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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

消費税軽減税率制度の概要と支援制度のご案内
仲間と一歩踏み出そう！「チャレンジ講座」開講のご案内
2019年度 巡回定期健康診断実施のご案内

［ 輝く越谷人 インタビュー ］

口腔粘膜湿潤度検査機器
「ムーカス®」で
発明大賞本賞を受賞！
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御殿町　ゆかしく残る　地名あり　
　この越谷には江戸時代に、家康の御殿がありました。

　家康が好きだった鷹狩というのは、飼いならした鷹を使って

鴨や鶴や小動物を捉える狩猟のことで、その鷹狩をしに越谷へ

やってきていたのです。御殿は、そのための別荘です。

　家康の御殿は全国で40ヵ所ほどありましたが、越谷へは他

の御殿よりも数多く来てくれていたようです。

　越谷御殿は、四代将軍・家綱のとき発生した振袖火事（明暦

の大火）で江戸城が焼け、将軍の住むところもなくなったため、

越谷御殿を土台ごと江戸城へ移し、二の丸として使ったのです。

いま、越谷には御殿町という地名しか残っていないのは残念で

すが、家康がこの越谷を好んでくれていたことは嬉しいですね。

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
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輝く越谷人「株式会社ライフ」

無料相談／5月・6月の予定一覧

お知らせ

消費税軽減税率制度の概要と支援制度のご案内

2019年度 巡回定期健康診断実施のご案内

報告・LOBO調査

新入会員紹介／一期一会

「頑張る社会福祉法人 スマイリング・パーク」

パズル／今月のおすすめ映画／編集後記

越ヶ谷御殿跡碑 元荒川対岸から見た現在の御殿跡（写真左側）



〈今月の表 紙〉

古川　誠氏

株式会社ライフ

KOSHIGAYA-B I TO

代表取締役

今回は、第44回発明大賞本賞を

受賞した株式会社ライフを訪問

し、社長の古川 誠さんにお話をお

伺いしました。

日本発明振興協会と日刊工業新

聞社共催の発明大賞は、発明考案

を通して産業の発展や国民生活の

向上に寄与した資本金10億円以下

の中堅・中小企業や個人、グルー

プに贈られる賞です。この度、第

44回（平成30年度）発明大賞の発

明大賞本賞に口腔粘膜湿潤度検査

機器「ムーカス®」を開発した株式

会社ライフが選ばれました。

ムーカス®は、口の中の湿潤度を

調べる口腔内水分測定器です。今ま

であった測定方法では、手間と時間

を要していましたが、ムーカス®は

簡便で、２秒で測定することが出来

ます。それによって、高齢者など口

腔機能が低下した方でも苦なく測定

できるようになりました。

このムーカス®で、発明大賞本賞

に選ばれるまでの経緯を教えて頂

きました。

きっかけは、厚生労働省から協

力依頼があり、「高齢者の口腔乾

燥症と唾液物性に関する研究」に

平成14年から参画したことでし

た。その後、いくつかの試作機を

経て製品を作りましたが、医療機

器として販売するのに、医療機器

製造販売業の認可が必要でした。

また、その医療機器の販売を許可

する審査もあり、承認を得るまで

に3年掛かったそうです。

平成22年にようやく販売の承認

が下りましたが、なかなか売上が

上がりませんでした。なぜなら、

ムーカス®に保険が適用されず、使

用の際に患者や医療機関の負担が

大きくなってしまうからです。

しかし近年になり、ムーカス®に

追い風が吹きました。オーラルフ

レイル（口腔機能低下）予防が注

目され、口腔機能低下症※が病名と

して認定されたのです。その結

果、口腔機能低下症の診断の１つ

である、口の中の湿潤度を調べる

ムーカス®は保険適用認定される運

びとなりました。そこでようやく

普及されるようになり、今までの

開発や医療機器としての重要度が

評価され、今回発明大賞本賞を受

賞することが出来たのです。

現在、全国の大学病院でムーカ

ス®が使用されています。今後は、

全国の歯科医院に普及させること

が目標だそうです。また、次の機

種の開発も進めており、今後も活

躍が期待されています。

越谷市では、毎年6月に越谷市歯

科医師会主催の歯科健康フェアが

開催されます。そこに5年前から検

査コーナーを設置し、毎年ムーカ

ス®を使って参加者の口の中の乾燥

検査を行っています。今年も設置

する予定ですので、是非一度ムー

カス®を体験してみてください。

※口腔機能低下症：口の働きが低下した状

態。判定基準として「口の中の汚れ具合」「口

の中の湿り具合」「歯全体で噛む力」「舌や唇

を動かす働き」「舌で押す力」「噛み砕く働

き」「飲み込む働き」の７つがある。

【会社情報】
●創業　　　平成元年
　　　　　  （平成12年に第二創業）
●事業内容　医療機器の開発及び製造販売
　　　　　　育児用品、介護用品、日用雑貨
　　　　　　の企画・開発及び販売
●所在地　　越谷市登戸町 15－5
　　　　　　山新ビル 2階
●電話　　　048-990-8201

第 44 回発明大賞表彰式
受賞スピーチ

ムーカス® 越谷歯科健康フェア
口腔乾燥検査の様子

プロフィール
昭和２５年７月１日生まれ
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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・会場　お問い合わせください。
●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　5月9日（木）、6月6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　5月10日（金）、5月17日（金）、6月7日（金）、6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　5月15日（水）、6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 

5月・6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。

5
月

6
月

9日
9日
10日
12日
23日

(日)
(日)
(月)
(水)
(日)

第152回簿記検定試験
TMOチャレンジ講座①
正副会頭会議
工業部会、越谷工業経営懇話会共催「親睦会」
第216回珠算検定試験

10日
15日
15日
19日
20日
22日
28日

(金)
(水)
(水)
(日)
(月)
(水)
(火)

第7回越ヶ谷宿の甲冑めぐり(4月27日～5月5日)
青年部 通常会員総会
正副会頭会議
総務委員会
TMOチャレンジ講座プレセミナー
工業部会 正副部会長会議・議員会
常議員会
女性会通常総会

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

第7回 通常議員総会を開催します
●日　時　2019年6月19日（水）　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
※議員の皆様には改めてご案内いたします。
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

講師：尾野寛明氏講師：尾野寛明氏

越谷商工会議所TMOでは、まちづくりや地域活動に関心のある方、趣味を仕事にしたい方、創業を目指す方などを
対象に「チャレンジ講座」を開講します。この機会に“あなたのチャレンジしたいコト”や“あったらいいな、やってみた
いな”を一歩進めて形にしてみませんか？ 6月からの本講座開講に先だち、無料プレセミナーを開催します。お気軽に
ご参加ください。

●日　時　5月19日(日)　18：30～20：00　終了後交流会45分程度有り。
●内　容　「先輩起業家に聞いてみよう。あったらいいな、やってみたいなを形にする
　　　　　には？」をテーマにした講師とゲストのトークセッション。
●講　師　有限会社エコカレッジ　尾野寛明氏
●会　場　越谷商工会議所
●対　象　20人
●費　用　無料(交流会参加費500円)
●申込み　地域振興課（担当：澤田・萩原）まで

「チャレンジ講座」プレセミナーを開催します

昨年の講座の様子昨年の講座の様子

越谷商工会議所TMOでは、越谷市で活躍したい方、まちづくりや地域貢献に関心のある方、趣味を仕事にしたい
方、創業など現状からのステップアップを考えている方を対象に、毎月1回全6回コースで“実現したいマイプラン”を
作っていくセミナーを開催します。すでに地域で活躍されている先輩起業家等を毎回ゲスト講師に迎え、特長あるプ
ロジェクトや先進事例を聞くことでマイプランのヒントにしていただき、具体的なアドバイスで作成をサポートします！

●日　時　6月9日(日)・7月7日(日)・8月11日(日)・9月8日(日)・10月14日(月祝)・11月10日(日)
 　 18：00～20：30　終了後交流会有り。
●講　師　有限会社エコカレッジ
　　　　　尾野寛明氏（ゲスト講師は毎回変わります）
●会　場　越谷商工会議所
●受講料　10,000円（全6回分）
●申込み　地域振興課（担当：澤田・萩原）まで
　　　　　☎048-966-6111
　　　　　メール sawada@koshigaya-cci.or.jp

仲間と一歩踏み出そう！「チャレンジ講座」開講のご案内

～ステップアップしたい方、まちづくりに関心のある方へ～

2019年5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
集会室

5月16日（木）
14：00～16：00

補助金を活用して消費税率引き上げ・軽減税率導入に備えよう！
～軽減財率の概要とレジ導入・受発注システム改修のための補助金について～

中小企業診断士
櫃間 霞（ひつま かすみ） 氏

60名
無料

越谷産業会館
多目的ホール

5月29日（水）
16：00～18：00

外国人材活用のポイント
～技能実習制度の活用と特定技能制度の課題～

公益財団法人国際人材育成機構
企画広報室参与
吉田 道隆 氏

30名
無料

52019 vol.38



お 知 ら せ

消費税軽減税率制度の概要と支援制度のご案内

10月1日より消費税軽減税率制度が実施されます。
もう準備はお済みですか!?

◆消費税軽減税率制度について
　令和元年10月1日から消費税率が10％へアップすると同時に、導入される制度です。
　消費者の負担を抑えるために、飲食料品などの対象商品に限定して、消費税率を引き上げずに税率は8％のまま据
え置かれる制度です。
　但し、酒類、外食(イートイン)、ケータリングの食事などについては軽減税率の対象とならず、消費税率10％が
適用されます。

　
◆消費税軽減税率対策補助金(レジ補助金)
●補助金概要  複軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度への対応が必要となる対象事業者が、複数税

   率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を国が補助
   する制度です。
●補助対象者  日頃から軽減税率対象商品(飲食料品等)を販売しており、将来にわたり継続的に販売を行うため

   に複数税率対応レジの導入や改修等を行う必要のある事業者が対象です。
●対象期間  令和元年9月30日までの間に導入が完了しているものが補助対象となります。
　　　　　　　　　　申請受付期限：令和元年12月16日まで
●補助額・補助率（複数税率対応レジの導入の場合）
　　　　　　　　　　補助上限額：20万円
　　　　　　　　　　補助率：4分の3　※レジ1台のみ機器導入を行う場合でかつ導入費用が3万円未満の機器につい

   ては補助率5分の4、タブレット等の汎用端末についての補助率は2分の1。
　　　　　　　　　　※受発注システムの改修等については、補助金額が変わります。
●問合せ  越谷商工会議所 中小企業相談所　☎048-966-6111
   消費税軽減税率対策補助金ホームページ：http://kzt-hojo.jp/　☎0120-398-111

◆消費税軽減税率対策補助金セミナー
　軽減税率対策制度が導入されるに伴い、軽減税率導入までに理解しておきたい「制度の概要」や「軽減税率対策補
助金（レジ補助金）」について、セミナーを開催いたします。
　POSレジの説明会・ミニ展示会も開催します!!
●日　時　令和元年5月16日(木)　14：00～16：00
●会　場　越谷産業会館　集会室
●参加費　無料
●定　員　60名（先着順）
●講　師　中小企業診断士　櫃間　霞 氏
●問合せ　越谷商工会議所　中小企業相談所　中川　☎048-966-6111

◆POSレジ体験コーナー
　5月16日の補助金セミナーの開催に合わせ、当会議所にモバイルPOSレジの体験コーナーを常設します。実際にデ
モ機に触れながら、導入をご検討いただけます。
　モバイルPOSレジは、タブレットで簡単にPOSレジを導入できるので、小規模事業者に適していると考えられま
すので、複数の税率の管理や、予定される国のキャッシュレス化ポイント還元などの支援策に向けての参考にして下
さい。

　●問合せ　越谷商工会議所　中小企業相談所　中川　☎048-966-6111
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越谷市では、 “越谷の魅力” や “越谷らしさ” を “市外に” 発信し、市の知名度向上や郷土愛の醸成につながる取組に
対して、事業費の一部を助成します。

平成３１年度の労働保険（労災保険・雇用保険）年度更新及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告・納付は６月３日から7月
10日までです。申告書・納付書は５月末に発送予定です。同封の記入例を参考に、期間中お早目の手続をお願いします。

労働保険料並びに一般拠出金の申告・納付について

2019年度 巡回定期健康診断実施のご案内

1．日程  〈事業所巡回日〉 8月2日(金)､5日(月)､21日(水)､22日(木)､23日(金)､26日(月)
  ※事業所巡回は5名以上の従業員が受診する場合に実施致します。
  〈各地区センター巡回日時〉
    9月24日（火） 荻島地区センター 越谷市南荻島190-1
　　　　　　　　　  30日（月） 桜井地区センター 越谷市下間久里792-1
  10月  7日（月） 出羽地区センター 越谷市七左町4-248-1
　　　　　　　　　  15日（火） 増林地区センター 越谷市増林3-4-1
  各地区センター健診受付時間…午前の部　9：00～11：30　午後の部　13：00～16：00
2．検査内容 一般定期健康診断　7,300円(税込)
  ①身長　②体重　③腹囲　④視力　⑤聴力(オージオメーターによる)　⑥検尿　⑦血圧　⑧胸部X線　
  ⑨医師診察　⑩心電図検査　【採血検査】⑪貧血･炎症(赤血球数･血色素量･ヘマトクリット･白血球数)
  ⑫肝機能(GOT､GPT､γ-GTP)　⑬血中脂質検査(LDLコレステロール､HDLコレステロール､中性脂肪、
　　　　　　　　総コレステロール)　⑭血糖検査(HbA1c)　⑮腎機能検査(クレアチニン)
　　　　　　　　※特殊健康診断･オプション検査の詳細は6月号をご覧ください｡
3．実施機関 ライフサポートクリニック（法人名称：ライフサポートサービス株式会社）
  〒332-0002　埼玉県川口市弥平4-6-24　TEL：048-223-2576　FAX：048-223-2637
4．申込方法 6月号に同封される申込書に必要事項をご記入の上、越谷商工会議所事務局宛にお送りください。
5．申込締切 7月1日（月） 【期限厳守】
6．問合せ 総務課　定期健康診断担当

労働安全衛生法により、事業主は従業員に対して年１回（有害作業従事者は年２回）の医師による健康診断を行うこととなっています。

申込書は6月号に同封

越谷市の魅力を“市外に”発信する取組を支援します

「越谷市魅力発信プロモーション事業費補助金」対象事業募集中！

●対象事業　歴史・文化・産業（農商工観）等の魅力ある地域資源を活用し、市のイメージ向上や集客につながる事業
　　　　　　【例】市外で開催されるイベントへの出展、地域外への情報発信など
　　　　　    ※市から財政的支援を受けている事業（見込みの事業も含む）等は除きます。
●助  成  額　補助対象経費の2分の１以内（上限20万円）
●対  象  者　市内事業者及び市内で活動する団体など　※年度内の申請は１申請者１回
●申  込  み　 4 月 9 日（火）から令和 2 年（2020 年）2 月 7 日（金）までに申請書と必要書類を直接または郵送で観
　　　　　    光課へ提出（予算がなくなりしだい終了）。
　　　　　　詳しくは、観光課で配布する応募要項をご覧ください（市ホームページからもご覧いただけます）。
　　　　　　※申請をご検討される場合は、事前に観光課へご相談ください。
●問  合  せ　越谷市役所　環境経済部　観光課　☎048-967-1325

●問合せ　・コールセンター（開設期間５月３１日～７月１２日）　☎０１２０－００８－７１５
　　　　　・埼玉労働局労働保険徴収課　　　　　　　　　  ☎０４８－６００－６２０３

☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは
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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）3月度調査報告

　3 月の全産業合計の業況DI は、▲16.9と、前月から＋1.2 ポイント改善しました。ただし、「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。堅調な民間工事を中心とする建設業に加え、春の観光シーズン到来に
よりインバウンドを含む観光需要が好調に推移した一方、受注が減少した半導体や産業用機械、自動車関連を中心と
する製造業の業況感が悪化しました。深刻な人手不足の影響拡大や原材料費の高止まり、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、中小企業の業況改善に向けた動きは力強さを欠きます。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲19.1（今月比▲2.2 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
消費の拡大やインバウンドを含めた春の観光需要拡大
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、中小企業においては、
先行きへの慎重な姿勢が続きます。

※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 

　３月８日（金）越谷コミュニティセンター欅の間にて「ブリージングストレッチ」考案
者の古久澤 靖夫（こくざわやすお）氏による、健康経営セミナーを開催しました。
　６４名の方が参加し、筋肉のコリや痛みを察知し、自分のカラダを自分で健康に保
つための具体的な呼吸法とストレッチを教えていただきました。
　実際にストレッチを行いながら、自分の身体と向き合うよい機会となり、参加者か
らは「とてもわかりやすく大変参考になった」、「ためになり、楽しかった」「今日からス
トレッチを続けます」などの感想をいただきました。

環境衛生業部会　事業報告

●日　　時 6月18日（火）　7：45（AM）集合
●場　　所 千葉県野田市　紫カントリークラブ（あやめ西コース）
●競技方法 18ホールストロークプレイ新ペリア方式
●募集人員 7組28名（定員になり次第〆切）
●表　　彰 個人戦・団体戦（4名のネット計）
  優勝、準優勝、3位、各賞多数を予定。
●参 加 費  1人　3,000円　プレー代等別途自己負担となります。
  （12,500円予定：昼食・1ドリンク代込、キャディ無）
●参加資格 原則として商工会議所の商業関係会員及び商店会員とします。
●申込方法 5月31日（金）迄に参加費を添えて商工会議所窓口にお越しいただくか、
  商工会議所ＨＰより所定申込書をダウンロードしＦＡＸにてお申込み下さい。（定員になり次第〆切）
  越谷商工会議所ＨＰ▶ http://www.koshigaya-cci.or.jp/
●問 合 せ 越谷商工会議所　地域振興課（担当：中川・兼國）　 ☎048-966-6111

第35回 商業親睦ゴルフ大会参加者募集

報 告
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エスイープラン
NPO法人スマートワーク
寺田企画
Marvellous
平河
ハナ企画
（株）マツケン
沢口工務店
花杵庵
整体院　優
カン・トレーディング（株）
みうら健康カイロ
美容室　美華
鳶　山口
鈴木
エヌ・エー・オー　コンストラクション
アロマピクシス（株）
knock coffee
（株）エルショップ
飯田商事
藤田電気管理事務所
Cafe huit
セブンイレブン　越谷下間久里店
ママダ印刷（株）
（有）アイゲン
井上漢方堂　健康サロン
（株）ハチスバ
（株）シバ　セブンイレブン　越谷大成町店
アグリワークス（株）
加藤
リアンマーケティング
（株）あかり不動産
オートアクセル
（株）レント越谷営業所
（株）小島商事
細田自動車
裕真　Create
（有）ツールボックス
アトリエ　ルピナス
（株）Japan Fashion Link

下間久里
瓦曽根
南越谷
足立区入谷
恩間
蒲生西町
南越谷
北越谷
増林
南越谷
蒲生茜町
東越谷
千間台東
東越谷
瓦曽根
南越谷
越ケ谷
東越谷
大房
宮前
東町
赤山町
下間久里
東大沢
大杉
東越谷
南越谷
大成町
千間台西
相模町
レイクタウン
東越谷
大里
川柳町
川柳町
御殿町
大道
恩間
南荻島
東越谷

人事コンサルティング、結婚相談所
中小企業支援、まちづくりの推進
コンサルタント業
コンパニオン請負業
不動産貸付
保険の申請サポート
塗装業
型枠工事
配送業
整体業
ケバブ販売、食品販売
カイロプラクティック
美容業
鳶
運送業
工務店
香料原料の国内販売及び輸出入販売
飲食業（カフェ）
電気工事（一般）
不動産管理、経営コンサルタント
高圧電気保安管理
カフェ、バー
コンビニエンスストア
ボールペン等への印刷加工販売
改修工事
漢方薬店
アミューズメントホール内、ドリンク販売サービス
コンビニエンスストア
各種液肥の製造、販売
大工
コピーライター、コンサルティング
不動産業
自動車整備
自動車整備
自動車整備組合
自動車整備
土木・外構工事
ガーデニング資材販売
ポストカード、名刺等のデザイン制作及び販売
子供服企画、製造

代表者氏名 住　所 業　種
江田　　暁
西山　　徹
寺田幸一郎
志賀　千明
平河　信義
中尾　幸子
松尾　智広
沢口　明彦
屋代　勝弘
竹内　雄樹
カン マハブブル ハク
宮﨑　裕子
大庭　明美
山口　和馬
鈴木　慎也
伊東　直哉
中島　基貴
貝塚　心洋
笠井　弘行
飯田　五郎
藤田　幸雄
荒井　晴美
坂倉　秀人
真々田大地
中野　敏幸
井上加代子
脇田　秀俊
柴　　友明
大岡　信夫
加藤　範起
速水　龍二
濱野　　透
佐々木一行
田島　潤一
小島　雄太
細田　憲一
瀨戸﨑真行
黒田　明雄
小菅　昌子
疋田　信弥

（順不同・敬称略）平成30年度3月にご加入いただいた40社の皆様です。 ※3月末会員数　5,060事業所

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。

いちご

いちえ
♪

♪

『新たな時代の幕開けとなる
　　　　　　　  商工会議所の新事業』
　商工会議所となって早４年、春のそよ風が

爽やかに新緑の眩しい季節となりました。

散り始めたサクラから新緑が芽吹きつつあ

るのを実感します。

　元号も「平成」から「令和」へと改元され、新たな時代の幕

開けと言っても過言ではないでしょう。

　さて、２０１９年度、新たな幕開けとなる当商工会議所の主

な新規事業をご紹介したいと思います。

　まずひとつ目は、今年１０月に消費税が８％から１０％へと

引き上げられることから新たな事業として、消費税の軽減税

率を踏まえた「ＰＯＳレジの導入」やインターネット社会に即

した会計処理の骨子となる「クラウドサービスの利活用」の推

進を図って参ります。2つ目として政府が取り組み始めた今話

題のキャッシュレス社会の到来を見据えた「地域ポイントカー

ド事業」の取り組み、更に3つ目として、商工会議所会員・非会

員の方々への商工会議所の周知ＰＲと併せた会員増強事業とし

て「商工会議所活用ガイドの作成配布」を行い、商工会議所の

活用方法と併せた会員増強を図って参ります。

　最後に4つ目として、越谷ガーヤ共済加入者の方々への還

元・加入促進事業として日帰り旅行を実施致します。

　以上が今年度、当商工会議所が取り組んで行く主な新規事

業です。

　このように年度を追うごとに新たに取り組む事業を企画・検

討し、会員企業の発展、そして地域貢献を踏

まえ新たな時代の幕開けに相応しい商工会

議所として、そして会員企業から信頼や期待

にしっかりと応えられる商工会議所となるよ

う邁進して行きたいと考えております。

総務課課長　木村 昌文

事業所名 所属部会
サービス業部会
サービス業部会
サービス業部会
サービス業部会
サービス業部会
サービス業部会
建設業部会
建設業部会
サービス業部会
サービス業部会
商業部会
環境衛生業部会
環境衛生業部会
建設業部会
サービス業部会
建設業部会
商業部会
環境衛生業部会
建設業部会
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
工業部会
建設業部会
商業部会
環境衛生業部会
商業部会
工業部会
建設業部会
サービス業部会
建設業部会
サービス業部会
サービス業部会
サービス業部会
サービス業部会
建設業部会
商業部会
サービス業部会
工業部会

92019 vol.38



◇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

　宮崎県都城市に「スマイリング・パーク」という名の社会福

祉法人がある。ＪＲ宮崎駅から電車で40分ほどの都城駅で下

車し、そこから車で20分ほど走った、のどかな田園風景の広

がる地域にある。

　同法人の主事業は、大きく三つある。一つ目は、幼保連携

型認定こども園の運営などの子育て支援事業。二つ目は、障

がい者の就労移行や生活訓練などの障がい者福祉事業。そし

て三つ目は、特別養護老人ホームや居宅介護支援事業所の運

営などの高齢者福祉事業。

　設立は、今からちょうど50年前の1969年と比較的古いが、

同法人が関係者から注目され、高い評価を受けるようになっ

たのは、現理事長である山田一久氏が施設長に推挙された８

年前からである。

　正直、その前までは、心地よい風どころか、冷たい風が吹き

荒れているような職場であり、ここで取り上げるような職場で

はなかったが、山田氏の苦労と努力で、今日の繁栄をもぎ取っ

たのである。

　山田氏は、元々は東京の大手企業でエンジニアとして活躍

していた人であったが、両親の強い要請もあり、故郷である都

城市にＵターンした。縁あって同法人に入社した、創業家とは

縁もゆかりもない中途入社の職員の一人だった。

　前職時代に培った組織運営力やその実行力、さらには仕事

に対する使命感や正義感は、入社当時より抜きんでて高く、瞬

く間に組織のメンバーの信頼を高めていった。

　しかしながら、仲間からの期待とは逆に、当時の多くの役

員からは出るくいは打たれるではないが、疎んじられ冷遇さ

れる日々を送った。だが、山田氏はそんなことにはめげず、

日々良いサービスを求める高齢者や障がい者など、顧客の

ために頑張る仲間と共に身を粉にし、仕事に取り組んだの

である。

　こうした苦労と努力が報われ、役員も次第に山田氏の言動

を支持していくようになっていった。ついには、多くの役員か

ら推挙され８年前に施設長に、そして４年前には同法人のトッ

プである理事長に就任したのだった。ちなみに、山田氏が施

設長になった時の職員数は50人程度で、その後年々増員が続

き、現在では250人にまで増え、成長発展を遂げている。さら

に、それまで職員の離職率は10％をはるかに超えていたが、

今や3％以下になり、残業時間も社会福祉法人としては珍し

い実質ゼロ時間である。

　こうした企業の存在を知ると、問題の所在は社員ではなく、

経営者といわざるを得ない。

頑張る社会福祉法人
スマイリング・パーク

人を大切にする経営学会　会長　坂本 光司
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今月より元号が「平成」から「令和」に変わりました。会報の担当も５月号から変更となり、編集や記事
の作成に携わらせて頂いております。まだ至らない部分があるかとは思いますが、読みやすく、皆様に
読んでいただけるような会報を目指していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいた
します。

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！

令和元年5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 岩からも採れる調味料
3 頭の部分をこすって火をつけます
5 回文のような名前の鳥
7 湯を循環させない、源泉○○○○○の
　温泉
  9 人気ドラマの○○地を巡礼する旅
10 万と兆の間の単位
11 歩きの動作をしながらも前には進みません
13 ジンギスカンに使われるのは何の肉？
14 寺院を表す○○記号は「卍」

1 春・夏・秋・冬と巡ります
2 好きなアイドルの公演に何度も行くような
　熱狂的ファン
3 「新規○○○○○」とは、改めて初めから行うこと
4 新聞の折り込み広告
6 飲み代は後日まとめて支払います
8 絵画を飾る枠
  9 金銭などの無駄遣い
11 甘い、しょっぱい、辛い
12 ことわざでは「立て板」や「焼け石」に
　  かけるもの

1

5

7

D

B

C

E

A B C D E
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◎ 4月号のクロスワードパズルの答えは「テンボウダイ」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6月号をご覧ください。

編集後記
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A

２０ＸＸ年。日本領土の波留間群島の一部が国籍
不明の漁船二十隻に占領され、海保隊員が拘束
された。未曾有の緊張が走る中、政府は戦後初
の航空機搭載護衛艦「いぶき」を中心とする護
衛群艦隊を向かわせる。国家間に極限の危機が
生じた時、何を選択し、何を判断するのか。
© かわぐちかいじ・惠谷治・小学館／『空母いぶき』フィルムパートナーズ

公 開
5/17 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
5/24 金

豊後関前藩の坂崎磐音（松坂桃李）と小林琴平、河
井慎之輔は幼なじみ。磐音は琴平の妹・奈緒との祝
言を控えていたが、事件が起こり磐音は二人の幼
なじみを失う。奈緒を置いて関前を去り、江戸で浪
人として生活することになった磐音は、昼はうなぎ
割き、夜は両替商の用心棒として働き始める。
© 2019 映画「居眠り磐音」製作委員会

広告募集中
1ヶ月から掲載できます

越谷商工会議所だより「鼓動」

掲載の問合せ：越谷商工会議所　総務課

☎048-966-6111
112019 vol.38



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／令和元年5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

検定試験名 試験回 実施級 試験日 受付期間 受験料（税込）

リテールマーケティング
（販売士）

珠 　 　 算

84

216

126

7月13日（土）

6月23日（日）

2級～3級

1級～3級

段位

郵　　　送   　   5月13日（月）～  6月19日（水）
個 人 窓 口   　   5月20日（月）～  6月19日（水）
団 体 窓 口   　   5月20日（月）～  6月19日（水）
ネット申込   　   5月13日（月）～  6月19日（水）

 
窓　　　口   　   5月7日（火）～  5月23日（木）

1級　7,710 円
2級　5,660 円
3級　4,120 円

段位　2,900 円
１級　2,300 円
２級　1,700 円
３級　1,500 円

2019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。


