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平成２７年度新役員就任挨拶 

 

 

会長 細川 源太郎 

 

 会員の皆様方にはご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当商工会の運営や事業について、ご指導、ご協力いただいておりますことに、衷心よ

り厚く御礼申し上げます。 

 私は、去る５月１９日に開催された平成２７年度大津北商工会通常総代会において、当商工会

会長に再度選任していただきました細川源太郎でございます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 さて、皆様も既にご承知のとおり、当商工会は平成２３年４月１日に旧堅田商工会と旧志賀商

工会が合併し、大津北商工会として新たな一歩を踏み出してから５年目を迎えたところでござい

ます。 

 この４年間を振り返ってみますと、平成２３年合併直前の３月１１日には東日本大震災が発生

し、北日本を中心に甚大な被害をもたらしたところであり、また平成２４年１２月には民主党政

権から自民党政権に交代し、更には、滋賀県や大津市においても、平成２４年１月には目片市政

から越市政に、平成２６年７月には嘉田県政から三日月県政へと替わるなど、大きな変遷があり

ました。 

 また、国内の経済情勢も景気低迷が続く中で、平成２４年度末には金融円滑化法が失効となり、

更に平成２６年４月には消費税が増税されましたが、平成２６年６月には小規模企業振興基本法、

小規模支援法が制定され、そしてようやくデフレ脱却や株価上昇の機運が高まり、小規模事業者

にはまだまだ厳しい状況にはあるものの、上場企業を中心に景気回復への兆しが現れてきたとこ

ろであります。 

 このような中、当商工会は基本的には旧商工会の事業を踏襲するとともに、大津市北部地域で

の唯一の経済団体として地域経済の活性化と組織強化、巡回指導や窓口指導の充実、創業支援、

経営革新支援、農商工連携の開拓等を掲げて平成２３年４月に発足し、当年度には、大津市との

「災害時における生活物資の調達等に関する協定」の締結、市内三経済団体懇談会の発足、「大津

市北部地域活性化計画」の策定開始、平成２４年度には、原産地証明発給業務の開始、大津北商

工会危機管理マニュアルの制定、女性部を中心とした特産品開発の開始、平成２５年度には、「大

津市北部地域活性化計画」の策定を完了、農商工連携事業として「大津北農商工フェア」の開催

開始、特産品として酒粕プリンの商品化、管内金融機関懇談会の発足、平成２６年度には、大津

市北部地域活性化計画に基づく「三方よしプラン」の制定と「経営発達支援計画（５ヵ年計画）」

の策定、地域創業促進支援事業の実施、「道の駅 妹子の郷」指定管理が当商工会出資会社である

「大津志賀地域振興観光株式会社」に指定決定、そして巡回訪問件数や経営革新計画承認件数で

は、県連合会での目標数値を１００％達成するなど、大津市北部地域の活性化を目指した事業や

会員にメリットのある商工会づくりを目標に取り組むとともに、職員の資質向上にも努め、県内

商工会の中では先駆けた事業展開を図ってまいったところでございます。 

 この度、会長として３年間の任期を頂いたところでございますが、過日の総代会でご承認いた

だいた以下の事業計画に基づき、着実に事業を実施してまいる所存であります。中でも、昨年度

末に策定したしました「経営発達支援計画」を５年計画で実施することにより、会員事業所への

経営支援体制の確率と地域内資金の効率的な循環システムを構築し、会員事業所のご繁栄と地域

経済の活性化に資してまいりたいと考えておりますので、皆様方の一層のご指導、ご鞭撻とご協
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力を賜りますよう新役員を代表してお願い申し上げまして、就任に際してのご挨拶とさせていた

だきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。                      以上 

 

以下、平成２７年度総代会で承認された、事業方針・重点事業を記載いたします。 

 

【事業方針】 

 政府によりますと、平成２６年度の国内経済は、「三本の矢の一体的推進により、緩やかな回復

基調が続いているものの、個人消費等に弱さがみられ、年度前半には実質ＧＤＰ成長率がマイナ

スとなった。この背景には消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減や夏の天候不順の影響

や輸入物価の上昇に家計の所得が追いついていないことなどが考えられる。」とされており、また、

平成２７年３月の月例経済報告では「景気は、企業部門に改善がみられるなど、緩やかな回復基

調が続いている。」とされております。 

一方、昨年６月には、「小規模企業振興基本法（小規模基本法）」や「商工会及び商工会議所に

よる小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律（小規模支援法）」が公布されたとこ

ろでありますが、中小零細企業にとっては、まだまだ景気回復が実感できない状況にあり、政府

は昨年１２月に「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」を閣議決定され、取り組まれたと

ころであります。 

 このような中、小規模支援法に基づく経営発達支援事業が新設され、商工会が小規模事業者の

支援のために策定する経営発達支援計画を国が認定することとなりましたので、当商工会も国に

対し本年１月に１次申請を、３月に２次申請を提出したところであります。 

 平成２７年度は、当商工会が策定した「大津市北部地域活性化計画（三方よしプラン）」や経営

発達支援計画に基づき、主要な事業はこれら計画の中に位置づけながら、会員事業所への支援強

化と地域の活性化に取り組んでまいります。 

 

【重点事業】 

１ 経営改善普及事業の実践強化と認定支援機関としての機能発揮 

「行きます 聞きます 提案します」をスローガンとして、昨年度に引き続き、会員事業所の

経営の悩み等ご相談をお受けし、それらの解決策等についてご提案させていただくとともに、中

小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関としての機能強化と実践を図り、経営発達

支援計画に基づく会員事業所への経営支援に取り組んでまいります。また、創業をめざす方々や、

創業者への支援にも取り組んでまいります。 

 

２ 会員にメリットのある商工会活動の実施 

 加入会員に対する付加価値を高めるため、商工会としての経営相談業務にかかる指導能力の向

上を図り、経営指導をよりきめ細かに実践するとともに、商業部会、観光・サービス業部会、工

業部会、建設業部会や青年部、女性部（以下「部会等」という。）を通じて、以下の項目に取り組

んでまいります。 

 

（1) 会員事業所の販路拡大等 

（2) インターネットやマスメディア等の利用についての相談やコンテンツ等の制作指導 

（3) ホームページや地域振興事業等を通じた会員事業所の販売促進とＰＲ 

（4) ホームページ、会報等による各種情報発信 

（5) 事務局職員の指導能力向上 

 

３ 組織率と自己財源比率の向上 

会員を確保するために、商工会の利便性とメリットを積極的にＰＲし、組織強化委員会と各支

部との連携を密接に行い、創業者や未加入者への加入推進を図るとともに財源の確保に努めてま

いります。 



４ 商工会組織の充実 

 各支部、各部会、各委員会における活動を活性化するとともに、それぞれが連携し、組織力の

強化と充実に努めてまいります。 

 特に、各支部の地域に根ざした活動を目指した体制づくりに努めます。 

 

５ 地域活性化の推進 

 大津市北部地域活性化計画に基づく商工会活動としてのまちづくりを通じて観光客等の誘客と

会員事業所の経営安定化を図るとともに、管内住民の安心安全な生活の確保に寄与するため、関

係団体と連携を図りながら、以下の項目を実施してまいります。 

 

(1) 地域振興事業の推進 

  ① 継続する事業にあっても、地域の活性化のみならず会員事業所にも好影響を及ぼすよう

な企画運営を図る。 

  ② 平成２７年７月～８月に志賀地域で実施される花火大会やふれあい志賀夏まつり等、主

催する関係団体に協力し、地域の活性化を図る。 

  ③ 農・商工連携による事業展開を推進し、地域の活性化を図る。 

  ④ 管内大学と連携した事業の推進を図る。 

 

(2) 地域特産品の開発 

   新たな地元産品を原材料とした特産品を開発し、商品化に努めるとともに、既開発特産品

の販売促進を通じて地域や特産品の知名度の拡充を図る。 

 

 (3) 地域貢献事業の実施 

   売店等運営委員会を通じて各施設の管理運営にあたる。 

  ① 成蹊スポーツ大学売店運営 

  ② 大津市比良げんき村の指定管理による管理運営 

 

６ 行政、他団体との連携 

 大津市北部地域の活性化と会員事業所の経営の安定化に資するため、市内の経済団体や自治連

合会等との連携を図るとともに、滋賀県、大津市等行政機関とより強固な関係を保ちながら要望

活動や懇談会等を展開してまいります。 

  

(1) 行政懇談会等の開催と行政への提言、要望 

 

 (2) 市内経済団体等との連携 

   大津商工会議所、瀬田商工会、高島市商工会との連携  

 

 (3) ＪＡレーク大津との連携 

農・商工連携の推進と確立を図る。 

 

また、総代会にて永年勤続優良従業員の表賞が行われました。 

 

滋賀県商工会連合会会長賞 （順不同）    大津北商工会会長賞 （順不同） 

 

  エマ産業㈱    中村けい子 様      エマ産業㈱    近藤規代美 様 

  エマ産業㈱    三浦 純子 様      エマ産業㈱    津田 久子 様 

  大衆割烹 じん  中居 一三 様      めはりや     下平 美恵 様 

  ㈲丸西建設    山田 権蔵 様 

 



平成 27 年度納税協会定時総会において 

ヨシムラ寝具店 吉村吉村吉村吉村    孝夫孝夫孝夫孝夫    様に 

大津納税協会功労者感謝状大津納税協会功労者感謝状大津納税協会功労者感謝状大津納税協会功労者感謝状が贈られました。 

おおつ光ルくんのお宝プレミアム商品券おおつ光ルくんのお宝プレミアム商品券おおつ光ルくんのお宝プレミアム商品券おおつ光ルくんのお宝プレミアム商品券（予約販売）が発行されました。（予約販売）が発行されました。（予約販売）が発行されました。（予約販売）が発行されました。

詳細はホームページで！！

商品券引換期間：平成２７年 ７月１５日（水）～平成２７年 ７月２６日（日）

商品券引換場所：申し込みされた時に選んでいただいた店舗

利用期間：平成２７年 ７月１５日（水）～平成２７年１２月３１日（木）

※期限を過ぎますと利用できません。

利用場所：市内小売店、飲食店、旅館、ホテルなど

問い合わせ先：大津市プレミアム付商品券コールセンター問い合わせ先：大津市プレミアム付商品券コールセンター問い合わせ先：大津市プレミアム付商品券コールセンター問い合わせ先：大津市プレミアム付商品券コールセンター

TELTELTELTEL ０５７００５７００５７００５７０－－－－０１００１００１００１０－－－－３７７３７７３７７３７７

《新役員名簿》                                                        （順不同・敬称略） 

 

 会会会会    長長長長  産経新聞堅田専売所     細川源太郎 

    

副会長副会長副会長副会長  ㈲サワイデンキ       澤井 達 

    ㈲八茂工業         八軒 茂勉 

   

 理理理理        事事事事    

ＳＨＯＰ太郎助     中橋 潤 （堅田支部）  浜奥工房     濵奥 修利（小野・和邇支部） 

㈲花利         今西 利明（堅田支部）  ㈲丸西建設    中小路進一（小野・和邇支部） 

御菓子司 金時堂    山本 伸一（堅田支部）  サイクルショップにしもと 西本 吉孝（小野・和邇支部） 

㈱鍛冶清工業      西村 伸一（堅田支部）  滋賀製パン㈱   川尻 正弥（小野・和邇支部） 

㈲はり松クリーニング店  西村 松樹（堅田支部）  ㈱日映志賀    中村 隆 （木戸支部） 

㈲大彦         津田 正治（堅田支部）  杉谷事務所    杉谷 篤 （木戸支部） 

㈲やまつね       山本弘次郎（堅田支部）  ㈱市川造園土木  市川 幹人（小松支部） 

今井佛檀        今井 重典（堅田支部）  細川食品㈱    細川 誠 （小松支部） 

オフィスドリームワークス  速見 正人（仰木支部）  小松水産㈱    松井 芳之（小松支部） 

とびた遊農園      飛田 豊 （仰木支部）  ㈲松新      津田 新三（商業部会長） 

中居商店        中居 光男（真野支部）  ㈲双栄       惣司 捷夫（観光・サービス業部会長） 

㈲西條建設エクステリア  西條 正博（真野支部）  ㈲馬場製作所   馬場 鍈一（工業部会長） 

ゆうきプラニング    上林 祐子（真野支部）  ㈱アズマ     東 弘幸 （建設業部会長） 

㈱坂田工務店      坂田 徳一（葛川・伊香立支部）  中川製瓦㈱    中川 大輔（青年部長） 

㈲朝日屋        朝田 順一（葛川・伊香立支部）  田中電機㈱    田中裕依子（女性部長） 

 

監監監監        事事事事    

㈲下尾水道工業     下尾 和男             田中敏隆税理士事務所   田中 敏隆 

 

 

 

 


