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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

記帳継続指導並びに年末調整指導のお知らせ
「働き方改革関連法」対応　巡回・個別相談会＆セミナーのご案内
医療法人道心会 埼玉東部循環器病院 提供 「生活習慣病のひとつ、下肢閉塞性動脈硬化症とは？」
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林泉寺 駒止めの槇

鷹狩りの　家康休息　駒止めの槇
　鷹狩りに来た家康が休憩したという伝説があるのは、増林の林泉

寺です。越谷御殿は、今の御殿町に移る前に、増林にあったという言

い伝えが残っています。増林のどこにあったかについては、市内で一

番新しい小学校である城ノ上小学校のあたりという説と林泉寺のあ

たりという説の二説があり、どちらだという明白な証拠はありません。

　林泉寺には家康が乗ってきた馬をつないだという槇とか、清水を飲

んだという権現井戸の伝説があり、御殿を表す境界石かも知れない

「御殿境内」と刻まれた石柱があります。

　林泉寺は寺伝によると永仁五年（１２９７年＝鎌倉後期）に開創した

とされており、鎌倉時代の埼玉県指定文化財である正観音菩薩坐像

と市の指定文化財である阿弥陀如来立像の二体があります。

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
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株式会社新興運送

無料相談／12月・1月の予定一覧

お知らせ

報告

会員紹介コーナー

「生活習慣病のひとつ、下肢閉塞性動脈硬化症とは？」

「社員をトコトン大切にするシンコーメタリコン」

新入会員紹介／ LOBO調査

パズル／今月のおすすめ映画／編集後記



〈今月の表 紙〉

加地 昭俊 氏

株式会社新興運送

KOSHIGAYA-B I TO

代表取締役

今年の10月31日（木）に令和元年自

動車関係功労者大臣表彰が行われ、

受賞者の一人に（株）新興運送 代表

取締役の加地昭俊さんが選ばれまし

た。自動車関係功労者大臣表彰は、自

動車関係事業に多年にわたり精励さ

れ、功績顕著である方に贈られます。

受賞された加地昭俊さんにお話を伺

いました。

新興運送は、1962年に先代の加地

俊作さんが越谷市大沢で創業しまし

た。元々愛媛県に住んでいましたが、

段ボール輸送の仕事をきっかけに埼

玉県へ移住。その後、俊作さんが65

歳の時、息子の昭俊さん（当時38歳）

が会社を引き継ぎ、社長に就任しまし

た。昭俊さんは当時、段ボール輸送が

手積み手降ろしの重労働だったため、

嫌で仕方なかったそうです。その為、

他にも様々な事業を展開していました

がバブルが崩壊し、新興運送は経営

の危機に瀕します。昭俊さんはそれを

きっかけに原点へ立ち戻り、段ボール

輸送や競合他社が容易に手を出せな

いような仕事を引き受けるようにしま

した。結果、今まで嫌だと思っていた

仕事を突き詰めたことでいつしかそれ

が得意な仕事になり、会社の強みと

なっていきました。

競合他社が容易に手を出せない業

務の一つに、動物運搬サービスがあり

ます。今までにシャチや象、キリン等

を輸送してきました。シャチは1頭約

5tあり、水族館の水槽から輸送用の水

槽に移動する際にクレーンで吊り上げ

る必要があります。その為、クレーンを

どこに入れて、どう運べば一番安全に

輸送できるかまですべて検討し、提案

しています。昭俊さんは顧客の要望に

応えるために考え、提案していくこと

にやりがいを感じているそうです。

新興運送は、1992年に同社を含む

4社で越谷輸送協同組合を設立しまし

た。現在は越谷市平方と吉川市に保管

倉庫を設けています。越谷輸送協同組

合が「越谷ブランド」として様々な物流

の拠点となるよう取り組んでいます。

上述した取り組みの中には、昭俊さ

んが考えるいくつかの経営理念がもと

にあります。1つは、「不存在デメリッ

ト企業を目指す」という考えです。不

存在デメリット企業とは、顧客の受注

や商品の運搬等の物流業務の一端を

担い、その企業なくして仕事が成り立

たないくらいの業務を担っている企業

の事を言います。そのような業務を任

されるほど顧客から信頼を得る為に

は少なくとも5～10年はかかります

が、信頼を得た時、顧客から選ばれる

企業となります。

もう1つの理念は「営業戦略より人

材戦略」。新規顧客獲得や売上向上

よりも、人材確保や人材の定着を重視

するという考えです。新興運送では、

65歳を定年としていますが、希望があ

れば給料をそのままに70歳まで働く

ことが出来るそうです。

昭俊さんは大変な時や辛いことが

あった時、倫理法人会での取り組み

や、滝口長太郎作の「打つ手は無限」

の詩を読み、励ましを得ているそうで

す。どんなに苦しい時でも、まだまだ

打つ手があるはずという考えを基本に

今まで取り組んできました。今回お話

を伺い、どんなことにもめげずに目の

前の事に取り組んできた昭俊さんだか

らこそ、日本の物流に貢献し、今回の

自動車関係功労者大臣表彰に繋がっ

たのだと感じました。

【会社情報】
●創業　　　1962年
●事業内容 貨物運送事業
●所在地　　越谷市船渡 1381-1
●電話　　　048-976-0001

プロフィール
趣味：読書、ゴルフ

越谷商工会議所
サービス業部会長

令和元年自動車関係功労者大臣表彰式 滝口 長太郎作「打つ手は無限」
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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

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

日本政策金融公庫の担当者による個別相談会です。
●日　時　12月5日（木）10：00～12：00
　　　　　1月9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 12月6日、12月20日、1月10日、1月17日 ※全て金曜日
　　　　 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18日（水）、1月15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

7日
8日
20日
21日
21日

23日
24日
30日

(火)
(水)
(月)
(火)
(火)

(木)
(金)
(木)

年末調整個別指導会（9日(木)、10日(金)、14日(火)）
新春賀詞交歓会
建設業部会 新年会（幹事・議員懇談会）
女性会 講演会・新年会
商業・環境衛生・サービス業部会、越谷市商店会連合会
合同新春講演会・合同新年会
こしがやバル（～24日(金)）
第４回縁活パーティー
工業部会 第23回埼玉東部工業展視察

2日
4日
5日
5日
6日
9日
10日

19日
23日
23日

(月)
(水)
(木)
(木)
(金)
(月)
(火)

(木)
(月)
(月)

工業部会 第７回正副部会長会議
環境衛生業部会 役員会・親睦会
サービス業部会 幹事会・親睦会
青色申告決算説明会
正副会頭会議
工業部会 第3回議員会
女性会 執行部会、事業・広報委員会、
産業フェスタ反省会
常議員会
女性会 講習会（生け花教室）
年末調整個別指導会（～25日(水)）

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

令和元年12月28日（土）～令和2年1月5日（日）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

2019年12月～2020年1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

㈱マネーフォワード事業推進本部
内田　健太氏

30名
無料

越谷産業会館
多目的ホール

12月3日（火）
14：00～16：00 マネーフォワードクラウド会計活用セミナー

三菱UFJ銀行国際業務部部長
石橋　克之氏

30名
無料

越谷産業会館
多目的ホール

12月5日（木）
16：00～17：30

三菱UFJ銀行越谷支店共催
中国経済の動向と展望について  ～激動する中国情勢をひも解く～

人事最適化コンサルタント
アクシーズ合同会社代表
田原　玲美氏

50名
無料

越谷産業会館
集会室

12月4日（水）
14：00～16：00 人手不足を諦めない！ちいさな会社の人材確保法

関東信越税理士会越谷支部
税理士

150名
無料

越谷コミュニティセンター
小ホール

12月5日（木）
14：00～16：00

青色決算説明会
～決算書作成の注意点、青色申告特別控除の説明等～

中小企業診断士
秋島　一雄氏

20名
無料

越谷産業会館
多目的ホール

12月10日（火）
13：30～16：30

目からウロコの営業力向上セミナー
～消費税軽減税率・価格転嫁対策～

NPO法人スマートワーク
社会保険労務士
神成　和美氏

50名
無料

越谷産業会館
集会室

12月11日（水）
14：00～16：00
※終了後、個別相談会（予約制）

働き方改革対応セミナー
第4回　職場のハラスメント対応策  ～セクハラ・パワハラの防止～

記帳継続指導並びに年末調整指導のお知らせ

令和元年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。

●開催日　12月23日（月）、24日（火）、25日（水）
　　　　 １月7日（火）、9日（木）、10日（金）、14日（火）
●時　間　9：00～11：30、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
●お持ちいただくもの
・平成31年1月～令和元年12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

●日　時　令和2年2月27日(木)　14：00～18：00
●会　場　東部地域振興ふれあい拠点施設
　　　　  『ふれあいキューブ』(春日部市南1-1-7)
●定　数　概ね40社（先着順）
●期　限　令和2年1月17日(金) ※定数に達し次第締切ります
●条　件 ・当所の会員企業であること
　　　　 ・発注企業の発注案件に対して積極的・具体的な
　　　　　 提案のできる企業

申込書・詳細等は特設HP(埼玉県東部地域ビジネスマッチ
ングフェア2020で検索)をご確認ください。

●問合せ　春日部商工会議所　担当：小柳
　　　　　☎048-763-1122　FAX 048-763-1127
　　　　　メール koyanagi@kasukabe-cci.or.jp

埼玉県東部地域ビジネスマッチングフェア2020( 春日部周辺地域商談会 )
受注側参加企業募集のお知らせ

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。

日本弁理士会関東会弁理士
桂田　健志氏

36名
無料

越谷産業会館
多目的ホール

１2月13日（金）
14：00～16：00

知的財産セミナー2019 「ビジネスに役立つ知的財産権」

株式会社はぴっく
「しかける販促マン」代表取締役
眞喜屋　実行氏

60名
無料

越谷産業会館
集会室

１2月12日（木）
14：00～16：00

消費税引き上げを乗り切る！
お金をかけずに宣伝する方法「クチコミ」
クチコミは「運」ではない　「仕掛け」だ

元競泳日本代表
スポーツコメンテーター
星　奈津美氏

60名
無料

越谷産業会館
集会室

１月21日（火）
17：00～18：30

新春講演会
「競泳から学んだチームワークとモチベーションアップ」
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お 知 ら せ

「働き方改革関連法」対応　巡回・個別相談会＆セミナーのご案内

越谷商工会議所は、社会保険労務士で組織されたNPO法人スマートワークと提携し、働き方改革について無料の巡
回・個別相談会を実施しております。相談内容の秘密は厳守いたしますので、安心してお申込みください。
また、セミナーを全4回シリーズで開催しております。事業主の皆さまや総務ご担当の皆さまはもちろん、どなたでもご
遠慮なくお申し込みください。

＜巡回相談＞　※12月末まで
●申込み 越谷商工会議所 企業支援課（担当:小梶）または、
　　　　 越谷商工会議所ホームページ掲載の相談申込書
　　　　 にご記入のうえFAX
　　　　 ※申込み受付後、担当の社会保険労務士より訪
　　　　　 問日時についてご連絡を差し上げます。

＜個別相談会＞
●日　時　12月5日（木）
　　　　 ①13：30～、②14：30～、③15：30～からお選び
　　　　 ください。　※ご相談が1時間を超える場合には
　　　　 巡回相談とさせていただく可能性がございます。
●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（担当:小梶）または、
　　　　 越谷商工会議所ホームページ掲載の相談申込書
　　　　 にご記入のうえFAX

＜セミナー＞
越谷商工会議所ホームページをご覧ください。
※第4回（12/11開催）のチラシは11月号の会報に同封いた
　しました。ご入用の際は越谷商工会議所へお問い合わせ
　ください。

働き方改革、あなたの会社は大丈夫？
◆ 年次有給休暇はちゃんと取得させていますか
◆ 就業規則の条文は加筆・修正しましたか
◆ 時間外労働はお金だけ支払えば良いと思っていませんか
◆ パートタイマーの待遇は大丈夫ですか
◆ 従業員は会社の進む方向を理解していますか
◆ “いきいき”“のびのび”と働いていますか

少しでも気になることがございましたら、お気軽に巡回相
談・個別相談会をご利用ください。

中小企業事業主の皆さまへ

働き方改革関連法改正で労務管理が極めて重要になってきています。知らないでは済まされません！ 早めの備えを！！

「こしがやバル」 開催します。あなたのお気に入りのお店を見つけてみませんか？

越谷駅東口周辺の飲食店を「食べて、飲んで、楽しんで」まちなかをめぐっていただく食べ・飲み歩きイベントです。
　当日は、各店自慢のバル特別メニュー（１フード＋１ドリンク）をご用意しています。12月中旬から、“バルパスポート”（バル
メニューを購入することが出来るチケット）を販売します。バルパスポートは、お得な限定割引券（2,000円※数量限定）と通
常券（2,１00円）がありますので、事前のご購入が断然おススメです！
バルパスポートや参加店舗についてなどの詳細は、HP（http://koshigaya-chuoshoutenkai.jp/koshigayabar2019）

をご覧いただくか、こしがやバル事務局・越谷商工会議所（担当：澤田、萩原）までお問い合わせください。

第5回　こしがやバル イキツケ探し　1月23日（木） 24日（金）開催決定

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

6



☎ 048-966-6111越谷商工会議所へのお問い合わせは

報 告

　仕事にプライベートに充実した輝く女性の皆さんを応援したい！との思い
で今年度もセミナー＆交流会を下記の日程で開催し、延べ45名の方にご参
加いただきました。

●第一回　8/26「メンタルヘルスセミナー」（講師　角本紗緒理氏）　
　自分や相手の性格のタイプやタイプ別のコミュニケーションを知るワーク
を通してよりよい人間関係の築き方を学びました。
●第二回　9/18「整理術セミナー」（講師　今蔵ゆかり氏）　
　自分の行動習慣を把握して、取捨選択をする方法やデスク周りを整理す
るコツなど具体例を交えて学びました。
●第三回　10/10「キャリアデザインセミナー」（講師　柳澤美由紀氏）　
　未来予想図を作成しながら本当にやりたいこととその資金源も一緒に考
え、実践できる資産づくりのコツを学びました。

　セミナーは、毎回グループワークを行い意見のシェアを行うなどセミナー
内でもコミュニケーションをはかることのできる内容でした。セミナー終了
後の交流会では、和やかな雰囲気でお茶とお菓子を楽しんでいただきまし
た。ご参加いただきました皆さま、有難うございました！

働く女性の応援プロジェクト「キラキャリing!」魅力度アップセミナーを開催しました

　建設業部会は11月7日(木)、越谷産業会館で「人手不足時代到来！選ば
れる中小建設会社になるための人材採用・育成セミナー」を開催し、38名
の方が参加されました。今回は、社会保険労務士でコーチング事業法人の
代表でもある吉川直子氏を講師としてお招きし、人手不足時代において選
ばれる会社になるために必要な人材採用・育成についてご講演をいただき
ました。
　講演では、中小企業を取り巻く採用環境についてご説明をいただいた
後、自社にあった人材を採用する方法・中小企業における人材採用につい
て事例を交えてご紹介いただきました。建設業界が直面する人手不足の解
決方法を考えていく上で、ためになる有意義な講演会となりました。

建設業部会　講演会を開催しました
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会員紹介コーナー

はたらきびとの

月
今 応募頂いた会員の皆様の事業所情報、商品やサービスを

紹介していくコーナーです。

クイーンズイングリッシュスクール
越谷市内のキッズを英語ペラペラにします♪

越谷市大里22-1（大袋校）　越谷市蒲生寿町14-35（蒲生校）
☎ 048-975-8982
平日13:00～21:00  土曜日10:30～17:00（大袋校のみ）
http://www.queenseng.com

リーズナブルかつ質の高い英語教育を目指しています。ネイティブ先生と日
本人先生のきめ細やかなサポート。英検合格者、難関大学合格者多数。英
語をツールに活躍する「未来の大人」に今から教育の投資をしませんか？

Comment

住 所

営業時間
URL

株式会社 柿沼人形
江戸木目込人形の製造・販売をしています

越谷市新越谷1-21-11
☎ 048-964-7877
10:00～17:00
http://www.kakinuma-ningyo.com

経済産業大臣指定の伝統的工芸品「江戸木目込人形」を製造販売し
ています。優美な雛人形や勇ましい五月人形、愛らしい招き猫等多数
取り揃えております。広々店内でゆったりお選びいただけます。

Comment

住 所

営業時間
URL

会員同士でバトンを繋ぐ！ 会員PRリレー
商工会議所の会員の方から、その方の知人・友人の商工会議所会員をリレー形式で紹介するコーナーです。

炉端 番や

宮城仙台発祥、本格炉端焼きのお店

次月号は、 「有限会社酒乃こうた」 さんを紹介します！

越谷市南越谷4丁目13番地2 1F
平日 17:00～0:00（L.O 23:00）※火曜定休
日祝 17:00～23:00（L.O 22:00）
https://r.gnavi.co.jp/nh7ztaza0000/

☎ 048-940-5508
住
営

URL

炉端焼きの語源は読んで字のごとく、囲炉裏の端で食事をしたことから
始まります。シンプルに焼くだけという調理法は、素材本来の旨みを最
大限に引き出します。当店では全国の産地よりこだわって仕入れる魚介
や野菜など多数ございます。

店舗は、11月中旬～4月下旬のみ営業。
年末年始を除き無休）

掲載企業募集中！（掲載無料） ●問い合わせ 越谷商工会議所　総務課　西口 nishiguchi@koshigaya-cci.or.jp

8



②下肢動脈エコー（超音波）検査：ゼリーを付けて体表面か
らプローブを当てて観察をします。特にふとももの付け根
から末梢の血管の観察に適しています。
③造影CT検査：点滴で造影剤を注入し、下肢動脈が造影さ
れたところで撮影を行います。腹部から足先の血管の状
態が一度にわかります。造影剤を使用しますので、腎臓機
能が悪い方は相談が必要です。
　当院ではこれらの検査を当日のうちに施行し、診断ができ
るようにしております。

【 入院して行う検査・治療 】
下肢動脈造影検査（カテーテル検査）：
　手首や肘、ふとももの付け根の動脈を局所麻酔し、カテー
テルを挿入し、下肢動脈までカテーテルを近づけて造影を
行います。より詳細な血管情報が得られ、治療方針が決定で
きます。当院では、外来での検査後に行うことが多いため、多
くはカテーテル治療も引き続き行われます。すなわち、狭く
なった血管や閉塞した血管をバルーンで拡張したり、金属の
網でできたステントや人工血管を植え込んだりして、症状を
改善します。

　下肢閉塞性動脈硬化症の予防には、禁煙、食事療法、運
動、ストレスをためないことなどが重要です。また、フットケア
も大切です。動脈硬化が心配な方や気になる症状がある方
は、一度検査を受けてみてはいかがでしょうか？

　長年にわたる悪い生活習慣によって引き起こされるのが
生活習慣病。食事、運動不足、ストレス、喫煙、過度の飲酒な
どの生活習慣の積み重ねが、高血圧、高脂血症、糖尿病、肥
満を引き起こし、脳卒中、狭心症や心筋梗塞などの心臓病、
全身の動脈硬化、がんの原因になります。
　今回は足の血管の動脈硬化、下肢閉塞性動脈硬化症につ
いてお話します。
　下肢閉塞性動脈硬化症、聞きなれない病気かと思われま
すが、これは足の血管が狭くなったり（狭窄）、詰まったり（閉
塞）する病気です。足への血流が悪くなることで、足に栄養や
酸素を十分に送れず、痛みを伴う歩行障害が起きます。歩行
障害は間歇性跛行（はこう）と呼ばれ、歩行や下肢の運動に
より、下肢、特にふくらはぎに疲れ、だるさ、痛み、こむら返り
が起こり、歩行困難になり、10分ほど休むと改善します。症状
はおしりや太ももに生じることもあります。この病気は70歳
以上になると約5％に達するといわれ、比較的高齢者に多い
血管病です。跛行（はこう）は５年の経過で約1/4が歩行障
害の悪化、約10％が血流不足が深刻になる重症下肢虚血
（安静時の痛み、足の潰瘍、壊死）を引き起こす、予断を許さ
ない病気なのです。
　特に喫煙者が下肢閉塞性動脈硬化症になると、非喫煙者
に比べ跛行が約3倍も起こりやすくなります。また、糖尿病の
患者さんは、症状が重症化しやすく、足を切断する率が５～
10倍もアップすると報告されています。さらに、胸に痛みを
生じる狭心症などの冠動脈疾患は約30%、片側の手足が動
かない、ろれつがまわらなくなる脳卒中などの脳血管疾患
は約20％に合併すると言われています。すなわち、下肢閉塞
性動脈硬化症とわかったら、全身の血管の動脈硬化につい
ても検査、治療、予防が必要になるのです。

●検査について
【 外来で行う検査 】
①ABI検査（上腕・足関節血圧比）：両腕と両足の血圧を同時
に測り、比率を出します。通常は足の血圧の方が高いの
で、1.0以上が正常ですが、足の血流が低下すると1.0未
満となり、特に0.9未満では下肢閉塞性動脈硬化症の可能
性が高くなります。

「生活習慣病のひとつ、
下肢閉塞性動脈硬化症とは？」

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　循環器内科 原城 達夫

図　閉塞性動脈硬化症患者の生存率
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確定申告の際は親切に教えてくれますので、大変嬉しく思っています。

地元の話題やイベント等の情報が分かり嬉しいです。
これからも越谷市の活性化を願っています。

「越谷まるこWAON」発行記念特集はとても興味深く読ませていただきました。
カラーも多く、とても見やすかったです。

会  の 員 声

　滋賀県湖南市に、株式会社シンコーメタリコンという中小
企業がある。創業は1933年。主事業は溶射施工という、社
員数86人のモノづくり企業である。
　溶射とは、金属やセラミックスなどを、さまざまな熱源に
より加熱し、溶融またはそれに近い状態にした粒子を物体
（素材）表面に吹き付けて、皮膜を形成する表面改質技術で
ある。分かりやすく言えば、劣化や摩耗しやすい部分には事
前に、劣化や摩耗してしまった部分には事後に溶射し、製品
の安全・安心・信頼性を高めるための施工である。
　縁の下の力持ち的な事業ということもあり目立たないが、
航空機でいえば着陸時に大きな衝撃が加わる車輪部分、橋
など各種インフラ産業、さらには医療機器や自動車産業で
も多用されている。
　同社の強み・特長は、何といっても、創業以来つくり上げ
確保してきた独自の高い開発技術力や製法技術力である
が、近年、同社がとりわけ各界・各層から注目されているの
は、三代目の立石豊社長が就任した1994年以降、愚直一
途に取り組んできた独自の「働き方改革」「楽しみ方改革」に
よるものである。
　同社長が就任した当時、すでに技術的には業界ナンバー
ワンの企業ではあったが、最大の不満・心配は離職率が高
いことであった。ちなみに、当時の離職率は40％に達するこ
ともあり、同社長は、この問題を解決しない限り、未来はな
いと考えたのである。大阪芸術大学出身で、かなりのプラス
思考なこともあって、この25年間、働きがいのある、社員満
足度の高い、そして社員が辞めない楽しい企業づくりを
行ってきた。

　こうした努力が実り、今や社員の離職率は実質ゼロとな
り、そればかりか溶射施工の現場は、いわゆる3K的職場と
いうイメージであるが、事務・現業を問わず、職場は活気に
あふれ、社員全員が自信と誇りに満ちた顔つき・目つきで難
しい仕事に取り組んでいる。
　筆者は、このコーナーでも常々、社長の仕事は「社員のモ
チベーションを高めること」をはじめとする五つであり、それ
以外は全て社員の仕事であると言ってきた。同社長のこの
言動からは、まさに、このことだけに全身全霊を注いできた
ことが分かる。
　同社長が、社員やその家族の幸せづくりのために制度化
したことは「ドリームセブン（7日間連続休暇取得制度）」「イ
クメンファイブ（5日間連続男性育児休暇取得制度）」「スラ
イドワーク勤務（通常の勤務時間帯を都合に合わせて前後
にスライドしながら働く勤務制度）」「誕生日手当（10万円の
現金手渡し）」「スーツ手当（5万円）」「結婚記念日カード（社
長からの手書きのメッセージカードとホテルの食事券）」、そ
して「全額会社負担の海外旅行」など、ここで全てを紹介す
ることが不可能なほど多く、しかもきめ細かい。
　先日、名古屋市内で開催された会合に同社長をお招き
し、こうしたお話をしていただいた。終了後、ある経営者から
「シンコーメタリコンさんは立派な業績を実現しているから
こそ、そうしたことができる。弊社でもそうしたいが、余裕が
ない」という意見があった。そのとき、同社長は「社長さん、
違います。社員をトコトン大切にしようと考え、実践してきた
ら業績が良くなったのです」と語った。

社員をトコトン大切にする
シンコーメタリコン

人を大切にする経営学会　会長　坂本 光司

に学べ業快 進 撃 企

より良い事業にする為、ご意見を参考にさせていただきます！
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カーショップ　CoCo
車買取タイガー
（株）平吹商会
ガレージ　ビジョン
（同）こしらぶ
アルファオート（株）
（株）クイーンズ・ダイアモンド
（株）Rina Transport
（株）早稲田個別
（有）髙雅商会
クオーレ
トータルビューティーサロン・ピュア
越谷健太接骨院
銀行業務検定協会
フクシマ建材販売（株）
（同）PLAN　B
たかはし司法書士事務所
（株）イオン銀行北関東・北信越営業部
eyelashsalon N．
エイトバード
（株）ベストパートナー
（株）ＮＨコ－ポレ－ション
幸　丼丸
SAKAKI
（同）フィットワーク
（株）ツークンフト・ワークス
平田クリーニング

川柳町
新越谷
三野宮
川柳町
東大沢
大道
大里
越ヶ谷
蒲生茜町
神明町
大沢
越ヶ谷
平方南町
新宿区市谷本村町
平方
南荻島
大里
さいたま市大宮区桜木町
草加市高砂
東越谷
南越谷
花田
千間台西
瓦曽根
北越谷
蒲生茜町
大林

自動車売買
自動車売買
中古車販売
自動車販売・整備
介護事業（訪問介護）
自動車販売・修理
英会話スクール
運送業
職業訓練施設
非鉄卸業（スチール）
美容室
美容、ネイル
接骨院
出版、検定事業
建築資材販売
インターネットを使った広告、宣伝のコンサルティング
司法書士業務
金融商品・サービス提供
まつげ美容室
建設業、代行オークション
梱包、軽貨物運送
塗装業
海鮮丼の販売
デザイン（衣類のデザイン、販売）
福祉サービス業、就労継続支援A型
出版メディア政策教育プロデュース セミナープロデュース
クリーニング

代表者氏名 住　所 業　種
渋江玉三郎
瑞野　雅之
平吹　　亮
本間　広治
桑原　裕樹
山田　浩司
大門ゆかり
飯沼　　聖
下安　賢治
堤　　俊之
西森　大介
守谷聖奈子
佐藤　健太
廣瀬　智人
福嶋　康雄
佐川　和成
髙橋　孝雄
佐々木謙介
中澤　良仁
近藤　　駿
田邊　宣廣
野口　英二
児玉　美幸
内野　真吾
河本　　寛
三津田治夫
平田　秋久

（順不同・敬称略）令和元年度10月にご加入いただいた27社の皆様です。 ※10月末会員数　5,064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。

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

LOBO調査 （商工会議所早期景気観測）10月度調査報告

　全産業合計の業況DIは、▲24.1（前月比▲4.1ポイント）でした。根強い消
費者の節約志向が続く中、消費税引上げに伴う駆け込み需要の反動減によ
り、小売業の売上が落ち込みました。また、一部の地域ではラグビーワールド
カップに伴いインバウンドを含む観光需要が好調に推移した一方、台風19
号の影響による旅行客のキャンセルや客足減少、交通網の寸断、生産活動・
物流面への影響を指摘する声も聞かれました。深刻な人手不足や最低賃金
引上げによる人件費の上昇に加え、米中貿易摩擦や世界経済の先行き不透
明感が広く業況の押し下げ要因となっており、中小企業の景況感には鈍さが
見られます。
　先行き見通しDIは、▲26.5（今月比▲2.4ポイント）でした。個人消費の拡
大やインバウンドを含む秋の観光需要拡大への期待感がうかがえます。一
方、消費税引上げの影響や最低賃金を含め人件費の上昇や受注機会の損
失など人手不足の深刻化、原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅
れ、貿易摩擦や世界経済の動向、日韓情勢の行方など不透明感が増す中、
中小企業の業況感は慎重な見方が続きます。

▼ 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。
　　　　　　　　   ※金融機関から振り込まれる場合、手数料は会員様負担となります。

▼ 口座振替の方……令和2年１月15日（水）に引き落としいたしますので、12月下旬に口座振替通知書を郵送いたします。領収証は発行いた
　　　　　　　　　 しませんので、必要な方はお申し出ください。（担当：総務課　川浦）

※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 

越谷商工会議所　会費納入のお願い　令和元年度下期分（令和元年10月～令和２年3月分）
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今年も残り１ヶ月となりました。今年は台風被害が印象に強く、9月の台風15号や10月の19号が甚大な被害

をもたらしました。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

最近は地震や豪雨などの天災が多く、日頃からの備えが重要だと痛感させられます。商工会議所では、事業の

そうしたリスクに対応した保険を取り扱っていますので、検討されている方は一度ご相談下さい。

サラリーマンを辞め、小説家になった満男
（吉岡秀隆）は、娘ユリ（桜田ひより）と二
人暮らし。亡くなった妻の法要で、葛飾の実
家を訪れた満男。法事の後、母・さくら（倍
賞千恵子）と父・博（前田吟）や親戚、付き
合いの長い近所の人々と昔話に花を咲か
す。それは、伯父・寅次郎（渥美清）との
日々。あの寅さんへの想いが蘇る̶̶。

スカイウォーカー家を中心とした壮大な＜
サーガ＞の結末は、“光と闇”のフォースをめ
ぐる最終決戦に託された。祖父ダース・ベイ
ダーの遺志を受け継ぎ、銀河の圧倒的支配者
となったカイロ・レン。伝説のジェダイ、ルー
ク・スカイウォーカーの想いを引き継ぎ、
フォースの力を覚醒させたレイ。壮大なるフィ
ナーレに向けて、カウントダウンは始まった。

公 開
12/20 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

編集後記

©2019 松竹株式会社©2019 ILM and Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

公 開
12/27金

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 上司の下で働く
3 チンする家電
5 結婚したばかりです
6 絵の描き方や技法
8 わずかな差のこと
10 飛行機が離着陸するところ
12 新下関と博多の間にある新幹線の駅
13 漢字には音読みと○○読みがある

1 食わねど高楊枝の人
2 人生の節目の行事＝○○○○葬祭
3 『三匹のこぶた』末っ子の家の素材
4 117に電話して聞きます
7 「報・連・相」の「報」は？
8 シメジ、エリンギ、マツタケなど
9 日本の春を代表する花
11 コレも実力のうち

A B C D E ◎ 11月号のクロスワードパズルの答えは「カツラハマ」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。

1 2 3 4 E

5

6 7

8

C

A 9

10 D 11

12 13 B


