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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

「働き方」が変わります！！ 
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

埼玉県行政書士会越谷支部提供
 「障がい福祉サービス事業（就労継続支援事業）指定申請」

企業の新しい取り組み応援します！！
「経営革新計画支援事例集2015～2018」在中（当所会員企業P14～16）

［ 輝く越谷人 インタビュー ］

越谷にはバスケがある！
越谷初のプロバスケットボールチーム 「越谷アルファーズ」
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桃の里　広重描く　越谷の宿　
　越谷の花といえば、「梅」。しかし、江戸時代は「桃」だった

のです。江戸の人たちの花見は、「桜」が小金井、「梅」は横

浜の杉田、「桃」が越谷でした。当時の越谷は、大房あたり

から松伏まで桃の木が連なり、花が咲くと越谷の空は一

面、ピンクに染まったというくらいだったそうです。その桃

の実を江戸で売ったのが「千疋屋」さん、絵を描いたのが

浮世絵師・広重。今までは、この絵は「二代目・広重」の描

いたものと言われていましたが、今回、所有されている東

京都立中央図書館に商工会議所が確認されると、初代・

広重のものであることが判明しました。広重の富士三十六

景に入る名画であるのは、うれしいことです。
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「越谷アルファーズ」

無料相談／3月・4月の予定一覧

お知らせ

個人事業主 確定申告相談のご案内／

LOBO調査

「働き方」が変わります!!

新入会員紹介／一期一会

『障がい福祉サービス事業（就労継続支援事業）

指定申請』について

「人のため自然派給食を展開するセントラルフーズ」

パズル／今月のおすすめ映画／編集後記

「歌川広重　富士三十六景　武蔵越がや在　（東京都立中央図書館特別文庫室所蔵）」



〈今月の表 紙〉

KOSHIGAYA-B I TO

今回ご紹介させていただく『越谷

アルファーズ』は、埼玉県越谷市を

ホームタウンにB3.LEAGUEで活

躍する男子バスケットボールチーム

です。

前身は1997年に誕生した『大塚

商会アルファーズ』。2018-19シー

ズンよりチームをプロ化し、現在は

（株）フープインザフッドアルファーズ

事業部が運営しています。

チーム名の『アルファーズ』は、

チームの母体だった大塚商会の商

品名や関連会社の社名にα（アル

ファ）が多く使われていることが由来

で、越谷市の地域活性化の+αの存

在となれるように、名前を引き継ぎま

した。

今シーズンはファーストステージを

1位通過、レギュラーシーズン3位と

いう好成績（2月5日時点）。念願で

あるB2.LEAGUEへの昇格へ向け

て、ここから負けられない熱い戦いが

続いていきます。昇格するためには、

3シーズンで総合1位の獲得、2種の

ライセンス取得が必要となり、条件を

満たすとB2.LEAGUE最下位チー

ムとの入替戦に挑戦できるそうです。

オフシーズン（6月～9月）には、越

谷市の学生を対象にクリニック（バス

ケットボールの技術指導）を開催。小

学生・中学生・高校生ごとに、熱く楽

しい指導や競技の普及に尽力され

ています。越谷市だけでなく、行田市

や蓮田市からも依頼を受け、未来の

選手たちとたくさんの親交を深めて

いらっしゃいます。

また、本年度より「こしがやの未来

を創る魅力宣伝大使」に就任。「この

名前に恥じないよう、より一層、越谷

の地域活性化への意識が高まりまし

た」とお話しくださいました。

この他にも、市内小学校の授業と

して、保護者を含めた400名へ選手

とコーチの生い立ちやバスケットボー

ルへの思いを講演されたり、ビーチ

ボール大会・幼稚園運動会・新年マ

ラソン等、多競技の大会にも参加さ

れ、ますます存在感を光らせていま

す。今後も活躍が期待される『越

谷アルファーズ』。是非、試合会場

へ足を運んでみてください。

【会社情報】
越谷アルファーズ
●運営事務局
（株）フープインザフット アルファーズ事業部
●所在地　　越谷市弥生町 17-1
　　　　　　越谷ツインシティA-204
●電話　　　048-960-1033
●URL　http://www.koshigaya-alphas.com/

越谷アルファーズ

プロフィール
越谷市に活動拠点をおく
バスケットボールクラブ
越谷市立総合体育館をホームアリーナ
とし、B3.LEAGUEで活動中

今後の試合日程
3 月   9 日（土）  13:00 試合開始　獨協大学　　　　　　vsアイシンAWアレイオンズ安城
3月 10日（日） 11:00 試合開始　獨協大学　　　　　　vsアイシンAWアレイオンズ安城
3月 16日（土） 15:00 試合開始　越谷市立総合体育館　vs 埼玉ブロンコス
3月 17日（日） 10:00 試合開始　越谷市立総合体育館　vs 埼玉ブロンコス
3月 23日（土） 15:00 試合開始　文教大学　　　　　　vs 岩手ビッグブルズ
3月 24日（日） 13:00 試合開始　文教大学　　　　　　vs 岩手ビッグブルズ

青野ヘッドコーチ
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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　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　3月7日（木）、4月4日（木） 10：00～12：00
●会　場　越谷産業会館　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　3月15日（金）、4月5日（金）、4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　3月20日（水）、4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 

3月・4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。
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月

4
月1日

3日
4日
6日
8日
11日
12日
18日
19日

(金）
(日）
(月）
(水）
(金）
（月）
(火）
（月）
(火）

第7回越ヶ谷宿の雛めぐり(2月26日～3月3日)
正副会頭会議
珈琲の日 ～こしがや珈琲街道～
経済産業省 補助金説明会
経営力向上セミナー(武蔵野銀行共催)
環境衛生業部会 講演会
工業部会 正副部会長会議・議員会
企業の外国人材活用セミナー
こしがや創業支援セミナー
第6回通常議員総会

5日
8日
15日
18日
20日
21日

（金）
(月）
（月）
(木）
(土）
（日）

正副会頭会議
工業部会 正副部会長会議
常議員会
建設業部会 幹事会
Koshigaya ASYLUM 2019(～21日)
第14回まるななマーケット

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

第6回 通常議員総会を開催します
●日　時　平成31年3月19日（火）　15：00より
●会　場　越谷コミュニティセンター ポルティコホール
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koshigaya-asylum.com/2019-1/ 昨年の様子

4月21日(日) 10時～16時は
「越谷中央商店会まるななマーケット」が同時開催！
商店会グルメの屋台なども多数出店しますので、

ぜひご来場ください。

☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

人材の獲得が難しくなっています。特に、将来の経営幹部になる大卒の優秀な人材は募集しても応募はほぼありません。
外国からの高度人材の採用に注目が集まっています。中小企業での事例を踏まえ、具体的に活用のポイントをお話します。

●日　　　程　4月16日(火)、23日(火)、24日(水)、25日(木)、26日(金)
●会　　　場　セミナーガーデン 3階会議室　越谷市東町(あずまちょう)2-65-2
●基本検診料金　11,800円(1名・消費税込)
　　　　　　　基本検診の他に各種オプション検査があります。詳しくは越谷商工会議所だより2月号またはホームページをご覧ください。
●問　合　せ　総務課　西口

平成31年3月～4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

越谷市中央市民会館
5階 第4～6会議室

3月4日（月）
18：00～20：00 経済産業省　補助金説明会

関東経済産業局 職員
越谷市産業雇用支援センター 二番館コーディネーター
堀口 隆広 氏

100名
無料

３月８日（金）
18：00～19：30

越谷コミュニティセンター
欅の間

健康経営セミナー 「超高齢化社会も怖くない！
社長も従業員も100歳まで元気に働くために」

整体師・気功師
古久澤 靖夫 氏

60名
無料

（株）武蔵野銀行 越谷支店
会議室

3月6日（水）
18：00～20：00

補助金を活用して業績UP！
経営力向上セミナー

（株）ウィルパートナーズ 代表取締役
辺見 香織 氏

30名
無料

３月18日（月）
18：00～20：30

越谷産業会館
多目的ホール こしがや創業支援セミナー ジャイロ総合コンサルティング（株）

渋谷 雄大 氏
30名
無料

生活習慣病予防健診実施のお知らせ

●日　時　3月12日(火)　14:30～16:30
●会　場　越谷商工会議所(越谷産業会館)　多目的ホール
●定　員　30名(先着順)
●参加費　無料
●講　師　宮川 邦夫 氏　（公財）埼玉県産業振興公社　取引振興部海外ビジネス支援グループ　チーフアドバイザー
●事　例　発表者：吉野電化工業株式会社　専務取締役　吉野 正洋 氏
●申　込　会報同封チラシまたは会議所ホームページより申込書をダウンロードのうえＦＡＸにてお申込みください。
●問合せ　中小企業相談所　企業支援課(中川・小梶宛)　☎048-966-6111

「企業の外国人材活用セミナー」 ～事例から見る活用のポイント～ 開催のご案内

今、全国的にも注目されている街フェス「ASYLUM（アサイラム）」！沖縄県那覇市、福島県いわき市につづき、3か所目とな
るのは、ここ、越谷です！越谷駅東口周辺の飲食店やライブハウス、駐車場等がライブ会場となり、約80組の実力派アーティ
ストがライブを行います。各会場でほぼ同時にたくさんのライブが行われ、音楽とアートでまちが溢れる2日間です。チケット
は好評発売中！出演アーティストやタイムスケジュールは、順次下記ホームページでお知らせしますので、お楽しみに！

●開催日　4月20日(土)・21日(日)
●場　所　越谷駅東口周辺の飲食店、ライブハウスなど
●問合せ　koshigaya.asylum@gmail.com
●主　催　Koshigaya ASYLUM 2019実行委員会

音楽とアートの小さな街フェス☆「Koshigaya ASYLUM 2019」開催決定！
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個人事業者 確定申告のご相談を受付中です
～消費税確定申告は 3月18日 ・ 19日・ 20日にご相談をお願いいたします～

●日　時　3月15日（金）まで　（土・日曜日は閉所）
　　　　　9時30分～11時30分・13時～15時30分
　　　　　（12時～13時は昼休み）
　　　　　※e-Tax代理送信書類受付期間 
　　　　　　3月8日（金）まで

●場　所　越谷産業会館　１階集会室

●日　時　3月18日（月）・19日（火）・20日（水）
　　　　　9時30分 ～11時30分・ 13時～15時30分
　　　　　（12時～13時は昼休み）
●場　所　越谷産業会館　１階集会室
●お持ちいただくもの
　・ 平成27・28・29年分の所得税確定申告書、決算書の 控え
　・ 平成28・29年分の消費税申告書の控え
　・ 平成30年分の資産等の買取について金額の記載された書
　　 類、雑収入について月日及び金額の記載されている書類
　・ 印鑑、電卓、その他必要書類

確定申告書類一式は送付されません
　申告書類一式の代わりに税務署より｢平成30年分の確定申告のお知らせ｣の通知書（ハガキまたは封書）が送付されます｡こ
ちらには､予定納税や口座振替による納付の有無､消費税の簡易課税選択の有無など確定申告書の作成に必要な情報が記
載されております｡確定申告のご相談の際には必ずお持ちいただくようお願いいたします｡

確定申告でのマイナンバー（個人番号）の記載について
①提出する際には番号法に定める納税者本人確認のため、次の書類を添付します。いずれも納税者本人のものです。
　◆マイナンバーカードをお持ちの方　　　
　　　マイナンバーカードの写し（両面）
　◆マイナンバーカードをお持ちでない方　
　　　個人番号の確認（住民カードまたは住民票（番号付）等の写し） ＋ 身元確認書類（運転免許証またはパスポート等の写し）
　※上記書類の写しはご自身でコピーを取ってお持ちください。会場内や会議所では個人情報漏洩防止のため、コピーできません。
②納税者本人の他に、事業専従者、控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。ただし、上記確認書類は不
　要です。納税者が確認してください。

個人事業主 所得税確定申告指導・受付 個人事業主 消費税確定申告指導・受付

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）1月度調査報告

　1 月の全産業合計の業況 DI は、▲16.0 と、前月から▲0.3 ポイントのほぼ横ばいです。民間工事や設備投資、自動車関連を中
心とした生産、インバウンドを含む観光需要は堅調に推移しました。他方、根強い消費者の節約志向に加え、暖冬により冬物商材
の動きが鈍く、売上が伸び悩んでいるとの声も聞かれ、小売業の業況感が悪化しました。人手不足の影響拡大や原材料費の高止ま
りが足かせとなっており、中小企業の景況感は足元でほぼ横ばいの動きとなっています。
　先行きについては、先行き見通しDI が▲17.3（今月比▲1.3 ポイ
ント）と悪化を見込むものの、「好転」から「不変」への変化が主因です。
個人消費の拡大やインバウンドを含めた観光需要拡大、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、原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁遅れ、貿
易摩擦の激化、世界経済の動向、消費増税の影響など不透明感が
増す中、中小企業の業況感は慎重な見方が見られます。

※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 

お 知 ら せ
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

72019 vol.36



いちご

いちえ
♪

♪

　未だ寒い日が続いていますが、こ

の寒さが過ぎれば桜咲く季節もあっ

という間に訪れます。

　この時期は確定申告の提出期間に

なりますが、こちらも後半に差し掛かります。

　昨年度から申告書一式を商工会議所等の関係機

関へ取りに来て頂く必要があるので、今まで以上に

事前の準備が大事になっています。確定申告で気に

なること、心配なことがあれば、お早めにご相談を

頂ければと思います。

　私は記帳専任職員として、所得税、消費税の申告

書の作成支援で1年を通して最も忙しい時期になり

ます。

　健康管理に気を付けて風邪に

負けず頑張っていきます。

中小企業相談所　企業支援課

記帳専任職員　齋藤 博文

（順不同・敬称略）平成30年度1月にご加入いただいた33社の皆様です。
事業所名 代表者氏名 住　所 業　種 所属部会

※1月末会員数　5,354事業所

神代　　茂
池上　晃司
井上　祥二
新井　文彦
田中　　潤
室井　健次
髙山　仁美
渡辺　喜久
飯田　友啓
小松本幸夫
小野田光伸
橋本　了一
上杉　幸弘
鈴木　英一
高橋　俊之
須賀　一敬
千葉　健悟
村上　裕斗
川田　陽平
川向井浩尚
浅野　弘志
中頭　　翔
島方ひろ美
古川　亮一
中埜　雄基
左近　　仁
中野　陽一
藤川　裕貴
村越　光正
北島　幸久
濱村　秋男
小林　高栄
谷塚　千紘

新築工事、リフォーム工事、不動産業
接骨院
飲食業（寿司屋）
建築設計事務所
保険業
不動産業
特定施設介護付有料老人ホーム
コンビニエンスストア
コンビニエンスストア
コンビニエンスストア
学習塾
鉄工業
文具企画製造卸
大工工事
タバコ製品のマーケティング・販売促進
中古自動車販売業
飲食業（ステーキ屋）
屋根工事
外壁工事
食品用機械卸売及び修理
大工工事業
太陽光産業
葬儀施行
塗装工事
コンビニエンスストア
業務システム作成
ネット販売業、不動産
美容院
オートバイ販売・修理
飲食店（ステーキ屋）
食肉加工
ホウ酸による木材劣化対策工事、リフォーム業
自動車板金・塗装・レンタカー業務

（有）神代工務店
北越谷名倉　池上接骨院
すし処　井上
（株）工房真一級建築士事務所
ソニー生命保険（株）
ワンナップホーム（株）
グリーンライフ東日本（株）　シーハーツ越谷
セブンイレブン　越谷相模町５丁目店
セブンイレブン　越谷蒲生茜町店
セブンイレブン　越谷大間野店
（有）十和田　ナカジュク
浅見製作所
ニーナ（株）
（株）クラ・ユニ
フィリップモリスジャパン（同）
キャルベース
千葉興業　ステーキ＆ハンバーグ　いわたき
村上瓦工業
川田工業
（株）レックス
浅野
（株）スマート
セレモニー安穏
古川塗装
セブンイレブン　南越谷５丁目店
（株）ハルカゼ
ナカノ商会
Hair salon BoNds
スポーツハウス・ロード
ＫＭヘルスケア（株）　ママとステーキ
濱村
（株）ケイ－テックパートナー
（同）オートガレージ１１６３

東越谷
大林
袋山
小曽川
東村山市野口町
相模町
南越谷
相模町
蒲生茜町
大間野町
七左町
瓦曽根
南町
赤山町
川口市東川口
草加市柿木町
千間台東
川柳町
大泊
南荻島
大間野町
弥生町
蒲生茜町
蒲生旭町
南越谷
大成町
蒲生本町
弥十郎
船渡
東越谷
花田
蒲生茜町
大成町

建設業部会
環境衛生業部会
環境衛生業部会
サービス業部会
サービス業部会
建設業部会
サービス業部会
商業部会
商業部会
商業部会
サービス業部会
建設業部会
商業部会
建設業部会
サービス業部会
商業部会
環境衛生業部会
建設業部会
建設業部会
商業部会
建設業部会
建設業部会
サービス業部会
建設業部会
商業部会
サービス業部会
サービス業部会
環境衛生業部会
商業部会
環境衛生業部会
工業部会
建設業部会
サービス業部会

商工会議所会費の納付のお願い
平成30年度会費の納付がお済みでない方は至急納付をお願い致します。納付がない方には集金担当がお伺い致しますので、
その際はご協力をお願い致します。　【担当　総務課 西口】
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障がい福祉サービス事業
（就労継続支援事業）指定申請

○埼玉県行政書士会越谷支部　提供

就労継続支援事業とは
　障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの一つ
であり、一般企業に雇用されることが困難な障がい者の方
に、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活
動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練を行う事業のことを言います。
　就労継続支援事業には、Ａ型とＢ型の2種類があり、Ａ型
は、雇用契約に基づいて就労の機会を提供するのに対し、
Ｂ型は、雇用契約は結ばずに就労の機会の提供等、必要
な支援を行います。
　越谷市内にも、平成30年12月現在で、Ａ型事業所が9ヶ
所、Ｂ型事業所が11ヶ所あり、事業所内での生産活動や施
設外での活動（市内の企業での作業や実習等）を行ってい
ます。

越谷市内で就労継続支援事業を始めるには
　指定権者である越谷市に申請を行い、事業所としての
指定を受ける必要があります。越谷市を含む埼玉県内は、
毎月10日までの申請で、翌月1日に指定が受けられます。
　指定の要件として、法人であることが求められますので、
個人の方が一から事業を始めようという場合には、申請前
に法人を設立する必要があります。

　法人には、ＮＰＯ法人や一般社団法人等の非営利法
人、株式会社、合同会社等の営利法人があり、非営利、営
利どちらの法人でも申請できますが、定款の事業目的に、
行う事業の記載（就労継続支援事業の場合は「障害福祉
サービス事業」）が必要となりますので、ご注意ください。
　指定の要件としては、他に、事業所の指定基準として、人
員基準、設備基準、運営基準が定められています。人員基
準では、必要な人員（管理者、サービス管理責任者、生活
支援員、職業指導員）の配置、設備基準では、必要な設備
（訓練・作業室、多目的室、相談室、静養室、洗面所、便所）
の設置が求められ、利用者に対する必要人員数や必要な
面積も基準に定められていますので、それらを満たしてい
るか十分に確認する必要があります。
　その他にも、建物の用途変更の有無、必要な消防設備、
届出等、各種法令の確認が必要となりますので、事前の準
備、確認にはご注意ください。
　また、申請の前には必ず事前相談が必要となりますの
で、事業所開設を計画される場合には、早い段階で越谷市
に事前相談を行いましょう。
　行政書士は、官公署に対する申請書類作成提出の代理
権を有しておりますので、障害福祉サービスの申請に関し
てお困りの場合はご相談ください。
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　岡山駅から車で15分ほど走った場所に2階建ての美しい
建物がある。ここが、2018年春に完成した「株式会社セント
ラルフーズ」の新社屋である。１階はオープンキッチンと70
人ほどが座れるレストラン、2階は事務室とパーティーやセ
ミナーなどの用途で約100人収容できるイベントホールと
なっている。
　同社の現在の主事業は、幼稚園や保育園・小学校などの
学校給食、市役所や会社の社内食堂の運営受託、そして、お
せちやお弁当の製造販売である。
　創業は、今から17年前の02年、現社長の秋山裕一氏が
立ち上げた。きっかけは祖父が創業したすし店だった。その
後に始めた弁当屋を幼少のころから手伝っていたことが
きっかけになり、29歳のときに本格的にその弁当屋を引き
継ぐ形でスタートした。
　秋山社長は祖父の苦労を目の当たりにしていたことで、
他社との差別化をしなければ生きていけないと考え、二つ
の差別化経営を実践していった。
　一つは、保育園や幼稚園を主たるターゲットとした給食
の請負サービスであり、もう一つは「食の安全・安心と自然の
おいしさの両立」をテーマにした自然派給食の提案である。
　例えば、調味料は無添加、野菜は国産中心、米は岡山県
鏡野町を流れる吉井川の源流でつくられた地元のもの。ま

た主食の玄米に付くおかずも、ひじき煮、カボチャ煮、みそ
汁といったおばあちゃんの手料理である。そして加えていう
と、農産品は同社の社長をはじめとする全スタッフが農家
の田畑を訪問し、手分けして一緒にいいものを届けようと精
を出してつくっている。
　こうした誠実な経営姿勢が次第に地域社会に評価され
て、今や幼稚園や保育園・学校のみならず、市役所や多くの
企業の社員食堂の運営を受託するまでに至った。近年では
地域社会からの要望も強く、介護施設の食堂の運営を受託
する。また、岡山県内が中心であった事業だが、このうわさ
を聞きつけた県外企業からの要請も多く、今では東京都内
の保育園や幼稚園の給食の受託も行っている。
　こうしたことができるのも、この間一貫して社員と家族を
重視した経営をぶれずに行ってきたからである。現在では
パート・アルバイトを含め、スタッフ数は250人（うち栄養士
（管理栄養士含む）が25人、調理師が50人）にまで成長発
展している。
　同社の経営理念は「私たちは『食』の持つ力を追求し、夢
が広がるおいしさを創造します。食の力で世界の人々を幸
せにする」であり、これまで培ったノウハウと人脈を生かし、
新たにレストラン事業が動き出している。

人のため自然派給食を展開する

セントラルフーズ
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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早いもので、今年度も残すところあとわずかとなりました。当商工会議所でも確定申告の指導・受付の
ほか、総会の準備などに追われ、年度末のあわただしい毎日となっています。仕事など多忙なこの時期
は、スギ花粉飛散のピークとも重なり、疲れがたまりやすい季節です。まだまだ寒い日が続きますが、体
調には気を付けて過ごしたいものですね。

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31年3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 引っ越し、家移り
5 感動するとコレが緩んで泣いちゃう
7 ココに手紙を投函
9 直立せずツルをのばす植物
10「独活」と書く春の山菜
11 落ち葉や枝などを集めて燃やすこと
12 小さな川。童謡「春の○○○」
14 ブロッコリーとよく似た白い野菜

1 口から水を発射し、獲物を狙う
　〇〇〇〇ウオ
2 布に薄い綿を挟んで縫い合わせる手芸の
　技法
3 お酒を飲むと回ります
4 取材記者がマイクを向けて何をする？
6 石でつくる古代の道具、○○○時代
8 立ち寄らずにスルー
11 大黒天はこの上に座っています
13 油絵用のキャンバス

1
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A B C D E
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◎ 2月号のクロスワードパズルの答えは「オヘンロサン」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4月号をご覧ください。

1995年、ロサンゼルスに突然正体不明の女性（ブ
リー・ラーソン）が空から降ってくる。彼女には驚く
べきパワーが備わっていたが、彼女の“記憶”には
ある秘密が隠されており、それを狙う敵がいた。
彼女は、後にアベンジャーズを結成するニック・
フューリーと共に戦いに身を投じることになる。
© Marvel Studios 2018

公 開
3/8 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
3/15 金

編集後記

11

A

前代未聞の実話。巨大な麻薬組織で、巨額の麻薬
を運ぶ腕利きの男。全米麻薬取締局が必死に追跡
した“運び屋”の正体は…なんと90歳のジジィだっ
た！誰よりも自由で成り行き任せな男を、88歳！映
画界の生ける伝説クリント・イーストウッドが自身
監督作では10年ぶりの主演として演じる。
© 2018 Warner Bros. All Rights Reserved.
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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
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