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高い安全性と
機能性を兼ね備えた
キャンピングカー

−はばたく中小企業・小規模事業者３００社」
選定企業−
日本特種ボディー株式会社

生活習慣病予防健診実施のお知らせ
確定申告はお早めにお願いします
埼玉司法書士会 提供 「取締役会について」

令和 4 年度事業承継支援施策について

代表取締役

蜂谷 愼吾さん

こしが や

百 科事典

ー東福寺さんの山門付近ー

ご 存 じ で す か？
越 谷 で一番 高 い
トコロと その高 さ
まっち やま

東京の自然の山でいちばん低いのは︑奥浅草の隅
しょうでん

田 川 沿 い に あ る 待 乳 山 だ そ う で す︒高 さ 9・8ｍ︒

待乳山聖天さんが上にある山です︒ご本尊の大聖歓

喜天さんやお供えの大根で有名︒浅草寺の支院です︒

ところで︑越谷で一番高い自然地形は標高9・7

ｍ︑東越谷の東福寺さん︵真言宗豊山派で︑寺伝に

よると岩槻渋江氏の流れの須賀若狭守の開基とい
う︶の境内です︒

実は︑この山は砂が造ったもの︒川が造った砂丘︑
河畔砂丘なのです︒

越 谷 に は 河 畔 砂 丘 が こ の 東 越 谷 と︑袋 山︑大 林︑

北越谷︑大相模の五つあります︒いずれも︑いまの

元荒川︵古い利根川︶が上流から運んできた砂が堆

積して造られたこと︑その分析では群馬県の利根川

ｃｍの差で︑東京の一番低い山よりも低

上流の火山のものであることが分かっています︒
わずか

たちが生活の場所としていたということで︑人口

あったことも覚えておきたいものです︒

万の私たち・越谷の始まりが︑このような砂丘にも

34

ているところもあり︑越谷の歴史の曙を作ったヒト

そして︑古代の土器破片が砂丘の付近で採集され

しいところ︒

れも川が運んできた砂でできていたところが越谷ら

かった越谷の最高地点ということになりますが︑そ
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〈 今 月の 表 紙 〉

KO S H I GAYA- B I T O
代表取締役

蜂谷 慎吾 氏

日本特種ボディー株式会社

SAKURA

EXPEDITION EAGLE

東京ソラマチの店舗イメージ

昨年の12月、全国の中から、革新

「SAKURA」、
オーダーをかけなくても

ンピングカー業者が無料で貸し出し

活性化、多様な人材活用の観点か

様であり、今では人気モデルとなって

い為に壊れて戻って来ることも多く、

的な製品・サービス開発、地域経済の

ら、優れた取り組みを行っている中小
企業・小規模事業者・商店街を対象

とした「はばたく中小企業・小規模事
業者300社・商店街30選」
が中小企業

庁から発表されました。今回は、
「は
ばたく中小企業・小規模事業者300

ほとんどの顧客が満足できる標準仕

います。

EXPEDITION

EAGLE

昨 年 の 1 2 月 に は 新 開 発した

「EXPEDITION EAGLE」
を発表、災
害復興支援団体の（一社）日本笑顔

をしていましたが、運転に慣れていな

負担が大きいという課題があったそ

うです。レンタル事 業で は 、災 害が

あったときに災害支援車両として無

料で貸し出しますが 、普段 はレンタ

カーとして運用させる事で負担が軽

減されるため、継続的な支援を行う
事が出来ます。現在、蜂谷さんが副会

社」に選定された、日本特種ボディー

プロジェクトと共同開発したもので、

谷慎吾さんにお話を伺いました。

どの従来機能の他に、悪路でも安定

ム推進協会を通して、自治体との防

エントランス奥のトイレまで、外履きの

グカーを活用出来る仕組みを進めて

株式会社へ訪問し、代表取締役の蜂

安全性が高いキャンピングカーを
目指して

蜂谷さんは、創業前は自動車の設

計やキャンピングカーの販売の営業

電源設備や上下水を蓄えるタンクな

した走行を保つことが出来る性能や

まま入る事を可能としている部分が特

徴です。
「 災害現場の近くで使いた

い」
「 外履きのまま使用できれば」な

をしていました。
その経験から、
キャン

ど、災害ボランティアの声を取り入れ

ち、安全性が高いキャンピングカーを

以外に災害時の活用も想定して作ら

ピングカー業界の安全性に疑問を持

たこのキャンピングカーは、
アウトドア

作りたいという思いから日本特種ボ

れています。

日 本 特 種ボディーで は 、車 体 の

レンタル事業

ディーを設立しました。

ベースにいすゞ自動車から唯一供給

を受けているキャンピングカー専用

シャーシ
「ビーカム
（Be-cam）」
を使用

しているのが特徴です。ビーカムを
ベースに製作するキャンピングカー

昨年の10月には、東京ソラマチに

ショールームをオープンしました。
レン

今後について

蜂谷さんは、外国人技能実習生を

受け入れており、育成に取り組むこと

で量産モデルの海外生産も計画して
います。
また、増産に応えるため川口

市安行にも新工場が稼働予定など、

ここには書き切れない様々な事業展
開を視野に入れています。

取材を通じて、忙しい中でも社会貢

来ます。
また、今後もショッピングセン

勢いを感じ取ることが出来ました。

います。創業当初は完全受注生産で

レンタル事業を展開していく裏側に

製作していましたが、様々な要望に応

います。

献を忘れない蜂谷さんの思いと、日

電車で行って気軽に借りることが出

ターを中心にレンタル事業を展開して

えていった 経 験から開 発した のが

災協定を結び有事の際にキャンピン

タル専用車両が置いてあり、例えば

は、他のキャンピングカー業者にはな

い高い安全性と機能性を兼ね備えて

長を務める
（一社）日本カーツーリズ

いく予定です。

は、蜂谷さんの災害復興支援への思

いがあります。熊本地震の時に、
キャ

本特種ボディーの今後の事業拡大の

【会社情報】
●創業
●事業内容
●所在地
●電話

2014年12月
キャンピングカーの製造・販売
越谷市小曽川 568-1
048-970-1370
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無料相談 要予約
事業承継の相談会

巡回個別相談会 in 越谷

事業引継ぎなど、
事業の存続に関する様々な課題の解決を支援する相談窓口。
日

時 3月16日(水)、4月20日(水) 10：00〜17：00

申込み 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター

場

所 越谷産業会館

3階会議室

☎048-711-6326

埼玉県よろず支援拠点出張相談会
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の相談窓口。
日

4月1日(金)、
4月15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
時 3月18日(金)、

場

所 越谷産業会館

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

地下第1会議室

金融・創業個別相談会
日本政策金融公庫の担当者による個別相談会。
日

時 3月3日(木) 、4月7日(木)10：00〜12：00

申込み 越谷商工会議所

企業支援課

場

所 越谷産業会館

2階会議室

問合せ (株)日本政策金融公庫 越谷支店

☎048-964-5561

知的財産に関する相談会
アイディア・デザイン・ブランド・著作物・ノウハウ等、知的財産の保護・活用に関する相談会。
日時や会場に関する情報は、埼玉県知財総合支援窓口
（埼玉県産業振興公社）☎048-621-7050 までお問い合わせください。

越谷市産業雇用支援センター二番館経営相談
※産業雇用支援センター二番館は令和４年４月１日より
「ビジネスサポートセンターこしがや」
に名称が変わります。

企業支援の専門家がコーディネーターとして、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支援を行う経営相談窓口。
日

時 毎週月〜金曜日 9:00〜12:00、13:00〜16:00

申込み 越谷市産業雇用支援センター二番館

場

（越谷市東越谷1-5-6）
所 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

3月・4月の予定
▪令和３年分所得税確定申告
（〜３月15日
（火）
）

3月16日
（水）▪令和３年分消費税確定申告相談会
〃

3月17日
（木）

セミナー

イベント

3月 3日
（木） ▪創業フォローアップセミナー④

▪越ヶ谷宿の雛めぐり
（〜３月３日
（木））

「経営セミナー」

3月 7日
（月） ▪経済産業省関連補助金説明会
（ハイブリッド型開催）

3月 9日
（水） ▪海外ビジネスセミナーin埼玉県東南部
「中小企業における高度外国人材の活
躍に向けて」

3月 4日
（金）▪正副会頭会議

会議

3月 7日
（月）▪工業部会

正副部会長会議

3月10日
（木）▪建設業部会
3月14日
（月） ▪工業部会

幹事会
議員会

3月23日
（水）▪第12回通常議員総会
4月19日
（火）▪女性会

監査会・執行部会

※上記相談会・イベント・予定は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、延期・中止になる可能性があります。開催の可否
につきまして、
事前にお問い合わせいただくようお願いします。
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お 知 ら せ

越谷商工会議所へのお問い合わせは

☎ 048- 966- 6 1 1 1

「越谷市ビジネスパワーアップ補助金（新常態適応型）」のご案内
コロナ禍を経た、
これからの「新常態（ニュー・ノーマル）」に適応するための、
新たなチャレンジを支援することを目的に、事業者が独自のアイディアにより
計画的に実施する新たな取組の一部を助成します！

越谷市産業雇用支援センター二番館※において経営相談を受けながら、計画的に実施する新商品等の開発、販路
開拓、人材育成、生産性向上、多様な働き方推進、DX（デジタル化）推進のための新たな事業に対し費用の一部を
助成します。
申請前に越谷市産業雇用支援センター二番館への相談が必要となりますので、十分な余裕をもって
お早めにご相談ください。
●補助率
●対 象
●申込み
●問合せ

補助対象経費の 3/4 以内
（上限 100 万円）
市内に事業所を有し、
かつ１年以上事業を営んでいる中小企業者
（市税を滞納している方や暴力団関係者の方などは補助対象外となります）
5 月 9 日（月）
〜 5 月 20 日
（金）午前 8 時 30 分〜午後 5 時に申請書を 越谷市役所経済振興課窓口
または電子申請にて提出
補助金制度について：経済振興課 ☎048-967-4680
二番館予約相談について：越谷市産業雇用支援センター二番館 ☎048-967-2424
※産業雇用支援センター二番館は令和４年４月１日より
「ビジネスサポートセンターこしがや」
に名称が変わります。

無料で日本全国の企業とWEBでマッチング「ザ・商談モール」のご案内
● 商談の相手先は全国いずれかの商工会議所等会員企業
● 日本全国で地域を超えてマッチング事例多数
● オールジャンル対応

買い手
困っていることを解決したい
仕入先・調達先を探したい

● 募集・提案・成約にいたるまで全て0円
● ザ・ビジネスモールのユーザー登録で売り手側にも買い手側にも

スピーディに仕入先・外注先を
探すことができる

ザ・商談モール
https://s.b-mall.ne.jp/syodan/

ご利用には
「ユーザー登録」
が必要です
（会員限定・無料）
パソコン・スマートフォンのほか、
同封チラシからも
ご登録いただけます。
https://www.b-mall.ne.jp/register/welcome/

応募

募集
売り手

自社の商品やサービスを
PRしたい
購買意欲のある買い手に応募し
直接売り込める
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お 知 ら せ

確定申告はお早めにお願いします
期限間近になりますと、会場が大変混雑し、時間がかかります。

インターネットからご予約ください

越谷商工会議所

で検索

個人事業主所得税確定申告指導・受付
●日 時

2月16日
（水）
〜3月15日
（火）

（金・土・日・祝日は閉所）※本年は毎週金曜日も閉所となります。

個人事業主消費税確定申告指導・受付
●日 時 3月16日
（水）
・17日
（木）
9時30分〜11時30分・13時〜15時30分

9時30分〜11時30分・13時〜15時30分

（12時〜13時は昼休み）

（12時〜13時は昼休み）
●場

所

または

●場

越谷産業会館 １階集会室

所

越谷産業会館 １階集会室

●お持ちいただくもの

●お持ちいただくもの

・令和元・２・3年分の所得税確定申告書、
決算書の控え

・青色決算書（まとめたもの）

・令和元・２年分の消費税申告書の控え

・前年分の決算書、確定申告書の控え

・令和3年分の資産等の買取について金額の記載された書

・生命保険・損害保険・国民健康保険・国民年金等の支払

類、雑収入について月日及び金額の記載されている書類

証明書及び控除証明書

・ 印鑑、電卓、その他必要書類

・印鑑、
その他必要書類

※消費税確定申告はこの期間に

・青色申告会会員手帳（青色申告会会員のみ）

ご相談をお願いいたします。

・電卓、筆記用具等

（税務署より送付）
・ 令和3年分の確定申告のお知らせの通知書
・確定申告案内はがき
（商工会議所より送付）

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

でお店のPRをし
た
ージ
い
ペ
ム

ら
な

ホー

不要です。
納税者が確認してください。

アドレスへアクセス！ https://www.koshigaya-cci.or.jp/mihonichi/
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越谷商工会議所へのお問い合わせは

☎ 048- 966- 6 1 1 1

生活習慣病予防健 診 実 施のお 知らせ
１．実施日時

２０２２年５月１６日（月）、
１７日（火）、
１８日（水）、
１９日（木）、
２０日（金）
午前９時、
１０時、
１１時
【定員】 午前９時：６５名 午前１０時：６５名 午前１１時：３０名
をご覧ください。
※完全予約制になります。
下記の【注意（連絡）事項】

２．実施会場

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

３．医療機関

医療法人社団 生光会

※今回より実施医療機関を変更いたしました。

４．検査項目

●身長・体重・腹囲・血圧測定●検尿（糖・蛋白・潜血）
●貧血検査●血液生化学検査●心電図検査
●胃部検査（ABC検診）
●視力検査（遠見）
●聴力検査（オージオメーター）
●胸部Ｘ線デジタル撮影●医師診察
本健診は労働安全衛生法上の法定検査基準内容を満たしています。
５．検診料金(1名・消費税込)
健診当日、
健診会場受付にて実費を徴収させていただきます。
12,500円

基本検診
オプション検査（希望者のみ）

腫瘍マーカーセット（血液による）

CEA ……大腸がん、胃がんなど消化器系がんのスクリーニング検査

肺がん検査（痰による喀痰細胞診）

3,300円

大腸がん検査（便潜血１回法）

1,100円

乳がん検査（乳腺超音波検査）

5,500円

肝炎ウィルス検査（血液による。B型・C型肝炎検査） 2,200円

AFP ……肝臓がんのスクリーニング検査

CA19-9…消化器系、特に膵がんに特異性の高いスクリーニング検査
PSA ……前立腺がんのスクリーニング検査（男性のみ）

5,500円

ＣＡ125 …卵巣がん、子宮がんに特異性の高い腫瘍マーカー（女性のみ）
※スクリーニング検査とは、疑わしい病気を探し出す、比較的簡単な
ふるいわけ検査です。

腹部超音波検査

5,500円

新型コロナウイルス抗体検査

胃部X線デジタル撮影

7,700円

眼底検査（両眼）

5,500円
700円

６．申込方法

同封の健診申込書に必要事項を選択・記入の上、越谷商工会議所 健診担当宛に持参、郵送またはFAXにてお申し込
みください（FAXの場合は到着確認の連絡を入れてください）。
越谷商工会議所 健診担当：川浦（〒343-0817越谷市中町7-17） 電話 048-966-6111 FAX 048-965-4445

【健康診断に関するお問合せは下記へお願い致します】
医療法人社団 生光会 電話 03-3288-8011（平日 9：00〜16：00）
７．申込締切
【注意
（連絡）事項】

2022年3月31日（木）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各日時、定員数を設けた完全予約制といたします。
下記注意事項を十分にご理解いただき、
ご協力賜りますようお願い申し上げます。

①生活習慣予防健診は感染拡大の状況、
情勢次第で予告なしに中止になることがあります。
②お申込みは先着順となります。
ご希望の日時が定員に達したときはＨＰでご案内いたします。
③お申込み後の日程の変更は医療機関へ問い合わせください。
④完全予約制につき、当日の受診者名簿にお名前のない方は受診ができません。
⑤予約時間より早く来場されたときはその時間までお待ちいただくことがあります。
⑥当日体調が優れない、熱がある等の症状がある場合受診をお控えください。
なお、受付時に
検温をさせていただき37.5℃以上の方には受診をご遠慮いただきます。
⑦会場へは必ずマスク着用でお越しください。
その他、個々で感染予防対策をお願いいたし
ます。
⑧受診者情報は正確に漏れなく申込書にご記入いただきますようお願いいたします。不備が
ある場合受診できませんのでお申込み前に必ず内容のご確認をお願いいたします。
⑨受診票及び健診結果郵送先は、原則事業所毎とし、個別発送の場合は着払いとさせていた
だきます。

⑩お申込みいただきました順に、
受診票、
検査容器、
健診日時・会場を記したご案内を送付します。
⑪受診当日に受診票・検査容器・健診料金をご持参のうえ、健診会場受付にお越しください。
⑫受診結果は、
最終日の５月２０日
（金）
から約１ヶ月後に実施医療機関より事業所宛に直接郵
送されます。
⑬越谷商工会議所及び生光会は、
「個人情報の保護に関する法律」
を遵守し、本健診を遂行
するために必要な範囲内で記載頂いた個人情報を利用・提供致します。
⑭個人結果表の再発行は、1部につき1,100円（税込み）の手数料がかかります。宅急便で発送
するため着払いになります。
⑮駐車場に限りがある為、
なるべく乗り合わせてお越しください。
⑯希望予約日が埋まっている場合は日時変更のお願いを医療機関からさせていただく場合が
あります。
⑰新型コロナウイルス対策の為、健診時間が長く掛かる事が予想されますので予めご了承願い
ます。
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会員 紹 介 コーナー

はたらきびと
掲載申込はこちら
(無料)

お 知 ら せ
今
月
の

はたらきびと

インターネットでの申込が難しい方は
【総務課 西口】
までお問い合わせ下さい
（☎ 048-966-6111）

応募頂いた会員の皆様の事業所情報、商品やサービスを紹介していくコーナーです。

ラ・グッチーニ

越谷まるこ加盟店
ポイント貯まります

野菜と鮮魚を中心に、自家製にこだわった身体に優しいイタリアン
住所

越谷市東大沢 1-12-3

営業時間

ランチ 11:00〜14:30
（L.O.14:00）
ディナー 17:30〜22:00
（L.O.21:30） 月曜定休
https://lagucchini.owst.jp/

URL
Comment

☎ 048 -940 -5415

出来る限り自家製でのご提供を心がけ、添加物を極力使用せず、
小さいお子様にも安心してお召し上がりいただけます。旬素材を
意識した、身体に優しいイタリアンをお楽しみください。

ぷちフィットネスルーム HTM

感染症対策万全！
完全予約制個室パーソナルトレーニングルーム！
住所

越谷市千間台東2-13-1

営業時間
URL

スケジュール表にてご確認ください
http://r.goope.jp/puchifit-htm

Comment

TBハイツ202

☎ 080 -9695 - 8092

パーソナルトレーニングや少人数制セミパーソナルトレーニング、グループ

レッスン等、あなたの目的や希望に応じたセッションをご提供致します。
完全予約制の個室パーソナルトレーニングとなります。

会員同士でバトンを繋ぐ！

会員PRリレー

商工会議所の会員の方から、その方の知人・友人の商工会議所会員をリレー形式で紹介するコーナーです。

前月号

イーグル
ハウジングさん
からの紹介

炭火焼一家 天才ホルモン 越谷店
☎ 048 -947-1175
株式会社フリースタイル

髙谷 和弘さん
越谷市赤山町1-9-1 吉井ビル1A
営 17:00〜25:00（月曜定休）
URL https://tenhoru.com
代
住

ふらっと気軽に寄れる新鮮ホルモン専門店！
越谷駅西口徒歩2分
レトロな店内で地域No.1「アットホーム空間」を目指すホルモン専門店
です。当店でしか食べることができない厳選した新鮮なホルモン、こだわり
の逸品をご用意してお待ちしております。

次月号は、
「有限会社小林不動産
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小林

仁さん」を紹介します！

埼玉司法書士会

提供

「経営者のための会社法務」

Vol.4

取締役会について
株式会社では、取締役３名、監査役１名を置いた取

社では、自動的にその取締役が会社を代表する権限を

締役会設置会社が多く存在します。これらの会社の中

持ちます。取締役が２名以上いる場合には、原則として

には、親族が名ばかり役員として登記されている場合も

取締役全員がそれぞれ会社を代表する権限を持ちます

少なくありません。

が、それぞれが代表権を行使するのは会社側としては

株式会社は、平成１８年の会社法施行以前は、取締

管理が大変になりますので、定款で会社を代表する取

役を３名以上、監査役を１名以上選任して、取締役会

締役を定めておくことや定款の定めに基づく取締役の互

を必ず設置しなければなりませんでしたが、改正法施

選で代表取締役を定めることができます。また、定款

行以降は、株式会社でも、必ずしも取締役会を設置し

に規定がなくても、株主総会で決議することにより代表

なくてもよいケースがあります。

取締役を決めることもできます。

取締役会は、取締役の全員で構成される合議体です。

社長の妻や親族などが形だけ取締役や監査役となっ

会社が発行する全ての株式について、譲渡による取得

ていて、お小遣い程度の報酬を支払ってはいるものの、

をする際に会社の承認を要するとの定めを設けている

実際には会社のことには何も関わっておらず、取締役

会社（定めがあるかは登記の内容を見ると分かります）

会も実質開かれていない、といった会社は少なくないと

では、取締役会を設置しないことができます。取締役

思われます。このような状態は望ましいものではありま

会を設置していない会社を「非取締役会設置会社」と

せん。取締役会が形骸化している場合には、会社の形

いい、取締役は１名だけでもよく、監査役を置かないこ

態を変更して非取締役会設置会社にすることも検討の

とも可能となります。

余地がありますし、非取締役会設置会社となれば監査

取締役会を設置している会社を「取締役会設置会社」

役を廃止することもできますので、「今後事業承継を予

といいますが、取締役会設置会社では、取締役は３名

定しているので組織形態を変えておきたい」、「業績が

以上必要であり、株主総会における決議事項が大きく

悪化しているので組織をスリム化したい」といったニー

制限されています。例えば、株主は株主総会で取締役

ズに対応することも可能となります。

の選任・解任をはじめとする会社の重要な事項につい

今回は、取締役会に注目しましたが、会社の規模や

て決議をすることができますが、会社の運営・管理に

現状に応じて、どのように会社の意思決定をするか、

関する事項については決議をすることができません。

会社の運営や監督方法はどうするか、といったことを改

代表取締役の選定方法も、取締役会設置会社か非
取締役会設置会社かで異なります。

めて考えることは大切なことと思われます。
御自身の会社にふさわしい機関設計を検討される際

取締役会設置会社では、取締役会の決議によって取

には、ぜひ司法書士に御相談下さい。

締役の中から選定されます。
非取締役会設置会社の場合、取締役１名のみの会

（司法書士

千代間道子）

埼玉司法書士会 越谷総合相談センター

相続・登記の専門家 司法書士の予約制 無料相談実施中！

予約受付：平日 午前10時〜午後4時

0 48 - 8 38 -7 4 7 2

越谷市越ケ谷2丁目8番24号

森田ビル202号室
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令和 4 年度事業承継支援施策について
今回は、次年度に向けて、令和4年度の国の事業承継施策の骨子を公表されている資料をもとにご紹介致します（執筆時点は令和4年1月28日で
す。本稿掲載時に変更となっている可能性があります）。

《事業承継に向けた5つのステップと国の支援策の全体像》
中小企業庁が平成28年に中小企業・小規模事業者の皆さん及び事業承継支援機関に向けて定めた「事業承継ガイドライン」
では、円滑な事業承継
を行うには、手順を踏んで計画的に実施することが重要であると明記されています。国の事業承継支援策も、事業承継の各ステップに応じて
（事業者の
方の事業承継の進捗度合いに応じて）様々なものが用意されています。
事業承継に向けたステップ

●経営者保証不要の信用保証制度
●経営者保証解除に向けた
専門家支援
●法人版事業承継税制
●個人版事業承継税制
●金融支援
●遺留分に関する民法特例
●会社法特例

《主要施策の説明》

ステップ１

事業承継に向けた準備の必要性の認識

ステップ２

経営状況・経営課題等の把握（見える化）

ステップ３

事業承継に向けた経営改善（磨き上げ）
親族内・従業員承継

社外への引継ぎ

ステップ４

事業承継計画策定

マッチング実施

ステップ５

事業承継の実行

M&A等の実行

ポスト事業承継（成長・発展）
●事業承継・引継ぎ補助金
✓ 創業支援型 ✓ 経営者交代型
●ベンチャー型事業承継支援

●事業承継・引継ぎ支援センター
✓ マッチング支援
✓ 後継者人材バンク
✓ 廃業支援
●事業承継・引継ぎ補助金
✓ 専門家活用

プレ承継

●事業承継ネットワーク構成機関
✓ 事業承継診断
✓ 専門家派遣
✓ 承継計画策定支援

✓ M&A型

●承継トライアル実証事業
●不動産取得税、登録免許税の
軽減
●許認可承継の特例
●経営資源集約化税制
その他
●事業承継ファンド
●中小企業投資育成㈱によるMEBO
支援
※中小企業庁資料を基に作成

※中小企業庁資料を基に作成

施策

施策の概要

事業承継・引継ぎ補助金
※生産性向上や円滑な事業承継・引継ぎを支援

①事業承継や引継ぎを契機とした新たな取組み（設備投資・販路開拓等）や廃業に係る費用の一部を補助
②事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用（仲介手数料・調査費用等）の一部を補助
●補助上限額と補助率
（補助上限額）150万円〜600万円 （補助率）1/2〜2/3

事業承継関連税制
※円滑な事業承継を支援

後継者の取得した株式について、贈与税や相続税の納税を猶予する「法人版事業承継税制」の特例措置に
係る申請期限を1年延長（令和6年3月31日まで）

《中小企業等事業再構築促進事業（補助金）》
これは、事業承継と直接関係する施策ではありませんが、新型コロナウイルスの影響の長期化により、需要や売り上げの回復が難しい企業の事業再
構築を支援し、
日本経済の構造転換を促す施策です。
新規事業分野への進出等の新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編又はこれらの取組みを通じた規模の拡大等、思い切った事業再構
築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。補助の申請には、認定支援機関等の支援を受け事業計画を策定することが必要になりますのでご
留意ください。なお、新分野展開等の実現を他社インフラの活用により目指す企業にとっては、M&Aも一つの選択肢となります。
その場合は、事業承継・
引継ぎ支援センターも活用いただけます。

《補助金等の各種施策の活用にご興味のある事業者の皆さんへ》
補助金の申請にあたっては、認定支援機関の関与が必須のものが多く存在します。補助金についてご興味のある方、活用をご検討中の方は、是非、
商工会議所にお問い合わせください。

《事業承継・引継ぎについてご興味のある事業者の皆さんへ》
埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターは、幅広い事業承継ニーズへのご相談に応じています。
当センターへの相談は何回行っても無料です。また、相談員には、法律上守秘義務が課されていますので、お気軽にご相談ください。

埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター 巡回個別相談会 in 越谷
事前予約制

毎月 1 回 ( 原則第 3 水曜日 )､中小企業の事業承継支援に特に優れた能力･知見･
実績などを有する専門スタッフが対応させていただきます｡

048-711-6326
10

申込み

埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター

会

越谷産業会館（越谷商工会議所）

場

相談無料
秘密厳守

令和4年1月にご加入いただいた会員の皆様47社です。（順不同・敬称略）

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。

所属部会

商業部会

工業部会
建設業部会

サービス業部会

環境衛生業部会

事業所名

（株）
コネクト
T.J アサヒナ
オンラインショップ 木村屋本店
（株）
Share Re Green
ローソン越谷下間久里仲田
（株）
千菱
ラッキー宝くじセンター
加藤
Megumi Karasawa
workshop FUJI
（資）
まるこ
（株）
木村製作所
Ｓ・Ｋ・Ａ
（株）
真栄不動産
平野
RE−JING ind.
（同）
（有）
サンエス企画
（有）
飯生運輸
（株）
三山
（同）
Fortuna
ひなた
八田
（株）
KIUCHI CORPORATION
フリースタイル
（株）
（株）
Kubota Design工房
鈴木 一弘
（株）
ロジプランナー
ライフエンタープライズ
（株）
竹本運送
（同）
Aight
SUGI WORK
笑顔推進委員会会長
長田公認会計士・税理士事務所
（有）
プロテア
（有）
ケークルーファクトリー
（有）
プライムスター
西洋改食 改
田山
（株）
アルファサイエンスキッズ
特定非営利活動法人きらら・キッズ
特定非営利活動法人 結
Blue eyedesino
若接骨院
（株）
田代クリニック愛
とんかつ仲清
カラオケ喫茶ふじ
（株）
菊水舎

代表者氏名

中森 優哉
朝比奈真光
木村 裕作
瀬戸山 匠
佐藤 弘毅
安田 邦雄
石政 義久
加藤 広美
唐澤
恵
藤村 裕昭
丸子 敦嗣
木村
浩
大木 隆幸
阿部 孝則
平野 伸博
押田 宏一
横山慶太郎
鈴木 豊臣
林
清泉
鈴木 豊臣
出雲 正人
八田 康平
木 内 ニコ
平山 裕志
久保田英樹
鈴木 一弘
松﨑 亮太
井上 勇人
竹本 龍司
阿萬 正明
杉山 茂幸
森 田 さお り
長田 慶洋
遠藤 正司
小宮 祐一
平
智
白井 生一
田 山 つ かさ
鈴木美由紀
石川 和之
中山 真司
勝島
葵
若 雄四郎
田代 博紹
仲澤 清美
永山 綾子
奥村 卓也

住

所

三郷市
川柳町
赤山本町
東柳田町
下間久里
恩間
赤山町
大成町
三野宮
南越谷
宮本町
大成町
神明町
蒲生旭町
西新井
大房
平方
さいたま市
春日部市
東京都港区
さいたま市
宮本町
レイクタウン
南町
南荻島
大沢
レイクタウン
弥生町
東大沢
草加市
増林
増林
東越谷
袋山
大間野町
川柳町
東越谷
千間台東
恩間
袋山
東越谷
越ケ谷
袋山
相模町
袋山
春日部市
さいたま市

業

種

建設資材
食品移動販売業（キッチンカー）
ネット販売
文具企画・販売
コンビニエンスストア
お菓子製造、販売
宝くじ販売
服飾・食品販売
版画作品販売
アパレル企画・生産
福祉用具の設計・製造及び販売
金属加工
キッチン取付
宅地建物取引業
配管業
金属工事業
ハウスクリーニング、害虫駆除
運送業
ビル管理・清掃業
コンサルティング業
介護サービス・製造
運送業
運送業
清掃業
デザイン制作
配達
運送業
保険代理店
軽自動車貨物運送
不動産賃貸業
WEB制作・メディア運営
心理カウンセラー
会計事務所
不動産賃貸・管理
運送業
治験サポート
飲食業
エステティック業
療育
保育園の経営
福祉
まつげサロン
接骨院
内科外科
とんかつ店
カラオケ
普通洗濯業

5つの部会のうち、会員は業種に応じていずれかの部会に所属します。会員は所属した部会の事業活動に参加できます。

LOBO調査 （商工会議所早期景気観測）1月度調査報告

QUICK SURVEY OF
LOCAL
BUSINESS
OUTLOOK

全産業合計の業況DIは、
▲18.2（前月比▲2.4ポイント）
でした。自動車

関連で生産回復の動きが見られる製造業や、消費者マインドの回復により
年始の初売りが好調だった小売業の業況感が改善しました。一方、新型コ

ロナウイルスのオミクロン株の感染拡大に伴い、飲食業、宿泊業などの

サービス業では、
イベントの中止や予約のキャンセルが相次ぎ、客足が急減

しました。
また、幅広い業種で、部品供給制約による納品遅れ、原油価格を
含む資源価格や原材料費の上昇によるコスト増加が続いており、中小企業
の業況改善に向けた動きは継続も、足元で鈍さが見られます。

先行き見通しDIは、
▲27.4（今月比▲9.2ポイント）
です。
オミクロン株の

感染急拡大による営業時間短縮や人流抑制などの活動制約、春の観光需

要喪失を不安視する声は多いです。
また、部品供給制約の長期化、資源価

格の高騰、円安、人件費上昇などのコスト増加分の価格転嫁の遅れによる

業績悪化への懸念もあり、中小企業の景況感は先行きへの警戒感が強ま

り、厳しい見方となっています。

※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）
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Ｃ
リスト

リストから漢字を選び、空いた
マスを埋めてクロスワードを完
成させましょう。ひとつの文字
は１回しか使えません。最後に、
Ａ〜Ｃのマスに入る漢字ででき
る三字熟語を答えてください。
A

B

業

臨

思

地 所

脱

得 座

感 書

鳥

場 衣

期 春

過

産

出

経
意

渡
Ａ

Ｂ

告
白

C

正解者の中から抽選で 5 名様に

卒

証

標

「イオンシネマ鑑賞券」を プレゼント！

応募方法

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・ご要望を入れ、ハガキもしくは以下のQRコードから応募して
ください。

宛

先

〒343-0817 越谷市中町7-17

締

切

令和４年３月25日（当日消印有効）

越谷商工会議所「越谷商工会議所だより」係
応募ページ

◎ ２月号のクロスワードパズルの答えは「小松菜」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。

今月のおすすめ映画

イオンシネマ越谷レイクタウン

お問い合わせ TEL.048-990-3661

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

※公開日は変更になる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

感染症予防対策について

3/18 金

3/12 土
公開

公開

ウェディングプランナーの中越に支えられ、新

ノストラダムスが予言した1999年7の月、暴力が

郎・彰人と新婦・遥は幸せな式を迎える、はず

支配する世界が訪れる。そんな世紀末に備え、己

だった・・・。しかし、スピーチに人生を懸ける上

を鍛え上げる強き漢たちがいた。しかし、時は

司・財津をはじめ、クセ者参列者たちの熱すぎ

2022年…。世界滅亡の時は一向に訪れない中、

る想いが大暴走!さらに新婦の元カレ・裕也

強力無比な殺人拳・無戒殺風拳（むかいさっぷう

や、謎の男・澤田も現れて式はとんでもない

けん）を会得した弟子たちを集め、師範は気まず

方向へ!? 絶対にNOと言わない"ウェディン

そうに言い放った。 「解散っ」 これは、時代に

グプランナーは全ての難題をクリアし、2人に

全く必要とされず、世界の救世主になれなかっ

最高の結婚式を贈ることが出来るのか――!?

た強く優しき漢（オトコ）の青春物語である。

©2022「ウェディング・ハイ」製作委員会

©2022 映画『KAPPEI』製作委員会 ©若杉公徳／白泉社（ヤングアニマルコミックス）

先日、同僚がDX（デジタルトランスフォーメーション）のXはなぜXなんだろうと調べていまし

編集後記

た。あまり気にした事も無かったですが、言われてみれば確かに、略すと「DT」になるはず。
調べた結果、トランス（trans-）には「交差する」という意味があり、英語圏ではXと表記する
場合があることからDXになったそうです。以上、ちょっとした雑学でした。

発行日／令和4年3月1日
編集・発行

越谷商工会議所

〒343-0817 越谷市中町7-17

越谷産業会館内

T E L.
U R L
E-mail
開所時間
休所日

048-966-6111 F A X. 048-965-4445
https://www.koshigaya-cci.or.jp
k9664445@koshigaya-cci.or.jp
8:30〜17:15
土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始

越谷商工会議所 ホームページ

