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湖国で輝く企業を訪ねて

●柱となる商品の質と価値を落とさない。

●原材料選びにこだわり、長く愛される商品を開発する。

●作り手が美味しいと納得できる製品づくりを目指す。

本　社／大津市和迩北浜577-５
設　立／平成７年
従業員／８名
事業内容／和菓子の製造

おみやげ需要の減少で売り上げが低迷
　代表の伴 一男氏が勤務していた「びわ湖名水餅」を製造する会社
を、平成７年に買い取って独立、京銘菓「八ツ橋」の卸売との二本柱で、
事業をスタートした滋賀ごてん本舗。独立した当時は雄琴温泉の旅
館などに名水餅などを納品していましたが、核家族化の影響なども
あっておみやげの需要が下がり始めてからは、さまざまな和菓子メー
カーの下請けで凌ぐ時代が長く続きました。
　そんな中、名水餅を納品していた道の駅米プラザから「ぜひオリジ
ナル商品も作ってほしい」という要望があり、新商品開発に取り組むこ
とになりました。
　しかしながら、「おみやげものと違い、生菓子は賞味期限が短く、
廃棄ロスにつながりやすいことから抵抗感があり頭を悩ませてい
ました」と、伴社長の娘の千鶴さんは当時を振り返ります。

下請けから自社販売への転換
　千鶴さんは18歳から３年間、京都の和菓子店で働きながら和菓子製
造の基本を学び、22歳から家業を手伝ってきました。「修行で培った菓
子づくりの技術や知識を活かせるのでは」と、千
鶴さんがオリジナル商品の開発に取り組むこと
になりました。
　滋賀でおなじみの醤油味のものではなく、修
行時代に食べた甘みの強いタレをからめた京風
のみたらし団子を試作したところ、道の駅のス
タッフの評判は上々で、販売を始めてみること
になりました。それでも廃棄ロスへの抵抗感は
ぬぐえず、初めはごくわずかな量からスタートし
ましたが、着実に納品数が増えていくことに。

　「同一商品の価格帯よりずっと高いのに、予想を上回る売れ行きに
驚きました」と千鶴さん。
　滋賀県産米100％の団子は、ふんわりとしてお餅のようなもちもち
食感で、オリジナルのタレには美味しい醤油や味醂をたっぷり使い、
旨味を出すため水飴の代わりにコクのある米飴が使用されていま
す。好みできなこをかけて味の変化を楽しめるようにするなど、美味し
さとアイデアにこだわったみたらし団子は滋賀ごてん本舗の看板商
品になり、晴れて業態転換を果たすことができました。

ＴＶ番組で紹介され一躍人気に
　そして３年前、遊び心で作っ
てみた巨大なみたらし団子
を業者さんに見せたところ、

「これは絶対売れますよ」と
言われ、半信半疑でサンプル
を作って販売してみるとたち
まち話題に。こうして、団子一
つの重さが約80グラム（通常
のみたらし団子１串分）のギガ
団子が誕生しました。ちょうど
メガ盛りなどがブームになっていたこともあってSNSなどで話題にな
り、昨年、人気テレビ番組で取り上げられたことで、注目度が一層高ま
りました。
　ギガ団子は機械が使えないため、柔らかな団子を一つひとつ手で
串に刺し、ツヤがでるよう均一にタレをからめていくには熟練の技が
必要です。
　千鶴さんがデザインした手作り感のあるラベルは、シンプルながら
も却って目を引く効果もあり、話題性だけでなく、美味しさが評判に
なってリピーターも増えています。

道の駅から販路を開拓、県外にも販路を広げる
　販路をどう開拓するかを金融機関や信用保証協会に相談し、よろず
支援拠点のアドバイスを受けたことや米プラザから県内の道の駅を
紹介してもらったことで、少しずつ取扱店も増えました。その後、竜王
にある三井アウトレットパークの中の「湖の駅 滋賀竜王 おいしやうれ
しや」や、西日本高速道路のサービスエリアで販売できるようになり、

県外の消費者にも広
がっていきました。
　大手スーパーのバ
イヤーがたまたま米
プラザでギガ団子を
目にしたことから、複
数の大型スーパーな
どでも販売できるよ
うになると売り上げ
も伸び、従業員を増
やして設備を増設す
ることもできました。
　「餡を載せたみたらし団子やヨモギ入の団子を作ってもらえない
か」という要望もあったそうですが、バリエーションを作るともともと
の商品の訴求力が落ちて売り上げが下がるため、普通の団子を柱と
してブレずにやっていくことを選択しました。
　ただし、団子と競合しない商品の開発には力を注いでおり、滋賀県
産の卵と牛乳を使った昔ながらの焼きプリンは好調な売れ行きが続
いています。「商品開発だけでなく、対外的な折衝も精力的にこなす
千鶴さんを頼もしく思っている」と語る伴代表。看板商品のみたらし
団子を大切に守りつつ、新しい商品の開発にも取り組んでいきたい
と、今後の事業を展望しています。

代表　伴　一男氏・伴　千鶴氏

企業ポリシー企業データ

滋賀ごてん本舗

　廃棄ロスを出したくない一心で、どれくらい作って納品すればい
いか、また販路をどう開拓したらいいかずいぶん悩みました。最初
は１日５パックとか10パックを納品して、売り切れたらまた作って納
品するということを繰り返していました。お客様に支持していただ
けたのは、味へのこだわりがあったからだと思います。
　主力商品ができるとすごい強みになるということを実感しました。
経営が軌道に乗り、ロスがなくなったおかげで、良い原材料を安心
して使えるようになり、良い方向へ向かってこられたんだと思いま
す。
　みたらし団子を大事にしてきたおかげで、小売店さんのほうから
お声掛けいただけるようになりました。わが社には営業はいません
が、団子が営業をしてくれていると思っています。

Message
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生 顧客の支持につながった味へのこだわり

主力商品を大切にしながら新たな展開を目指す
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保証承諾

28年度 29年度 30年度

Ⅰ 20,609 18,984 16,567 

Ⅱ 22,575 19,662 20,583

Ⅲ 20,601 25,933 

Ⅳ 22,759 19,228 

累計 86,544 83,807 37,150

代位弁済（元利）

28年度 29年度 30年度

Ⅰ 691 1,083 687 

Ⅱ 1,078 922 736

Ⅲ 445 988 

Ⅳ 667 916 

累計 2,882 3,909 1,423

保証債務残高

28年度 29年度 30年度

Ⅰ 263,969 246,772 234,699 

Ⅱ 259,236 242,147 231,305

Ⅲ 255,822 245,204 

Ⅳ 251,163 240,926

DATA／TRANSITION

四半期別保証状況推移表・グラフ

（単位：百万円・％）

保証申込
　上期を終え、保証申込は3,860件(前年度比100.0％)、
407億61百万円(同97.9％)となり、前年と比べ件数で1件、
金額で8億75百万円減少した。

保証承諾
　保証承諾は3,619件(前年度比98.4％)、371億50百万
円(同96.1％)となり、前年と比べ件数で57件、金額で14億
96百万円減少した。
　今年度の保証承諾実績を制度別でみると、アシストライ
ン保証（プロパー協調融資保証）は217件、31億31百万
円、ケイゾク保証（短期継続融資保証）は424件、29億
77百万円、創業者向け保証制度は182件、8億67百万円、
経営改善サポート保証は8件、2億9百万円、政策推進資金
保証（再生支援枠）は12件、89百万円となった。
　１件あたりの保証承諾額は1,027万円で前年と比べ25万
円減少している。また平均保証期間は57.7ヵ月と前年に比
べ4.8ヵ月短期化している。

保証債務残高
　保証債務残高は27,765件(前年度比100.0％)、2,313億
5百万円(同95.5％)となり、前年と比べ件数で7件増加、金
額で108億43百万円減少した。
　保証利用企業者数は13,581先で、前年と比べ270先減
少した。
　1先あたりの保証債務残高は1,703万円となり、前年と比
べ45万円減少した。
　今年度の保証債務残高実績を制度別でみると、アシスト
ライン保証（プロパー協調融資保証）は1,260件、155億
24百万円、ケイゾク保証（短期継続融資保証）は1,511件、
106億72百万円、創業者向け保証制度は883件、29億71
百万円、経営改善サポート保証は191件、40億26百万円、
政策推進資金保証（再生支援枠）は155件、16億55百万
円となった。

代位弁済
　代位弁済は元利合計で178件（前年度比88.6％）、14
億23百万円（同71.0％）となり、前年と比べ件数で23件、
金額で5億82百万円減少した。

［上期の保証概況］　

保証承諾累計 372億円 （前年度比  96.1％）

保証債務残高 2,313億円 （前年度比  95.5％）

代位弁済累計 14億円 （前年度比  71.0％）

区　　分
平成30年度上期 平成29年度上期

件　数 金　額 件　数 金　額前年度比 前年度比
保　証　申　込 3,860 40,761 97.9 3,861 41,636 89.3

保　証　承　諾 3,619 37,150 96.1 3,676 38,646 89.5

保 証 債 務 残 高 27,765 231,305 95.5 27,758 242,147 93.4

代位弁済（元利） 178 1,423 71.0 201 2,005 113.3

平成30年度　上期主要数値及び概況説明

各表の金額は欄外に記載した単位未満を四捨五入していますので、合計欄と一致しないことがあります。

保 証 概 況

3 4REPORT 2018 AUTUMN REPORT 2018 AUTUMN



前回調査と比べ改善している。来期も改善の見通し。

　県内中小企業の景況と実態を調査するため、前回（H30.2）に引き続き、当協会の保証利用企業（500先）に対して①景況感
について、②協会利用についてのアンケート調査を実施いたしました。回答の内容は以下のとおりです。
　本調査は今後も継続し、県内中小企業の景況と実態を把握してまいります。
　本調査にご協力いただきました方々に対し、厚く御礼申し上げます。

●業況ＤＩ（好転―悪化）は前期が1.9で今期が2.1となり、0.2ポイ
ント改善した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は11.5で、今期より9.4
ポイント改善の見込みとなっている。

●資金繰りＤＩ（好転―悪化）は前期が▲11.3で今期は0.0となり、
11.3ポイント改善した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は4.2で、今期より4.2ポ
イント改善の見込みとなっている。

●採算ＤＩ（好転―悪化）は前期が▲9.4で今期が2.1となり、11.5
ポイント改善した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は6.3で、今期より4.2ポ
イント改善の見込みとなっている。

●生産と売上ＤＩ（好転―悪化）は前期が▲6.3で今期が14.6とな
り、20.9ポイント改善した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は12.5で、今期より2.1
ポイント悪化の見込みとなっている。

調 査 対 象

実 施 時 期

配 布 数 回 答

回 答 率調 査 方 法

概 要 調 査

当協会の保証利用企業（500先）

平成30年9月

500通

無記名アンケート方式

96通

19.2％

※各表の割合は小数点第2位を四捨五入しているため、表中の合計と一致しないことがあります。

Report
中小企業アンケート結果

平成30年9月実施

1.  景況感について

業 況

前回調査と比べ改善している。来期は悪化の見通し。生産と
売上

前回調査と比べ改善している。来期も改善の見通し。資金
繰り

前回調査と比べ改善している。来期も改善の見通し。採 算

増加した増加傾向にある
変わらない減少傾向にある減少した
回答なし

好転した好転傾向にある
変わらない悪化傾向にある悪化した
回答なし

好転した好転傾向にある
変わらない悪化傾向にある悪化した
回答なし

従業員数業　種

H28.8

H29.2

H29.9

H30.2

H30.9

大変良くなったやや良くなった
ほとんど変わらないやや悪くなった大変悪くなった
回答なし

21人以上
4.2%

6人以上20人以下
10.4%

５人以下
85.4%

サービス業
20.8%

小売業
19.8%

製造業
6.3%

その他
10.4%

卸売業
11.5%

不動産業
6.3%

▲ 30

▲ 20

▲ 10

0

10

20

H30.9H28.8 H29.2 H29.9 H30.2 来期

▲10.2 ▲8.1

▲23.5

1.9 2.1

11.5

建設業
25.0%

来期

25.2 39.0 23.3
3.8

3.1

8.2

14.6 35.4 36.510.4

47.9 32.319.8

3.5 0.4

0.7

0.8

2.1

20.441.627.8 

22.4

6.3

来期

H30.2

H30.9

H29.9

H30.2

H30.9

3.1 0.6

29.65.0 39.6 22.0

H29.2

H28.8

来期

来期

17.347.126.35.9 3.5

来期H30.9H28.8 H29.2 H29.9 H30.2

▲ 20

▲ 30

▲ 10

0

10

20

▲9.8 ▲10.1

▲24.2

▲6.3

14.6 12.5

来期H28.8 H29.2 H29.9 H30.2 H30.9

▲11.4 ▲12.8

▲24.2

▲9.4

2.1
6.3

▲ 20

▲ 30

▲ 10

0

10

20

来期H28.8 H29.2 H29.9 H30.2 H30.9

▲ 20

▲ 30

▲ 10

0

10

20

▲14.9

▲21.5

▲11.3
▲24.2

0.0
4.2

2.7

3.8
22.141.621.511.4

8.7 26.2 41.6 20.8

1.3

0.8

1.0

2.3

1.3

15.936.429.5

25.047.917.77.3

13.6

27.740.922.65.0

12.1 27.3 44.7 12.9

1.91.9

25.8 31.1 18.9

H28.8

H29.2

H29.9

22.4 5.933.728.29.8

14.1

20.5

0.8

23.5 32.9 23.5 4.0

3.0

2.0

17.7 53.1 29.2

7.3 19.8 43.8 28.1

21.9 50.0 28.1

H28.8

H29.2

H29.9

H30.2

H30.9

13.349.8 27.8 3.94.3

7.4 32.9 39.6 17.4

0.8

1.3

0.8

1.3

9.8 30.3 43.2 12.1

3.8

5.7 25.2 49.1 16.4

8.3 13.5 56.3 18.8

0.6

3.1

3.1

16.7 62.5 20.8

0.6
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　対応については「丁寧な説明でわかりやすかった」と回
答された企業が最も多く72.0％となりました。

　直接話をしたことが「ある」と回答された企業に当協会
職員の印象・対応について聞いたところ、印象については
「普通」と回答された企業が44.0％と最も多く、次に「好印
象」が40.0％となりました。

　当協会が行っている経営相談で、現在相談するとすればどの
ような内容の相談がしたいか聞いたところ、「新たな資金の借り
入れ」と回答された企業が20.8％と最も多く、次に「自社に適し
た保証制度」が13.9％となりました。

2.  協会利用について

　当協会をご利用いただいたきっかけは「金融機関のすす
め」と回答された企業が81.3％と最も多く、次に「商工会・
商工会議所のすすめ」が6.3％となりました。

2．当協会をご利用いただいて良かった点

1．当協会をご利用いただいたきっかけ

　当協会をご利用いただいて良かった点は、「スムーズに融
資が受けられた」と回答された企業が47.2％と最も多く、
次に「第三者保証人が不要」が25.4％となりました。

3．当協会をご利用いただいて良くなかった点

　当協会をご利用いただいて良くなかった点は、「金融機関
経由のためよくわからない」と回答された企業が36.5％と
最も多く、次に「保証料が高い」が34.9％となりました。

4．当協会職員と直接話をしたことがあるかについて

　当協会職員と直接話をしたことが「ある」と回答された企業
は26.0％、「ない」と回答された企業は74.0％となりました。

5．当協会職員の印象・対応について

6．当協会へ経営相談したい内容について

金融機関の
すすめ
81.3%

3.2%

1.6%

34.9%

6.3%

36.5％

12.7%

4.8%

4.9%

25.4%

8.5%

9.9%

1.4％　

2.8%

47.2%

〈当協会職員の印象〉 〈当協会職員の対応〉

好印象
40.0%

普通
44.0%

事務的な
印象
4.0%

返済等の見直し

同業他社の成功事例

自社に適した保証制度

借換等による借り入れ一本化

新たな資金の借り入れ

事業承継について

財務分析によるアドバイス

専門家によるアドバイス

その他

回答なし

丁寧な説明で
分かりやすかった
72.0%

難しい説明で
分かりにくかった
4.0%

回答なし16.0%
特に印象に
残っていない
4.0％

その他 4.0％

その他 8.0％

回答なし
4.0％

保証料が高い

金融機関経由のためよくわからない

提出書類が多く面倒

審査が厳しい

融資まで時間がかかった

その他

回答なし

スムーズに融資が受けられた

低金利の制度が利用できた

長期間での融資が受けられた

第三者保証人が不要

その他

複数口をまとめることで
返済額の見直しができた

回答なし

ない
74.0%

ある
26.0%

※各表の割合は小数点第2位を四捨五入しているため、表中の合計と一致しないことがあります。

以前利用したことが
あったため
5.2%

商工会・商工会議所の
すすめ
6.3％

回答なし 2.1%

制度資金を
利用したため
5.2%

4.9%

2.8%

12.5%

3.5%

11.1%

11.1%

6.3%

20.8%

13.9%

13.2%

15.0%
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リラクゼーションエステ　
Rose  Bouquet〜ローズブーケ〜居酒屋　あじと

　　　　　　 潤鍼灸院 　　　　　　 C
ク ロ ワ ゼ

ROISER

Hair Salon you華 近江牛よしだ

古
いにしえ

の月
つきみや

宮酒肴　ゆう

Hair salon Meat shop

Japanese pub

Beauty salon

Hair salonAcupuncture and moxibustion clinic

Japanese pub

French restaurant

042 046

048

047

049

043

044 045

　5年後、10年後もキレイ
でいていただく為にyou
華と二人三脚で理想の髪
を手に入れませんか？ま
た、当店自慢のヘッドスパ
で贅沢な時間と日々の疲
れをリフレッシュしてくだ
さい♪

　Ａ４・Ａ５ランクの近江牛
を主力商品としてお求め
やすい価格で販売してお
ります！ご進物用にもご利
用くださいませ。その他、
国産豚肉やハムなどもご
用意しております。

　閑静な住宅街に佇む隠れ家
的存在の一軒。京都中央市場
から仕入れる鮮魚はこの道17
年のオーナーが厳選。見た目
の美しさ、食感、味のバランス
にこだわり、旬のいいものだけ
を提供。また近江牛陶板焼き
やフグ鍋コースもおすすめ。

　経験豊富なオーナーが
フェイシャルエステやボ
ディエステ、ブライダルエ
ステなど全身をハンドト
リートメントしてくれる。日
頃頑張る自分へのご褒美
として行ってみては？

当協会を通じて、創業資金をご利用されたお客様に対し、お店のひとことPRを当協会の
広報誌『信用保証レポート』に掲載させていただいています。

掲載料は無料ですので、興味のある方は是非この機会にご利用ください！

　築75年の納屋をリノベーショ
ンした古民家美容室。わらすき
の土壁を利用した趣ある空間で
癒されながら、一人ひとりに合
わせたヘアスタイルの相談がで
きると評判。カットは一律4,320
円、カラーは4,320円〜。

　 そ の日仕 入 れた特 選メ
ニューから気軽な一品まで
幅広いメニューを揃える居
酒屋。秋冬に特におすすめの
人気の一人鍋は800円〜用
意。日替わりランチ780円も
好評で、定食メニューは夜も
オーダー可能。

　フランスの星付きレストラ
ンでの経験もあるシェフが腕
を振るい、季節に応じた料理
を提供してくれる石山の人気
店。ランチコースは2,480円
〜、ディナーコースは5,400
円〜用意し、一品からの注文
も歓迎。

　JR能登川駅徒歩3分。一人
ひとりの悩みを丁寧にカウン
セリングし解決へと導いてく
れる。院内は女性や子どもが
安心して入れる雰囲気なの
で、お身体の悩みを気さくな
院長に一度相談してみよう。

☎️ 077-526-7656
大津市中央2-4-16
[昼]11:30〜13:00(LO)
[夜]17:30〜22:00
日曜休
P有

☎️ 0748-55-8118
東近江市宮川町244-107（長峰団地内）
9：00〜19：00（予約優先制/
　　最終受付パーマ・カラー16：00）
月曜、第3火曜休
P有
[LINE ID]youka2615

☎️ 0748-37-3350
近江八幡市長光寺町920
8：30〜18：30
火曜休
P有

☎️ 077-561-5354
草津市草津1-20-31
17：00〜23：00
水曜休（予約可　詳細は問い合わせを）
P有
※最大15人程度までの個室あり
※昼は予約制

☎️ 090-3284-8826
近江八幡市上田町1550-4
10：00〜18：00

（予約優先制/営業時間外も相談可）
不定休
P有

☎️ 0749-50-4122
長浜市香花寺町290
9：00〜18：00
月曜・第2火曜・第3日曜休
P有

☎️ 0748-43-0789
東近江市垣見町756-2
午前9：00〜12：30
午後15:00〜19：30（予約優先制）
土曜午後、日曜休
P有

☎️ 077-526-7355
大津市粟津町7-14 2F
[昼]11：30〜13：30(LO)
[夜]18：00〜24：00(LO23：00)
不定休
Pなし(近隣にコインＰあり）
[HP]croiserfrench.com

鈴
日
野
川

朝日
大塚

477
41

蒲生堂長峰団地西口

市子沖

477 近
江
鉄
道

至竜王IC

フレンド
マート

滋賀銀行

武佐宿
脇本陣跡

武佐
平田

8

421
友定町

長光寺町
本陣跡

武佐小

近江鉄道八日市線

至能登川

草津宿本陣

レクサス

草津
市役所

ＪＲ琵琶湖線

草津一丁目南

草 津

1
スター
バックス

草津
電気 草津駅口

白
鳥
川

JR琵琶湖線

フレンド
マート

近江八幡

くら寿司

滋賀銀行

八幡東中

イオン

ジョーシン

近
江
鉄
道

東海道新幹線

Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線

酢

8
虎 

姫

至長浜駅

びわ中

び
わ
湖

田川

姉川

益田

馬渡橋北詰

44

奥びわ
スポーツの森

びわ湖大津港

ラウンドワン

浜町

琵琶湖ホテル

中
央
大
通
中央小

びわ湖浜大津

島ノ関

161

18 京阪石坂線

能登川

林

しまむら

2

52

垣見

JR琵琶湖線

セブン
イレブン

フレンドマート

JR琵琶湖線

松原町西 松原町
石 山

滋賀銀行

セブンイレブン
平和堂

KFC

京阪石山

1

京阪石山
坂本線

アナタのお店を紹介します！

検索検索あじと 大津 検 索検 索近江牛よしだ

検 索検 索酒肴　ゆう 検 索検 索古の月宮　長浜検索検索潤鍼灸院

着付け・貸衣装・
ネイル・外出困難な
方の訪問カット
なども承ります！

ネット販売も
しております！

詳細はＨＰを検索。

深い
リラクゼーション効果と

やすらぎを
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R&E彦根ボクシングクラブ A
ア ズ ー ル
ZURE B

ブ ル ー
LUER

ラ ス ク
ask G

ジ ェ ム
em 株式会社ハコデザインプランニング

手打ち多賀そば 石
いしぐりあん

栗庵 ABARIS 整体院すこやか

Jewelry shop Architeuctual officeBoxing club Wine shop

Soba Nursery schoolFrench restaurant Manipulative institute

050 054051 055

052 056053 057

　 彦 根 市にある宝 石 の 販 売
から修 理まで手 掛ける[Rask 
Gem]。様々な資格・経験を持つ
店主は宝石のことなら何でも相
談できてしまうほど頼りになる
存在。ここだけの彦根市公認の
プラチナとK18で作成した「ひこ
にゃんネックレス」も販売。

　住宅や店舗の設計からマ
ンションのリノベーションま
で幅広く対応し、そのどれも
が各分野の滋賀のクリエー
ター達がプランニングをす
る。木をふんだんに使用した
ハイセンスなデザインは一
目置かれる存在に。

　彦根にオープンした「楽しく・
明るく・元気に」をテーマに自分
のレベルに合ったトレーニング
が可能なボクシングジム。本格
トレーニングはもちろん、ストレ
ス発散・健康維持・ダイエットな
ど、様々な目的で利用できる。

　自然に寄り添ったワインを販
売する[AZURE BLUE]。店内で
は選び抜かれたグラスワインを
1杯500円〜提供しており、食
事の持ち込みも自由という嬉し
さ。ギフトでも購入可能という
使い勝手の良さも好評。

　多賀大社前駅から徒歩5分、多賀
産100%の自家製粉をした本格的な

「多賀そば」が味わえるこちら。挽き
たて。打ちたて。湯がきたて。の３たて
にこだわるからそば本来の風味を感
じられる。おすすめは数量限定「十割
ざる」900円。「二八ざる」は750円。

　企業主導型の事業所内保育事
業を主軸とし、様々な就労形態に
対応する保育サービスを行うこち
ら。看護師の常駐や土曜日の利用
もできるなど、嬉しいポイントも多
い。また、就労要件などを満たせば
自治体の認定不要で契約が可能。

　季節の素材を活かした独
創的なメニューが好評な能登
川の話題の一軒。研鑽を積ん
だシェフが披露する料理はこ
こでしか味わえないものばか
り。オードブルなどのテイクア
ウトも4日前までの予約で可
能に。

　整体メニューはもちろんの
こと、巻き爪矯正が今話題の
[すこやか]。痛みもなく、わず
か30分という短時間の施術
で丸まった巻き爪を通常の状
態へと導いてくれる。施術だ
けでなく今後のアドバイスも
くれる、悩みを持つ人には心
強い味方。

☎️ 0749-26-4114
彦根市本町1-11-17-1
10：00〜19：00
水曜休
P有
[HP]rask-gem.jp

☎️ 077-516-4335
守山市守山2-16-38 市役所前ビル204号
9：00〜18：00
水曜休
P有
[HP]haco-dp.jp

☎️ 0749-21-5206
彦根市西今町21-1 3F

［午前］9：00〜13：00
［午後］16：00〜22：00
［土曜］13：00〜18：00
［日曜］9：00〜15：00
月曜、水曜午前、祝日休　　P有
[HP]re-hbc.jp

☎️ 077-598-6418
守山市守山2-10-27
営11：00〜21：00
不定休
P有
[HP]azureblue.business.site/

☎️ 090-5580-0729
犬上郡多賀町多賀641

［昼］11：00〜15：00（売り切れ次第終了）
［夜］完全予約制
火曜休、第2・第4月曜休
P有（店舗奥3台）

☎️ 0749-47-6545
彦根市小泉町46-2
7：30〜18：30（延長19：00まで）
日曜休　　P有　

［対象年齢］0〜2歳児
［定員］19名（月極保育）
※内閣府所管企業主導型保育園

☎️ 0748-26-3587
東近江市躰光寺町428-3

［昼］12：00〜15：00（LO13：00）
［夜］18：00〜22：00（LO20：00）
完全予約制
不定休　P有
[HP]abaris.jp

☎️ 070-1266-2059
米原市下多良2-63セリマンション103号
8：00〜20：00（完全予約制）
日曜、不定休
P有

彦
根 8

京町

京橋

銀座町

外町

市役所護国神社

彦根城

Ｊ
Ｒ
琵
琶
湖
線

彦根キャッスル
リゾート＆スパ

平和堂

関西
アーバン銀行

守山
JR琵琶湖線

滋賀県立
総合病院

八代

元町

泉町

市役所

モリーブ

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン

市民病院

守山高

11

南
彦
根 8

犬上川

宇尾町

西今町

キリン堂

彦根中央病院

小泉町 高宮町

春日大橋

Ｊ
Ｒ
琵
琶
湖
線

セブン
イレブン

ビバシティ
山崎
病院

ファミリーマート

守 山

東門院

勝部町

今宿町

銀座西

JR琵琶湖線
油池

守山小

あまが池
2

平和堂 キ
リ
ン
堂

滋賀銀行

P

多賀大社
真如寺

名
神
高
速
近江鉄道
多賀大社前

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン

滋賀銀行

多賀北

306

307
多賀

南
彦
根

Ｊ
Ｒ
琵
琶
湖
線

犬上川

高宮町

千鳥橋北詰

8

春日大橋

ビバシティ

病院

セブン
イレブン

ファミリーマート
能登川

垣見

52

至R8

林

2

能登川支所

セブンイレブン
フレンドマート

林中央
公園

能登川中

JR琵琶湖線

8

8

Ｊ
Ｒ
琵
琶
湖
線

J
R
東
海
道
本
線

平和堂

米
原
バ
イ
パス

米 

原

下多良

至彦根

市役所
セブン
イレブン

アナタのお店を紹介します！

検索検索石栗庵 検 索検 索整体院すこやか　米原

時計修理も
お任せ下さい！

実践から
フィットネスまで
幅広く歓迎！

出店予定の
オーナー様、
お気軽にご相談
ください！

巻き爪矯正！
たった1回30分で
驚異の改善！

※彦根市許諾第 A1810361
※彦根市許諾第 A1810362 実際の店舗施工事例

未就園児保育園
ハグテラス彦根保育ルーム
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　平成30年9月11日（火）、当協会において途上国で中小企業の
発展・振興に従事する行政組織の職員8名の訪問を受け、研修会を
実施しました。
　本研修は独立行政法人国際協力機構（JICA）から公益財団法人
太平洋人材交流センターが受託し、中小企業振興に携わる行政官
等が、日本の中小企業振興政策・施策について学び、職務の能力強
化を図ることを目的として実施されたものです。
　研修会は、日本の信用保証制度について当協会
職員が日本語で説明し、逐次、英語に通訳をして進
めました。質疑応答では、信用保証の仕組みや金融
支援の体制など多岐にわたる質疑応答が活発に行
われ、研修生の熱心な受講姿勢に刺激を受けまし
た。
　今回の研修で習得された知識を十分に活用され、
自国の中小企業の発展・振興に取り組まれる際の一
助となれば幸いです。

　平成30年8月1日（水）、公益財団法人21世紀職業財団より、ハ
ラスメント防止研修客員講師 深海慶子氏を講師にお迎えし、コンプ
ライアンス研修を実施しました。

研修会では、「ハラスメントの防止」に関して、様々なハラスメント
の定義など、事例を用いながらご講演いただき、ハラスメントについ
て改めて考える良い機会となりました。
　今後は、本研修で得た知識を活かし、全役職員がハラスメントに
よってもたらされるリスクを十分認識し、風通しの良い職場環境づく
りに向け努力してまいります。

　平成30年7月10日（火）、一般社団法人CRD協会より、中小企
業診断士 松本洋正氏を講師にお迎えし、CRDモデル3（法人モデ
ル）・McSS（中小企業経営診断システム）の研修を実施しました。
　研修会では、CRDモデル3の概要及び、McSSの基本的な使用
方法から報告書の分析・活用方法等について学びました。

CRDモデル3・McSS研修を実施しました

公益財団法人太平洋人材交流センター 
「2018年度 中小企業振興のための経営強化・金融支援研修」を実施しました

コンプライアンス研修を実施しました

研修会の実施について当協会の取り組み

を開催しました！『生産性向上セミナー』

　平成30年8月6日（月）、8月22日（水）に当
協会にて生産性向上セミナー 『口コミを加速させ
て集客アップ！ 明日から使えるSNS活用法』 を開催し、延べ61名（1回目
34名、2回目27名）の方々にご参加いただきました。
　近年、SNSはビジネスを展開する上で、不可欠なビジネスツールにな
りつつあります。そこで、本セミナーでは「事例から見る本当に使える
SNSの活用法」、「ローカルビジネスに効果的なSNS広告の活用法」、「口
コミが起こる文章の書き方や写真の見せ方」など、明日から使えるSNS
活用法を、講師にグラスハパコンサルティング株式会社 代表取締役 中
野雅公氏をお迎えし、SNSの基本的な使い方から拡散させるコツにいた
るまで、わかりやすくご講演いただきました。

セミナー後に行ったアンケートでは、「各SNSの活用方法や写真の撮り方が理解できました」「実例があったので
実践しやすいです」「インスタ映えテクを知る事が出来て良かったです」など、ご好評のお声をいただきました。
　皆さまからいただいた貴重なご意見は、今後のセミナー開催などに積極的に活用してまいります。
　今回、本セミナーにご参加いただいた皆さまには、この場を借りてお礼申し上げます。

口コミを加速させて集客アップ！ 
明日から使えるＳＮＳ活用法

セミナーでは、講師の
中野雅公氏より、SNSの
動向や仕組み、SNSで成
果を出す方法、情報を拡
散させるための文章の書
き方など事例を用いなが
らご説明いただきました。
　また、写真を上手に撮
影するためのテクニックを
ご説明いただき、グルー
プ形式で実際にスマート
フォンを使った写真撮影も
行いました。

講師：中野　雅公氏
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お知らせ

１０月は「滋賀県ちいさな企業応援月間」です！
　県内中小企業の9割近くを占める小規模企業は、地域の経済や社会の担い手として大変重要な役割を果たしています。
滋賀の経済や社会が今後も持続的に発展していくためには、小規模企業をはじめとする中小企業（以下「ちいさな企業」とい
う。）の活性化が必要不可欠となっています。
　そこで、滋賀県では10月を「滋賀県ちいさな企業応援月間」として、関係者が連携し一体となって、情報発信や支援策、諸
活動等を強化し積極的に実施することと定めています。
　この「滋賀県ちいさな企業応援月間」において、当協会も中小企業・小規模事業者の皆さまへの支援をより一層積極的に取
り組んでまいります。

滋賀県ちいさな企業応援月間の詳細は、滋賀県ホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。

ＴＥＬ 077-528-3733
ＦＡＸ 077-528-4871
Ｍａｉｌ fb00@pref.shiga.lg.jp

セーフティネット保証について ※詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

【利用できる指定業種の変更】
平成30年 7月1日～平成30年 9月30日　193業種
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　⬇　　
平成30年10月1日～平成30年12月31日　167業種

1.経営安定関連（セーフティネット）保証2号について 2.経営安定関連（セーフティネット）保証4号について

3．経営安定関連（セーフティネット）保証5号について

【現在の指定】
⃝ロシア水域におけるさけ・ます流し網漁禁止
　 （※指定期間の終了日：平成30年12月31日）

【現在の指定】
⃝平成30年台風20号及び台風21号による災害
　（※指定期間の終了日：平成31年1月3日）
⃝平成30年大阪府北部を震源とする地震
　（※指定期間の終了日：平成30年12月26日）
⃝平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震
　（※指定期間の終了日：平成30年12月18日）
⃝平成30年7月豪雨による災害
　（※指定期間の終了日：平成30年12月17日）
⃝平成28年熊本地震
　（※指定期間の終了日：平成30年12月13日）
⃝平成30年8月30日からの大雨による災害
　（※指定期間の終了日：平成30年12月10日）
⃝平成29年7月5日からの大雨による災害
　（※指定期間の終了日：平成30年11月9日）
⃝平成30年霧島山における火山活動
　（※指定期間の終了日：平成30年10月31日）

滋賀県商工観光労働部
中小企業支援課

※指定期間が延長される可能性があります。

保証制度のお知らせ

〒520-0806　大津市打出浜2-1　「コラボしが21」7・8階
滋賀県信用保証協会　保証部　保証第1課・保証第2課
TEL.077-511-1321／1322
URL：http://www.cgc-shiga.or.jp 検索滋賀県信用保証協会

商工会・商工会議所
連携保証料割引制度
商工会・商工会議所の経営指導を受ける各会員事業者の保証料負
担の軽減を行い、安定的な資金の確保を図るとともに、商工会・商工
会議所、保証協会、金融機関で連携して経営支援を実施し中小企業
者の事業の持続的発展に資することを目的としています。

対象となる保証制度
❶ 小口零細企業保証
　 （全国小口保証）
　 （一般枠に限る）
❷ 創業関連保証
❸ 創業等関連保証

①滋賀県信用保証協会の保証対象要件
に該当する事業者で、１期（6か月）以
上の決算を実施している法人および
個人であること

②条件変更等による借入金の返済緩和
を実施していないこと

③商工会・商工会議所の経営指導員等
による経営指導を6か月以上受けて
いる事業者であること

対象となる方

以下①～③のいずれにも該当する事業者

10％割引！保証料を

〈必要書類〉

〈実施期間〉

①商工会・商工会議所連
携保証料割引制度推薦
依頼書
②推薦調査書 平成30年10月1日～平成31年3月31日
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保証制度のお知らせ 保証制度のお知らせ

●お問い合わせ
保証部　保証第1課・保証第2課
TEL （077）511‐1321/1322
FAX （077）524‐7030
http://www.cɡc-shiɡa.or.jp 検索検索滋賀県信用保証協会

短期継続融資保証制度

税理士連携枠

対象となる方

次のすべての要件を満たす中小企業者の方
（1）滋賀県信用保証協会の保証対象要件に該当する中小企業者で、１期（６か月）

以上の決算を実施している法人および個人。
　 （ただし、個人の場合は、正規の簿記の原則（複式簿記）により記帳をし、最高65万円の青色

申告特別控除の適用を受けている事業者に限る。）
（2）申込時点において滋賀県信用保証協会の保証利用があること、もしくは申込

金融機関で融資取引があること。
（3）次の財務要件を満たしていること。
　　①直近の決算で債務超過でないこと。
　　②直近の決算で法人は経常利益を計上していること。
　　　個人は青色申告特別控除額を控除した所得金額を計上していること。

（4）既保証付融資が条件変更等の返済緩和を実施していないこと。
（5）税理士等が月次管理する中小企業者であること。

保 証 限 度 額 3,000万円以内（通常枠と合計で3,000万円以内とする。）
（ただし、平均月商（直近決算）の3か月以内とし、1金融機関1口とします。）

資 金 使 途 運転資金

保 証 期 間 12か月以内

貸 付 形 式 手形貸付または証書貸付

返 済 方 法 一括返済

貸 付 利 率 金融機関所定利率

担 保 必要に応じて

連 帯 保 証 人 原則として、法人代表者以外は不要

保 証 料 率

年0.35％～1.80％ （単位：%）

カテゴリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

保証料率 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35

※有担保割引 0.1％、会計参与設置会社割引 0.1％は利用可能です。

必 要 書 類

①資格要件確認票兼推薦書・同意書（所定様式） 
②利用に関する確認・同意書（所定様式）
③税理士等による意見書
　（継続時、直近決算において財務要件を満たさない場合、一過性の要因であるとの説明）
④経営改善計画書
　（2期連続財務要件を満たしていない場合、税理士等の支援により策定された経営改
善計画によって財務要件が満たされるとの見込みがあるとの説明）

⑤計画進捗報告書（経営改善計画の策定の翌年度以降、計画の進捗を説明）
⑥概ね3か月以内の月次試算表
　（初回利用時または継続時、決算日（確定申告期限）から3か月超経過している場合）

　「ケイゾク（税理士連携枠）」は、近畿税理士会に所属する月次管理を行っている税理士または
税理士法人、金融機関、滋賀県信用保証協会が連携して、中小企業者に資本性に近い資金を供
給することにより、資金繰りの安定を図る保証制度です。
　決算期毎の保証申込を通じ、経営状況の把握に努め、継続した支援を行うことにより中小企業
者の成長、発展に資することを目的としています。

◆ キャッシュアウトを伴わないため、
 資金繰りに余裕が生まれます。
◆ 要件に適合する限り継続利用ができるため、
 安心感をもって本業に専念できます。

◆ 税理士による月次管理を受けていることで、
 いっそう幅広い資金調達が可能になります。
◆ 税理士または税理士法人、金融機関および
 信用保証協会による、適切なモニタリングの
 実施と業況の変化に応じた各種支援を受ける
 ことができます。

（1）直近の決算で財務要件を満たしていない場合
ただし、次期決算で財務要件が満たされると税理士等による意見書によって説明が得られる場合は継続を認めます。
また、2期連続で財務要件を満たしていない場合であっても、税理士等の支援により策定した経営改善計画書の提出があれば、
計画終了までの間、継続することを認めます。
経営改善計画書の策定がなされた翌年以降の継続は計画の進捗状況に問題がなければ認めます。

（2）既保証付融資の返済条件を緩和した場合
（3）税理士等が月次管理する中小企業者でなくなった場合
（4）著しい社外流出など、本制度が目的に反して利用された場合
（5）その他、保証利用要件を満たさなくなった場合
※初回・継続いずれの場合も保証審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

要件に適合する限り、継続利用可能（回数の制限なし）

分割返済なし

初回
1年

継続
1年

継続
1年

継続
1年

継続
1年

継続
1年

（1）期日一括返済
（2）他の保証制度での借換
（3）条件変更による分割返済

要件に適合しなくなった場合

本制度の特長
税理士等、金融機関および当協会が連携し、

中小企業者をサポートします。

本制度ご利用のイメージ

継続は新規保証の申込を受け、借換により手続きを行います。ただし、次のいずれかに該当する場合は継続できません。

短期継続融資保証制度

税理士連携枠

中小企業者

滋賀県
信用保証協会金融機関

税理士または税理士法人
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経営診断のご案内保証制度のお知らせ
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待ったなし！ 
事業承

BIZ.COLUMN

大手監査法人を経て、「公認会計士 梅原会計事務所」
開業。株式上場支援、中小企業再生支援、ベンチャー支
援、後継者育成支援等大企業からベンチャー企業まで
企業のニーズに対応した支援を行う。

滋賀県事業引継ぎ支援センター
統括責任者（公認会計士）

梅原　克彦

継

人事労務
Information

三原総合経営グループ 社会保険労務士事務所ベスト・パートナーズ
田中　喬之社会保険労務士

２０１８年度の全国の最低賃金改定額が厚生労働省より公表され、発効しました！

～上げ幅は過去最大！ ご対応はお済みですか？！～

　平成30年度税制改正では、事業承継税制について、これま
での措置（一般措置）に加え、10年間という期限の措置として、
納税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数の最大
3分の2まで）の撤廃や、納税猶予割合が80%から100%へ引
き上げられた等の特例措置が創設されました。つまり、事業
承継に絡む自社株式については経営者から後継者へ移動させ
た自社株式にかかる贈与税、相続税は100%支払いが猶予さ
れるのです。株式移動時に係る税金のキャッシュアウトがいっ
たんは猶予されることになりました。（特例措置）
　その納税猶予を受けるためには「都道府県知事の認定」と「税
務署への申告」手続きが必要になります。手続きは以下の通
りです。

1.会社が特例承継計画を策定する。
2.その計画に対し、認定支援機関（商工団体、金融機関、

士業等）が所見を記載する。
3.特例承継計画を都道府県知事に提出（2023年3月31日

が提出期限）、その確認を受ける。
4.贈与の実行または相続の開始
5.都道府県知事へ認定申請（贈与は翌年1月15日までに申

請。相続は開始後8か月以内に申請）
6.税務署へ申告

　このような流れになっています。また、申告後5年間は都道
府県庁へは「年次報告書」の提出、税務署へは「継続届出書」
を提出しなければなりません。この5年を経過後、実績報告と
して、雇用が5年平均の8割を下回った場合には、その理由と
ともに認定支援機関から指導を受けることになります。6年目
以降は3年に1回、税務署へ「継続届出書」を提出することで、
事業承継にかかる自社株式の相続税、贈与税の猶予が受けら
れるのです。
　さて、手続き1の特例承継計画には会社情報と経営者と後
継者の情報が記載され、さらに、株式を承継する時期を明確
にし、その時期までの経営上の課題とその対応、後継者が株
式を承継したのちの5年間各年ごとの経営課題とその解決に向
けた経営計画が求められるのです。
　事業承継では事業承継課題の抽出とその解決法と解決時期
を明確にしたうえで、その事業承継計画に従って事業承継を進
めることになるのですが、事業承継計画は完結するまで、約

5~10年の期間の承継工程を明らかにしなければなりません。
一方、事業承継税制（特例措置）は事業計画として、株式の
移動（贈与・相続）までの期間（年数）+5年間を対象としな
ければなりません。つまり、後継者が経営者となってからの経
営課題を、これからの環境変化に適応しながら抽出し、解決方
法を見出さなければなりません。なかなか会社だけでは作成
することはできないのではないでしょうか。そこで活用するの
は認定支援機関。中小企業に対して専門性の高い支援事業を
行う経営革新等支援機関のことを言います。特に税理士の認
定支援機関であれば、特例承継計画の確認後の猶予されるべ
き税金計算も行ってもらえれば、複数の支援者を必要としない
のです。

滋賀県事業承継ネットワークと事業承継計画策定支援

　いずれにしても、事業承継の準備に入るには中長期経営計
画と事業承継計画の作成が求められるのです。7月より滋賀県
内の商工団体、金融機関等が中心となって事業承継診断を実
施しております。そして、診断を通じて抽出された事業承継課
題解決に向けて滋賀県事業承継ネットワークも事業承継計画
策定支援を行っております。その事業承継計画では事業承継
税制（特例措置）の特例承継計画に必要な経営課題について
も抽出し、カバーしております。
　事業承継計画策定については早期に着手し、経営者と後継
者が一緒になって策定し、後継者が経営者になったときに「何
からすればいいの?」というような状況を生まないことが重要
になってきます。

事業承継税制と事業承継計画Ⅰ．最低賃金とは？
　最低賃金とは、最低限支払わなければならない賃金の下限
額のことをいい、最低賃金法などに基づいて国が決定してい
ます。なお、最賃（さいちん）と略されたりもします。最低
賃金は、毎年１０月１日前後に改定・発表されます。今年度の
改定額は全国平均で８７４円（時給）、平均引き上げ額は前年
度比１円増の２６円でした。上げ幅は時給で表示するようになっ
た２００２年度以降過去最大で、３年連続で政府が掲げる３％引
き上げに相当する額になりました。なお、政府は２０１７年３月
に策定した「働き方改革実行計画」に最低賃金を年３％程度引
き上げ、全国平均で１，０００円を目指すと明記しています。
　使用者は最低賃金以上の賃金を労働者に支払う必要があり、
原則として、正社員、パート、派遣労働者等の勤務形態にか
かわらず、すべての労働者に適用されます。また、最低賃金
には、地域別最低賃金および特定最低賃金（特定の産業につ
いて設定される産業別の最低賃金）の２種類があり、両方が
同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以
上の賃金を支払わなければなりません。なお、最低賃金を下
回った賃金で使用した場合、差額を支払う義務があるのは当
然、５０万円以下の罰金といった罰則もあります（最低賃金法
第４０条）。
　２０１８年度・近畿２府５県の地域別最低賃金は以下のとおりです。

Ⅱ．最賃改定後、どんな対応が必要？計算方法は？
　労働者に支払う賃金が最低賃金額以上となっているかどうか
をチェックする必要があります。上記の表のとおり、最低賃金
は時間額で設定されていますので、「時給」の場合は、最低賃
金以上の金額を支払えば問題ありませんが、「月給」の場合に
は注意が必要です。簡単に言うと、月給の金額を１か月の所定
労働時間で割って、時間給に換算して確認します。２０１８年１０
月１日以降、滋賀県の場合（最賃８３９円）で考えますと、例えば、
月給１５万円で所定労働時間が１６８時間の場合、150,000÷
168=８９２．８円となり、最低賃金はクリアしています。しかし、

月給１４万円だとすると、140,000÷168=８３３．３円となり最
低賃金を下回っているので、賃金や労働時間の見直しが必要
となります。
　具体的には、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最
低賃金額（時間額）を以下の方法で比較します。

　また、最低賃金を確認する際には、次の賃金を除外して計
算しなければなりません。

　ひと言で最低賃金といっても、諸手当の取扱いなど実際に
は様々なケースがありますので、確認作業は意外に難しいと
思います。詳しくは、労働基準監督署や専門家にぜひご相談
ください。

府県名 最低賃金時間額 引き上げ額
（　）内は前年最賃額 発効年月日

滋 賀 839円 +26円(813円) 10月1日
京 都 882円 +26円(856円) 10月1日
大 阪 936円 +27円(909円) 10月1日
兵 庫 871円 +27円(844円) 10月1日
奈 良 811円 +25円(786円) 10月4日
和 歌 山 803円 +26円(777円) 10月1日
三 重 846円 +26円(820円) 10月1日

①臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる

賃金（時間外割増賃金等）
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
　（休日割増賃金等）
⑤午後１０時から午前５時までの間の労働に対して支払わ

れる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超
える部分（深夜割増賃金等）

⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等

①時間給制の場合
時間給≧最低賃金額

②日給制の場合
日給÷1 日の所定労働時間≧最低賃金額

ただし、日額が定められている特定 ( 産業別 ) 最低賃
金が適用される場合には、日給≧最低賃金額 ( 日額 )

③月給制の場合
月給÷1 か月平均所定労働時間≧最低賃金額

※１か月平均所定労働時間＝（３６５日－１年間の休日合計日数）
　×１日の所定労働時間数÷12 か月

④出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の
総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請
負制によって労働した総労働時間数で除して時間当た
りの金額に換算し、最低賃金額と比較します。

⑤上記①、②、③、④の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当（職務手当等）
が月給制などの場合は、それぞれ上記②、③の式によ
り時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額
を比較します。
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琵琶湖を抱くように広がる鈴鹿連峰、比叡の山々、母の懐を思わせる豊かで温かな
近江の地では、これまで数多くの映画やドラマの撮影が行われてきました。
今年度も、滋賀で撮影された話題の作品とロケ地をご紹介してまいります。

琵琶湖を抱くように広がる鈴鹿連峰、比叡の山々、母の懐を思わせる豊かで温かな
近江の地では、これまで数多くの映画やドラマの撮影が行われてきました。
今年度も、滋賀で撮影された話題の作品とロケ地をご紹介してまいります。

〈作品紹介〉
　オカルトライター・野崎のもとに相談者・田原が訪れた。最近彼の身の回りで、超常現象としか言
い様のない怪異な出来事が連続しており、妻・香奈と幼い一人娘・知紗に危害が及ぶことを恐れて
いると言う。野崎は、霊媒師の血をひくキャバ嬢・真琴とともに調査を始めるのだが、田原家に憑い
ている「何か」は、想像をはるかに超えて強力なものだった。民俗学者・津田はその「何か」を、田原
の故郷の民間伝承に由来する、人ならざるモノ、「※※※※」ではないかと言う。対抗策を探すため、
記憶を辿る田原。幼き日。「お山」と呼ばれる深い森。片足だけ遺された赤い子供靴。名を思い出せ
ない少女。誰かがささやく声。その声の主、・そ・う・か！・あ・れ・の・正・体・は、・あ・い・つ・だ！
　あれの名を呼んではならない。あれは人の声と形を真似て、人の心の闇に、来る。エスカレートす
る霊的攻撃に死傷者が続出。真琴の姉で日本最強の霊媒師・琴子の呼びかけで、日本中の霊媒師
が集結。かつてない規模での「祓いの儀式」が始まろうとしていた。彼らは、あれを止めることがで
きるのか！？

■県内のロケ地
〈甲賀市〉大鳥神社

■県内のロケ地
〈米原市〉伊吹山麓　〈近江八幡市〉円山地先
〈大津市〉日吉大社　〈東近江市〉近江商人屋敷

2018年10月1日（月）～
　　2019年3月30日（土）　全151回（予定）

2018年12月7日（金）公開
■放送局：NHK
〈総合〉（月～土）午前8時～8時15分／午後0時45分～ 1時［再］
〈BSプレミアム〉（月～土）午前7時30分～ 7時45分／午後11時30分～ 11時45分［再］
　　　　　　   （土）午前9時30分～ 11時［1週間分］
■出演：安藤サクラ、長谷川博己、内田有紀、松下奈緒、要潤、大谷亮平、松坂慶子ほか

■監督・脚本：中島哲也
■出演：岡田准一、黒木華、小松菜奈、松たか子、妻夫木聡
■原作：澤村伊智「ぼぎわんが、来る」（角川ホラー文庫刊）
■製作：「来る」製作委員会
■配給：東宝

〈作品紹介〉
　連続テレビ小説 第99作『まんぷく』。
　今や私たちの生活に欠かせないものとなった「インスタントラーメン」を生み
出した夫婦の知られざる物語を描きます。
　何度も失敗してはどん底から立ち上がる"敗者復活戦"を繰り返した末、二人
は世紀の大発明へとたどりつく。
――人生大逆転の成功物語です。

〈ロケコメント〉
　７月の酷暑の中、出演者もスタッフも熱中症に注意しながら約２週間に亘って
県内各地で撮影していただきました。
　滋賀ロケーションオフィスサポーターの皆様にエキストラとして多数出演し
ていただきましたが、丸坊主少年役として地元米原市の少年野球チームにもご
協力していただきました。
　オープニングの主題歌と共に流れるタイトルバックにも県内で撮影された
シーンが登場しますので、毎朝の放送が楽しみです。
　是非、各ロケ地でのシーンに注目していただきながらご覧ください。

ロケ地
SHIG

A

ロケ地
SHIG

A

■寄稿・写真提供：滋賀ロケーションオフィス

大鳥神社

連続テレビ小説  『まんぷく』

中
島
哲
也 
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作
品  
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画 「
来
る
」

©NHK

©2018「来る」製作委員会

©2018「来る」製作委員会

■公式HP　https://www.nhk.or.jp/mampuku/ ■公式HP　 http://kuru-movie.jp/

伊吹山麓

円山地先

近江商人屋敷

ＩＴ活用セミナー
「御社が活用すべきWEBサービスはこれだ！」
11月12日（月）14：00～16：00
彦根商工会議所会議室 ［定員30名］

「決算書の正しい見方・読み方・活かし方
～決算書の基本と経営数字のカンドコロ～」
11月26日（月）14：00～16：30
彦根商工会議所会議室 ［定員30名］

商工会議所は、地域のみなさまのビジネスパートナーです。
みなさまのご相談内容に合わせて経営をサポートします！

詳しくはお近くの商工会議所、またはホームページをご覧ください。

●ご融資・資金調達のご相談（金融相談）
●販路拡大のご相談（販売促進）
●経営計画・事業改善・事業継承等のご相談（経営相談）
●労務管理や就業規則などのご相談（労務管理）
●新規事業の立ち上げ相談

商工会議所・商工会議所連合会
●大津商工会議所 ☎️077-511-1500 ●八日市商工会議所 ☎️0748-22-0186
●長浜商工会議所 ☎️0749-62-2500 ●草津商工会議所 ☎️077-564-5201
●彦根商工会議所 ☎️0749-22-4551 ●守山商工会議所 ☎️077-582-2425
●近江八幡商工会議所 ☎️0748-33-4141 ●商工会議所連合会 ☎️077-511-1504

検索滋賀県商工会議所連合会

ちいさな企業応援隊長

商工会議所のセミナー紹介　～詳細は各商工会議所へお問い合わせください～

My Branding School for woman（女性創業塾）
11/6・11/13・11/20・11/27・12/11（すべて火)
10：00～12：00
守山市新図書館　1講座1,500円　［定員30名］
11月7日（水）　マルシェ入門講座＆出店説明会
12月5日（水）　マルシェ
詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.omijoshi.com/

プロが直伝！デジカメ・スマホの上手な写し
方セミナー ～写真を活かして業績アップ！～
11月13日（火）14：00～17：00
八日市商工会議所1階
会員無料・一般1,000円［定員30名］

はちコン2018「まち」「ひと」「グルメ」 
…はちまんで素敵な出会いを見つけよう！
11月17日（土）16：00～19：00
近江八幡商工会議所集合
会場：Dining Kitchen Gift・鉄板焼河元・チャンチャーレ
対象：20～49歳の未婚者。同性2名以上でお申込みください。
女性1名3,500円　男性1名6,500円
参加申込はホームページより　https：//hachicon.info/

会員無料
会員無料

会員無料

軽減税率導入に向けた事前準備と実務対策
11月21日（水）14：00～16：30　
大津商工会議所 ［定員50名］ 無 料

大津 守山

八日市

近江八幡

事業承継セミナー「ハッピーリタイアメント  
～『社長業』終活のすゝ め～」
11月28日（水）14：00～16：00
草津市立サンサンホール会議室 ［定員50名］

無 料

草津

彦根

働き方改革対応！ 
これからの労務管理と使える助成金　
12月13日（木）14：00～17：00
長浜商工会議所 ［定員30名］ 無 料

長浜

おきばり やすこです

商工会議所からのお知らせ
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信用保証レポート

❶湖国で輝く企業を訪ねて
　　　　　―滋賀ごてん本舗―
❸Data 平成30年度上期
　　　　保証概況・グラフ
❺Report・中小企業アンケート
❾アナタのお店を紹介します！
●『生産性向上セミナー』を開催しました！
●Information
●人事労務Information
●待ったなし！事業承継
●商工会議所からのお知らせ
●LOCATION SHIGA

連続テレビ小説『まんぷく』
中島哲也 監督・脚本作品

映画「来る」

秋
C R E D I T  G U A R A N T E E  C O R P O R A T I O N  O F  S H I G A - K E N

2018.AUTUMN
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21
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24

©2018「来る」製作委員会

部署名 直通電話番号 ＦＡＸ 業務担当区分

7
階

保 証 部
保証第1課 077-511-1321

077-524-7030

保証申込受付・保証審査調査・
金融相談・創業支援保証第2課 077-511-1322

事務統括課 077-511-1325 保証・契約・担保等事務管理

経営支援部 077-511-1323 経営改善支援・再生支援・
事業承継支援

管 理 部
管理課 077-511-1330 求償債権管理・回収
調整課 077-511-1340 延滞債務管理・代位弁済

8
階 総務企画部

総務課 077-511-1300
077-521-2189

人事・庶務・経理
企画課 077-511-1310 保証業務企画・推進・広報
電算課 077-511-1315 電算システム企画・運用・管理

信用保証レポート 2018年 秋号（平成30年10月発行）
表紙Photo提供：滋賀ロケーションオフィス

●発行／滋賀県信用保証協会　●企画・編集／滋賀県信用保証協会総務企画部企画課
当協会では広報の充実を図るために皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。
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ご案内

湖岸道路
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JR大津駅
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国道１号線
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●大津
市民会館

琵琶湖
文化館

びわ湖
ホール

ピアザ淡海 Oh!Me
大津テラス

なぎさ通り びわ湖大津
プリンスホテル

西武大津店

琵琶湖ホテル

琵琶湖

●ＮＨＫ大津中央郵便局
びわ湖浜大津駅

島ノ関駅
石場駅 京阪膳所駅

JR膳所駅
至
京
都
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石
山

滋賀県信用保証協会
「コラボしが21」７階･８階

〒520-0806  大津市打出浜2-1「コラボしが21」7階・8階 

TEL  077-511-1300（代表） 
http：//www.cgc-shiga.or.jp 検索検索滋賀県信用保証協会

大津駅より徒歩 約20分
大津駅よりバス「びわ湖ホール」下車 約2分
膳所駅より徒歩 約15分
膳所駅より京阪電車のりかえ石場駅より徒歩 約4分

JR琵琶湖線


