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・例会月日 平成 31年 3月 5日（火） ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「君が代」「奉仕の理想」 

・ロータリーの目的・四つのテスト 坪井明職業奉仕副委員長 

・司会者名 秋元志津子出席会場委員長 ・発行月日 平成 31年 3月 19日（火） 

 

 

会長挨拶 高橋護会長 

 今日は休眠会社のみなし解散に

ついて話しをしたいと思います。

休眠会社とは、最後に登記をして

から１２年を経過している株式会

社のことを言います。なぜ１２年

か、というと株式会社の役員の任

期は最長で１０年までとされてい

ます。役員の任期が終わると役員

変更の登記を申請しないといけま

せん。なので、少なくとも１０年

に１回は登記をしていることになります。この１０年に２

年の猶予を与えて１２年にしたとされています。１２年間

に何も登記をしていないと会社が動いていないとみなされ、

休眠会社とされみなし解散の手続きに入ります。役員の任

期の無い有限会社にはみなし解散の制度はありません。な

ぜ、このような制度があるかというと、実際に廃業した会

社の登記簿を残しておくと登記の信頼を失うおそれがある

とか、休眠会社の登記簿が犯罪に利用される可能性がある

ためです。平成２６年から毎年１回行われ、平成３０年は

２４，７２０の株式会社が解散とみなされました。みなし

解散の具体的な手続きは、法務大臣による官報公告がされ、

法務局から休眠会社に通知が発送されます。この通知が来

ると、会社が休眠会社だとわかります。公告から２カ月以

内にこの通知に対して「まだ事業を廃止していない」旨の

届出をするか、役員変更等の登記をする必要があります。

もし２か月間何もしないと、法務局の登記官が職権で解散

の登記をします。みなし解散の登記をされた株式会社は、

解散登記後３年以内に限り株主総会の決議により会社継続

の登記を申請することができます。３年間何もしないと、

みなし清算とされます。このみなし清算がされると、解散

前の状態に戻すことができなくなる、すなわち営業をでき

なくなるということです。株式会社としての法人が消滅す

るわけではありません。みなし解散がされて、継続の登記

をするには手続きが煩雑になりますし、費用もかかります。

具体的な手続きの話は割愛しますが。また、休眠会社の通

知が来た後に役員変更登記を申請した場合や、解散とみな

されて継続の登記を申請した場合などは過料が発生するこ

ともあります。いずれにしても、会社の登記を放っている

会社があれば注意してください。 

 

 

結婚・誕生祝い 
 誕生 浅田修司会員（15日）  

結婚 大野弘会員・恵子夫人（7日） 

   古賀正則会員・しげ子夫人（8日） 

   山下良雄会員・ヨシ子夫人（26日）  

 

幹事報告 菊地貴光幹事 

１．ＲＩ日本事務局より『財団室ＮＥＷＳ』が来ています。 

２．越谷ＲＣより３月の例会プログラムが来ています。 

３．当クラブの３月・４月例会のプログラムの確認をお願い

いたします。 

 

委員会報告 
 ■次年度地区協議会について   坪井明会長エレクト 

  ４月１２日（金）に次年度の地区協議会が開催されます。 

 皆さまの出席をお願いいたします。 

 ■次年度越谷市民まつりについて 

菊地貴光次年度社会奉仕委員長 

  ３月１日（金）に中央市民会館において越谷市民まつり 

実行委員会が開催され出席してきました。開催予定日は 

１０月２７日（日）です。 

 

卓 話          菊地貴光幹事   

 越谷市のまちづくりについてお話します。 

 今、越谷市では、越谷市役所の本庁舎を建て替えるとい

うことで話が進んでいます。向こう 5 年間で 81 億 3 千万

円の予算で建て替えることが決まり、そのうち 70 億円以

上が借金であり、これを 20 年かけて返すことが決まって

います。入札の結果、清水建設、高元建設、豊田工務店が

ＪＶを組んだ形で建設の部分を担うことになりました。実

際には、工事は「建設」「電気」「空調」の三部門に分かれ

て行いますので、この中の「建設」の部分です。新庁舎は

川に面して東西に横長の八階建て、現在の中央市民会館寄

りの駐車場の辺りまでが建物になる予定ですので、来年度

以降の市民まつりの際には、各催し物の場所の変更などの

影響があるものと思われます。2022 年度より借金の返済が

次月・次週インフォメーション 

３/１２ 通常例会 

３/１９ 通常例会 

３/２７ 夜間例会 

 



始まりますと、年度あたり 3～4 億円の返済になり、その

先の市政運営にも影響があるところです。 

 また、市役所に限らず、越谷市内には 242 の公共施設が

あり、どれも老朽化が進んでいることが問題となっており

ます。それらを向こう 40 年間で全て建て替えるとして、

既に 4年前に試算を行っていま

す。その結果、2500 億円が必要

ですが、せいぜい 1800 億円し

か工面できないということで、

お金が足りないということが分

かっております。そこで、それ

らの施設を、修繕して使うのか、

建て替えをするのか、或いは近

隣の施設と統廃合してくのか、

など、今後どのようにしていくべきかを市民の皆様と一緒

に考える必要があります。市内は 13 地区に分かれており

ますが、その地区ごとに担当者が出向き、説明をしている

ところです。その中の素案で、向こう 40 年間というのを

前期、その後の 40 年間を後期として、80 年スパンで考え

ていくというのが示されてきました。これは問題を先送り

するに過ぎないので、本当にその方針で行くのか、という

ことはこれから質問をしていくところです。 

 さて、ありがたいことに、越谷市ではこの 10 年間で約 2

万人弱の人口が増えました。しかし、春日部市では 7～8

千人減少しています。今後は武蔵野線の内側では、何とか

人口を保っていくことが出来るが、外側では減少していく、

という予測がなされています。それは、労働人口が減り、

通勤地獄が解消されてきたので、わざわざ遠くに家を買う

必要がなくなった、ということが挙げられます。都心回帰

という現象です。実際、越谷市では人口が増えていると言

っても、レイクタウン周辺のことであり、西大袋付近では、

まだまだ整備途上であります。人口が増えている今の内に、

開発を進めていかなければなりません。 

 そこで、越谷市でも、越谷の魅力を高める、知名度を高

め、イメージアップを図るという狙いで、先ずは観光地化、

例えばいちご観光農園ですとか南越谷阿波踊りなどですが、

これらで外から越谷に足を運んでもらい、来てみたら、土

地は平坦で住みやすそうだから移住してみようか、という

ような流れを呼び込みたいという作戦を練っております。 

 まだ少し時間があるようですので、もう一点お話ししま

す。南越谷駅周辺に 40 年前にサンシティとダイエー（現

在のイオン）が出来ました。大小ホールその他の公共施設、

商業施設合わせてあの一帯を「サンシティ」と呼んでおり

ますが、これも老朽化が進み、今後どうしていくかの議論

がなされている途中です。建設当時に比べ、共働きが増え、

日常の買い物のスタイルが変化してきました。自転車や徒

歩で毎日大型スーパーに買い物に行く、という習慣はすた

れ、代わりに週末に車でまとめて買い物をする、というス

タイルに変わってきました。とすると、大きな駐車場のあ

るレイクタウンや浦和美園イオンなどに、若い人たちは流

れ、ダイエーはなくなりイオンに変わった今も、上層階は

ガランとしています。南越谷・新越谷周辺の賑わいを取り

戻すということを地元の商店街の方たちを含め、一緒に考

えていくことも、今後の大きな課題です。 

 これら様々な問題を通し、持続可能なまちづくりを目指

し、越谷市として出来ることは何かを考え、また出来ない

ことは何かをはっきりと示して、市民の皆様と協力して取

り組んでいくことが必要です。 

 

 

■スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

 暖かくなりましたね。本日もよろしくお願いします。  

高橋護 

廻りの道路もずい分進んでいます。3 月中ですか！楽し

みです。今日も宜しくお願いします。      仲文成 

春らしくなりました。花見が楽しみです。今日も宜しく

お願いします。                坪井明 

今日はとても温かいですね。でも明日から天気がくずれ 

るということです。体調には気を付けましょう！内部卓 

話、菊地幹事よろしくお願いいたします。    

秋元志津子 

今日もよろしく。             武藤正雄 

本日もよろしく。             山下良雄 

本日例会よろしくお願いします。      中村隆雄 

本日もよろしく！            小池和義 

 

 

■出席報告 小池和義社会奉仕委員長 

 

会員数 
出免

除 

出席

数 

欠席

数 
MU 

出席

率 

19 名 2 名 12 名 2 名 3 名 89.5％ 


