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湖国で輝く企業を訪ねて
制作で作るオリジナルのお菓子
のアドバイザーを務めたり、特産
のお茶を使った大福を共同製作
して販売したご縁で、同校の生
徒が生産した卵を使った『なめら
かプリン』を開発したところ、大
ヒット商品となりました。

　また、最近発売された『朝ドラ』
は、甲賀市が舞台になったNHK
朝の連続小説『スカーレット』に
ちなんだどら焼きで、信楽産の
朝宮茶を使用したひと味ちがう
味わいが評判になっています。
　「地元のお客様を大切に思う
気持ちを失わず、素材にこだわ
り、保存料などを使用しない安全
なお菓子で笑顔を届け
たい」と吉川社長。これか
らも地域に根付いたビ
ジネスで、大手メーカー
やコンビニとの差別化を
図っていきたいという同
店は、地域の小売業のビ
ジネスモデルになるので
はないでしょうか。

滋賀の銘菓づくりへの取り組み

　吉川社長は、代々商売をしてきた地元の活性化や発展に力
を尽くしたいと、まちおこし活動の一環である『甲賀ブランド 
ONLY ONE 開発委員会』に参加して、商工会の仲間と特産品
の開発に取り組んでいます。
　一次産業の振興にも早くから関心を持ち、「特に就農した若
い人たちを何とか応援したい」と、米や果物、牛乳、卵など、材料
はできる限り地元産のものを使うようにしてきました。
　また、滋賀県菓子工業組合の理事を務める吉川社長は、組合
のメンバーと滋賀県を代表する菓子の開発にも取り組んでい
ます。「滋賀県の銘菓と言えばこれと全国で認知されるようなも
のを開発して、県内の複数の菓子店で製造販売することで、店
ごとのこだわりを追求しながら、より良い製品を作れるようにし
たい」と考えています。

就業体験と就労意識を高める学びの場として

　地元甲南高校と開発した『なめらかプリン』は品質のいい地
元産の材料を使うことが目的の一つでしたが根底には、菓子づ

くりを通して甲南の文化に触れ、地元にいいものがあるという
ことを知って、もっと好きになってほしいという思いから。「甲賀
市は過疎化が急激に進んでいるエリアもあり、若者がやり甲斐
を感じながら働ける環境づくりが必要」と吉川社長。就業体験
を通じて、「その中の何人かが大人になったら地元で働きたいと
思ってくれるのではないか」と、期待を寄せています。
　また、同店が大切にしてきた企業理念は『人々が笑顔になる菓
子づくり』。洋菓子の製造を担当している６代目も入れて、現在８
名の職人が手作業で菓子づくりを行っています。菓子職人にな
るためには、２年間くらいは下働きをするのが普通ですが、吉川
社長は早い内から菓子づくりを任せるようにしてきました。「仕事
を任されることで就労意識が高まり、創意工夫することが成長に
つながる」と、人材の育成にも熱心に取り組んでいます。
　同店は地元産の素材にこだわった商品を数多く作ってきまし
たが、生み出すのは人。職人には若いうちから自信をつけても
らって、魅力ある商品を世に送り出してほしいと願っています。
　会社を学生の就業体験や就労意識を高める、学びの場にする
ことで活き活きとした甲賀にしていきたいと吉川社長は考えて
います。

●地産地消など素材にこだわった安全で美味しいお菓子
でお客様に笑顔を届ける。

●滋賀ならではの銘菓を様々なパートナーシップの中から
生み出す。

●会社を学生の就業体験や就労意識を高める、学びの場
にする。

本店／甲賀市甲南町野田594-4
設立／明治６年
従業員／33名（パート勤務を含む）
事業内容／和洋菓子製造販売
http://www.kashicho.com

企業ポリシー企業データ

Message
社業を通じて
地元甲賀を元気に

『忍者』『忍術』にちなんだ地域ブランドも

　明治６年創業の老舗菓子処、有限会社 菓子長。代表取締役
社長の吉川晃広氏は５代目で、東京の製菓専門学校で学び、都
内の和菓子店で修行した後、平成４年に地元に戻り先代ととも
に家業を切り盛りしてきました。
　製菓学校で学んだ洋菓子の製造法なども取り入れて新しい
商品を考案しながら、甲賀忍者として知られる望月氏と同じ九
曜紋が家紋であることから、『甲賀流忍者』や『忍術』をモチーフ
にした商品を開発して、地域ブランド化に取り組んできました。
先代から製法を受け継いだ自慢の餡を詰めた最中は同社の看
板商品になっています。

　また、創業地の寺庄店が手狭になったため、平成６年には、県
道４号線に面した広々とした敷地に野田本店を開設、その後、フ
レンドマート甲南店、西友水口店、イオンタウン湖南店と店舗を
増やしてきました。

地域の菓子店ならではの取り組みで差別化を図る

　以前に、全国の和菓子の名店をめぐってみて、行く先々で「こ
れからのライバルはコンビニになると言われたことが強く心に
残った」と言う吉川社長。まちの和菓子店の経営が厳しさを増
す中で、地域の小売業ならではの取り組みをしていけないかと
模索しました。
　そこで、甲南高校の農業科（現在は総合学科）の生徒が、卒業

代表取締役社長　吉川 晃広氏
有限会社　菓子長菓

子
づ
く
り
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て
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域
の
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化
を
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治
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創
業
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　生まれ育った地域をもっと元気にしたいと、地域ブランドの
開発や一次産業の支援、就業体験を通じて地元の良さ・働く
ことの意義を子どもたちに伝える取り組みのほか、職人にチャ
ンスを与え成長を促す人材育成を行ってきました。甲賀市に
おいても人口の流出が続くエリアもありますが、地方でも若
者がやり甲斐を感じながら働けるよう、社業を通じて地元の
甲賀を元気にしていきたいと思っています。
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３つの課題解決 当協会が目指すＳＤＧｓ達成への目標 当協会の具体的な取り組み

ＳＤＧｓ未来都市、滋賀県の一員　として令和２年度、 
持続可能な社会の実現に向け　て以下の取り組みをします

経済課題への
取り組み

社会課題への
取り組み

環境課題への
取り組み

中小企業の持続可能な
経営に寄与する
信用保証

地域経済活性化に
向けた経営支援

関係機関との
パートナーシップ

包摂性と強靭性を
両立した協会経営

循環共生型社会
への貢献

ＳＤＧｓ保証を推進し、中小企業経営へのＳＤＧｓの普及と企業価値の向上
を応援します。

経営者保証ガイドラインを活用し、中小企業経営者の思い切った事業展開
やイノベーションを後押しします。

経営基盤の脆弱な創業者を包摂性をもって支援し、地域経済の新たな担い
手を送り出します。

持続可能な中小企業経営につながる経営改善・再生支援、また事業承継
や事業引継ぎ支援を強化します。

金融機関や中小企業支援機関、地方自治体とのパートナーシップを深め、
滋賀県経済の振興発展に貢献します。

専門外部研修の実施や管理職への登用を通じて、女性のエンパワーメント
を推進します。

ウェブアクセシビリティを高め、高齢者や障がいのある方にもアクセスしやす
いＨＰを構築します。

ＢＣＰの強化、災害を想定した訓練を重ね、大規模な災害が発生した時にも
機能するレジリエントな組織にします。

グリーンボンドにとどまらない各種ＳＤＧｓ債を購入し、課題解決に向けた
取り組みに新たに投資します。

琵琶湖の自然を良好な状態で未来へ引き継ぐための環境保全活動をより積極
的に取り組みます。

脱炭素社会実現に向けた省エネ設備を導入し、人や社会にやさしいエシカル
消費を実践します。

令和2年4月1日策定

社会課題
経済課題

環境課題
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DATA／TRANSITION

（単位：百万円・％）

保証申込
　 保 証 申 込 は9,092件(前 年 度 比100.2％)、1,022億90
百万円(同106.0％)となり、前年と比べ件数で18件増加、金
額で57億87百万円増加した。

保証承諾
　保証承諾は8,535件(前年度比99.8％)、916億4百万円
(同104.5％)となり、前年と比べ件数で13件減少、金額で
39億71百万円増加した。
　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（プロパー協調融資保証）・リレーション（事業性評価保
証）の合算で397件、61億93百万円、ケイゾク（短期継
続融資保証 通常枠・税理士連携枠・金融機関モニタリング
枠）は2,332件、255億59百万円、創業者向け保証制度
は385件、19億3百万円、セーフティネット保証は167件、
28億94百万円、危機関連保証は4件、1億74百万円、経
営改善サポート保証は32件、7億86百万円、政策推進資金
保証（再生支援枠）は20件、3億56百万円となった。
　１件あたりの保証承諾額は11百万円で前年と比べ48万円
増加している。また平均保証期間は48.4ヵ月と前年に比べ
1.8ヵ月短期化している。

保証債務残高
　保証債務残高は26,093件(前年度比95.2％)、2,237億
33百万円(同97.0％)となり、前年と比べ件数で1,327件、
金額で68億32百万円減少した。
　保証利用企業者数は12,855先で、前年と比べ530先減
少した。
　1先あたりの保証債務残高は1,740万円となり、前年と比
べ18万円増加した。
　今年度の保証債務残高を制度別でみると、アシストライン

（プロパー協調融資保証）・リレーション（事業性評価保証）
の合算で1,399件、171億72百万円、ケイゾク（短期継
続融資保証 通常枠・税理士連携枠・金融機関モニタリング
枠）は2,094件、226億33百万円、創業者向け保証制度は
1,137件、39億57百万円、セーフティネット保証は4,008件、
320億86百万円、経営改善サポート保証は229件、46億
8百万円、政策推進資金保証（再生支援枠）は139件、13
億83百万円となった。

代位弁済
　代位弁済は元利合計で223件（前年度比68.2％）、17億
84百万円（同65.7％）となり、前年と比べ件数で104件、
金額で9億32百万円減少した

［令和元年度の保証概況］　

保証承諾累計 916億円 （前年度比 104.5％）

保証債務残高 2,237億円 （前年度比   97.0％）

代位弁済累計 18億円 （前年度比   65.7％）

区　　分
令和元年度 平成30年度

件　数 金　額 件　数 金　額前年度比 前年度比
保　証　申　込 9,092 102,290 106.0 9,074 96,503 105.5

保　証　承　諾 8,535 91,604 104.5 8,548 87,633 104.6

保 証 債 務 残 高 26,093 223,733 97.0 27,420 230,565 95.7

代位弁済（元利） 223 1,784 65.7 327 2,716 69.5

令和元年度　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

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

令和元年度平成29年度 平成30年度
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［単位：（表）百万円，（グラフ）億円］

保証承諾

平成29年度 平成30年度 令和元年度

Ⅰ 18,984 16,567 18,374 

Ⅱ 19,662 20,583 19,099 

Ⅲ 25,933 28,775 29,310

Ⅳ 19,228 21,707 24,822 

累計 83,807 87,632 91,604 

代位弁済（元利）

平成29年度 平成30年度 令和元年度

Ⅰ 1,083 687 473 

Ⅱ 922 736 229 

Ⅲ 988 704 603

Ⅳ 916 589 478 

累計 3,909 2,716 1,784

保証債務残高

平成29年度 平成30年度 令和元年度

Ⅰ 246,772 234,699 226,606 

Ⅱ 242,147 231,305 226,513 

Ⅲ 245,204 233,403 225,584

Ⅳ 240,926 230,565 223,733

四半期別保証状況推移表・グラフ
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前回調査と比べ悪化している。来期も悪化の見通し。

　県内中小企業の景況と実態を調査するため、前回（Ｒ1.8）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4.2で今期が▲27.5となり、
31.7ポイント悪化した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲28.1で、今期より
0.6ポイント悪化の見込みとなっている。

●資金繰りＤＩ（好転―悪化）は前期が▲3.4で今期は▲29.2とな
り、25.8ポイント悪化した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲25.1で、今期より
4.1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1.7で今期が▲35.7となり、
37.4ポイント悪化した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲28.7で、今期より
7.0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4.2で今期が▲28.7とな
り、32.9ポイント悪化した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲26.3で、今期より
2.4ポイント改善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）

令和2年2月

500通

無記名アンケート方式

171通

34.2％

※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

令和2年2月実施

1.  景況感について

業 況

前回調査と比べ悪化している。来期は改善の見通し。生産と
売上

前回調査と比べ悪化している。来期は改善の見通し。資金
繰り

前回調査と比べ悪化している。来期は改善の見通し。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

H30.2

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）（％）

（％）（％）

H30.9

H31.2

R1.8

R2.2

来期

大変良くなったやや良くなった
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
11.1%

6人以上20人以下
26.9%

５人以下
51.5%製造業

18.7%小売業
15.2%

建設業
22.8%

不動産業
2.3%

卸売業
4.1%

運輸・通信業
2.9%

回答なし
11.7%

回答なし
10.5%

その他
5.8%

H30.2 H30.9 R1.8 R2.2H31.2 来期

1.9 2.1 4.2

▲27.5

▲30

▲25

▲20

▲15

▲10

▲5

0

5

▲20.0 ▲28.1

サービス業
16.4%

H30.2

H30.9

H31.2

R1.8

R2.2

来期

H30.2

H30.9

H31.2

R1.8

R2.2

来期

H30.2

H30.9

H31.2

R1.8

R2.2

来期

1.91.9

H30.2 H30.9 R1.8 R2.2H31.2 来期
▲30
▲25
▲20
▲15
▲10
▲5
0
5
10
15

4.2

▲8.9

▲28.7 ▲26.3

▲6.3

14.6

▲40
▲35
▲30
▲25
▲20
▲15
▲10
▲5
0
5

H30.2 H30.9 R1.8 R2.2H31.2 来期

▲9.4

▲23.7

2.1 1.7

▲35.7
▲28.7

H30.2 H30.9 R1.8 R2.2H31.2 来期
▲30

▲25

▲20

▲15

▲10

▲5

0

▲11.3

▲21.5

▲3.4

▲29.2
▲25.1

0.0

0.63.8

3.1

1.0

1.5 1.5

0.6

29.65.0 39.6 22.0

0.63.1
5.7 25.2 49.1 16.4

13.58.3 56.3 18.8

25.2 39.0 23.38.2

27.740.922.65.0

25.0 2.147.917.77.3

14.150.425.98.9

35.414.610.4 3.136.5

39.323.011.1 23.7

1.5

1.2 1.2

1.8

1.5

19.87.3 43.8 28.1

31.97.4 43.7 14.1

2.2

3.1

0.7

35.326.93.4 7.626.9

25.25.0 37.8 26.1 5.9

25.28.1 54.8 9.6

22.77.6 42.9 22.7 4.2

25.2 5.043.721.05.0

11.7

1.2

46.830.49.9

9.9

1.2

50.938.0

28.78.8 53.2 6.4

1.8 1.2

1.8

33.9 55.6 8.8

38.6 14.631.612.9

12.946.239.2

37.4 43.38.2 8.2
1.8 1.2

1.8
50.9 9.438.0
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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71.4％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、「自社に適
した保証制度」と回答された企業が16.2％と最も多く、次
に「返済等の見直し」が14.3％となりました。 

　H30年12月に関東経産局が実施したアンケートに準じて、SDGsの認知度・取組状況について聞い
たところ、「本アンケートで初めて知った」と回答された企業が60.2％と最も多く、次に、「知っているが
まだ取り組んでいない」が29.2％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
「好印象」と回答された企業が51.4％と最も多く、次に「普
通」が31.4％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76.0％と最も多く、次に「以前利用
したことがあったため」が8.2％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46.7％と最も多く、
次に「第三者保証人が不要」が21.1％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、「保証料が
高い」と回答された企業が40.3％と最も多く、次に「金融
機関経由のためよくわからない」が26.8％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20.5％、「ない」と回答された企業は78.9％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

7．SDGs そのものの認知度・取り組み状況について

金融機関の
すすめ
76.0%

6.9%

0.9%

26.8%

7.4%

13.9%

40.3%

3.9%

21.1%

12.2%

11.4%

6.1%

0.4％　

2.0%

46.7%

〈当協会職員の印象〉 〈当協会職員の対応〉

〈SDGsの認知度・取組状況〉

当協会500先アンケート

〈SDGsの認知度・取組状況〉

平成30年度12月 関東経済産業局Webアンケート調査

好印象
51.4%

本アンケートで
初めて知った
60.2%

本アンケートで
初めて知った
84.2%

普通
31.4%

知っているが、
まだ取り組んで
いない
29.2%

知っているが、
まだ取り組んで
いない
13.8%

事務的な印象
14.3%

返済等の見直し

新たな資金の借り入れ

自社に適した保証制度

事業承継について

借換等による借り入れ一本化

同業他社の成功事例

財務分析によるアドバイス

その他

専門家によるアドバイス

回答なし

丁寧な説明で
分かりやすかった
71.4%

難しい説明で
分かりにくかった
8.6%

知っていて、
取り組みを
検討している
4.7%

知っていて、
既に取り組んでいる
3.5%

知っていて、
既に取り組んでいる
1.2%

知っていて、
取り組みを検討している
0.8%

回答なし 5.7%

その他 14.3%

特に印象に
残っていない 2.9%

回答なし 2.3%

回答なし 0.6%

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
78.9%

ある
20.5%

※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。

制度資金を利用したため
5.8%

保証協会を利用した人から話を聞いて 0.6%

その他 0.6%

以前利用したことが
あったため 
8.2%

回答なし 3.5%

商工会・商工会議所のすすめ
4.1%

7.5%

3.8%

12.5%

12.5%

4.2%

10.2%

6.4%

14.3%

12.5%

16.2%
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お知らせ

令和2年度 信用保証協会付融資にかかる滋賀県内各市町における中小企業向け融資施策について

市町名および担当部署 資金名および融資対象 融資条件 開始時期等

大津市
商工労働政策課　商業振興係
ＴＥＬ　077-528-2755

【資金名】
　中小企業経営安定資金

【融資対象】
市内に事業の本拠を有し、次のいずれ
かに該当するもの
１．資本金または出資金が3億円（卸売

業は1億円、小売業・サービス業は
5,000万円）以下、もしくは常時使
用する従業員の数が300人（卸売
業・サービス業は100人、小売業は
50人）以下の会社又は個人

２．協同組合、協業組合、商工組合等
３．常時使用する従業員の数が300人

以下の医療法人

【資金使途】
　運転資金または設備資金

【融資限度額】
　運転資金　1,000万円
　設備資金　1,000万円～2,000万円

【融資利率】
　年1.50％（固定）

【融資期間】
　運転資金 　　　 72か月以内（据置6か月以内）
　設備資金  96～108か月以内（据置12か月以内）

【保証料率】
　保証協会の定めるところによる

昭和49年7月1日から

長浜市
商工振興課
ＴＥＬ　0749-65-8766

【資金名】
　長浜市創業支援資金

【融資対象】
市内で新たに事業を開始するために必
要な運転資金および設備資金

【資金使途】
　運転資金または設備資金

【融資限度額】
　2,000万円

【融資利率】
　年1.00％（固定）

【融資期間】
　運転資金84か月以内（据置12か月以内）
　設備資金84か月以内（据置12か月以内）

【返済方法】
　元金均等割賦償還

【保証料率】
　年0.50％

平成27年4月1から
令和9年3月31日まで

市町名および担当部署 資金名および融資対象 融資条件 開始時期等　

守山市
都市活性化局　商工観光課
ＴＥＬ　077-582-1131

滋賀県中小企業振興資金融資制度
「セーフティネット資金（新規枠・借換枠）」

【補給率】
年1.00％

（1年目　20万円　2年目　20万円）
【補給期間】

融資を受けた月から24か月

令和2年4月1日から

栗東市
商工観光労政課　商工振興係
ＴＥＬ　077-551-0236

滋賀県中小企業振興資金融資制度
「セーフティネット資金（新規枠・借換枠）」

【補給率】
年1.00％

（但し、年度内における1事業者の補給
限度額は15万円）

【補給期間】
3年間（36か月）

令和2年4月1日から

野洲市
商工観光課
TEL　077-587-6008

１．滋賀県中小企業振興資金融資制度
　「経営支援資金（小規模企業者枠）」
　（旧小規模企業者経営安定資金を含む）
　「セーフティネット資金（新規枠・借換枠）」
　（但し、セーフティネット資金は平成20

年10月31日から令和2年3月31日ま
での間に中小企業信用保険法第2条第
5項の市町長の認定を受けた事業者が
対象）

２．「野洲市小規模企業者小口簡易資金」

【補給率】
年0.40％

（但し、セーフティネット資金のみ、利
子補給金の限度額が5万円で、申請可
能回数は１事業者あたり1口のみ）

【補給期間】
前年の4月1日からその翌年の3月31
日まで

【補給方法】
申請者が必要書類を商工観光課に持参

（郵送不可）。申請期間終了後、取扱
金融機関に融資状況等を照会し、その
回答内容を確認した後、交付決定をし
て口座に振込

令和2年6月上旬から
令和2年7月下旬まで

湖南市
商工観光労政課　商工振興係
ＴＥＬ　0748-71-2331

滋賀県中小企業振興資金融資制度
「セーフティネット資金（新規枠・借換枠）」
（但し、中小企業信用保険法第2条第5項
第4号、第5号および中小企業信用保険
法第2条第6項の市町長の認定を受けた
もの）

【補給率】
借入利率または2%のいずれか低い率

【補給期間】
3年間（36か月）

【利用回数】
複数回可能

（但し、1回あたりの上限は20万円）

-

高島市
商工観光部　商工振興課
ＴＥＬ　0740-25-8514

平成27年9月1日以降に融資実行された
以下の融資制度

滋賀県中小企業振興資金融資制度
「開業資金」

【補給率】
年1.00％

（但し、年度内における1事業所の補助
限度額は15万円）

【補給期間】
3年間（36か月）

【補給方法】
毎年1月1日から12月31日までの間
に支払われた利子について申請を受付
し、交付

平成28年4月1日から
令和4年3月31日まで

東近江市
商工観光部　商工労政課　
商工労政係
ＴＥＬ　0748-24-5565

滋賀県中小企業振興資金融資制度
「開業資金」
（但し、補助の基礎となる融資限度額は
  3,000万円）

【補給率】
年1.00％

【補給期間】
3年間（36か月）

【補給方法】
毎年1月1日から12月31日までの間に
支払われた利子について申請を受付し、
交付

平成25年7月1日から

米原市
商工観光課
ＴＥＬ　0749-58-2227

令和2年１月１日から令和4年12月31日
までに融資実行された以下の融資制度

「米原市小規模企業者小口簡易資金」

【補給率】
　償還利率の1/2

【補給期間】
　融資を受けた月から12か月を限度

令和2年1月1日から
令和4年12月31日まで

竜王町
商工観光課　商工観光係
ＴＥＬ　0748-58-3718

「竜王町小規模企業者小口簡易資金」 【補給率】
　年0.60%以内（上限4万円）

平成31年4月1日から
令和4年3月31日まで

※詳細は各市町の担当部署へお問い合わせください。

3. 利子補給

（4月1日時点）
1. 融資制度

市町名および担当部署 資金名および融資対象 融資条件 開始時期等

守山市
都市活性化局　商工観光課
ＴＥＬ　077-582-1131

滋賀県中小企業振興資金融資制度
①「セーフティネット資金新規枠・借換枠）」
　（但し、中小企業信用保険法第2条第

5項第4号、第5号および中小企業信
用保険法第2条第6項の市町長の認
定を受けたもの）

②「開業資金」

【補給率】
支払った保証料の1/2

（但し、②で特定創業支援事業証明者
の場合は支払った保証料全額）

【補給方法】
　審査等終了後、申請者の指定口座へ振込

【利用回数】
①は複数回可能
　（但し、1申請者の上限は50万円）
②の上限は30万円
　（但し、特定創業支援事業証明者の場合は60万円）

①は平成21年1月9日から
②は平成29年4月1日から

栗東市
商工観光労政課　商工振興係
ＴＥＬ　077-551-0236

１．滋賀県中小企業振興資金融資制度
①「セーフティネット資金（新規枠・借換枠）」
②「緊急経済対策資金（新規枠・借換枠）」
③「開業資金」
④「経営支援資金（小規模企業者特別枠・小
　規模企業者枠）」

２．「栗東市小規模企業者小口簡易資金」

【補給率】
対象資金１．
  ①と②と④は支払った保証料の2/10
対象資金１．
  ③と２は支払った保証料の3/10

【補給方法】
審査等終了後、申請者の指定口座へ振込

【利用回数】
複数回可能

（但し、１申請者の上限は50万円）

平成28年4月1日から

湖南市
商工観光労政課　商工振興係
ＴＥＬ　0748-71-2331

滋賀県中小企業振興資金融資制度
「セーフティネット資金（新規枠・借換枠）」
（但し、中小企業信用保険法第2条第5項
第4号、第5号および中小企業信用保険
法第2条第6項の市町長の認定を受けた
もの）
＊滋賀県の保証料補給対象外のもの

【補給率】
支払済保証料の全額

（但し、借換により利用する場合は1/2）
【利用回数】

複数回可能
（但し、1回あたりの上限は20万円）

-

2. 保証料補給
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077-509-7882

B
バ ー

ar  C
ク レ イ モ ア

laymore

アナタのお店を紹介します！

種類豊富な
地酒の飲み比べも
お試し下さい！

自分たちで料理を
作るキッチンも
ありますよ！

野菜のおいしい
小さな

古民家食堂

新品・中古
どちらも取り扱って

ます！

Chiropractic
103

9：00〜18：30（予約優先制） 平日 10：00〜22：00

P有
日曜休、ほか不定休あり 土・日・祝日 10：00〜19：00

近江八幡市安土町上豊浦974-16
☎ 0748-26-9686

東海道新幹線

JR琵琶湖線
安土

図書館

フレンドマート
2

常楽寺

加賀団地口

8

W
ダブルオー

/O P
パーソナル

ERSONAL T
トレーニング

RAINING G
ジム

YM
Personal training gym

104

　ダイエットやボディメイク、
競技パフォーマンス向上な
ど、個々に合わせたプログラ
ムで目標達成へと導いてく
れるパーソナルジム。数々の
指導実績と豊富な知識で、鍛
えたい箇所を様々な方向か
らアプローチし、健康的な美
しさを提案してくれる。

Pなし［HP］oumihachiman-ando.com
不定休

大津市馬場1-7-12TOKIMEKIビル2F
☎ 080-4763-8800

京阪膳所

平野小

京阪石坂線

JR琵琶湖線

Oh!Me

大津署

至
近
江
大
橋

膳 所

におの浜2
18

と
き
め
き
坂

検索検索検索検索 W/O PERSONAL TRAINING GYM近江八幡　あんど整骨院・整体院

Bar
105

　こだわりの自家製麺と深み
のあるだしが織りなすうどん
は、「新鮮なうどんを食べて
もらいたい」という店主の想
いが感じられる。また、米油
100%で揚げた体に優しいサ
クサクの天ぷらもぜひ味わっ
てほしい。

18：00〜翌3：00

Pなし
日曜休

野洲市北野1-1-18アルタンスビル3B
☎ 077-586-5739

野 洲

市三宅

JR琵琶湖線

京セラ
野洲工場ローソン 西友

北口

2

検索検索 検索検索BAR　Claymore りんかい　草津

近江八幡 あんど整骨院・整体院

Udon&Tempura dining
106

　落ち着きある大人の空間
が魅力のバー。常時200種
類以上の洋酒を揃える中で
も季節のカクテルや「近江
エンシェント・ハイボール」と
いうご当地ハイボールがお
すすめなんだそう。フードの
自家製燻製メニューはぜひ
オーダーして。

　この道11年の豊富な知識
と確かな技術で評判を呼ん
でいる産後骨盤矯正専門院。
保育士が常駐しているから
子育て中のママも安心して
施術ができるのだとか。産後
による体の痛みからダイエッ
トまで気さくな富岡院長に何
でも相談して。

P有 60台

［昼]11：00〜15：00（LO14：30）

月曜休（祝日の場合は翌日休）
［夜]18：00〜21：00（LO20：45）

草津市矢橋町97-1 ビストロコートD
☎ 077-509-7969

老上中
Ｊ
Ｒ
琵
琶
湖
線至近江大橋

矢橋中央

フレンド
マート

川の下

至草津

南
草
津

18
1

セブンイレブン

Restaurant
107

　 和 食 出 身 の 店 主 が 創る
「今」が旬のこだわり野菜が
味わえる一軒。昼は野菜と魚
を用いた旬替わりの定食がミ
ニコース仕立てで楽しめ、夜
は厳選したお酒に合う料理を
提供してくれる。席数に限り
がある為、予約がおすすめ。

［Instagram］]nagiha_shokudou2020

11：00〜14：00　18：00〜21：30

P有
水曜、第2・4火曜休 無休

東近江市八日市町11-5
☎ 0748-26-8714

八
日
市
駅

近
江
鉄
道

交番

金屋

浜野町

アピア
13

421検索検索凪晴食堂

凪
な ぎ

晴
は

食
しょくどう

堂  -nagiha-
Car tire shop&repire service

108

　車のタイヤに関する事なら
何でも任せられる頼もしい存
在。県内どこへでも装備万端
の出張トラックで自宅まで来
てくれ、依頼者が家にいる間
にその場であっという間にタ
イヤ交換もしてくれる。法人
対応も可能だそう。

9：00〜24：00

［instagram]#ニタハラタイヤサービス
P有

彦根市鳥居本町1848
☎ 080-9605-1848

鳥居本駅

中山道
鳥居本宿

東
海
道
新
幹
線

8

近
江
鉄
道

名
神
高
速

旧
中
山
道

至
彦
根
駅

検索検索ニタハラタイヤサービス　彦根

N
ニ タ ハ ラ
ITAHARA T

タイヤ
ire S

サ ー ビ ス
ervice

Child welfare facilities Japanese restaurant
109 110

　小学校1年生〜高校3年生ま
での児童・学生を対象にオープ
ンした児童福祉施設。集団活動
を通して、生活においての当た
り前の事を丁寧に指導し、社会
に出ても活躍できるように日々
サポートしてくれる。

　滋賀で本格的な秋田料理を
楽しめる［椿]。秋田から直送さ
れる比内地鶏やきりたんぽな
どを使用した一品や鍋、稲庭う
どんなど、県内では珍しい秋田
の郷土料理を存分に味わって
みて。料理に合う秋田の地酒・
焼酎なども豊富に揃う。

※問い合わせは電話にて ［HP]tsubakihikone.com

9：00〜18：00 ［昼]11：30〜14：00（LO13：30）※ランチは日〜水曜のみ

P有 木曜休　P有
日曜休 ［夜]18：00〜23：00（LO22：15）

守山市水保町1133-1 彦根市平田町752-2
☎ ☎077-599-5460 0749-47-6931

び
わ
湖

琵琶湖大橋

セブン
イレブン

ピエリ

佐川美術館
STAR

みずほの湯

フレンドマート

477
水保町中野

戸賀町西

平田町西

戸賀町

平田町

小泉町

セブンイレブンベ
ル
ロ
ー
ド

アヤハ
ディオ

JA

雨壷山
シャトレーゼ2

セブン
イレブン

検索検索椿　彦根

放課後等デイサービス　ドリームうどんと天ぷらのりんかい 秋田料理・和食酒家・日本酒 椿
つばき
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餃
ぎ ょ う ざ

子居
い ざ か や

酒屋　宮
み や が わ

川

Tearoom Bar
111

14：00〜23：00 10：00〜20：00

［FB］Two Sunsets Tearoom Bar
月・火曜休　P有 日曜・祝日9：00〜19：00

東近江市垣見町781-1
☎ 050-5375-1121

能登川

林

しまむら

垣見

JR琵琶湖線

セブン
イレブン

フレンドマート

2

52

J
ジャップ

AP i
インターナショナル

nternational S
エス

 S
サロン

ALON
Hair salon

112

　ハイスキルで経験豊富な
スタイリストが揃うサロン。
ゲスト一人ひとりの個性に合
わせ、トレンドを取り入れなが
ら理想の髪に導いてくれる。
その他、ネイルやまつ毛エク
ステも施術OKだからトータ
ルビューティーを叶えて。

P有10台
月曜休

栗東市霊仙寺1-1-43
☎ 077-552-0282

栗東
JR琵琶湖線

大宝小 公
園

至R1

31
花園

霊仙寺

綣
2

GS

セブンイレブン滋賀
銀行

検索検索検索検索 JAP 栗東Two Sunsets Tearoom Bar

Japanese pub
113

　ヨーロッパアンティークな
店内でゆったりと施術を受け
られる完全プライベートサロ
ン。豊富な脱毛メニューを揃
えるから悩みや希望に応じた
メニューを提案してくれる。
思わずうっとりしてしまう特
別な空間でキレイを叶えて。

☎ 080-3109-0141

守 山

セルバ守山

滋賀銀行
平和堂

JR琵琶湖線西口

銀
座
商
店
街

キ
リ
ン
堂

あまが池プラザ

油池

梅田町

検索検索 検索検索餃子居酒屋宮川 スペース 彦根

T
トゥー

wo S
サンセット

unsets T
ティールーム

earoom B
バー

ar

Beauty treatment salon
114

　もっちりした皮に、上質な
国産豚の挽肉と青森県産の
ニンニクを包んだ「ひとくち
餃 子」10個550円を筆 頭に
鹿肉餃子や水餃子、餡掛け餃
子など10種以上の餃子を堪
能できる。和モダンな雰囲気
の空間で店主自慢の料理を
満喫して。

　JR能登川駅前にスコットラ
ンドとイングランドの文化と
音楽をこよなく愛する店主
が営むティールーム・バーが
オープン。現地から仕入れた
スコッチウィスキーなどがカ
ジュアルに楽しめ、こだわり
の心地よい音楽とおいしい
お酒と紅茶が堪能できるの
だとか。

［HP］space-salon.com［Instagram］gyouzaizakaya_miyagawa

10：00〜19：0017：30〜翌1：00（LO24：00）金曜・祝前日〜翌3：00

P有火曜休　P有
水・日・祝日休（水曜が祝日の場合は営業）土曜17：00〜翌3：00、日曜17：00〜24：00

彦根市中薮町741-47守山市梅田10-2-102
☎ 0749-24-6302

び
わ
湖

芹川

京橋
関西みらい
銀行

TSUTAYA

彦根城
カインズ
モール

225

後三条町西
きものの
華匠

private salon s
ス ペ ー ス

pAce

　令和２年３月３日（火）、滋賀県警察本部　刑事部　組織犯罪課より、警部補　森
貞晴氏、巡査部長　平塚修一氏を講師にお迎えし、反社会的勢力等排除にかかる
全体研修を実施し、役職員７５名が参加しました。本研修では、反社会的勢力等の
対応の仕方について、実際にロールプレイングを実施しながらご講演いただきまし
た。今後も反社会的勢力等に対し、毅然とした態度で取組んで参ります。

反社会的勢力等排除にかかる研修を実施しました

　令和２年２月２０日（木）、守山市、守山商工会議所が主催する「地域・未来ミー
ティング」に当協会職員が参加いたしました。
　「地域・未来ミーティング」は、守山市で起業を考える人が最初の一歩を踏み出せ
るまち全体の機運を醸成するため、様々な機関との交流機会・情報共有の場の提
供により、市を挙げたワンストップ支援体制の確立を目的として実
施されました。宮本守山市長と近畿財務局青木局長の挨拶からは
じまり、第１部では、Ascent Busuness Consulting(株)　北
村貴明氏による特別講演、第２部では、(株)いろあわせ　北川雄
士氏の協力のもと熱いディスカッションが行われました。
　今後も、本会議を通して関係機関との連携強化、幅広い情報交
換等を行って参ります。

地域・未来ミーティングに参加しました

　令和２年１月１６日（木）、講師に株式会社タナベ経営　経営コン
サルティング本部　M&Aアライアンスコンサルティング部の小
野樹氏をお迎えし、SDGs研修を実施しました。
　研修では、SDGsについての基礎的なことから、SDGsを経営
に実装する際のポイントなど実践的なことまで、分かりやすくご講
演いただきました。
　今回の研修で得た知識を生かして、皆さまに対してSDGsへの普及に努め、企業
価値向上に貢献して参ります。

ＳＤＧｓ研修を実施しました

　令和２年１月２２日（水）、滋賀県障害福祉課共生推進係　早尻友梨氏、オフィスゆ
うき　代表　中川佑希氏を講師として人権教育全体研修を実施し、当日は役職員
７９名が受講しました。
　本研修の前半では、令和元年１０月１日（火）に施行された「滋賀県障害者差別のな
い共生社会づくり条例」についてご説明いただきました。後半で
は、中川佑希氏から日常生活でのエピソードについてお笑いを交
えながらご講演いただきました。
　困りごとや痛みは、人によってそれぞれ違います。気遣いをした
つもりでも、実際は独りよがりな行動になってしまっているかもし
れません。「共生社会」をつくるために、相手と会話をすることで、
一緒に考えることが大切だと学びました。

人権教育全体研修を実施しました

会議・研修会の実施について
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　令和２年１月２６日（日）、大津市主催の「市民ヨシ
刈り」が大津市雄琴で開催され、雄琴地区の地元市
民や一般募集した市民、事業者など３２０名が参加
しました。ヨシの群生は、野鳥や魚の住処として産
卵・生育に欠かせない場所であり、水中の窒素やリ
ンを吸収したヨシを刈り取ることは、水質浄化に繋
がります。当協会も役職員３２名が参加しました。

　令和元年１２月１３日（金）、令和２年１月２４日
（金）、２月５日（水）および２月１４日（金）の計４回
インターンシップを開催し、計５５名の大学生の方
にご参加いただきました。
　当日は信用保証協会の業務概要、創業支援にお
ける保証審査体験、先輩職員との座談会を行いま
した。保証審査体験では、参加者同士で活発な意
見交換をする場面も見られ、真剣な姿勢に、私たち
も刺激を受けました。

　当協会は、令和元年10月1日にSDGs宣言を行い、持続可能な地
域社会の実現に向けた取り組みを進めております。このたび、SDGs
の普及活動の一環として、「使えば分かる！SDGsメモ」を作成いたし
ました。メモを使用するたびにSDGsについて学べるノベルティグッ
ズです。当協会は今後も持続可能な地域社会の実現に貢献していき
ます。

　令和２年４月１日より、中小会計要領評価保証制度「会計力」
を創設するとともに、「会計力」ＣＭを作成しました。4月よりび
わ湖放送にて放送しています。さらに当協会公式YouTube
チャンネルでは、本ＣＭを始め、その他のＣＭも掲載しておりま
すので、ぜひご視聴ください。

大津市主催のヨシ刈りに参加しました

インターンシップを開催しました

充実した広報活動を行っています！

新CMが完成しました！

環境保全活動

当協会の取り組み

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】

令和2年1月1日～
　　令和2年3月31日　
　　　　　152業種

令和2年3月6日～
　　令和2年3月31日　　　　
　　192業種（40業種追加）

令和2年3月13日～
　　令和2年3月31日　　　　
　　508業種（316業種追加）

令和2年4月1日～
　　令和2年6月30日　
　　　　　587業種

1.経営安定関連（セーフティネット）保証4号について

2．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】
①令和二年新型コロナウイルス感染症
　（※指定期間の終了日：令和2年6月1日）
②平成三十年七月豪雨による災害
　（※指定期間の終了日：令和2年7月11日）
③令和元年台風第十五号による災害
　（※指定期間の終了日：令和2年6月29日）

※指定期間が延長される可能性があります。
　掲載情報は令和2年3月31日時点のものです。

※セーフティネット保証5号の現在の指定業種は、
中小企業庁ＨＰをご覧ください。

④平成二十八年熊本地震
　（※指定期間の終了日：令和2年6月14日）

⑤令和元年八月の前線に伴う大雨による災害
　（※指定期間の終了日：令和2年6月2日）

⑥令和元年台風第十九号に伴う災害
　（※指定期間の終了日：令和2年5月11日）

➡ ➡ ➡

動画は
こちらから

今後も、皆さまに滋賀県信用保証協会をより身近に感じていただくために、より充実した広報活動を行って参ります！

   セーフティネット資金について

　新型コロナウイルス感染症の影響による事業活動の縮小など、経済へ与える影響を鑑み、以下の対応が実施されました。
　（１）セーフティネット資金の保証料率をゼロに引き下げ
　　  ※令和２年４月１日から令和２年８月３１日まで（受付期間申込日）

　（２）セーフティネット資金（４号）の融資期間を１０年に延長

   政策推進資金（事業承継枠）について

 　「3年以内に事業承継を予定し、経営者保証コーディネーター※から事業承継計画書の確認を受けた新規融資が必要な
法人」が融資対象者に追加されました。
　（※）事業承継ネットワーク事務局等が雇用する専門家

   政策推進資金（新事業促進枠）について

　「事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画に従って事業継続力強化を行う中小企業者等」が融資対象者に
追加されるとともに名称が政策推進資金（事業継続・新事業促進枠）に変更されました。

   政策推進資金（成長産業育成枠）について

　融資対象者の要件が一部見直しされるとともに、名称が政策推進資金（ＳＤＧｓ推進企業応援枠）に変更されました。

   政策推進資金（空き家・空き店舗再生枠）について

　令和２年３月末をもって廃止されました。

令和2年度滋賀県中小企業振興資金融資制度の主な改正点について
保証制度のお知らせ

詳細は滋賀県ホームページをご覧ください。 検索検索滋賀県　制度融資

新ノベルティグッズを作成しました！

17 18REPORT 2020 Spring REPORT 2020 Spring



信用保証制度

経営相談窓口

その他の支援策

　新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者の皆さまの資金繰りがひっ迫していることを踏まえ、セーフティネット保証4号お
よび危機関連保証の発動がありました。
　また、セーフティネット保証5号において、影響を受けている業種が随時追加されています。
　当協会では、これらの保証制度を活用した迅速で適時性のある資金繰り支援を実施しています。

さらに滋賀県において、令和2年4月1日から同年8月31日までに借入申込先である商工団体で受付した4号・

5号・危機関連保証に対応した県制度融資について、信用保証料をゼロに引き下げられました。

　新型コロナウイルス感染症により、経営上の影響を受けておられる中小企業者の皆さまのご相談をお受けするため経営相談窓口を
設置しています。
　お気軽にご相談ください。

　経済産業省では信用保証協会による資金繰り支援だけにとどまらず、設備投資・販路開拓や経営環境の整備に向けた補助金や助成
金等を実施しています。ぜひご活用ください。

一般保証枠とは別枠の2億8,000万円の保証。
4号は全国47都道府県を対象とした100％保証。
5号は影響を受けている業種を対象とした80％保証。

4号：100％保証（全都道府県）
5号：80％保証（指定業種）
4号は5号と併用可能ですが、同じ枠の取扱い

危機関連保証：100％保証（全国・全業種）

セーフティネット保証４号・５号

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証

077-511-1321

セーフティネット保証枠とは、さらに別枠の2億8,000万円の
保証で、全国・全業種※1を対象に100％保証。　

危機関連保証

一般保証枠※2

（2億8,000万円）
ＳＮ保証枠
（2億8,000万円）

危機関連保証枠
（2億8,000万円）

滋賀県信用保証協会　経営安定関連保証　危機関連保証

経済産業省　新型コロナウイルス感染症関連

平　日　８時45分～ 17時まで
土曜日　９時～ 17時まで※5

※1　保証対象業種に限ります。
※2　保証枠とは、制度上の保証限度額のことです。
※3　セーフティネット資金（新規枠）の保証限度額は、４号、５号および危機関連保証あわせて8,000万円です。
※4　セーフティネット資金（借換枠）の保証限度額は、４号、５号および危機関連保証あわせて２億円（増額分を含む）です。
※5　3月7日から、当面の間、実施しています。

経営安定関連保証 危機関連保証

セーフティネット
資金新規枠

セーフティネット
資金借換枠

滋賀県制度融資　セーフティネット資金（新規枠）・（借換枠）
滋賀県　セーフティネット資金　信用保証料ゼロ

相談窓口

日曜日　９時～ 17時まで祝　日

※5
休日電話
相談窓口

※3 ※4

滋賀県信用保証協会では、令和２年４月付で新制度を創設いたしました！
ぜひ、ご活用ください。
※各制度の詳細はパンフレット・ＨＰをご覧ください。

　中小企業者との対話を通じた定期的なモニタリング
の実施と事業性評価に基づく経営支援を受けているこ
とで、いっそう幅広い資金調達が可能になります。

　近畿税理士会に所属する税理士または税理士法人（以下、
税理士等）の関与によって中小企業の会計に関する基本要領
に基づいた会計処理をしている中小企業者を評価し、資金繰
りの円滑化及び事業の発展に資することを目的とします。

ケイゾク

POINT

金融機関モニタリング枠

会計力

POINT

ＨＰ 保証制度のご案内

お知らせ新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業者の皆さんへ
※令和2年4月10日現在
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お知らせお知らせ

次の（１）又は（２）に該当し、かつ、（３）に該当する中小企業者
　（１）保証申込受付日から３年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
　（２）令和２年１月１日から令和７年３月３１日までに事業承継を実施した法人であって、
        事業承継日から３年を経過していないもの
　（３）次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと
　　  ①資産超過であること
　　  ②ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率（注）が10倍以内であること
　　　　　（注）ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率＝（借入金・社債－現預金）÷（営業利益＋減価償却費）

　　  ③法人・個人の分離がなされていること
　　  ④返済緩和している借入金がないこと

▶事業承継時に利用可能
    （事業承継後にも利用ができる場合もあり）
▶経営者保証不要
▶経営者保証コーディネーター（※）による確認を
　受けた場合には信用保証料率を大幅に軽減
▶経営者保証ありの既存の借入金についても
　借換可能（本制度で経営者保証不要に）

※経営者保証コーディネーター
　経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者（事業承継ネットワーク事務局等）が
　雇用する専門家です。（令和２年４月から運用開始）
〈参考：国の経営者保証解除に向けた取り組みについて〉
　本制度を含む国の事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策については、中小企業庁のＨＰをご覧ください。
　中小企業庁　ＨＰ：https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/hosyoukaijo/index.htm

ご利用いただける方

経営者保証を不要とする

のご案内

事業承継時に経営者保証でお困りのみなさまへ

詳しくは、右頁の
「お問い合わせ先」
までお問い合わせ
ください。

お問い合わせ先

事業承継特別保証制度の概要

詳しくは、与信取引のある金融機関又は当協会までお問い合わせください。 
　　　滋賀県信用保証協会
　　　　保証部　保証第１課　TEL 077-511-1321
　　　　　　　　保証第２課　TEL 077-511-132２　

保証限度額 2億8,000万円
（組合等の場合は4億8,000万円）

対 象 資 金
事業資金
　既存のプロパー借入金（個人保証あり）の本制度による借り換えも可能
　（ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金に係る
  　借換資金に限る）

返 済 方 法 一括返済又は分割返済

保 証 期 間 一括返済の場合　１年以内
分割返済の場合　10年以内（据置期間は１年以内）

信用保証料率 0.45％～1.90％
0.20％～1.15％（経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合）

担 保 必要に応じて徴求

保 証 人 徴求しない
貸 付 金 利 金融機関所定利率

申 込 方 法 金融機関経由（与信取引のある金融機関に限ります）

添 付 資 料

信用保証協会所定の申込資料のほか、次の資料が必要
（１）事業承継計画書
（２）財務要件等確認書
（３）借換債務等確認書（既往借入金を借り換える場合）
（４）他行借換依頼書兼確認書
（既往借入金を借り換える場合で、申込金融機関以外からの借入金を含む場合）

（５）事業承継時判断材料チェックシート
（経営者保証コーディネーターによる確認を受け、上記0.20％～1.15％の信用保証  
料率の適用を受ける場合）

金融機関、信用保証協会による審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
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滋賀県信用保証協会組織図
令和2年4月1日現在

理　事　会 検 査 室 内部検査
コンプライアンス

室 長 大 橋 和 美

総務企画部 庶務、経理　
人事、給与管理、研修

部 長 小 幡 和 弘
副部長（兼） 栗 林 博 明

次長（兼） 下司　　剛

管 理 部

保 証 部
特別参与 佐 藤 壮 吉
部 長 上 田 勝 彦

部 長 安 藤 育 弥
次 長 大澤すず代

部長（兼） 萩 下 浩 行

総 務 課
課 長 吉 田 幸 浩

企画、調査、
諸計画進行管理
統計、広報

企 画 課

経営支援部
経営改善支援
再生支援
事業承継支援

課 長 伊 藤 隆 幸

電算システムの企画
  開発、運用電 算 課

（兼）課長 栗 林 博 明

延滞・事故保証債務の
管理、調整

　代位弁済の実行
　保険金請求

調 整 課

求償債権の
保全・回収・整理
法的措置関係事務

管 理 課
（兼）課長 萩 下 浩 行
課長代理 片 桐 正 貴

課 長 亀 井 久 之

保証調査、審査
金融相談
経営相談
創業支援

保証第１課

課 長 大 橋 幸 恵

保証第２課
（兼）課長 下司　　剛
課長代理 藤 田 裕 之

課 長 加 藤 寛 子

信用保証書発行
信用保証委託契約書締結

担保設定
付保にかかる事務
信用保証料の管理

創業申込審査
創業支援
創業相談

事務統括課

（兼）室長 下司　　剛

創業支援室

羽 泉 博 史
理 事 長

木 下 繁 樹
専務理事

十二里 和彦
常務理事

小 田 信 一
常勤理事

中 堀 孝 彦
常勤監事

監 事　会

創業手帳セミナーを
開催しました！

　令和2年1月20日（月）に、全国の創業者向けに会社の母子手帳「創業手帳」を提供する
創業手帳株式会社と、当協会が『創業手帳セミナー』を開催しました。本セミナーでは、創
業をお考えの方や、創業して間もない方を対象とし、23名の方にご参加いただきました。
　セミナーでは、創業手帳株式会社 代表取締役社長 大久保 幸世氏を講師にお迎えし、
創業前後に必要な知識や、すぐに使える実践的な経営ノウハウについて、「創業手帳」を使
用しながらご自身の経験を交えて分かりやすくご講演していただきました。

　また、当協会の創業支援室からも創
業者向け保証制度のご紹介や創業支
援の取組みなど、受講者の方々に役立
つ情報をお話しいたしました。

創業手帳株式会社　代表取締役社長
大久保　幸世　氏

セミナー終了後には、交流会及び
個別相談会を開

催し、活発な情報交換会が行われ
ました。

　セミナー後に行ったアンケートでは、
「ワークショップでは、様々な業種の方とコミュニケーションがとれた。」
「社長自身の体験に基づく講義がわかりやすかった。」
「起業家目線で色々な知識を得られた。」
など、ご好評の声を多数いただきました。
　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
極的に活用して参ります。
　今回、本セミナーにご参加いただいた皆さまには、この場を借りて御礼
申し上げます。
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第
１
課
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業
支
援
室

事
務
統
括
課

保
証
第
２
課

部長　上田　勝彦

経
営
支
援
部

部長　安藤　育弥 次長　大澤　すず代

係長　内藤　恵以子
担当地区：守山市・野洲市・甲賀市

係長　今江　直人
担当地区：草津市・栗東市・湖南市

係長　安田　圭佑
担当地区：近江八幡市・東近江市

係長　井上　雄介
担当地区：�彦根市・米原市・豊郷町・多賀町・

甲良町・愛知郡

係長　渋谷　祐人
担当地区：大津市

林　直樹
担当地区：長浜市

大和　遼太郎
担当地区：高島市・竜王町・日野町

管
理
部
調
整
課

部長　萩下　浩行

課長　亀井　久之 調査役　中川　智絵
担当地区：大津市（堅田・志賀・県外店舗以外）

係長　長野　有香
担当地区：彦根市・草津市・愛知郡

主任　瀧川　弘
代位弁済事務等担当、期中管理事務担当

山本　花奈子
担当地区：東近江市・甲賀市・湖南市・蒲生郡

野崎　勇人
担当地区：�大津市（堅田・志賀・県外店舗）・

長浜市・近江八幡市

比良岡　孝
担当地区：�高島市・栗東市・守山市・野洲市・

米原市・犬上郡

次長　下司　剛

中嶋　孝輔
担当地区：高島市・志賀町・日野町

課長　加藤　寛子 調査役　吉岡　大地
担当地区：草津市・栗東市・野洲町

係長　小森　勇志
担当地区：大津西・近江八幡市

主任　阪本　善貴
担当地区：彦根市・豊郷町・多賀町・甲良町

加藤　雅也
受付担当

藤田　沙緒理
受付担当

課長代理　藤田　裕之 係長　堀川　貴史
担当地区：大津東・守山市・中主町・竜王町

主任　木村　祐也
担当地区：長浜市・米原市

中村　美香
担当地区：甲賀市・湖南市

嶋寺　毅也
担当地区：東近江市・愛知郡

増田　桂子
受付担当

課長　大橋　幸恵
係長　浅野　博之

担当地区：�委託契約書、担保異動、保証料の管理に関する
こと、団信の契約に関すること

係長　法戸　義也
担当地区：�委託契約書、担保異動、貸付報告、

償還に係る報告

係長　村上　哲也
創業申込審査、創業相談

係長　那須　美貴子
創業申込審査、創業相談

保証部

管理部
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BIZ.COLUMN

［公認会計士・税理士・産業カウンセラー］
事業会社における経営管理や労務管理等の実務経験を活かし、
専門家としてM&A・経営改善・不祥事対応から創業や農業経営な
ど幅広い支援を行う。

滋賀県事業承継ネットワーク事務局
事業承継コーディネーター 内海　靖待ったなし！ 

事業承継

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

1.事業承継時にどんな税金がかかるの？

事業承継に関しては、税金に関心を持たれている方も多いと思います。
今回は、贈与・相続に関する基本的な内容をお届けします。

■贈与税
　財産の贈与を受けた場合、基礎控除額を超えた部分に対して10%
〜55%の累進税率を適用し、控除額を差し引いて求めます。
 贈与税額＝［その年に受けた財産の価額－110万円（基礎控除）］×税率－控除額

（例）父から20歳以上の子に、財産価額500万円の贈与を行う場合
　　 贈与税額　（500万円－110万円）×15%－10万円＝48.5万円

■相続税
　こちらは、各人の取得財産に直接税率を乗じるというものではあり
ません。少しややこしいのですが、遺産額から基礎控除額［3,000万円＋

（600万円×法定相続人の数）］を差し引いた残額を、民法に定める相
続分（法定相続分）に応じて下表に当てはめて計算し、それらを合計し
たものが相続税の総額となります。

（例）相続財産1億円を法定相続人である子２人で相続するケース
　〔課税遺産総額〕
　　1億円－（3,000万円＋600万円×2人）＝5,800万円
　〔相続税の総額〕
　　各人の法定相続分に応ずる取得金額 5,800万円×1/2＝2,900万円
　　各人の算出税額 2,900万円×15%－50万円＝385万円
　　相続税の総額 385万円×2人＝770万円

2.どんな対応があるの？
①生前贈与の利用方法
　（ア）贈与税の暦年課税制度

　子や孫に対する贈与税は優遇されている税率を適用します。
　年間110万円（基礎控除額）までの贈与であれば贈与税は課
税されないということになりますので、例えば100万円の資産
を現経営者から次の経営者に贈与した場合、その年の贈与税
はかかりません。株式等を価値換算して適用することも可能で
す。なお、贈与契約書や銀行口座明細など、客観的にも説明で
きる資料を残しておくことも重要です。

（ご注意！） 毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けるこ
とが約束されている場合には、契約をした年に、10年
間にわたり100万円ずつの給付を受ける権利の贈与
を受けたものとして贈与税がかかり得ますのでご注
意下さい。

　（イ）相続時精算課税制度
　贈与時に特別控除額2,500万円までは贈与税がかからず、
これを超えると一律20%の課税となるものです。将来贈与者
が亡くなった（相続が発生した）時に、贈与財産を相続財産と合
算して相続税額を計算し、すでに支払い済みの贈与税相当額
を控除します（控除しきれない場合には還付されます）。20歳
以上の子又は孫が60歳以上の父母または祖父母から財産の
贈与を受けた場合に選択が可能となっており、相続前に収益事
業を子供に託す場合などに利用されています。

（ご注意！） 一旦相続時精算課税を選択すると、上記の暦年課税
（年間基礎控除の適用）は使えなくなりますのでご
注意下さい。

②納税猶予制度について（事業承継税制）
　円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得し
た一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度で
す。例えば株式贈与時の後継者には代表権保持・年齢・役員就任期
間など一定の要件が必要となります。贈与税や相続税が多額に発生
し、納税資金に苦慮する事業承継者にとっては、大きな影響がある
制度です。

（ご注意！） 適用後に該当の株式を譲渡等行うと、猶予されていた贈
与税・相続税が確定し、納付が必要ともなりますので、一定
の要件を継続的に維持・確認できることも重要です。納税
猶予の優遇措置として特例を利用する場合、手続きの期
限にもご留意下さい。

　申告や制度の活用など実際の適用に際しては個々の事情に応じた
検討が必要になりますので、適宜税理士などの専門家に相談し、また
事業承継当事者の負担を考慮しながら、計画的に検討されることをお
勧めします。

事業承継時にかかる税金について
新型コロナウイルスが世の中を席巻していますが、適切な対応ができていますか？
～実際どのように対応したら良いの？！ 賃金の支払いはどうなるの？！～

Ⅰ．はじめに
　まずは、3月30日付で厚労省より最新の対応指針が公表されており
ますので、以下のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1
　特に、「４　労働者を休ませる場合の措置（休業手当、特別休暇など）」
をご参照ください。ついては、新型コロナウイルスの陽性反応が出れば、
強制的に休ませることが可能です。この場合は、無給で休ませることが
できますが、継続３日間の待機期間を経て、4日目より健康保険の「傷
病手当金」を受給することができます。それまでの疑わしき段階で休ま
せる場合には、労働基準法第26条で定められた休業手当（平均賃金の
６割）の支払いが必要となります。勿論、従業員が自発的に休む場合
は、通常の病欠と同様の取扱いで問題ありません。また、会社が一方
的に年次有給休暇を取得させることはできませんので、注意してくださ
い。当面は、悩ましい対応が求められると思いますが、社内にてマスク
の着用、手洗い・うがい、換気等の実施を徹底するべきと存じます。

Ⅱ．会社が行うべき新型コロナウイルス対策
　皆様もご存知のとおり、新型コロナウイルス感染症の勢いが止まら
ず、日々感染が拡大しており、各方面で多大なる影響が発生しています。
一刻も早い収束が期待されますが、万が一自社の従業員に新型コロナ
ウイルス感染症の疑いがあったら…？企業として今できること、しておく
べきことはないのか？等、感染症への対策が求められています。既に大
企業等では、時差出勤の励行やリモートワーク、対面での会議の禁止
等の対策を講じているようです。大企業で働くことも中小企業で働くこ
とも従業員にとっては同じです。自社が感染症に対してどのような考え
をもっているのかを情報発信することからすべての対策が始まるといえ
ます。以下のような内容を盛り込み、基本的な対応方針を策定すると
良いでしょう。

【予防措置について】
　接客業等では業務中のマスクの着用を許可するのか？外出からの帰社
時に手洗いや消毒等を行う時間、設備を設けるのか？ご来社いただいた
お客様にも予防措置をお願いするのか等の会社としての方針を発表して
おきます。方針は業種によって異なるでしょうが、過度な対応は不安を
煽ることになりかねませんので、会社の実情や考え方に合わせて予防措
置を講じることが肝要です。

【発熱時の対応】
　まず行わなければならないのは、「伝染させない・悪化させない」こ
とです。会社は、様々な環境・年代の人が一所に集まる「感染場所」です。
外回りをする営業職等の従業員が感染すれば、取引のある企業へ感染
を広げてしまうことにもなりかねません。自社が感染源になることや他
社から感染してしまうといったリスクを最小限に抑えるためにも、「体調
が悪いと言いだしやすい」・「体調が悪いとき、実際に休みやすい」といっ
た環境整備を行うことが肝要です。
　具体的には、継続して高熱（37.5℃以上が4日間以上）が続くと感染
の可能性が高くなります。発熱・咳等の類似症状が発生している場合
は出勤させずに、自宅での療養を推奨すべきでしょう。37.5℃以上の
発熱が4日間以上続く場合で、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸
困難）がある場合には、最寄りの保健所等に設置される「帰国者・接
触者相談センター」にお問い合わせいただき、会社に結果を報告しても
らうようにしてください。

【休業時の取扱いについて】
　発熱等で従業員が休んだ場合の取扱いについても明記しておくべき
です。年次有給休暇の取得を促進するのか？年次有給休暇を使わない
場合は、会社として休業手当を支払うのか？休業手当は、6割なのか全
額なのか？等です。
　また、新型コロナウイルスの影響を受けて、従業員を休ませた場合
の対応を次に簡単にまとめておきます。

【訪問などの対応】
　企業によっては、感染症の拡大を防ぐため、面談をすべてWEB会議
に変更する等の対応を取っているようです。面談そのものを延期する、
WEB会議に変更する等の対応を示しておき、不要不急の面談は避ける
ことが望ましいでしょう。

【移動外出時の制限】
　出退勤・外出時のマスク着用等の対策を従業員に推奨しましょう。そ
の他、手洗い・うがいや換気等の徹底を促しましょう。

【発熱時の出勤停止期間】
　新型コロナウイルスは、潜伏期間が長いことも特徴のひとつですの
で、検討しておくべき点と言えるでしょう。

【テレワークについて】
　テレワークが可能な業種は、テレワークも検討すると良いでしょう。
また、部署ごと等でテレワーク対応が可能かを確認すべきでしょう。

【問合せ窓口】
　一般的には総務や経営層が窓口になると思いますが、問合せ先が分
かることで従業員は安心して働くことができるでしょう。

　会社には、従業員が安全で健康に働けるように配慮しなければならな
い義務（安全配慮義務）もございますので、適切な対応が求められます。

1．感染した従業員を休ませた場合
従業員が新型コロナウイルスに感染し、都道府県知事が行う就
業制限によって仕事を休む場合には、一般的には会社側が休業
手当を支払う法律上の義務はない。

2．感染が “ 疑われる ” 従業員を会社が休ませる場合
新型コロナウイルスへの感染が疑われる段階の従業員に対し
て、会社側の判断で仕事を休ませる場合は、一般的には「使用
者の責に帰すべき事由による休業」に該当することから、休業
手当の支払いが必要。

3．発熱等の症状がある従業員を休ませた場合
会社が「発熱した従業員は、一律に仕事を休ませる」といった
対応を取った場合には、上記 2．と同様、休業手当の支払いが
必要。

4．発熱等の症状がある従業員が “ 自ら ” 休んだ場合
新型コロナウイルスに感染しているか否か分からない時点で、
熱のある従業員が自らの意思・判断で仕事を休んだ場合には、
休業手当を支払う法律上の義務はなく、通常の病気欠勤と同様
の取扱いで問題ない。

5．“ 事業の休止 ” により従業員を休ませた場合
事業の休止によって従業員を休ませた場合、「不可抗力」によ
る休業であれば「使用者の責に帰すべき事由による休業」には
該当せず、休業手当支払いの義務はないが、「不可抗力」が認
められるには一定の要件を満たさなければならないので、慎重
な判断が必要。

項目 主な税金 税金を負担する人

贈　与 贈与税 贈与を受ける人 （例 新経営者）

相　続 相続税 相続する人 （例 新経営者）

売　買
事業譲渡 所得税・住民税 売り手の個人事業主（例 旧経営者）

株式譲渡 所得税・住民税 売り手の株主 （例 旧株主）

基礎控除
後の課税
価格

200万円
以下

300万円
以下

400万円
以下

600万円
以下

1,000万円
以下

1,500万円
以下

3,000万円
以下

3,000万円
超

税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%

控除額 ‐ 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

基礎控除
後の課税
価格

200万円
以下

400万円
以下

600万円
以下

1,000万
円以下

1,500万円
以下

3,000万円
以下

4,500万円
以下

4,500万円
超

税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%

控除額 ‐ 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

一般税率（例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合）

特例税率（例えば、祖父母や父母などから、20歳以上の子・孫などへの贈与に使用する場合）

法定相続
分に応ずる
取得金額

1,000万円
以下

3,000万円
以下

5,000万円
以下 1億円以下 2億円以下 3億円以下 6億円以下 6億円超

税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%

控除額 ‐ 50万円 200万円 700万円 1,700万円 2,700万円 4,200万円 7,200万円
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素材提供：（公社）びわこビジターズビューロー、株式会社八重州出版、滋賀県

琵琶湖の南端にあり、全長193㎞の「ぐるっとびわ湖サイクルラ
イン」の起終点になっている橋。京都の宇治橋、山崎橋と並ん
で、日本三古橋とされており、東国から京に向かう要所として
数々の戦乱の舞台となった歴史深い橋でもある。「急がば回れ」
ということわざはここで生まれた。

石山寺へ向かう国道422号沿いに上品な
趣でたたずむ。女将の徳永真理亜さんが
「アスリートオアシス」として荷物預かりや、
水・氷、着替え場所の提供もしてくれる。

東海道と中山道が合流する東海道五十三次52番目の宿場。
全国でも最大規模の本陣は人通りの多い街中に残っており、
見学も可能。

biwaichigram
瀬田の
唐橋

SHIGA_GUARANTEE
滋賀県立琵琶湖博物館

「湖と人間」というテーマのもと、琵琶湖の生
い立ちや歴史、今を学ぶことができる総合博
物館。特に、淡水生物の展示は国内最大級。

#琵琶湖博物館 #古代湖の歴史 
#琵琶湖博物館がなかなかいい

biwaichigram

Start

Goal

滋賀県立
琵琶湖博物館

茶丈
藤村

ビワイチルートのゼロポイント

美
人
女
将
と
お
茶
菓
子
と

自
転
車
が
マ
ッ
チ
す
る

東海道の本陣跡の
　　　見学ができる草津宿

BIWAKO

草津
　エリア

KARAHASHI

SAJOTOSON

KUSATSU
JYUKU

BIWAKO
HAKUBUTSUKAN

ビワイチサイクリングナビ

もっと楽しいビワイチをサポートする滋賀県公式アプリです。
県内のオススメ観光やモデルコースなど、
いろいろな楽しみ方を紹介します。

商工会議所からのお知らせ

経営をしていると、思わぬトラブルが起こることがあります。
そんな時も早めに専門家に相談することで乗り越えられることも多いのです。

仕事の
受注が減った

事業を
転換したい

取引先が
倒産した

労務トラブルが
発生した

事業を
改善し赤字を
解消したい

事業承継
について
検討したい

債権を回収
したい

経営に関するお悩みやトラブルを
専門家が無料でアドバイスします！

こんな時に
ご利用ください
秘密厳守

経営安定
無料相談

● お申込み・お問合せ

大津商工会議所　
長浜商工会議所　　　  
彦根商工会議所　　　  
近江八幡商工会議所　  
八日市商工会議所　　  
草津商工会議所　　　
守山商工会議所
滋賀県中小企業相談所専門指導室

大津市打出浜2 1コラボしが21 ９階

長浜市高田町12 34　　　　　　　

彦根市中央町3 8

近江八幡市桜宮町231 2

東近江市八日市東浜町1 5

草津市大路2 11 51

守山市吉身3 11 43

大津市打出浜2 1コラボしが21 ９階

TEL. 077-511-1500 

TEL. 0749-62-2500

TEL. 0749-22-4551 

TEL. 0748-33-4141

TEL. 0748-22-0186

TEL. 077-564-5201

TEL. 077-582-2425

TEL. 077-511-1504
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