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浮 世 絵・東 洲 斎 写 楽と
わが越 谷にご縁あり

江戸時代の浮世絵の中でも︑ひときわ際立つのが︑写
とうしゅうさいしゃらく
楽の浮世絵︒その作者・東洲斎写楽と越谷とは︑実はか
なりな関係があるのです︒
東洲斎写楽は︑つい最近までは正体がわからない﹁謎﹂
たにぶんちょう
の人物でした︒本当は北斎ではないかとか︑歌麿︑
谷文兆︑
おうきょ
応挙など︑ 人以上の候補があがりました︒平成９年に
ほうこうじ
越谷市の法光寺さんで﹁斎藤十郎兵衛﹂の過去帳が徳島
市の歴史愛好会﹁写楽の会﹂によって発見され︑江戸時
げっしん
あ わ
代の考証家・斎藤月岑の﹁写楽は阿波侯の能役者・斎藤
十郎兵衛である﹂という主張の十郎兵衛の実在が確認さ
れ︑今では︑この説で確定したように思われます︒
写楽が︑世界の三大肖像画家のひとりと称される︑世
界 の 美 術 史 に 残 る 作 品 を 描 い た の は 寛 政 ６︵１ ７ ９ ４︶
年〜７年のわずか カ月のことでした︒
その写楽と越谷との関係とは〜
①十郎兵衛は浮世絵を描いていた頃には今の﹁中央区
八丁堀・地蔵橋﹂に住んでいて︑その隣には国学者
はるみ
おんま
の村田春海がおり︑そこには越谷・恩間の国学者渡
こうよう
辺荒陽︵宝暦２＝１７５２〜天保９＝１８３８︶の
た せ こ
次女・多勢子が養女に入っていたのです︒彼女は諸
大名宅で和歌や学問を教える才女でした︒
②多勢子は一生結婚せず︑隣家の能楽師︵つまり写楽︶
はるみち
の男児を養子としました︒彼も長じて春路と名乗る
学者となりました︒単なる隣人でなく︑養子関係の
あるお隣さんだったのです︒
③十郎兵衛の過去帳をお持ちの法光寺さんは︑このよ
うな江戸時代のご因縁とは知らず︑平成５年に築地
から越谷市三野宮に移転してこられました︒境内に
写楽の記念碑をお立ていただいており︑阿波ゆかり
の蜂須賀桜が植えられています︒
写楽と越谷は不思議なご縁につながっているのです︒
10
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︽参考︾
●写楽 中野三敏著／中央公論新社刊／２００７
●能役者・写楽 内田千鶴子著／三一書房刊／１９９９

文・越谷市郷土研究会
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令和４(2022)年度は、第１期中期ビジョンから注力している創業支援事業、昨年度からのデジタル化支援事業に加え、新たに、企業の成長・
発展に必要不可欠な人材育成事業に取り組み、次世代へ繋げる事業継続力強化支援を行う所存です。
ウィズコロナ、アフターコロナ時代においては、
コロナ前とは求められるビジネス、サービス、競争環境が変わり、日常生活にも新たな行動様
式が求められるのと同様、企業の在り方や従業員の働き方に対しても大きな変化が起こると予想されます。
常に変化していく中小企業・小規模事業者のニーズに対応し行動する商工会議所として変化
（Change）
に挑戦
（Challenge）
することは好機
（Chance）
と考え、新たな事業に取り組み、三本柱である「会員企業の活力強化」
「地域経済の活性化」
「組織力強化」
を推進してまいります。

▪ 2022年度 重点項目▪

1

2

中小企業・小規模事業者の経営力強化
①事業継続力強化支援事業
・経営指導員による巡回、窓口相談
・各支援機関との連携支援
・先輩経営者との交流会開催
②デジタル化支援事業
・DXサポーターによるデジタル化の普及促進
・デジタル化普及促進セミナー、相談会の開催
③創業支援事業
・創業ステージ別支援セミナーの開催
・創業後の事業継続支援
④人材育成支援事業（新規）
・階層別人材スキルアップセミナーの開催

3

4

会員サービスの充実と向上
①会員ニーズの把握
・会員へのアンケート実施
②情報発信強化
・対外情報発信
・会報誌「鼓動」発行による情報提供
・ホームページによる情報提供
・SNS活用による情報配信
（メールマガジン、Facebook、YouTube、LINE、Instagram)
・オンライン展示会、マッチングイベントの推進
・ザ・ビジネスモール、こしがや見本市活用促進

5

活力あるまちづくりの推進
①中心市街地旧日光街道、まるなな通り無電柱化への取り組み
・越谷市・埼玉県等関係機関への要望活動
・無電柱化懇談会の定期開催
②南越谷地区にぎわい創りへの取り組み
・越谷市への要望活動
・越谷市関係部局との情報交換
③地域ポイント、キャッシュレス推進
・まるこポイント利用促進連絡会議の開催
・まるこカード利便性向上アンケート調査実施
④地域活性化イベント支援
・コロナ対応イベントの実施

会員拡大と組織・財政基盤の充実強化
①会員拡大と組織強化
・会員拡大推進員による加入勧奨
・金融機関との連携による加入勧奨
・会議所活用ガイド改訂版作成
・会員交流事業の推進
・青年部・女性会活動
②財政基盤の充実強化
・検定事業の推進
・各種共済事業の推進
・会員福利厚生事業の推進
・越谷産業会館、駐車場管理運営

6

建議要望活動
①商工業者の意見集約
・会員へのアンケート実施
・各業種部会の意見集約
②地域経済発展のための提言・要望活動
・市内商工業振興に関する要望活動
・旧日光街道、まるなな通り無電柱化要望活動
・「国道 4 号 東埼玉道路・建設促進連絡協議会」による要望活動
・日本商工会議所、埼玉県商工会議所連合会連携による要望活動
・「東京直結鉄道建設・誘致促進連絡協議会」による要望活動

役職員の資質向上
①経営支援資質向上への取り組み
・日本商工会議所、埼玉県商工会議所連合会主催の研修会参加
・内部研修会・勉強会の定期開催
・職員教育プログラムの実施
・職員資格取得の奨励
②会議所内デジタル化推進
・業務デジタル化の推進
・職員ＩT スキルの向上

▪ 202 2年度 収支予算▪
財政規模

403,017千円

会館管理運営特別会計
特定退職金共済 5.7％ 22,805千円
特別会計
7.6％ 30,802千円

中小企業相談所
特別会計
31.4％
126,480千円

一般会計
55.3％
222,930千円

収入の部

403,017千円

繰越金
8.1％ 32,801千円

雑収入
0.1％
536千円

繰入金
10.8％
43,470千円

交付金
32.4％
130,370千円

支出の部
予備費
2.8％ 11,167千円

会費
22.0％
88,840千円
事業収入等
26.0％
104,680千円
受託料
0.6％ 2,320千円

403,017千円
積立金
1.7％ 7,000千円

繰出金
10.8％ 43,470千円
管理費
14.3％
57,790千円

事業費
37.7％
151,890千円

給与費
32.7％
131,700千円
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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 4月20日(水)、5月18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

所 越谷産業会館

場

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15日(金)、
5月6日(金)、
5月20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 4月1日(金)、

場

所 越谷産業会館

地下第1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

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

5月12日(木) 10：00〜12：00
時 4月7日(木)、

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。

ビジネスサポートセンターこしがや経営相談
※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」
に名称が変わりました。

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

場

「ビジネスサポートセンター」
（越谷市東越谷1-5-6）
所 産業雇用施設

申込み ビジネスサポートセンターこしがや ☎048-967-2424

FAX:048-967-2425

e-mail：info@nibankan.jp

4月・5月の予定
会議

4月 4日
（月）▪環境衛生業部会 役員会
4月 5日
（火）▪工業部会 正副部会長会議
4月 6日
（水）▪正副会頭会議
4月 8日
（金）▪建設業部会 正副部会長会議
4月11日
（月）▪建設業部会 幹事会

4月18日
（月）▪常議員会
4月19日
（火）▪女性会 監査会・執行部会
5月10日
（火）▪工業部会 正副部会長会議
▪工業部会 議員会
5月24日
（火）▪女性会 通常総会並びに講演会、
事業委員会・広報委員会

※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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越谷商工会議所の活用

5W1H !

越 谷 商 工 会 議 所 の 活 用 事 例 を５W１H に 沿 って 紹 介 します

美容室

kasuga

☎ 048-979-3568

Why

事業内容

美容室

所 在 地

越谷市千間台西２丁目６−１１

活用のきっかけは？

経理業務の効率化、
事業のお金の流れを把握したい

What

何を活用しましたか？

税務相談、マネーフォワード導入サービス

Who

誰を活用しましたか？

記帳専任職員

Where

どこに活用しましたか？

決算・確定申告

When

代表者

URL

春日

秀 さん

http://hair-kasuga.net/

2021年3月に父親から事業を引き継ぎ、決算・確定

How

申告の作成支援を求めて当会議所に加入。青色申告

会議所職員の
視点

特別控除65万円が希望の為、経理ソフト「マネー
フォワード」を利用した会計管理を提案した。クラ

ウド会計の特性を活かしたインターネット上での入力チェックと、
対面による支援を5回行い、2021年分の確定申告を無事に終える事
が出来た。今後は、電子帳簿保存法改正への対応と、マネーフォ
ワードを活かした更なる会計業務効率化を図る。
感 想
今回初めての確定申告でしたが、このソフトは大分簡単で
感覚的に操作出来て助かりました。

どの期間活用しましたか？

2021年7月〜2022年2月

また、お金の流れも理解出来て良かったです。
今後も使いたいと思っています。

マネーフォワード（ Money Forward ）
クラウド会計・確定申告のご案内
越谷商工会議所会員の方は、会員特典として

マネーフォワードクラウド会計・確定申告の
利用料金が毎年 60日間無料になります! ※
※会員かつアクサ生命の越谷商工会議所共済制度等に加入している方は毎年90日間無料

※無料対象外のプランもあります

マ ネ ー フォワ ード を 導 入 す る 主 な メリット
１
2
3

通帳などと連携して自動仕訳！

入力作業の時間を大幅に削減出来ます

システムの自動アップデート！

税制改正などに合わせて自動でアップデート
される為、更新を自分で行う必要がありません

入力内容の自動バックアップ！

クラウド上でデータを保存する為、万が一
パソコンが故障してもデータは消えません

越谷商工会議所会員で実際にマネーフォワード
を導入される方は、60日間
（90日間）
無料となる
プロダクトキーをお渡ししますので、事前にご連
絡ください
（048-966-6111 担当：齋藤）
。

導入を検討される方は、以下のURL
もしくはQRから詳細をご確認ください。
https://moneyforward.com/
2022 vol.73
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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- 61 1 1

越谷中央商店会「まるななマーケット」中止のお知らせ
例年４月に開催しておりました
「まるななマーケット」は、新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、
中止させていただきます。

なお、今後、イベントを開催する際は、越谷中央商店会のホームページや商工会議所
会報
「鼓動」
、
広報こしがや等でご案内します。
越谷中央商店会ホームページは、イベント案内のほか、会員情報も掲載されていま
すので、
是非ご覧ください。

越谷中央商店会
ホームページ

催を
次回の開
に！
お楽しみ

えせ 同 和 行 為を排 除しましょう
―埼葛えせ同和行為対策強化月間―

越谷市を含む埼葛１２市町では、毎年４月を
「埼葛えせ同和行為対策強化月間」
と定め、
同和問題の正しい理解の妨げとなっている
「えせ同和行為」の排除を呼びかけています。

◆
「えせ同和行為」
とは

同和問題の解決を口実に、個人、企業、行政機関などに対して
「図書等物品購入の強要」
や
「寄附金・賛助金の強要」
など、
不法・不当な行為や要求をすることです。
このような行為は、要求を受けた人が被害に遭うだけでなく、同和問題に対する誤った認識を植えつけ、新たな偏見や
差別意識を生む要因となり、
同和問題解決の大きな阻害要因となる許されない行為です。

◆えせ同和行為は断固拒否しましょう

えせ同和行為の要求に応じる必要はありません。その場しのぎの安易な対応は、かえって相手につけ込まれます。
終始、
き然とした態度で断固拒否し、
えせ同和行為を排除しましょう。

◆同和問題（部落差別）
に関する正しい理解を深めましょう

同和問題とは、同和地区（被差別部落）
に
「住んでいる」
あるいは
「生まれた」
ということを理由とした不合理な偏見によ
り、結婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権が侵害されるという、日本の歴史の中で生み出され、現在
もなお存在する我が国固有の重大な人権問題です。埼葛１２市町では「部落差別の解消の推進に関する法律」を踏まえ、
同和問題の正しい理解が図られるよう、
人権教育・啓発活動を推進しています。

問い合わせ

会 員 の 声

越谷市役所

人権・男女共同参画推進課

☎048-963-9119

より良い事業にする為、
ご意見を参考にさせていただきます！

電子帳簿保存法のセミナーを開催してほしいです。
いつも楽しく読ませていただいています。コロナに負けずに頑張りましょう^ ^
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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。

Ishibashi

越谷まるこ加盟店
ポイント貯まります

ヌーベルシノワスタイルの本格中国料理店
住所

越谷市大林305

営業時間

ランチ 11：30〜15：00(LO14：00) ※土日祝は朝8：30〜
ディナー 17：30〜
https://www.nouvellechinois-ishibashi.com/

URL
Comment

☎ 048 -974 - 6307

越谷で 50 年以上の歴史のある「石橋飯店」を 2020年 5 月に

「Ishibashi」
として完全リニューアル！本格中国料理を単品から
フルコースまでリーズナブルに堪能頂けます。

smile company

ペットは家族の一員。獣医師による動物整体で自然治癒力アップ！
住所

越谷市東越谷2-1-20

営業時間
URL

10:00〜19:00
http://smilecompany-animal.com/

Comment

☎ 048 -947- 8599

大切な家族・ペットにいつまでも元氣に過ごして欲しい！動物整体は骨格

の歪みや氣の流れを整えて、元々持っているパワー『自然治癒力』を発揮
させます。心も体もリラックスしていく優しいケアを行っています。

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

有限会社小林不動産 ☎ 048 -964 -3467

天才ホルモン 越谷店さん
からの紹介

小林 勝（紹介者：小林 仁）さん
越谷市弥生町10-24
営 9:30〜18:00（水・日定休）
URL https://kobayashi-fudousan.co.jp/
代
住

越谷駅東口で６０年

地域密着の不動産会社です！

数ある不動産会社の中から、当社をお選び頂いたお客様との御縁を
大切にし、当社へ任せて良かったと思って頂けるよう、親切・丁寧なご
対応をさせて頂きます。不動産に関してどんなことでもお気軽にご相
談ください。

次月号は、
「ヘアーサロン ナカノ 中野 智弘さん」を紹介します！
2022 vol.73
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デジタル活用コラム

デジタル 活 用 に よ る 儲 か る 経 営 づ く り
働き手が2,000万人減る準備はできているか?
井領

明広（いりょう・あきひろ）

〈 つづく株式会社社長。長野県上田市を拠点に、企業のクラウド化・業務自動化を支援 〉

「生産性向上」や「デジタルによる効率化」が報道されな

ヤが頭の上にある感じ」
と表現し、苦しんでいた。

い日はない。
しかし、
どこか他人事の人も多いのではない

支援の結果、最終的には事務作業を年間600時間削減

だろうか。地方で行政や企業を支援し続けて５年。私の目

することに成功した。受注から製造、納品まで「kintone」
と

にはそう映る。

いうクラウドサービスで管理。会計処理はクラウド会計

企業の現場ではFAXがまだまだ現役。社員同士の連絡
はいまだに口頭、電話中心。工場や事務所には紙、紙、紙。
今はそれでいいかもしれない。
しかし、
これからはそうは
いかない。
2025年時点で6,277万人と推定される労働人口は、

「freee」を利用し、ネットで完結、自動化したことで銀行へ
記帳に行くこともなくなり、経理の母親も引退できた。
同店は受注管理、会計、給与計算、販売管理などを軒並
みクラウド化した。ポイントは、複数のクラウドサービスを
組み合わせて使っている点だ。

2050年には4,864万人まで減少すると言われている。
こ

近年、
クラウド型の様々な業務システムが登場し、会計

の人口減少の問題は確実に訪れる未来だ。今まで３人で

や勤怠管理、販売管理など、経営者は自分の会社に適した

回していた経理が高齢化し、１人、２人と辞める。ハロー

サービスを選択し、組み合わせることで効率化を実現でき

ワークで求人を出しても、半年以上応募が来ない。そんな

るようになった。
システムは「１からつくる」時代から、
「欲

時代は目の前に迫っている。

しい物を選ぶ」時代へとシフトしたのである。

そこで我々が取るべき手段はひとつだ。
「人が増えない
なら、仕事の方を減らす」。経理が３人から１人になった
のであれば、労力を３分の１にするしかない。

さて、省力化した両国屋豆腐店の現在はどうなったか？
かつて事務作業に消えていた時間は、営業や商品開発な
ど
「攻め」の時間に変化した。人口減少が確実にくるこれか

長野県富士見町。八ヶ岳の山麓に豆腐屋「両国屋豆腐
店」は佇む。冷涼な水を使った豆腐は長らく地元で愛され
てきた。
そんな両国屋の代表から
「助けてほしい」
と声をか
けられたのは2017年のことだった。
実際に事務所を訪問して驚いた。壁一面に手書きの付
箋やFAXがびっしりと貼り付けられていた。注文管理、製
造計画、出荷、納品、請求、会計処理。
これらすべてを代表
一人が行う。朝早くから仕込みをし、疲れた体で事務作業
をする。夜遅くまで続くこともあった。経理事務を行ってい
た母親は高齢化し、
「そろそろ事務は引退したい」
ともこぼ
していた。
デジタル化以前は「豆腐のことを２割しか考えられな
かった」
という。
「帰ったら事務作業しなくちゃ、在庫は足り
るかどうか、仕入れは大丈夫か」、つまりは豆腐以外のこと
が８割、頭の中を埋め尽くしていた。代表は「常に黒いモ
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らの時代。デジタル化というのは「時間づくり」
「創造的な
活動づくり」そのものである。
「今不要だから」
ということでデジタル化を見て見ぬ振り
をするのはやめよう。
「10年、20年後、必ず必要になる」
と
知ったあなたは、今日から動き出せるはずだ。

社労士プレゼンツ

経営者あるある

Ｑ＆Ａ

越谷地区会の社労士が、経営者の疑問・質問にお答えします♪
埼玉県社会労務士会 イメージキャラクター「しゃろたま®」

Q
A

一生懸命働いているパート・アルバイト
さんを正社員に引き上げて待遇を良く

したいと考えていますが、何か利用で
きる制度はありますか？
助成金を利用する方法はいかがでしょう
か。助成金は雇用保険を原資として、働く
人の待遇を改善した事業所に返済不要の資

Q
A

年金の受給を遅らせると年金が増える
と聞きましたが、どのくらい 増えま
すか。

65歳からの年金を66歳以降に遅らせて
もらうことを「繰下げ」といいます。繰下
げ１月につき0.7％年金額が増額されま

金を支給する制度です。その内容は多岐に渡ってお

す。65歳からもらえる年金を70歳でもらうと老齢

り、数百種類の助成金があります。

基礎年金、老齢厚生年金それぞれ42％増額になり

今回のようなケースですと、特にキャリアアップ
助成金が目的に合っていると思います。

ます。65歳時点の年金額が老齢基礎年金50万円、
老齢厚生年金100万円であれば老齢基礎年金71万

この助成金は一定の条件のもと、パート・アルバ

円、老齢厚生年金142万円となり、5年繰り下げる

イトの方々を正社員等にした場合に支給されるもの

ことで150万円から213万円に増える計算です。た

です。また、正社員にする前に正社員としての知識

だし65歳以降、在職により支給停止される額は増

やスキルを身に着けさせる訓練を受けさせるとその

額の対象となりません。

時間の給与などを給付する人材開発支援助成金など
も有用です。

令和4年4月より繰下げ年齢が75歳まで可能とな
り（昭和27年4月2日以降生まれの人）最大84％増

前述しましたとおり、助成金には数多くの種類が

となりました。繰下げにあたっては増額面だけでな

あります。自分の会社をより良くするため、そこで

く、繰下げした場合の受取総額と65歳受給の場合

働く方々がより働きやすくするため、自分の会社で

の受取総額との比較、税金や社会保険料の負担、加

どのような助成金が対応できるかなどを一度確認し

給年金・振替加算の有無、在職老齢年金など考慮す

てみるのも良いかもしれません。

る必要があります。

今月の回答者

今月の回答者
社会保険労務士事務所
オフィスわたなべ

有賀社会保険労務士事務所
越谷市元柳田町 6-26
TEL.048-964-0882

越谷市瓦曽根 2-11-13-308
TEL.048-940-6654

特定社会保険労務士

渡邉

あきら

智

社会保険労務士

有賀智奈美

社労士 越谷支部

2022 vol.73
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事業承継支援機関の活用について
〜これから事業承継に取り組む方のために〜

今回は、これから事業承継に実際に取り組もうとする方のた

もあり、事業承継においても極めて重要な事柄です。よろず支

めに、相談相手としてどういった支援機関を活用するのが効果

援拠点では、そのようなニーズに対しても中小企業診断士等の

的なのか要点を説明します。今回ご紹介する機関以外でも例え

専門家派遣などの対応も行っています。

ば金融機関などに相談することも一つの選択肢ではあると思い
ますし、実際に事業承継に関する相談相手としては、顧問の税

２．事業承継・引継ぎ支援センター

理士さんが一番多いという調査結果もあります。事業承継につ

「事業承継・引継ぎ支援センター」は、後継者不在など事業の

いては、信頼できる相手に相談するのが一番ですが、相談相手

承継・引継ぎに関する相談に対して、アドバイスや情報提供、支

がいないなど、相談相手に迷っている方のために、公的な相談・

援機関の紹介などを行うほか、特にM&Aなどによる第三者への

支援窓口について説明します。

事業の引継ぎを希望される場合には、M&Aの可能性や解決す
べき課題についてのアドバイスを行い、マッチング支援、M&A

《相談相手に迷ったときの相談窓口》

専門会社や金融機関、専門家（士業等）の紹介を行っています。

事業承継の行程は、大きく
「プレ承継行程」
「承継（世代交代）
行程」
「ポスト承継行程」があります。
これから事業承継に取り組
む皆さんは、
このうちプレ承継行程から入ることになります。

３．商工会議所
地域の商工会議所の経営指導員に相談するのも一つの方法

そもそも事業承継とは、今の経営者から後継者へ事業のバト

です。経営指導員と気軽に相談できる関係ができていれば、最

ンタッチを行うことです。
ここで重要なことは、渡すバトンの内容

も相談しやすい支援機関かもしれません。また、企業価値を高

です。それは、バトンが社長の椅子といった単純な内容ではな

める取組みの一つである経営革新計画策定の支援なども受ける

く、
これまで培ってきた会社のさまざまな財産（人・物・金・知的資

ことができます。

産＝目に見えない会社の強み）がその内容になっているからで

なお、事業承継に関連するもの等を含めて、補助金等の申請の

す。
これらを上手に引き継ぐことが、承継後の経営を安定させる

際に、経営革新等認定支援機関の事前確認を要するものがありま

ために重要です。

す。商工会議所は、これに該当しますので、補助金を活用したケー

とはいえ、そのために、
「何をどうすれば良いのか」
「後継者候
補はいるが準備を行っていない」
「そもそも後継者がいない」
と
いう方が多いと思います。
そのような方の相談窓口に、
「よろず支援拠点」
と
「事業承継・

スでは、商工会議所への相談をおすすめします。

《支援機関の連携》
ここで紹介した機関をお医者さんに例えると、
「よろず支援拠

引継ぎ支援センター」があります。
ともに、国の予算で運営してい

点」＝総合医、
「事業承継・引継ぎ支援センター」＝専門医、

る事業であり、相談は無料で、何度でも相談が可能です。

「商工会議所」＝かかりつけ医、とイメージすると分かり易いか
もしれません。事業承継の対策や承継方法、行程が多様なた

１．よろず支援拠点

め、支援機関も実際には多岐にわたります。埼玉県では、
「事業

「よろず支援拠点」は、その名のとおり、売上拡大や経営改

承継ネットワーク」を構築して、支援機関同士の連携支援体制

善、事業承継など幅広い相談に対応しています。特に、事業承

が構築されております。これから事業承継に向けた取組みを行

継においては、経営資源の見える化、後継者が継ぎたくなるよ

う場合には、今回紹介した支援機関にまず相談して、進捗度合

うな魅力ある企業への改善など経営改善全般のソリューション

いに応じて他の支援機関との相互連携のもと、支援を受けるこ

を提供しています。企業価値を高めることは、経営者の使命で

とができます。

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
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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2月にご加入いただいた会員の皆様38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

事業所名
びわの葉療法 健康会
かさねや 越谷店
（株）
プロドーグ
商業部会
ホーススタイル
（株）
ワンプライス
おもいや ぽっぽ
（株）
アグリサス
工業部会
ネイビーワークス
株式会社光永
海老澤工業株式会社
マイプレイスビルド
（株）
内田塗装
（株）
エイト
建設業部会
菊崎工務店
クドウサイディング
星野造園
オーエヌエス
一瀬田
インウェイブ
はな犬猫病院
（株）Megumi Service
（有）宮三商事
TEAM Gorris
サービス業部会 MEGLOBAL LINK
中野
AAA．Trinity
（同）IKUONKAI
前田
（有）包装サービス ナカジマ
（株）Melth
埼玉巻爪整体院
Healing estesalon Olu'olu
ブルーヘブン
環境衛生業部会 （株）JP．entertainment
（有）山利
（株）
ビレッジアップ
居酒屋・カラオケ くつろぎ
eyelash Miii

代表者氏名
米山 照子
佐藤 拓也
松本 直幸
梁
優承
野村 浩和
石川 敦規
丸林 信宏
関根
崇
林郷 光昭
海老澤 徹
針谷
武
内田 祐介
平沼 正博
菊崎 新蔵
工藤 昌光
星野 孝行
渡邉 乙晴
一瀬田保明
入波 和也
濱野 洋幸
岡田 直己
潤間 康男
樋口 大作
竹 村 めぐみ
中野 京子
堀部 範生
玄
恵子
前田 雅宏
中島 克夫
田中 圭周
荒井 宏志
正田
愛
大畑 博和
會田 健太
山田 幸利
村上伸一郎
飯野 道雄
宮本 美穂

住 所
東越谷
南町
川柳町
レイクタウン
大間野町
東大沢
大泊
弥生町
赤山町
下間久里
大沢
谷中町
下間久里
南町
平方
宮本町
南荻島
下間久里
レイクタウン
東越谷
北葛飾郡松伏町
宮本町
向畑
蒲生東町
蒲生
恩間
宮本町
千間台西
増森
弥生町
南越谷
大沢
南越谷
中町
弥生町
増林
越ヶ谷
越ヶ谷

業 種
健康食品小売
飲食（宅配）
建築材料卸売業
馬グッズ販売
自動車販売
焼き芋の移動販売
農産物の生産・加工・販売に関する事業
宝飾品加工業
内装工事
足場、解体業
建設・不動産・古物商
塗装業
エレベーター等機械設置業
大工工事業
外壁施工
造園業
エアコン設置委託業務
戸建てのアフターサービス
学習塾
犬猫病院
人材派遣
イベント主催
テニススクール
貿易コンサルタント
不動産賃貸
コンサルティング業
音楽教室
清掃業
検品作業
障害福祉サービス事業
巻爪の施術、カイロプラティック
エステサロン
フィリピン料理
飲食店
飲食店
飲食・レンタルスタジオ
居酒屋
まつげサロン

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）2月度調査報告

QUICK SURVEY OF
LOCAL
BUSINESS
OUTLOOK

全産業合計の業況DIは、
▲33.9（前月比▲15.7ポイント）
でした。36都道府

県へのまん延防止等重点措置に伴う外出自粛や営業制限により客足が減少

した飲食・宿泊業などのサービス業の業況感が大幅に悪化しました。
また、持
ち直しつつあった自動車関連を中心とした製造業や卸売業でも半導体不足や

部品の供給制約に伴う生産調整により売上が落ち込みました。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いることに加え、
オ

ミクロン株の感染拡大から従業員の自宅待機に伴う人手不足が発生している
などの声も聞かれました。中小企業の景況感は調査開始以降最大であった
2020年3月（▲16.4ポイント）に次ぐ悪化幅を記録しました。 ※東日本大震災
後の2011年4月は▲11.8ポイントの悪化幅

先行き見通しDIは、
▲34.2（今月比▲0.3ポイント）
です。
オミクロン株の感

染収束が見通せない中、春の観光需要喪失、受注・売上減少の長期化、年度

末を控えた借入金返済時期の到来による資金繰り悪化を不安視する声が多く

なっています。
また、部品などの供給制約、資源価格の高騰、円安、人件費上昇

などの相次ぐ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、
中小企業においては厳しい見方が続きます。

※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）
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Ａ

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

延

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

孫

聞

初

習

録

期

記

読

学

成

涯

道

樹

壁

化

新

Ｃ

音

合
本

Ｂ

歴

街

路

C

柔

生
正解者の中から抽選で 5 名様に

脂

「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4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

◎ ３月号のクロスワードパズルの答えは「春場所」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５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

4/29 金

4/8 金
公開

公開

永遠のベストセラー小説、重松 清「とんび」初の

放射線技師・五十嵐唯織は大好きな甘春杏が、ワシン

映画化。昭和37年、運送業者で働くヤス（阿部

トン医大へ留学することが決まり落ち込んでいた。そ

寛）に待望の息子・アキラ（北村匠海）が誕生す

んな中、杏の父親・正一が危篤との連絡が入る。離島で

る。しかしようやく手に入れた幸せは、妻の事故

島民を診てきた正一だが、ほどなく息を引き取る。生

死で無残にも打ち砕かれてしまう。こうして、父

前、父が気に掛けていた患者のことが気になり、島に

子二人きりの生活が始まる。そんなある日、誰も

一日残ることにする杏。そこに大型台風、土砂崩れ、そ

語ろうとしない母の死の真相を知りたがるアキ

して未知の感染症が襲いかかる。遠く離れた地で杏が

ラに、ヤスは大きな嘘をついた──。いつの世も

孤軍奮闘していることを知った唯織は、大切な仲間を

変わることのない親子の絆を描く 家族の物語

守るため、苦しむ島民を救うため、ある決心をする。

©2022『とんび』 製作委員会

©2022横幕智裕・モリタイシ／集英社・映画「ラジエーションハウス」製作委員会

編集後記

内部的な話ですが、４月から会報製作の管轄が「総務課」から「企業支援課」へ変
わりました。今のところ、誌面の内容が大きく変わる事はありませんが、今後も経営
者の皆様に寄り添った会報を目指して製作していきます。

発行日／令和4年4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

