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川越商工会議所とは

全国に広がる商工会議所ネットワーク
全国515商工会議所（約125万会員）
　現在、商工会議所は全国515地域
に設置されております。各地域の特
性を踏まえた活力ある地域経済社会
の形成に取り組むとともに、全国ネッ
トワークを活かしたさまざまな事業
を実施しています。

日本商工会議所が、全国商工会議所の意見を
集約し政府 •関係機関への要望・提言を実施、
国の施策に関する情報の収集や発信

各地商工会議所との連携による最新の経済情勢
や景気観測調査、先進事例に関する情報の収集

スケールメリットを活かした各種共済制度、
全国一斉検定試験などを実施

■ 入会資格
川越市内で営業している商工業者であれば、法人、団体、個人事業主、規模、
業種を問わずご入会いただけます。また、市外の方は特別会員としてご入会
いただけます。
※特別会員は、所属部会、議員選挙の選挙権、被選挙権はありません。

■ 入会金・年会費の経理処理
法人税法・所得税法上、損金 ( 経費 ) に算入できます。また、消費税の課税
対象外となりますので、消費税は含まれません。

　川越商工会議所は、商工会議所法に基づき、商工業の発展と地域社会の振興に寄与することを目的に設立
された地域総合経済団体です。明治33年(1900年)に埼玉県内で最初の商工会議所として設立されて以来、
現在まで地域の皆様とともに川越産業界の発展に力を尽くしてまいりました。
　川越商工会議所は、商工業の方を中心に法人・団体・個人の会員により構成さ
れており、資金調達、顧客開拓、事業計画作成などにおける｢経営支援活動｣、国、
県、市に対する様々な｢要望提言活動｣、産学官、地域と連携した「地域振興活動｣
など幅広い活動に取り組んでいます。

STEP 1

STEP ２

入会申込書の提出
初年度年会費のお支払い

STEP 3

入会の承認・サービスの利用開始

〇  法人・団体の場合、資本金および従業員数により会費が算定されます。詳細についてはお問い合わせください。
〇 入会時、別途入会金 2,000 円を頂戴します。

■ 年会費
個人事業主 法人・団体

2020年度（2021年3月）まで 9,600 円 12,000 円より
2021年度（2021年4月）から 12,000 円 16,200 円より

ご入会手続き

Tel 049-229-1810
E-mail info@kawagoe.or.jp

資料をご請求ください

■ 入会手順

川越商工会議所YouTubeページYouTube

川越商工会議所の魅力を動画で配信！

川越商工会議所Facebookページf Facebook

フォロー＆いいね！　をお願いします
　みなさまに有益な情報をお届けします！
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目次

会員交流 人材育成
◆ 青年部

◆ 女性会

◆ 新入会員オリエンテーション

◆ 会員交流会

◆ 検定試験

◆ 新入社員教育セミナー

◆ 各種セミナー実施実績

P08 P09

十人十色の会員が集う
つながりの場

人材を「人財」に
育てるために

福利厚生 自社PR・販路開拓
◆ 各種共済制度
　◦ 生命共済制度
　◦ 特定退職金共済制度
　◦ 中小企業退職金共済

◆ 優良従業員表彰

◆ 労保連労働災害保険（労災上乗せ保険）

◆ 会報CLASSIC
◆ まちゼミ
◆ 会議所ホームページ
◆ ザ・ビジネスモール
◆ 川越きらり企業NAVI
◆ KOEDO E-PRO

P06 P07

一人ひとりが活き活きと
働ける環境づくり

ビジネスチャンスを
つかむためのツール

経営サポート
◆ 困りごとを解決

◆  標準的な伴走型経営支援の流れ

◆  伴走型支援による
　 ステップアップ

◆  会員の声

◆ 経営セミナー

◆  商工会議所会員向け保険制度

◆  労働保険事務組合

◆  商工会議所が受付窓口と
　 なっている各種制度

P03 P04 P05

経営の悩み、まずは相談

地域振興
◆ 川越ふろしき

◆  オリンピックバナーフラッグ

◆ 川越百万灯夏まつり

◆ 川越唐桟Rebornプロジェクト

◆  川越Tourismプロジェクト

P10

川越を元気にする様々な仕掛けづくり
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M
anagem

ent support 埼玉県
川越市

埼玉県よろず
支援拠点

その他機関

他の商工会議所・
商工会

専門家

小規模事業者相談依頼

伴走型支援

経営上の困りごとを解決したいけど、 誰に相談したらいいのかわからない。
そんなときは商工会議所にご相談ください！
商工会議所では、事業主の皆様の「身近な経営パートナー」として、経営指導員が『資金を借りたいけどどうしたらいいの？』といった日々
の疑問に丁寧にお答えしているほか、『新規事業に取り組んでみたいんだけど…』といった中長期的な計画を策定するためのご相談にも市内
の支援機関と連携して支援できる体制づくりをしています。

経営サポート
経営の悩み、まずは相談

窓口相談
常時皆様のご相談に応じ
ております。
【受付時間】
平日9：00～ 17：00

巡回相談
当所の職員が訪問し、ご
相談を承ります。

相談
無料

秘密
厳守

経 営 相 談 「ココ、ちょっと教えて！」など、経営に関する日々の疑問・質問にお答えします。
相談例）金融・労務・創業など ※長期的な取り組みが必要な場合はご希望により伴走型経営支援へ移行します。

伴走型経営支援 「売上を伸ばしたい」「将来に不安を抱えている」「中長期計画を立てたい」
といったご相談には支援ネットワークなどを活用して対応します。
相談例）販路拡大・事業承継・経営革新・製品開発・経営再建など

標
準
的
な
伴
走
型
経
営
支
援
の
流
れ

※事業内容、 事業者の状況はそれぞれ異なります。事業者の状況にあった支援方法、手順を当所経営指導員・専門家がアドバイスさせていただきます。

STEP
Ⅰ

経営分析
事業の現状を

客観的に見つめなおします

企業や事業所の
経営内容を伺います
● 現在の状況
● 今後の希望
● 力を入れて取り組みたいこと
● 困っていることや課題　など

STEP
Ⅱ

事業計画
「夢や理想」を明らかにし
目指す目標を定めます

事業計画書の作成を
全面的にお手伝いします
● 顧客管理
● 財務管理
● 販路拡大
● 商品・サービスの開発　など

STEP
Ⅲ

を繰り返し
継続的に経営改善、
経営発展を行う
PDCAサイクルの
実践を行います。

計画
Plan

改善
Act

実行
Do

評価
Check

PDCAサイクル

川越商工会議所川越商工会議所

支援ネットワーク
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　きっかけは、補助金の申請に必要な事業計
画書作成の相談でした。その時は「商工会議
所って何？」という感じで、どんなメリットがあ
るかわかりませんでした。
　その後、融資や経営革新計画、販路開拓、広
報など幅広いジャンルの経営相談に乗っていた
だいて本当に心強い存在だと感じました。
　今では他の方に話せないことや小さな悩み、
方向性に迷ったときはすぐに連絡をさせていた
だくなど、私には欠かせない存在です。
　ぜひ皆さんも相談してみてください。きっと
良いアドバイスがもらえると思いますよ！

voice

はないろ合同会社

プリザーブドフラワー商品の
製造販売など

会社名

営業内容

　当社は創業70年のきもの屋です。商工会議
所とは先代の頃から付き合いがありますが、今
でも融資や、事業計画書作成支援、補助金申請
支援をしてもらっています。
　会社にいるとスタッフには話せない経営上の
悩みで思い詰めることもありますが、商工会議
所に相談にいけば話を真摯に聞いてもらえます
し、相談したこと以上に沢山の情報を得られる
など良いこと尽くしです。
　ぜひなんでも相談できる頼れる存在の商工会
議所に相談してみてください。

voice

株式会社 つるや

着物販売、レンタル、写真撮影、
着付け教室

会社名

営業内容

伴走型経営支援によるステップアップ

創業スクール
創業を目指している方に向けて地域の支援機
関が連携して実施している「創業スクール」で
は、経営の基礎知識についての座学はもちろ
ん、作成した創業計画に対し、専門家のアド
バイスも受けられます。

創業支援
創業を目指す方向けの融資制度のご紹介や
事業計画書作成支援などをお手伝いします。

税務支援 対象事業者・個人事業主の方　（売上や所得に一定の要件があります）

日々の帳簿付けを行うことは、事業を運営する上で欠かせない非常に大切な作業です。収入と
経費を数値化し客観的に見直すことで、経営者自ら事業の改善など的確な対策を打つことがで
きます。また、お金の動きが見えていることで資金繰りがスムーズに行えます。さらに、青色
申告を行うことで、税制面の様々な優遇措置を受けることができ、大きな節税効果を生みます。
当所では、税務に関する相談や申告に関するサポートを行います。

資金繰り相談
あなたの企業に最適な融資を紹介・斡旋します。
【マル経融資】

経営改善を図るために必要な資金を、商工会議
所から経営指導を受け推薦された事業者に対し、
日本政策金融公庫が融資します。

【埼玉県制度融資】
埼玉県、金融機関、埼玉県信用保証協会の３者
と商工会議所が連携・協力することにより、円
滑な資金調達をサポートします。

各種補助金の申請支援
小規模事業者持続化補助金など各種補助金の
申請書作成を支援します。

事業計画・経営革新計画の
作成支援
事業計画や経営革新計画の策定とは、すなわ
ち事業の指標づくりです。計画策定を通じて、
漠然としていた現状の課題や目標が明確にな
ります。策定した計画をもとに経営を行うこ
とで、発展、成長を目指します。

事業承継支援
事業承継を進めたい、これから検討してい
きたいという事業者を当所がサポートしま
す。内容に応じて、各種専門家や埼玉県事
業承継ネットワークなどにおつなぎします。

会員の声

経営セミナー
経営革新計画策定セミナー 人材募集のコツ、教えます

新しい事業を生み出し実現するための ｢経営革新計画｣ 策定について学ぶセ
ミナーです。自社の強みを活かした新しいアイデア(新規事業 )を考えるこ
とで、事業成長に向け一歩を踏み出すきっかけが作れます。策定した計画を
もとに自社でスパイラルアップを重ね、より魅力的な会社へと変革できるよ
うになることを目標としています。

「求人を出しても人が集まらない｣、｢せっかく雇ってもすぐに辞めてしまう｣
など、人材募集に関する悩みを解決するためのセミナーです。川越公共職業
安定所（ハローワーク川越）より講師をお招きし、求職者の立場から見た企
業選定のポイントや、求職状況のトレンドなどを学びます。

※開催するセミナーの内容は毎年異なります。

創　業
経営の安定

更なる発展・次世代へ
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会員企業

● 川越商工会議所の会員で、川越市内で事業活動
を行っていること。
●常時使用する労働者が以下に該当
　〇  金融・保険、不動産、小売業 (50 人以下）
　〇 卸売、サービス業 (100 人以下）
　〇 その他の事業 (300 人以下）

労働保険事務組合
● 労働保険料の申告納付（分割納付可）
●労災保険の特別加入
●雇用保険の手続き（離職票を含む）
● その他事務手続きなど（助成金申請など手続き
できないものがあります。）

労働行政
●埼玉労働局　●労働基準監督署　●公共職業安定所

委
託

代
行

保
険
料
・
手
数
料
を
試
算

小規模企業共済
国の機関である（独）中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度
は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによ
る退職金制度です。掛金は月1,000円から70,000円までの範囲で500円刻
みで設定でき、加入後も掛金は自由に変更できるほか、掛金の範囲内で低
利の貸付制度も利用できます。また、全額を所得控除できるので、高い節
税効果があります。将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを
受けられる、「おトク」な制度です。

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）
経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）は、取引先事業者が倒産
した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍（上限8,000万円）まで借入れでき、掛
金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。掛金月額
は5,000円から20万円まで自由に選べ、加入後も増額・減額ができます。
契約を解約された場合には、解約手当金を受け取れます。

原産地証明
原産地証明とは、貿易で取引される商品の国籍を証明する書類です。当所
では、貿易取引に必要な原産地証明書を発給しています。
このほかにも、インボイス証明、サイン証明の発給を行っています。

賠償責任（PL賠償、リコール、情報漏えい、サイバー、施設賠償、業務遂行賠償等）リスクの補償、事業休業の補償、財産・工
事に関わる補償を一本化して加入できます。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関
する不安や疑問を解決することができます。

ビジネス総合保険制度

条件 ▶▶▶

商工会議所会員向け保険制度

労働保険事務組合 商工会議所が受付窓口と
なっている各種制度

̶商工会議所のスケールメリットを活かした低廉な保険料で、幅広いビジネスリスクに対応します。̶
※ 日本商工会議所が包括加入者となって損害保険会社と契約し、各地商工会議所の協力のもと運営していることから「商工会議所会員の
み」ご加入いただけます。
※割引率は引受保険会社によって異なります。

・・・この他にも様々な保険制度を用意しています

経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、収入の減少部分を補う（生活水準を落とすことなく、安心し
て療養に専念できるように設計した）ものです。本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えに
も利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営
業者も加入できます。

休業補償プラン

労災事故が発生した際の従業員に対する補償および労災事故の発生が企業の責任と法律上判断された(例えば、安全配慮義務違
反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。

業務災害補償プラン

外部からの攻撃（不正アクセス、ウイルス等）、過失（セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミス）、委託先（委託先での情報漏
えい）、内部犯罪（従業員、派遣社員、アルバイト等）などによる情報漏えいの結果、または情報漏えいのおそれが生じた場合、
加入者が被った経済的損害に対して保険金をお支払いします。プランは「スタンダードプラン」と、サイバーリスクに関する補
償部分がより幅広い「プレミアムプラン」の２種類があります。

情報漏えい賠償責任保険制度

中小企業海外 PL 保険制度 輸出取引信用保険制度 海外知財訴訟費用保険制度
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W
elfare

多くの企業さまにご利用いただけるよう、充実の福利厚生制度を用意しています。

福利厚生
一人ひとりが活き活きと働ける環境づくり

各種共済制度

■ 中小企業退職金共済
中小企業が単独で退職金制度を持つことが困難である実情を考慮して、国の中小企業対策の一
環として設けられた退職金制度です。
運営は、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部があたっています。
▶ 制度の特徴
●掛金の一部を国が助成。
●社外積立なので管理や運用の手間が掛からない。
●パートタイマーや家族従業員も加入可能。

優良従業員表彰 労保連労働災害保険（労災上乗せ保険）
当所会員企業に勤務する永年勤続
者、そして優良従業員を対象とし
た合同表彰式です。永年に渡り勤
務され、社業の発展と、地域経済
の振興に尽くされた従業員の方々
の功績を称えることを目的として
います。

全国労保連が運営している国の労災保険に上乗せし
て補償する法定外補償保険です。労働災害や国の補
償を超えたリスクをカバーし、従業員の信頼と安心
を得ることができる保険です。当所労働保険事務組
合に事務委託されている事業所だけが加入できます。

■ 特定退職金共済制度
従業員に将来支払う退職金を、毎月定額の掛金を支払い、計画的に積み立てることで、中小企
業でも安定した退職金制度が確立できます。
▶ 制度の特徴
●掛金は、従業員 1人につき月額 1,000 円（1口）から 30,000 円（30口）まで 1,000 円刻みで設定可能
● 事業主が負担する掛金は全額損金または必要経費に計上可能
　※記載の税務の取り扱いは 2020年 4月現在の税制に基づくもので、将来において保証するものではありません。
●退職給付金・遺族給付金・退職年金のいずれかを従業員ご本人（またはご遺族）に直接給付
●国の制度（中小企業退職金共済制度）との重複加入も可能

※ 特定退職金共済制度は、当所が生命保険会社と締結した新企業年金保険契約に基づき運営されています。［委託保険会社］アクサ生命保険㈱

■ 生命共済制度 (小江戸共済とおりゃんせ )

病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず 24時間保障されます。
保険期間は 1年で自動更新され、役員・従業員の複利厚生制度にご活用いただけます。
▶ 制度の特徴
●医師による診査は不要です。（告知のみでお申込みいただけます。）
●商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金等）が付加されています。
● １年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。ただし、中途で脱退
された方についての配当金はありません。

※ 生命共済制度の記載内容は制度内容の一部を記載したものです。ご加入に当たってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意
喚起情報）を必ずご覧ください。［定期保険（団体型）引受保険会社］アクサ生命保険㈱

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）＋川越商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金・祝品制度）
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Com
pany PR・

Sales channel developm
ent

自社 PR・販路開拓
ビジネスチャンスをつかむためのツール

会報CLASSIC

毎月10日に約5,000部を発行し、会員企業や地域の公共施
設などにお届けしている会報誌です。会員企業は自社PRの
ためのコーナー ｢Guten Tag!｣に無料で掲載できるほか、
有料の広告欄やチラシ同封サービス｢商いポケット便｣を利
用することで、より高い宣伝効果が期待できます。
※バックナンバーはＱＲコードを読み込んでください。

会議所ホームページ

当所ホームページには、この活用ガイドだけでは網羅し切れ
ない様々な情報が見やすく掲載されています。会員企業は、
トップページにバナー広告も掲載可能です(有料サービス)。
会員企業の検索ページでは、自社情報を公開できます
（2020年度内公開予定）。

川越きらり企業NAVI KOEDO E-PRO

お店の店主やスタッフが、一般の受講者に対して専門知識
やコツを教える、約1時間の無料講座です。地域の方々に
自社を知ってもらうきっかけが作れるほか、参加店舗同士
の交流を通じて、ビジネスの可能性も広がります。

まちゼミ

ザ・ビジネスモール

全国の商工会議所・商工会が共同運営する信頼の企業情報
サイトです。登録企業は約27万社。会員企業であれば無料
で登録でき、自社PRや取引先探しなど、販路拡大のための
ツールとしてご利用いただけます。

魅力あふれる川越の「まち・ひと・しごと」をつなぐ、
企業情報・ビジネス応援サイトです。

川越市内の中小企業が開発した優れた工業製品・
技術を「川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO」
として認定し、広く情報発信をしています。
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M
em
ber relationship

会員交流
十人十色の会員が集うつながりの場

毎年１万人が参加する人気イベ
ント｢小江戸川越ハーフマラソ
ン｣の企画運営に当所青年部が
携わっています。イベントの成
功に向けて一丸となって取り組
むことで、かけがえのない人脈
が築けます。

毎年秋頃に、日帰りの視察研修
会を実施しています。工場や博
物館、歴史的建造物などを見学
し教養を深めるほか、地域の食
事を堪能しながら親睦を図りま
す。

２ヵ月に１回のペースで、定期
交流会を実施しています。様々
な分野の講師を招くセミナーな
どで自己研鑽を図るほか、懇親
会を通じて貴重な情報交換も行
えます。

外部講師をお招きし、お正月飾
りを作る講習会を実施していま
す。毎年異なる素敵なデザイン
の作品は、新年をより華やかに
彩ります。

男女問わず、50歳未満の活力溢れるメンバーにより組織され
ています。定期的に開催される交流会や地区ごとの活動に参
加でき、最新の川越市の動向や経済のトレンド、貴重な情報
等をつかめたり、異業種の意欲ある経営者や従業員と垣根の
ない交流ができます。

各種セミナーなどを通じた自己研鑽や、女性ならではの感性
を活かした社会貢献などを目的として活動しています。視察
研修会、フラワーアレンジメント講習会など、様々な楽しい
イベントを通じて会員同士の親睦を深めています。

年会費：12,000円　年齢条件：50歳未満 年会費：7,200円　

小江戸川越ハーフマラソン 視察研修会交流会 フラワーアレンジメント講習会

新入会員の様々な不安や疑問を解消するためのオリエンテー
ションを実施しています。当所の概要や活用事例などについ
て、当所を上手に活用している会員が分かりやすく解説する
ほか、チーム対抗のグループワークなども行うため、人脈を
広げる機会としても有効です。

新たなビジネスを生み出すきっかけづくり・情報交換の場と
して、会頭・副会頭・役員・新入会員を含めた全ての会員が
参加できる交流会です。様々な業種の方々と交流できる、ま
たとないビジネスチャンスです。

青年部

新入会員オリエンテーション新入会員オリエンテーション

女性会

会員交流会
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Hum
an resource developm

ent

このほかにも様々なテーマのセミナーを実施して
います。「こんなセミナーを受講してみたい！」な
ど、皆様のご希望をぜひお聞かせください。

人材育成
人材を「人財」に育てるために

簿記 リテールマーケティング（販売士）
「企業、経済、ひいては社会を見る眼が養えます！」 「マーケティング力強化で流通・小売をリードする！」

１級 １級

２級 ２級

３級 ３級

極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算を修
得し、会計基準や会社法、財務諸表等規則などの企業会計
に関する法規を踏まえて、経営管理や経営分析を行うため
に求められるレベル。合格すると税理士試験の受験資格が
得られる。公認会計士、税理士などの国家資格への登竜門。

経営管理に役立つ知識として、企業から最も求められる資
格の一つ。高度な商業簿記・工業簿記（原価計算を含む）を
修得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できるなど、
企業活動や会計実務を踏まえ適切な処理や分析を行うため
に求められるレベル。

業種・職種にかかわらずビジネスパーソンが身に付けてお
くべき「必須の基本知識」として、多くの企業から評価され
る資格。基本的な商業簿記を修得し、小規模企業における
企業活動や会計実務を踏まえ、経理関連書類の適切な処理
を行うために求められるレベル。

経営に関する極めて高度な知識を身につけ、商品計画から
マーケティング、経営計画の立案や財務予測などの経営管
理について適切な判断ができる。
マーケティングの責任者やコンサルタントとして戦略的に
企業経営に関わる人材を目指す。

マーケティング、マーチャンダイジングをはじめとする流
通・小売業における高度な専門知識を身につけている。販
売促進の企画・実行をリードし、店舗・売場を包括的にマ
ネジメントする人材を目指す。幹部・管理職への昇進条件
として活用しているところもある。

マーケティングの基本的な考え方や流通・小売業で必要な
基礎知識・技能を理解している。接客や売場づくりなど、
販売担当として必要な知識・技術を身につけた人材を目指
す。流通・小売業に限らず、ＢtoＣの観点から社員教育に
取り入れている卸売業や製造業もある。

そろばん（珠算）
計算力・暗算力はもとより記憶力や集中
力・思考力も養われ学力全体の向上も期
待できます。

カラーコーディネーター 仕事に役立つ実践的な色彩の知識を学ぶことができます。

ビジネス実務法務
全てのビジネスパーソンに必要な、実践
的な法律知識をバランスよく効率的に学
ぶことができます。

福祉住環境
コーディネーター

高齢者や障害者に対し、できるだけ自立
し、いきいきと生活できる住環境を提案
するための知識が習得できます。

環境社会（eco）
環境への意識が世界的に高まっており、
複雑・多様化する環境問題を、幅広く体
系的に身に付けることができます。

ビジネスマネジャー
企業組織の要である管理職（マネジャー）
に必要な基礎知識を効率的に習得できま
す。

新入社員教育セミナー 各種セミナー実施実績

会員企業の新入社員が、社会人として自ら考え行動してい
くための基礎を、事例研究やグループディスカッション、
ロールプレイングなど、実践的な体験学習を通じて学びま
す。２日間の充実したカリキュラムの中、企業の枠を超え
たコミュニケーションが生まれます。

● 男性管理職のための｢デキル女性を育てる｣マネジメント
力向上研修
● プロ人財育成セミナー 
～中堅社員が変われば企業は強くなる！～
●リーダーシップセミナー 
～これからの時代に求められる真のリーダーシップとは⁉ ～
●若手経営者・管理者養成講座

バリエーション豊富な検定試験でスキルアップ

［ネット試験］　お近くのネット試験会場で、PCを使って受験する試験です。 ・日商 PC　・日商ビジネス英語
・ビジネスキーボード　など
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Regional prom
otion

当所の委員会の1つである産業推進委員会から発足した
「小江戸つつむプロジェクト｣では、川越を広くPRするため
のオリジナルお土産品｢川越ふろしき｣を製作しました。製
作の過程で、地元高校デザイン科にも協力を依頼し、アイ
デアを募集しました。シックなブルーに川越の花やまぶき
のイエローが映えるデザインは、着物と合わせて川越のま
ち歩きをする時にもぴったりです。

川越市が東京2020オリンピックゴルフ競技の会場となっ
たことから、市民・経済界が一体となった大会成功に向け
た気運を盛り上げるため、公式エンブレムを使用したバ
ナーフラッグを製作し、商店街に設置しました。商店街で
のバナーフラッグ設置が認められたのは全国初であり、川
越を皮切りに全国に同様の動きが広がっていきました。

江戸時代末期に一世を風靡し
た綿織物の川越唐桟を今の時
代に蘇らせるため、事業者の
皆さまと協力し商品開発や販
路開拓の支援を行いました。

川越唐桟 Reborn プロジェクト

川越市郊外への観光客誘致を
目的に、蔵の街と江戸とをつな
いだ水辺を巡りながら、川越の
風土・産業・生活を体験する着
地型旅行商品の開発を検討し、
モニターツアーを行いました。

川越 Tourismプロジェクト

毎年大勢の来場者で賑わう夏の風物詩、川越百万灯夏まつ
りは、当所が事務局を担っています。多彩なジャンルのダ
ンスチームが集う｢OH! 通りゃんせKAWAGOE｣や、鉄砲
隊の演武が冴え渡る｢時代行列」など、見どころ満載の2日
間です。夜になると色とりどりの提灯に明かりが灯り、幻
想的な景色が広がります。

地域振興
川越を元気にする様々な仕掛けづくり

地域と連携して・・・地域と連携して・・・

このほかにも、地域の関係機関と連携し、市内行事の運営協
力など様々な取り組みを行っています。

川越ふろしき

川越百万灯夏まつり

オリンピックバナーフラッグオリンピックバナーフラッグ
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