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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

第17回 こしがや産業フェスタ2018のお知らせ
こしがや鴨ネギ鍋® ＆ 越谷ねぎ  ホームページリニューアル
越谷逸品フェア・まるななマーケット・宿場まつりのお知らせ
埼玉県行政書士会越谷支部提供  「建設業許可について」

有限会社 河内屋旅館　代表取締役 小泉 昭助さん
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その昔　船荷で栄えた　藤助河岸　
　越谷に「港」があったことをご存知ですか。川の港です。

古利根川、元荒川、綾瀬川に囲まれた越谷には江戸時代

を中心にいくつもの川の港があって、大きな荷物、重い荷

物を運ぶのには舟を使っていました。

　川の港は「河岸」と呼ばれていました。大きくて最後ま

で残ったのは蒲生の綾瀬川沿いにあった「藤助河岸」で

した。綾瀬川は川の途中に農業用水を貯める「堰」がない

ので荷物の積み替えがなくて済む便利な川で、日光街道

が通り、陸運にすぐつながるということもあり、「藤助河

岸」は東武鉄道がうって変わるまで、今も残る河岸経営の

高橋さんと共に栄えたのです。

（文：越谷市郷土研究会）

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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輝く越谷人「有限会社 河内屋旅館」

第17回 こしがや産業フェスタ2018

無料相談／11月・12月の予定一覧

11月～1月のセミナー／こしがや鴨ネギ鍋®＆

越谷ねぎホームページリニューアルのお知らせ

第2回「越谷逸品フェア」開催のお知らせ

第６回 宿場まつり開催のお知らせ

LOBO調査／埼玉県最低賃金改定

新入会員紹介／一期一会

「建設業許可について」

快進撃企業に学べ「頑張る出雲の高機能調湿木炭

メーカー　出雲土建」

越谷警察署からのお知らせ

パズル／今月のおすすめ映画／編集後記

とう すけ が し



安政5年（1858）出版　五街道中細見記　大阪屋良助　編

〈今月の表 紙〉

KOSHIGAYA-B I TO

今回は、越谷商工会議所のそば

で江戸時代から続く老舗、有限会社

河内屋旅館の代表取締役 小泉昭助

さんにお話を伺いました。

河内屋旅館の歴史は大変古く、創

業は今から327年前の元禄4年

（1691年）、当時の河内国（現在の大

阪府）から日光街道 越ヶ谷宿に来た

権兵衛という人が始めた旅籠が起源

で、小泉さんは14代目になります。

当時、この界隈には52件の旅籠が

あったそうですが、現在残っているの

は河内屋旅館1軒だけで、創業当時

から同じ場所で営業されています。

今回お話をお伺いする中で、小泉

さんが越谷市郷土研究会の渡邊氏

からいただいたという興味深い資料を

拝見することができました。「越ヶ谷宿

老舗・河内屋旅館の広告の移りかわ

り」と題するその資料から、安政5年

（1858年）に出版された江戸時代の

主要五街道を紹介したガイドブック

「五街道中細見記」に河内屋旅館が

広告を出していることが確認できたの

です。

その後、明治時代に出版された道

中記にも河内屋旅館の広告が見つ

かり、「今では広告を出すという発想

は当たり前だけれど、江戸や明治の

時代にこの発想は僕らでは考えられ

ない。斬新で素晴らしいものだと思う」

とにこやかにお話しくださいました。

当時と変わらず、現在でもビジネス

での宿泊客がメインです。「昔のよう

に仕事に来た人のために食事を提供

する宿屋は少なくなったが、うちは原

点が商人宿なので、それを守って

やっていきたい」と小泉さん。旅館を

継いだ60年ほど前、目の前の本町通

りには商店が立ち並び、お祭りも盛大

に行われていましたが、今では人手

が足りず、山車もなかなか出せない

現状があります。「伝統の上に新しい

ものを乗せていかなくては伝統は生

きない」と端々に寂しさを滲ませてい

らっしゃいました。

越谷で旅館業を営むことについて

伺うと、「越谷に東京のまねはできな

いので、宿場町 越ヶ谷らしく、 この地

にあったやり方が大事だと思っている

ので、河内屋は河内屋らしく今までの

伝統を守りながら営業していきたい」

とのこと。

今では、ほとんど息子さん夫婦が宿

を切り盛りをされていますが、小泉さん

も時々厨房に出て板前を務めていらっ

しゃいます。「代々続いてきたものなの

で自分の代でつぶすわけにはいかな

い。もうかる商売ではないがお越しくだ

さる方がいる限り続けていける商売だ

と思っているので、自分も頑張ってい

く」とおっしゃっていました。

【会社情報】
●創業　　　元禄4年（1691年）
●事業内容　旅館業
●所在地　　越谷市越ヶ谷本町 8-2
●電話　　　048-964-2076

有限会社 河内屋旅館

小泉 昭助 氏

プロフィール
江戸時代から続く老舗旅館の14代目
「越谷は越谷らしく」がモットー

代表取締役
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お 知 ら せ

こしがや産業フェスタ2018

開催日時 12月1日（土） 午前10時～午後4時
12月2日（日） 午前10時～午後3時

越谷の産業を一挙大公開

会 場 ： 越谷市立総合体育館（入場無料）

第17回第17回

商業・工業・建設業・サービス業・地場産業・農業の事業者等が一堂に会し、市民の皆様に、ものづくり・物産品・農産物
などの販売や自社ＰＲを行い、地域産業の活性化を促進していきます。ビジネスゾーンでは、企業間取引 （B to B）を
図り、出店事業者同士の企業間交流の場となっております。また、体験操縦型ドローン・VRイベントにて工業の技術に
触れることができます。市民や事業者の方々も楽しめるイベントとなっておりますのでご来場をお待ちしております。

こしがや鴨ネギ鍋

鴨ネギ鍋を購入された方に感謝の気持ちをこめて大抽選会を行い
ます。※鴨ネギ鍋購入時のチケットが抽選券となります。
12月2日（日）　午後2:00～　会場内特設ステージにて
（賞品　人気ゲーム機、電化製品、越谷市の物産品 他）

今年もやります！　直径2メートルの大鍋で作る地域特産品開発
プロジェクト。
12月2日（日）　午前10:00～　無くなり次第終了
直径2メートルの大鍋にて約5,000人分を作り、1杯200円で販
売します。今年は200食限定で鴨ネギカレー鍋を販売します。
また、50個限定でガーヤちゃん丼ぶりも飛び賞でプレゼント！

～食べて当てよう～　鴨ネギ鍋大抽選会

ステージイベント
会場内特設ステージにて出演団体の方々によるイベントを行います。
フラダンス・キッズダンスの踊りや、ジャズ・太鼓・吹奏楽の演奏など会
場を活気づけます！　鴨ネギ鍋大抽選会にて豪華賞品もあり、イベン
ト目白押しですので最後までお楽しみ下さい。（各種演奏会、各種ダ
ンス、サイエンスショー、事業所PR、抽選会等）

12/2
午前10:00～
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

・東武スカイツリーライン越谷駅東口から「総合公園」行き、または「いきいき館」行きバスで「総合体育館前」下車
・東武スカイツリーライン新越谷駅東口またはＪＲ武蔵野線南越谷駅南口から「東埼玉テクノポリス」行き、または「松伏ターミナル」行きバスで「総合体育館前」下車
・JR武蔵野線越谷レイクタウン駅から「タローズ本社前」行きバスで「総合体育館前」下車
※イベント内容等都合により変更する場合があります。
※詳しい内容は11月29日(木)新聞折り込み予定のこしがや産業フェスタ2018「おまつり通信」をご覧下さい。（朝日、読売、毎日等に折り込み）
●問合せ　こしがや産業フェスタ2018実行委員会事務局（越谷商工会議所内）　TEL.048-966-6111　当日問合せ 090-3097-9900

地場産業コーナー
伝統的地場産業ブースでは、お子様、親子で楽しめる体験
コーナーを設けています。
(だるまの顔描き体験、桐箱組立体験、越谷甲冑着用体験)

路上イベント
会場前道路にて路上イベントを開催します。
若者に人気の路上ライブやダンスショー、ハーレーダビッドソ
ンの展示・試乗会等のイベントや南越谷阿波踊りを実施し屋外
会場を盛り上げます。

農業生産品の品評会・即売
地元越谷で作られたさまざまな農産物の展示・即売を行い
ます。市内の農家さんが育てた自慢の品々を是非ご覧くだ
さい。

ドローン・VRイベント
● 日　時　12月2日(日)
● 場　所　ビジネスゾーン
● 内　容　①トイドローン操縦、VR無料体験会
　　　　　 ②ドローン空中撮影上映
　　　　　 ③最新ドローン展示

アクセス・交通 越谷市立総合体育館　〒343-0011 埼玉県越谷市増林二丁目33番地

• 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ください。

いつでも、どこでも、好きなだけ

経営に役立つ 無料のWEBセミナー

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

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・会場　お問い合わせください。
●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　12月20日（木）、3月20日（水） 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　12月6日(木)　10：00～16：00
●会　場　越谷商工会議所　2階会議室
●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　11月2日(金)、11月16日(金)
　　　　　12月7日(金)、12月21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　11月21日(水)、12月19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 

11月・12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。

11
月

12
月

11
月

2日
2日
12日
12日
13日
13日
14日
16日
18日
21日

（金）
（金）
（月）
（月）
（火）
（火）
（水）
(金）
(日）
（水）

議員地区懇談会（北地区）
正副会頭会議
建設業部会 幹事会
議員地区懇談会（南地区）
環境衛生業部会 視察研修
会員交流サービス合同委員会
議員地区懇談会（中地区）
商業部会幹事会・議員懇談会
第150回簿記検定試験
こしがや商人塾⑦

1日
3日
5日
7日
8日
20日
21日

21日

23日

（土）
（月）
（水）
（金）
（土）
（木）
（金）

(水）

(金）

第17回こしがや産業フェスタ2018（～2日（日））
工業部会正副部会長会議・議員会
環境衛生業部会 役員会
正副会頭会議
ＴＭＯチャレンジ講座 発表会
常議員会
女性会 生け花教室

越谷市長との懇談会
（越谷工業経営懇話会・工業部会共催）
こしがや水辺の祭典2018（～25日（日））

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

越谷市中央市民会館
劇場

越谷市中央市民会館
劇場

平成30年11月～平成31年1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
11月8日（木）
セミナー 10:00～16:00
交流会　16:20～18:00

越谷産業会館
働く女性の応援プロジェクト　キラキャリing！
実践セミナー＆ビジネス交流会  「もっと仕事が上手くいく！
ロジカルコミュニケーション＆スピーキング」

11月7日（水）
18：00～21：00

50名
500円

11月9日（金）
18：00～21：00

越谷市青色申告会　税務研修会 越谷税務署
個人課税部門担当官

11月12日（月）
14：00～16：00

150名
無料

11月13日（火）
15：00～1７：00

40名
無料

長沼マネジメント・サポート代表
長沼 フミ子 氏

11月16日（金）
18：00～21：00

若手社員セミナー＆交流会
（株）ＩＡＣ代表・中小企業診断士
秋島 一雄 氏
社会保険労務士
北澤 彩子 氏

11月19日（月）
14：00～16：00

60名
4,000円

（セミナーのみ2,000円）

越谷市市民活動
支援センター５階
活動室Ａ・Ｂ

越谷市市民活動
支援センター５階
活動室Ａ・Ｂ

コミュニティビジネスセミナー　入門編
女性・高齢者が活躍するビジネスの仕組みを考える

シゴトラボ合同会社　代表
桑原 　静 氏

30名
無料

12月11日（火）
14：00～16：00

コミュニティビジネスセミナー　応用編
コミュニティビジネスを成功させる起業のポイント
～計画作成から起業までの手順～

シゴトラボ合同会社　代表
桑原 　静 氏

12月12日（水）
14：00～16：00

30名
無料

越谷産業会館 徹底解説！事業承継税制活用セミナー

特許庁 総務部普及支援課 主任産業財産権専門官
片桐　 保 氏

1月28日（月）
14：00～16：00

50名
無料

　越谷市内にある宮内庁鴨場の「鴨」と越谷の特産品「ネギ」を組み合わせた「こしがや鴨ネ
ギ鍋®」が2005年に誕生し、現在は、市内のお店でも召しあがっていただけるようになりま
した。そのほか、手軽に家庭で味わっていただけるギフトセットの
販売や、越谷ねぎを使った料理を提供するお店も増えてきました。
　新しいホームページは、「こしがや鴨ネギ鍋®」と「越谷ねぎ料理」
のご当地グルメ情報発信チャンネルとして、店舗情報や提供メ
ニューのご案内、ギフトセットの販売情報など、スマートフォンやタ
ブレットからも、より見やすく、よりわかりやすくお知らせをしてい
きます。是非、ご訪問ください。

こしがや鴨ネギ鍋® ＆ 越谷ねぎ

消費税軽減税率制度研修会
（（公社）越谷法人会・越谷間税会共催）

越谷税務署
法人課税部門担当官

３００名
無料

初心者向け知的財産制度の概要、
活用方法、使える施策等について

6０名
無料

越谷市中央市民会館
5階 第4～6会議室 事業承継セミナー(埼玉縣信用金庫共催) 埼玉県事業引継ぎ支援センター 統括責任者

石川 峰生 氏

越谷産業会館

越谷産業会館

消費税実務対策セミナー 税理士・中小企業診断士
松永 智子 氏

60名
無料

日本商工会議所税制専門委員会学識委員 公認会計士
城所 弘明 氏

越谷産業会館 求人採用のコツと職場定着に向けた取り組み12月17日（月）
14：00～16：30

100名
無料

ホライズン・コンサルティング㈱
小林 　毅 氏

貴店のPRツールとしても是非ご活用ください。募集要項はホームページ
でご案内しています。詳細等お問合せは、下記までご連絡ください。
● 特産品担当 ： 地域振興課　関根 ・ 田中 （TEL 048-966-6111）

「こしがや鴨ネギ鍋®」と「越谷ねぎ料理」で、一緒に越谷市を盛り上げて
いただけるホームページ掲載飲食店様を募集しています。 ・ 会員事業所様は無料で掲載できます

・ メニューは5品まで掲載ができます
・ 店舗や料理の情報の訂正や追加も
  毎月行えます

ホームページリニューアルのお知らせ

掲載店
募集

※画面は開発中のものです。

https://www.kamonegi.jp
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お 知 ら せ

　おなじみ！ほっこり美味しい商店会グルメ屋台、ストリートライ
ブ、フラ＆キッズダンス、手づくりクラフト市などなど、楽しいイ
ベントが盛りだくさんです。さらに、地元アーティストを応援して
いる中央商店会サポートによる無料ＣＤ「越谷一番」（略してコシ
イチ）も配布。ＣＤリリース記念ライブも開催します！是非、ご家
族揃ってご来場ください。お待ちしています！

●日　時　11月11日(日）　10：00～16：00　※荒天中止
●場　所　越谷駅東口市道70007号線（通称まるなな通り）と
　　　　　ALCo越谷ショッピングスクエア周辺
●主　催　越谷中央商店会　　
●問合せ　越谷中央商店会事務局（越谷NSC開発㈱内）　
　　　　　☎048-960-1611

越谷中央商店会「第13回 まるななマーケット」開催します

●日　時　11月10日(土)　10：00～18：00
　　　　　11月11日(日)　10：00～18：00
●会　場　イオンレイクタウンmori　水の広場

　第２回は、こしがやブランド認定品やこしがや愛されグルメ認証品、い
ちごの加工品やねぎなど、越谷ならではの逸品の販売とＰＲを行います。
　両日は、埼玉県フェアのイベントも開催され
ますので、ご来場お待ちしております。
　イベント内容やチラシは、下記のイオンレイ
クタウンＨＰをご覧ください。
http://www.aeon-laketown.jp/sp/event/

第２回「越谷逸品フェア」を開催します!!

埼玉県フェアと同時開催！

※過去開催の様子です

※第1回　越谷逸品フェアの様子

※過去開催の様子です
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

※前回開催の
　様子です

●日　時　平成30年11月23日(金)　10：00～13：00
　　　　　（コースにより前後します）
●場　所　ＣＡＦＥ８０３、中心市街地の空き店舗物件
●内　容　第1部…創業経験者による座談会
　　　　   第2部…建築の専門家による「30分でわかる
　　　　　　　　  お店づくりのあれやこれや」
　　　　   第3部…空き店舗物件の見学
●定　員　20人（申込み順）

●参加費　無料
●申込み・問合せ　越谷市産業支援課 　☎048-967-4680

　消費税率の引き上げと軽減税率制度導入の2019年10月
まであと残り1年となりました｡
　制度が開始されると、日々の記帳の仕訳から請求書類の
様式変更、レジ受発注システムや納税の準備など対応すべ
きことは多岐にわたります。直前になって慌てないために、
このセミナーで消費税の基礎知識から消費税引き上げと軽
減税率制度導入後の対応について講師がわかりやすく説明
いたします。この機会に消費税制度について今一度確認し
てみませんか。

●日　時　11月19日(月)　14：00～16：00
●会　場　越谷産業会館　1F集会室
●定　員　60名（定員になり次第締切り）
●受講料　無料
●講　師　松永　智子氏
　　　　　（税理士、中小企業診断士）
●申込み　電話または申込書（10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

2019年に向けて今取り組むべきこと！ 全事業者必見！！「消費税実務対策セミナー」
消費税軽減税率対策窓口相談等事業

日光街道越ヶ谷宿 第６回宿場まつり開催します

●日　時　11月18日(日)　10：00～16：00　
　　　　　※荒天中止
●場　所　越谷駅東口、旧日光街道沿い及びその周辺
　　　　　（ふれあい公園から大沢橋まで）
★メインイベントは「早かごレース」！
　宿場町の趣残る街なみを、かご担ぎ手2名、かごに乗
る人1名のチームが駆け抜けます。タイムを競う体力自
慢のチームやパフォーマンス賞狙いの仲良しチームなど
約20チームが出場予定。沿道からぜひ声援を送ってくだ
さい！

★イベント盛りだくさん！
　模擬店、フリーマーケット、市民劇団「コシガヤン」ミュー
ジカル、スポーツ鬼ごっこ、ぬりえコンテストなどなど。
●問合せ　越谷商工会議所　宿場まつり事務局

創業経験者座談会＆空き店舗物件見学ツアー

～ＮＥＸＴ商店街プロジェクト～

●日　　時　12月6日(木)　14：00～16：00
●会　　場　越谷コミュニティセンター　小ホール
●説明内容　１．決算書作成の注意点
　　　　　　２．青色申告特別控除の説明
　　　　　　３．電子申告（e-Tax）の説明

●持ち物　① 筆記用具
　　　　　② 青色申告会会員手帳
※本説明会にて､決算書の控えを配布いたします｡

平成30年度 青色申告決算説明会
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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）9月度調査報告

　9 月の全産業合計の業況 DI は、▲16.0 と、前月から▲1.2 ポイントの悪化となりました。台風 21 号や北海道胆振
東部地震、全国的な異常気象の影響が大きく、宿泊業や飲食業を中心とするサービス業や小売業、卸売業を中心に業
況が悪化しました。建設業や産業用機械、自動車、電子部品関連は堅調なものの、燃料費・原材料費の上昇や深刻
な人手不足、根強い消費者の節約志向を指摘する声は依然として多く、業況改善に向けた動きには足踏み状況がみら
れます。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲14.9（今月比＋1.1 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、生産・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
響に加え、自然災害に伴うインバウンドを含む観光需
要への影響の長期化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）

QUICK SURVEY OF 
LOCAL
BUSINESS
OUTLOOK 

11月は「労働保険適用促進強化期間」です

　労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の総称で、政府が管理運営している強制加入の保険制度です。
　労働者が業務上負傷した場合や、失業した場合等に必要な保険給付を行っています。
　労働保険は、原則として労働者を一人でも雇用していれば加入手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。
　まだ、加入されていない事業主の方は、速やかに加入の手続きを行うようお願いいたします。
　なお、手続指導及び加入勧奨によっても、自主的な加入手続きを行わない事業主に対しては、強制的な加入を含め
た対策を実施しています。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

・春日部労働基準監督署　　　☎ 048-735-5226
・越谷公共職業安定所　　　　☎ 048-969-8609
・埼玉労働局労働保険徴収課　☎ 048-600-6203

　商工会議所では、会員サービスとして労働保険料申告・納付をはじめ雇用保険手続きなどの事務代行を行ってお
ります。（別途事務委託手数料がかかります）事務代行については労働保険担当（☎048-966-6111）まで

平成30年10月1日から
埼玉県最低賃金（時間額）898円　※27円引き上げられました。
　埼玉県最低賃金は、県内で働くすべての人に適用されます。
※業種によっては特定（産業別）最低賃金が適用されます。
【お問合せ先・相談窓口】
埼玉労働局賃金室　　　　　　　　　（☎ 048-600-6205）
埼玉県最低賃金総合相談支援センター（☎ 0120-310-394）

必ずチェック！

最低賃金
必ずチェック！

最低賃金

10100

500
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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。当会議所職員が商工会議所のご説
明、加入手続きのご案内をさせていただきます。（担当 総務課 西口  ☎ 048-966-6111）

いちご

いちえ
♪

♪

　消費税率引き上げと軽減税率制度導

入の2019年10月まで1年をきりま

した。

　軽減税率制度の下では、消費税率が

2つになるため、「適用税率ごとに区分

した消費税額の計算」及び「商品ごとの適用税率及び

その合計額を記載した請求書等の発行」といった新た

な作業が必要となります。

　「適用税率ごとに区分した消費税額の計算」につい

ては、特に軽減税率対象品目の酒類・外食を除く飲食料

品の理解が不可欠です。また、テイクアウトか外食に

よって税率も変わってきます。飲食業、小売業はもちろ

んの事、他業種についても接待交際費に影響を及ぼす

と思っております。

　「商品ごとの適用税率及びその合計額を記載した請

求書等の発行」については区分記載請求書等保存方式

が実施され、軽減税率の対象品目である旨、税率ごと

に合計した税込対価の額の記載が必要となってきま

す。区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日ま

でとされ、代わりにインボイス制度が実施され、理解

しなければなりません。

　レジの変更や事務負担の増加、会計システム、納税計

算方法等、改正による実務への影響は計り知れません。

　商工会議所では、消費税率の引き上げと軽減税率制

度導入を理解して頂く為、セミナーを

実施しておりますのでぜひ、ご活用く

ださい。

中小企業相談所　企業支援課

経営指導員　井原　正人

（順不同・敬称略）平成30年度9月にご加入いただいた29社の皆様です。

（有）渋谷製作所
冨澤商店
(有)日真堂
中村
(株)三剛建設
トータルビューティサロン　SEPTY
（株）福祉葬祭
橋本興業
（株）MATCH
（株）フリーサイエンス　代理店
マリッジサロン mariage
オフィス　アイ・ティー・オー
テイクアウト　花栗のｙｏｕ
大利根（株）
エナカフェ
おやつ工房　ひびのや
（株）磯トータルサービス
豊島
（株）Athlete
（株）荒井設備
カーブス越谷東口
みやざき歯科
（医）ハッピースマイル　北越谷歯科
J－TRANS
北斗空調設備
（株）ナチュラルハウス
（株）第一架設
丸喜興業（株）
DEVI（株）

春日部市銚子口
越ケ谷本町
東越谷
川柳町
草加市栄町
増森
東越谷
大里
東越谷
蒲生
神明町
大沢
蒲生
幸手市円藤内
蒲生旭町
袋山
宮本町
レイクタウン
瓦曽根
大林
越ケ谷
北越谷
北越谷
東越谷
七左町
蒲生旭町
北越谷
赤山町
大沢

鋼構造物工事業
酒・調味料小売
仏壇、神仏具販売
住宅足場、架払い
土木工事全般
ビューティサロン
葬祭業
足場設置解体
雑貨卸売、物流コンサルティング
浄水器、シャワーヘッド販売
結婚相談所
コンサルタント業
家具販売
中古機械卸売業
喫茶店
菓子、パン製造販売
保険代理店
ライター、テレビ出演、イベント出演
リサイクル業
土木、水道工事
介護予防、健康体操
歯科医院
歯科診療
軽貨物運送業
空調設備
建設業
足場架設工事業
塗装工事業
飲食店（カレー屋）

事業所名 代表者氏名 住　所 業　種

※9月末会員数　5,344事業所

渋谷　幸生
冨澤　康雄
鈴木　貞夫
中村　貴行
松江　茂雄
関根沙代香
吉田　　高
橋本　正宗
荒木　寿夫
臼井　徳夫
佐藤　美絵
伊藤　和志
武居　舟司
DAO NGOC LINH
髙松　毅彦
渡邉　裕子
磯　　和典
豊島　俊介
川端留美子
荒井　昌和
大澤　　希
宮﨑　久継
徳永　佳嗣
髙橋　淳一
佐藤　寿貴
永田　雅士
藤林　大樹
小森谷晃一
カレル・デヴィ・ラム

9月11日（火）、ひととのやカントリー倶楽部（栃木県）にて、31名が参加し、サービス業
部会・環境衛生業部会合同の親睦ゴルフ大会が開催されました。当日は暑さも和らぎ、
ゴルフ日和のなかコースを回りました。部会相互の交流を図ることができ、今回は女性ベ
スグロ賞がつくられ、表彰式も盛り上がりました。

サービス業部会・環境衛生業部会合同　親睦ゴルフ大会　開催報告

優勝　齊間 富雄様　●ベスグロ賞　加地 昭俊様　●女性ベスグロ賞　八木橋 洋子様
おめでとうございました！
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建設業許可について
○埼玉県行政書士会越谷支部　提供

【建設業許可の現状】
　建設業許可というと1件の請負金額が500万円以上の場
合に必要となるイメージがありますが、近年ではコンプライア
ンス遵守の観点から、1件の請負金額が500万円以上でなく
ても受注先の企業から建設業の許可が要求されることが増
えてきています。

【建設業の許可が必要になる場合とは】
　建築一式で1件の請負代金が1,500万円未満の工事か、請
負代金にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
は許可が不要です。
　建築一式以外の工事で1件の請負代金が500万円以下の
工事には許可が不要です。
　それ以外の工事は建設業の許可が必要です。

【業種別に許可が必要】
　解体工事が追加され現在は29業種に分類されています。

【知事許可か大臣許可か】
　埼玉県内だけに営業所を設ける場合は埼玉県知事の許
可が必要です。埼玉県内と他の都道府県に営業所を設ける
場合には国土交通省の大臣許可が必要になります。

【一般建設業許可と特定建設業許可】
　元請け工事1件につき合計4,000万円以上（建築一式工
事については6,000万円以上）の工事を下請けに出す場
合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。下請
けに出さない場合は一般建設業の許可を受けることにな
ります。

【許可を受けるための要件】
①経営業務管理責任者としての経験を有する者がいること
②専任の技術者がいること

③請負契約に関して誠実性があること　
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用
　があること
⑤欠格要件に該当しないこと

【経営業務の管理責任者の要件が許可を受けようとす
る業種以外の経験が7年から6年に緩和されました】
　これまで、経営業務の管理責任者の要件は許可を受けよ
うとする業種以外の経験は7年必要でしたが、6年でも要件を
満たすようになりました。

　許可を受けようとする業種での経営業務の管理責任者と
しての経験が5年以上認められなかったとしても、別の業種で
6年の経験があれば認められることになりました。
　許可を受けようとする業種の経験は今まで通り5年です。

【営業所の要件の確認資料として営業所の写真が必
要になりました】
　これまで埼玉県では営業所の写真は必要ありませんでし
たが、これからは営業所の写真が必要になりましたので注意
が必要です。
　営業所の写真は申請者の看板が入った外観2枚以上、申
請者の名称が表示された郵便受け1枚以上、内部の状況2枚
以上が必要です。
　ポイントは外観は看板が設置されていること、内部状況
は、固定電話が設置されていることです。
  建設業許可に関することは埼玉県土整備部建設管理課ま
たはお近くの行政書士にお問い合わせください。

埼玉県行政書士会越谷支部　五傳木　雅

7年

6年

1年
短縮
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　島根県出雲市郊外の丘陵地に「出雲土建株式会

社」という社名の中小企業がある。現在の主事業は

社名の通り、建設工事や土木事業、さらにはグルー

プ会社である「出雲カーボン株式会社」と共同で進

めている、木材チップの炭化事業などである。

　近年、同社がとりわけ注目されているのは、新規

事業である「高機能調湿木炭」の開発・生産であ

る。高機能調湿木炭は、『炭八（すみはち）』とい

う商品名でブランディングされた、近年の住宅にお

いて最大級の課題である湿度の調整と臭い消しを同

時に解決する優れものである。

　同社はもともと、土木建設であり、公共工事一辺

倒の企業であった。しかし公共工事の大幅な縮減

で、事業の多角化に乗り出したのだが、そのほとん

どが失敗し、一時は倒産の危機にひんした。経営が

今にも沈みそうな泥船状態で、大半の幹部社員が同

社に見切りをつけ離職する中、最後まで残った幹部

社員の１人が、現社長の石飛裕司氏であった。石飛

氏は泥船状態であるにもかかわらず、「辞めずに頑

張っている社員やその家族の生活を何としても守ら

ねば……」と再建を引き受けた。それから文字通り

命懸けの再建を行ってきたのである。

　土木建設事業で培った技術やノウハウを生かす新

事業を模索している中で、現代の多くの住宅は結

露・カビ・ダニ・白アリ・シックハウスなどの問題

を抱え、これが原因でアトピーやぜんそくが起きて

いると関係者から聞いたことがきっかけになり、

『炭八』が誕生したのである。

　石飛氏は、建設会社としてこうした問題を解決す

ることで、世のため・人のために貢献しようと考え

た。そして、その分野で知見の豊富な島根大学の医

学部や総合理工学部などと共同研究をスタートさせ

るに至ったのだ。

　苦節10年、ついには『炭八』の開発に成功した。

これを住宅の床下や天井裏、あるいは壁の中に敷設

すると、小児ぜんそくで薬ではなかなか改善しな

かった子どもたちやアトピーで困っている人々か

ら、症状が軽くなった、良くなってきたとの報告が

増え、今現在、全国各地から注文が相次いでいると

いう。

　倒産寸前の企業が見事によみがえった最大の要因

は、自身の給料を一番低い社員と同額にし、「社員

とその家族の命と生活を守らねば……」と、この

間、血のにじむ努力をしてきた石飛氏の“背中と心で

示すリーダーシップ”である。「問題は、自分ではな

く環境」と言い張る企業経営者には、この経営者と

しての石飛氏の“姿勢”を大いに学んでほしいもので

ある。

頑張る出雲の高機能調湿
木炭メーカー  出雲土建

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
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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 ❖

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

　すべての法人事業所は、厚生年金保険・健康保険制度への加入が法律で義務づけられています。役員ひとりでも常時
勤務し、報酬が発生している場合、加入が必要です。厚生年金保険、健康保険制度は年金や医療の給付などを通して事
業所で勤務される方の生活を支えるものです。従業員の福利厚生の一環としても必ず加入しましょう。
　手続きがお済みでない場合は、越谷年金事務所へ速やかに届出をお願いします。くわしいことは越谷年金事務所へお
問い合わせください。　☎048-960-1190（音声案内 3）

社会保険制度の加入はお済みですか

～越谷警察署からのお知らせです～

皆さん！だまされないで！皆さん！だまされないで！
家族の皆さんも注意！

カードを手渡す詐欺が多発！
家族の皆さんも注意！

カードを手渡す詐欺が多発！

　還付金がある、あなたのカードが不正に使われている等の理由
で キャッシュカード を騙し取られる被害が多発しています。
　市役所、金融機関、警察官が電話等で暗証番号を聞いたり、
キャッシュカードを取りに来たりすることはありません。

融資保証詐欺 安易に融資を
申し込まない！

こんなファックスや電話が来たら要注意！
実際は融資しないのに高額融資をだしに保証金や手数料名目でお金をだまし取る詐欺です。

警察では、企業に対する防犯講話も実施しております。
詳しくは越谷警察署まで！　☎048-964-0110

声掛けで声掛けで詐欺撃退！詐欺撃退！
家族のこまめな連絡が
被害を防ぎます

保証人不要・無担保で、保証金（手数料）を振り込めば高額融資します

保証人不要・無担保で
高額融資します

キャッシュカードを渡さない！暗証番号を教えない！
※家族の方にも伝えてください

～あなたの家族、大丈夫ですか？～ 絆
きずな

家 族 のの家
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今月号から本誌の編集を担当することとなりました。入職してから 1 年半ほど経ちましたが、
未だ商工会議所の業務全般を把握するには至らず、不安を抱えてのスタートとなりました。皆様
のためになる情報をわかりやすくお伝えできるよう、私もこの仕事を通じて学んでいきたいと
思っておりますので、今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします。

　世界待望！ 伝説のバンド ＜クイーン＞ のフレディ・
マーキュリーの華やかな成功と波乱万丈の人生を描く。ク
イーンのブライアン・メイとロジャー・テイラーが音楽総
指揮を務め、32もの不朽の名曲が主としてフレディの歌
声で甦り、心臓に鳥肌がたつほどの感動を呼び起こす。
　11月、悩める者、弱き者に捧げる、ミュージック・エ
ンターテイメント開幕！

　離婚寸前の仮面夫婦の元に、ある日突然届いた知らせ。
「娘がプールで溺れた̶」。愛するわが子は意識不明のま
ま、回復の見込みはないという。深く眠り続ける娘を前に、
奇跡を信じる夫婦は、ある決断を下すが、そのことが次第に
運命の歯車を狂わせていく̶。
　稀代のベストセラー作家・東野圭吾作家デビュー30周年
を記念して書かれた話題の小説 「人魚の眠る家」を、『明日
の記憶』『TRICK』『天空の蜂』の堤幸彦監督が実写映画化。

（C） 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation.  All rights reserved. （C）2018「人魚の眠る家」製作委員会

公 開
11/9 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
11/16 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11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　あわ、バブル
4　ハンド、ボーイ、マーク
5　赤でもロゼでもないブドウ酒
7　オープン、サイド、キャンピング
8　牧場などで飼う牛や豚など
10　鼻で感じるかぐわしいもの
12　的を狙って、手で矢を投げます
13　へつらうために売るもの
14　小麦粉をまぶした魚のバター焼き

1　英語で「シーライオン」と呼ぶ海の動物
2　仲買人のこと英語で？
3　葉っぱはカイコの餌
4　公園などにある長椅子
6　船が停泊する時に下ろす
9　芭蕉の句、物言えば…どこが寒い？
11　幼児の言葉で頭のこと
12　昆布や煮干しからとります
13　大にしたり、弾ませたり、潜めたり

1

65

8 A

B

7

13

E

11

14

C

A B C D E

10

9

2 43

◎ 10月号のクロスワードパズルの答えは「サンゼンイン」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12月号をご覧ください。
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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11月1日

掛金は月1,000円から　 　　  掛金月額は1,000円～70,000円まで設定できます（500円単位）。
高い節税効果！　　　　　 　  掛金全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除ができます。
満期・満額はありません。 　　　共済金は主に退職・廃業時に請求できます。
共済金の受取は、一括では「退職所得扱い」、分割では「公的年金等の雑所得扱い」となります。

経営者の退職金 小規模企業共済制度  ～退職後のゆとりある生活のために～

「もしも」の時の資金調達 経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）

掛金は月5,000円から
高い節税効果！
最高8,000万円まで借入可能

借入は無担保・無保証！
解約手当金を受け取れます！

掛金月額は5,000円～200,000円まで設定できます（1,000円単位）。
掛金は税法上、損金（法人）または必要経費（個人事業）に算入できます。

共済金貸付額の上限額は 「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金
総額の10倍に相当する額（最高8,000万円）」 のいずれか少ない額です。

自己都合の解約でも掛金を12ヵ月以上納めていれば掛金総額の8割以
上、40ヵ月以上納めていれば掛金全額が戻ります。

〈問合せ〉　　越谷商工会議所　企業支援課
　　　　　　又は、独立行政法人中小企業基盤整備機構（http://www.smrj.go.jp/kyosai/） 
　　　　　　共済相談室・コールセンター　TEL : 050-5541-7171

取引先の突然の倒産が原因で経営悪化の危機に直面したときに貸付けを受けられる共済制度です。

　個人事業主（共同経営者を含む）や会社等の役員の方が事業をやめたり退職した場合に、生活の安定や
事業の再建を図るための資金を積み立てて準備する共済制度です。

安心経営  賢い節税

ポイント

ポイント

申込みは「こしがやブランドショップ」ホームページから申込みは「こしがやブランドショップ」ホームページから

11 月 20日（火）～注文受付開始
12月   1日（土）～順次発送

11月30日（金）～注文受付開始
12月15日（土）予定～順次発送

山東菜漬

こしがや鴨ネギ鍋ギフトセット

注文期間　11月 30日（金）～ 20日（木）
配送期間　12月25 日（火）～ 30日（日）

太郎兵衛もち

こしがや鴨ネギ鍋ギフトセットこしがや鴨ネギ鍋ギフトセット

※こしがや鴨ネギ鍋ギフトセットは商
工会議所窓口、FAX（※所定用紙
あり）でも注文を受付けます。
※注文や発送（配送）期間は、商品に
よって異なります。
ほかにもネットから市内特産品の越
谷いちごの森、こしがや苺いち笑（い
ちごいちえ）、慈姑（くわい）サブレ、
越谷っ子、越谷大地の子、越谷ふあ
り（6種）、越谷ずんだ饅頭、ガーヤちゃ
んサブレ、かけジャム、伝統工芸品
などの５色だるま、桐の正座椅子、
籠染灯篭が購入できます。

ネットから簡単購入
できます

市内特産品の「冬限定商品」販売がスタート!

http://store.shopping.yahoo.co.jp/koshigaya-brand/http://store.shopping.yahoo.co.jp/koshigaya-brand/URL




