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企業繁栄と地域活性化を目指す経営者のコミュニティマガジン

越谷商工会議所だより

巡回定期健康診断実施のご案内
源泉税・記帳個別相談会のお知らせ

医療法人道心会　埼玉東部循環器病院提供「お薬と上手に付き合う方法」

［ 輝く越谷人 インタビュー ］

「奉 魂」
すべての皆様へ、魂をもって奉仕する
精神を大切にしていきたい。

株式会社森エイト　代表取締役  関森 初義さん
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レイクタウン　自然と調和を　目指すまち
　越谷市一帯は、元荒川、中川をはじめとする多くの河
川が流れ、水田が広がる田園地帯でした。しかし、市街化

の急激な進行とともに遊水機能が低下したため、大雨に

よる浸水被害が生じ、治水対策が求められるようになり

ました。

　そこで昭和63年4月に、調節池建設と新市街地整備を

一体的に行う「レイクタウン整備事業」が創設され、平成

11年から整備が行われました。

　平成20年4月には「まちびらき」を行い、今年で10周年

を迎えました。今では、大相模調節池周辺で様々なイベン

トが行われるなど、地域の憩いの場所となっています。

越谷の歴史や文化
財、名所がかるたに
なっています。
制作：こしがや地域
ネットワーク13

越谷いろはかるた
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輝く越谷人「株式会社森エイト」
無料相談／6月・7月の予定一覧
6月・7月のセミナー／お知らせ
チャレンジ講座／中小企業の活性化と人材活用
越谷市からのお知らせ
巡回定期健康診断実施のご案内
LOBO調査／越谷商工会議所の共済制度

労働保険料並びに一般拠出金の申告・納付について
新入会員紹介／一期一会
こしがや愛されグルメ報告
医療コラム「お薬と上手に付き合う方法」
快進撃企業に学べ「美しく快適な職場環境の
廣野鐵工所」
パズル／今月のおすすめ映画／編集後記

〈お詫びと訂正〉　5月号  はかり屋のNayaさんのご紹介文で「モト・コト・ヒト」と記載されておりますが、正しくは「モノ・コト・ヒト」です。



〈今月の表 紙〉

関森 初義氏

株式会社森エイト

KOSHIGAYA-B I TO

プロフィール
埼玉県越谷市出身。
座右の銘「人に歴史あり」
趣味はドライブ、旅行、麻雀。
埼玉県ホテル旅館生活衛生同業組合 副理事長
越谷ホテル旅館業組合 組合長
越谷防火安全協会副会長　他

代表取締役

株式会社森エイトは、「ホテルサ

ンオーク南越谷」、千葉県柏市の「ホ

テルサンオーク柏の葉」、昨年８月

にオープンした「ホテルサンクロー

バー越谷駅前」、そしてホテルに併

設されている日本料理店やレストラ

ンを経営しています。

代表取締役の関森初義さんにお

話を伺いました。

「お泊りになる方は実に様々です。

工事関係の方々、病院の付き添い

の方。柏では、柏レイソルと対戦す

るサッカー関係の方々やゴルフ大会

関係の方々。越谷では、サンシティ

で開催される芸能関係の方々。時

には、お酒を深夜まで楽しみ帰れ

なくなった方もいらっしゃいます。

ビジネスホテルとかシティホテルと

かの枠は関係なく、必要な人が必

要な時に泊まれればよいと考えてい

ます。」　

森エイトの企業理念は「奉魂（ほ

うこん）」です。お客様や取引先、

地域社会など、支えてくださるすべ

ての皆様へ魂（人への想い）をもっ

て奉仕する、という意味です。そ

の理念を現場のスタッフがきめ細や

かに実践しており、森エイトのホテ

ルは、「ゆっくり休めた」「スタッフ

の対応がとても良かった」「館内が

清潔」と好評を得ています。

関森さんに今後の展望を伺いま

した。

「モンゴルに会社を作りました。

そこでモンゴルの人々に日本語を教

え、介護や接客などの技術を指導

して日本で活躍してもらいたいと

思っています。そして、モンゴルに

帰って活躍してもらいたいとも思っ

ています。」

モンゴルは同じ仏教の国であり、

感性が近いと感じるそうです。何度

もモンゴルを訪れている関森さんは

「もしかしたら自分はモンゴル人だっ

たのではないか」と思うほどモンゴ

ルに親しみ、ほれ込んでいます。

関森さんは、4月に開催された大

相撲越谷場所を機に、モンゴル国前

外務大臣や前駐日大使をお呼びして

経済セミナーを主催しました。

モンゴルは広い草原と遊牧民族と

いうイメージがありますが、観光の他

に農業や鉱山産業で目覚ましい経

済成長を遂げてきました。ここ数年

の経済成長率は落ち込んでいるそう

ですが、だからこそビジネスチャンス

があると関森さんは捉えています。

「モンゴルの現状を聞いて、ヒン

トを得たりビジネスチャンスに結び

付けてくれればいいと思っていま

す。私は種を撒いているだけです。

自分が考えて動ける限り人が喜ぶこ

とをしていきたいです。」

とても謙虚な関森さんですが、モ

ンゴルの話題になると目が輝いてい

ました。

新ウランバートル国際空港の開港

で期待される経済発展。一方で、

日本の星空の名所でも比ではないほ

ど満点の星が煌めく大自然。魅力あ

ふれるモンゴルと日本の架け橋を、

関森さんはしっかりと支えています。

【会社情報】
●創業　　　昭和49年1月　　　
●事業内容　ビジネスホテル、飲食店の経営
●所在地　　越谷市南越谷 1-22-1
●電話　　　048-966-3009
●URL　　  http://www.sunoak.net

ホテルサンクローバー越谷駅前ホテルサンオーク南越谷

32018 vol.27



無 料 相 談

経 営 相 談 セ＆ ミ ナ ー

要予約

海外進出・展開に関する疑問、取引先発掘、専門家の紹介な
ど、貿易に関する様々なご相談をお受けします。ご相談は、貿
易の知識と経験豊富な専門アドバイザーが対応いたします。
●日時・会場　お問い合わせください
●申込み　　　公益財団法人埼玉県産業振興公社
　　　　　　　☎048-647-4156

海外展開・貿易相談会

要予約

要予約

知的財産総合支援センターのアドバイザーが、特許・実用新
案・意匠・商標等のご質問やご相談に応じるとともに、特許等
のデータベース「Ｊ-ＰｌａｔＰａｔ」の活用方法等についても個別
に説明いたします。
●日　時　6月21日（木）・9月20日（木） 13：00～17：00
●会　場　越谷産業会館　2階会議室
●申込み　知的財産支援センター埼玉
　　　　　☎048-621-7050

特許・商標相談会（先着順）

日本政策金融公庫の担当者による個別相談会です。
●日　時　6月 7日（木） 10：00～12：00
●会　場　越谷商工会議所　2階事務所内相談室
●申込み　越谷商工会議所　企業支援課

埼玉県内の中小企業・小規模事業者を対象に新商品やサー
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
アドバイスします。相談については、中小企業支援に特に優れ
た能力・知見・実績等を有する専門スタッフが対応します。
●6月の相談会　6月1日(金)、6月15日（金）
●時　間　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
●会　場　越谷産業会館　地下第2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

埼玉県よろず支援拠点出張相談会

金融・創業個別相談会

要予約

要予約

要予約

埼玉県事業引継ぎ支援センターは、事業の存続に関する様々
な課題の解決を支援する公的な相談窓口です。後継者がいな
いなど、事業引継ぎについてのご相談がございましたら、お気
軽にお問い合わせください。
●日　時　6月20日（水）・7月18日（水） 10：00～17：00
●会　場　越谷産業会館　地下第２会議室
●申込み　埼玉県事業引継ぎ支援センター
　　　　　☎048-711-6326

事業承継の相談会
巡回個別相談会 ｉｎ 越谷（先着順）

企業支援の専門家がコーディネーターとして事業者の皆様が抱
えている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経営相談に応じます。
●日　時　毎週 月・火・水・金曜日 
　　　　　9：00～12：00、 13：00～16：00
●会　場　越谷市産業雇用支援センター二番館
　　　　　（越谷市東越谷1-5-6）
●申込み　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

越谷市産業雇用支援センター二番館
コーディネーターによる経営相談のご案内

埼玉県事業引継ぎ支援センター詳しくは 越谷市　二番館　相談詳しくは 

6月・7月の予定一覧 ※予定は予告なく変更されることがございます。

６
月

1日
4日
4日
6日
8日
10日
18日
19日
24日

（金）
（月）
（月）
（水）
（金）
（日）
（月）
(火）
(日）

正副会頭会議
建設業部会幹事会
工業部会正副部会長会議
越ヶ谷まちゼミ説明会
越谷チャレンジ講座①
第149回簿記検定試験
第5回通常議員総会
第34回商業親睦ゴルフ大会
第213回珠算検定試験

７
月

6日
6日
10日
13日
14日
19日
19日

（金）
（金）
（火）
（金）
（土）
（木）
（木）

正副会頭会議
越谷チャレンジ講座②
金融機関との懇談会
一日公庫（融資相談会）
第82回リテールマーケティング（販売士）検定試験
常議員会
サービス業部会幹事会・議員交流会

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

平成30年6月・7月セミナー、講演会等のご案内
6月・7月に開催するセミナーをお知らせいたします。詳細や申込方法は随時、当所会報またはホームページでご案内いたします。
変更になる場合もございますので、ご確認の上お申し込みください。

日  程 会  場 講座名・テーマ 講  師 定　員
受講料

7月27日（金）
18：30～20：30 越谷産業会館 サービス業部会講演会　

※テーマ未定です
いすみ鉄道株式会社　
社長　鳥塚 亮氏

80名
無料

6月13日（水）、20日（水）
7月4日（水）、11日（水）
18：00～21：00（13日のみ20：00）

越谷市産業雇用
支援センター 一番館
4階会議室

こしがや創業塾（夜間コース） 越谷市産業雇用支援センター
二番館コーディネーター　伊藤武司氏

40名
無料

6月6日（水）
19：30～21：00 越谷産業会館 第6回こしがやまちゼミ説明会 岡崎まちゼミの会

代表　松井 洋一郎氏
50名
無料

●日　時　6月13日（水）　17：45受付　18：00開会
●会　場　越谷産業会館　1階集会室
●出演者　漫談　セクシーJ（オフィス北野所属）
　　　　　※師匠マキタスポーツの下、テレビ・ラジオ・舞台等で活躍され、一発芸はお腹の底から笑えます。
●参加費　無料
●申込み　電話・FAX・E-mailで事業所名、参加者名、参加人数、電話番号を下記申込先までお知らせください。
●申込先　越谷商工会議所　企業支援課（担当　須澤）
　　　　　☎048-966-6111　FAX：048-965-4445　E-mail：suzawa@koshigaya-cci.or.jp
　会員皆様のお越しをお待ちしております。

越谷工業経営懇話会・越谷商工会議所工業部会共催　親睦会

　事業主は、家族（専従者）や従業員の方々に支払う給料から所得税を源泉徴収し、納付しなければなりません。
　平成30年1月から6月までの源泉税の徴収や納付について個別相談会を開催します。源泉税の納付がない場合でも納付書を
お預かりし税務署へ提出いたします。また、記帳相談も受付します。
●日　時　7月2日（月）・3日（火）・9日（月）・10日（火）　9：30～11：30、13：00～15：00
●会　場　越谷産業会館　地下第1会議室
●お持ちいただくもの ・ 平成30年1月～6月に支払った給与額がわかる書類（源泉徴収簿）
   ・ 前年分（平成29年）の源泉徴収簿および納付書控
   ・ 源泉税納付書（納付整理番号印字付）
   ※納付整理番号印字付源泉税納付書をお持ちでない方は、前年の決算書、確定申告書をお持ちください。
   ・ 青色申告会会員は会員手帳
   ・ 記帳相談をご希望の方は帳簿類

源泉税・記帳個別相談会のお知らせ

セクシーJ

　「創業」に向けて本気で取り組む皆様を全力で支援する4日間の集中講座を開催します。創業をお考えの方はこの機会に是非ご参
加いただき、志を同じくする仲間作りと、実現可能な創業を目指しましょう。
●日程・内容  6月13日（水）　「創業の全体像をつかむ」～準備、創業、軌道に乗せる～
　　　　  　 　  20日（水）　「リピート客を生み出し、ビジネスモデルを構築する方法」
   　  7月  4日（水）　「必要な経営資源～ヒト・モノ・カネ～を集める方法」
　　               　  11日（水）　「創業事例の研究、創業計画から実行へ動き出す」
●時　間 　　18:00～21:00（13日のみ20:00）
●会　場 　　越谷市産業雇用支援センター「一番館」４階会議室
●対　象 　　創業希望者、創業して間もない方、新規事業を考えている方他
●定　員 　　40名（先着順）
●講　師 　　中小企業診断士　伊藤 武司氏（二番館コーディネーター）
●申込み 　　越谷市産業支援課　☎048-967-4680

「こしがや創業塾」開催案内
平成30年度越谷市創業者等育成支援事業（産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業）
越谷市・越谷商工会議所共催
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お 知 ら せ

　越ヶ谷ＴＭＯ（中心市街地活性化推進協議会）では、越谷市で活躍したい方、まちづくりや
地域貢献に関心のある方、趣味を仕事にしたい方、創業など現状からのステップアップを考
えている方を対象に、毎月1回全5回コースで“実現したいマイプラン”を作っていくセミナーを
開催します。すでに地域で活躍されている先輩起業家等を毎回ゲスト講師に迎え、特長あるプ
ロジェクトや先進事例を聞くことでマイプランのヒントにしていただき、具体的なアドバイスで
作成をサポートします！
●日　時　6月8日（金） ・ 7月6日(金) ・ 8月10日(金) ・ 9月14日(金) ・ 10月19日(金)　
　　　　　①午後の部　13:30～15:30　②夜の部　18:30～20:30　
　　　　　①②ともに終了後交流会あり。
●会　場　越谷産業会館（越谷商工会議所）
●受講料　10,000円（5回分）
●申込み・問合せ　越谷商工会議所　地域振興課（担当：澤田）　☎048-966-6111　メール sawada@koshigaya-cci.or.jp

仲間と一歩踏み出そう！「チャレンジ講座」開講のご案内

　市内大間野町の中野形染工場では古くから浴衣地に表と裏に違った柄を同時に染める「籠
染め」をしていました。現在は藍染めの良さを残すため仲間とワークショップサークル「ふしぎ
ぽっけ」を立ち上げ、その浴衣の生地を使用した作品を製作しています。
　今回は作品発表イベントとして展示会と一部藍染め作品、小物など販売を開催します。
　今後は藍染め体験や生き甲斐づくりなどのワークショップを定期的に開いていく予定です。
ご興味のある方は、是非お越しください。
●日　時　6月8日（金）～10日（日）　10：00～16：00
●場　所　さつき亭の２階店舗スペース（赤山町2-178-3）
●問合せ　ワークショップサークル「ふしぎぽっけ」
　　　　　岩井☎048-965-1366　中野☎048-986-5955

越谷の伝統工芸品「籠染め」の作品展示会開催

～ステップアップしたい方、まちづくりに関心のある方へ～

プログラムプロデュース＆講師
有限会社エコカレッジ
代表取締役　尾野 寛明氏

中野さん（左）と岩井さん（右）

平成30年度　第1回プロフェッショナル人材セミナー　in越谷

　企業の成長には、自らの可能性を開花させ成長を実現していく「攻めの経営」が欠かせませ
ん。そのためには、経験豊富で能力のある「プロフェッショナル人材」の活用が必要となります。
　本セミナーでは、「『おもてなしの心』を常に持ってお客様・スタッフ・地域に感謝・還元し、夢
（自己実現）と希望と誇りを持った活力ある企業を目指そう」という経営理念を掲げる、株式会
社浜野製作所の代表取締役CEO浜野慶一氏にご講演いただきます。企業の活性化や人材活
用を考える際のヒントになれば幸いです。
●日　時　７月１７日（火）　10：00～12：00 （9：30受付開始）
●会　場　越谷コミュニティセンター（サンシティホール）　ポルティコホール
●定　員　県内の中堅・中小企業経営者・経営幹部・人事担当者など　100名　受講料無料
●内　容　①プロフェッショナル人材戦略拠点について
　　　　　②埼玉労働局で取り扱う主な助成金制度
　　　　　③講演　「東京・下町・町工場の挑戦！」
　　　　　　講師　株式会社浜野製作所　代表取締役CEO　浜野 慶一
●問合せ・申込み　公益財団法人埼玉県産業振興公社 
　　　　　　　　  （埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点）
　　　　　　　　  ☎048-858-7558   E-mail: projinzai@saitama-j.or.jp
　　　　　　　  　担当　石田、佐藤

中小企業の活性化と人材活用
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

越谷市と武蔵野銀行は官民連携事業として、市内中小企業の人材育成支援のために、若手社員向けには「職場定着とキャリ
アアップ」、管理職社員向けには「コミュニケーション能力・マネジメント能力の向上」についてのセミナーを開催します。
●日　時　　※若手社員（全３回）　　①6月20日（水）、②7月25日（水）、③8月22日（水）　※いずれも10：00～16：00
　　　　　　※管理職社員（全３回）　①6月21日（木）、②7月26日（木）、③8月23日（木）　※いずれも13：00～16：00
●会　場　　武蔵野銀行越谷支店　３階会議室
●対　象　　市内に本社または営業所等を有する中小企業の若手社員・管理職それぞれ20名ずつ
　　　　　　（1社各1名ずつの2名参加が原則）
●参加費　　無料
●申込み　　6月13日（水）までに、専用申込用紙にて産業支課へ　FAX048-967-4690（受付は先着順）
　　　　　　※参加決定した企業には、別途主催者より連絡します。
　　　　　　申込用紙は産業支援課で配布しているほか、市ホームページからも印刷できます
●問合せ　　越谷市産業支援課　☎048-967-4680

越谷市・武蔵野銀行共催「こしがや企業人材育成ゼミナール」

～市内商店街の空き店舗に出店される方に対して店舗の改装費の一部を助成します～
市内商店街の活性化を図るため、下記のとおり助成します。

●補助金　　 改装費（空き店舗の外装・内装・設備の工事等、改装に係る費用）の1／2以内（上限75万円）
　　　　　　（満40歳未満または女性の方は上限100万円）
●対象者　　市内商店街の空き店舗（建物の１階部分を含む）を賃借して、「小売業」「飲食業」「サービス業」のいずれかの業
　　　　　　種を営もうとする個人または中小企業者等（一部業種は除く）
●申込み　　6月1日（金）から提出書類をそろえて産業支援課窓口へ提出してください。
　　　　　　詳細については産業支援課にお問合せください。募集要項や申請書については産業支援課で配布しているほ
　　　　　　か、市ホームページからも印刷できます。
●問合せ　　越谷市産業支援課　☎048-967-4680

空き店舗対策事業費補助金のご案内

越谷市からのお知らせ

協賛金のご協力をお願いします
越谷市制施行６０周年記念事業推進市民委員会が実施する記念事業等に活用

１　協賛金の一口金額 企業…10,000円、　団体…5,000円、　個人…1,000円
２　協賛方法  8月31日（金）までに銀行へお振り込みいただくか、市民委員会事務局へ直接お持ちください。
   何口でも結構です。領収証が必要な方は、市民委員会事務局までご連絡ください。
３　振込先  銀行支店：埼玉りそな銀行越谷支店 　口座番号：普通4929952 （振込手数料はご負担ください） 
   口座名義：越谷市制施行６０周年記念事業推進市民委員会委員長　石﨑 一宏
４　協賛者名の発表 １万円以上の協賛をいただいた場合、原則として、協賛者名（企業・団体・個人名）を広報紙、
   市ホームページ等で発表します。銀行振込で協賛いただいた方は、協賛申込書（下記で配布、市
　　　　　　　　　　　　ホームページから印刷可）を広報広聴課へお送りください。詳細は下記へお問い合わせください。
５　問合せ  越谷市制施行６０周年記念事業推進市民委員会事務局（越谷市役所本庁舎２階広報広聴課内）
   ☎048-963-9117、　FAX：048-965-0943　メール：koho@city.koshigaya.lg.jp

越谷市では、市民の皆さんに参画いただき、越谷市制施行60周年記念事業推進市民委員会を設置してい
ます。本年11月3日に市民委員会が実施する記念事業等の経費に充てるため、企業・団体・個人の皆さん
から、協賛金を募集します。
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お 知 ら せ

日　程

平成30年度   巡回定期健康診断実施のご案内
申込書は今月号に同封しております。データ提出も受付中です。申込方法をご覧ください。

①身長　②体重　③腹囲　④視力　⑤聴力 ( オージオメーターによる )　⑥検尿　⑦血圧　⑧胸部 X 線　⑨医師診察　⑩心
電図検査　【採血検査】⑪貧血 (赤血球数・血色素量 )　⑫肝機能（GOT、GPT、γ-GTP）　⑬血中脂質検査（LDLコレステロー
ル、HDLコレステロール、中性脂肪）　⑭血糖検査（HbA1c）　⑮腎機能検査（クレアチニン）

昨年度までは一般定期健康診断 A と一般定期健康診断 B に分かれていましたが、厚生労働省の通達に基づき※１一般定期健
康診断Bは廃止となりました。また、今回から定期健康診断の血液検査内における「血糖検査（HbA1c）」「腎機能検査（ク
レアチニン）」を金額据え置きにて追加しました。

8月3日（金）、6日（月）、22日（水）、23日（木）、24日（金）、27日（月）
※事業所巡回は５名以上の従業員が受診する場合に実施致します。

9月21日（金）…荻島地区センター　越谷市南荻島190-1
　  25日（火）…出羽地区センター　越谷市七左町4-248-1
10月1日（月）…桜井地区センター　越谷市下間久里792-1
　　 9日（火）…増林地区センター　越谷市増林3-4-1　
各地区センター健診受付時間…午前の部　9：00～11：30　午後の部13：00～16：00
※地区センターの地図は申込書裏面をご覧ください。

検査内容

事業所巡回日

各地区センター
巡回日時

追加検査及び受診料

〈特殊健康診断〉
申込記号 検査方法 申込番号 種　類

検　便

採　血

種　類 税込単価（円） 税込単価（円）
〈オプション検査〉

一般定期健康診断　　7,300円（税込）1

2

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

じん肺
鉛

電離放射
石綿

重クロム酸・クロム酸
硫酸・硝酸・塩酸

騒音
紫外線・赤外線
VDT作業
有機溶剤※２

ペプシノゲン(胃)
肝炎ウィルス
PSA(前立腺)
AFP(肝臓)

CA19-9(膵臓等)
CA125(卵巣・子宮)
CEA(大腸・胃・肺)
便潜血検査(大腸)

3,800
7,500
2,700
4,500
2,700
2,400
3,200
2,700
3,200
2,100

3,200
3,200
2,500
2,700
1,900
1,700
2,200
1,600

1
2
3
4
5
6
7
8

※２有機溶剤特殊健康診断について基本料金2,100円(税込)と有機溶剤各種類の料金が加算されます。
Ｋ-1トルエン1,600円(税込)、Ｋ-2ノルマルヘキサン5,400円(税込)、Ｋ-3キシレン1,300円(税込)、Ｋ-４
1,1,1トリクロルエタン2,800円(税込)、その他の有機溶剤2,000円(税込)～がございます。
有機溶剤特殊健康診断は、当日の追加ができません。

●実施機関　　ライフサポートクリニック（法人名称：ライフサポートサービス株式会社）
　　　　　　　〒332-0002　埼玉県川口市弥平4-6-24　Tel.048-223-2576　Fax.048-223-2637
●申込方法　　①同封の申込書に必要事項を選択・記入の上、越谷商工会議所事務局宛に郵送又はFAXでお送りください。
　　　　　　　 （FAXの場合は、お手数ですが確認のお電話を入れてください。）　　
　　　　　　　　〒343-0817　越谷市中町7-17　Tel.048-966-6111　Fax.048-965-4445
　　　　　　　②データでの申込をご希望の方は、nishiguchi@koshigaya-cci.or.jpに連絡をお願い致します。
　　　　　　　　指定の申込ファイルを送信します。
●申込締切　　７月2日（月）〔期限厳守〕
●その他　　　①申込事業所には健診日時・会場等のご案内を受診日の2週間前に発送します。
　　　　　　　②受診料の支払方法は申込書の表面、オプション検査の内容は申込書の裏面に記載しております。
　　　　　　　③健診内容についてはライフサポートクリニックにご相談ください。

特殊健康診断、オプション検査だけの申込は出来ません。一般定期健康診断と併せてお申し込みください。

※１平成２９年度８月４日「都道府県労働基準局長」宛「基発0804第4号」「厚生労働省労働基準局長」通達「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」　
記７（１）健康診断を実施する場合の留意
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

従業員DI

売上DI

採算DI

業況DI

資金繰りDI

仕入単価DI
（下落―上昇）

LOBO調査 （商工会議所早期景気観測）4月度調査報告

　4月の全産業合計の業況DIは、▲11.5と、前月から＋4.3ポイントの改善がありました。電子部品や産業用機械関連を中心に製造
業が全体を牽引したほか、インバウンドを含む春の観光需要を取り込んだ宿泊業・飲食業やレジャー関連業を中心とするサービス
業の業況が改善しました。深刻な人手不足や原材料費・燃料費の上昇、食料品・日用品に対する消費者の低価格志向を指摘する声
は依然として多いものの、中小企業の景況感は、総じて緩やかな回復基調が続いています。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲14.2（今月比▲2.7ポイント）と悪化を見込むものの、「好転」から「不変」への変化が主因
であり、実体はほぼ横ばいです。個人消費の持ち直しや
ゴールデンウィークに伴う観光需要拡大、生産や設備
投資の堅調な推移への期待感がうかがえます。
　他方、人手不足の影響の深刻化や、原材料費・燃料
費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅れ、米国の保
護主義的な関税措置の影響など世界経済・貿易に対す
る先行き不透明感を懸念する声も多く、中小企業の業
況感はほぼ横ばいで推移する見通しです。

※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）

する街のゼミナール得

まちゼミ発祥の地、愛知県岡崎市「岡崎まちゼミの会」代表、
松井洋一郎氏を講師にお迎えします。

●日　程　6月6日（水）19：30～21：00
●場　所　越谷産業会館（越谷商工会議所）
●参加費　無料
●申込み　越ヶ谷まちゼミ事務局（越谷商工会議所）

「まちゼミ」説明会を開催します

越谷ガーヤ越谷ガーヤ
共済制度

越谷ガーヤ
共済制度

特定退職金特定退職金
共済制度
特定退職金
共済制度

役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます

従業員の退職金準備にご活用いただけます

● 保険期間は1年間（平成30年3月1日～平成31年2月28日）で自動更新します。
● 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。
● ガンによる死亡の場合、死亡保険金に加えガン死亡保険金が支払われます。
● 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）。
● 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。（法基通9-3-5）
● 剰余金があれば配当金として還元されます。

● 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
● 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
● 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
 （賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号）
● 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。（法人税法施行令 第135条）

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）・ 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）・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）
＋ 越谷商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金・助成金・祝品）

越谷商工会議所の 共 済 制 度
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お 知 ら せ

　労働保険事務組合に事務委託していない事業所には、5月末に申告書が発送されます。平成29年度確定保険料と平成30年度概
算保険料、石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告書と納付書を作成し、6月1日～7月10日までに手続きを行ってください。
●問合せ　・コールセンター（開設期間：5月31日～7月12日） ☎0120-700-244　　
　　　　　・埼玉労働局労働保険徴収課　　   ☎048-600-6203

　越谷商工会議所では、会員サービスとして労働保険料等申告納付をはじめ雇用保
険手続などの事務代行、建設事業の一人親方労災も行っております。年間事務委託手
数料は下記のとおりです。
　◆事業所割（右表）と従業員割（１名につき150円で計算した額）の合計となります。
　　例） 従業員５名の場合
　　　　事業所割10,000円＋従業員割750円＝10,750円
　　　　※特別加入（事業主、役員、家族従業員の労災保険）に加入した場合は、１名
　　　　　につき年額1,500円が別途かかります。
　　　　※手数料は末尾番号ごとに算出します。
　◆建設事業の一人親方に加入した場合は、年額7,000円。
●問合せ　労働保険事務組合担当　☎048-966-6111

労働保険料並びに一般拠出金の申告・納付について

　労災保険料率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、各業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則として3年ごと
に改定が行われることになっています。
　この度、平成30年４月から労災保険料率等が改定されました。詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
　厚生労働省　「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います」
　　　　　　　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html

労災保険料率等が改定されました

　☆振込の方…………6月中旬に「会費の振込用紙」を郵送します。取扱い金融機関又は商工会議所事務局で納入してください。
　　　　　　　　　　振込手数料は会員様負担となります。
　☆口座振替の方……7月17日（火）に引き落とし致しますので、7月上旬に口座振替通知書を郵送致します。
　領収証の発行はしませんので、必要な方は、お申し出下さい。（担当　総務課　西口）

越谷商工会議所　会費納入のお願い　平成30年度上期分（4月～9月分）

事業所区分
（従業員数）

事業所割
（年額）

0～4人

5～10人

11～15人

16～20人

21～30人

31～50人

51人～

7,000円

10,000円

13,000円

20,000円

25,000円

33,000円

40,000円

事業主のみなさまへ

☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

会議・研修・講習会・各種展示
会などにご利用ください。 
利用料金1区分500円より。
●申込み
　総務課　会館管理担当

越谷産業会館の
貸会議室

訃　報

Free Wi-Fiを設置しました！

越谷商工会議所常議員　藤井忠行氏
（株式会社エフ広芸取締役会長）が

５月14日永眠されました。
藤井氏は常議員並びに工業部会副部会長として

尽力されました。
ご冥福をお祈り申し上げます。

クールビズ 実施中
10月末日までクールビズを実施しております。
期間中はノーネクタイ・ノージャケットで勤務します。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

10



（順不同・敬称略）平成30年度4月にご加入いただいた20社の皆様です。

Ｍ．Ｈ．コミュニケーションズ(株)
(株)プログレス
近藤
みたかや化粧品店
医療法人社団明輝会こしがや眼科クリニック
アクア越谷整骨院
医療法人清療会　越谷エース歯科
（株）イーアス
丸芳
石研企画
産直食い処　なんまらほっかいどう
パラシオン歯科医院
星和歯科
JUNCTION PRODUCE EAST JAPAN
修雅興業
おかだ製パン所
（有）神田直昭商店　LE GRAND VERT
ドレッサーズ
アソシエイツ（同）
（有）ラ・コ－ト・エスト

春日部市備後東
吉川市高富
新越谷
越ケ谷
赤山町
弥生町
越ケ谷
東越谷
平方
千間台西
袋山
宮本町
宮本町
谷中町
大里
赤山本町
千間台西
レイクタウン
草加市松原
東大沢

便利屋
ゴルフ用品の企画、販売
人材（技術者）に関するコンサルティング、教育等
化粧品販売業
医業
整骨院
歯科診療
福祉用具レンタル・販売、福祉用具開発
建築資材販売、サッシ・木製建具等
石材メンテナンス及びハウスクリーニング業
飲食店、居酒屋
歯科診療
歯科診療
自動車カスタム、パーツ販売
水道土木、官工事
パン製造、販売
飲食業
アニバーサリーストア事業、ブランディング&デザイン事業
従業員支援、サイト企画制作、WEBシステム構築
洋菓子製造、販売

事業所名 代表者氏名 住　所 業　種

※4月末会員数　5,284事業所

長澤　幸義
粟 村 　 剛
近藤　健二
内藤　雅朗
伊勢　武比古
中鉢　和之
荻巣　清義
武田　二郎
鈴木　芳雄
関 　 賢 一
渡 辺 　 学
小山　悦子
伊藤　量蔵
細野　えり子
下田　修之
岡田　泰一
神田　直昭
石川　真理花
小堀　京子
辻 　 英 明

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。

いちご

いちえ
♪

♪

　最近新聞紙上などで「健康経営」※と

いう言葉をよく見かけます。「健康経

営」とは、従業員さん等の健康管理を

経営的な視点で考え実践することに

より、人手不足などに対応するリスクマネジメントや

労働生産性の向上に効果をもたらし、企業価値を高め

る経営スタイルを意味しております。

　越谷商工会議所では、会員事業所の皆様方の労務福

利厚生支援の一環として、毎年 4 月に「生活習慣病予

防健診」を実施しており、今年も事業主さまそして従

業員さま約 1,000 名の方に受診を頂きました。

　私も健康な身体で会員の皆様に接することができ

るよう、また家族に迷惑をかけぬよう苦手な検査（特

に採血）もありますが毎回全ての項目を欠かさず受診

しております。この会報が皆様のお手元に届くころは

もう結果が出ていると思いますが、ドキドキな日々を

過ごしております。

　また今年の 8 月から 10 月にかけて「巡回定期健康

診断」を実施いたします。今号に健診のお知らせを同

封しておりますので、是非お忘れなくお申し込みくだ

さい。

※健康経営® は NPO 法人健康経営研究会の登録

　商標です。

中小企業相談所　企業支援課

　経営指導員　松井 智幸
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　越谷商工会議所と越谷市は、観光振興に関する包括連携協定を越谷市と締結している株式会社JTBと共に、「こしがや愛されグ
ルメ発信事業」に取り組んでおります。「こしがや愛されグルメ」とは、越谷で愛されている手みやげやおススメしたい飲食店メ
ニューなど、越谷の魅力あるグルメを発掘、認証し、その魅力を市内外へ発信する事業です。
　この度、第1期「こしがや愛されグルメ」50品目が決定し、イオンモール越谷レイクタウンkazeにて認証式が開催されました。認証
式では認証商品の紹介や越谷市長並びに越谷商工会議所会頭による認証事業者への認証書授与が行われました。
　第１期「こしがや愛されグルメ」に選ばれた商品については、PR冊子の作成や市内外のイベントへの出店によるプロモーションを
行っていく予定です。
　認証商品の詳細は「こしがや愛されグルメＨＰ」 https://www.lovegourmet.jp/をご覧ください。

経営に役立つ無料のWEBセミナー
越谷商工会議所会員限定のサービスです！
下記WEBセミナーホームページから、映像と音声による本格的なセミナーを受講できます。
自己研鑽はもちろん、社内研修に活用できるメニューも豊富に用意しております。従業員の皆様の社員
教育に是非ご活用ください。視聴にはＩＤとパスワードが必要です。４月号の会報に同封しましたチラシを
ご覧になるか、越谷商工会議所 企業支援課までお問合せ下さい。

●WEBセミナーホームページ　　http://esod-neo.com/intro/cci/koshigaya.html

いつでも、どこでも、好きなだけ

井橋会頭による認証書授与 高橋市長も視察にお越しくださいました 会場はお客さんで大いに賑わいました

「かけジャム」の試食・販売 「鴨ネギピザ」の試食・販売 「ガーヤちゃんまん」の販売

家の事なら小さな事でもお電話下さい

越谷で越谷で3636年。お客様のため年。お客様のためのの““自社施工”自社施工”越谷で36年。お客様のための“自社施工”

12

報 告



Q4. 薬を飲み忘れた時はどうすればいいですか？

　次の服用時刻まで十分に時間があったら気付いた時にす

ぐに飲みましょう。次の服用時刻に近かったら忘れた分は

抜かして、次回から決められた時刻に飲むようにしましょう。

※忘れたからといって2回分を一度に飲んだりすると、思わぬ副作
　用や中毒を起こす場合があり危険です。

Q5. 具合が良くなれば薬はやめてもいいですか？

　具合が良くなったから、または副作用が心配だからなど

の理由で飲み続けていた薬を自分勝手にやめてしまうのは

危険です。薬によっては急にやめることによって症状が悪

化してしまうものもあります。また、あなたが薬を飲んでい

ないことを知らずに医師が薬の量を増やしてしまうことにも

なりかねません。

Q6. 薬の名前についている記号の意味は？

　薬の成分量、１包に入っている粉の量、作っている会社

のマークなどが書かれています。数字が大きいほど強い薬

というわけではありません。又、アルファベットの L・CR

などは効果が長く続く、D・OD は口の中ですぐ溶けるので

水なしで飲めるなどの意味があります。

　最近はお薬の名前が印字されているものが増えてきてい

ます。

Q7.ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは？

　薬は有効成分の研究・開発から始まるため発売されるま

でに多くのお金がかかり薬の値段が高くなります。ジェネ

リック医薬品とはその特許期間が切れて他の会社も同じ有

効成分の薬を作れるようになったものです。つまり効果は

全く同じで開発コストがかからないぶん値段が安い薬です。

　病院や調剤薬局へ行くときは必ずお薬手帳を持参し、飲

み合わせや同じような効果のお薬が重複していないかを確

認してもらいましょう。

　どんなに良い薬でも、正しく飲まなければ良い効果は期

待できません。皆さんが日頃疑問に思われている事項を中

心に、薬を正しく飲むためのポイントをまとめてみました。

薬の正しい飲み方Q＆A

Q1．お薬はお茶で飲んでもいいですか？

タンニン酸（お茶）、酸（ジュース）、カルシウム（牛乳）

などは薬の成分と結合したり、薬の有効成分を分解して薬

の吸収や効き目を悪くしたり、逆に効果を強めてしまい副

作用につながる場合もありますので注意しましょう。

Q2. 薬の服用時刻とは？

食　後…食事をしてから30分以内に薬を飲むこと
　　　　主に胃粘膜への刺激を少なくするため、多くの薬

　　　　が食後服用と指示されています

食　前…食事の30分から1時間くらい前に薬を飲むこと
食直前…食事の5分から10分前に薬を飲むこと
食　間…朝食と昼食の間、または昼食と夕食の間、時には
　　　　夕食と就寝の間に薬を飲むこと

　　　　およそ食事後2時間くらいに薬を飲めばよいので

　　　　す。決して食事の最中に飲むのでは有りません！　

就寝前…就寝の30分前に薬を飲むこと

※食事をしなかった時にも薬は飲む必要があります。しかし血糖
　を下げる薬を服用している場合は、食事をせずに服用すると低
　血糖の危険性がありますのでご注意ください。

Q3. 薬は砕いたほうが良く効くのですか？

　かみ砕いたりカプセルを開けて飲んだりしないでそのまま

飲むようにしましょう。錠剤やカプセルの中には胃で溶けず

に腸に達してはじめて溶けるように調整してあるものや、薬

の効果を持続させるために徐々に溶けて成分が出てくるよう

に作ってあるものがあるからです。特にカプセルは飲みにく

い味や臭いのする薬を飲みやすくするための場合が多いの

で、必ずそのまま飲みましょう。

お薬と上手に付き合う方法

医療法人道心会　埼玉東部循環器病院　提供

医療コラム

埼玉東部循環器病院　薬剤師　大塚 みゆき

薬の正しい飲み方Q＆A
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　新大阪駅から車で小１時間ほど走った大阪府岸和

田市の小高い丘に、株式会社廣野鐵工所という社名

のものづくり工場がある。泉大津市の臨海部から「社

員の生命と仕事を守るため」と、2017年に、あえてこ

の高台に全面移転したのである。

　主たる生産品は農業用機械や各種車両の部品の

機械加工であるが、その大半は農業機械メーカーの

「クボタ」に納入する部品である。

　創業は、現社長である廣野幸誠氏の祖父が、戦後

の混乱期の1945年に、部品加工の下請け企業とし

て、堺市内で個人事業としてスタートしている。苦労

と努力が実り、翌年には、久保田鉄工（現クボタ）と

の取引が始まり、以後、幾多の苦難を乗り越え、クボ

タの有力パートナー企業としてクボタと共に成長発展

している。

　現在では、本社工場のほか、宇都宮工場、他に中国

の上海などに3カ所の工場を有し、国内企業の社員数

は130人、売上高は67億円にまで成長している。同社

のこれまでの成長発展の要因は、同社が培った高度

な生産技術力や生産管理力、さらには営業技術力な

どもあるが、とりわけ重要なものは、社員重視の経営

姿勢がもたらした「社員力」であり、これこそが、同社

の強さの源泉である。

　先日、親しい大阪の経営者と同社を訪問させてい

ただき、廣野社長の話を聞くとともに、本社工場の隅

から隅まで案内していただいたが、ハード面・ソフト

面を問わず、「ここまでやるのか……」と感嘆すること

ばかりであった。それは、定年の無い雇用制度をはじ

め、充実した福利厚生制度など多々あるが、ここでは

紙面の都合で、ハード面の同社の特長のみ述べる。

　本社工場は、甲子園球場の約2倍の2万5000㎡の

広い敷地に、これまた広い1万3000㎡の1階建てであ

る。その高い天井のあちこちには巨大な最新の空調

機が無数取り付けられていたばかりか、工場内の照

明は全てLEDであり、工場内は明るく快適な環境で

あった。余談であるが、その電気代は工場の屋根に敷

かれたソーラーパネルで、約50％が賄われていると

いう。

　事務室は部署の仕切りもないワンフロアである。

また事務室と工場も見えないように隠す壁ではなく、

見えるように透明のガラス窓で全て仕切られており、

全社員の一体感が強く感じられる空間であった。

　次に、社員食堂をはじめ、福利厚生施設を案内して

いただいたが、これも驚きの連続であった。広く美し

い社員食堂やウッドデッキは、どこかのホテルのレス

トランのようで、しかもその木製の机と椅子は全て近

くの家具業者に特注し、椅子にはそれを使用する社

員の名前まで書かれていた。これまた余談であるが、

椅子は社員が会社を引退するとき、記念に自宅に持

ち帰るのだそうである。

　こうしたものづくり工場の存在を見ると、わが国企

業の在り方がよく分かる。

美しく快適な職場環境の
廣野鐵工所

人を大切にする経営学会　会長　坂本 光司

◇坂本 光司／さかもと・こうじ
　人を大切にする経営学会会長。1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授、法政大学大学院政策創造研究科（地域づくり
大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長などを歴任。国や県、市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数兼務している。著
書に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。

に学べ業快 進 撃 企
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「輝く越谷人」関森さんからモンゴルのお話を伺うまで、私が知るモンゴルは、白鵬をはじめとする力
士たち、絵本で読んだ「スーホの白い馬」、歴史の時間で学んだ元寇でした。昨年実施された外務省
のモンゴルにおける対日世論調査によると、日本に親しみを感じるとの回答は7割を超えるそうです。
これからも友好的な関係が続くことを切に願います。
プラネタリウムのような星空を見たいという私の夢が一つ増えました。

ヨコのヒント タテのヒント

クロスワードパズル

〒343-0817　越谷市中町7-17　越谷商工会議所
　　　　　　　「越谷商工会議所だより」係

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・ご要望をハガキにご記入ください。

「イオンシネマ鑑賞券」をプレゼント！

平成30年6月25日（当日消印有効）

宛　　先

締　　切

応募方法

正解者の中から抽選で 5名様に

1 能があると爪を隠す鳥
5 自動車の内部を照らす明かり
7 「またいとこ」とも呼ばれる
8 お褒めの言葉
10 戦の直前、勇み立ってブルブルッ
12 母だったり、スナックの店主だったり

1 ウイスキーやワインづくりに使う木製容器
2 この上から文字を書くと複写できる
3 主役として○○○の矢が立った
4 「漢」の字が使われることもある性別
6 童話「眠れる森の美女」に登場する紡毛機
8 お坊さんが作業着として着用
9 小石に砂が交ざったもの
11 家族みんなが集う部屋

1

5

7 E

A

B 6

12 D

10 11F

C

A B C D E F

98

2 43

◎ 5月号のクロスワードパズルの答えは「スミダガワ」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7月号をご覧ください。

銀行の出世コースから外れ、定年を迎えた田代壮
介（舘ひろし）。余暇を持て余し立ち寄った図書館、
スポーツジムには「終わった」ような老人ばかり。
再就職を試みるもうまくいかず、妻の千草（黒木
瞳）にも「卒婚」を提案され…。「定年」をテーマに
夫婦・家族の人間ドラマをユーモアに描きます。

将来の夢を持っていなかった主人公・外村（山
崎賢人）は、高校でピアノ調律師・板鳥（三浦
友和）に出会う。彼が調律したその音に、生ま
れ故郷と同じ森の匂いを感じた外村は、調律
の世界に魅せられ、果てしなく深く遠い森の
ようなその世界に、足を踏み入れる。

© 2018「終わった人」製作委員会（C）2018「羊と鋼の森」製作委員会

公 開
6/8 金

画映めすすおの月今 イオンシネマ越谷レイクタウン　
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

お問い合わせ TEL.048-990-3661 イオンシネマ 検索

公 開
6/9 土

編集後記
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編集・発行　

T E L. 048-966-6111　F A X. 048-965-4445
U R L  http://www.koshigaya-cci.or.jp
E-mail  k9664445@koshigaya-cci.or.jp
開所時間  8:30～17:15
休所日  土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始〒343-0817 越谷市中町7-17　越谷産業会館内

越谷商工会議所

発行日／平成30年6月1日

山へ行こう！
海へ行こう！

越谷商工会議所会員様　限定
越谷商工会議所が宿泊施設・レジャー施設のご利用料金の一部を助成いたします。

厳選宿泊＆レジャー施設助成事業「海の家・山の家」は、
平成30年度4月から通年でご利用いただけます。

越谷商工会議所指定の利用施設、または
東武観光株式会社にお電話ください。

利用券が届きます。

利用券を持って、海または山の施設へＧＯ！

宿泊施設で精算してください。

東武観光株式会社へお電話ください。

東武観光株式会社で現金精算。

レジャー施設へＧＯ！

助成金額、指定施設、利用回数・人数の制限等については越谷商工会議所ホームページをご覧ください。
〈 問合せ 〉　越谷商工会議所　総務課

ご利用方法は簡単！
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