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企業繁栄と地域活性化を目指す経営者のコミュニティマガジン

越谷商工会議所だより

平成29年度事業報告・収支決算報告
商店街を盛り上げる「こしがや商人塾」「商業夏季親睦交流会（サマーフェス）開催

埼玉県行政書士会越谷支部提供　「入札に参加するには」

有限会社大内食品　代表取締役  大内 一幸さん

［ 輝く越谷人 インタビュー ］

「美味しいのは当たり前」

有限会社大内食品

さらに安心してお召し上がりいただける
豆腐を作り続ける
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水鳥の　生息している　八条用水
　八条用水は、しらこばと橋のたもとで、瓦曽根溜井
(かわらぞねためい)から分水して、東京葛西用水の東側

を平行するように南へ向きを変えながら草加市の東部や

八潮市を流れ、八潮パーキングエリアの先で東京葛西用

水に合流する用水です。慶長年間に造られた葛西用水か

ら溜井にためられた水を当時の八条領（今の八潮市周

辺）の灌漑のために流しています。

　6・7月は水田に水が一番必要な時季ですから、用水も

豊かな水量が保たれています。用水に沿う緑道は木の

緑、花や水草に鳥などと四季の移ろいが楽しめる散歩道

となっています。

越谷の歴史や文化
財、名所がかるたに
なっています。
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輝く越谷人「有限会社大内食品」

平成29年度事業報告・収支決算報告

経営相談／7月・8月の予定一覧

7月・9月のセミナー／お知らせ

「こしがや商人塾」参加者募集 他

第2回 商業夏季親睦交流会のお知らせ 他

LOBO調査／越谷商工会議所だより広告案内

新入会員紹介／一期一会

「入札に参加するには」

快進撃企業に学べ「サンキューレターが殺到する

新世紀解体工業」

パズル／今月のおすすめ映画／編集後記



〈今月の表 紙〉

大内 一幸氏

有限会社大内食品

KOSHIGAYA-B I TO

プロフィール
埼玉県越谷市出身
平成29年より越谷市PTA連合会会長
ご家族は「オレより仕事を頑張り、愚痴を
こぼしたことがない。ありがたい」奥様
と、「凍えるオヤジギャグに付き合ってく
れる」二人のお嬢さん

代表取締役

冷奴、湯豆腐、お味噌汁の具と毎

日の食事に欠かせない豆腐を作って

いるのは神明町の有限会社大内食

品です。

昭和60年5月、大内一幸さんの

父、一夫さんが急逝。大内さんが就

職して2ヵ月後のことでした。その年

の6月、大内さんは22歳で代表取締

役に就任しました。

いずれは会社を継ぐつもりではあ

りましたが、あまりにも突然のこと。

ベテランの職人さんたちが会社に

残っても、何故か良い豆腐が作れな

い。利益が出ない。父がいないとは

こういうことかと思ったそうです。

そんな時、助けてくれたのはライ

バルである豆腐メーカーの社長さん

たちでした。「大内の倅だからよろし

く頼むよ。」と取引先を一緒に回っ

てくれました。消費者からのご意見

に、取引先も真剣にアドバイスしてく

れました。

「あの時を乗り越えたから、今は

どんなことがあっても大丈夫だと思

えます。これからは恩を返していき

たいです。そして、あの世でおやじ

に会った時、胸を張っていい人生だっ

た、いい豆腐を作ってきたと報告で

きるような日々を送りたいです。」

大内食品の豆腐は美味しいのは

当たり前。材料は産地の明確な安全

なものを使い、安心して食べられる

ものを作っています。大内さんが理

想とする豆腐は「それぞれの家庭の

味に染まる、自己主張しない豆腐」

です。

「会社は誰のためにあるのか、と

毎日考えるのですが、今は従業員の

ためにあると考えています。従業員

の後ろには家族がいます。だから、

大内食品で働けて良かったと思って

もらいたいですし、私は従業員さん

に来てもらってありがたいと思って

います。大内食品のブランドを高め

るように努力し、良い豆腐を作って

いきたいです。」

大内食品に営業専門はおらず、

ホームページもありません。それで

も、口コミや紹介で取引先が広がっ

ていき、納品先はデパートやスー

パーの他、外食産業、学校や病院の

給食など多岐にわたっているのは、

大内食品の優れた品質が広く認めら

れている証しなのでしょう。

平成29年度から大内さんは越谷

市 PTA連合会会長を務めていま

す。「子育ての時間は短い。全力で子

育てしよう！ と声を大にして伝えた

いです。働くお父さん・お母さんが

子どもを育てているのですから、例

えばPTAの会合に出席するときは、

社長さんは快く出席させてあげてく

ださい。」

次の世代を担う子どもたちに、今

より少しでも良い世の中をプレゼン

トしたいというのが大内さんの心か

らの願いです。

大内食品のお豆腐を食べました。

箸でつかんでも崩れないほどしっか

りした、美味しいお豆腐でした。

【会社情報】
●創業　　　明治32年
　昭和29年   有限会社大内豆腐店設立
　昭和60年   有限会社大内食品に改称
●事業内容　大豆加工品
　　　　　　（豆腐、油揚げ、その他）
　　　　　　こんにゃく、白滝、納豆、湯葉
●所在地　　越谷市神明町 2-381-3
●電話　　　048-974-0840
●FAX 　　  048-974-4520
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広告がはいる

越谷商工会議所　平成29年度

事業報告・収支決算報告
6月18日（月）第5回通常議員総会を越谷コミュニティセンター　ポルティコホールで開催し、
平成29年度事業報告・収支決算報告が承認されました。主な内容をご報告いたします。

議案第１号　 越谷商工会議所 平成29年度事業報告承認の件
議案第２号　 越谷商工会議所 平成29年度収支決算書承認の件（監査報告）
議案第３号　 越谷商工会議所 役員変更承認の件

重点事業報告
　我が国経済は、海外経済が緩やかに回復する中で輸出や生産は持ち直しが続き、企業収益は過去最高
となっています。また、雇用・所得環境も改善されつつあることから個人消費や民間企業設備投資などの
国内需要も高まり、好循環が進展してきている状況です。
　このような中、当商工会議所は地域企業を支援する総合経済団体として、中期ビジョンにおける創業し
やすい街“越谷”を旗印に「会員企業の活力強化」・「地域経済の活性化」・「組織力の強化」の三つの重
点施策を掲げ、下記の通り事業を遂行いたしました。

重点事業項目

① 中小企業相談所を中心とした中小・小規模事業者への支援により企業の経営基盤強化を図りました。
② 「こしがや企業応援プラットフォーム」事業における支援機関との連携及び企業支援体制の機能強化に取り組みました。
③ 小規模事業者の持続的発展のため経営革新計画や補助事業計画書の策定支援及び経営改善普及事業の推進に努めま
　 した。
④ 地域商店街活性化のため「越谷縁起コロッケ」の側面支援、「北越谷駅街バル」 ・ 「越谷いちごフェス inせんげん台」を
　 開催いたしました。
⑤ 会員サービス事業における「新会員交流会」や独身男女に出会いの場を提供する「縁活パーティー」の開催、また商工会
　 議所ならではの貿易証明発給などの事業を実施いたしました。
⑥ 役職員一丸となっての会員加入増強運動や会員拡大に向けた金融機関との懇談会を開催し、組織の基盤強化に取り組
　 みました。
⑦ 越谷ガーヤ共済制度をはじめとした共済加入推進や労働保険事務委託の加入促進、検定事業などへの積極的な取り組
　 みを図ることなどにより財政基盤の充実強化に努めました。

広告がはいる

① 組織強化事業
会員増強キャンペーンを2回実施しました。会員拡大専従職
員2名を採用し、会員拡大の充実強化を図りました。

② 労務福利厚生事業
提携旅館・レジャー施設の利用料を一部助成する「海の家・
山の家」事業、健康診断事業を実施しました。
　　生活習慣病予防健診受診者数　929名　
　　巡回定期健康診断受診者数　　732名
「縁活パーティー」を開催し、94名が参加、
9組のカップルが誕生しました。
③ 会員交流推進事業
商工会議所の活用方法を紹介し会員の交流
の場を提供する「新会員交流会」を開催し
ました。（36事業所、40名参加）
「新春賀詞交歓会」では来賓、会員など213名が参加しました。
④ 検定事業
簿記検定、リテールマーケティング（販売士）検定、珠算能力
検定を実施しました。受験者数は右上図のとおり。
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（3）一般事業

（2） 地域総合振興事業

主な事業内容

（1） 経営改善普及事業報告

① 相談業務
●経営指導員による巡回・窓口相談

●経営発達支援事業への取組
経営革新計画や補助事業計画書の策定支援をするとともに
計画実行へのフォローアップ支援を行いました。また、販路
拡大や売上アップのためのセミナーや補助事業説明会なども
開催しました。
　・経営革新計画承認件数：7件
　・小規模事業者持続化補助金申請支援件数：15件
　 （うち採択者2件）
　・事業計画フォローアップ件数：25件
　・創業者件数：24件
●こしがや企業応援プラットフォーム事業による支援機関
　との連携支援
　・ワンストップ窓口　相談件数：4,067件
　・専門家派遣　派遣件数：16社（25回）
　・企業応援プロジェクト　支援企業数：19社
　・ビジネス交流会　参加者数：42社（61名）
●創業支援事業  
越谷産業雇用支援センターにおいて、創業者や既存事業者
の経営相談を行いました。

② 税務対策事業
個人事業者を中心とした個別指導会や説明会を開催しました。
　・所得税確定申告指導・受付　相談者数：1,624件
　・消費税確定申告指導・受付　相談者数：129件　他
③ 情報活用事業
インターネットを絡めた販路拡大方法やホームページを有効
に活かすノウハウについての講習会を6回開催しました。また
平成29年度より越谷商工会議所Facebookページを開設し、
幅広く情報を発信しました。
④ 女性応援プロジェクト
１．講演会＆ビジネス交流会
　（参加者数64名）　
　 テーマ「銀座のママに学ぶ経営力・
　　　　　人間力」
２．ワーク＆交流会（参加者数13名）
　 テーマ「自分らしく働きつづけるために」
⑤ 合同企業説明会
市内及び近隣の29社の企業が参加しました。

① 商店街活性化と地域連携の推進
越谷市商店会連合会と協力し、商店街で気軽に食せる商店
街名物グルメとして「越谷縁起コロッケ」を開発、提供店舗
を募集し、商店街への来街動機の創出
及び購買促進を図りました。
② 中心市街地活性化推進事業
地域づくりの担い手発掘・育成を目的
に「チャレンジ講座」、小商いの練習と
なる「珈琲の日」を開催しました。「宿
場まつり」「まるななマーケット」「まち
ゼミ」などイベント運営による組織力
強化にも努めました。
③ こしがや産業フェスタの実施
12月2日・3日、「越谷市制60周年記念 
第16回こしがや産業フェスタ2017」を
開催しました。158事業者が出展、来
場者数は2日間合計で13万3千人。
④ 工業振興事業
「埼玉東部工業展 inさいたまスーパーアリーナ2018」に市内
企業8社が出展し、自社PR並びに技術交流と併せ販路開拓
を行いました。
⑤ 特産品等開発推進事業
「こしがや鴨ネギ鍋＆越谷ねぎキャン
ペーン」を実施し、17店が参加しまし
た。「こしがや鴨ネギ鍋ギフトセット」
は、373個を販売しました。
⑥ こしがやブランド等普及啓発事業
「こしがやブランドショップyahooショッピング」サイトより鴨
ネギ鍋ギフトセットはじめとする地域特産品、伝統工芸品を
販売しました。サイト年間訪問者数11,661人の実績があり、こ
しがやブランド認定品等のインターネット販売拡大の効果が
ありました。
⑦ 地場産業の振興
江戸時代より受け継がれている地場産業のPR活動に努めま
した。市内小学校19校（2,187人）が体験・見学しました。
⑧ 越谷逸品フェア
平成30年1月27日・28日「第１回越谷逸品フェア」を開催し、
越谷市の「歴史」「食」「伝統技」「製造品」のPRと販売を行
いました。
⑨ 街おこし事業
「こしがや商人塾」、「北越谷駅まちバ
ル」、「越谷いちごフェス inせんげん台」
を開催しました。

1,518件
2,079件
67件

斡旋件数
斡旋金額国・埼玉県制度融資

1,248件
1,070件

772件
59億64,180千円

指導件数
巡回
窓口
創業

経営一般
税務

相談内容

① 組織強化事業
会員増強キャンペーンを2回実施しました。会員拡大専従職
員2名を採用し、会員拡大の充実強化を図りました。

② 労務福利厚生事業
提携旅館・レジャー施設の利用料を一部助成する「海の家・
山の家」事業、健康診断事業を実施しました。
　　生活習慣病予防健診受診者数　929名　
　　巡回定期健康診断受診者数　　732名
「縁活パーティー」を開催し、94名が参加、
9組のカップルが誕生しました。
③ 会員交流推進事業
商工会議所の活用方法を紹介し会員の交流
の場を提供する「新会員交流会」を開催し
ました。（36事業所、40名参加）
「新春賀詞交歓会」では来賓、会員など213名が参加しました。
④ 検定事業
簿記検定、リテールマーケティング（販売士）検定、珠算能力
検定を実施しました。受験者数は右上図のとおり。

キラキャリ ing!
ワーク＆交流会

宿場まつり
イメージキャラクター
御殿くんと弥生ちゃん
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財政規模  449,851千円 支出の部　449,851千円

事業費
47.2%

212,431千円
給与費
29.6%

133,018千円

管理費
10.1%

45,682千円

繰出金7.5%
33,509千円

次年度繰越金5.6%
25,211千円

平成29年度収支決算の内訳

※給与費には給与、福利厚生費、退職給与引当費が含まれる。

次の役員変更が承認されました

（新）株式会社雄輝管理　　代表取締役　会田　雄一
（前）株式会社エフ広芸　　取締役会長　藤井　忠行

（新）澤田労務管理事務所　代　　　表　澤田　裕二
（前）吉岳商事株式会社　　代表取締役　吉澤　雅隆

◆ 議員職務執行者の変更
　 2号議員　　　　株式会社エフ広芸　代表取締役社長　布川　勝己

◆ 議員の変更
　 3号議員　（新）株式会社けやき建築設計　取締役　　畔上　順平
　 　　　　  （前）吉岳商事株式会社　代表取締役　　　吉澤　雅隆

常議員

収入の部　449,851千円

会費
19.2%

86,228千円

事業収入等
37.4%

168,399千円

一般会計
51.3%

231,016千円
中小企業相談所
特別会計
26.7%

120,431千円

特定退職金共済
特別会計
17.3%

77,795千円

会館管理運営
特別会計4.7%
20,609千円

受託料
0.6%

2,520千円

交付金
32.3%

145,592千円

繰入金7.5%
33,509千円

雑収入0.1%
482千円

前年度繰越金2.9%
13,121千円

12件
87件
15件
81件
1件
1件

① 組織強化事業
会員増強キャンペーンを2回実施しました。会員拡大専従職
員2名を採用し、会員拡大の充実強化を図りました。

② 労務福利厚生事業
提携旅館・レジャー施設の利用料を一部助成する「海の家・
山の家」事業、健康診断事業を実施しました。
　　生活習慣病予防健診受診者数　929名　
　　巡回定期健康診断受診者数　　732名
「縁活パーティー」を開催し、94名が参加、
9組のカップルが誕生しました。
③ 会員交流推進事業
商工会議所の活用方法を紹介し会員の交流
の場を提供する「新会員交流会」を開催し
ました。（36事業所、40名参加）
「新春賀詞交歓会」では来賓、会員など213名が参加しました。
④ 検定事業
簿記検定、リテールマーケティング（販売士）検定、珠算能力
検定を実施しました。受験者数は右上図のとおり。

⑤ 証明書等発給事業
各種貿易関係証明の発給
を行いました。

1級 2級 3級 合計

1,066

107

158

672

80

50

370

22

61

24

5

47

検　定

簿記

リテールマーケティング（販売士）

珠算

貿易登録件数　
日本産原産地証明
外国原産地証明
サイン証明
日本法人証明
営業証明　

議員変更のお知らせ（敬称略）
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

無 料 相 談

要予約

海外進出・展開に関する疑問、取引先発掘、専門家の紹介な
ど、貿易に関する様々なご相談をお受けします。ご相談は、貿
易の知識と経験豊富な専門アドバイザーが対応いたします。
●日　時　9月5日（水） 10：00～17：00
●会　場　越谷産業会館　2階会議室
●申込み　公益財団法人埼玉県産業振興公社
　　　　　☎048-647-4156

海外展開・貿易相談会

要予約

要予約

知的財産総合支援センターのアドバイザーが、特許・実用新
案・意匠・商標等のご質問やご相談に応じるとともに、特許等
のデータベース「Ｊ-ＰｌａｔＰａｔ」の活用方法等についても個別
に説明いたします。
●日　時　9月20日（木） 13：00～17：00
●会　場　越谷産業会館　2階会議室
●申込み　知的財産支援センター埼玉
　　　　　☎048-621-7050

特許・商標相談会（先着順）

日本政策金融公庫の担当者による個別相談会です。
●日　時　8月 2日（木） 10：00～12：00
●会　場　越谷商工会議所　2階事務所内相談室
●申込み　越谷商工会議所　企業支援課

埼玉県内の中小企業・小規模事業者を対象に新商品やサー
ビスの開発から販路開拓まで経営上の様々な課題について
アドバイスします。相談については、中小企業支援に特に優れ
た能力・知見・実績等を有する専門スタッフが対応します。
●日　程　7月6日(金)、7月20日（金）
　　　　　8月3日(金)、8月17日（金）
●時　間　9：00～12：00、13：00～17：00
　　　　　※相談時間は1社につき1時間～1時間30分
●会　場　越谷産業会館　地下第2会議室　　　
●申込み　公益財団法人　埼玉県産業振興公社
　　　　　フリーダイヤル：0120-973-248

埼玉県よろず支援拠点出張相談会

金融・創業個別相談会

要予約

要予約

要予約

埼玉県事業引継ぎ支援センターは、事業の存続に関する様々
な課題の解決を支援する公的な相談窓口です。後継者がいな
いなど、事業引継ぎについてのご相談がございましたら、お気
軽にお問い合わせください。
●日　時　7月18日（水）・8月22日（水） 10：00～17：00
●会　場　越谷産業会館　地下第２会議室
●申込み　埼玉県事業引継ぎ支援センター
　　　　　☎048-711-6326

事業承継の相談会
巡回個別相談会 ｉｎ 越谷（先着順）

企業支援の専門家がコーディネーターとして事業者の皆様が抱
えている経営課題の解決や経営革新計画の策定、創業時に必
要な事項・ビジネスプランの作成などの経営相談に応じます。
●日　時　毎週 月・火・水・金曜日 
　　　　　9：00～12：00、 13：00～16：00
●会　場　越谷市産業雇用支援センター二番館
　　　　　（越谷市東越谷1-5-6）
●申込み　越谷市産業雇用支援センター二番館
　　　　　☎048-967-2424　FAX:048-967-2425
　　　　　E-mail：info@nibankan.jp

越谷市産業雇用支援センター二番館
コーディネーターによる経営相談のご案内

埼玉県事業引継ぎ支援センター詳しくは 越谷市　二番館　相談詳しくは 

7月・8月の予定一覧 ※予定は予告なく変更されることがございます。

7
月

7
月

2日
4日
6日
6日
9日
10日
12日
13日
14日
19日
19日

（月）
（水）
（金）
（金）
（月）
（火）
（木）
（金）
(土）
(木）
(木）

源泉税・記帳個別相談会（～3日、9～10日）
会員交流サービス合同委員会「金融機関との意見交換会」
正副会頭会議
TMOチャレンジ講座②
工業部会第2回役員会、越谷市との意見交換会
金融機関との懇談会
商業部会　正副部会長会議
一日公庫（日本政策金融公庫による融資相談会）
第82回リテールマーケティング（販売士）検定試験
常議員会
サービス業部会　幹事会、議員親睦会

8
月

24日
27日
28日

1日
2日
6日
8日
10日
20日

（火）
（金）
（土）

（水）
（木）
（月）
（水）
（金）
（月）

環境衛生業部会　納涼会
サービス業部会　講演会
越谷花火大会

こしがや商人塾①
事業承継・M&Aセミナー
正副会頭会議
越谷市商店会連合会中元売り出し日帰りバス旅行
TMOチャレンジ講座③
環境衛生業部会　役員会

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

経 営 相 談

① 組織強化事業
会員増強キャンペーンを2回実施しました。会員拡大専従職
員2名を採用し、会員拡大の充実強化を図りました。

② 労務福利厚生事業
提携旅館・レジャー施設の利用料を一部助成する「海の家・
山の家」事業、健康診断事業を実施しました。
　　生活習慣病予防健診受診者数　929名　
　　巡回定期健康診断受診者数　　732名
「縁活パーティー」を開催し、94名が参加、
9組のカップルが誕生しました。
③ 会員交流推進事業
商工会議所の活用方法を紹介し会員の交流
の場を提供する「新会員交流会」を開催し
ました。（36事業所、40名参加）
「新春賀詞交歓会」では来賓、会員など213名が参加しました。
④ 検定事業
簿記検定、リテールマーケティング（販売士）検定、珠算能力
検定を実施しました。受験者数は右上図のとおり。
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お 知 ら せ

平成30年7月・9月セミナー、講演会等のご案内
詳細や申込方法は随時、当所会報またはホームページでご案内いたします。変更になる場合もございますので、ご確認の上お申し込みください。

日  程 会  場 講座名・テーマ 講  師 定　員
受講料

越谷産業会館

7月27日（金）
18：30～20：30

9月12日（水）
18：00～20：00

越谷産業会館 サービス業部会講演会 「大多喜をムーミン谷に！
～いすみ鉄道公募社長の夢と挑戦～」

建設業部会公開講演会
「お客様目線で考える！魅せる店舗演出・空間の作り方（仮）」

空間コーディネーター
小林 暢世氏

いすみ鉄道株式会社
前社長・いすみ大使　鳥塚 亮氏

70名
無料

100名
無料

越谷産業会館9月11日（火）
18：00～20：30

働く女性応援プロジェクト　キラキャリing!
「今すぐ使える！ 大人の女性のビジネスマナー」

マナーコンサルタント
樋口 智香子氏

30名
（女性限定）
無料

　事業主は、家族（専従者）や従業員の方々に支払う給料から所得税を源泉徴収し、納付しなければなりません。
　平成30年1月から6月までの源泉税の徴収や納付について個別相談会を開催します。源泉税の納付がない場合でも納付書を
お預かりし税務署へ提出いたします。また、記帳相談も受付します。
●日　時　7月2日（月）・3日（火）・9日（月）・10日（火）　9：30～11：30、13：00～15：00
●会　場　越谷産業会館　地下第1会議室
●お持ちいただくもの ・ 平成30年1月～6月に支払った給与額がわかる書類（源泉徴収簿）
   ・ 前年分（平成29年）の源泉徴収簿および納付書控
   ・ 源泉税納付書（納付整理番号印字付）
   　※納付整理番号印字付源泉税納付書をお持ちでない方は、前年の決算書、確定申告書をお持ちください。
   ・ 青色申告会会員は会員手帳
   ・ 記帳相談をご希望の方は帳簿類

源泉指導並びに記帳指導・相談のお知らせ

　すべての事業者にとって、もっとも大切なことは事業を続ける
ことです。お客様も競合も変わりますから、新しい取り組みによっ
て、事業者自身が変わっていかなければなりません。
　新事業のためのアイデアの創出、成長するためのシナリオづく
りについて一緒に楽しく学びましょう。
●日　時　① 8月22日（水）　18：00～21：00
　　　　　② 8月29日（水）　18：00～21：00
●会　場　越谷市産業雇用支援センター「一番館」
　　　　　４階会議室  （越谷市東越谷1-5-6）
●テ－マ　①新たな事業の見つけ方
　　　　　　・ 経営革新とは
　　　　　　・ 自社の外部環境と内部環境を把握する
　　　　　　・ 事例にみる経営革新の考え方

　　　　　②事業を継続する経営革新計画を作成する
　　　　　　・ 売上を上げるためのマーケティング手法
　　　　　　・ 利益を生み出す仕組みを考える
　　　　　　・ 実行可能な計画を作成する
●講　師　中小企業診断士（二番館コーディネーター）　
　　　　　小島 慎一氏
●定　員　40名（定員に達し次第締切）
●受講料　無料
●申込み　越谷市環境経済部産業支援課
　　　　　☎048-967-4680
●問合せ　越谷商工会議所または越谷市産業支援課

経営革新計画策定セミナー 共催 ： 越谷市

～これから新しい取り組みを行う方・売上、利益を上げたい会員の皆様へ～

経営に役立つ無料のWEBセミナー
越谷商工会議所会員限定のサービスです！
下記WEBセミナーホームページから、映像と音声による本格的なセミナーを受講できます。
自己研鑽はもちろん、社内研修に活用できるメニューも豊富に用意しております。従業員の皆様の社員
教育に是非ご活用ください。視聴にはＩＤとパスワードが必要です。４月号の会報に同封しましたチラシを
ご覧になるか、越谷商工会議所 企業支援課までお問合せ下さい。

●WEBセミナーホームページ　　http://esod-neo.com/intro/cci/koshigaya.html

いつでも、どこでも、好きなだけ
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

～商店街の活性化に向けて～

越谷市内の商店街が抱える様々な課題に対処するためには、商店街全体として、幅広い関係者が「自分ごと」としてまちづくりに対
して関心をもち、チームとして取り組むことが重要です。
「こしがや商人塾」では、市内の地域ごとの活性化ビジョンの立案に向けた講義・ワークショップを実施し、関係者のチームビルディ
ング、商店街組織のマネジメント能力の向上を目指します。
●日　程　第1回　  8月  1日  講義  「お店の魅力」って何だろう？   講師 ： 竹林　　晋氏 （中小企業大学校講師）
　　　　　第2回　  8月29日  講義  商店街が目指す「ありたい姿」って何だろう？  講師 ： 名取　雅彦氏 （㈱マインズ・アイ）
　　　　　第3回　  9月12日  講義  「コンセプトデザイン」って何だろう？  講師 ： 高岡はつえ氏 （沼垂テラス商店街）
　　　　　第4回　  9月26日  視察  「地域資源を活かすまちづくり」って何だろう？ 講師 ： 國廣　純子氏 （㈱まちづくり青梅）
　　　　　第5回　10月10日  講義  「地域に必要とされる商店街振興策」って何だろう？ 講師 ： 阿部　眞一氏 （岩村田本町商店街）
　　　　　第6回　10月31日  講義  思いを相手に上手に伝えるには？ 
　　　　　第7回　11月14日  報告会
　　　　　※いずれも水曜日　18：00～20：00（２時間）
　　　　　※第１回講義のみの受講も可能です
　　　　　※講義内容及びスケジュールは予告なく変更となる場合がございます。
●会　場　越谷産業会館（越谷商工会議所）
●定　員　30名程度（定員に達し次第締切）
●申込み　越谷商工会議所（地域振興課）へ電話または参加申込書をFAX（048-965-4445）
　　　　　※参加申込書は越谷商工会議所HPよりダウンロードできます。　URL：http://www.koshigaya-cci.or.jp/

平成30年度「こしがや商人塾」参加者募集

平成30年度　第1回プロフェッショナル人材セミナー in 越谷

　企業の成長には、自らの可能性を開花させ成長を実現していく「攻めの経営」が欠かせませ
ん。そのためには、経験豊富で能力のある「プロフェッショナル人材」の活用が必要となります。
　本セミナーでは、「『おもてなしの心』を常に持ってお客様・スタッフ・地域に感謝・還元し、夢
（自己実現）と希望と誇りを持った活力ある企業を目指そう」という経営理念を掲げる、株式会
社浜野製作所の代表取締役CEO浜野慶一氏にご講演いただきます。企業の活性化や人材活
用を考える際のヒントになれば幸いです。
●日　時　７月１７日（火）　10：00～12：00 （9：30受付開始）
●会　場　越谷コミュニティセンター（サンシティホール）　ポルティコホール
●定　員　県内の中堅・中小企業経営者・経営幹部・人事担当者など　100名　受講料無料
●内　容　① プロフェッショナル人材戦略拠点について
　　　　　② 埼玉労働局で取り扱う主な助成金制度
　　　　　③ 講演　「東京・下町・町工場の挑戦！」
　　　　　　 講師　株式会社浜野製作所　代表取締役CEO　浜野 慶一氏
●問合せ・申込み　公益財団法人埼玉県産業振興公社 
　　　　　　　　  （埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点）
　　　　　　　　  ☎048-858-7558   E-mail: projinzai@saitama-j.or.jp
　　　　　　　  　担当　石田、佐藤

越谷市産業雇用支援センター二番館では、新たに事業を開始しようとする方や事業開始後間もない方を対象に、
廉価な料金でオフィスを提供しています。365 日 24 時間使用可能な支援室は、１室月額 14,000 円（共益費含む）。
※書類及び面接審査の上、使用開始は申請月から約 3ヶ月後となります。

●申込み　申込書を産業支援課へ提出してください（※満室になり次第募集終了となりますので、事前にお問合せください）。
　　　　　※公募要領等は越谷市産業支援課で配布するほか、市ホームページから印刷できます。
●問合せ　越谷市産業支援課　☎048-967-4680

中小企業の活性化と人材活用

創業支援室（簡易オフィス）新規入居者募集！
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お 知 ら せ ☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

　市内商業者の交流・連携の促進を目的に商業夏季親睦交流会を開催します。
●日　時　8月24日（金）　18：30～20：30
●会　場　㈱大野楽器・ライブハウス（越谷市赤山町1-89-9）
●内　容　① 地元音楽バンドによる生演奏
　　　　　② 参加者同士の情報交換（食事会）
●定　員　最大30名（先着順）
●対　象　越谷商工会議所会員（原則、商業者）・市内商店会会員
●参加費　3,000円（当日集金）
　　　　　※開催日前１週間以内のキャンセルはキャンセル料が発生します
●申込み　7月号同封の申込書を事務局宛てにＦＡＸ（048-965-4445）
●問合せ　地域振興課　商業担当

第2回 商業夏季親睦交流会（サマーフェス）開催のお知らせ
越谷商工会議所商業部会・越谷市商店会連合会共催　福利厚生事業

～生演奏を聴きながら　食事を楽しめる～

　スピーディーで連続したスターマイン等の花火が越谷の夏の夜空を彩ります。
　花火大会開催にあたり、協賛金のお願いをしています。詳しくは、下記へ
お問い合わせください。
●日　時　7月28日（土）　19：00より
●場　所　中央市民会館前葛西用水中土手
　　　　　※駐車場がありませんので、車での来場はご遠慮ください。
●問合せ　（一社）越谷市観光協会
　　　　　☎048-971-9002　FAX 048-972-5208

平成30年度　越谷花火大会

　シニアの新たなライフスタイルとして、現役時代の知識や経験を生かし、少ない投資で身の丈に合った起業が注目されています。定年
後の新たなライフスタイルを一緒に考えてみませんか。
●日　時　7月28日（土）　13：30～16：30
●内　容　第１部　カレーハウスCoCo壱番屋 創業者 宗次 德二氏の講演会
　　　　　第２部　専門家による起業を通じたライフプランセミナー   ※第２部終了後、起業相談コーナーを開設します。（希望者のみ）
●会　場　ふれあいキューブ（春日部市南1‐1‐7）
●対　象　概ね50歳以上の人
●定　員　100人（申込み順）
●費　用　無料
●申込み　7月24日（火）までに、ＷＥＢ（「埼玉　シニア起業入門セミナー」で検索）、はがき又はファックス〔7月28日春日部起業セ
　　　　　ミナー参加希望、郵便番号、住所、氏名、電話番号、参加人数（複数申込みの場合、全員の名前）を明記〕で、埼玉新聞社
　　　　　起業セミナー係〔〒331‐8686（住所不要）、FAX048‐662‐6610〕へ
●問合せ　埼玉新聞社　☎048‐795‐9932

定年後の新たなライフスタイル

シニア起業入門セミナー in 春日部　開催のお知らせ

《埼玉労働局からのお知らせ》
「埼玉働き方改革推進支援センター」へご相談ください！
例えば、「生産性をあげて残業時間を減らしたい」、「人手不足解消のために非正規社員の処遇を改善したい」など、『働き
方改革』に関する様々なご相談に無料で対応しています。

働き方改革に取り組む中小企業・小規模事業者の皆さまを支援します！

☎ 048-729-4420［個別訪問によるご相談もお受けしております］

地元音楽バンド「オージンズ」の生演奏
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会議・研修・講習会・各種展示
会などにご利用ください。 
利用料金1区分500円より。
●申込み
　総務課　会館管理担当

越谷産業会館の
貸会議室

Free Wi-Fiを設置しました！

従業員DI

売上DI

採算DI 業況DI

資金繰りDI

仕入単価DI
（下落―上昇）

LOBO調査 （商工会議所早期景気観測）5月度調査報告

　5月の全産業合計の業況DIは、▲13.6と、前月から▲2.1ポイント悪化しました。ただし、「好転」から「不変」への変化が主因であり実体
はほぼ横ばいです。燃料費・原材料費の上昇が広く業況の押し下げ要因となったほか、深刻な人手不足や、食料品・日用品に対する消費
者の低価格志向を指摘する声が多く聞かれました。　
　他方、堅調な電子部品や産業用機械関連に加え、インバウンドを含めた観光需要は底堅く推移しています。中小企業の景況感は、総じて
緩やかな回復基調が続いているものの、足元で一服感がみられます。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲15.4（今月比▲
1.8ポイント）と悪化を見込むものの、「好転」から「不変」へ
の変化が主因であり、実体はほぼ横ばいです。個人消費
の持ち直しやインバウンドを含めた観光需要拡大、生産や
設備投資の堅調な推移への期待感がうかがえます。
　他方、人手不足の影響の深刻化や、燃料費・原材料費の
上昇、コスト増加分の価格転嫁遅れを懸念する声も多く、
中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移する見通しです。

※ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの
　　　　回答割合）
※業況　採算：（好転）－（悪化）  
※売上：（増加）－（減少）

※表示価格は税別です。非会員は5割増しとなります。

※表示価格は税別です。非会員は5割増しとなります。

縦５５　×横８７.５

縦５５　×横１８０

縦５５　×横８７.５

縦５５　×横１８０

縦１１５ ×横１８０

縦２３５ ×横１８０

８,０００円

１５,０００円

１０,０００円

２０,０００円

３０,０００円

５０,０００円

６,４００円

１２,０００円

８,０００円

１６,０００円

２４,０００円

４０,０００円

掲載位置

サイズ 単月料金 / 回 １年継続料金 / 回

紙面広告 会報誌の中面、裏表紙に広告を載せられます

折込広告 A4版・B4版・A3版チラシが
会報誌のクリア封筒内に折り込めます

リーズナブルな料金で、会社とサービス、お店の宣伝に最適！

お店の紹介・セミナー・イベントなどのお知らせに！

広告サイズmm 単月料金 / 回 １年継続料金 / 回

①中　　面　１枠

②中　　面　２枠

③裏表紙　１枠

④裏表紙　２枠

⑤裏表紙　４枠

⑥裏表紙　８枠

A4版

B4・A3 版

３５,０００円

５０,０００円

２８,０００円

４０,０００円 ●広告の問合せ　
　総務課 中川（☎048-966-6111）

お
店
、
会
社
の
チ
ラ
シ
を

同
封
し
ま
す

〒343-0817 

埼玉県越谷市中町７－１７

越谷産業会館 2F

越谷商工会議所
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（順不同・敬称略）平成30年度5月にご加入いただいた22社の皆様です。

(有)いけもとサイクル
イイムラ　サイクル
ヤマイチサイクルセンター
ソニー生命保険（株）
リラクゼーションマッサージ ３９ Raku Raku
（有）古川製作所
STANDARD BAKERY
HAIR SALON RISE
（株）IOU
（株）スイッチ
大関板金
菓楽工房　ほいっぷ
（株）デザインタップ
アンデス食品（株）
ラー麺専門店こしがや
ビー・アイ・エス（株）
（株）イーグルハウジング
洋服の病院　越谷店
セブンイレブン越ヶ谷３丁目店
（株）エクステージ一級建築士事務所
銀座こんきブティック
（株）アイ・エム２１　新越谷駅前鍼灸整骨院

東越谷
元柳田町
大房
瓦曽根
北越谷
越ケ谷
赤山町
千間台西
南越谷
越ケ谷
東大沢
東越谷
伊原
流通団地
越ケ谷
千間台東
宮本町
越ケ谷
越ケ谷
千間台西
御殿町
南越谷

自転車小売業
自転車小売業
自転車小売業
生命保険業
リラクゼーションマッサージ
和菓子（太郎焼製造販売）、陶器生活雑貨
パン製造、販売
理容業全般
リサイクル業
広告・webサイトデザイン、制作、企画、運営
建築板金
洋菓子製造、販売
健康食品の製造及び販売、輸出入
食肉等の小売、卸業
ラーメン店
内装仕上げ工事
不動産業
洋服のリフォーム
コンビニエンスストア
一般建築業、不動産売買
婦人服、小物販売
医療業

事業所名 代表者氏名 住　所 業　種

※5月末会員数　5,289事業所

池本　勝一
飯村藤五郎
山本　一弘
堀　　貴宣
加藤　大造
古川　　勇
岡田　義高
齋藤久美子
岩崎　　徹
鈴木　一朗
大関　一郎
田中久美子
鈴木　理史
佐藤　　雄
帆風　大輔
菅沼　貴之
大野　聡史
鈴村　茂雄
田中　隆則
阿部美樹枝
會田　憲司
森田　一郎

＊ 商工会議所未加入の事業所の方がいましたらご紹介ください

いちご

いちえ
♪

♪

　皆さんは、経営に参考となる知識や

情報をどのように集めますか？

　越谷商工会議所では、会員限定の

ウェブセミナーを無料配信しているほ

か、講演会や研修会を行い、会員さんの

経営や税務に活用していただいています。

　また、越谷商工会議所には業種ごとの部会があり、「商

業」「工業」「建設業」「サービス業」「環境衛生業」の５部会

で研修会や交流事業などを行っています。私が担当する

「サービス業部会」には、運送・金融保険・自動車整備・

専門サービス業など幅広い業種の方が所属しています。

　サービス業部会では、7月27日に、いすみ鉄道前社長

の鳥塚亮氏をむかえて講演会を開催します。昨年度に

行った鳥塚氏の講演会がとても好評で、より多くの方に

聞いて欲しいという思いからのアンコール講演です。　

様々なアイデアで、廃線寸前のローカル鉄道復活の道筋

をつけていく経験談は、経営者の方だけでなく、従業員

さんの研修にもご活用いただける内容です。今号同封の

チラシを、ぜひご覧ください。

　会員の皆さんは、業種により5部会いずれかの部会員

となっています。所属する部会名は、越谷商工会議所だ

より宛名シールに記載されておりますので、ご確認くだ

さい。各部会の事業は、商工会議所だよ

りやホームページで随時案内していま

すので、お気軽にご参加ください！

中小企業相談所　地域振興課

　経営指導員　澤田　緑

お知り合いの方で、越谷商工会議所にまだ加入していない事業所の方がいらっしゃいましたら、ご紹介ください。ご連絡いただけれ
ば、当会議所職員が事業所へ直接伺い、商工会議所のご説明、加入手続きのご案内をさせていただきます。
●連絡先　総務課　西口　 ☎ 048-966-6111

　☆振込の方…………６月中旬に「会費の振込用紙」を郵送しております。 納入がお済みでない方はお早目に、取扱い金融機関、
　　　　　　　　　　又は商工会議所事務局で納入くださいますようお願いします。振込手数料は会員様負担となります。
　☆口座振替の方……ご指定の口座から７月１７日（火）に引き落とし致します。 ７月上旬に口座振替通知書を郵送しますので残高
　　　　　　　　　　の確認をお願いします。領収書が必要な方はお申し出ください。（担当　総務課　西口）

越谷商工会議所　会費納入のお願い　平成30年度上期分（4月～9月分）
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入札に参加するには
○埼玉県行政書士会越谷支部　提供

　国や地方自治体など行政庁による入札というと、真っ

先に「公共工事」を連想される方が多いと思われます。と

ころが、入札により発注する業務は幅広く、一例をあげる

と文房具など「物品の納入」、データ入力など「業務の委

託」、施設管理など「役務の提供」というような事柄も、

入札を実施して発注業者の決定をしています。ですから、

実は多くの業種において受注できる案件があるものなの

です。

　一般的に、入札に参加するためには、行政庁に対して

入札参加資格審査申請を行い、その行政庁の入札業者名

簿に登載されなければなりません。これは行政庁ごとに行

います。たとえば「埼玉県」への入札参加申請をすると、

埼玉県発注の入札案件への参加ができます。しかしなが

ら、あくまで一自治体としての「埼玉県」の入札業者名簿

へ登載されたに過ぎないため、それだけで埼玉県内の各

市町村が発注する入札案件に参加できるわけではありま

せん。もし、「埼玉県」に加えて「越谷市」が発注する入札

案件に参加したい場合には、埼玉県だけでなく一自治体

としての「越谷市」へも入札参加申請をしなければなりま

せん。

　その反対のケースにも注意が必要です。たとえば、入札

案件の対象がさいたま市内のものであっても埼玉県が管

理しているような場合、発注者は埼玉県になります。もし、

「さいたま市」には入札参加申請をしているが「埼玉県」

には入札参加申請をしていなかったとすると、この入札案

件には参加できません。同様に国が管理しているような

ケースであれば、「国土交通省」「内閣府」など管轄する

省庁に入札参加申請をしていなければ、その入札案件に

参加できません。

　入札参加申請をするには税金に未納がないことや暴力

団との関係がないことなどが求められます。また、廃棄物

の処理、古物の買入など許認可が必要な業種については

有効な許可を取得していなければなりません。

　特に工事の場合は、建設業許可を取得しているだけで

なく「経営事項審査」を受審していなければなりません。

経営事項審査には有効期限があるため、原則的に毎年受

審することになります。そして、申請の仕方により算出され

る評点が上下することもあり、それが最終的には業者のラ

ンク、すなわち受注できる工事の規模に影響を及ぼすこと

もあり得ますので、評点シミュレーションをはじめ事前の

検討はとても重要です。

　入札参加申請には、一般的に、ある期間を設定して受

け付ける「定期申請」といつでも受け付ける「随時申請」

の２種類があり、行政庁により取扱いが異なります。埼玉

県や越谷市の場合、この秋冬に2019～2020年度の定期

申請が見込まれます。行政庁のホームページや広報に情

報が掲載されます。期間を過ぎると受け付けていただけま

せんので、計画的に準備を進めるようにしましょう。

埼玉県行政書士会越谷支部 副支部長　江口　公晴
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　東京・池袋駅から東武東上線に乗り、川越駅下車、そ

こからＪＲ八高（はちこう）線に乗り換え、高麗川（こまが

わ）駅で下車し、車で７分ほど走った埼玉県日高市の郊外

に、株式会社新世紀解体工業という社名の中小企業があ

る。主事業は、社名の通り建築物、とりわけ個人住宅に特

化した解体工事業。現在の社員数は24人である。

　同社の創業は2001年、社名の由来もここにある。創業

者は現社長の引間晋太氏の父親で、現会長の引間豊氏

だ。現会長は高校卒業後、他社の営業として勤めていた

が、親戚の経営者が解体工事業を立ち上げたところ、人

手が少なく困っているからと、19歳でその企業に請わ

れ、解体職人として入社した。経営者が病弱だったことに

加え離職もあり、職人不足のため事業継続は容易ではな

かったが、365日、雨の日以外は休日が無いほど働き続

け、経営を軌道に乗せた。

　このようなこともあり、親戚から解体工事部門の分離

継承を依頼され、経営者になるや、現会長は「社員には自

分のような苦労をさせたくない……」と、労働条件の改

善、働きがいを感じる企業経営に注力してきた。例えば、

「全社員の正規社員化・月給化」「業界平均をはるかに上

回る賃金支給」「経理をはじめとした経営のガラス張り

化」や「社員の誕生日にバースデーケーキのプレゼント」

「サービス残業をさせない」「全社員が週40時間労働制

となる就業カレンダーの作成」といった福利厚生制度の

創設である。

　こうした社員やその家族思いの経営は、解体職人をは

じめとした全社員の心を捉え、リーマンショックにより工

事量が激減した2008年を除くと、創業以来16年連続増

収増益、社員数も減少した年は一度もなく増員している。

　こうした経営スタイルは、15年にバトンタッチされた現社

長も見事に継承しているばかりか、一段と進化している。

　先日、機会があって同社に数名の社会人学生と訪問さ

せていただいたが、「わが社の自慢は社員さんです」「お

客さまや近隣の方々に褒められる職人は当社の宝であ

り、最高の営業マンです」と語ってくれた引間社長を私た

ちは絶賛した。

　余談であるが、帰りがけ、解体物件の所有者からの

数々のお礼状を見せていただいた。文面には同社の解体

職人の“お客さまのために”を優先して行った、丁寧な作業

態度への感謝の思いとお礼が書き連ねられていた。

サンキューレターが殺到する
新世紀解体工業

人を大切にする経営学会　会長　坂本 光司

◇坂本 光司／さかもと・こうじ
　人を大切にする経営学会会長。1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授、法政大学大学院政策創造研究科（地域づくり
大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長などを歴任。国や県、市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数兼務している。著
書に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。

に学べ業快 進 撃 企

家の事なら小さな事でもお電話下さい

越谷で越谷で3636年。お客様のため年。お客様のためのの““自社施工”自社施工”越谷で36年。お客様のための“自社施工”

14



いよいよ夏本番、今年も猛暑が予想されます。
昨夏、炎天下で「よしず」の下に立ったときの涼しさにびっくり。早速、我が家にも
「よしず」を立てかけました。風は通り抜け、太陽の熱も照り返しの熱も防いでく
れる昔ながらの「よしず」は、エコで効果抜群の猛暑対策グッズです。是非お試し
ください。

ヨコのヒント タテのヒント

クロスワードパズル

〒343-0817　越谷市中町7-17　越谷商工会議所
　　　　　　　「越谷商工会議所だより」係

①クイズの答え　②あなたの郵便番号・住所・事業所名・氏名・
年齢　③越谷商工会議所だよりの感想や商工会議所へのご意
見・ご要望をハガキにご記入ください。

「イオンシネマ鑑賞券」をプレゼント！

平成30年7月25日（当日消印有効）

宛　　先

締　　切

応募方法

正解者の中から抽選で 5名様に

1 手塚治虫や赤塚不二夫が有名
5 「入ってはいけません」＝○○○○禁止
7 イーグルはワシ、ホークスは？
9 まだまだ幼いニャン
10 夢か、はたまたコレかしら
12 韓国の民族服で、チョゴリとセットで着用
13民話 「鶴の恩返し」で鶴がしたのは○○織り
14 賭け事が大好きな人

1 「曲玉」とも書く古代の装身具
2 古い家電に○○がきたので買い替える
3 白星の数が黒星の数を上回ること
4 回転する翼で飛行する乗り物
6 コメが実る植物
8 「カンボジア」がなまって名が付いた野菜
11 大正○○○、男の○○○、○○○主義
13 何か食べたい、〇〇がペコペコ
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◎ 6月号のクロスワードパズルの答えは「タージマハル」でした。
※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
　答えは8月号をご覧ください。

生まれたばかりの妹に両親の愛情を奪われ、初めての
経験の連続に戸惑う、甘えん坊のくんちゃん（４歳）。
そんな時、庭で自分のことを「お兄ちゃん」と呼ぶ、
「未来からやってきた妹、ミライちゃん」と出会い、時
を越えた家族の物語へと旅立ちます。果たして、ミラ
イちゃんがやってきた本当の理由とは̶̶

ハイブリッド恐竜インドミナス・レックスとT-REXのバ
トルで崩壊したジュラシック・ワールド。その島の火山
に噴火の予兆が見られた。恐竜達を見殺しにするか、
救うべきか。責任者だったクレア（ブライス・ダラス・ハ
ワード）と恐竜行動学の専門家オーウェン（クリス・プ
ラット）は島へ向かうが、火山が噴火してしまい……。

（C）2018 スタジオ地図（C） Universal Pictures

公 開
7/13 金

画映めすすおの月今 イオンシネマ越谷レイクタウン　
JR武蔵野線「越谷レイクタウン」駅下車  イオンレイクタウンkaze3階

お問い合わせ TEL.048-990-3661 イオンシネマ 検索

公 開
7/20 金

編集後記
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山へ行こう！
海へ行こう！

越谷商工会議所会員様　限定
越谷商工会議所が宿泊施設・レジャー施設のご利用料金の一部を助成いたします。

厳選宿泊＆レジャー施設助成事業「海の家・山の家」は、
平成30年度4月から通年でご利用いただけます。

越谷商工会議所指定の利用施設、または
東武観光株式会社にお電話ください。

利用券が届きます。

利用券を持って、海または山の施設へＧＯ！

宿泊施設で精算してください。

東武観光株式会社へお電話ください。

東武観光株式会社で現金精算。

レジャー施設へＧＯ！

助成金額、指定施設、利用回数・人数の制限等については越谷商工会議所ホームページをご覧ください。
〈 問合せ 〉　越谷商工会議所　総務課

ご利用方法は簡単！

宿泊施設 レジャー施設
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