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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

「市内商工業の振興に関する要望書」を市長に提出
消費税軽減税率制度研修会のお知らせ

医療法人道心会 埼玉東部循環器病院提供  「深部静脈血栓症」

山本完治税理士事務所　山本佳子社会保険労務士事務所
松永智子税理士事務所　松永司法書士・行政書士事務所

［ 輝く越谷人 インタビュー ］

士業モールでワンストップ!!
会社設立から事業承継、相続まで
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「ぎょうだい様」という不思議な石像があります。

　いまは木の覆いにかこまれて、頭の一部しか見えないの

ですが、覆いが取られた時の写真をごらんください。鳥か

カエルか、あるいは修行の旅をしている行者さまなのか～

　地元の方々は、道中安全を祈って、いまも「わらじ」を奉

納されていますが、下部には「砂利道供養」という文字が

刻まれており、宝暦7年（1757）に建てられた、ぬかるみ道

に砂利を敷いた記念碑です。それにしても、この上の像は

何でしょうか。子どもたちなら「怪獣だ」というでしょうね。

（文：越谷市郷土研究会）
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新入会員紹介／一期一会

「深部静脈血栓症」

快進撃企業に学べ「頑張る浄化槽維持管理の

新興ウオターマネージメント工業」

パズル／今月のおすすめ映画／編集後記

写真・和田尚之氏



〈今月の表 紙〉

KOSHIGAYA-B I TO

本年１１月１２日に移転したばかりの

新事務所を訪ねました。新しい事務所

は越谷市役所通りの越谷警察署近く

のデニーズとセブンイレブンの間にあり

ます。

この事務所では税理士、社会保険

労務士、司法書士、行政書士、中小

企業診断士が在籍しているため、例え

ば新たに法人を作る際、会社設立（司

法書士）、開業届（税理士）、社会保

険・労働保険等の新規適用（社労

士）、許認可（行政書士）などの手続き

をワンストップで対応出来ます。

税理士の山本完治先生は、兵庫県

神戸市の出身。楽器の演奏が趣味で

税理士会では音楽部に所属、こしが

や産業フェスタにも出演したことがあり

ます。また車の運転が好きで年に数

回関東各地のサーキット場で開催さ

れる耐久レースに出場されているそう

です。

社会保険労務士の山本佳子先生

は、東京都葛飾区生まれ。中学から越

谷市在住で、昭和６２年には越谷市の

準ミス越谷に輝きました。２年間越谷市

のＰＲ活動を務め、商工会（当時）まつ

り等にも参加しました。現在は地元のお

客様を中心に社労士業を営んでおり、

その傍ら埼玉県社労士会理事や越谷

支部副支部長、越谷地区長を務め、地

域活動も行っています。

司法書士・行政書士の松永賢一

先生は、名優高倉健さんと同じ福岡県

の中間市出身。大学入学とともに埼玉

に移住して以来ずっと埼玉にお住まい

で、大学卒業後は一般企業でコン

ピューターの営業をやっていました。開

業後は地域との関わりを大切に心がけ

ているそうです。

税理士・中小企業診断士の松永智

子先生は、東越谷小学校、東中学校卒

で、お父様が同じように税理士をされて

いました。大学卒業後は一般企業でイ

ンストラクターの仕事をしていましたが、

後を継ぐために税理士試験にチャレン

ジ。中小企業診断士の資格も取得し、

現在は越谷商工会議所をはじめ各地

で講演も手掛けられています。

司法書士さんより
最近は遺言を作られる方が増えて

います。遺言には相続人同士の争いを

予防する側面のほか、相続手続きが

簡単になるというメリットもあります。家

族信託の問い合わせも増えています

ので、お正月に家族で話し合ってみる

のもいいかも知れませんね。

税理士さんより
これから年末調整や個人事業者の

確定申告の時期を迎えます。早めの

準備と対策が、無駄な税金を払わな

くて済む最大の節税策です。余裕を

持って準備しましょう。また、来年か

らの消費税税率アップに備え、事前

準備や経過措置など身近な税理士に

相談しましょう。

社労士さんより
『法人』の場合は社会保険が、『人』

を雇う場合は雇用保険・労災の加入

手続きが必要です。また、就業規則、

給与計算、返金不要の助成金、働き方

改革…等々、労務管理で悩む面が

多々あります。大切だけど後回しにしや

すい労務関係。労務でお悩みの場合

は地元の社労士にお声掛けください。

【会社情報】
●事業内容　税務・労務・法務に関する業務全般
●所在地　　越谷市東越谷 6-26-8
●電話　　　048-966-9886
　　　　　　（山本完治税理士事務所 山本
　　　　　　佳子社会保険労務士事務所）
　　　　　　048-962-8837
　　　　　　（松永智子税理士事務所 松永
　　　　　　司法書士・行政書士事務所）

山本 完治 先生（税理士）
山本 佳子 先生（社会保険労務士）
松永 智子 先生（税理士・中小企業診断士）
松永 賢一 先生（司法書士・行政書士）

右から税務・労務・法務のワンストップサービス
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お 知 ら せ

無 料 相 談

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　12月20日（木）、3月20日（水） 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　1月10日（木）10：00～12：00
●会　場　越谷商工会議所　2階会議室
●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。
●日　時　12月7日(金)、12月21日(金)
　　　　　1月11日(金)、1月18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
●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　12月19日(水)、1月23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 

12月・1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。

12
月

1
月

1日
3日
5日
6日
6日
7日
8日
12日
20日

（土）
（月）
（水）
（木）
（木）
（金）
（土）
（水）
(木）

こしがや産業フェスタ2018（～2日）
工業部会 正副部会長会議・議員会
環境衛生業部会 役員会
一日公庫（融資相談会）
サービス業部会 幹事会・親睦会
正副会頭会議
ＴＭＯチャレンジ講座 発表会
埼玉県主催キャッシュレスセミナー
常議員会

9日
9日
16日
21日
30日

(水）
(水）
(水）
(月）
(水）

正副会頭会議
新春賀詞交歓会
平成30年度 越谷合同企業面接・説明会
建設業部会 部会役員・議員懇談会
埼玉東部工業展inさいたまスーパーアリーナ
（～31日（木））

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

H30.12.29（土）～H31.1.3（木）は
年末年始休業日とさせていただきます。
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

（１）既存事業者並びに創業者支援の一層の充実・強化
①補助事業やセミナーなどの施策の充実
②事業承継や働き方改革に関する新たな取り組みや支援
の検討

（２）独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)埼玉事務所の
　   誘致促進
（３）金融支援の充実・強化

①小規模事業者経営改善資金(マル経)の利子補給
（１）商工業対策予算の拡充と商工会議所への補助金等の安定
　   的・継続的確保
（２）商工会議所事業への協力

①越谷市広報等による商工会議所事業PR
②関係部局との積極的な情報交換

越谷コミュニティセンター
ポルティコホール

平成30年12月～平成31年2月セミナー、講演会等のご案内
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

越谷コミュニティセンター
小ホール 青色申告決算説明会12月6日（水）

14：00～16：00
200名
無料

関東信越税理士会
越谷支部税理士

2月27日（水）
16：00～19：00

12月12日（水）
14：00～16：00

越谷産業会館 ～事業承継はじめの一歩　経営者と後継者が知っておきたい～
徹底解説！ 事業承継税制活用セミナー

特許庁 総務部普及支援課 主任産業財産権専門官
片桐　 保 氏

1月28日（月）
14：00～16：00

50名
無料

ビジネス交流会
講演会テーマ：未定

大森機械工業㈱ 代表取締役社長兼CEO
大森 利夫 氏

80名
交流会費2,000円

初心者向け知的財産制度の概要、
活用方法、使える施策等について

6０名
無料越谷産業会館

日本商工会議所税制専門委員会学識委員
公認会計士　城所 弘明 氏

越谷産業会館 求人採用のコツと職場定着に向けた取り組み12月17日（月）
14：00～16：30

100名
無料

ホライズン・コンサルティング㈱ 代表取締役
小林 　毅 氏

「市内商工業の振興に関する要望書」を越谷市長に提出しました

　去る10月17日(水)、当商工会議所井橋会頭から「越谷市内商工業の振興に関する要望書」を高橋越谷市長に提出しまし
た。この要望書は商工会議所に設置されている総務・会員交流サービス・地域活性化・小規模事業者支援・まちづくりの5委
員会より提案された要望を取りまとめたもので今年度は下記の要望を致しました。

１．中小企業・小規模事業者の活力強化について

２．魅力あるまちづくりの推進について
（１）シティプロモーションの強化

①「旧日光街道越ヶ谷宿」の無電柱化
②越谷の歴史的遺産を保存・展示できる郷土資料館の設置
③「越ヶ谷秋まつり」の無形文化財指定
④市内既存施設巡回バス(越谷レイクタウン発着)運行の
推進

（２）中核市としての都市づくり
①南越谷駅・新越谷駅周辺地域の開発におけるシティホ
テル及びコンベンションホールの建設

②越谷駅東口・西口ロータリーへのアクセス道路整備
（３）有効な土地利用

①荻島地区産業団地開発の促進と移転に係る市内企業へ
の優遇措置

②市街化調整区域の土地有効活用と積極的な開発

３．商工会議所機能の充実・強化について

越谷商工会議所
会費納入のお願い

平成30年度下期分（平成30年10月～平成31年3月分）
●振込の方…………12月中旬に「会費の振込用紙」を郵送いたします。最寄りの取扱い金融機関又は商工会議所
　　　　　　　　　事務局へご持参、納入下さいますようお願いいたします。
　　　　　　　　　※金融機関から振込まれる場合、手数料は会員様負担となります。
●口座振替の方……平成31年1月15日（火）に引落しいたしますので、12月下旬に口座振替通知書を郵送いたし
　　　　　　　　　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）
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●日　時　12月11日（火）14：00～15：30　
●場　所　越谷市中央市民会館　劇場
●定　員　300名（先着順）
●受講料　無料

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7月から12月までの源泉税の徴収や納付、年末調整について個別相談会を開催します。源泉税の納付がない
場合でも納付書提出、年末調整を実施しなければなりません。また、記帳相談も受付します。

プロ野球を知らない多くの方にとっても馴染みの深い、野村克也氏、長嶋茂雄氏、星野仙一氏のもとで部下として働いた
経験から三者三様のリーダーシップや組織マネジメント術、プロフェッショナルの人材育成方法を笑いとエピソードを交えて
語ります。単に野球の話としてではなく一般の組織にも通じる普遍的なエッセンスが盛りだくさんの内容です。

東部地域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市及び松伏町）にお住まいで自営業の男性を対象に婚
活バスツアーを実施します（女性は東部地域外にお住まいの方を対象としています）。詳細は埼玉県東部地域振興センター
ホームページ（http://www.pref.saitama.lg.jp/b0104/chiiki/konkatsutour.html）を参照してください。

●講　師　越谷税務署　法人課税部門担当官
●申込み　電話または申込書（同封のチラシまたは会議
　　　　　所ホームページよりダウンロード）をFAX
●問合せ　企業支援課  担当  大竹　☎048-966-6111

●日　時　12月21日（金）・25日（火）・26日（水）
　　　　　1月7日（月）・8日（火）・10日（木）・11日（金）
●受付時間　9：30～11：30、13：00～16：00
　　　　　（12：00～13：00は昼休み）
●会　場　越谷産業会館　地下第1会議室
●持ち物　・平成30年1月～12月に支払った給与額がわか
　　　　　　る書類（源泉徴収簿）

●日　時　　平成31年1月12日(土)
●費　用　　男性　5,000円

●主　催　　埼玉県東部地域振興センター
●問合せ　　☎048-737-1110

●日　時　平成31年1月22日（火）
　　　　　16：30～18：00（16：00受付開始）
●会　場　越谷産業会館　1階集会室
●対　象　越谷商工会議所会員、越谷市商店会連合会員
●定　員　80名（申込み先着順）

●講　師　広澤 克実 氏
●参加費　無料
●申込方法　申込書をFAX（048-965-4445）
　　　　　または電話（048-966-6111）に
　　　　　てお申し込みください。

・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でない納付書をお持ちでない方　
　は前年度の決算書、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

消費税軽減税率制度研修会 ～導入まであと10ヶ月!! 今から対策しないと間に合わない!～

越谷商工会議所・（公社）越谷法人会・越谷間税会共催

「野村・長嶋・星野監督に学ぶ ～リーダーシップと組織マネジメント術～」
商業部会・環境衛生業部会・サービス業部会・越谷市商店会連合会共催　新春講演会

記帳継続指導並びに年末調整指導のお知らせ

お 知 ら せ

消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日から消費税率10％引き上げと同時に導入されます。
軽減税率対象品目を取り扱う事業者だけでなく、会議や交際費として飲食料品等を購入する事業者も、取扱商品の適用税
率の確認や税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。
本研修会では、越谷税務署担当官より消費税改正に関する留意したいポイントについて、わかりやすくご説明いたします。請
求書等発行する経理担当者の方も含め、どなたでも参加できます。

東部地域魅力彩発見婚活ツアー参加者募集
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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）10月度調査報告

　10 月の全産業合計の業況 DI は、▲17.2 と、前月から▲1.2 ポイントの悪化となりました。台風 21 号や全国的な異常気象
の影響による農産物の出荷量減少・価格上昇により卸売業の業況感が悪化しました。中小企業の景況感は、産業用機械や自
動車、電子部品関連、建設業の堅調な動きに下支えされているものの、燃料費・原材料費の上昇や深刻な人手不足、最低
賃金改定による人件費の上昇、根強い消費者の節約志向が足かせとなっており、回復に遅れがみられます。
　先行きについては、先行き見通し DI が▲16.8（今月比＋0.4 ポイント）とほぼ横ばいを見込んでいます。秋の行楽シー
ズンや年末年始の商戦を契機とする消費の持ち直しやイ
ンバウンドを含めた観光需要拡大、生産・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、燃料費・原材料費の上昇、コスト増加
分の価格転嫁遅れ、米国の保護主義的な関税措置に端
を発する貿易摩擦、消費増税の影響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）

QUICK SURVEY OF 
LOCAL
BUSINESS
OUTLOOK 

報 告

　工業部会（部会長　栗田晴己）では、10月19日（金）に平方工業団地内の大日本パッ
クェージ（株）、砂原の越谷市リサイクルプラザ、増森工業団地内の梶原工業（株）を視察
いたしました。大日本パックェージ（株）は、スーパーやドラックストアで目にする容器の外
装フィルムのグラビア印刷をされています。田口薫社長自ら詳しくご説明をしていただ
き、印刷業界を良くしようと日々ご努力されているご様子でした。次に砂原の越谷市リサ
イクルプラザでは、瓶や缶再利用の他、大きな家具類など様々な物が持ち込まれます。特
に再利用できる瓶は、白・緑・茶等に色分けし廃棄業者へ引き渡します。この選別作業は
とても大変で、職員の方が熱心に作業をされていました。そして最後は、増森工業団地内
の梶原工業（株）です。調理用加熱撹拌機・製餡製菓機械のトップメーカーで、とても効率
よい生産ラインで、ステンレス製の様々な食品加工機械が作られていました。工場内は天
井が高く、全館冷暖房完備の社員にとってとても働きやすい環境でした。
　今後も工業部会では、視察研修会を継続して開催し、自社に活かす事業を行ってまい
ります。

越谷商工会議所工業部会　日帰り視察研修会

　10月26日（金）、ヴィラ・デ・マリアージュ越谷レイクタウンにおいて、会員交流サービス
合同委員会による「縁活パーティー」が開催され、会員事業所にお勤め、またはご紹介を
受けた独身男女105名（男性55名・女性50名）が参加しました。
　当日は井橋会頭の挨拶、神谷親睦事業リーダーの乾杯の発声に続き、テーブル対抗ク
イズ、参加者に自由にお食事・ご歓談いただくフリータイムが行われ、その後、気になる
お相手の番号をカップリングカードに記入し、集計結果の発表となりました。
　今回は3組のカップルが誕生し、髙橋副会頭（委員長）、村田副会頭、桃木副委員長から
男女それぞれ記念品が贈呈され、原委員の閉会挨拶により、盛況のうちに終了しました。

会員交流サービス合同委員会「縁活パーティー」開催しました

梶原工業（株）

大日本パックェージ（株）
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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。当会議所職員が商工会議所のご説
明、加入手続きのご案内をさせていただきます。（担当 総務課 西口  ☎ 048-966-6111）

（順不同・敬称略）平成30年度10月にご加入いただいた27社の皆様です。

（有）イチイ電気
Girassol
CAPYBARA
（株）栗駒ポートリー
（株）セキ薬品　大袋店
（株）セキ薬品　蒲生店
古川建物
芳雫
（株）Z－AUTO
風龍設備
sen．．．from ten．
小原木工所
（株）In my room
（同）マインドナウ
（株）櫻井建設
（有）アイン
（株）笑心ほーむ
（株）多聞書店
（有）東海林工芸
明新電業（株）
荒川
夫婦問題相談室　リカプル
（有）関島青果
佐藤電気管理事務所
Crystal
和
にしむらセールス＆ヒューマン研究所

南荻島
蒲生茜町
蒲生旭町
増林
大道
蒲生
越ヶ谷
袋山
相模町
花田
南越谷
谷中町
袋山
千間台東
松伏町ゆめみ野
越ヶ谷
大林
平方
大成町
赤山町
レイクタウン
南越谷
東越谷
東大沢
さいたま市南区白幡
平方
流山市東深井

電気工事業
飲食店（洋食屋）
飲食店（アジア料理）
採卵養鶏、鶏卵販売
医薬品、化粧品、日用品、食品の販売
医薬品、化粧品、日用品、食品の販売
建物賃貸
飲食（そば酒房）
中古車販売
空調設備工事
ネイルサロン
木工業
不動産仲介、管理
保険代理店
土木工事、建物基礎工事等
国産野菜の卸販売、アジア地域への輸出入
一般建築、リフォーム、介護、リノベーション
無店舗小売業
印刷業
電気工事業
食料品の無店舗小売業及びそれに付随する業務
夫婦問題、離婚、結婚、恋愛カウンセリング
青果物小売
電気保安管理業務
バンケット業
かき氷屋
経営コンサルタント及びセールス

事業所名 代表者氏名 住　所 業　種

※10月末会員数 5,345事業所

谷代　健喜
中山　哲也
横山　　麗
本荘　哲夫
関　　伸治
関　　伸治
古川友一郎
高橋　修宏
須藤　　浩
福島　龍一
川邉　直美
小原　義文
篠﨑　雅美
礒部　　稔
大島　茂幸
佐々木弘忠
山田　秀明
秋野　直哉
小林　　憲
松山　　猛
荒川　陽子
住吉　久子
関島　　正
佐藤　哲夫
大滝　香里
和賀　　誠
西村　文彦

いちご

いちえ
♪

♪

　平成30年もあと1か月となりま

した｡皆様にとってはどのような1年

でしたでしょうか｡私は商工会議所

入職以来2年半が経ち、仕事にも慣

れてきたところですが、新しい仕事

を覚えたり､仕事に関する知識を増やしたりと日々

奮闘しています｡

　さて､今年は天皇陛下のご退位の日が決まったこ

とに伴い｢平成最後の○○｣という言葉をよく耳に

されたのではないでしょうか｡平成最後の夏､平成

最後のハロウィーンが過ぎ､平成最後のクリスマス

…と､その前に年末調整の心配をされている方もい

らっしゃると思います｡越谷商工会議所では本年も

会員の皆様を対象とした年末調整の相談会を実施

いたします｡日程や会場､お持ちいただくものなど詳

細はこちらの会報の6ページをご覧ください｡毎年

ご相談にいらしている方も初めての方も､ご予約は

不要ですのでご遠慮なくお越しください｡皆様のご

来所をお待ちしております｡なお､相談日にお越しに

なれない方は2階の事務所にて随時ご相談を承りま

すのでご安心ください｡

　最後になりましたが､皆様の平成最後の年末年始

が充実したものでありますよう､

また新たな1年が幸多きものであ

りますようお祈り申し上げます｡

中小企業相談所　企業支援課

補助員　小梶　裕子

紹介

小林　倫子
　初めまして、小林倫子（こばやしりんこ）と申します。埼玉県出身です。絵を描くことが
好きで、学生時代はノートの端っこによく落書きをしていました。少しでも早く、会員の皆
様のお力になれるように頑張りますので、何卒よろしくお願いいたします。

（平成30年11月1日付） よろしくお願いいたします

総務課（管理運営業務、会員サービス事業担当）
こばやし りん こ

越谷商工会議所
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　② がんの既往がある方
　③ 深部静脈血栓症を起こした事がある方
　④ 寝たきりの方
　⑤ 避妊薬などホルモン剤を飲んでいる方
　⑥ 妊娠中・出産後の方
　⑦ 肥満
　⑧ 足を骨折した方
　などは深部静脈血栓症になりやすいと言われていますが、はっ
きりと原因がわからない場合もあります。

検 査

　血液検査では、線溶凝固系と呼ばれる項目（D-dimer など）を
測定することによって血栓の存在を知ることができますが、深部
静脈血栓症には超音波検査がもっとも簡単で確実な検査です。
　足全体にゼリーを塗り超音波をあてることによって血栓の有無、
血栓の場所や範囲、血栓の状態を検査します。下肢静脈瘤の検
査と同様に足の付け根から足首辺りまでの足全体を検査します。
また、下腹部に血栓の疑いがある場合はお腹の血管も調べていき
ます。検査時の体勢も仰向け、うつ伏せ、座位など体位変換をし
ていただきます。
　肺塞栓症の疑いがある場合には、CT 検査を行うこともあります。

予防法

　① 足の運動
　　 長時間同じ姿勢での状態が続く場合は時々足を延ばしたり、
　　 かかとの上下運動をこまめにしたりして足の筋肉を動かすこ
　　 とが有効です。
　② 水分補給
　　 1 時間ごとにコップ半分程度の水分を摂取することをおすす
　　 めします。
　急に足が腫れたり、痛みが生じた場合は専門医にご相談くだ
さい。

　以前、下肢静脈瘤における超音波検査をご紹介させていただき
ましたが、今回は同じ足の疾患である深部静脈血栓症をご紹介し
たいと思います。
　「エコノミークラス症候群」という言葉を見聞きしたことがある
と思いますが、これは長い間同じ姿勢でいると足の静脈に血の塊
（血栓）ができ、体を動かしたとたん血栓が血管を通って心臓を通っ
て肺に流され、肺の血管に詰まって肺塞栓症を引き起こします。
胸が痛くなったり呼吸が苦しくなり、最悪の場合死に至る事もあ
る恐ろしい病気です。この肺塞栓症の原因となるのが深部静脈血
栓症です。

深部静脈血栓症とは

　足から心臓へと血液を戻す血管（静脈）に血栓ができて詰まっ
てしまう病気です。
　ふくらはぎや足の表面にある静脈に血栓ができても大きな問題
にはなりませんが、下腹部や太もも、膝の中心を走る深部静脈に
血栓ができた場合、重症となってしまいます。

原 因

　① 長時間の運動不足
　　 静脈血は筋肉の収縮運動で足から心臓に戻ります。長時間、
　　 足を動かさないでいると、血液の流れが滞って血栓ができや
　　 すくなります。
　② 脱水
　　 体内の水分が失われると、血液が濃くなってドロドロになり
　　 血栓ができやすくなります。

症 状

　足全体やふくらはぎが急に赤黒く腫れあがり、痛みが生じます。
数日をかけてゆっくりと進行することもあります。放置した場合、腫
れが続いて皮膚が茶色く変色したり崩れて潰瘍になったりします。
　① 以前大きな手術を受けた方

深部静脈血栓症

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　臨床検査技師　山﨑 理恵子
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　千葉駅からＪＲ東金線に乗車し約40分走ったところにある

東金駅で下車し、そこから車で10分ほどの場所に、1969年の

創業から約50年が経過した「株式会社新興ウオターマネージ

メント工業」という社員数37人の中小企業がある。

　創業時は、「くみ取り屋」という一般廃棄物処理の事業か

らスタートしたが、その後、水洗化への時代の潮流の中で、浄

化槽の維持管理や排水管洗浄、産業廃棄物の収集・運搬・

処分、さらには、トイレブースのメンテナンスなどを行ってい

る。現在なくてはならない社会の静脈産業である。

　また、近年では、それら事業に加え、島根県の中堅企業で

ある島根電工が展開する「住まいのおたすけ隊」にも参加

し、長年培った個人住宅とのパイプ・信頼関係を生かし、地

域住民の電気工事や水回りなどの修理・修繕サービスも千葉

県全域で積極的に展開している企業でもある。

　基幹事業の浄化槽維持管理は、地域の生活インフラを支

えるため市町村の許認可が必要という性格もあり、本業とか

け離れた多角化や財テクに手を染めず誠実な経営をしている

限り大きな変動はない産業である。

　しかし、許認可という既得権益に守られた業種であるが故

に、業界も社員も総じてぬるま湯に漬かったような企業が多

く、当然のことながら社員の帰属意識も働きがいのレベルも

相対的に低いというのが偽らざる実態である。

　業界の経営者の多くは、こうした実態は事業そのものの特

殊性であり、業種柄、仕方がないと考えていたが、同社の２代

目社長の石川勝氏は「志してこの業種を選んで入社した社員

は一人もいない、何らかの理由で前職を離れ、覚悟を決めて

入社してきてくれた社員。社員がこの会社に入って良かったと

言ってくれるような、働きがいや幸せを感じてくれる会社をつ

くらなければ……」と考えた。

　そして、社長業を務める一方、都内の夜間大学院に通学し

「人を大切にする経営」を理論と実務両面で学び自社の改革

に取り組んでいった。手厚い福利厚生制度の導入や本業を生

かした新分野進出などもその一環である。

　同社の社員満足度の向上施策の一端を紹介すると、業界

水準以上の給与はもちろんのこと、社員への年賀、バースデー

ケーキ、お盆休みの前には親戚が集まる実家への手土産、毎

年の決算月には家族への１年間の御礼の品の贈呈、さらに

は、年越しそばの贈呈など、まるで社員を家族同然と考えた福

利厚生を行っているのである。

　こうした努力が実り、近年の同社の社員の転職的離職率は

ゼロ、その働きがいのレベルも業界平均を大きく上回り、業

界のモデル企業とまでいわれている。こうした頑張る社長や

企業の存在を見ると、問題は業種などではなく、経営者の経

営の考え方・進め方にあると言わざるを得ない。

頑張る浄化槽維持管理の
新興ウオターマネージメント工業

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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• 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ください。

いつでも、どこでも、好きなだけ

経営に役立つ 無料のWEBセミナー

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

先月から会報編集の担当となり、クロスワードパズルの答えと共に皆様から寄せられた商工会議所だ
よりへのご感想を拝見しています。好意的な感想が多く大変励みになっておりますが、商工会議所へ
の具体的なご意見・ご要望もどしどしお寄せください。皆様の声をどんどん事業に反映していければ
と思っておりますので、多くの方のご参加をお待ちしています。

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12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 ライオンは百獣の○○
3 皮膚にたくさんある極小のくぼみ
6 夫婦になって 50年目の祝い
8 ○○○焼きは、和風の屋内バーベキュー
9 考えや気持ち。○○○のたけ
11 コミック読み放題のカフェ
13本の巻頭に入れるイラスト
14 野球で、踏まれるためにあるアイテム

1『竹取物語』に登場するお爺さん
2 ○○も実力のうち
3 チケットが購入できるマシン
4 ○○○は○○○の風が吹く
5 ○○を入れる＝哀願すること
7 季節に合わせて制服をチェンジ
9 コレだから歌は苦手なの
10 ベジタリアンの主食
11 開演で上がり、終演で下りるもの
12 亀とセットで、長寿の象徴の鳥

1

6 7

9 A

8 B

12

14

E

11

C

A B C D E F

10

32 54

◎ 11月号のクロスワードパズルの答えは「クロベダム」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1月号をご覧ください。

鹿野靖明（大泉洋）は、幼少から難病の筋ジストロ
フィーを患い、動かせるのは首と手だけ。自らボラ
ンティアを集め、風変りな自立生活を送っている。
自分に素直で、誰とも対等に向き合い、生きている
内にどうしても叶えたい夢がある鹿野。そんな彼
に出会って、みんなの人生も輝きはじめる̶。

『アメリカン・スナイパー』のブラッドリー・クー
パーが監督と製作を担当し、レディー・ガガが主
演のドラマ。スター歌手に才能を見いだされた
女性が、スターダムへと上り詰める姿が描かれ
る。ブラッドリーはスター歌手役で出演もこなし
ており、劇中でガガと共に歌声を聞かせる。

© 2018「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」製作委員会

公 開
12/21 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
12/28 金

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12月1日

申込みは「こしがやブランドショップ」ホームページから申込みは「こしがやブランドショップ」ホームページから

11 月 20日（火）～注文受付開始
12月   1日（土）～順次発送

11月30日（金）～注文受付開始
12月15日（土）予定～順次発送

山東菜漬

こしがや鴨ネギ鍋ギフトセット

注文期間　11月 30日（金）～ 20日（木）
配送期間　12月25 日（火）～30日（日）

太郎兵衛もち

こしがや鴨ネギ鍋ギフトセットこしがや鴨ネギ鍋ギフトセット

※こしがや鴨ネギ鍋ギフトセットは商
工会議所窓口、FAX（※所定用紙
あり）でも注文を受付けます。
※注文や発送（配送）期間は、商品に
よって異なります。
ほかにもネットから市内特産品の越
谷いちごの森、こしがや苺いち笑（い
ちごいちえ）、慈姑（くわい）サブレ、
越谷っ子、越谷大地の子、越谷ふあ
り（6種）、越谷ずんだ饅頭、ガーヤちゃ
んサブレ、かけジャム、伝統工芸品
などの５色だるま、桐の正座椅子、
籠染灯篭が購入できます。

ネットから簡単購入
できます

市内特産品の「冬限定商品」販売がスタート!

http://store.shopping.yahoo.co.jp/koshigaya-brand/http://store.shopping.yahoo.co.jp/koshigaya-brand/URL

検定試験名 試験回 実施級 試験日 受付期間 受験料（税込）

簿 　 　 記

リテールマーケティング
（販売士）

珠 　 　 算

151

83

215

125

2月24日（日）

2月20日（水）

2月10日（日）

2級～3級

1級～3級

1級～3級

段位

郵　　　送　　12月  3日（月）～  1月23日（水）
窓　　　口　　  1月  7日（月）～  1月25日（金）
ネット申込   　 12月  1日（土）～  1月26日（土）
郵　　　送   　 12月17日（月）～  1月23日（水）
個 人 窓 口    　12月25日（火）～  1月23日（水）
団 体 窓 口  　  12月25日（火）～  1月23日（水）
ネット申込 　   12月17日（月）～  1月23日（水）

 窓 口
 　   
12月17日（月）～  1月10日（木）

1級　7,710 円
2級　4,630 円
3級　2,800 円

1級　7,710 円
2級　5,660 円
3級　4,120 円

段位　2,900 円
１級　2,300 円
２級　1,700 円
３級　1,500 円

平成30年度検定試験のご案内

技能を習得する各種検定、各種講演セミナーなど、技術・能力・資質の
向上を図ることを目的としたスキルアップの機会をつくっています。

越谷商工会議所では人材育成をサポートします。


