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第１回 通常総代会を開催しました 

５月２０日（金）午後２時より水口社会福祉センター 甲賀市福祉ホール

にて甲賀市商工会になって初めての通常総代会が開催されました。 

出席者は総代１４８名（内委任状６９名） 

来賓は滋賀県甲賀環境総合事務所長 川村貞雄様、甲賀市長 中嶋武嗣様

はじめ２６名の方々にご臨席いただきました。 

議事内容は 

第 1号議案 平成 22年度事業報告、収支決算、貸借対照表、財産目録 

並びに商工会館特別会計収支決算の承認について 

【水口・土山・甲賀・甲南・信楽】 

第 2号議案 平成 22年度労働保険事務組合労働保険料特別会計報告書の 

承認について 

【水口・土山・甲賀・甲南・信楽】 

第 3号議案 平成 23年度事業計画（案）並びに収支予算（案）の承認に 

ついて 

第 4号議案 平成 23年度借入最高限度額並びに借入先の決定について 

第 5号議案 軽易な予算の補正並びに年度当初における通常総代会 

開催当日までの暫定予算の議決を理事会に委任することの 

承認について 

第 6号議案 任期満了に伴う役員改選について 

いずれも議案どおり承認されました。 
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甲賀市商工会誕生 
平成 23 年 4 月 1 日 澄

み渡る快晴の空の下、甲賀

市商工会が開所致しまし

た。冒頭、震災被災者への

黙祷を捧げたのち、大橋会

長の設立挨拶、中嶋甲賀市

長より新商工会に期待を

寄せる旨の祝辞を頂戴し、

会員総数 2,150 名を超え

る、県下最大の商工会とし

て出発いたしました。 

開所式終了後、役員全体

での会議を行い、今後の業

種別部会運営について協

議がなされました。 
 



大橋会長 総代会での挨拶 
皆さんこんにちは。鈴鹿の山々から流れる野洲川の水も温もりを感じ

させる新緑の季節を迎えました。皆様方におかれましても、ご健勝にて

それぞれのお立場で御活躍のこととお慶び申し上げます。 

本日は甲賀市商工会が誕生致し最初の通常総代会のご案内を申し上

げましたところ、滋賀県甲賀環境総合事務所長 川村貞雄様、甲賀市長 

中嶋武嗣様をはじめご来賓の皆様方には、極めて公務ご多忙の中を御臨

席賜り誠にありがとうございます。平素は商工会の運営に格段のご支援

をいただき改めて御礼を申し上げます。総代の皆様方にも、ご多用の中、

ご出席をいただきありがとうございました。 

さて、3 月 11 日に発生をいたしました東日本大震災から 2 ヶ月余りが過ぎ、未だ被災地では平常の

生活が出来ず、ご苦労をいただいている皆様を想う時、一日も早い復興を願わずにはいられません。 

本日ご臨席の皆様におかれましては、物資の支援又は現地に赴き支援をされた方もおられるのでは

と思っております。私ごとではございますが、4 月 23 日青森に飛び社員の車で伺ってまいりましたが

想像を絶する現状でございました。改めて被災地の皆様に心よりお見舞いを申し上げる次第でありま

す。 

その様な歴史に残る背景のもと、4月 1日に土山、甲賀、甲南、信楽そして水口の各商工会が合併へ

の道を選択し、甲賀市商工会が誕生いたしました。県下 25商工会の中で会員数 2,162名を擁する県下

最大の商工会となりました。この上は役職員一同が一つになって、商工会は「会員様の為にある」と

する基本理念を持ち、存続と発展、そして運営にあたる事が大切であろうと思っております。 

昨年商工会法が施行され 50 周年を迎えました。単に 50 年の歴史を振り返るだけではなく、商工会

が将来に備えての様々な課題への対応に向かう重要な節目の 51年目であり、甲賀市商工会にとりまし

ては新たなスタートの一年でもございます。法制化 50周年の統一スローガンと申すべき「商工会は 行

きます 聞きます 提案します」そして「会員満足向上運動」を基本に中小企業応援センターとも云

える機能を効果的に活用し、商工会と会員企業との信頼関係の構築に努めなければならないと思いま

す。スローガンがただのお題目に終わらない様に、職員の企業への巡回訪問による経営支援の拡充に

取り組んで参らねばなりません。会員企業との接点を持つことにより、そこに何かが生まれてくるも

のであります。 

商工会員皆様の自発的地域貢献への取組みを支援させていただくことも大切であります。その下敷

きとなる地域貢献アピールプランが昨年に作成され、又会員様の意識調査の結果からも会員企業様の

地域貢献への意識が高く、会員企業様が主役となって「会員様による会員のための振興事業」に取り

組みたく思っております。 

また、組織強化と自主財源の確保に力を注がねば商工会の発展と存続はないと思っております。組

織率、自主財源比率の向上へ向けて取り組まねばなりません。自主財源の確保の一つとして各種共済

事業の推進が挙げられます。本日ご出席の総代の皆様にも是非ご協力をお願い申し上げます。そして

青年部・女性部の活動は地域の皆様方の活力の源であり、自らの人間形成のもと、仕事にボランティ

ア、文化活動等々多岐面に活動願う事は商工会本会にも欠かせない存在であります。 

合併をいたし旧の商工会は各支部と相成りました。又、水口を本所とし各支部の運営につきまして

も、各地域毎の特色ある振興事業を大切に継続しつつ、改めるところは改め会員皆様から商工会へ足

を運んでいただく事を願っております。 

経済的にも、社会的にも国難とも云われる昨今、日本国民一人ひとりが考え直す時だと思っており

ます。厳しい環境下に誕生いたしました甲賀市商工会でございますが、地域唯一の総合経済団体とし

て歩んで参らねばなりません。2,162名の会員様共々各々の生業のため、パートナーの役目を果たせね

ばなりません。本日、ご臨席のご来賓の皆様には従来にも増してのご支援をお願い申し上げます。 

結びに、本日ご出席皆様方のご健勝とそれぞれのお立場でのご活躍をお祈りしましてご挨拶といた

します。 

 

 



異業種交流会 

事業参画者を 

募集します 
商工会では、業種を越え

た会員間の交流を深める

ことによって、会員資質

の向上を目指し、経営全

般にわたる視野の拡大と

発想の転換、新事業の創

出に寄与するため異業種

交流会事業を計画してい

ます。 

別紙案内文書をご覧いた

だき、趣旨にご賛同いた

だける方はどうぞご参加

申し込み下さいませ。 

講習会情報 
◆建設業向け講習会「地場建設業者だからできる地震に強い家作り」 

 日時：平成２３年６月５日（日） 午後５時～午後６時 

 場所：甲賀市商工会 甲南支所 

 講師：西澤英和 氏（京大工学博士 関西大学都市工学部教授） 

 受講料無料・定員３０名（先着順） 

申込み等詳細は甲南支所（電話８６－２０１６）までお願いします 

◆中小企業会計セミナー 

 決算書への理解を深め、自社の財務状況を把握する事で金融機関や取引

先との交渉力強化への一助となります。 

 日時：平成２３年６月２８日（火） 午後１時３０分～午後４時 

 場所：甲賀市商工会館（旧水口商工会館）２階 研修室 

 受講料無料・定員３０名（先着順） 

 申込み等詳細は同封のチラシをご覧ください。 

震災対応支援策について 
このたびの震災で直接的または間接的に影響を受けている中小企業の皆

様に対し、資金面や雇用面での支援策が順次発表されております。 

◆金融面 

・「滋賀県中小企業振興資金」における「セーフティネット資金」におい

て、対象業種を全業種のまま維持する事となりました 

・日本政策金融公庫においても、融資、返済等について柔軟な対応を示し

ております。（詳細は今後発表予定） 

◆その他 

・工業製品輸出対応の為工業技術センターに『放射線測定器』等設置など 

詳しくは商工会の窓口までお尋ね下さいませ。 

青年部・女性部設立総会が開催されました。 
◆青年部 

 平成 23年 4月 14日（木）サントピア水口において、甲賀市商工会青年

部の設立総会が開催され、組織・役員・事業および予算の承認がなされま

した。 

 部長・副部長は以下のとおりです 

 部 長 森地 孝（甲南支部長兼任） 

 副部長 斉内 豊（水口支部長兼任）・前田仁司（土山支部長兼任） 

     山下 貢（甲賀支部長兼任）・神崎倍充（信楽支部長兼任） 

◆女性部 

 平成 23年 4月 26日（火）サントピア水口において、甲賀市商工会女性

部の設立総会が開催され、組織・役員・事業および予算の承認がなされま

した。 

 部長・副部長は以下のとおりです 

部 長は村山紀江 （甲賀支部長兼任） 

 副部長は大野しづえ（土山支部長兼任）・米山 忍 （水口支部長兼任） 

     三好喜代子（甲南支部長兼任）・植西由美子（信楽支部長兼任） 

 

会員事業所相互の

自主的な活動を支

援します 
甲賀市商工会では、複数

の事業所で研修会や販売

促進チラシなどの共同事

業を自主的に行われると

き、必要経費の半分の範

囲で 1 事業３万円＋事業

所数×1 千円を上限とし

て助成をいたします（年

間 2回まで）。詳しくは商

工会の窓口までお尋ね下

さいませ。 

震災に係る 

義援金について 
被災された商工会地域の

会員事業所を支援するた

め、県内商工会全体で義

援金 18,677,173円が寄せ

られました。ご協力賜わ

りました皆様に厚く御礼

申し上げます。本所・各

支所では引き続き義援金

の受付をしております。 



 

 

今後の予定  

６月 ４日 青年部ソフトボール大会 信楽 

６月 ５日 建設業向け講演会 甲南 

６月 ５日 大野学区交流区民祭 土山 

６月 ６日 商業部会幹事会 水口 

６月 ８日 サービス業部会幹事会 甲南 

６月 ９日 火災共済総代会 大津 

６月１９日 珠算検定 水口 

６月１９日 第４回忍者検定 甲南 

６月２２日 はしご酒スタンプラリー 水口 

６月２３日 千林商店街観光物産展 大阪 

６月２４日 異業種交流会設立総会 水口 

６月２８日 中小企業会計セミナー 水口 

平成２３年度甲賀市商工会 役員名簿 
会長 大橋淳一 日新製薬㈱ 

 
理事 大石 彰 三陽建設㈱ 

副会長 澤 幸雄 澤幸雄商店 
 
理事 望月弘章 大昭製薬㈱ 

副会長 辻 邦夫 塩野温泉 
 
理事 岡田松雄 岡田テレビサービス 

理事 辻 得三郎 ㈲エイト 
 
理事 大塚昭三 山一化工㈱ 

理事 野田卓治 ㈱野田建設 
 
理事 川島正雄 ㈲川島安 

理事 味岡利夫 味岡商事 
 
理事 山本善浩 双葉建設㈱ 

理事 川嶌誠一 ㈱カワシマ 
 
理事 奥田 工 ㈱カネ初 

理事 種村明彦 ㈱エイ･ティ･エスバロン 
 
理事 飯田正雄 公伸電機 

理事 西山儀雄 魚兵楼 
 
理事 村木隆憲 丸伊製陶㈱ 

理事 丸山謙次 滋賀運送㈱ 
 
理事 森 幹雄 森工務店 

理事 西村雅晴 寿製麺 
 
理事 小河文人 ㈲小川亭 

理事 神田 淳 こうだ土地家屋調査士事務所 
 
理事 森地 孝 甲栄自動車工業㈱ 

理事 西田勝弘 土山左官工業 
 
理事 斉内 豊 斉ノ内造園 

理事 北川洋一郎 北川ストアー 
 
理事 村山紀江 村山工務店 

理事 加藤弘明 ㈱加藤製作所 
 
理事 大野しづえ 大栄電器 

理事 辰岡喜美子 エコヤードルートワン㈱ 
 
監事 田中 稔 ㈲錦茶屋 

理事 吉川昌身 ㈲よしかわでんき 
 
監事 山村英二 近江肉 山村 

理事 辻  彰 ㈱ツジヤ 
    

 

編集後記 
甲賀市商工会になって初の会報を発行できる運びとな

りました。合併する中で旧 5町商工会のいろんな「違い」

が見えてくる中、戸惑いもございますが、役職員一同精一

杯頑張ってまいります。商工会に対してお気づきの点、ご

意見等ございましたら、何なりと申し付け下さい。     

 なお、会報は毎月発行を目指しますが、会員様宛の発送

は原則奇数月 15 日のみとなります。他はホームページま

たは電子メール、ＦＡＸでの発表となりますのでご了承く

ださい。（配信希望会員様は商工会へご連絡ください。） 

 

甲 賀 市 商 工 会 
本  所  甲賀市水口町水口 5577-2 ☎ 0748（62）1676   FAX 0748（63）1052 

土山支所  甲賀市土山町北土山 1737 ☎ 0748（66）0354  FAX 0748（66）0994 

甲賀支所  甲賀市甲賀町相模 173-1 ☎ 0748（88）2370  FAX 0748（88）5391 

甲南支所  甲賀市甲南町野田 810 ☎ 0748（86）2016  FAX 0748（86）5818 

信楽支所  甲賀市信楽町長野 1142 ☎ 0748（82）0873  FAX 0748（82）3117 

 

 

※会報のネーミングを募集致しております。 

6 月 15日までに商工会窓口まで 

ふるってご応募ください！（様式は自由です） 

 


