツ性能と走る楽しさ
を実現した〝究極のバイク″をプロデュース。世界最先端の

〝デザイントレンド″を発信するイタリアの見本市「ミラノ
サローネ」にKIMORIの自転車が並んだ。

KIMORIの勢いは止まない…「今は僕らの自転車を取り
扱ってくれる大きなプロジェクトにも声を掛けてもらって
います」。

「新たな事業展開につながります」と、大塚経営支
援員は展示会出展の意義について説き強く勧める。
井本さんは展示会で知り合った商社の人との縁で、
海外進出というビッグチャンスをつかむ。

輸出に当たり、海外のPL保険についても商工会議
所に相談。大塚経営支援員は商工会議所で取り扱う
保険制度を紹介した。全世界を適用地域に損害賠償
金や訴訟費用などを補償する『中小企業海外PL保険
制度』に加入し、海外進出を決意した。「それでも売
るのは条件付き。来日し弊社で整備を学んだ人にし
か売らないんです！」と自社製品に愛情を込め、笑
顔を向ける。

▲「〝いつかとは″今です」と話す
   井本さん（左）と、大塚経営支援員

性能はもちろん、デザインも
魅力的な自転車が並ぶ

あすのたね
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専門家による情報配信事業
by 観光理財部会

Business

COMPASS
ビジネス
コンパス

専門家による情報配信事業
by 観光理財部会

国内SNSの現状　新型コロナウイルス感染拡大により
社会は大きく変容しました。ステイホー
ムや行動制限などが浸透した結果、イ
ンターネットコンテンツやSNSを介し
たオンラインでのコミュニケーション
は、増加傾向にあり、今後も増えてい
くことが考えられます。そういった現
状、マーケティングにSNSを利用しない
という選択肢はなくなりつつあります。

では、ビジネスでのSNSを活用する際
は、何を選んだら良いのでしょう？当社
では、SNS合計で9万人のフォロワーが
いる「しがトコ」というインターネット
メディアを運営するなど積極的にSNS
活用していますので、各媒体ごとの特
徴やビジネスでの活用方法など簡単に
ご紹介させて頂きます。

Facebookは30代・40代を中心にビジネスマ
ンの利用が多く、プラットフォーム自体がフォー
マルな場になっている実名制SNSです。この読者
の方でも、個人的に利用されている方は多くおら
れるのではないでしょうか。Facebookでは企業
情報の発信の際は「Facebookページ」を開設す
ることで情報発信できますが、残念ながらこの

「Facebookページ」での投稿はほとんどリーチ（表
示）されない仕様になりました。そのため、ビジネ
ス活用を考えておられる場合、Facebookはおす
すめできません。

ただ、Facebookは何より実名制であり、趣味
や学歴、年齢、趣味嗜好など、ユーザー属性が正
確に登録されたユーザーが多く存在します。その
ため、広告配信したい方にはとてもおすすめの
SNS。年代・業種・興味関心分野などでセグメン
トした広告配信が可能です。

Instagramは画像を中心としたコミュニケー
ションメディアです。国内アクティブユーザー数
でもFacebookを抜き、最近ではもっとも使われ
ているSNSという言い方ができます。メインとな
る画像投稿だけでなく、「ストーリーズ（ストー

今だからこそ！
SNS活用の基本術

※出典　https://www.comnico.jp/we-love-social/
sns-users ／ 2021 年 10 月現在

株式会社しがトコ
代表取締役　林　正隆
〒524-0037 守山市梅田町2-1セルバ守山地下1F
TEL   0 7 7 - 5 8 5 - 9 3 7 9
URL https://shigatoco.com/

Facebook＝広告メディア

Instagram ＝ 雑誌風メディア

Business COMPASS 
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当社での活用事例

Twitterの特徴は140文字という限られた文字数
での短文投稿サイトということと、その爆発的な
拡散力です。一般ユーザーの投稿でも10万件以上
のリツイートが発生するなど、ユーザーの興味を
引き、拡散しやすいツイートができれば、可能性
は無限大です。逆に言えば、昨今「SNSで炎上」と
いうニュースがテレビを賑わしたりもしますが、
その多くがTwitterが起点になってるのも事実で
す。

ビジネスで活用を考える場合は、興味関心をい
かに引くか？をテーマにした投稿が大切になりま
す。最近では「在庫が余って困ってます！」や「教
えてください！」といった、読者に相談するタイプ
のツイートが話題になっています。ビジネス活用
時も、あくまで興味関心での繋がりを意識したツ
イートが大事です。

LINEは、普段から友達や家族との連絡に使われ
てるインフラ的な存在です。ビジネス活用では、

新規顧客を獲得するためではなく、すでに顧客に
なってくれた方と関係性を深め「ファン」になって
もらうための媒体と認識してもらう方が良さそう
です。スタンプカードやステップ配信など、CRM

（顧客関係管理）機能も充実しています。

「ユーチューバー」という言葉が一般化するほど
Youtubeはもうすでに一般化したプラットフォー
ムです。そのため、ビジネスでも当然、利用を検
討したい媒体です。ただ、動画を自分で作って配
信するというのは、それなりにハードルが高く投
資も必要になります。自社でYoutubeするなら何
を配信したら面白い？というのは、ぜひ検討して
もらえるとコンテンツ開発のきっかけになるかと
思います。

当社は、“滋賀を自慢したくなる”をコンセプト
としたローカルメディア「しがトコ」を運営し、そ
のSNSアカウントのフォロワー数は合計で9万人近
くになります。どうすればそこまで増やせるのか？
そのノウハウと事例を少し紹介させて頂きます。
「しがトコ」でもっともチカラを入れているのは

Instagram。ターゲット設定とコンセプト設計を
明確化して運用しています。具体的には、ターゲッ
トを都市部に住んでいる30代女性と設定。毎日忙
しく都会で働く人が、ふとした瞬間に滋賀の風景
に癒やされてほしい、という考え方でコンテンツ
を制作しています。逆にTwitterでは、ターゲット
を滋賀に興味ある人と設定し、「滋賀」を話題にし
たトピックなどを投稿しています。

最近、新しく始めたのがYoutubeです。筆者自
身が出演し、滋賀の魅力的な人と対談したり、し
がトコで取材してきたカフェやスポットを紹介す
ることで、滋賀の“おもしろい”を映像で伝えよう
としています。ぜひ事例としてチェックして、チャ
ンネル登録などもして頂けると嬉しいです！

リー）」と呼ばれる24時間限定で動画投稿できる機
能が登場したことにより、ますます視覚的に訴え
る投稿が求められるようになってきています。

ビジネス活用時も、購買意欲の高いユーザが多
くいるため、好相性です。ただ、世界観が非常に
大事になってきます。当たり前ですが、誰に向け
て、何を投稿するのか？といったクリエイティブ
をコントロールし、ユーザーからの共感やフォロー
を生み出すことがマーケティング活用のカギとな
るでしょう。

Facebook
https://www.facebook.com/shigatoco 
Twitter
https://twitter.com/shigatoco
Instagram
https://www.instagram.com/shigatoco/ 
Youtube
https://www.youtube.com/channel/
UCUyk72CS6tq0u42QWOVR4VQ

しがトコのSNSアカウント

twitter＝瞬発力メディア

LINE ＝ 関係構築メディア

Youtube ＝ 動画メディア

Business COMPASS 
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「関係革新から始める」

　野村総合研究所、ワトソンワイアットを経て、
ジェイフィール設立に参画。2010年より現職。
13年より東京理科大学大学院イノベーション研究
科教授、18年より武蔵野大学経営学部 特任教授を
兼務。榊原清則氏、野中郁次郎氏に師事し、組織
論、組織心理学、人材マネジメント論、人材育成
論を専門とする。 特に、人と人との相互作用が組
織に与える影響、ダイナミズムを研究し、組織感情、
リレーションシップなどの新たな切り口を提示し、
組織変革コンサルティング、人材育成プログラム
の開発などに力を入れている。08年に出版した『不
機嫌な職場（共著、講談社現代新書）』が28万部の
ベストセラーとなり、その後も数多くの書籍や講
演活動を通じて働く日本人の心の再生への動きを
リードしている。

ジェイフィール
代表取締役

高橋 克徳
たかはし かつのり

人がつながる組織に変えていくために、どのよう
な取り組みをしたらよいのか迷われる方も多いと思
います。関係革新、仕事革新、未来革新という三つ
の革新を起こす具体的な方法を紹介していきたいと
思います。

最初の取り組みは、人と人とのつながりを再生す
るための関係革新です。見えない人をつくらない、
抱え込む人をつくらない、お互いに気付き合える関
係になる。そのために、お互いを知る、相談し合え
る、本音で対話できるという三つのステップで取り
組みを行っていきます。

最初のテーマは、お互いを知る。今更と思う方も
いるかもしれませんが、自己紹介から始めてみる。
それも本人が知ってほしいことを自然に話せる仕掛
けで、自分を紹介し合う。例えば、「私は……」と
いう言葉から始める自分紹介を20個書き出してみ
る。昔やっていたこと、最近ハマっていること、自
分の性格やこだわり、好きなことや苦手なこと、家
族のことなど何でもＯＫ。今まで言えなかったけど、
本当はこんな人だよということを伝えてみる。逆に、
周囲から見えているその人の自然な振る舞いの中に
ある良さを互いに伝え合ってみる。こんな人に見え
ているよと伝えてみる。それが人への関心を取り戻
し、互いを理解し合おうという意識を高めていくこ
とにつながっていきます。

次のテーマは、相談し合う。小さなことでも、仕
事以外のことでも、ちょっとした困りごとを持ち
寄って、相談してみようというセッションを行いま
す。特に部署や仕事が違う人でも、相談し合えると
いうことを体感していきます。相談される側は聞き
手に徹して、以下の四つの質問をしていきます。「何
か困っていることはありますか」「具体的にどんな
ことが起きていますか」「本当はどうなったらいい
と思っていますか」「一番変えたいこと、良くした
いことは何ですか」。本人が悩んでいることに寄り
添いながら、起きている事象と自分の気持ちの整理
をお手伝いしていきます。その上で、変えたいこと

が見えてきたら、一緒に知恵を出していく。「どこ
から踏み出していったらいいですか」と問いながら、

「だったら、こうしてみませんか」とアイデアを一
緒に出していく。「こうすべき」ではなく、あくま
で相手に寄り添った提案を行っていきます。

ここまで来たら最後のテーマ、本音の対話をして
みる。「本当は違和感があった、疑問だと思ってい
たこと」「本当はこうなったらいいのにと思ったこ
と」を素直に出し合ってみる。そこで結論や解決策
を出すのではなく、そう感じる背景に何があるのか、
根幹にある思いがどこにあるのかをみんなで探って
いく。すると、互いの思いが重なる部分が見えてく
る。その上で、まずはすぐにできそうなことだけ、
みんなで知恵を出し合ってみる、踏み出してみる。

 こんなステップで対話を重ねることで、互いの
気持ちに寄り添い、一緒に悩み、一緒に考え、一緒
に踏み出す関係に変えていく。これが関係革新です。
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「健康志向や環境保護で
　  注目される日本の食文化」

　日経ＢＰ総合研究所 上席研究員。1986年筑波
大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年日本
経済新聞社入社。ＩＴ分野、経営分野、コンシュー
マ分野の専門誌編集部を経て現職。全国の自治体・
商工会議所等で地域活性化や名産品開発のコンサ
ルティング、講演を実施。消費者起点をテーマに
ヒット商品育成を支援している。著書に『地方発
ヒットを生む 逆算発想のものづくり』（日経ＢＰ社）

日経ＢＰ総合研究所 
上席研究員

渡辺 和博
わたなべ かずひろ

近年、動物性食品を避けるヴィーガン（vegan）
や、プラントベース（植物由来）フードが世界的
に注目されています。ヴィーガンとは、野菜を
中心とした食生活を送る菜食主義（ベジタリアン、
vegetarian）よりも徹底して卵や乳製品も避ける
考え方です。ベジタリアンが、カロリーやビタミ
ン摂取の観点で健康志向から発生したのに対して、
ヴィーガンは環境保護や動物保護といった思想に基
づいたものです。例えば動物保護の観点から毛皮製
品を使わないという考えと同様です。こうした生活
習慣の人は、全体から見ればまだ少数派ですが、欧
米諸国では増加傾向にあり、米国では人口の６％が
ヴィーガンで、今後さらに増えていくだろうという
調査もあります。

プラントベースフードは、牛肉や豚肉、鶏肉などの
代わりに、例えば大豆タンパクを使用した代替肉を
食べようというものです。食物として同じ量のタン
パク質を生産するのに、穀物を飼料にして育った牛
や鶏などよりも、穀物そのものからタンパク質を取
る方が効率が良いため、ヴィーガンやベジタリアン
の受け皿だけでなく、世界的な人口増に対する栄養
学的な見地からも有効な手段だと注目されています。

ヴィーガンやプラントベースフードは共に、現代
の健康志向やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の流
れに乗っています。こうした考えに共感する人が世
界的に増えて、その結果として日本の伝統的な食文
化や食品が注目を集める要因となっています。日本
にはもともと肉を食べない精進料理という食文化が
あります。プラントベースでタンパク質を摂取する
ための主要食材と考えられている豆腐や納豆、湯葉
などの加工食品やこれらに関する多種多様な調理法
のノウハウが長く培われた伝統として根付いていま
す。また、漬物やみそ、甘酒などの伝統的な発酵食
品も、健康・環境志向で今後の注目ジャンルといえ
そうです。

米国で豆腐を製造販売しているハウス食品や森永

乳業によれば、１９８０年代から徐々に定着した米
国の豆腐市場は近年さらに伸びが大きくなり、ここ
10年で売り上げはそれまでの２倍以上になってい
るそうです。この２社が米国で展開する豆腐商品を
見ると、なかなか示唆に富んでいます。ハウス食品
が販売する豆腐は、日本国内の豆腐と同じような水
に浮かんだ直方体ですが、違うのは硬さのバリエー
ションです。いわゆる絹ごしに相当する柔らかいも
の、木綿に相当するやや硬いもの、さらに硬くステー
キや炒め物、サラダに使われるものなど６種類もあ
ります。森永乳業が販売する豆腐は、牛乳パックの
ような容器に無菌充填され、常温で流通販売できま
す。硬さは３種類で、柔らかいものをミキサーにか
けて屋台などでスムージーとして飲むスタイルも大
人気だそうです。

両社とも最初は日本の豆腐をそのまま受け入れて
もらおうとしたようですが、「郷に入りては郷に従
え」で、現地のニーズに合わせて売れる商品開発を
続けていきました。

健康志向や環境保護で注目される日本の食文化。
この先、世界でヒット商品となるためには、オリジ
ナルの良さを生かしながら柔軟に形を変えられる発
想も大切でしょう

　　

「関係革新から始める」

　野村総合研究所、ワトソンワイアットを経て、
ジェイフィール設立に参画。2010年より現職。
13年より東京理科大学大学院イノベーション研究
科教授、18年より武蔵野大学経営学部 特任教授を
兼務。榊原清則氏、野中郁次郎氏に師事し、組織
論、組織心理学、人材マネジメント論、人材育成
論を専門とする。 特に、人と人との相互作用が組
織に与える影響、ダイナミズムを研究し、組織感情、
リレーションシップなどの新たな切り口を提示し、
組織変革コンサルティング、人材育成プログラム
の開発などに力を入れている。08年に出版した『不
機嫌な職場（共著、講談社現代新書）』が28万部の
ベストセラーとなり、その後も数多くの書籍や講
演活動を通じて働く日本人の心の再生への動きを
リードしている。

ジェイフィール
代表取締役

高橋 克徳
たかはし かつのり

人がつながる組織に変えていくために、どのよう
な取り組みをしたらよいのか迷われる方も多いと思
います。関係革新、仕事革新、未来革新という三つ
の革新を起こす具体的な方法を紹介していきたいと
思います。

最初の取り組みは、人と人とのつながりを再生す
るための関係革新です。見えない人をつくらない、
抱え込む人をつくらない、お互いに気付き合える関
係になる。そのために、お互いを知る、相談し合え
る、本音で対話できるという三つのステップで取り
組みを行っていきます。

最初のテーマは、お互いを知る。今更と思う方も
いるかもしれませんが、自己紹介から始めてみる。
それも本人が知ってほしいことを自然に話せる仕掛
けで、自分を紹介し合う。例えば、「私は……」と
いう言葉から始める自分紹介を20個書き出してみ
る。昔やっていたこと、最近ハマっていること、自
分の性格やこだわり、好きなことや苦手なこと、家
族のことなど何でもＯＫ。今まで言えなかったけど、
本当はこんな人だよということを伝えてみる。逆に、
周囲から見えているその人の自然な振る舞いの中に
ある良さを互いに伝え合ってみる。こんな人に見え
ているよと伝えてみる。それが人への関心を取り戻
し、互いを理解し合おうという意識を高めていくこ
とにつながっていきます。

次のテーマは、相談し合う。小さなことでも、仕
事以外のことでも、ちょっとした困りごとを持ち
寄って、相談してみようというセッションを行いま
す。特に部署や仕事が違う人でも、相談し合えると
いうことを体感していきます。相談される側は聞き
手に徹して、以下の四つの質問をしていきます。「何
か困っていることはありますか」「具体的にどんな
ことが起きていますか」「本当はどうなったらいい
と思っていますか」「一番変えたいこと、良くした
いことは何ですか」。本人が悩んでいることに寄り
添いながら、起きている事象と自分の気持ちの整理
をお手伝いしていきます。その上で、変えたいこと

が見えてきたら、一緒に知恵を出していく。「どこ
から踏み出していったらいいですか」と問いながら、

「だったら、こうしてみませんか」とアイデアを一
緒に出していく。「こうすべき」ではなく、あくま
で相手に寄り添った提案を行っていきます。

ここまで来たら最後のテーマ、本音の対話をして
みる。「本当は違和感があった、疑問だと思ってい
たこと」「本当はこうなったらいいのにと思ったこ
と」を素直に出し合ってみる。そこで結論や解決策
を出すのではなく、そう感じる背景に何があるのか、
根幹にある思いがどこにあるのかをみんなで探って
いく。すると、互いの思いが重なる部分が見えてく
る。その上で、まずはすぐにできそうなことだけ、
みんなで知恵を出し合ってみる、踏み出してみる。

 こんなステップで対話を重ねることで、互いの
気持ちに寄り添い、一緒に悩み、一緒に考え、一緒
に踏み出す関係に変えていく。これが関係革新です。
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今年８月５日、祇をんににぎが千代
町に新たにオープンした工場直売店舗
です。人気のフルーツ大福やどら焼き、
かりんとう饅頭などはもちろん、地元
守山のメロンや薔薇を使用したソフト
クリームも販売しています。「にぎや
かな」「賑わいのある」という言葉から
つけた「仁々木」の名の通り、お菓子を
通じてお客様も
従業員も笑顔に
なるような、繁
盛したお店を目
指しています。

全ておすすめですが、現在は「もりやま食のまちづくりプロ
ジェクト」とコラボした新商品「薔薇ブッセ」も販売しています。
花とフルーツのまちもりやまの新感覚スイーツの開発をという
ことで、２品開発した商品のうちの１つです。薔薇の花びらか
ら作ったシロップと同じバラ科のフルーツ「苺」を使用していま
す。ぜひ一度ご賞味ください。

地域に根ざした企業活動をしていきたく、これからも積極的
に地域や地元企業とのコラボレーション取り組んでいければと
思います。同店舗の３階は、１フロアの会議室になっています
ので、地域活動やコミュニュケーションを広げるスペースとし
て有意義に活用していきたいと考えています。
まずは、地域の皆さまに愛されるお店づくり、そして美味し
い和菓子を食べたい、贈り物の和菓子を買いたいという時に一
番に頭に浮かぶようなお店を目指していきます。

地域とのコラボレーションと無限の探求

ほのあかりってどんなお店？ イチオシ商品は？

今後の展望について

人気商品！▶
地元守山産のメロンと
薔薇のソフトクリーム

▲ほのかに香る薔薇が甘酸っぱい苺の
クリームを引き立てる「薔薇ブッセ」

FAX

HP

営

休

祇をん ににぎ  工場直販店 ほのあかり

祇をん ににぎ
工場直売店「ほのあかり」
〒524-0034 守山市千代町108-1
077-582-6622
077-582-6633
10:00 ～ 18:00
火曜日
https://ninigi.co.jp/
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 道の駅
アグリの郷

●

●　
コープもりやま

大宝東小学校
　　　　●

勝部四丁目

富士車輌㈱
●

祇をん ににぎ
工場直売店

「ほのあかり」

　

　

　

　　

どれも美味しそう、

困っちゃうなあ

あすのたね
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・新型コロナウイルス感染症の影響により、例年実
施していました年末調整説明会は本年も開催を
中止することとしました。

　

・ 来年（令和４年）の確定申告会場は、キラリエ草
津（市民総合交流センター）に開設します（確定申
告期間中（2/16 ～ 3/15）、草津税務署内には、
確定申告会場を開設しません。）。

・人との接触避けて自宅で申告・納税！
　スマホ、パソコンでもっと便利に！
　「e-Tax」・「ダイレクト納付」・「インターネット

バンキング」のご利用を！
・ よくある国税のご質問に対する一般的な回答は、

国税庁ホームページの「タックスアンサー」に掲
載していますので、是非ご利用ください。

・来署によるご相談は、「事前予約」をお願いします。

ご不明な点は、草津税務署までお問い合わせください。

※年末調整に関する情報は、国税庁ホームページを
ご覧ください。

税について“ちょっと”考えてみよう！草津税務署からの
お知らせ

LINE 公式アカウント始めました

友だち
募集中

うれしい情報をLINEでお届け！

＠514dcdxd
右記QRコードを読んで友だち追加！

皆様の経営に役立つ情報や
守山商工会議所の事業に

ついてご案内！

そんなとき、まっ先にご相談下さい。（無料）

専門性の高い人材を雇いたい。
人材を確保したい。

〒520-0051大津市梅林1-3-10  滋賀ビル６F TEL 077-526-3991
■ご利用時間 9:00～17:00（土・日・祝日は休み） FAX 077-526-2761

マッチング

産業雇用

事業の整理・縮小を
検討している。

インターネットで最新の人材情報をどうぞ

あすのたね
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本のがんこ堂 守山駅前店
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もしも徳川家康が総理大臣になったら

営 営 営休 休

内容紹介：
もしも誰もが知っている歴史上の偉人達が現代によみがえったとした
らどうなるだろうか？
一度は想像したであろうことをまさに今の状況にあてはめて小説の形
でシミュレートしたのが本書です。
徳川家康を筆頭に日本の歴史に名を刻む錚々たるメンバーがもし内閣
を結成し、コロナ禍に立ち向かったとしたら・・・
強力なリーダーシップで大胆な政策を次々と実行していく最強内閣は
はたして日本を救うことができるのか？
そしてこの国のリーダーとして本当にふさわしいのは誰なのか？
自民党総裁選挙や衆議院議員選挙などで、国のリーダーについての話
題に事欠かない日々に注目してもらいたい本です。

守 山 市 金 融 協 議 会
滋 賀 銀 行
滋 賀 中 央 信 用 金 庫
 レーク滋賀農業協同組合

関 西 み ら い 銀 行 
京 都 信 用 金 庫
京 都 銀 行
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