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滋賀県は、明治 5 年(1872 年)9 月 29 日に滋賀県と犬上県が合併し、現在の県域と
なって成立しました。令和 4 年(2022 年)9 月に滋賀県が誕生してから 150 年の節目
を迎えるにあたり、県政 150 周年を記念した様々な取り組みが進められています。

【滋賀県の誕生：「県名改称の達」】
江戸時代の近江国は、藩領、公家領、寺社領、
幕府直轄領など、大小さまざまな領地が入り組
んだ状態でした。明治維新後の廃藩置県により、
近江には８つの県が誕生しましたが、そのほか
にも 15 県の飛び地が存在していました。
全国的に県の統廃合が進んでいく中で、明治
４年までには近江国内も長浜県と大津県の２つ
の県にまとまり、翌年の県名の改称（それぞれ犬
上県、滋賀県へ）
、両県の合併、若越４郡の分合
を経て、現在の滋賀県になりました。また明治に
入り周辺各府県との境界確定作業も
滋賀県提供
進められていきます。

～写真の紹介～
1 列目左：手原駅の開業
中：旧県庁舎
2 列目左：琵琶湖第一疎水工事 中：
3 列目左：びわこ国体
中：ロシア皇太子ニコライの肖像写真

滋賀県提供
右：万博
右：県名改称の達
右：近江大橋開通

第２回県政 150 周年記念展
県民生活の諸風景 ～昭和前半期の滋賀県～
期間：令和 4 年(2022 年)5 月 30 日(月)～10 月 20 日(木)
場所：滋賀県立公文書館（県庁新館 3 階）
日時：月曜日～金曜日(祝日を除く) 午前 9 時～午後 5 時
問合せ先：滋賀県立公文書館
TEL：077-528-3126 FAX：077-528-4813

県民にとってなじみの深い豊郷尋常高等小学校や彦根
城などの名所に関する図面・写真などや、今年、新橋・横
浜間の運行開始から数えて開業 150 年を迎えた鉄道関連
の史料、そして進駐米軍部隊の先遣隊が赴任して以降 12
年間にわたるＧＨＱ間接施政期の史料などをもとに、滋賀
県の人々が激動の昭和前半期をどのように歩んでいった
のか、その“諸風景”をたどっていきます。

滋賀県政 150 周年記念事業パートナー募集
(募集期間:令和 4 年 2 月 4 日～令和 5 年 3 月 31 日)
滋賀県は、滋賀県政 150 周年記念事業に協力いただける企業・
団体等を滋賀県政 150 周年記念事業パートナーとして登録し、官
民あげて事業展開を図っておられます。当社は広報の協力として滋
賀県政 150 周年記念事業パートナーに登録しています。

戦前までの県知事は、現在のよう
に住民の選挙によって選出される
のではなく、国から派遣されていま
した。滋賀県の初代松田道之（まつだ
みちゆき）は開明派として名高く、
また２代目の籠手田安定（こてだやす
さだ）も県民の立場に立って行政手
腕を発揮した人物として知られて
います。明治初期の滋賀県では、両
知事の下、行政や産業分野などでさ
まざまな近代化政策が推し進めら
れました。

「初代県令松田道之」
（年代不詳）

県政史料室オープン記念展示より抜粋

引用：滋賀県【滋賀県は県政 150 周年を迎えます】より(https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/kenseiunei/kousou/324827.html)
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電子帳簿保存法とは？
電子帳簿保存法は、
「税法で保存が定められている国税関係の帳簿書類を、本来の紙保存か
ら電子データに替えて保存することを認める」ものです。施行以来、度重なる改正が行われま
したが、2022 年 1 月施行の改正では大幅に内容が緩和・強化されました。背景には、社会の
デジタル化や急速に普及したリモートワーク、生産性向上など働き方の変化があります。

特にスキャナ保存要件では、事前承認制度の廃止など大幅に要件が緩和
され、紙書類の電子保存が取り組みやすくなります。その一方で、電子
で送受信する請求書などの取引書類は、電子での保存が原則義務化さ
れ、電子データを紙に印刷して保存する方法が認められなくなります。

リコー 教えて！
電子帳簿保存法
WEB ページ

2022 年 1 月施行 改正電子帳簿保存法に対応
クラウド型証憑
書類保存サービス

すぐに手間なく、電子保存が始められます。スキャナ保存にも対応しているので、
紙と電子の二重管理にお悩みのお客様にもおススメです。
請求書などの証憑をスキャ
ナ保存要件や電子取引要件に
準拠した、リコーがご提供す
るクラウドストレージに電子
保存ができるほか、 法令要件
で必要な「取引先名」
「取引金
額」
「取引日」への索引付けは、
リコーの入力代行サービスに
よって正確にデータ化できま
す。
ご質問やデモのご要
望など是非、当社担
当営業へお問い合わ
せください。
＊証憑(しょうひょう)とは、取引内容や取引
条件などを明確にしその証拠となる書類

しょうひょう＊

引用：https://www.ricoh.co.jp/service/electronic-voucher-storage-service
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大津市市民活動センター様より

感謝状 拝受
ガリ版伝承館で発見！
米国の発明王トーマス・エジソン (1847～
1931)が、｢ガリ版｣を開発した滋賀出身の発

明家 堀井新治郎に宛てた手紙をはじめ、病
氣のエジソンへの見舞状の控えなど、電報を
含め計８通が、滋賀県東近江市の｢ガリ版伝
承館｣の蔵から見つかりました。
今回発見された手紙は、タイプライターで
本文がつづられ、エジソンの直筆のサインが
記されています。
国産初の謄写版を製造販売した堀井新治
郎とエジソンの交流がうかがえる貴重な資
料として、現在、東近江市立蒲生図書館で公
開されています。

当社では 2018 年度より大津市
市民活動センター様が取り組まれ
ている｢大津・SDGs 推進協働プロ
ジェクト｣へ微力ながら継続協賛し
ております。

2022 年度は｢目標 5.ジェンダー平等を
実現しよう｣をテーマに｢社会的、経済的に
不平等の状況に置かれた女性の支援｣に焦
点を当てた企画を実施されるとのことで
す。詳細については下記 URL をご確認く
ださい。夏休み中に参加できる企画も計画
されているそうです。

大津市市民活動センター様 HP(http://movementotsu.com/SDGs2022/SDGs2022.html)

1922 年 2 月 16 日
堀井新次治郎様
私の誕生日を覚えていてくださり、とて
もうれしく思います。お祝いの言葉とお
氣持ちをありがとうございます。あなた
のご好意に大変感謝申し上げます。

【巡回展】
場所：蒲生図書館
東近江市市子川原町 676
日程：2022 年 7 月 6 日（水）
～7 月 31 日（日）
10：00～18：00
※月、火は休館。最終日は 15 時まで。

トーマス A エジソン

KBM グループ環境方針(見直し)
当社では｢KBM グループ環境方針｣に基づいて事業活動
を実施しております。2022 年年始には滋賀県版 SDGs で
ある【MLGs】に賛同を表明し、活動を充実させています。
この程、年度更新にあたり、新たな取り組みを加え「KBM グルー
プ環境方針」を見直し・改定いたしま
したのでご報告いたします。詳細は当
社ホームページにて公開しております。
KBM グループ環境方針と併せて
◆KBM ありがとうカンパニーSDGs
宣言
◆KBM ありがとうカンパニーMLGs
賛同宣言
についてもお目通しいただけますと
幸いです。

当社 HP
QR コード
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有益な情報です！

「令和4年度エイジフレンドリー補助金」のご案内
上限額：１００万円（消費税は除く。）

補助金額

補助率：１／２

補助対象

高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費

危険箇所への安全標識
や警告灯の設置

重筋作業を補助するパワー
アシストスーツや介護の負
担を減らす機器

熱中症リスクの高い屋外
での活動に送風機を設置

「

安全表示作成プリンタ
「ビーポップ」

スイデン
スポットエアコン

腰の負担が軽減できるロボット
HAL 介護支援用（腰タイプ）

※審査の上、交付を決定します。
（全ての申請者に交付されるも
のではありません。
）

対象となる事業者

（１）60歳以上の労働者を常時１名以上雇用している
（２）労働保険に加入している
（３）以下の労働者数又は資本金等のどちらか一方を満たす中小企業事業者

ホームページ
に、交付規程、
申請書様式な
どを掲載して
いますので、
ご確認をお願
いします。
https://www.jashcon-age.or.jp/

この補助金についてのお問合せは、
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

エイジフレンドリー補助金事務センターまで
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水の日、自然環境クリーンデー
カレーうどんの日、金銀の日
司法書士の日、はちみつの日
箸の日、ゆかたの日
ハンコの日、はしご車の日
広島平和記念日、雨水の日

立秋（二十四節氣）、機械の日
笑いの日、洋食の日、親孝行の日
長崎原爆忌、ハグの日

ありがとう清掃活動の日
山の日、ガンバレの日
国際青少年デー、君が代記念日
左利きの日、函館夜景の日

夏期休業、専売特許の日
夏期休業、終戦記念日
夏期休業、月遅れ盆送り火
プロ野球ナイター記念日
高校野球記念日、米の日
バイクの日、俳句の日
交通信号設置記念日
噴水の日、献血の日、女性大生の日
チンチン電車の日、はいチーズ！の日

処暑（二十四節氣）、油の日
ポンペイ最後の日、愛酒の日
川柳発祥の日、サマークリスマス
人権宣言記念日、ナミビアの日
『男はつらいよ』の日
テレビ CM の日、バイオリンの日
文化財保護法施行記念日
国際失踪者デー
野菜の日、I Love You の日

土、日、祝日は営業を休ませていただきます。
8/14～8/16 夏期休業とさせていただきます。
会議用カメラ＆スピーカー＆マイク

会議室とリモート参加者をシームレスに繋ぎ、

RICOH Meeting 360 V1 360℃カメラ＆マイクで、発言者の表情が見える！聞こえる！
半天球の360°カメラで捉えた映像を、リコーの画像処理技術を用いて自動分
割＆自動露出補正。さまざまな会議の状況で参加者全員の表情を逃しません。

360°映像の録画録音により、会議の流
れや雰囲氣がまるごと記録できます。
更に、RICOH Interactive Whiteboard
（電子黒板）に接続すれば、板書の記録
もでき、さらに詳細な議事録を残すこと
ができます。

活氣あふれる「コミュ・オフィス」をご提案
URL：https://www.kbm.co.jp

e-mail：arigato@kbm.co.jp
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**編集<幸>記**
新型コロナウイルス感染症の第
7 波が到来。予測されたこととは
言え、そのスピードに驚いている
のが正直なところです。
世界はもちろん世間の変化のス
ピードはコロナ感染に加えロシア
のウクライナ軍事侵攻によって
も、加速度が増した感があります。
一方オフィスの DX 化や働き方
改革が影響を及ぼす範囲は、過去
になく広範囲に広がっています。
変わっていくもの、一方で変わ
らないものが問われています。
「不易流行（ふえきりゅうこう）」
松尾芭蕉の俳諧の理念ですが、
今では、ビジネスや経営理念にお
いて「不変的な本質を持ちながら、
新たな変化を取り入れる」という
意味で使われます。｢流行｣の新し
い流れを取込みながら、今こそ｢不
易｣をしっかり掴みたいものです。

東近江市幸町 2-28
草津市草津町 1540-1
彦根市京町 1-3-4
大津市京町 1-3-44
長浜市末広町 240-17

☏0748-23-2233
☏077-564-3201
☏0749-24-6651
☏077-526-5439
☏0749-63-3918
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