
（電話受付時間／平日9：00～17：00）
〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町14-22越谷駅東口徒歩2分 市役所前中央通り沿い
越谷支店 0120-658-121

こんなお悩みをお持ちの方へ

個別相談のご案内

相続対策
遺 言

・事業承継の対策が今一つわからない
・相談しようと思ってもなかなか機会がない
・財産を多く遺したい人がいる

随時ご相談を受け付けております。お電話または窓口までお問い合わせください。

予約制・相談無料

出張相談も
承ります。

550-19-001

株式会社フラワー企画　代表取締役　山田 謙治さん
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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

令和元年度 巡回定期健康診断実施のご案内
福利厚生施設利用料助成制度のお知らせ
医療法人道心会 埼玉東部循環器病院提供 「病院の情報管理について」

［ 輝く越谷人 インタビュー ］

「ならばどうする」を
信念に
自分の決めた道を
突き進む
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越谷市教育委員会所蔵　越谷宿本陣福井家玄関

越谷市教育委員会所蔵　福井家表間口（明治期）

江戸の世の　本陣古文書　猫の爪　
　本陣といえば、宿場の中で、大名、幕府の役人などの宿泊所。原則的には

一般客は利用ができませんでした。越谷宿では最初は本町の会田家が勤め

ましたが、本陣は名誉職ではあるが経済的メリットはないため、引き受け手

がなく、しばらく大沢の照光院が臨時にあてられた以後、安永9（1780）年か

らは大沢の大松屋福井氏が明治に至るまで本陣を引き受けてくれていまし

た。その七代目の福井権右衛門猷貞は「越ケ谷瓜の蔓」と「大沢猫の爪」とい

う優れた地誌を残してくれています。内容には越谷や大沢の開発、村名の由

来、寺社の経歴、会田出羽家の歴史など貴重な資料が含まれています。

　越谷の地誌には大沢の世襲名主・江沢太郎兵衛の書いた「大沢町古馬

筥」等もあり、こちらは地元の言い伝えや古老の話なども収録しています。天

保11（1840）年ごろ成立。
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
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輝く越谷人「株式会社フラワー企画」

無料相談／6月・7月の予定一覧

お知らせ

越谷チャレンジ講座・越ヶ谷まちゼミのご案内

LOBO調査

令和元年度 巡回定期健康診断実施のご案内

福利厚生施設利用料助成制度のお知らせ

業務災害補償プランのご案内

新入会員紹介／一期一会

「病院の情報管理について」

「宮崎県でなくてはならない存在となったコープみやざき」

WEBセミナーお薦めプログラムのご案内

パズル／今月のおすすめ映画／編集後記

ゆうてい うり つる

こ ま

ばこ

埼玉県立文書館所蔵
福井家文書18

「越ヶ谷瓜の蔓」
（越ケ谷宿記録）

埼玉県立文書館所蔵
福井家文書19

「大沢猫の爪」
（大沢町記録）

ともに文化期から文政期（1804～1830）に成立



〈今月の表 紙〉

山田 謙治氏

株式会社フラワー企画

KOSHIGAYA-B I TO

代表取締役

葬祭業から培ったこと
今回は、冠婚葬祭用の生花を扱う

（株）フラワー企画を訪問し、社長の山

田謙治さんにお話をお伺いしました。

山田さんは、高校を卒業した後、東京

の目黒で造花業の会社に就職しまし

た。そこで働いている間、周りの先輩

たちは次 と々独立し、その都度独立の

お手伝いをしていたそうです。その経

験により得意先への営業の仕方、独

立のノウハウを得て山田さんも22歳

の時に独立、昭和49年に越谷に8坪

の場所を借りて造花専門の「ヤマダ

造花」というお店を始めました。３年

後に法人化し、15年後に現在の南荻

島へ移転しました。

　昔、葬式は自宅で行うのが主流で

した。自宅に花輪を立てる葬儀が多

い頃は造花の需要がありました。そ

の後は徐々に葬祭場で葬式を行うの

が主流になっていき、当然造花の需

要は激減しました。そこで目を付け

たのは生花をオリジナルで表現して

いく生花祭壇の強化です。特に大切

なことは、生花が一番きれいに咲く

タイミングをお通夜、告別式の時間に

合わせることだと言います。生花の

温度管理が重要で、立体的に作られ

る祭壇のデザインに合わせ、すばやく

１本ずつ刺していく技術は長年の積

み重ねによるもので「造花から生花

に切り替えたことが、今に繋がってい

る」と山田さんは言います。

　また、自宅葬が主流の頃、受付の

テントや白黒幕の貸し出しも行って

いましたが、花輪同様に需要が減っ

た時、白黒幕ではなく逆転の発想

で、お祝い事の紅白幕の需要を考

え、展示会や入社式、その他の慶事

で使用してもらうことができました。

さまざまな会場設備や備品を増や

し、設営・撤去までも請負い、多様な

注文にも対応し受注を増やすことが

出来たそうです。

　その他にも現在に至るまでに様々

な苦労がありましたが「ならばどうす

る」の信念のもとに、時代の変化に

柔軟に合わせることによって現在ま

で成長できたと言います。

　今後も地域に密着した事業を行っ

ていきたいと考えており、現在では新

越谷西口商店会の会長に就任。これ

からも越谷を盛り上げていきたいと熱

い意気込みを語っておられました。

イベント会場設営はお任せを
　備品レンタル事業では、主にイベ

ント会場設営などを行っておりま

す。小型のテントから大型テント、ス

テージ、夏の納涼祭の時期にはやぐ

らなどの設営も行います。会場には

欠かせないイス・テーブル・照明・音

響・模擬店機材など、お客様のご要

望に合わせて施工・レンタルしており

ます。また、選挙関連の施工も行っ

ており、統一地方選挙では選挙カー

200台の看板・音響工事をさせて頂

きました。

　打合せから施工、さまざまな商品

も在庫しており、全て自社で行ってい

るため安価で提供することができま

す。経験豊富なスタッフが揃っており

ますので安心してお任せください。

【会社情報】
●創業　　　昭和49年
　　　　　  （ヤマダ造花の後、昭和58年に
　　　　　　㈱フラワー企画を設立）
●事業内容　冠婚葬祭用生花卸・ディスプレイ
　　　　　　装飾・イベント施工
●所在地　　越谷市南荻島 380-1
●電話　　　048-978-8787
●その他の会社
　㈲ＹＳサービス　㈱とれび　㈱美庵
　㈲ヤマハプランニング　アルファオート㈱

生花祭壇 イベント設営

新越谷西口商店会 
初代会長。
趣味は海外旅行、
ゴルフ。

愛称ガーヤちゃん商店会は、新越谷駅西口エリアの会員を募集中です
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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・会場　お問い合わせください。
●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6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
※7月の相談会に関しては当会報の折込をご確認ください。

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　6月7日（金）、6月21日（金）、7月5日（金）、7月19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　6月19日（水）、7月17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

7
月

4日
4日
7日
8日
9日
9日
13日
16日
18日
18日
19日

(木)
(木)
(日)
(月)
(火)
（火)
（土)
(火)
(木)
(木)
(金)

正副会頭会議
総務委員会
ＴＭＯチャレンジ講座②
工業部会 正副部会長会議
金融機関との懇談会
第7回 越ヶ谷まちゼミ（～8月8日（木））
リテールマーケティング（販売士）検定試験
環境衛生業部会 納涼会
常議員会
建設業部会 正副部会長会議
工業部会日帰り視察研修会

9日
9日
10日
13日
18日
19日
23日
28日

(日)
(日)
(月)
(木)
(火)
(水)
(日)
(金)

ＴＭＯチャレンジ講座①
第152回 簿記検定試験
正副会頭会議
建設業部会 幹事会
第35回 商業親睦ゴルフ大会
第7回 通常議員総会
第216回 日商珠算検定試験
第7回 越ヶ谷まちゼミ直前説明会

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

4



☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

平成31年1月から令和元年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　程　7月1日(月)、2日(火)　会場：越谷産業会館　地下1階第1会議室
　　　　　　  8日(月)、9日(火)　会場：越谷産業会館　青年女性部室
●時　間　9：30～12：00・13：00～15：00
●お持ちいただくもの ・平成31年1月～令和元年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30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

源泉所得税・記帳個別相談会のお知らせ
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。

2019年6月～7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

越谷産業雇用支援センター
一番館　４階会議室

6月12日、19日、
26日、7月3日
いずれも水曜日
18：00～21：00
（12日のみ18：00～20：00）

創業塾　夜間コース（４回シリーズ）
越谷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

メンタルチャージISC研究所 代表取締役
岡本　文宏氏

三井住友信託銀行 主任調査役
柳川　信行氏
三井住友信託銀行 財務コンサルタント
佐藤　雅信氏

税理士法人山田＆パートナーズ
原田　　洋氏
（株）日本M&Aセンター
橋本　　崇氏

40名
無料

50名
無料

30名
無料

50名
無料

越谷産業会館集会室

越谷産業会館集会室

越谷中央市民会館
4階会議室

7月10日（水）
13：30～15：30

定着率がグンと上がる！ 採用・育成の秘訣
～「ここでずっと働きたい」と思う人が辞めない職場の作り方～

2019とちぎん事業承継・M&Aセミナー7月11日（木）
13：30～16：15

7月24日（水）
14：00～16：00

三井住友信託銀行共催事業承継セミナー
「事業承継・M&A・円滑な事業承継を目的とした
遺言活用術」

税理士法人トリプルウィン 顧問
星　叡氏

60名
無料

越谷産業会館集会室7月26日（金）
14：00～16：00

軽減税率最終確認セミナー

平成30年度補正  小規模事業者持続化補助金越谷工業経営懇話会・
工業部会共催親睦会

小規模事業者の新たな販路開拓等を補助します

◆補助概要 補助率………補助対象経費の３分の２以内
  補助上限額…５０万円　
◆補助対象者 常時使用する従業員の数が２０人以下、卸売業、小売業、 
  サービス業（宿泊・娯楽業は除く）に属する事業を主たる
  事業として営む者については５人以下の商工業者
◆公募期間 平成３１年４月２５日（木）から令和元年６月１２日（水）
  ※申込みにあたり商工会議所で書類を確認する作業が
  　必要なため６月５日（水）までに商工会議所にご相談
  　ください。
◆問合せ 越谷商工会議所　☎048-９６６-６１１１
  または持続化補助金ホームページ
  https://h30.jizokukahojokin.info/

◆日　時　6月12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　落語家　立川らく人
◆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 井原　☎048-966-6111
　　　　　FAX：048-965-4445
　　　　　E-mail 20ihara@koshigaya-cci.or.jp
皆様のお越しをお待ちしております。
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お 知 ら せ

「越谷チャレンジ講座」 第４期開講します！

●日　時　6月9日（日）、 7月7日（日）、 8月11日（祝）、 9月8日（日）、 10月14日（祝）、 11月10日（日）　
　　　　　いずれも午後6時00分～8時30分（交流会含む）
●内　容　講師は有限会社エコカレッジ代表取締役社長の尾野寛明氏のほか、毎回地域で活躍する先輩起業家
　　　　　等をゲスト講師にむかえ、具体的な事例を参考にして
　　　　　あなたの実現したいマイプランを作成します。
●場　所　越谷商工会議所
●受講料　10,000円（6回分）
●申込み　電話（☎048-966-6111）で下記へ
●問合せ　越谷商工会議所地域振興課 
　　　　   （担当：澤田・萩原）

　越谷商工会議所TMOでは、まちづくりや地域での活動に関心のある方、趣味を仕事にしたい方、創業を目指す方などを対
象に「チャレンジ講座」を開講します。何か活動してみたいけれど漠然としている方も歓迎。この機会に一歩踏み出して、あなた
の“あったらいいな”“やってみたいな”を形にしてみませんか？
　講座は、6月9日から月1回(計6回)開催します。ぜひ、ご参加ください。

本  講  座

 越ヶ谷まちゼミ

「まちゼミ」とは？
　お店の人が講師となり、暮らしに役立つ専門知識やプロならではのコツや
情報を 無料 で教えてもらえる街の中のゼミナール、略して「まちゼミ」です。
安心して受講していただくため、お店からの販売や勧誘は一切ありません。
　開催店舗は、越谷駅東口周辺の商店会店舗が中心です。
　講座のジャンルは、〈 きれい学部・ちしき学部・たべる学部・げんき学部・
つくる学部 〉 の 5学部。約 45講座を予定しています。
　詳しくは、越ヶ谷ＴＭＯホームページ内にある「越ヶ谷まちゼミ」ページ
（6月中旬更新予定）をご覧ください。
●問合せ　越ヶ谷まちゼミ事務局（越谷商工会議所　澤田・萩原）
　　　　　☎048-966-6111

前回の講座の様子
「基本をおさえて綺麗に仕上げるクリーム絞り」

（洋菓子処 伸～SHiN～）

越ヶ谷ＴＭＯホームページ

７月９日（火）～８月８日（木）開催決定♪第７回第７回

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。

昨年の講座の様子
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☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

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、▲16.7（前月比＋0.2 ポイント）でした。都市部を中心に民間工事が堅調な建設業に加え、
4 月上旬の寒波の影響により例年に比べ花見期間が長くなり、客数が増加するなど、インバウンドを含めた春の好調な観 
光需要を取り込んだ宿泊・飲食業を中心とするサービス業の業況が改善しました。他方、受注が減少した半導体や産業用
機械、自動車関連の不振に加え、深刻な人手不足の影響拡大
や根強い消費者の節約志向、原材料費の高止まりの影響を指
摘する声は依然として多く、中小企業の景況感は足元でほぼ横
ばいの動きとなっています。
　先行き見通しDI は、▲18.4（今月比▲1.7 ポイント）でした。
改元を契機とする個人消費の拡大や 10 連休に伴う観光需要拡
大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、原油価格を含む原材料費の上昇、コスト増加分の価格
転嫁の遅れ、貿易摩擦の激化、世界経済の動向、消費増税の
影響など不透明感が増す中、中小企業においては、先行きへ
の慎重な見方を崩していません。

※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）

令和元年度の労働保険（労災保険・雇用保険）年度更新及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告・納付は6
月3日から7月10日までです。申告書・納付書は5月末に発送予定です。同封の記入例を参考に、期間中お早目
の手続をお願いします。

●問合せ　・ コールセンター（開設期間5月31日～7月12日）  ☎0120-008-715
　　　　　・ 埼玉労働局労働保険徴収課    ☎048-600-6203

労働保険料並びに一般拠出金の申告・納付について

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

事業所区分 事業所割（従業員数） （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

会費納入のお願い　令和元年度上期分（4月～9月分）
★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へご持参、納入下さいますよう
　　　　　　　　お願い致します。※振込手数料は会員様負担となります。
★口座振替の方…７月１6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　川浦）
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日　程

令和元年度   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・ヘマトクリット・白血球数）　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、総コレステロール）　⑭血糖検査（HbA1c）　⑮腎機
能検査（クレアチニン）

8月2日（金）、5日（月）、21日（水）、22日（木）、23日（金）、26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24日（火）…荻島地区センター　越谷市南荻島190-1
　  30日（月）…桜井地区センター　越谷市下間久里792-1
10月7日（月）…出羽地区センター　越谷市七左町4-248-1
　  15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

検査内容

事業所巡回日

各地区センター
巡回日時

〈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〉※1

一般定期健康診断　　7,300円（税込）1

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

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)
PSA(前立腺)

CA125(卵巣・子宮)
NT-proBNP（心不全マーカー検査）

便潜血検査2日法(大腸)

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

3,200
2,500
1,700
3,000

6,000

1,600

1
2
3
4

5

6

※1　オプション検査項目が今年度から変更になります。詳しくは申込書裏面のオプション検査のご案内をご確認ください。
※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。
　　　J-1トルエン1,600円(税込)、J-2ノルマルヘキサン5,400円(税込)、J-3キシレン1,300円(税込)、J-４1,1,1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につきましては、当日の追加が出来ませんのでご了承ください。
※3　健診内容についてのご質問についてはライフサポートクリニックにご相談下さい。

●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㈱）
　　　　　　　〒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、
　　　　　　　　kawaura@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1日（月）〔期限厳守〕

追加検査及び受診料2 ・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。
・受診料は受診日当日に実施機関へ直接お支払い下さい。

・AFP(肝臓)
・CA19-9(膵臓等)
・CEA(大腸・胃・肺)

消化器腫瘍マーカー3種セット

●その他
1．申込事業所には健診日時・会場等のご案内を送付します。
　 ①各事業所で健診する場合、日程確定後送付致します。
 　②各地区センターで健診する場合、順次発送致します。
2．労働安全衛生法により事業主の方は次のことをご留意下さい。
　①事業主は従業員に対して年１回（有害作業従事者は年２回）の医
　　 師による健康診断を行うこととなっています。
　 ②異常（再検・精密）の診断を受けた従業員には３ヶ月以内に必要な
　　 検査を受けさせ、健康診断個人票に医師の意見（就業上の措置等）、
　　 医師名、印を記入してもらって下さい。又、事業主は医師の指示と
　　相まった就業上の措置を講じなければならず、必要のある従業員
　　には医師等による保健指導を受けさせて下さい。
　 ③「健康診断受診結果」は受診従業員に遅滞なく通知して下さい。
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越谷商工会議所のお得な福利厚生を使って越谷商工会議所のお得な福利厚生を使って

商工会議所指定宿泊施設のご利用、又は指定旅行代理店で宿泊予約、レジャー施設チケットのお申し込みで利用料金が助成
されます♪　詳しくは以下をご確認ください。

令和元年6月3日～令和２年３月31日まで

ご不明な点は、越谷商工会議所（☎048-966-6111） 総務課までお問い合わせください。

指定宿泊施設をご利用の場合

利用期間

助成金額 宿  泊  施  設…1名様1泊につき 2,000円

指定旅行代理店をご利用の場合

谷川温泉　旅館たにがわ
☎ 0278-72-2468

戸田家
☎ 0599-25-2500

東武観光株式会社　北越谷営業所
☎ 048-960-5333

当間高原リゾート ホテルベルナティオ
☎ 025-758-4141

☎ 048-960-5333

☎ 048-985-1551

☎ 048-978-6066

☎ 048-978-9701

☎ 048-965-9911

☎ 048-986-0366

大人1名：1泊2食
￥14,000～￥21,000
大人1名：1泊2食
￥9,500～￥22,500
大人1名：1泊2食
￥15,000～¥38,000

大人1名：1泊2食
￥7,500～¥12,000

大人1名：1泊2食
￥10,350～￥25,650

東大沢5-5-1（北越谷駅）

千間台東1-61-1（せんげん台駅）

弥生町4-44（越谷駅）

南越谷1-11-4（南越谷（新越谷）駅）

千間台西5-3-58（せんげん台駅）

南越谷1-12-10 イーストサンビル1F（南越谷（新越谷）駅）

通常宿泊料金 ご予約連絡先指定宿泊施設名

住所（最寄り駅） 連 絡 先指定旅行代理店名

谷川温泉　旅館たにがわ
群馬県利根郡みなかみ町谷川524-1
当間高原リゾート　ホテルベルナティオ
新潟県十日町市珠川
戸田家
三重県鳥羽市鳥羽1-24-26

塩原元湯温泉　大出館
栃木県那須塩原市湯本塩原102

伊香保温泉　森秋旅館
群馬県渋川市伊香保町伊香保60

東武観光株式会社
東武トップツアーズ株式会社 せんげん台駅支店
東武トップツアーズ株式会社 越谷駅支店
東武トップツアーズ株式会社 新越谷駅支店
株式会社旅クラブジャパン
東日本旅行社株式会社

※１事業所延べ10名様分まで助成

《 幼児（6歳未満）1,000円 》
レジャー施設…1名様 　　　　　1,000円

ご希望の旅行代理店の
連絡先に

お電話ください

会員確認後（2～3日後）
旅行代理店から
折返し電話が来ます

旅行代理店の
店舗に行く

旅行代理店で
チケット購入

（助成分を差し引いた金額）

希望する施設の
ご予約連絡先に
お電話ください

宿泊施設から
利用券が
郵送されます

利用券を持って
宿泊施設へ

現地で精算
（助成分を差し引いた金額）

お申し込み方法

お申し込み方法

旅行代理店で取り扱っているレジャー施設、宿泊施設なら
どこでもＯＫ♪

●  ● ● 福利厚生施設利用料助成制度のお知らせ ● ●  ●
旅行・行楽をみんなで楽しもう！旅行・行楽をみんなで楽しもう！

※助成予算額に達した時点で、期間内でも受付を終了いたします。

※各旅行会社によって対象施設が異なりますので、事前に必ずお問い合わせください。
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でも、うちの会社
「業務災害補償プラン」に加入して
たから、誠意をもって遺族の方に
対応できたんだよ。

そう
そう

先輩、この前のAさんの労災事故、
損害賠償額が1億円だったらしい
じゃないですか!

会社大丈夫なの?

ボクらが安心して働けるのも
会社が守ってくれてるからだね

ですよネ
!

でも、うちの会社
「業務災害補償プラン」に加入して
たから、誠意をもって遺族の方に
対応できたんだよ。

そう
そう

そうなんですか…だから会社の
経営が悪化しなかったんですね。

よか
った～

遺族の方も今後の生活の
見通しがついたって、
感謝してくれたよ。

全 国 商 工 会 議 所

多様化・複雑化の傾向にある
「労災事故」から会員企業も
従業員もお守りします。

●全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な保険料
（一般加入と比べ約半額の掛金水準）
●労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
政府労災保険への加入が必要です。
（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります）
●契約は無記名式。
　短期間労働者やパート・アルバイト、派遣社員等も包括補償
●掛金は売上高と業種で算出、掛金は全額損金算入可能
●「健康経営優良法人」に認定された事業者に対し、
　通常の割引後にさらに5%の上乗せ割引を適用

 あなたの会社が
「業務災害補償プラン」に加入していれば!

会員企業には…

従業員には…

資金繰りに影響を与えること無く、
高額な損害賠償金が支払い可能に!

短期間労働者、パート・アルバイト、派遣社員等
非正規雇用労働者でも包括補償で安心!

業務災害補償
プラン

企業防衛の決定版!

おかげさ
まで

8万件
突破

●一部の商工会議所では、本プランを取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。●本内容は業務災害補償プランの概要を示したものです。詳細は引受保険
会社の約款、パンフレットでご確認ください。●お見積り、ご加入手続きは引受損害保険会社にお問い合わせください。※本広告は、日本商工会議所が有限会社石垣サービスの協力のもと制作したものです。

商工会議所では、本プランのほかにも会員事業所従業員の福利厚生の充実を目的とした「生命共済制度」「特定退職金共済制度」など、各種共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

発生

増加

厳格化

増加
うつ病による自殺、
過労死などによる
労災認定件数が

短期間労働者、パート・
アルバイト、派遣社員等
非正規雇用労働者の

1億円を超える
高額な賠償事例が

2014年
労働安全衛生法改正で
企業の安全配慮義務の

ボクらが安心して働けるのも
会社が守ってくれてる会社が守ってくれてるからだね

ですよネ
!

東京海上日動火災保険株式会社　損害保険ジャパン日本興亜株式会社　三井住友海上火災保険株式会社　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
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お 問 い 合 わ せ 先

引 受 損 害 保 険 会 社

商工会議所名簿日本商工会議所
制 度 運 営

https://hoken.jcci.or.jp
商 工 会 議 所 の 保 険 制 度 H P

越谷商工会議所
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でも、うちの会社
「業務災害補償プラン」に加入して
たから、誠意をもって遺族の方に
対応できたんだよ。

そう
そう

先輩、この前のAさんの労災事故、
損害賠償額が1億円だったらしい
じゃないですか!

会社大丈夫なの?

ボクらが安心して働けるのも
会社が守ってくれてるからだね

ですよネ
!

そうなんですか…だから会社の
経営が悪化しなかったんですね。

よか
った～

遺族の方も今後の生活の
見通しがついたって、
感謝してくれたよ。

全 国 商 工 会 議 所

多様化・複雑化の傾向にある
「労災事故」から会員企業も
従業員もお守りします。

●全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な保険料
（一般加入と比べ約半額の掛金水準）
●労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
政府労災保険への加入が必要です。
（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります）
●契約は無記名式。
　短期間労働者やパート・アルバイト、派遣社員等も包括補償
●掛金は売上高と業種で算出、掛金は全額損金算入可能
●「健康経営優良法人」に認定された事業者に対し、
　通常の割引後にさらに5%の上乗せ割引を適用

 あなたの会社が
「業務災害補償プラン」に加入していれば!

会員企業には…

従業員には…

資金繰りに影響を与えること無く、
高額な損害賠償金が支払い可能に!

短期間労働者、パート・アルバイト、派遣社員等
非正規雇用労働者でも包括補償で安心!

業務災害補償
プラン

企業防衛の決定版!

おかげさ
まで

8万件
突破

●一部の商工会議所では、本プランを取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。●本内容は業務災害補償プランの概要を示したものです。詳細は引受保険
会社の約款、パンフレットでご確認ください。●お見積り、ご加入手続きは引受損害保険会社にお問い合わせください。※本広告は、日本商工会議所が有限会社石垣サービスの協力のもと制作したものです。

商工会議所では、本プランのほかにも会員事業所従業員の福利厚生の充実を目的とした「生命共済制度」「特定退職金共済制度」など、各種共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。
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増加

厳格化

増加
うつ病による自殺、
過労死などによる
労災認定件数が

短期間労働者、パート・
アルバイト、派遣社員等
非正規雇用労働者の

1億円を超える
高額な賠償事例が

2014年
労働安全衛生法改正で
企業の安全配慮義務の

東京海上日動火災保険株式会社　損害保険ジャパン日本興亜株式会社　三井住友海上火災保険株式会社　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

各地商工会議所
お 問 い 合 わ せ 先

引 受 損 害 保 険 会 社

商工会議所名簿日本商工会議所
制 度 運 営

https://hoken.jcci.or.jp
商 工 会 議 所 の 保 険 制 度 H P

FI－KA
税理士法人山本税理士事務所
杉本興業
（株）エフティグループ
Eサービス
（同）ドリームグロウ
ハートファミリー歯科越谷
（有）加藤商事
村川電気工業（株）
（株）西本商事
東埼玉ホーム（株）カーブス蒲生店
（株）フィールド・エス
徳創国際（株）
山田
（株）Sun's
ラーメン二郎越谷店
ティーエム・ソレイユせんげん台営業所
セントラルスポーツ（株）セントラルウェルネスクラブ越谷
（株）Kアビリティ
光泉
西原
NY企画（有）
越谷　KAJI　整骨院
（株）ジャパンフォーシーズンズ
馬場測量登記事務所
やよい軒　越谷神明町店
ジャーハン　蒲生旭町店

赤山町
千間台東
東大沢
中央区日本橋蛎殻町
下間久里
登戸町
東越谷
東大沢
レイクタウン
川柳町
蒲生寿町
三野宮
船渡
花田
新越谷
越ケ谷
千間台東
瓦曽根
南越谷
千間台西
蒲生愛宕町
南町
越ケ谷
東越谷
下間久里
神明町
蒲生旭町

飲食業（スウェーデンカフェ・バー）
税理士業
足場工事
情報通信業、インターネット事業、環境事業
便利業（清掃業他）
ソフトウェア開発、販売
歯科医療
一般廃棄物収集運搬業
電気設備
一般廃棄物収集運搬
女性専用フィットネスクラブ
繊維製品の製造販売
国際配送、国内物流、国際貿易
一般建築業
総合学習塾、保育事業、スポーツクラブ
飲食業（ラーメン屋）
保険代理店
会員制スポーツクラブ運営
土木工事業（基礎工事他）
コンサルタント業
コンサルティング業
空調工事
整骨院
ゼロミッションを目的としたバイオ商材の販売
測量・土地建物の表題登記
飲食業（定食屋）
飲食業（インド・ネパール料理店）

代表者氏名 住　所 業　種
市川　　望
山本　敦亮
杉本　充宏
石田　　誠
海老名　貢
中野　洋一
三門　雅倫
加藤　　宏
村川　周一
矢野　道江
大嶋　啓市
菅原　　昇
朴　　仁浩
山田　　勇
植竹　清文
青木　　実
遠藤　和博
常田　　篤
秋田　一彦
工藤　一彦
西原　寛治
中島　直司
梶谷　光孝
本澤　　武
馬場　清彦
髙橋　美加
BOHORA NABIN

（順不同・敬称略）平成31年度4月にご加入いただいた27社の皆様です。 ※4月末会員数　5,029事業所

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
♪

♪

　元号が「令和」になって１ヶ月経ち、

初めは少し違和感があったかもしれ

ませんが、そろそろ浸透してくる頃で

しょうか。私は４月から担当する事業

が変わり、新たに会報編集を担当す

ることとなりました。会報の記事を集めることや、

「輝く越谷人」の記事の作成等しているのですが、

私の文章力の無さや会報を作る難しさを日々痛感し

ております。今はまだ前任がしていたことを引き継ぐ

だけになっていますが、もう少し慣れてきたら、自分

のオリジナリティが出せるよう努力していきますの

でよろしくお願いします。

　さて、私が４月から担当となった事業の中で、

福利厚生施設利用料助成事業というものがありま

す。簡単に言うと、会員事業所の事業主、役員、

従業員とその家族を対象に、宿泊施設やレジャー施

設を安く利用できる事業になっています。実は、今

年度から利用方法を大幅にリニューアルして、昨年

度よりも多くの会員の皆様にとって利用しやすく

なっています。詳しくは９ページのお知らせを見て

頂ければと思いますが、旅行代理店が取り扱ってい

れば、有名なテーマパークや宿泊施設にも利用する

ことが出来ます。普段、商工会議所の会員にはなっ

ているけれども、中々利用する機会

がないという方がいると思います

が、是非この機会に商工会議所の事

業を利用してみてください。

総務課　主事　西口　賢

事業所名 所属部会
環境衛生業部会
サービス業部会
建設業部会
サービス業部会
サービス業部会
サービス業部会
環境衛生業部会
サービス業部会
建設業部会
サービス業部会
サービス業部会
工業部会
サービス業部会
建設業部会
サービス業部会
環境衛生業部会
サービス業部会
サービス業部会
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
建設業部会
環境衛生業部会
環境衛生業部会

紹介

川浦　雄介
　はじめまして、川浦雄介と申します。茨城県出身です。特技は口笛ですが、休日は野球に
勤しんでおります。早く仕事や環境に慣れ、会員の皆様のお力になれるよう努めてまいりま
すので、よろしくお願いいたします。

（令和元年5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）
かわうら ゆうすけ

越谷商工会議所
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き取りができない体制となっています。

また、院内に置ききれない分に関しては専門の外部

倉庫へ保管します。契約している倉庫会社とは個人情

報保護に関する契約も交わしています。さらに倉庫の

管理体制について監査を行うこともあります。

質的管理（監査）とは、診療記録の内容について監

査することを指します。例えば必要事項の記載が漏れ

ていたり、所定とは違う場所に記録されている時は記

録者に修正を依頼します。また、記録の不足や誤った

情報が記入されている場合も修正が必要になります。

次に診療する際に誤った情報をもとに診療が行われな

いように監査を行っています。会議などで注意喚起を

したり記入法について指導していくこともあります。

 ～電子カルテの普及とその管理～
近年、電子カルテを導入する病院が増えています。

電子カルテを使用すれば紙媒体の情報はなくなるの

ではないか、と思われる方も多いのですが、過去の紙

カルテはもちろんのこと電子カルテ導入後も紙媒体と

して保管していくものがあります。主に患者様から記

入いただいた同意書やシステム上移行できなかったも

の等がそれに当たります。よって今後は紙媒体、電子

媒体両方の管理が求められます。

しかし、どちらも情報管理としての目的は同じです。

診療情報を適切に管理することで、誰が、いつ、ど

の患者様を診療する時でもそれ以前に得た情報を活用

し、より安全により良い診療をできるようにすること

が大きな目的の1つです。今後、電子化による地域医

療連携により病院間での情報共有が行われるようにな

ればその効果はさらに大きいものとなるはずです。

情報管理をしっかり行い、患者様には安心して診療

を受けていただきたいと思います。

今回は診療情報管理についてお話ししたいと思い

ます。

～診療情報管理士について～
「診療情報管理士」についてご存知の方はほとんど

いないかと思います。医療従事者の中でも知らない方

が多いのが現状です。

病院といえば、医師、看護師、薬剤師、検査技師、

医療事務等々、様々な職種を思い浮かべると思います

が、そのほとんどが普段患者様と接する機会のある職

種です。反面、診療情報管理士とは、患者様と接する

ことがない裏方の仕事となります。

そんな診療情報管理士の主な仕事の中でも患者様と

関連があるものに「診療情報の管理」があります。診

療情報とは診療の中で得た患者様の情報のことです。

検査結果、アレルギー情報や既往歴、医師の所見、患

者様の訴え、保険情報等すべての情報が対象となりま

す。その数は1人の患者様だけでも膨大なものになり

ます。そのすべての情報は1患者1IDで統括し、診療情

報管理士によって把握管理されています。

～診療情報管理と個人情報の取り扱い～
診療情報の管理は、物理的、質的両面において行い

ます。

物理的とはその言葉通りカルテ等、物の管理になり

ます。患者様ごとにファイリングをし、診療情報管理

室にて中央管理を行います。この部屋は外部の人間は

入室できない場所になります。過去のカルテを管理室

から持ち出す場合には、貸出書を記入するルールが

あったりと、管理室からの持ち出しに関して厳格に管

理されています。

当院では2017年に導入した電子カルテにおいて

も、個人情報の持ち出しができないようにデータの抜

病院の情報管理について

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　診療情報管理士　斉藤　翼
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◇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

　宮崎市に本部を置く「生活協同組合(生協)コープみや

ざき」という生協スーパーがある。設立は1973年、「宮崎

市民生活協同組合」として、当初は690人の組合員でス

タートした。設立の翌年の売上高は1億円弱、組合員数は

1600人であったが、その後はほぼ一貫して業績を右肩上

がりに伸ばし、2017年度は、売上高300億円、組合員数

25万人にまで拡大している。

　スタート当初は牛乳などの共同購入のみであったが、

1988年には、組合員の要望が強かった店舗を開店し、今

や宮崎県内全域に15店舗を構える。そればかりか、宮崎

県内の世帯加入率も53％に上り、宮崎県民にとって、なく

てはならない生活支援施設になっている。

　全国各地の生協スーパーだけではなく、全国規模の大

型スーパーであっても、この45年間は出店・退店を繰り返

してきたが、コープみやざきは、退店が1店舗もないとい

う優等生である。

　その最大の要因は、設立者であり顧客である組合員の

幸せ・満足度向上のため、コープみやざきの役職員が、こ

の間、基本スローガンを胸に全社一丸となって、“良いお

店づくり”にまい進してきたことである。

　基本スローガンの内容は「“私たちの供給する商品を中

心に家族のだんらんがはずむこと”をめざします」である。

このスローガンに基づき、実施されている施策の一つが、

組合員から提出される「よくするカード」「よかったよカー

ド」である。その提出枚数は、年間なんと８万枚以上だと

いう。加えて言えば、そのカードに書かれた提案が、ことご

とくお店づくり・品ぞろえなどに生かされているというから

すごい。

　また、コープみやざきでは、利用者満足度調査を実施し

ているが、最新のデータで、その満足度は92.6％となって

いる。さらに、全国の生協店舗利用者に対し、「生協総合

研究所」が顧客満足度を調査しているが、その満足度も

他の生協に比べ抜きんでて高くなっている。

　その理由は、職員満足度を高めるため、役員・幹部職員

が、組合員に良いサービス・良い商品を提供するための

行動を実践してきたからである。例えば、全職員を実質定

年なしの無期雇用とし、一人一人の職員の生きがいと働

きがいを重視した労務施策を講じている。

　そのためか、コープみやざきには70歳を超えた社員が

現在29人もいるという。こうしたこともあり、コープみやざ

きの職員の意識も極めて高く、結果として顧客満足度も非

常に高いのである。

宮崎県内でなくてはならない存在となった
コープみやざき

人を大切にする経営学会　会長　坂本 光司

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 Free Wi-Fiを設置しました！
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いつも会報や商工会議所事業に対して貴重なご意見ありがとうございます。会報担当になり約１ヶ月
経ちましたが、クロスワードパズルの応募はがきを見ていると、「～を楽しみに読んでいます」や「～を
利用して良かった」等のご意見を頂きます。また、厳しいご意見を頂くこともございます。このようなご意
見をそれぞれ担当にフィードバックさせ、より良い商工会議所になっていけるよう努力していきます。

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！

令和元年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 このクローバーを見つけたらラッキー
3日本一の山
5水の力を使って回す原動機
7意気投合することを〇〇が合う
9初期消火で使用する器具
11 蚕がつくる〇〇
12 ウルトラ〇〇、スーパー〇〇、スポーツ〇〇
13 読めないとＫＹって言われちゃう
14 その時々の値段

1 野党 ⇔ ？
2 乗合自動車って何のこと？
3 竹にも、指にもあります
4 車などを持ちあげる工具
6 〇〇〇〇の目を抜く
8 霧で有名な北海道の「〇〇〇〇湖」
10 日本語はカタカナ、ひらがな、と？
11 開演と共に上がる

1

5

7

D

C

E

A B

B

C D E

11

1413

12

6

3

9

8

2 4

◎ 5月号のクロスワードパズルの答えは「ヒツマブシ」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。

編集後記

10

A

日本中をオリジナリティ溢れるキャラ弁で
笑わせ、何があっても変わらない母の愛で
泣かせたエッセイの待望の映画化。主演の
篠原涼子が母親役、反抗期の高校生役を芳
根京子が演じ、八丈島の雄大な自然の中で
の暮らしをユーモラスに生き生きと描く。
©「今日も嫌がらせ弁当」製作委員会

公 開
6/7 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
6/28 金

人生を変えたいと願う貧しい青年アラジン、自由
を求める王女ジャスミン、そして“３つの願い”を
叶えることができる“ランプの魔人”ジーニー。
この運命の出会いによって、彼らは“本当の願
い”を叶えることができるのか？ 胸躍る冒険と真
実の愛を描いた究極のエンターテイメント。
© 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
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（電話受付時間／平日9：00～17：00）
〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町14-22越谷駅東口徒歩2分 市役所前中央通り沿い
越谷支店 0120-658-121

こんなお悩みをお持ちの方へ

個別相談のご案内

相続対策
遺 言

・事業承継の対策が今一つわからない
・相談しようと思ってもなかなか機会がない
・財産を多く遺したい人がいる

随時ご相談を受け付けております。お電話または窓口までお問い合わせください。

予約制・相談無料
予約制・相談無料

出張相談も
承ります。
出張相談も
承ります。

550-19-001

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／令和元年6月1日

掛金は月1,000円から　  　　  掛金月額は1,000円～70,000円まで設定できます（500円単位）。
高い節税効果！　　　　　 　  掛金全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除ができます。
満期・満額はありません。 　　　共済金は主に退職・廃業時に請求できます。
共済金の受取は、一括では「退職所得扱い」、分割では「公的年金等の雑所得扱い」となります。

経営者の退職金 小規模企業共済制度  ～退職後のゆとりある生活のために～

「もしも」の時の資金調達 経営セーフティ共済 （中小企業倒産防止共済制度）

掛金は月5,000円から
高い節税効果！
最高8,000万円まで借入可能

借入は無担保・無保証！
解約手当金を受け取れます！

掛金月額は5,000円～200,000円まで設定できます（1,000円単位）。
掛金は税法上、損金（法人）または必要経費（個人事業）に算入できます。

共済金貸付額の上限額は 「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金
総額の10倍に相当する額（最高8,000万円）」 のいずれか少ない額です。

自己都合の解約でも掛金を12ヵ月以上納めていれば掛金総額の8割以
上、40ヵ月以上納めていれば掛金全額が戻ります。

〈問合せ〉　　越谷商工会議所　企業支援課又は、独立行政法人中小企業基盤整備機構（http://www.smrj.go.jp/kyosai/） 
　　　　　　共済相談室・コールセンター　TEL : 050-5541-7171

取引先の突然の倒産が原因で経営悪化の危機に直面したときに貸付けを受けられる共済制度です。

個人事業主（共同経営者を含む）や会社等の役員の方が事業をやめたり退職した場合に、
生活の安定や事業の再建を図るための資金を積み立てて準備する共済制度です。

安心経営  賢い節税

ポイント

ポイント


