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商工会は、商工業の振興と活力ある地域づくりを応援します。

甲賀商工情報

1月号

甲賀市商工会 会長

大橋 淳一

新年あけましておめでとうございます。皆様方には、
お健やかに令和初の新春をお迎えになられたことと心
よりお慶び申し上げます。私共は日々自然の恩恵を受け生かされ、日々の
生活生業に勤しんでおりますが、台風15号、19号等自然界からの甚大な被
害が相次いだ昨年でした。改めて自然災害による教訓を得た一年であった
感がいたします。
さて、第９回通常総代会におきましては、提出させていただきました議
案は原案通りご承認いただき、誠にありがとうございました。変化に富ん
だ社会状況の中、商工会そして会員皆様が抱えておられる課題の解決を目
指し、役職員一丸となって取り組んで参る所存でございます。皆様方のご
支援ご協力をお願い申し上げます。
商工会は半世紀以上に亘り地域振興・地域活性化のイベント開催や記
帳・税務・労務・金融といった事業経営上の相談に応える経営改善普及事
業に取組してきましたが、平成26年６月に小規模事業者支援法が改正され、
事業者の経営戦略に踏み込んだ経営発達支援事業が加わり、さらに令和元

2019年度下期「定例専門相談会」開催のお知らせ
甲賀市商工会では、皆様が日頃抱えている経営上の様々な問題・課題の解決を図
るため、専門的な知識や実務経験を持つ専門家による相談会を定期的に実施いたし
ます。※要予約
相談料は無料です。初歩的なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
≪相談内容【対応専門家】≫
●金融【㈱日本政策金融公庫 国民生活事業融資担当者】
運転資金・設備資金の金融に関するご相談など
●知財【弁理士・滋賀県知財支援総合窓口の専門家】
特許、実用新案、意匠・商標登録、著作権等の知的財産権に関するご相談など
●マーケティング戦略全般【滋賀県よろず支援拠点 コーディネーター】
WEB制作やインバウンド市場開拓を中心にしたマーケティング戦略全般に関す
るご相談など
●働き方改革【滋賀県働き方改革推進支援センターの専門家（社会保険労務士）
】
法改正対応（36協定、就業規則等）や従業員（管理職含む）の労働時間の管理
方法、利用できる助成金のご相談など
金融相談会

知財相談会

マーケティング
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働き方改革
相談会
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①相談会場：甲賀市商工会
（甲賀市水口町水口5577-2）
②相談申込：各日とも3名までの事前予約制となります
（相談時間約60分）
。相談希
望日の1週間前までに、甲賀市商工会本所
（TEL.62-1676）
まで、お電
話でお申し込みください。定員になり次第、申し込みは締め切ります。
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商工会とは…法律
（商工会法）
に基づいて設立された公的団体で、
地域の事業者が業種に関わりなく会員となりお互いの事業
の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う団体です。
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年５月の小規模事業者支援法改正では近年の災害多発を受け、小規模事業
者の減災・防災対策や被災時の早期事業再建を進めるための事業継続力強
化支援事業が支援項目に追加となりました。支援事業を通し、中小企業・
小規模事業者個々の企業価値を高め、持続的発展に向け、積極的に取り組
んで参る所存であります。
さて、私共足もとの経済は、内需は底堅く推移し良好な雇用情勢と賃金
上昇により、個人消費は緩やかな回復が持続し、高水準の企業収益を背景に、
設備投資も増加基調と云われております。しかし、海外経済の不確実性の
高まりが続くほか、人手不足に伴う人件費増加や働き方改革への対応等に
より、中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境は予断を許さない状況
が続いており、とりわけ地域経済は人口減や高齢化の進展等に伴い、活力
の低下も懸念されます。
中小・小規模企業が元気でなければ地域の発展は望めません。地域唯一
の総合経済団体であり、地域課題への対応や効率的な支援実施の観点から
も市行政と商工会が良きパートナーとして連携を深め歩んで行きたく思っ
ており、役職員一丸となって地域経済発展のため取組む所存でございます。
本年も皆様のご支援をお願い申し上げ、併せて皆様のご健勝ご多幸、各
事業所様の限り無いご隆盛をお祈りいたし年頭のご挨拶といたします。

甲賀市商工会主催

新春経済講演会

日 本 経 済 の明日を読む

聴講無料

～日本と地域経済に持続可能性はあるか 地域づくりのすすめ～

TBS「サンデーモーニング」やテレビ朝日「朝まで生
テレビ！」等報道番組のコメンテーターとして活躍さ
れる慶應義塾大学経済学部名誉教授の金子勝氏に、世
界経済の動向、わが国の政治・経済の状況を基に、日
本経済の今後のあり方についてご講演をいただきます。

日 時：令和2年1月18日
（土）
午後2時～
会 場：碧水ホール（甲賀市水口町水口5671）
定 員：定員400名（先着順）
※聴講をご希望の方は甲賀市商工会本支所窓口でお申し込
みいただき、入場整理券をお受け取りください。
整理券をお持ちでない方の入場はできません。

※電話・FAXでのお申し込みはできません。

慶應義塾大学経済学部
名誉教授

●プロフィール
1952年 東京都生まれ
講師
1975年 東京大学経済学部卒業
1980年 東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得修了
1980年 東京大学社会科学研究所助手
1984年 茨城大学人文学部専任講師
1986年 法政大学経済学部助教授
1988年 同上教授
2000年 10月～2018年4月慶應義塾大学経済学部教授
現在、立教大学大学院特任教授、慶應義塾大学名誉教授

かねこ

まさる

金子 勝 氏

◆始めてみませんか？ インターネットで楽々経理！『ネットde記帳』
帳簿付けなどの経理処理は会計の知識が必要で時間も手間もかかります。事務作業を減らしたいとお悩みの方に、商工会では会計ソフトの活用をおすすめします。
ネットde記帳は、インターネットを利用したASPシステムで、一般のソフトと同様、伝票入力や決算、各種申告書作成等が簡単に行える経理システムです。現在、商工会
が行う記帳機械化事業の標準システムとして、多数の事業所様にご利用いただいております。
ネットde記帳は、商工会等において操作方法等のサポートを行っていることに加え、身近な商工会職員による記帳・経理等の支援が受けられることが最大の特徴です。
❖商工会会員事業所様にご利用いただけますが、別途、費用は必要となります。詳細につきましては、商工会本所各支所にお問合せください。
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事業者の力強いパートナー！商工会に加入しませんか?
商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事
業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う法律に基づいて設立さ
れた団体です。
経営や金融相談をはじめ、販路開拓支援、労務相談、専門家派遣、セミ
ナーなど様々なメリットがあります。

未加入の事業者様
商工会は、小規模企業や中小企業の皆様を応援する地域に根付いた団体です。
資金調達や経営相談なども気軽に相談していただけます。定期的に商工会職員が
事業所を訪問する巡回相談も行っていますので、安心してご利用頂けます。
また、地域の経営者様との情報交換や異業種交流の場としても役立っております。
まずは、お気軽にご相談ください。
■加入資格■
甲賀市内において営業所・事務所・工場又は事業場を有する商工業の方
■加入手続き■
加入申込書に必要事項を記入の上、事務局にご提出ください。
★会員数
年会費

1,805事業所（11月末時点）
加入金   5,000円
個 人 12,000円
法 人 24,000円

甲賀市商工会女性部ご加入のご案内

たくさん！
メリットも
種との
地域の異業
いの
新しい出会
広がります
チャンスも

商工会女性部は、事業および地域の発展に向けて、それぞれが得意とする分野で
活動しています。
仕事、趣味、ボランティア、おしゃべりを楽しみながら活動している元気な女性
達の部会です。
■女性部の加入資格■
商工会の会員（法人にあっては、その役員）もしくは配偶者。
商工会の会員の親族であって、その事業に従事している女性の方。
★部員数 195名 年会費２，
０００円

甲賀市商工会青年部ご加入のご案内
商工会青年部は、地域の商工業の後継者および青年経営者を中心とした部会で、
商工業の発展のための勉強と、異業種間での意見交換をはじめメンバーの資質向上
を目的とします。
健全な地域社会の発展を図り、次世代を担う地域の一員として積極的に活動を行
っています。

■青年部の加入資格■
商工会会員（法人にあっては、その役員）又はその親族若しくはその後継者と認めら
れる者であり、
かつ、
その会員の営む事業に従事する者であって、
年齢満45歳以下の方。
★部員数 115名 年会費13,000円

詳細については、
「甲賀市商工会」までお問い合わせ下さい。

青年部部員拡大委員会からのお知らせ

甲賀市を彩る冬の風物詩イルミネーション点灯中
市内３カ所にてイルミネーションが点灯しております。お友達同士、ご家族をお誘いの上、ぜひ観にお越しください。
★甲賀市商工会青年部【甲賀支部】
場
所
点灯時間
点灯期間

甲賀駅北口ロータリー
17：00～25：00
12月14日〜1月25日

★甲賀市商工会水口支部貴生川地区

場
所 JR草津線貴生川駅北口ロータリー
点灯時間 17：30〜24：30
点灯期間 12月1日〜2月2日
名
称 『いいみちの郷イルミネーション』

★信楽イルミネーション実行委員会
場
所 信楽高原鐵道信楽駅周辺
点灯時間 17：00〜24：00
点灯期間 12月2日〜1月13日

