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YouTube

中小企業・小規模事業者向け主な補助金
小売店が毎日タブレットをのぞき込むワケ
後継者選びのポイント 〜事業の継続的な成長・発展のために〜
埼玉司法書士会 提供

会社経営者（株主）が認知症になると何に困る？

Instagram Facebook

LINE
S N S で「今」を 発信！

こしが や

百 科事典

リュートという
名前も聞いたことがない楽器
それが越谷にあって ―

さくらだ

とおる

亨さんです︒南越谷のコ

宮川 進

おやすみリュート
（YouTube）

︿左のＱＲコードで︑リュートの音をぜひ！﹀

この越谷でお聴きになってください︒

ろに生まれた楽器の奏でる︑高貴で︑楽しい音を

ぜひ︑機会を見つけて︑地域も時代も違うとこ

市民の皆さまに聴いていただいておられます︒

ミ セ ン な ど で︑こ の 不 思 議 な 楽 器 の 演 奏 を し て︑

ウンにお住まいの櫻田

が越谷に定住されることになりました︒レイクタ

れたので︑国内に何人もおられないリュート奏者

母さんのご兄弟がおられるところに本拠を構えら

グ王立音楽院まで学びに行って︑日本に帰り︑お

うとした若者が︑リュートを知り︑オランダのハー

その時代に︑秋田で生まれ︑ギタリストになろ

が向けられるようになりました︒

の譜面や楽器が残っているリュートにも新しい眼

曲 を 演 奏 す る と い う﹁古 楽﹂が 流 行 り だ し て︑昔

そして︑作曲家が作曲した︑その時代の楽器で

た︒ハープのような澄んで明るい音の楽器です︒

になる時に枕辺でつま弾かれるものになりまし

ガリレイなどにも弾かれ︑貴族の女性がおやすみ

うになり︑レオナルド・ダ・ヴィンチやガリレオ・

ド﹂
︒西 の 方 に 行 っ て︑﹁リ ュ ー ト﹂と 呼 ば れ る よ

中東で生まれた楽器のようです︒名前は﹁ウー

016

ページに
櫻田さんのＣＤプレゼント
企画のご案内がありますので
ぜひご応募ください！

文・越谷市郷土研究会
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亨さん（右 上はお持ちのリュートのいろいろ）
櫻田

S N S で「今」を 発信！
越谷商工会議所では、SNSを通して様々な情報を発信しています。
現在発信している4つのSNSの特徴を紹介します。是非ご登録ください！

LINE
経営に役立つ情報をタイムリーにお届け！経営者の方
や従業員の方、
皆様の友達登録をお待ちしております！

主な発信内容
●

商工会議所に関する情報

●

国、
県、市の補助金や支援金情報

●

その他経営に役立つ情報

Instagram
越谷大好き仲良し３人組ソルト、マヨ、ペッパーが越谷
での暮らしの様子を発信中！是非チェックしてみてく
ださい！

主な発信内容
●

商工会議所に関する情報

●

市内の魅力発信

●

越谷商工会議所の会員紹介

YouTube
経営者の皆様へ動画で分かりやすく解説！日々の経営
に役立つ情報をアップしています。

主な発信内容
●

越谷商工会議所の活用動画

●

小規模事業者持続化補助金の解説動画

Facebook
経営に役立つ情報を日々発信中！
是非ご活用ください！

主な発信内容
●

商工会議所に関する情報

●

国、
県、市の補助金や支援金情報

●

その他経営に役立つ情報
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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 5月18日(水)、6月15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

5月20日(金)、
6月3日(金)、
6月17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 5月6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

6月2日(木) 10：00〜12：00
時 5月12日(木)、

申込み 越谷商工会議所 中小企業相談所

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（INPIT 埼玉県知財総合支援窓口 出張相談会）
技術・デザイン・ブランド・著作物・ノウハウ・契約等、知的財産の保護・活用に関する相談会。
日

（木）13:00〜17:00
時 5月19日

場

申込み 公益財団法人埼玉県産業振興公社

所 越谷産業会館

2階会議室

☎048-621-7050

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

（越谷市東越谷1-5-6）
所 産業雇用施設「ビジネスサポートセンターこしがや」

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

5月・6月の予定
イベント

5月 6日
（金）▪正副会頭会議

5月10日
（火）▪越谷まちゼミ2回目説明会

▪総務委員会

5月16日
（月）▪生活習慣予防検診
（〜5月20日
（金））

5月10日
（火）▪工業部会

会議

セミナー

5月13日
（金）▪こしがや創業塾①
5月20日
（金）▪こしがや創業塾②
6月 3日
（金）▪こしがや創業塾③
6月10日
（金）▪こしがや創業塾④

▪工業部会

正副部会長会議

5月24日
（火）▪女性会

議員会
通常総会並びに講演会、

事業委員会・広報委員会

5月26日
（木）▪常議員会

6月 1日
（水）▪正副会頭会議

6月 2日
（木）▪建設業部会 幹事会

6月15日
（水）▪工業部会 工業経営懇話会との親睦会
6月27日
（月）▪第13回通常議員総会

※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

オンライン相 談を始 めました
WEB を活用した
『オンライン経営相談』
を開設いたしました。

事前予約は不要です。申込みフォームの送信と電話１本だけで、
すぐにご相談することができます。

場所を選ばず非接触でご相談いただけますので、
お気軽にご活用ください。
申込は HP からお願い致します。

報 告
海外ビジネスセミナー in 埼玉県東南部を開催しました
（共催：ジェトロ埼玉貿易情報センター・越谷市）
３月９日
（水）
、越谷市中央市民会館にて海外ビジネスセミナー in 埼玉県東南部を下記のとおり開催し、17 名の方にご
参加いただきました。
第１部

●セミナー
「中小企業における高度外国人材の活躍に向けて」
講師：ジェトロ ビジネス展開・人材支援部国際ビジネス人材課
高度外国人材活躍推進コーディネーター 畑中 広久氏

第２部

●事例発表
「専門職採用の経緯と取組み、外国人採用・採用後の留意点等」
講師：吉野電化工業株式会社

代表取締役社長

吉野 正洋氏

●パネルディスカッション
第１部では、統計と政策からみた高度外国人材の受け入れ状況や高まるニーズについて解説いただいたほか、採用か
ら入社、その後長く働き続けていただくためのポイントをご教示いただきました。
また、高度外国人材の活躍に向けてジェ
トロの伴走型支援をご紹介いただきました。
第２部の事例発表では、吉野社長より外国人材を採用するに至った経緯
や採用するまでに苦労した点など、実例を挙げてお話しいただきました。次
のパネルディスカッションでは、ジェトロ埼玉 塩野所長がモデレーターとな
り、吉野社長、畑中氏が外国人採用後の社内変化（人事制度や待遇、社員の
意識変化など）や外国人採用の障壁・課題について実体験をもとにお話し
されました。
参加者からは
「高度外国人材について初めて知り、興味を持った」
「４月から
ベトナム人を採用するため、参考になった」
「事例が興味深かった」などの声
が聞かれました。

会 員 の 声

パネルディスカッションの様子

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！

毎号楽しく拝読させて頂いております。越谷の魅力発信をもっとして欲しい。
市内の事業者様の紹介が楽しいです。
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お 知 ら せ
第38回 商業親睦ゴルフ大会参加者募集
日
場

程
所

競技方法
募集人員

表

彰

参加資格
申込方法

問 合 せ

6月14日（火）

紫カントリークラブ あやめ西コース（千葉県野田市）
18ホールストロークプレイ新ペリア方式
8 組 32 名（定員になり次第〆切）

優勝、
準優勝、３位、
各賞多数を予定。
１人 2,000 円

プレー代等別途自己負担となります。

（プレー代 13,500 円程度：昼食・１ドリンク代込、
キャディ無）
商工会議所の商業部会員及び商店会員とします。

5月23日(月)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/
越谷商工会議所

地域振興課（担当：中川）

☎048-966-6111

※開催については、状況により中止や変更をさせて頂く場合もございます。

越谷まるこWAONのまるこポイント事業の運営事務局が（株）まちづくり越谷から４月１日より
下記のとおり変わりましたのでお知らせいたします。引続きご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。
会社名 越谷まるこ合同会社
住 所 越谷市中町７−１７ 越谷産業会館２F
電 話 048-967-5988
FAX 048-967-5989

令和４年度 雇用保険料率のご案内
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

※令和4年度の雇用保険料率は2段階で変更になります

【令和４年度の雇用保険料率】（赤字は変更部分）

令和4年4月1日〜令和4年9月30日

※事業主負担のみ保険料率が変更になります。

事業の種類

（

）内は令和3年度の雇用保険料率

一般の事業

農林水産・清酒製造の事業

①事業主負担

6.5/1,000（6/1,000）

7.5/1,000（7/1,000）

8.5/1,000（8/1,000）

②労働者負担

3/1,000（3/1,000）

4/1,000（4/1,000）

4/1,000（4/1,000）

負担者

①+②雇用保険料率

建設の事業

9.5/1,000（9/1,000） 11.5/1,000（11/1,000） 12.5/1,000（12/1,000）

令和4年10月1日〜令和5年3月31日
事業の種類

※事業主負担・労働者負担の保険料率が変更になります。
一般の事業

農林水産・清酒製造の事業

建設の事業

①事業主負担

8.5/1,000

9.5/1,000

10.5/1,000

②労働者負担

5/1,000

6/1,000

6/1,000

13.5/1,000

15.5/1,000

16.5/1,000

負担者

①+②雇用保険料率

※年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
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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

日本商工会議所「組織強化表彰」受賞
日本商工会議所第134回通常会員総会（令和4年3月17

日開催）において、越谷商工会議所が、多年に亘る高い
組織率の維持により組織強化表彰を受賞しました。

関係各位に感謝申し上げますとともに、これからも会

員増強に積極的に取り組んでまいります。

《 ２号議員補充選任のお知らせ 》
２号議員の補充選任が行われましたのでご報告します。
（新任）フタバペイント株式会社

代表取締役社長

北林 隆一氏

所属部会

工業部会

人事異動のお知らせ
越谷商工会議所では、４月１日付けで人事異動を行いましたのでお知らせします。
（括弧内は前職名）
また新たに職員２名を採用しました。
よろしくお願いいたします。
● 事務局長・総務課長兼務

伊藤

猛（事務局長）

● 総務課

澤田

緑（地域振興課主査

● 企業支援課 主任 経営指導員

西口

賢（総務課主事

● 地域振興課 主任 経営指導員

兼國

彬光（地域振興課主事

● 地域振興課 主事 経営支援員

井上

遥香（新）

● 総務課

川﨑

未奈（新）

主幹

主事 一般

※前総務課長

田中

敦子

経営指導員）

記帳指導職員）
補助員）

３月31日退職

初めまして、井上遥香と申します。越谷市の好きな所は、美味しい飲食店が数多
くある所と、
いちご狩りを楽しめる所です。会員の皆様のお力になれるよう、精進して
参ります。
よろしくお願い致します。

初めまして。
川﨑未奈と申します。埼玉県出身です。人と人との出会いを大切にし
て、信頼されるような職員を目指していきたいと思っております。
はやく仕事に慣れ、
皆様のお役に立てるよう精一杯頑張りますので、
よろしくお願い致します。
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中小企業・小規模事業者向け主な補助金
1

事業再構築補助金 〜企業の思い切った事業再構築を支援します！〜

①事業概要

ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応する
ために、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこ
れらの取組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、以下の要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援。
②公募期間

第６回公募

申請受付：令和4年5月下旬〜6月上旬予定

※令和4年度にはさらに2回程度の公募を実施予定。
③必要要件

⑴令和2年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合

計売上高が、
コロナ以前（令和元年又は令和2年１〜３月）の同３

か月の合計売上高と比較して、
10％以上減少していること。

※上記を満たさない場合には、
次の項目を満たすことでも申請可能。
令和2年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計

付加価値額が、
コロナ以前の同３か月の合計付加価値額と比較し

て15％以上減少していること。

⑵事業計画を認定経営革新等支援機関（※）や金融機関と策定し、
一体となって事業再構築に取り組む。

※認定経営革新等支援機関は、
検索システムをご活用ください。
➡https://ninteishien.force.com/NSK̲CertiﬁcationArea

⑶補助事業終了後３〜５年で付加価値額の年率平均3.0%(一部
5.0％)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%

(一部5.0％)以上増加の達成。
④補助率と補助対象経費
補助額

従業員数20人以下

従業員数21〜50人

従業員数101人以上

：100万円〜2,000万円
：100万円〜4,000万円
：100万円〜8,000万円

中小企業２/３
（6,000万円超は1/2）

中堅企業１/２
（4,000万円超は1/3）

必要要件⑴〜⑶を満たし、かつ補助事業実施期間の終了時点
を含む事業年度から3〜5年の事業計画期間終了までの間、事

業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること及び
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から３〜5年の事

業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5％以上（初
年度は1.0％以上）増員させること。
補助額

中小企業者等、中堅企業等ともに従業員101人以上：

補助率

中小企業者等 ２/３
（6,000万円を超える部分は1/2）

8,000万円超〜1億円

❸回復・再生応援枠

１/２
（4,000万円を超える部分は1/3）

必要要件⑴〜⑶を満たし、かつ以下の
たすこと

又は

のどちらかを満

中小企業３/４

❹最低賃金枠

中堅企業２/３

必要要件⑴〜⑶を満たし、かつ令和2年10月から令和3年６月
業員が全従業員の10％以上いること及び令和2年4月以降のい
ずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上
減少していること※

※売上高の減少に代えて、付加価値額の45％の減少でも可。
補助額

補助率

従業員数５人以下 ：100万円〜500万円

従業員数 ６〜20人：100万円〜1,000万円
従業員数21人以上：100万円〜1,500万円
中小企業３/４

❺グリーン成長枠

中堅企業２/３

以下の要件を全て満たすこと（売上高の減少は求めない）。

事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、

一体となって事業再構築に取り組む。

補助事業終了後３〜５年で付加価値額の年率平均5.0％以上

増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以

上増加する見込みの事業計画を策定。

グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解

決に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に
関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定

割合以上に対する人材育成をあわせて行う。
補助額

中小企業：100万円〜1億円

中堅企業：100万円〜1.5億円
中小企業１/２

▪補助対象経費の例

中堅企業１/３

建物費（建物の建築・改修等）、機械装置・システム構築費、技術
導入費（知的財産 権 導入に要する経 費）、外注費（加工、設 計

等）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出

展等）、研修費（教育訓練費等）等

【注】 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、汎

申請方法・お問合せ

事業再構築補助金事務局コールセンター

受付時間：9:00〜18:00（日祝日を除く）

電話番号：〈ナビダイヤル〉☎0570-012-088

〈IP電話用〉 ☎03-4216-4080

事業再構築補助金事務局ホームページ

➡https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。電子申請では、
「Ｇ

ビズＩＤプライムアカウント」の取得が必要です。取得未了の方は、
あ

らかじめＧビズＩＤプライムアカウント取得手続きを行ってください。
ＧビズＩＤプライムアカウントの発行には、数週間程度時間を要しま
す。本補助金の申請をお考えの方は余裕をもったID取得の申請を

令和3年10月以降のいずれかの月の売上高が対前年または

お勧めします。なお、申請〆切りまでに取得が間に合わない方は
「暫

中小企業活性化協議会（旧：中小企業再生支援協議会）等

ご覧ください）。

前々年の同月比で30%以上減少していること。

から支援を受け再生計画等を策定していること。
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従業員数21人以上 ：100万円〜1,500万円

補助率

用品の購入費は補助対象外です。

❷大規模賃金引上枠

中堅企業等

従業員数６〜20人 ：100万円〜1,000万円

補助率

従業員数51人〜100人 ： 100万円〜6,000万円
補助率

従業員数５人 以下 ：100万円〜500万円

までの間で、３か月以上最低賃金＋30円以内で雇用している従

公募開始：令和4年3月28日（月）

応募締切：令和4年6月30日（木）18：00厳守

❶通常枠

補助額

定ID」
での申請も可能です
（詳細は事務局HPもしくは公募要領を
➡ https://www.jgrants-portal.go.jp/
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小規模事業者持続化補助金〈一般型〉〜販路開拓などを目指す小規模事業者を支援します！〜

①事業概要
小規模事業者が経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施
する地道な販路開拓の取り組みや、業務効率化の取り組みに対し支援。
②公募期間
申請受付開始 ：令和４年３月２９日（火）
第８回受付締切 ：令和４年６月３日（金）
※事業支援計画書
（様式４）発行の受付締切：令和４年５月２７日
（金）
第9回受付締切 ：令和４年９月中旬
第10回受付締切：令和４年１２月上旬
第11回受付締切：令和５年２月下旬
※第9回以降については、
今後改めてご案内いたします。
③主な要件と補助率、
補助額
第8回受付締切以降は[通常枠]のほかに以下の5つの[特別枠]が新設さ
れました。
※通常枠、
特別枠のいずれか１つの枠のみ申請可能です。
❶通常枠
補助率：2/3 補助上限50万円
地道な販路開拓等に取り組む事業者
※下記❷〜❻は特別枠
❷賃金引上げ枠
補助率：2/3 ※赤字企業は3/4 補助上限：200万円
事業場内最低賃金を地域別最低賃金より＋30円以上（既に達成している
場合は、現在支給している、事業場内最低賃金より＋30円以上）
とした事
業者また、本枠を申請する事業者のうち業績が赤字の事業者は、補助率
を3/4へ引き上げると共に加点による優先採択を実施
❸卒業枠
補助率：2/3 補助上限：200万円
常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を
拡大する事業者
❹後継者支援枠
補助率：2/3 補助上限：200万円

3

IT導入補助金

将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補とし
て
「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者
❺創業枠
補助率：2/3 補助上限：200万円
産業競争力強化法に基づく認定市区町村や認定連携創業支援等事業者
が実施した
「特定創業支援等事業」による支援を過去３か年の間に受け、
かつ、過去３か年の間に開業した事業者
❻インボイス枠
補助率：2/3 補助上限：100万円
令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免
税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のう
ち、
インボイス発行事業者に登録した事業者
※補助上限額、
申請書類等も申請枠によって異なっております。
詳細は公募要領をご確認ください。
※１〜７回目締切回用の応募書類では申請できませんので、
ご注意ください。
※申請には商工会議所が発行する
「事業支援計画書」
（様式４）が必要です。
当所へ事前にご相談の上、各受付締切の一週間前までに申請書類一式を
当会議所までお持ちください。

申請方法・問合せ先
令和元年度補正予算・令和3年度補正予算
小規模事業者持続化補助金事務局
☎03-6632-1502
（受付時間：9:00〜12:00､13:00〜17:00、土日祝日除く）
商工会議所地区令和元年度補正予算・令和3年度補正予算
小規模事業者持続化補助金事務局ホームページ
➡https://r3.jizokukahojokin.info/

〜IT導入補助金が生産性向上を後押しします！〜

①事業概要
IT導入補助金は、
中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールの導入を支援
※ITツールとはパッケージソフトの本体費用、
クラウドサービスの導入・初期費用等
②補助対象
ソフトウェア購入費、
クラウド利用料、導入関連費、
デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類
型）は左記に加えハードウェア購入費等が対象（詳細はホームページをご覧ください）
③公募期間
❶通常枠
（A・B類型）
1次締切：令和4年5月16日（月） 17：00（予定）
2次締切：令和4年6月13日（月） 17：00（予定）
❷デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）
2次締切：令和4年5月16日（月） 17：00（予定）
3次締切：令和4年5月30日（月） 17：00（予定）
4次締切：令和4年6月13日（月） 17：00（予定）
※以後スケジュールは順次公開
④主な要件と補助率、補助額
❶通常枠（A・B類型）
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入す
る経費の一部を補助し、業務効率化・売上アップを支援。
❷デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）
中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の
一部を補助しインボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化の推進を支援。
申請方法・お問合せ
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
ナビダイヤル ☎0570-666-424（通話料がかかります）
IP電話等からのお問い合わせ先 ☎042-303-9749
受付時間 9:30〜17:30（土・日・祝日を除く）
IT導入補助金ホームページ
➡https://www.it-hojo.jp/ﬁrst-one/

通常枠
種類

A類型

補助額

B類型

30万〜150万円未満 150万〜450万円以下

補助率

1/2以内

プロセス数

1以上

※1

ITツール要件
（目的）

類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働
生産性の向上に資するITツールであること。

賃上げ目標
補助対象

4以上

加点

必須

ソフトウェア費・クラウド利用料（最大1年分補助）・導入関連費等

※1：
「プロセス」
とは、
業務工程や業務種別のことです。

種類

デジタル化基盤導入類型
ITツール
5万円〜350万円

補助額

内、5万円〜50万円以下部分
機能要件

※1

内、50万円超〜350万円部分

会計・受発注・決済・ECのうち 会計・受発注・決済・ECのうち
1機能以上
2機能以上

3/4以内

補助率

2/3以内

対象ソフトウェア 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト
賃上げ目標

なし

補助対象

ソフトウェア購入費・クラウド利用費
（最大2年分補助）
・導入関連費等

※1：該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照

ハードウェア
購入費

PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
補助率1/2以内、補助上限額10万円
レジ・券売機等：補助率1/2以内、
補助上限額20万円

各補助金について、4月20日現在の情報となります。
2022 vol.74
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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。

株式会社アクセス T.T

貴社も展示会に出展してみませんか？
住所

越谷市弥生町6-7

URL

https://www.access-tt.net

Comment

鈴木ビル1階

☎ 090 - 4544 -5955

当社は展示やイベントに関わる仕事をしております。展示会に出展
してみたい、店舗什器を作りたい、催物会場づくり、その他展示の
ディスプレイ等でお悩みの企業様は、是非ご相談ください。

支那そば

一越

越谷まるこ加盟店
ポイント貯まります

澄んだ味わいのあるあっさりスープ！
住所

越谷市袋山1216

営業時間

昼 11：30〜15：00

Comment

☎ 048 -979 -7242
夜 18：30〜21：00（当分の間）

創業２４年、あっさりした優しい味わいのある支那そばと人気を二分
しているとんこつラーメンのほか、坦々めん、醤油つけめんなど本格
派のメニューがラインナップしています。

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

小林不動産さん
からの紹介

ヘアーサロン

ナカノ

☎ 048 -962- 4848

中野 昇（紹介者：中野 智弘）さん
住 越谷市増林6794-33
営 8:30〜19:00 (月・火曜定休)
URL http://riyo-nakano.b.la9.jp/
代

地域に密着した安心安全の理容店
創業85年の信頼と実績のサロン。
訪問理容サービスや赤ちゃん筆も承っております。

次月号は、
「オートガレージ 1163
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谷塚 千紘さん」を紹介します！

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
小売店が毎日タブレットをのぞき込むワケ
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 〉

「軽減税率対策補助金」の話題が記憶に新しい。消費税

同時に、死に筋の把握にもメスが入った。今までのレジ

率の異なる会計を楽に行うことを目的とし、タブレットレ

は「お会計をする」ための仕組みに過ぎなかった。それが

ジ・POSレジの導入も補助対象だった。当社への問い合わ

現在では膨大な商品１点１点の売れ行きをリアルタイム

せも急増し、20台以上の導入支援を行った。

に、その日のうちに把握できる。月末の棚卸を待つ必要は

キャッシュレス決済との連携も可能であり、POSレジひと

ない。

つで小売ビジネスのデジタルトランスフォーメーション

「売れている」
という誤認識は、土産品店ではよく発生す

（DX）は一気に進めることができる。
しかし、目先の“補助

る。友人が何かお土産を買うと、連れ添いの人にも芋づる

金”が目的となってしまい、
「 補助金があるから導入した

式に売れることが多い。
スーパーなどと違い、誰かと一緒

い」
という問い合わせが大半だった。

に購入するという特殊性がある。その結果、
スタッフは「こ

しかし、私は粘り強く訴えた。
「たかがレジ、
されどレジ」

の商品は売れているのでは！」
と錯覚してしまうのだ。

「小売店の心臓部分に関わる重要なデジタルツールなん

しかし、Airレジのデータは嘘をつかない。
データに基づ

です」
「活用すれば、売上アップやコスト削減まで狙えるん

いて死に筋商品の仕入れを減らし、売れ筋商品はポップ

です」
と。

を工夫したりしてもっと売れるように努力する。
これだけで

デジタルの価値は、使ってみれば分かる。つまり、使わ
なければその価値は分からない。
とある土産品店Ｓ店も、

利益率はぐんと改善した。
後日Ｓ店に伺った際に、何の機能が助かったかと聞い

最初はその価値を深く理解しないままレジ導入を検討し

たら、
「売れ筋が分かることだ」
と断言された。最初は補助

ていた１社だ。

金ありきでの導入だったが、今では毎日数字を見る癖が
ついた、
と笑顔が溢れる。頼れる背中に見えた。

Ｓ店は大量の土産品を販売している。アイテム点数は
500以上。取り扱いをやめたものを含めれば、1,000点以

POSレジは、飲食・小売にすさまじいイノベーションを起

上のアイテム数だ。
ここで問題が出てくる。
どの商品が売れ

こす可能性を秘めている。商品別・時間別売上の分析や在

筋なのかが分からないのだ。

庫管理機能まで搭載されたものもあり、アナログなやり方

売り場に立つ従業員からの意見はバラバラだった。
「こ
れが売れている」
と言う人もいれば、
「そんなことはない」
と言う従業員もいた。結果、本当に売れているものは何な

を改善できなかった店舗は、効率化が一気に進むはずだ。
小さいことからコツコツと。小さなデジタル変革を積み
重ねていこう。

のかが判断できず、商品の入れ替えができないままずる
ずると時間が過ぎていた。
そんな中、Ｓ店が導入したのは、
リクルートが開発して
いる
「Airレジ」
という、
タブレットを活用したPOSレジだ。店
舗が広いため、合計で６台のAirレジを導入した。
今まではレジ毎の売上を紙出力し集計していたが、同
レジの導入によって、
クラウド上で集約して確認することが
できる。
これだけでも随分ミスと負担が減少した。
2022 vol.74

11

埼玉司法書士会

提供

「経営者のための会社法務」

Vol.5

会社経営者
（株主）
が
認知症になると何に困る？
１．株主が認知症になると会社の重要な決定ができない
自社の株式を100％持っている会社経営者（株主）
がいらしたとします。この会社経営者が認知症で判断
能力が低下した場合、会社経営にどんな支障が出るで
しょうか。
取締役の選任、計算書類（決算）の承認、定款変更、
場合によっては代表取締役の選定など会社にとって重
要な決定は株主総会の決議で行います。株主である会
社経営者が認知症で判断能力が低下すると、株式の議
決権行使ができず、株主総会で重要な事を決められなく
なります。例えば、会社経営者が認知症になったことに
より、新たな取締役を選任する必要が生じても、株式の
議決権行使ができないので選任できないという事態が
生じます。
２．成年後見人をつければ解決するか？
認知症となった会社経営者（株主）
に成年後見人をつ
ければ問題は解決するでしょうか。事前に任意後見契約
を結んでいなかった場合、成年後見人等を誰にするか
決めるのは家庭裁判所となります。家族間で対立があっ
たり、財産が多かったり、後見人になった後に複雑な法
律行為を行うことが予定されていたりすると、家庭裁判
所は成年後見人に司法書士や弁護士などの専門職を
選ぶ可能性があります。第三者の専門職が成年後見人
となった場合、会社にとって最善の議決権行使ができる
のかどうかという問題が生じます。後継者争いなどが生
じていた場合、第三者の専門職後見人も、誰を役員に選
べば良いのか判断できないかもしれません。
なお、家庭裁判所に後見開始申立をした際に、後見人
候補者を挙げておけば、その人が後見人に選ばれる可
能性もあります。会社の後継者を後見人候補者に挙げ
て、後見人に選ばれれば、後継者が株式の議決権を行

使できます。
ただし、成年後見制度が本人を保護する制
度である以上、後見人による株式の議決権行使は何で
も自由にできる訳ではなく、保全的・暫定的範囲に限られ
るのではないかという議論もあります。
３．任意後見契約を使った事前対策
判断能力が低下する前に、会社経営者が後継者と任
意後見契約を結んでおけば、会社経営者の判断能力が
低下した際に、ほぼ確実に、後継者を任意後見人にする
ことができます。任意後見契約を結んだ際に、株式の議
決権行使についても任意後見人に代理権を与えるよう
にしておけば、任意後見人となった後継者が株式の議
決権行使を行えます。ただし、任意後見人には「本人の
意思を尊重」するという義務がありますので、
この点に
注意して議決権行使をする必要があります。
４．
民事信託を使った事前対策
判断能力が低下する前に、会社経営者と後継者とで
信託契約を結び、会社経営者の持っている株式を後継
者に信託することにより、株式の議決権を後継者が行使
できるようになります。信託を組んだ後に、会社経営者が
認知症になっても、
引き続き議決権は後継者が行使でき
ます。
なお、信託財産からの利益を受ける人を会社経営者
としておけば、信託を組んでも贈与税は発生しません。
また、会社経営者の判断能力が低下しないうちは、会
社経営者自身が議決権の行使について後継者に指図
できるようにしておく方法もあります。
成年後見制度、民事信託等については、
司法書士等
の専門家にご相談ください。

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 4 8- 83 8- 7 4 7 2

越谷市越ケ谷2丁目8番24号
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森田ビル202号室

（司法書士

柴崎 智哉）

後継者選びのポイント 〜事業の継続的な成長・発展のために〜
今回は、事業承継に際して、どのような形で後継者を選定したら
よいか、そのポイント等を説明します。

継では、候補者がおりますので、事前に対策が可能となります。特
に、その中で重視した方が良い対策は、①関係者の理解を得るこ
と、②後継者を教育することと言われています。

《後継者選びの一般的な流れ》

①関係者の理解

事業承継を考える際に、①親族に候補者がいるか、親族に候補者

企業は、色々な利害関係者と繋がりがあります。一番重要なの

がいない場合、②親族以外で社内の役員・従業員に後継者がいる

は、本人が後継者になる覚悟があるかということです。後継候

か、①②ともに不在の場合は、③社外の第三者への承継という手順

補者へのアナウンスと本人の明示的な了解を確認し、更に、現

で検討するのが一般的と言われています。

経営者の親族、会社の役員や従業員、取引先企業や金融機関

実際に、中小企業・小規模事業者の経営者の皆様へのアンケート

等の関係者からも認めてもらうことが大切です。特に、親族外

においても、子息（親族）への承継を望むケースが多いのも事実です。

の役員・従業員への承継をお考えの場合、候補者は後継者に
なることを意識して入社しておらず、また、親族への承継と比較

《後継者の違いによる事業承継のメリット・デメリット》

して、関係者の理解に時間がかかるとも言われておりますので、

以下の表は、親族、役員・従業員、第三者への承継についてのメ

丁寧に進めて行くことをお勧めします。

リット・デメリットを簡単にまとめたものです。親族承継の場合は、

②後継者教育

関係者の理解が得られやすい、役員・従業員では、業務に精通した

これは関係者の理解を得ることとも密接に関連していますが、経

者を選定可能という特徴があると思います。一方、第三者承継は、

営に必要な能力・知識を習得するために、社内・社外での教育を

社内に候補者が不在という状況下での選択肢になりますので、若干

実施することが挙げられます。親族の場合、同業他社を経て、後

次元が異なることになりますが、第三者承継では、幅広く、後継者

継者が入社といったケースが多く見られます。なお、後継者教育

を探すことが可能というのが特徴かと思います。

には座学と社内での対話、各部門のローテーション、権限移譲を
通じて成長を促すことなどが、実践されているようです。

承認の相手

親族

役員・従業員

第三者
（M&A）

メリット

デメリット

✓関係者（家族、従業員、取引
先）の理解が得られやすい
✓相続税対策ができる
✓早い段階で後継者の意思確
認ができる

✓親 族が継ぐ意思がない、又
は後 継 者にふさわしい人材
とは限らない
✓相続人が 複数いる場合、後
継 者の決 定・経営権の集中
が難しい

✓業務に精通している
✓他の従業員の能力を把握し
ている
✓他の従業員や取引先の理解
を得やすい

✓経営者としての資質が 課 題
となる
✓後継者の株式取得などの資
金力がない
✓金融債務の連帯保証人の交
代が困難

✓会社及び従業員の雇用が存
続できる
✓仕入 先・取引先に迷 惑がか
からない
✓シナジー（相乗効果）で会社
の更なる発 展・成 長 が 期 待
できる
✓創業者利益の実現

✓ベストマッチの買い手候補の
探索が難しい
✓企業文化の違い等による融
合に時間がかかる
✓仲介者・アドバイザーに支払
う高額な手数料がかかる場
合が多い

《第三者承継という選択肢》
後継者不在の場合、廃業を回避するためには、第三者承継が唯
一の選択肢と言っても過言ではありません。事業の規模等に応じて、
承継先が法人の場合や、創業を希望する個人など、様々な形が考え
られます。後継者の選定にあたっては、会社を取り巻く利害関係者
（株主、従業員、取引先等）の満足度を一番高くできる方に引継ぐこ
とが本来望ましいとも言われています。そのような意味で、社内、役
員・従業員に後継者候補はいるものの、第三者承継を選択するケー
スも見受けられます。

《おわりに》
後継者選定で現経営者の方の一番のお悩みは、自分が引退した
後も、事業を存続させて取引先に迷惑をかけない、従業員の雇用
を維持したいがそのために誰に託すかということかと思います。
事業承継は時間がかかると言われています。他方、早期に着手す
れば、相応の準備期間が可能になりますので、これから事業承継に

《後継者選定にあたっての準備》

ついて考えたいという経営者の方は、商工会議所や事業承継・引

親族や社内から後継者を選んでいく親族承継、役員・従業員承

継ぎ支援センターにまずご相談ください。

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

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
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令和4年3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

代表者氏名

島田 義弘
クロメルズ
吉村 クリステル
スカイマーケット
中田 光昭
激安はんこ印刷工房
豊川 明順
（有）
ローエン
KARIM SAM
SAON
（同）
遠藤
勇
いさみ屋豆腐店
小椋 久男
小椋加工所
生田目礼一
MOKUReN glass
有賀 麗子
（株）
住建
青木 正也
（株）
KEC
磯野喜美隆
磯野
渡部 哲也
渡部設備
アクチャル シナン
AKCALI
（株）
加藤
星
加藤塗装工業
鈴木 義隆
（株）
ライブリック不動産
青柳 大樹
（株）
大樹
酒井
勇
（株）
TINT FACTORY
堀松
浩
堀松設備
黒岩 弘樹
プラスワン
（同）
矢島 優希
value proposition movie
木和田裕子
アートのはら
池田 大輔
越谷池田運送
大倉 祐輔
（株）
Life innovation
小船 敏郎
（株）
ニルス
長澤 秀雄
共同物流
（株）
伊藤 勝洋
伊藤設備
（株）
栗原 典之
ラバーソウル
木村 元俊
木村未来経営総研
水島
剛
（株）
ホーネスト
佐藤 英樹
（株）
グラビティ
金子
茂
（株）
越谷タクシーサービス部
河西
実
KMS
（株）
カーライズ越谷
征省
（株）
メジャーリバーサルコーポレーション 東
藤山 太朗
藤山・西野保険事務所
石塚 大輔
オ−ラウェーブ療術院
松澤 千秋
As mercy
大 浦 の り子
ハイジアン
牟田佳代子
居酒屋彩歌
鈴木 豊子
ミュージックパブきらら
佐藤 綾香
Dining やかやか
荒木小也香
柴﨑 香苗
ガルディエ
（同）
elen 南越谷
井上 誠之
共に生きる
（株）
池田 由湖
Rose Quartz 岩槻店
町山 翔太
（株）
ルモア
Ｈａｗａ
ｉ
ｉ
ａｎ Ｄｉｎｉｎｇ ＡＬＯＨＡ 吉 田 一 康
金丸万希絵
もみのき歯科
山田 裕己
（株）
Y＆M

住

所

業

種

大沢
弥生町
下間久里
赤山本町
船渡
大沢
弥栄町
大林
蒲生西町
東町
大成町
七左町
長島
大成町
越ケ谷本町
南越谷
レイクタウン
船渡
赤山町
蒲生
千間台西
東越谷
大杉
川柳町
七左町
宮本町
上間久里
草加市
赤山町
西新井
神明町
中町
西新井
千間台西
相模町
蒲生寿町
北越谷
袋山
蒲生茜町

大学数学PDFのEコマースによる販売
フィリピン食材小売り
印鑑・ゴム印等販売、名刺等印刷、各種表札販売
弁当屋
中古車・バイク・自動車の輸出
豆腐販売
袋物加工業
ジュエリー制作
住宅リフォーム、太陽光パネル、蓄電池販売
住宅リフォーム、設計、施工
大工
配管工事
解体工事
建設塗装
不動産販売
解体工事
一般建築・フィルム加工等
水道設備工事
建設業全般、電気工事一式
動画制作
お絵描きレッスン、イラストレーター
軽貨物運送業
リサイクル事業、ハウスクリーニング等
運送業
運輸・梱包・倉庫
軽貨物運送事業
カー用品取付、カーコーティング
経営コンサルタント業
物流（食材）
自動車整備
自動車整備
自動車整備
自動車整備
保険代理業
療術業
美容業
ダーツバー
カラオケ、酒とつまみ
カラオケパブ

相模町

カフェレストラン

南越谷
蒲生茜町
弥生町
千間台西
南越谷
蒲生寿町
南越谷

美容業
就労支援A型事務所
痩身サービス
放課後等デイサービス
飲食業
歯科医院
飲食業

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）3月度調査報告
全産業合計の業況DIは、
▲32.7（前月比+1.2ポイント）
でした。新型コロナ感染拡大
の影響に伴う巣ごもり需要による日用品などの売上が増加した小売業や、飲食料品関
連の卸売業の業況感が改善しました。一方、18都道府県におけるまん延防止等重点措
置が延長され、営業制限やイベントの中止が続く中、観光関連や対面サービス業を中
心に売上が低迷するほか、製造業では、慢性化する部品供給制約に伴う生産調整の影
響を受けた自動車関連の動きが押し下げ要因となっています。業種を問わず、原油価格
を含む資源・資材価格、原材料費の高騰などのコスト増加が収益回復の足かせとなっ
ており、中小企業の景況感は、
持ち直しの動きがみられるものの、
力強さを欠きます。
先行き見通しDIは、
▲28.8（今月比+3.9ポイント）
です。
まん延防止等重点措置の全
面解除に伴う客足や消費の回復、国・自治体による需要喚起策への期待感が伺えま
す。一方、部品の供給制約、資源価格の高騰が継続し、
コスト増加分の価格転嫁が遅れ
る中、
ウクライナ情勢悪化に伴い、円安やコスト増がさらに加速するとの懸念から警戒
感が強まり、中小企業の先行きは慎重な見方が続きます。
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※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）

司
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

Ｂ

リスト

類

菜

子

日

三

囃

動

方

祭

食

汁

温

社

祝

一

員

則

多

糖

母
Ｃ

推
騒

C

草

会
正解者の中から
抽選で合計８名様に

Ａ

物

「イオンシネマ鑑賞券」もしくは
「櫻田亨さんの CD（フランス・ルネサンスのギターとリュート）」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。
※CDを希望の場合は、ご意見・ご要望欄に「CD希望」と入れてください。

宛

先

〒343-0817 越谷市中町7-17

締

切

令和4年５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

◎ 4月号のクロスワードパズルの答えは「新学期」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。

今月のおすすめ映画

イオンシネマ越谷レイクタウン

※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。

5/20 金

感染症予防対策について

5/27 金

公開

編集後記

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

千葉県香取市役所で 大河ドラマ の開発プロジェクトが
立ち上がる。主人公は初めて日本地図を作った伊能忠敬！
しかし、脚本作りの最中に驚くべき事実を発見してしま
う。なんと伊能忠敬は、地図完成の３年前に亡くなってい
たのだ！ 舞台は江戸の下町へー。そこには、歴史に埋も
れた、涙なしには語れない感動のドラマがあった−。

アメリカ海軍のエリート・パイロット養成学校 トッ
プガン に天才と呼ばれた男、マーヴェリック（トム・
クルーズ）が帰ってきた。新人たちの中には、かつ
て相棒だったグースの息子ルースターの姿もあっ
た。マーヴェリックはなぜ、もう一度飛ぶことを決
めたのか――いま再び、熱いドラマが展開する！

©2022「大河への道」フィルムパートナーズ

© 2021 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

Facebookでは以前から発信していましたが、LINE・Instagram・YouTubeは昨年度から始めた事業になり
ます。各担当試行錯誤しながら、より良いコンテンツを目指して取り組んでおりますので、登録して頂けると
幸いです。
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資金繰り対策
お気軽にご相談ください

日本政策金融公庫

無担保無保証人融資制度

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）
金
年

利

融資期間

融資限度額

2,000 万円

運転

既往借入残高合計1,500万円
を超える場合は事業計画書要

設備

1.23 ％

（固定・令和4年4月1日現在）

※小規模事業者

7年以内

（据置1年含む）

10年以内

（据置2年含む）

商業・サービス業
従業員 5人以下（個人・法人）
製造業・建設業・他 従業員20人以下（個人・法人）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けられている皆様へ
新型コロナウイルス対策マル経融資
（特例措置）
新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、上記のマ
ル経融資とは別に1,000万円の範囲内で当初3年間、通常金利から▲0.9％引き下げます。
※一部の対象者については、中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。

ご利用いただける方
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高または過去6か月（最近1か月を含みます。）の平均売上高が
前4年のいずれかの年の同期と比較して5％以上減少している、またはこれと同様の状況にある小規模事業者

融資限度額
別枠 1,000万円
利率
小規模事業者経営改善資金利率

1.23％（4月1日時点）より当初3年間▲0.9％引下げ

返済期間
設備資金
運転資金

10年以内（据置期間4年以内・別枠の1,000万円以内）
10年以内（据置期間3年以内・別枠の1,000万円以内）

※マル経融資並びに新型コロナウイルス対策マル経は、商工会議所の経営指導を6か月以上受けており、商工会議所の推薦が
必要です。詳しくは、当所経営指導員へご相談ください。

発行日／令和4年5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
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