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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

個人事業主 確定申告相談のご案内
生活習慣病予防健診実施のお知らせ

医療法人道心会 埼玉東部循環器病院提供  『セカンドオピニオン』について

有限会社 小林不動産　代表取締役 小林 　勝さん

［ 輝く越谷人 インタビュー ］

「信頼・誠実」をモットーに
利益より継続を
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りせの　内助の功あり　平田国学　
　江戸時代、国学の四大人と言われたのは、荷田春満、賀

茂真淵、本居宣長、平田篤胤です。平田篤胤は秋田出身で
江戸で国学者となり、全国に門人を増やしました。

　越谷では山崎長右衛門（油長）、小泉市右衛門（塗師

市）、町山善兵衛が門人になりました。43歳のとき、二人の

子供を残し、奥さんが亡くなり養育に困っていた篤胤に山

崎長右衛門は、越谷のおとうふ屋さんの娘・おりせさんを

紹介、小泉市右衛門を仲人としてめあわせたのです。りせ

は学者の妻として、母として、江戸所払いを命じられた篤胤

とともに秋田で一生を終えました。篤胤が越谷へ来たとき、

泊まったのが、この山崎さんの蔵だといわれています。

文：越谷市郷土研究会

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
K O S H I G A Y A  I R O H A  K A R U T A

３

4

5

9

10

11

7

8

6

輝く越谷人「有限会社 小林不動産」

無料相談／2月・3月の予定一覧

お知らせ／LOBO調査

個人事業主 確定申告相談のご案内

生活習慣病予防健診実施のお知らせ

新入会員紹介／一期一会

『セカンドオピニオン』について

「公共事業に依存しない三和建設」

パズル／今月のおすすめ映画／編集後記
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〈今月の表 紙〉

KOSHIGAYA-B I TO

今回は、越谷駅東口ロータリーす

ぐ近くにお店がある（有）小林不動産

を訪問し、社長の小林 勝さんにお話

を伺いました。

昭和37年5月にお父様が個人で

創業、昭和60年12月に現在の有限

会社に改組。小林さんは昭和55年に

家業に入り、お父様が亡くなられた平

成8年3月に社長に就任されました。

現在は家族4人で経営されてお

り、気軽にご来店いただけるアット

ホームな雰囲気作りを心がけてい

らっしゃいます。お客様は昔から取引

のある方の紹介がほとんどです。親

の代、その前の代から取引のある方

も多く、地元の方々と長く交流を深め

てこられました。

会社は「信頼・誠実」をモットーに、

「利益より継続を」という考えで地域

に根差した営業活動を行っていらっ

しゃいます。「お客様は地主さんや大

家さんが多く、そういう方々のおかげ

で今があるので、その家と長くお付き

合いをすることが一番大事」とおっ

しゃいます。

その一環として、不動産の賃貸・

売買に加え、相続や土地活用に関

するコンサルティングにも力を入れ

ていらっしゃいます。「オーナー様が

お元気なうちから遺言状の作成や家

族信託について、場合によってはご

家族を交えてお話をしたり、土地活

用についても先の相続まで見据えて

アドバイスをさせていただいておりま

す」と小林さん。

今後の越谷へのお考えを伺ったと

ころ、「最近は跡取りのない農家も多

く、耕作されていない農地が越谷に

もたくさんあります。また、越谷には市

街化調整区域が多くあり、これは含

み資産があるのと一緒です。東京か

らの距離も近いので、これらの土地に

企業の工場を誘致するなど有効活

用できれば地域の発展にもつながる

と思います。越谷は人口も増えてお

り、若いお母さんなどの意見にもう少

し耳を傾ければより魅力的な街づく

りができると思います」。

地域貢献のお話になると、地元の

消防団活動や越谷警察署協議会の

会長をされていたこと、現在は市の

国際交流協会副会長として活動に

携わっていること、久伊豆神社の修

道館空手道場で長年お世話になり、

現在、越谷市空手道連盟理事長も

務められていることを教えてください

ました（奥様は、元日本代表選手）。

また、変わったところでは「私は生

まれも育ちも越谷ですが、石川県の

観光特使をしています。金沢の大学

に4年間通い、第二の故郷としてお

世話になった恩返しに、色々な団体

の会合で観光ＰＲをしたり、石川県内

の工業団地に企業を紹介する橋渡

しをしたりしています。自分の仕事に

ならなくても石川県の人に喜んでい

ただければ嬉しいですし、色々な人

とご縁ができるのが楽しみで今でも

活動を続けています」とのこと。

さらに、これに留まらず「昨年創業

55年目だったので、55に掛けて金

沢カレーブームの火付け役『ゴー

ゴーカレー』のレトルトカレーを作りま

した。ゴーゴーカレーの本社が金沢

にあり、お願いしてみたら快く引き受

けてくださいました。子ども連れのお

客様などにお配りして大変喜ばれて

います」というユニークな取り組みも。

人と人とのつながりを大切に考え

る、小林社長のお人柄を感じられた

楽しいひと時でした。

【会社情報】
●創業　　　昭和37年5月
●事業内容　不動産業
●所在地　　越谷市弥生町 10-24
●電話　　　048-964-3467
●URL　http://kobayashi-fudousan.co.jp

有限会社 小林不動産

小林 　勝 氏
プロフィール
埼玉県越谷市出身
趣味は料理、スポーツ
アメリカンフットボールを40歳まで
現役でプレー

代表取締役

（非売品）
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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　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　2月7日（木）、3月7日（木） 10：00～12：00
●会　場　越谷産業会館　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　2月15日(金)、3月1日（金）、3月15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　2月20日（水）、3月20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 

2月・3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。

2
月

3
月

4日
6日
6日
10日
10日
14日
18日
20日
24日
25日
26日

(月）
(水）
(水）
(日）
(日）
(木）
（月）
(水）
(日）
（月）
(火）

商業視察研修（～5日）
正副会頭会議
総務委員会
越谷商工会議所青年部 第3回講演会
第215回珠算検定試験・第125回段位認定試験
常議員会
所得税確定申告指導・受付(～3月15日)
第83回リテールマーケティング(販売士)検定試験
第151回簿記検定試験
埼玉県東部地域ビジネスマッチングフェア2019
第7回越ヶ谷宿の雛めぐり(～3月3日)

1日
3日
8日
11日
18日

(金）
(日）
(金）
（月）
(月）

正副会頭会議
珈琲の日 ～こしがや珈琲街道～
環境衛生業部会 講演会
工業部会 議員会
消費税確定申告指導・受付(～20日)

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

第6回 通常議員総会を開催します
●日　時　平成31年3月19日（火）　15：00より
●会　場　越谷コミュニティセンター ポルティコホール
※議員の皆様には改めてご案内いたします。
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

　第７回となる「越ヶ谷宿の雛めぐり」では、越谷駅東口・
旧日光街道沿い及びその周辺の商店・古民家、大沢香取
神社などで、段飾りやつるし雛などを展示します。春の兆
しを感じながら、古民家を眺めつつおひな様をめぐって散
策しませんか。期間中は、「まちなみガ
イドツアー」などイベントも多数開催し
ます。皆さま、ぜひご来場ください。

●日　程　２月26日（火）～3月3日（日）
●主　催　越谷新町商店会・越谷商工会議所TMO
●問合せ　商工会議所TMO担当（澤田・梅沢）まで

第7回 越ヶ谷宿の雛めぐり

越谷市市民活動センター
5階 活動室A・B

平成31年2月～3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

2月6日（水）
18：00～21：00 創業支援セミナー＆交流会 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
30名
無料

越谷コミュニティセンター
ポルティコホール

2月27日（水）
16：00～19：10

ビジネス交流会　講演会テーマ：
我が社の経営戦略 ～海外展開を目指した経営～

大森機械工業（株） 代表取締役社長
大森 利夫 氏

80名
交流会費2,000円

越谷市中央市民会館
5階 第4～6会議室

3月4日（月）
18：00～20：00 経済産業省　補助金説明会

関東経済産業局 職員
越谷市産業雇用支援センター 二番館コーディネーター
堀口 隆広 氏

100名
無料

３月８日（金）
18：00～19：30

越谷コミュニティセンター
欅の間

健康経営セミナー 「超高齢化社会も怖くない！
社長も従業員も100歳まで元気に働くために」

整体師・気功師
古久澤 靖夫 氏

60名
無料

（株）武蔵野銀行 越谷支店
会議室

3月6日（水）
18：00～20：00

補助金を活用して業績UP！
ものづくり補助金・小規模持続化補助金

（株）ウィルパートナーズ 代表取締役
辺見 香織 氏

30名
無料

３月18日（月）
18：00～20：30

越谷産業会館
多目的ホール こしがや創業支援セミナー ジャイロ総合コンサルティング（株）

渋谷 雄大 氏
30名
無料

３月12日（火）
14：30～16：30

越谷産業会館
多目的ホール

企業の外国人材活用セミナー
～事例から見る活用のポイント～
（事例発表事業所：吉野電化工業株式会社様）

（公財）埼玉県産業振興公社
海外ビジネス支援グループ チーフアドバイザー
宮川 邦夫 氏

30名
無料

　雛めぐりの会場内に美味しいコーヒーやコーヒーに合う
お菓子を味わえるお店が出店します。飲み比べが出来るコー
ヒーテイスティングチケットも販売します。雛めぐりをしなが
ら、各店こだわりの味を飲み比べなが
ら散策してみてはいかがですか？ コー
ヒーづくしの一日です。是非、ご来場く
ださい。

珈琲の日 開催します

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）12月度調査報告

　12 月の全産業合計の業況 DI は、▲15.7 と、前月から▲0.8 ポイントのほぼ横ばいです。建設業や設備投資に加え、自動車や産
業用機械関連が堅調に推移する状況が続いているほか、インバウンドを含む冬の観光需要の増加を指摘する声も聞かれました。他方、
人手不足の影響拡大や原材料費の上昇、根強い消費者の節約志向が引き続き中小企業のマインドに影響を及ぼしており、業況改善
に向けた動きには足踏み状況が見られます。
　先行きについては、先行き見通し DI が▲15.1（今月比＋0.6 ポイ
ント）とほぼ横ばいを見込んでいます。年末年始の商戦を契機とする
個人消費拡大や、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、原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁遅れ、貿
易摩擦など世界経済の不透明感、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）

●日　時　3月3日（日）　10時～15時
●場　所　旧日光街道（商工会議所周辺）
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確定申告のご相談はお早めにお願いします
～期限間近になりますと、会場が大変混雑し、お時間がかかります～

●日　時　2月18日（月）～3月15日（金）まで
　　　　　（土・日曜日は閉所）

　　　　　9時30分～11時30分・13時～15時30分
　　　　　（12時～13時は昼休み）

　　　　　※e-Tax代理送信書類受付期間 
　　　　　　2月18日（月）～3月8日（金）

●場　所　越谷産業会館　１階集会室

●お持ちいただくもの
　・ 青色決算書（まとめたもの）
　・ 前年分の青色決算書、確定申告書の控え
　・ 生命保険・損害保険・国民健康保険・国民年金等の支払
　　証明書及び控除証明書
　・ 青色申告会会員手帳
　・ 印鑑、電卓、筆記用具、その他必要書類
　・ 確定申告案内はがき（越谷商工会議所より送付）
　・ 税務署より送られる「平成30年分確定申告のお知らせ」
　　（ハガキまたは封書による通知書）
　・ 昨年e-Tax代理送信で受付をした方は「e-Tax用利用者識
　　別番号の通知書」または税務署より送られるｅ-Tax「確
　　定申告のお知らせ」はがきをお持ちください。

●日　時　3月18日（月）・19日（火）・20日（水）
　　　　　9時30分～11時30分・13時～15時30分
　　　　　（12時～13時は昼休み）
●場　所　越谷産業会館　１階集会室
●お持ちいただくもの
　・ 平成27・28・29年分の所得税確定申告書、決算書の 控え
　・ 平成28・29年分の消費税申告書の控え
  ・  平成30年分の資産等の買取について金額の記載された書
　　 類、雑収入について月日及び金額の記載されている書類
　・ 印鑑、電卓、その他必要書類
※消費税確定申告はこの期間にご相談をお願いいたします。

確定申告書類一式は送付されません
　税務署から個人事業者の皆様に送付されていた確定申告書や決算書等は、平成29年分より送付されなくなりました。
　事前に確定申告書類が必要な方は、越谷商工会議所または越谷税務署に取りに来てください。送付をご希望の方は、越谷税務署
（☎048-965-8111）に直接お問い合わせください。
　尚、国税庁のホームページより用紙をダウンロードすることができます。（国税庁ホームページ　httrps://www.nta.go.jp/）
　申告書類に代わり、税務署より「平成30年分の確定申告のお知らせ」の通知書（ハガキまたは封書）が送付されます。こちらには、予
定納税や口座振替による納付の有無、消費税の簡易課税選択の有無など確定申告書の作成に必要な情報が記載されております。確
定申告のご相談の際には必ずお持ちいただくようお願いいたします。

確定申告でのマイナンバー（個人番号）の記載について
①提出する際には番号法に定める納税者本人確認のため、次の書類を添付します。いずれも納税者本人のものです。
　◆マイナンバーカードをお持ちの方　　　
　　　マイナンバーカードの写し（両面）
　◆マイナンバーカードをお持ちでない方　
　　　個人番号の確認（住民カードまたは住民票（番号付）等の写し） ＋ 身元確認書類（運転免許証またはパスポート等の写し）
　※上記書類の写しはご自身でコピーを取ってお持ちください。会場内や会議所では個人情報漏洩防止のためコピーできません。
②納税者本人の他に、事業専従者、控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。ただし、上記確認書類は不要で
　す。納税者が確認してください。

個人事業主 所得税確定申告指導・受付 個人事業主 消費税確定申告指導・受付

お 知 ら せ
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

72019 vol.35

生活習慣病予防健診実施のお知らせ
１．実施日時　

平成31年　４月16日（火）、23日（火）、24日（水）、25日（木）、26日（金）
【受付】　午前9時、10時、11時 （受診希望の日時を選択してください）

２．実施会場
セミナーガーデン 3階会議室　越谷市東町(あずまちょう) 2-65-2

３．医療機関
医療法人財団　綜友会　〈東京都新宿区西早稲田2-20-15 高田馬場アクセス〉

４．検査項目
●身長・体重・腹囲・血圧測定●検尿（糖・蛋白・潜血）●貧血検査●血液生化学検査●心電図検査●胃部
検査※（バリウムによるＸ線間接撮影または血液によるABC検診）●眼底検査（両眼）●視力検査（遠見）
●聴力検査（オージオメーター）●胸部Ｘ線間接撮影●診察
本健診は労働安全衛生法上の法定検査基準内容を満たしています。
※検査方法を選んでください（基本検診で胃部X線間接撮影を選択し、オプション検査でABC検診を受診し
　て、更に精密に調べることもできます）。

５．検診料金(1名・消費税込)

＊注意（連絡）事項　
①受診票及び健診結果郵送先は、原則事業所毎とし、個別発送の場合は着払いとさ
せていただきます。　②4月上旬に医療機関より事業所宛に、受診票、検査容器、健診
日時・会場を記したご案内を送付します。　③受診当日に受診票・検査容器・健診料
金をご持参のうえ、健診会場受付にお越しください。　④都合が悪くなった場合は、
実施期間中の都合の良い日時を越谷商工会議所に連絡の上、受診してください。　
⑤受診結果は、最終日の4月26日（金）から約1ヶ月後に実施医療機関より事業所宛
に直接郵送されます。　⑥越谷商工会議所及び綜友会は、「個人情報の保護に関す
る法律」を遵守し、本健診を遂行するために必要な範囲内で記載頂いた個人情報を
利用・提供致します。　⑦個人結果表の再発行は、1部につき540円（税込み）の手数
料がかかります。　⑧駐車場に限りがある為、なるべく乗り合わせてお越しください。

CEA…… 大腸がん、胃がんなど消化器系がんのスクリーニ
　　　　 ング検査
AFP…… 肝臓がんのスクリーニング検査
CA19-9…消化器系、特に膵がんに特異性の高いスクリーニ
　　　　 ング検査
PSA……前立腺がんのスクリーニング検査（男性のみ）
ＣＡ125…卵巣がん、子宮がんに特異性の高い腫瘍マーカー
　　　　（女性のみ）
※スクリーニング検査とは、疑わしい病気を探し出す、比較
　的簡単なふるいわけ検査です。

腫瘍マーカー（血液による）

睡眠時無呼吸症候群検査
（自宅で簡単な器具を使い、いびきや呼吸の状態から
睡眠時無呼吸症候群の可能性を調べます）

5,400円

8,600円

基本検診

肝炎ウィルス検査（血液による。B型・C型肝炎検査）

ＡＢＣ検診
（血液による。ペプシノーゲン検査による胃粘膜萎縮度と
ピロリ菌感染の有無により胃がんリスクを調べます）

11,800円 

3,200円

1,000円

5,400円

2,100円

5,400円 

4,300円

６．申込方法
同封の健診申込書に必要事項を選択・記入の上、越谷商工会議所　健診担当宛に持参、郵送またはFAX
にてお申し込みください（FAXの場合は到着確認の連絡を入れてください）。
越谷商工会議所  健診担当：西口 （〒343-0817越谷市中町7-17）  電話 048-966-6111　FAX 048-965-4445

７．申込締切
平成31年3月14日（木） 

オプション検査（希望者のみ）　

肺がん検査（痰による喀痰細胞診）

大腸がん検査（便潜血１回法）

乳がん検査（乳腺超音波検査）

腹部超音波検査

健診当日、健診会場受付にて実費を徴収させていただきます。



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）

いちご

いちえ
♪

♪

　まだまだ寒い日が続いております

が、これから少しずつ春の訪れを感

じる日が増えてくることと思います。

　私は、越谷商工会議所に入職して

今年の２月で１年半が経ち担当業務

も少しずつ覚えてきたところでございます。

　さて皆様、越谷と言えば！ 何を思い浮かべますで

しょうか？ 越谷にはたくさんの魅力があり、皆様そ

れぞれ思い浮かべるものは違うと思います。私は茨

城県出身ということもあり入職当時は越谷について

答えられるものがありませんでしたが、この１年半の

中で多くの魅力を発見することができました。中で

も越谷市の特産物「くわい」は私の中での一押しで

す！ 全国２位の生産量を誇る越谷産の「くわい」です

が、現在越谷市商店会連合会で行っている越谷コ

ロッケ事業の「越谷の縁起コロッケ」は、越谷産のく

わいを丸ごと入れ芽を突き出した形の紅白をあし

らったコロッケで、今年の1月から3月まで市内14店

舗の飲食店や惣菜店で期間限定で販売されていま

す。ぜひ、この機会に各店舗オリジナルのコロッケを

食べ歩いて越谷市内を散策してみてはいかがでしょ

うか。越谷の魅力を再発見してみてく

ださい。

中小企業相談所　地域振興課　補助員

兼國　彬光

（順不同・敬称略）平成30年度12月にご加入いただいた21社の皆様です。

セブンイレブン　越谷蒲生愛宕町店
ローソン　越谷宮本店
ローソン　越谷千間台西店
（株）柿沼人形
（株）エレファントパニック　桔瓜
（株）ママダ
弁護士法人ポラリス税務法律事務所
龍美工業
鶏笑越谷店
（株）ｈｉｇｈ ｂｒｉｄｇｅ
（株）ＶＯＧＵＥ
（株）リクラスホーム
（株）ザイプラ
伊波
水谷設備工業
自家製粉　十割手打ちそば　じろう
パン工房ひだまり
ファミリーマート　越谷大沢四丁目店
清水将之税理士事務所
勢協興産（有）
川﨑商事荷役（株）

事業所名 代表者氏名 住　所 業　種 所属部会

※12月末会員数　5,350事業所

加藤　朋宣
辻 　 啓 明
大久保哲雄
柿沼　智徳
野口　賢吾
間々田　剛
隅 田 　 敏
鈴木　龍美
政宗　航太
鈴木　直人
後藤　湧大
上田　康人
松本　庸一
伊波　明人
水谷　正信
細野英次郎
坂本　由美
萩原　義輝
清水　将之
小林　常男
川﨑　高樹

蒲生愛宕町
宮本町
千間台西
新越谷
南越谷
袋山
弥生町
伊原
赤山本町
南越谷
蒲生
大里
坂戸市八幡
花田
大道
川柳町
袋山
大沢
蒲生旭町
千間台西
南荻島

コンビニエンスストア
コンビニエンスストア
コンビニエンスストア
節句人形製造
飲食店（イタリアン）
学生衣料卸売
弁護士業
建設業（足場）
からあげ専門店
飲食業（ラウンジ）
飲食業
不動産分譲業
財務アドバイス業務
不動産賃貸業
水道工事業
飲食店（そば店）
パン工房、販売
コンビニエンスストア
税理士事務所
不動産業、小売業（腐葉土）
梱包、配送

商業部会
商業部会
商業部会
工業部会
環境衛生業部会
商業部会
サービス業部会
建設業部会
商業部会
環境衛生業部会
環境衛生業部会
建設業部会
サービス業部会
サービス業部会
建設業部会
環境衛生業部会
商業部会
商業部会
サービス業部会
サービス業部会
サービス業部会

報 告

　1月9日(水)、越谷コミュニティセンター小ホールにおいて、市内経済6団体［越谷商工
会議所、(公社)越谷法人会 越北・越中・越南支部、越谷市青色申告会、越谷市商店会
連合会、越谷工業経営懇話会、住宅産業経営懇話会］の主催による平成31年新春賀詞
交歓会が、高橋市長をはじめとする多くのご来賓や会員の皆様のご出席の下、盛大に開
催されました。
　式典終了後、ポルティコホールに会場を移して懇親会が開催され、和やかな雰囲気の
中、名刺交換や情報交換が活発に行われました。

新春賀詞交歓会が開催されました
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んし、医師もセカンドオピニオンについて理解しており、むしろ

はっきり意思表示されたほうがやりやすいようです。『悩んでい

る。セカンドオピニオンを受けたい』と言ってみて下さい。

セカンドオピニオンは原則的に、公的医療保険が使えない自

費診療になります。全ての病院で行っているものではないので、

大きめの病院にお問い合わせ頂き『セカンドオピニオン外来』が

あるか、その対象疾患や診療科目をご確認下さい。「がん」の対

応のみの病院もあるので病名も伝えて確認して下さい。

申込方法も料金も各病院異なります。患者さんの病状により、

家族のみがセカンドオピニオンを受けることが出来る病院もあり

ます。現在の医療機関で診療情報や検査データー等準備する時

間も必要なので主治医に意思表示されてから、予約をとることを

お勧めします。

セカンドオピニオンを受けた後は、主治医に結果を報告し、自

分の意見と今後の治療についてよく相談して下さい。その結果、

別の病院で治療をすることを選択されたら、改めて紹介状作成

を依頼して下さい。

患者さんは、前向きに治療に取組めるよう自分の病気を理解

し、納得した治療を受けることが大切です。セカンドオピニオン

を受けたいと思ったら、是非主治医に伝えて下さい。

セカンドオピニオンの流れ
①セカンドオピニオンを受けたい病院の申込み方法、料金等

　　情報収集する

②主治医に『セカンドオピニオンを受けたい』と伝え、必要な

　　紹介状等を依頼する

③セカンドオピニオンを予約し受診する

④セカンドオピニオンの結果を主治医に報告し、治療を決定

　　する

最近ではセカンドオピニオンという言葉が広く周知されるよう

になりました。しかし、その意味や利用方法はよく分からないと

言う方もいらっしゃいます。セカンドオピニオンとは、今の主治医

から担当医を替える、転院(転医)して病院を替えるということで

はありません。もし、他の病院に移って治療したいということが

はっきりしていたら、それはセカンドオピニオンではありません。

その場合は『転院』なので『○○病院に転院したい』と主治医に

伝えて下さい。セカンドオピニオンと転院を混同しないように注

意しましょう。

セカンドオピニオンとは、患者さんが納得して治療を選択でき

るよう、現在診療を受けている病院とは別の医療機関の医師に

『第2の意見』を求めることです。

『第2の意見』を求める理由は何でしょうか？主治医の診断や

治療方針の理解を深め納得したい。いくつかの治療方針を提示

され迷っている。主治医の提案する治療方針以外の選択はある

だろうか？ など客観的に見てもらい、別の角度から意見を頂き、

受ける医療を自分で決定するための判断材料とし、参考にする

ことです。

異なる医師の意見を聞くわけですから、まずとても大事なこと

は、今の主治医の診断と治療方針を正しく理解することです。そ

こが不十分なままだと、違う提案も理解することが難しく、より悩

んでしまうことにもなり兼ねません。

セカンドオピニオンを受けるためには、主治医にその意向を

伝え、必要な診療情報や検査データー、画像データー等を用意

してもらう必要があります。言いにくい、内緒で受けたい、と思っ

てしまいますか？ 有効なセカンドオピニオンを受けるためには、

必ず主治医の診療情報が必要です。先生が怒ってしまわない

か？ と心配する声もありますが、最近ではめずらしくもありませ

『セカンドオピニオン』について

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　医療相談・地域医療連携室　瀧　裕美子
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国内建設業は、大手ゼネコン5社、準大手中堅ゼネコン

50社、そして中小のゼネコン2万社をはじめとして、全国

に約50万社が存在する。

業界のイメージは「斜陽産業」「時代遅れ産業」「過重労

働産業」「3K職場」「違法建築業界」「万年人手不足産業」

「男性産業」「品質偽装産業」「公共工事依存産業」「談合

産業」「労災隠し産業」「社会保険未加入産業」と揶揄（や

ゆ）されることも多く、課題の多い産業の一つである。

こうした業界にあって、これが同じ建設業なのかと思う

ユニークな企業がある。その企業は大阪市淀川区に本社

を有する三和建設株式会社といい、社員数は125人、年

商は100億円強で、中堅ゼネコンに位置する企業である。

同社の創業は1947年、現社長の森本尚孝氏は4代目で

ある。同社が注目されている理由は多々あるが、あえて二

つ挙げるならば、一つは過去も現在も、業界の多くが依存

する公共工事にはほとんど頼らず、独自の力で民間市場を

創造している点である。ちなみに、現在の主事業は、工場

や倉庫・オフィスビルの設計施工であるが、とりわけ業界

で評価の高い工事が、食品工場の設計・施工である。

そして同社が注目されているもう一つの要因は、その経

営の考え方・進め方であり、その中核の工事・設計・施工し

てきた建物はもとより、それ以上に人を重視し、人本主義

経営を愚直に実践してきた経営姿勢である。

このことは、同社の存在目的・使命である経営理念にも

明確に示されている。経営理念は「つくるひとをつくる」で

ある。その意味は「建物をつくる」「技術をつくる」「価値を

つくる」「お客さまをつくる」「信頼をつくる」「社会をつく

る」「仲間をつくる」「会社をつくる」「歴史をつくる」。そして

「すべてはひとがつくります。だからつくるひとをつくりま

す」とある。

理念経営を実践するため、いい社風の醸成や、社員が

誇りと連帯感を高めるための経営の実行や実施は言うま

でもないが、社員一人一人の働きがいを高める、きめ細か

い諸制度が、あらゆる場面でちりばめられている。

先日、機会があって同社を訪問したが、社内には「いい

風」が流れ、理念が見事に実践されていることを垣間見る

ことができた。

余談ではあるが、業界の入社後3年間の大卒社員の離

職率は約3割だが、同社では1割以下なのだそうだ。

公共事業に依存しない

三 和 建 設
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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広告募集中
1ヶ月から掲載できます

越谷商工会議所だより「鼓動」

掲載の問合せ：越谷商工会議所　総務課

☎048-966-6111

寒い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。この時期は例年インフルエンザ流行のピークと
なっておりますので、予防接種や手洗い励行など体調管理には十分お気を付けください。今月18日
から所得税確定申告指導・受付が始まりますが、3月15日の期限間近になって徹夜をして体調を崩し
たりしないよう早目の準備を心がけましょう。

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31年2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 ○○ピン、○○ブラシ、○○アイロン
3 もう子どもではありません
5 腹巻や股引のイメージカラー
6 行くあてもなくさまようこと
  7 ニワトリの赤い冠
  9 ダイエット後に体重が逆戻り
11 英語でトウモロコシのこと
12 ○○化の日、学級新○○

1 もんじゃ焼きを食べるときに使う
2 指輪やピアスなどの装飾品のこと
3 エンジン、サラダ、サーディンといえば？
4 削り昆布ともいう加工品
8 ランドセルもスーツケースもこの仲間
10 やせ馬に乗って旅に出た「○○・キホーテ」

1

5

87

D

B

CF

E

A B C D FE

12

6

3

9

2

10

4

◎ 1月号のクロスワードパズルの答えは「ワンコソバ」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3月号をご覧ください。

その昔、埼玉県人は東京都民から、それはそれは
ひどい迫害を受けており、通行手形がないと東京
に出入りすらできず強制送還されてしまうのだっ
た̶。“埼玉の対抗組織・千葉”や“高みの見物・
神奈川”、“秘境・群馬”ほか茨城、栃木など関東
圏一帯を巻き込んだ【愛と革命の物語】が誕生！
© ２０１９映画「翔んで埼玉」製作委員会

公 開
2/1 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
2/22 金

編集後記

11

A

原作・池井戸潤×主演・野村萬斎×監督・福澤克
雄。「結果がすべて」そんな考え方が続く会社で起
きたパワハラ騒動。そこに隠されたある謎が、会社
員達の人生、そして会社の存在をも揺るがすこと
に…。『働く事』の正義、守るべき信念とは何か？全
ての日本人に捧ぐ、企業犯罪エンターテインメント！
© 2019 映画「七つの会議」製作委員会
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● お気軽にご相談ください

日本政策金融公庫の　

（マル経融資）小規模事業者経営改善資金

無担保・無保証人の融資制度です。

商工会議所の経営指導を6ヶ月以上受けている方で、
商工会議所の推薦が必要です。

ご融資額は２,０００万円以内です。

POINT 1

POINT 2

POINT 3

詳しくは、越谷商工会議所　経営指導員へご相談ください。 TEL 048-966-6111

（マル経融資）（マル経融資）（マル経融資）（マル経融資）（マル経融資）（マル経融資）（マル経融資）（マル経融資）（マル経融資）（マル経融資）小規模事業者経営改善資金小規模事業者経営改善資金小規模事業者経営改善資金小規模事業者経営改善資金小規模事業者経営改善資金小規模事業者経営改善資金小規模事業者経営改善資金小規模事業者経営改善資金小規模事業者経営改善資金

金 利 年 １.11％ （固定　平成31年1月17日現在）

小規模事業者の方々の経営改善のお役に立ちます

月～金曜日／9:00～21:00
土曜日／9:00～17:00

※日曜日、祝日、年末年始（12/31～1/3）は
　ご利用いただけません。

日本政策金融公庫

受付時間

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31年2月1日

小規模企業共済制度のご案内

～契約者貸付けの利用が可能～
契約者（一定の資格者）の方は、納付
した掛金合計額の範囲内で、事業資
金等の貸付けが受けられます（担保・
保証人は不要）。

～受取り時の税制メリット～
共済金の受取りは、一括の場合は「退
職所得扱い」、分割の場合は「公的年
金等の雑所得扱い」です。

掛金はすべて「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象
所得から控除できます。
掛金月額は最大 70,000 円で年間最大 840,000 円の所得控
除が得られます。

小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者の方が、事業をや
められた後の生活の備えとしてあらかじめ準備しておく「経営者
の退職金」です。

お問い合わせ、お申し込みについては　企業支援課  齋藤まで　（TEL. 048-966-6111）

その他の特徴について

本制度の節税効果について

小規模企業共済制度とは？


