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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

消費税率の引き上げに備えましょう
予防・健診で健康生活！
埼玉県行政書士会越谷支部提供 
「越谷市版図柄入りナンバープレート、本年10月より交付予定！」
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虫と草　生き物たちの　ビオトープ
　越谷市では環境教育の一環として、生物多様性子ども調
査・学校ビオトープ活用を行っています。越谷市立西方小学校

では、おやじの会（しらこばと会）の協力を得て平成29年ビオ

トープが整備されました。2つの池の周囲をトンボやチョウが

飛び、草の茎にはたくさんのセミの抜け殻がありました。水位

が下がると井戸の水を汲み上げて生態系を守っています。

　現在、市内15校にビオトープが設置されています。学校に

よって草木が茂るビオトープや日差しが降り注ぐビオトープな

ど様々で、集まるトンボはそれぞれに種類が違うそうです。

　西方小学校では3年生がトンボの生息状況を調べ、10月19

日にレイクタウンで開催されるトンボサミットに参加します。

越谷の歴史や文化
財、名所がかるたに
なっています。
制作：こしがや地域
ネットワーク13

越谷いろはかるた
K O S H I G A Y A  I R O H A  K A R U T A
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8輝く越谷人「有限会社橋本家」

無料相談／9月・10月の予定一覧

9月・10月のセミナー／お知らせ

第6回 越ヶ谷まちゼミのお知らせ

LOBO調査／予防・健診で健康生活！

新入会員紹介／一期一会
「越谷市版図柄入りナンバープレート、
本年10月より交付予定！」
快進撃企業に学べ「地元を大切にしながら成長
発展する最上川千本だんご」
パズル／今月のおすすめ映画／編集後記



〈今月の表 紙〉

平林 照雅氏

有限会社橋本家

KOSHIGAYA-B I TO プロフィール
埼玉県越谷市出身
趣味　野球論議
信条　「いつも謙虚に」

代表取締役

平日の午後1時、橋本家本店レイク

タウン店を訪ねました。店内は食事

や会話を楽しむお客様がいっぱい

で、心地よい空気に満ちていました。

橋本家本店は、96年の歴史をも

ち、代表取締役の平林照雅さんは3

代目です。もともとは吉川の橋の袂

の魚屋だったので、社名が「橋本家」

になりました。昔は結婚式などのお

祝い事も家で行っていたので、仕出

し料理も提供していたそうです。そ

のうちに、親戚も「橋本家」という名

のお店を始めることになったので、

元祖橋本家は「橋本家本店」という

現在の社名になりました。

「橋本家本店」という看板や広

告を目にする方も多いのではない

でしょうか。そこには平林さんの

“したたかな戦略”がありました。

越谷に都心から移住してくる人が

増えてきたころ、平林さんは皆に橋

本家を知ってほしいと考え、11カ所

に看板を立てました。「11の看板を

20あるように見せる工夫をするん

だよ」と平林さんは楽しそうに話し

てくれました。「大勢の人が通る道

を観察して、その道が交差するとこ

ろに看板を立てるんだ。そうすれば、

あっちから来る人もこっちから来る

人も橋本家の看板を目にすることに

なるんだから」

ある時、バスに宣伝を載せませ

んかと持ち掛けられました。しか

し平林さんは多額の宣伝費をかけ

ることはできません。そこで考え

たことは「橋本家の車をチンドン

屋にしちゃおう」

橋本家の車体に「冠婚葬祭仕出

し専門店　新年会・節句・七五三・

上棟式　折詰料理注文承ります」

と書きました。今でこそ、バス車体

広告や会社名の入った社用車をよ

く見かけますが、そのような車は

無い時代、運転手は相当恥ずかし

い思いをしましたが、大勢の注目

を集めたそうです。

平成元年、割烹本館を開業するに

あたり、目玉となる料理として創作さ

れたのが、甘くてふんわりした玉子

焼きと伝統の野菜旨煮、豪華な伊勢

エビの活造りです。割烹本館が好評

を博し、また周囲の勧めもあって、

割烹和風レストラン越谷レイクタウ

ン店を開業、予約や仕出し料理を担

う予約センターと合わせ 3 店舗が美

味しい料理を提供しています。

「どこまでやるか橋本家、そこま

でやるか橋本家、そんなこと当た

り前の橋本家」

これは徹頭徹尾お客様の立場に

立つ平林さんの信念です。

ここまで橋本家が辿ってきた道の

りは決して平坦ではなかったはずで

すが、平林さんは実に楽しそうに数々

のエピソードを語ってくれました。平

林さんの笑顔が和やかな雰囲気を醸

し出しているのでしょうか。今日も舌

鼓を打ちながら楽しいひと時を過ご

すお客様が大勢いらっしゃいます。

【会社情報】
●創業　　　大正12年
●事業内容　割烹料理仕出しセンター
　　　　　　和風レストラン経営
●所在地　　越谷市大成町 7-171-1
●電話　　　048-986-0171
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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）、12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　9月6日（木）、10月4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　時　9月7日(金)、9月21日（金）
　　　　　10月5日(金)、10月19日（金）
　　　　　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　9月19日（水）、10月17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 

9月・10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。

9
月

10
月

7日
10日
11日
12日
12日
13日
14日
14日
26日

（金）
（月）
（火）
（水）
（水）
(木）
(金）
(金）
(水）

正副会頭会議
新会員交流会
小規模事業者支援委員会
こしがや商人塾③
建設業部会幹事会・公開講演会
第6回越ヶ谷まちゼミ（～10月12日（金））
TMOチャレンジ講座④
工業部会一泊視察研修会（～15日（土））
こしがや商人塾④

5日
9日
10日
10日
18日
19日
23日

（金）
（火）
（水）
（水）
（木）
（金）
（火）

正副会頭会議
工業部会第6回正副部会長会議
こしがや商人塾⑤
越谷工業経営懇話会役員会
北越谷駅まちバル
TMOチャレンジ講座⑤
女性会視察研修（～24日（水））

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

お 知 ら せ
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平成30年9月・10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

越谷市産業雇用支援センター
４階　会議室

9月1日、8日、22日、29日
（いずれも土曜日）
13：00～16：00

こしがや創業塾（４回シリーズ） 越谷市産業雇用支援センター
二番館コーディネーター 伊藤 武司氏

40名
無料

越谷産業会館 飲食店経営者のための
集客・売上・利益アップセミナー

（一社）フードアカウンティング協会 アドバイザー
遠山 景子氏

10月10日（水）
14：00～16：00

30名
無料

越谷産業会館 消費税率引き上げに負けない交渉力を身につける！
価格交渉パワーアップセミナー

にしむらセールス＆ヒューマン研究所 代表
西村 文彦氏

10月17日（水）
13：30～16：30

60名
無料

セミナーはすべてワーク付き！実践ですぐに役立ちます。ビジネスにも自分磨きにも活用できるセミナーです。
●セミナー　第１回　「今すぐ使える！大人の女性のビジネスマナー」
　　　　　　　　　日時　9月11日（火）18：00 ～20：00 セミナー　20：00 ～20：30 交流会
　　　　　　　　　講師　樋口 智香子氏（マナーコンサルタント アカデミー・なないろスタイル代表）
　　　　　　　　　ワンランク上の名刺交換や役立つマナーのワーク付きです。
　　　　　　第２回　「イメージアップ戦略！隠れた魅力を引き立てるパーソナルカラーの使い方」
　　　　　　　　　日時　10月4日（木）18：00 ～20：00 セミナー　20：00 ～20：30 交流会
　　　　　　　　　講師　池田 泰美（ひろみ）氏（イメージコンサルタント・カラーコーディネーター）
　　　　　　　　　若々しい印象で表情が明るくなるパーソナルカラーの選びかたを学びましょう。
　　　　　　第３回　「プロ直伝！デジカメ・スマホの上手な写し方」
　　　　　　　　　日時　10月24日（水）13:30 ～16:30 セミナー　16:30 ～17:00 交流会　
　　　　　　　　　講師　渕上真由氏（一般社団法人フォトコミュニケーション®協会代表理事、フォトグラファー）
　　　　　　　　　魅力がワンランクUPする人物や小物の撮り方＆撮られ方、伝授します。
●会　場　　越谷産業会館（越谷商工会議所）集会室
●定　員　　各回 30 名
●参加費　　無料
●申込み・問合せ　越谷商工会議所　中小企業相談所

仕事もプライベートもずっと耀いていたいあなたへ　女性対象セミナーと交流会

働く女性の応援プロジェクト　キラキャリing！

☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

消費税率の引き上げと軽減税率制度導入の2019年10月まであと１年近くとなりました。
制度が実施されると、すべての業種の皆様に「適用税率ごとに区分した経理」や
「複数税率に対応した請求書等の発行」などが毎日の仕事の中で新しく求められます。
ギリギリになって慌てないために、事前準備と実務対策をしっかり学んでみてはいかがでしょうか。

「軽減税率導入に向けた事前準備と実務対策」セミナー
～すべての業種で知っておきたい！価格転嫁・軽減税率制度・インボイス制度～

　消費税軽減税率制度の概要からスマホやタブレット端末を使ったPOSレジの導入、 さまざまなアプリの比較・選定方法に
ついてわかりやすく解説いたします。
●日　時　10月25日（木）14：30～16：30
●会　場　越谷産業会館　１階集会室　　※詳しくは同封の申し込みチラシをご確認ください。

消費税軽減税率対策
窓口相談等事業

消費税率引き上げに備える！　～スマホやタブレットを活用した会計業務効率化のポイント～商業部会主催講演会

●日　時　9月20日（木） 14:00～16:00
●会　場　越谷産業会館　１階集会室
●定　員　60名（定員になり次第締切り）
●受講料　無料
●講　師　星 叡(ただし)氏　（税理士、行政書士、税理士
　　　　　法人トリプル・ウィン顧問）

●申込み　電話または申込書（８月号に同封または会議所
　　　　　ホームページよりダウンロード）をFAX。
●問合せ　企業支援課　担当　大竹
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お 知 ら せ

第６回 越ヶ谷まちゼミ
9月13日（木）～10月12日（金）開催♪
21店舗による種類豊富な34講座

「まちゼミ」とは？
　お店の人が講師となり、暮らしに役立つ専門知識やプロならではのコツや情報を“無料”で
教えてくれる街の中のゼミナール、略して「まちゼミ」です。安心して受講していただくため、お
店からの販売や勧誘は一切ありません。詳しくは、越ヶ谷ＴＭＯホームページ内にある「越ヶ
谷まちゼミ」ページ、配布中のチラシをご覧ください。
　「はじめての消しゴムはんこ」「基本をおさえて綺麗に仕上げるクリーム絞り」「むくみ・冷え
スッキリ！炭酸足浴体験」「はじめてのバンドセッション」「食は未来のあなた！自然栽培を食べ
て、学ぶ！」「『書く』を楽しもう！初心者のための万年筆講座」など、バラエティに富んだ３４講
座が越谷駅東口周辺の２１店舗で開催されます。
●問合せ　越ヶ谷まちゼミ事務局（越谷商工会議所　澤田・梅沢）  ☎048-966-6111 「はじめての消しゴムはんこ」講座の様子

平成 30年度小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業

「こしがや水辺の祭典 2018」出店者募集のお知らせ「こしがや水辺の祭典 2018」出店者募集のお知らせ
　越谷商工会議所および越谷市観光協会では、越谷市の地域資源である水辺空間を活用した越谷市の観光拠点の創出を目的に、「こしがや
水辺の祭典2018」を開催します。出店事業者の募集および説明会は下記のとおりです。出店をご希望の方は越谷商工会議所までご連絡くだ
さい。

　●日　　時　平成30年10月13日（土）～14日（日）
　　　　　　　11月23日（金・祝）～25日（日）
　●会　　場　越谷レイクタウン大相模調節池および周辺緑地
　●出  店  料　無料
　●募集内容　①アクティビティ関連　②地場産品関連
　　　　　　　③ワークショップ関連　④飲食物関連

　●日　　時　平成30年9月12日（水）14：00より
　●会　　場　水辺のまちづくり館（越谷市観光協会） 「こしがや水辺の祭典2017」会場の様子説明会

こしがや水辺の祭典
2018

会員
紹介 はたらきびとの

月
今

　下半身の冷えやむくみの原因となる身体の締め付けを抑えた「ゴムフリーパンツ」を製造販売しています。越谷駅前の観光物産拠
点施設「ガーヤちゃんの蔵屋敷」にて8月1日より販売開始されました。「ガーヤちゃんの蔵屋敷」にお立ち寄りの際は是非一度お買い
求めください。

● Design Pants iCCHO

Design Pants iCCHO
代表　柴崎　恵子
越谷市新川町2-185-6
☎048-400-2614

COTTONパンツ桐箱ギフトパッケージ
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

特定健診・後期高齢者健診を受けましょう！

がん検診を受けましょう！

埼玉県コバトン健康マイレージ

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）7月度調査報告

　7 月の全産業合計の業況 DI は、▲16.7 と、前月から▲1.3 ポイント悪化しました。原材料費、燃料費上昇による負担増や深刻な人手不足の影
響により、製造業を中心に広く業況感が悪化しました。また、記録的な猛暑に伴い、夏物商材の需要拡大を指摘する声が小売業から聞かれた一方、
サービス業からは猛暑や大雨などの天候不順により客足が減少したとの声が聞かれました。消費者の節約志向も根強く、足踏み状況が続いてい
た中小企業の景況感は、足元で弱い動きがみられます。 
　先行きについては、先行き見通しDI が▲15.4（今月比
+1.3 ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」から「不変」
への変化が主因であり、実体はほぼ横ばいです。消費の
持ち直しやインバウンドを含めた夏の観光需要拡大、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、米国の保護主義的
な関税措置に端を発する貿易摩擦の影響を懸念する声も多
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）

予防・健診で健康生活！予防・健診で健康生活！

●申請期間　　　平成 30 年 10 月 1日～平成 31 年 1 月 31日
　　　　　　　　（予算に達し次第、終了します）
●申請方法　　　インフルエンザワクチン接種後、領収書（医療
　　　　　　　　機関発行のもので、接種料金、接種者名が明
　　　　　　　　記されたもの）と認め印をご持参の上、商工
　　　　　　　　会議所窓口にて申請してください。
●問合せ　　　　越谷商工会議所　総務課　三浦
　　　　　　　　☎048-966-6111

●助成対象者　　次の①、②の条件両方に当てはまる方
　　　　　　　　①平成 30 年 8月17日までに「ガーヤ共済」
　　　　　　　　　の加入手続きが済んでいる方。
　　　　　　　　②接種日に 65歳未満の商工会議所会員の方
●対象医療機関　越谷市内の全医療機関
●助成金　　　　1人につき1,000 円
●助成対象期間　平成 30 年 10月1日～12 月31日

●実施期間　個別健診（実施医療機関で受診）　平成３０年６月１日（金）～１１月１０日（土）まで
　　　　　　集団健診（集団健診会場で受診）　平成３０年８月３１日（金）～１０月２９日（月）まで
●対象者　　特定健診：越谷市国民健康保険に加入している方で、年度年齢４０歳以上の方
　　　　　　後期高齢者健診：越谷市で資格を有する後期高齢者医療制度に加入している方
　　　　　　※対象の方には5月下旬に受診券をお送りしています。受診券がない方には再発行いたします。
●問合せ　　越谷市国民健康保険に加入している方　048-963-9154
　　　　　　後期高齢者医療制度に加入している方　048-963-9170

　越谷市では、２０歳以上の女性市民を対象に子宮頸がん検診、４０歳以上の市民を対象に口腔がん検診を実施しています。

　専用の歩数計やアプリを使ってウォーキングを楽しく続けられ、健康づくりを進めていただくサービスです。歩数や健康教室への参
加などに応じてポイントが獲得でき、ためたポイントで商品の当たる抽選に参加できます。対象は越谷市在住で１８歳以上の方です。

申込詳細は
二次元コードから

☎ 0570-035810詳しくは埼玉県コバトン健康マイレージ事務局へ

詳しくは越谷市市民健康課（越谷市立保健センター）へ ☎ 048-978-3511

インフルエンザ予防接種料金の一部を助成します  ～ガーヤ共済加入の方へ～

料無費 用

72018 vol.30



（順不同・敬称略）平成30年度7月にご加入いただいた31社の皆様です。

越谷輸送協同組合
遊佐農場
オタマヂャクシ工房
こぐま洋菓子店
（株）ビィズ　ショコラ
おの整骨院
（株）Gratient　欧風酒場ＺＩＰ
（有）アイコー商事　カーブス北越谷店
一般社団法人　自己承認力コンサルタント協会
（株）ＥＢＡＮ
社会保険労務士事務所オフィスわたなべ
Ｒｅｙ　Ａｕｔｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
ＨＩＧＨ　ＬＩＮＥ　Ｔｏｔａｌ　Ｃａｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
（株）シラトリ
東京キリンビバレッジサービス（株）埼玉南支店
（株）石井
ニッカ産業（有）
(有)サンシン電設
インターマーケット
（株）もつ焼千成
（株）ハッピーホーム
グローバル　HR
リンクス（株）
（有）コラボ
gamou　あかね．ya
イタリアン処　タナカ食堂
大林設備
伊藤工業
Smiley Coffee
カーケアショップキムラ
彩装建（株）

平方
宮本町
宮本町
蒲生旭町
新越谷
北越谷
南越谷
北越谷
瓦曽根
蒲生
瓦曽根
船渡
小曽川
袋山
川口市西立野
蒲生
西方
北川崎
東越谷
越ケ谷
大泊
千間台西
北越谷
蒲生
蒲生茜町
千間台西
蒲生愛宕町
蒲生東町
蒲生寿町
新越谷
恩間

運送
農業
貴金属宝飾製造卸小売、カフェ営業、住宅リフォーム・造築
洋菓子製造販売
洋菓子製造販売
柔道整復業
洋風酒場
女性専用３０分フィットネス
人材育成コンサルティング
人材派遣業、シミュレーションゴルフ店舗運営
社会保険労務士の事業
中古車販売
自動車販売、整備
洋菓子製造販売
清涼飲料水、食品の販売
建設業
塗料販売
電気工事
リサイクル業
飲食業
リフォーム
翻訳（日⇔英）、人事コンサル
コンピュータ関連の卸売
運送業
飲食業及び雑貨販売
飲食業
水道設備工事
建築板金
飲食業
自動車鈑金塗装
総合建設

事業所名 代表者氏名 住　所 業　種

※7月末会員数　5,306事業所

菊名　治行
遊佐　謙司
今出　央介
鈴木　奏絵
酒井　賢一
小野　卓弥
須釡　憂樹
大竹　道夫
山本　正乃
渡邉　航太
渡 邉 　 智
中島　純一
島根　克行
白鳥　裕一
加藤　寛明
加川　裕美子
吉 田 　 茂
伊東　秀男
荒木　義明
市村　一貴
谷田貝　祐季
石川　公輔
安武　重人
村田　勝彦
山﨑　光枝
田中　拓道
大林　雄太
伊藤　利喜
多田　裕子
木村　幸二
安齊　文憲

いちご

いちえ
♪

♪

　働き方改革は日本の労働法制の大

転換ともいわれています。

　その関連法には副業・兼業の促進

に関するガイドラインがあります。ま

だまだ会社側の理解は難しい現状で

すが、今後は二束のわらじを履いてソーシャルビジ

ネスの事業などで活躍する社員が増えるかもしれま

せん。

　中小企業にとって生産性の向上は不可欠です。IT

やコンサルティングなどの高いスキルを持つ人材が

大手企業に勤めるだけでなく副業として中小企業と

業務委託することで合理化などメリットをもたらす

ことができます。

　副業・兼業の働き方には課題はありますが、優れた

人材のスキルが地元に貢献でき、自分のやりたいこと

に挑戦し、将来の起業につながれば、副業・兼業が地

域活性化の手助けになるのではないかと思います。

　働くすべての方が納得して働き方を決めることが

できるよう、多様な働き方や人事制度が求められてい

ます。商工会議所では働き方改革についてセミナー・

相談を行っていますのでどうぞご利

用下さい。

中小企業相談所　地域振興課長

　梅澤 道博

商工会議所会費について　当会議所は、会員の皆様の会費で支えられております。組織力強化と地域経済の発展のためにも
会費の納入をお願いします。平成30年度上期会費が未納の方には、9月下旬から集金担当がお伺いしますので、ご協力お願いしま
す。尚、口座振替の方には事前にハガキで「会費引落し通知書」をお送りしておりますが、これはあくまでもご案内です。振替済みの
通知ではございませんので、いま一度、通帳のご確認をお願いします。　●問合せ　総務課　会費担当

紹介

白河　遼佳
　初めまして。広島県出身の白河遼佳 (しらかわはるか )と申します。広島弁が抜けず、時々
「じゃけん～」が出てしまいます。一日でも早く仕事を覚え、会員の皆様の信頼を得られる
よう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

（平成30年8月1日付）よろしくお願いいたします

総務課（管理運営業務、会員サービス事業担当）
しらかわ はる か

越谷商工会議所
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越谷市版図柄入りナンバープレート、本年10月より交付予定！

○埼玉県行政書士会越谷支部　提供

　最近、街中を車で走っていると、おや？ と思うナンバープレートを
見かける機会が多くなったと感じませんか？ ナンバープレートに図
柄が入っているものがあるのですね。実はこれ、【図柄入りナンバー
プレート】というもので、昨年から交付が開始されています。現在、
【ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレート】と【東京2020
オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレート】
の2種類が交付されています。国土交通省が、ナンバープレートの
“走る広告塔”としての機能に着目して交付が開始されました。
　そして、いよいよ今年の10月からは【地方版図柄入りナンバープ
レート】の交付が全国41の地域で開始される予定となっています。
なんと、越谷ナンバーが埼玉県内第1号の地方版図柄入りナン
バープレートの導入地域となりました。導入が決定すると次に気に
なるのは、どんな図柄なのか、ということだと思います。こちらに関
しては、昨年デザインの公募が行われ、市民の方の投票により、
“ガーヤちゃん”と“南越谷阿波踊り”のコラボ図柄が決定されまし
た。（イラスト参照）オールカラーでの交付を希望される方は、寄付
金の納付が必要となります。寄付金の使い道として、越谷市のホー
ムページには、「図柄入りナンバープレートの交付により集まった寄
付金は、越谷市内の地域交通のサービス改善や、観光振興などに
活用することを予定しております。」と掲載されています。図柄入りナ
ンバープレートの交付可能車両は、自家用の普通自動車、事業用
の普通自動車、自家用の軽自動車の3種類となっています。今後
は、ナンバープレートに描かれたガーヤちゃんが“走る広告塔”とし

て、日本全国を走り回ることになるのではないでしょうか。
　次に、図柄入りナンバープレートの交付を受ける手続について
説明させていただきます。自家用普通自動車を例にとりますと、①
図柄入りナンバープレートの申込、②寄付金（寄付を希望する場
合）及び交付手数料の支払、③車を運輸支局等（越谷ナンバーで
あれば春日部自動車検査登録事務所）に持込、交換手続（申請書
類の作成が必要）、④ナンバープレートの交付・取付という流れに
なります。全てをご自身で行う場合には、ある程度の時間と手間が
かかります。交付可能となるまでには約2週間程度かかりますし、土
日祝日は、運輸支局等はお休みですので、平日の受付時間内に車
を持ち込む必要があります。
　そこで、出張封印取付代行という制度をご紹介させていただき
ます。簡単に申しますと「運輸支局等への車の持込が不要で、ご自
宅の車庫やご契約されている駐車場でのナンバー交換が可能」と
いう制度です。また、ご自身で申請書を作成する手間もかかりませ
ん。一定の要件を満たした行政書士は、本制度を業務として取り扱
えることとなっております。
　図柄入りナンバープレートに関する詳細が知りたい方は、国土
交通省のホームページや越谷市のホームページにも掲載されてい
ますので、そちらを確認されるのも良いと思います。あるいは、埼玉
県行政書士会越谷支部（048-940-3455）にお問い合わせ頂けれ
ば専門の行政書士が説明致します。

埼玉県行政書士会越谷支部　松澤　勇太

～ナンバープレートはご自宅の車庫等での交換が可能です～
イラスト出典：越谷市提供画像データ
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　山形新幹線に乗り、山形駅を通り過ぎ終着駅である新庄

駅の一つ手前の大石田駅で下車し、駅から車で５分ほど走っ

た場所に古民家のようなすてきなデザインのお店がありま

す。ここが「最上川千本だんご」の唯一の製造・販売拠点で

す。創業は、今から60年前の1958年、現代表の五十嵐智志さ

んのご両親が始めたお店です。創業当初は夫婦で豆腐の製

造卸を専門とする、いわゆるお豆腐屋さんでしたが、豆腐屋

としての限界を感じたため、豆腐の製造卸をやる傍ら、現在

のお店のある大石田で収穫されたお米をふかしてついただん

ごをつくり、「大石田だんご」と名付け副業として販売するよ

うになりました。

　この「大石田だんご」が今のように売れるようになった、そ

して、名前が「最上川千本だんご」に変わったのは、2000年

に開催されたあるイベントがきっかけでした。山形市内の地

元百貨店で「大石田フェア」があるので出展しないかと声を

掛けられたのです。

　「明日には、硬くなるだんごはいかが…」という呼び声で、

つくりたての本物のだんごだからすぐに硬くなるという点をア

ピールして来場客に販売したところ、日に日に客が殺到し、最

終日には、1日で1000本を売り上げることができたのです。こ

のことがきっかけとなり、これまでの「大石田だんご」から県

外の人も知っている最上川の名前を入れて、「最上川千本だ

んご」に名前が変わりました。

　先日訪問した折、この最上川千本だんごを食べさせていた

だきましたが、正直絶品でした。それもそのはず、大石田で収

穫されたお米をベースに厳選された原材料を使用し、一切の

添加物を使用せず、スタッフが注文を受けてから１本１本手

づくりで目の前でつくってくれるからです。現在、製造・販売

されている種類は「ずんだだんご」「しょうゆだんご」「ごまだ

んご」「あんこだんご」、そして「くるみだんご」の５種類がメ

インです。ほかには四季折々の旬の原材料で味付けをしてい

ます。気になるところは値段ですが、1本120～140円と、安価

（リーズナブル）な値段です。規模を大きくしようと思えば、

要請のある全国各地の百貨店やスーパーマーケットに卸せば

いいわけですが、同店はそうしたことは決してしないと明言し

ています。その理由は、単にだんごの日持ちの問題ではなく、

五十嵐さん夫婦の大石田への強い思いからです。大石田町

も、過疎化が著しく進行しており、この地に人を呼び込みた

いのです。18年前までは、家族だけの小さなお店でしたが、

現在は正社員が12人、パートやアルバイトが13人と、計25人

の今や地域内外で著名な繁盛店になりました。

　こうしたお店の存在を知ると、中小企業の問題は、ロケー

ションでも規模でも、広告力などでもなく、強くぶれない本

物へのこだわりの有無と思えてなりません。

地元を大切にしながら成長発展する
最上川千本だんご

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”
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今年の夏は「命に関わることもある危険な暑さ 熱中症に厳重な警戒を」という言葉を毎日のよ
うに聞きました。この会報誌が皆様のお手元に届く頃は少し涼しくなっているでしょうか。エア
コンは本当に有難いと、エアコンのない時代を知る私は思います。でも、あの頃には「猛暑」な
どという言葉はありませんでしたね。季節の変わり目、皆様ご自愛くださいませ。

享保１５年。藩の不正を訴え出たために、藩を追放された
瓜生新兵衛（岡田准一）。追放後、連れ添い続けた妻の篠
（麻生久美子）が病に倒れ、死の間際、最期の願いを新兵
衛に託す。『藩に戻りて、榊原采女様（西島秀俊）を助け
てほしい』。新兵衛にとって采女は、かつての友であり、
また篠を巡る恋敵でもあった。そして新兵衛の藩追放に
関わる大きな因縁があった。妻の最期の願いを叶えるた
め、新兵衛は藩の不正事件の真相と、その裏に隠された
妻・篠の本当の気持ちを突き止めようと奔走する。

幼少から将棋一筋で生きてきた“しょったん”こ
と瀬川晶司（松田龍平）。プロ棋士を目指す夢は、
奨励会の年齢制限の規定により26歳にして断た
てしまう。目標を失い夢破れても、周囲の人々に
支えられ、史上初めて奨励会退会からのプロ編
入という偉業を成し遂げた奇跡の実話を描く。

（C）2018「散り椿」製作委員会（C）2018「泣き虫しょったんの奇跡」製作委員会　（C）瀬川晶司／講談社

公 開
9/7 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
9/28 金

編集後記

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9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 出来心。気の○○○
3 世間ずれしていなくて初々しい
5 観客動員数が多いと配られる「○○○○袋」
7 コーヒー、茶、酒、タバコなどは？
9 乾季に降るとありがたい、○○○の雨
11 新幹線や小惑星探査機の名前になった鳥
12 悪夢を食べるとされる架空の動物
13 クリのお菓子、〇〇〇グラッセ

1力士が土俵入りで締める化粧〇〇〇
2 ○○○泉は温泉街特有の臭い
3 鳥や飛行機の「翼」の英語
4 ハマチが大人になったときの名前
6 女性を両手で抱えて「○○○○○だっこ」
8 エンゲージリングはこれのしるし
10 和歌山や愛媛の名産フルーツ
11 布地の横の長さ

1

65

8

A

B

7

13 E

11

C

A B C D E

109

2 43

◎ 8月号のクロスワードパズルの答えは「ナラコウエン」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10月号をご覧ください。

12

D

人が集まる会社 への転換

❖ 人を育て定着させる人事制度の再構築とその運用 ❖人を育て定着させる人事制度の再構築とその運用

中小企業・小規模事業者の“ 働き方改革 ”対応支援

地元の社会保険労務士で構成する「組織人事労務研究会」
事務局：社会保険労務士下稲葉事務所　越谷市相模町 6-435-4　TEL：048-989-0401　FAX：048-989-0400

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方
の実現等（働き方改革関連法）への対応

雇用形態にかかわらない公正な待遇の
確保（同一労働同一賃金）への対応

人材確保等支援助成金を活用した“人を
活かし、人が育つ仕組みづくり”の実現

112018 vol.30



編集・発行　

T E L. 048-966-6111　F A X. 048-965-4445
U R L  http://www.koshigaya-cci.or.jp
E-mail  k9664445@koshigaya-cci.or.jp
開所時間  8:30～17:15
休所日  土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始〒343-0817 越谷市中町7-17　越谷産業会館内

越谷商工会議所

発行日／平成30年9月1日

検定試験名 試験回 実施級 試験日 受付期間 受験料（税込）

簿 　 　 記

リテールマーケティング
（販売士）

珠 　 　 算

150

83

214

124

11月18日（日）

2月20日（水）

10月28日（日）

1級～3級

1級～3級

1級～3級

段位

郵　　　送　　  9月  3日（月）～10月17日（水）
窓　　　口　　  9月10日（月）～10月19日（金）
ネット申込    　  9月  1日（土）～10月20日（土）
郵　　　送   　 12月17日（月）～  1月23日（水）
個 人 窓 口    　12月25日（火）～  1月23日（水）
団 体 窓 口  　  12月25日（火）～  1月23日（水）
ネット申込 　   12月17日（火）～  1月23日（水）

郵送 ・ 窓口　     9月10日（月）～  9月27日（木）

1級　7,710 円
2級　4,630 円
3級　2,800 円

1級　7,710 円
2級　5,660 円
3級　4,120 円

段位　2,900 円
（珠算のみ2,500円/
  暗算のみ1,200円）
１級　2,300 円
２級　1,700 円
３級　1,500 円

平成30年度検定試験のご案内

技能を習得する各種検定、各種講演セミナーなど、技術・能力・資質の
向上を図ることを目的としたスキルアップの機会をつくっています。

越谷商工会議所では人材育成をサポートします。

● お気軽にご相談ください

無担保・無保証人の融資制度です。
商工会議所の経営指導を6ヶ月以上受けている方で、
商工会議所の推薦が必要です。
ご融資額は２,０００万円以内です。

POINT 1

POINT 2

POINT 3

詳しくは、越谷商工会議所　経営指導員へご相談ください。

TEL 048-966-6111

金 利 年 １.11％ （固定 平成30年8月10日現在）

日本政策金融公庫の　

（マル経融資）小規模事業者経営改善資金
小規模事業者の方々の経営改善のお役に立ちます




