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 国の名勝天然記念物「笹川流れ」
　笹川流れとは、寒川から桑川まで、延長11㎞の海岸の呼び名で、岩の間を盛り上がるように流れる潮流を、
中心地笹川集落の名にちなんで付けられたといいます。国の名勝天然記念物（県立自然公園）に指定されて
おり、「松島はこの美麗ありて此の奇抜なし男鹿もこの奇抜ありて此の美麗なし」と文人、頼山陽の子で詩人、
幕末の志士であった頼三樹三郎が、笹川流れの景観をこう讃えたように無数の様々な奇岩、絶壁、洞窟など
の奇勝が連続してあり、自然が創り出した美しい造形を探勝することができます。
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優良経理担当職員表彰受賞者

功労者表彰受賞の栄に輝く

　平成23年度通常総会は、去る５月23日、「大観荘」
に於いて、村上税務署長様ほか多数のご来賓を迎え、
総数約100名の出席を得て盛会裏に開催されました。
　冒頭齊藤会長より、日頃当法人会の会員皆様の事業
活動に対する支援に対しての感謝の言葉を述べられた
あと、特に今年度は、公益法人化を目指して具体的な
作業の開始や初めての取り組みとして税務研修会の開
催等を予定しているので今後ともご支援ご協力をお願
いしたい旨の挨拶に続き、平成22年度事業報告・収支
決算報告、及び平成23年度事業計画（案）・収支予算
（案）が上程され、慎重審議の結果何れも満場一致で
原案通り承認可決され、次に任期満了に伴う役員改選
に移り、新役員（別記）が選任されました。
　議事終了後、ご来賓祝辞の後、表彰式に移り、昨年
国税局長表彰を受賞された齊藤会長に祝い金、この度
の改選で役員を退任された石山東勝夫・高橋義明・松
本文一の３氏には、永年の功績に対し感謝状と記念品
が贈られました。また、優良経理担当職員表彰として、
会長より４名の方（別記）に表彰状と記念品が授与さ
れました。続いて女性部会長を退任された岩田君子氏
に村上税務署長より感謝状が贈呈されました。
　総会終了後は、記念講演会として「たまにはのんび
り落語でも」と題して、講師の新潟落語会会長の水都
家艶笑氏が巧みな話術により笑い声を交えてなごやか
な雰囲気の口演会が行われ、続いて行われた懇親会で
は、来賓・講師を囲み、会員相互の異業種交流が行わ
れて大いに盛り上がりました。
　なお、平成22年度事業報告・収支決算、平成23年度
事業計画・収支予算については、当法人会ホームペー
ジに掲載されておりますので、ご覧ください。

　平成23年度青年部会及び女性部会の通常総会は、去
る４月14日「大観荘せなみの湯」において、村上税務
署長他多数のご来賓を迎えて開催されました。
　恒例となっている両部会合同の総会開催であり、先
ず青年部会総会に入り、大島青年部会長から「昨年度
初めて単独で租税教育を実施した」ことなどについて
の挨拶があり、議案審議に入り平成22年度事業報告・
収支決算報告、平成23年度事業計画（案）・収支予算
（案）続いて任期満了に伴う役員改選が行われ何れも
満場一致で承認されました。
　引き続き女性部会の総会に入り、岩田部会長より「恒
例の施設慰問の社会貢献活動や視察研修活動等も会員
皆様のご協力で実施できた」旨の挨拶があり、次いで
議案審議に入り、全議案が拍手により承認されました。
総会終了後、記念講演会に入り「税務雑感パートⅡ」
と題して村上税務署長の小川春海氏より講演があり、
出席者一同熱心に耳を傾けました。

平成23年度通常総会開催 青年部･女性部会総会合同開催

（平成23年５月23日選任）
  ～敬称略～　　

社団法人村上法人会役員名簿

役職名 氏　　名 法 人 名 支部名
会　長 齊　藤　　　茂 旭電工㈱ 村　上
副会長 三　原　　　栄 ㈲三栄農産 関　川
同 山　田　在　敬 ㈱ワイテム 荒　川
同 板　垣　一　夫 北越瓦工業㈱ 神　林
同 齋　藤　忠　義 村上信用金庫 村　上
同 今　井　栄　一 ㈱大進建設 村　上
同 横　井　修　次 ㈱横井組 朝　日
同 齋　藤　義　勝 ㈱又助組 山　北
同 山　﨑　秀　雄 ＪＡかみはやし 農　協
理　事 佐　藤　勝　利 ㈱ヤマサ商事 関　川
同 渡　辺　英　一 荒川タクシー㈱ 関　川
同 佐　藤　　　巧 新潟巧測㈱ 荒　川
同 高　橋　幸一郎 まるこう食品㈱ 荒　川
同 山　田　俊治郎 ㈲やまたき 荒　川
同 齋　藤　時　芳 ㈲住吉屋 神　林
同 小　野　　　篤 ㈲小野農機 神　林
同 中　村　行　善 大洋酒造㈱ 村　上
同 加　藤　幹　司 ㈱加藤組 村　上
同 尾　崎　克　博 ㈱大観荘 村　上
同 渋　谷　　　浩 渋谷建設㈱ 朝　日
同 大　田　文　美 ㈱大田電気 朝　日
同 大　滝　秀　夫 ㈲大滝小太郎商店 山　北
同 板　垣　正　徳 ㈱板垣ボーリング 山　北
同 遠　山　忠　宏 ㈱開成 村　上
同 竹　内　伊津子 ㈲千渡里 村　上
監　事 大　滝　徳　蔵 大滝自動車工業㈱ 村　上
同 大　島　康　司 ㈱大島組 神　林

  （順不同・敬称略）　

  おめでとうございました。　

  おめでとうございました。　

石　田　とよ子　　㈱日建重機　　　　
佐　藤　ちあき　　㈲小野農機　　　　
佐　藤　千恵美　　㈱高橋塗装工業所　
瀬　賀　晴　美　　㈱カエツハウス工業

　　○全法連功労者表彰受賞者   
　　　　　　　理 事　　佐　藤　　　巧 氏
　　○県法連功労者表彰受賞者
　　　　　　　監 事　　大　滝　徳　蔵 氏
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署長着任のごあいさつ
村上税務署長　松坂　健二　

　このたびの人事異動により、関東信越国税局総務部
税務相談室から村上税務署長に着任いたしました松坂
でございます。
　私の出身地は山形県でございまして、新潟県内の税
務署勤務は、平成12年の新発田署以来２回目でござい
ます。前任の小川署長同様、よろしくお願い申し上げ
ます。
　はじめに、先般の東日本大震災及び長野県北部を震
源とする地震により被災された皆様に対しまして、心
からお見舞い申し上げます。
　また、この大地震による交通機関や物流網の混乱、
更には電力需要抑制への取組みなどのために、多くの
皆様方がさまざまな影響を受けていると思いますが、
一日も早い復旧・復興を心からお祈り申し上げます。
　社団法人村上法人会の皆様方には、日ごろより法人
会の事業活動を通じまして、税務行政に深いご理解と
多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　社団法人村上法人会は、発足以来、税務行政のよき
理解者として、納税意識の向上、会員企業の健全な発
展と地域社会への貢献等を基本方針に、活発な事業活
動を展開するとともに組織の拡大・強化にも努めてこ
られたと伺っております。これもひとえに、齊藤会長
をはじめ役員の方々の卓越したリーダーシップと会員
の皆様方の熱意によるものと、心から敬意を表する次
第であります。更に、平成24年５月の総会終了後に公
益法人としての認定を受けるための申請を行う予定と

聞いております。税務署といたしましても、できる限
りの協力をさせていただきたいと考えております。
　さて、わが国における税務行政を取り巻く環境は、
少子・高齢化の進展や急速なグローバル化・ＩＴ化に
伴う社会経済の変化という大きな流れに加え、４月27
日に施行された「震災特例法」への対応や６月30日に
施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対
応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改
正する法律」への対応など、さまざまな課題が生じて
おります。
　このように税務行政を取り巻く環境も変化する中、
私どもといたしましては、より一層行政の透明性を確
保し、説明責任を適切に果たしつつ、法令に定められ
た手続きを遵守して「適正・公平な課税と徴収の実現
を図る」という任務をしっかりと果たすことにより、
国民の負託に応え信頼を維持していくことが重要であ
ると考えております。
　こうした考えの下、私どもに与えられた人的・物的
資源を効果的に活用するために、e-Tax（国税電子申
告・納税システム）をはじめとしたＩＴ化や、従来、
税務署の複数の部署で税目別に行っていた同種の事務
を統合して一体的に処理する「内部事務一元化」の取
組みなど、組織の事務の効率化に取り組んでおります。
　特に、e-Taxの普及拡大につきましては、村上法人
会の皆様方のご尽力により、順調に推移しており、改
めまして感謝申し上げます。最重要課題のひとつとし
て引き続き取り組んでまいりますので、今後ともより
一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。
　終わりに、社団法人村上法人会のますますのご発展
と会員の皆様方のご健勝とご繁栄を心から祈念申し上
げまして、着任のあいさつとさせていただきます。

村上税務署職員の定期異動〈7月10日付〉（敬称略）

新　所　属
氏　名

旧　所　属
課･部門 職 名 部･署 課･部門 職 名

税務署長 松坂　健二 国税局 税務相談室 主任相談官

総務課 総務課長 長森　俊明 前橋署 資産課税第一部門 統括国税調査官

総務課 事務官 星　　　仁 越谷署 徴収第一部門 事務官

管理運営・徴収部門 上席国税徴収官 井口　利晴 長岡署 管理運営第二部門 上席国税徴収官

個人課税部門 上席国税調査官 小田　健司 佐渡署 個人課税部門 上席国税調査官

法人課税部門 統括国税調査官 青山　信明 長岡署 法人課税第二部門 統括国税調査官
法人課税部門 上席国税調査官 中嶋　芳浩 新潟署 法人課税第七部門 上席国税調査官

旧　所　属
氏　名

新　所　属
課･部門 職 名 部･署 課･部門 職 名

税務署長 小川　春海 国税局 課税二部 統括国税実査官

総務課 総務課長 中野　幸一 太田署 総務課 総務課長

総務課 主任 千田　浩子 浦和署 法人課税第一部門 国税調査官

管理運営・徴収部門 上席国税徴収官 根本　克之 新潟署 管理運営･徴収部門 上席国税徴収官

個人課税部門 上席国税調査官 本間　里志 新潟署 個人課税部門 上席国税調査官

法人課税部門 統括国税調査官 小出　敏夫 巻署　 法人課税部門 統括国税調査官
法人課税部門 上席国税調査官 増谷　康昌 新潟署 特別国税調査官（法人） 上席国税調査官

転入者 転出者
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青年部会長　遠山　忠宏　 女性部会長　竹内伊津子　
　この度村上法人会青年部会長を仰せつかりました遠
山忠宏と申します。前部会長の大島康司さんより引き
継がせていただき微力ながら精一杯法人会活動に精進
してまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
　今年度の青年部会における事業計画では、「租税教
育活動」を始め、「各種セミナーの開催」、「第29回県
連青年部連絡協議会合同セミナー」及び、「第25回法
人会全国青年の集い・部会長サミットみえ大会」への
参加、「役員会」等を計画しております。
　今年度は、前部会長大島さんも講師として租税教育
活動の協力をされてきていたことも踏まえ、村上税務
署主催の「租税教育活動」に力を入れ、新体制となっ
た青年部会役員、会員の皆様と協力し合いながら活動
を推進していきたいと考えております。

　さて、先日県連青年部連絡協議会の部会長会議に出
席してきましたが、その際、さまざま議論してきた中
に会員数の減少の話がありました。昨今の不景気等の
理由による退会、世代交代等による退会があり、どこ
の支部でも大きな問題として取り上げられておりまし
た。一番関係してくるのが会費の収入が減少するため
事業活動の予算縮小を余儀なくされ思い切った活動が
出来なくなることだと思います。退会される事情はさ
まざまあると思いますが、法人会は全国百万社の大き
な組織です。私たち会員が法人会活動の中で「法人会
活動に参加する意義」や自社及び自分自身に対する「学
び」を見出すのは各自における責務だと思います。会
員の皆さん共に協力し合い、少しでも法人会の会員拡
大と今現在会員である皆様方の事業発展に貢献できれ
ばと思います。今後ともご協力お願い申し上げます。

　この度、村上法人会女性部会長を拝命いたしました。
清水の舞台から･･･の思いでおりますが、皆様からの
お力添えをいただきながら努めて参りたいと思います。
　早速、6月29日、日帰りの視察研修を行い、梅雨の
晴れ間の一日、27名という多数の参加をいただきまし
て、「歴史の街長井市」と「花の飯豊町」を訪ねました。
　長井市は、私の故郷でもありますが、改めて見つめ
る時間となりました。300年前、最上川の船運で栄え、
京都、大阪との交易が盛んなところでもありました。
　その中でも指折りの商家である「岩城屋」さんを訪
ね、お話を伺う時間を頂きました。

　260年という歴史の中で、その時代の当主である方
が、次の代へと継承していくお話は、私達の心に響く
ものがあり、見事な夏の備えの中で、凛とした着物姿
で私達を迎えてくださった10代目からは、重圧を撥ね
退けてきた決意の強さと覚悟を感じることができまし
た。
　帰りは後ろ髪を引かれる思いでしたが、改めておも
てなしの心を学ぶことが出来たように思います。その
後、観光ボランティアさんの説明を聞きながら、町屋
の往時を偲ばせる彫刻家、長沼孝三の生家や直江兼続
の植えた杉がある總宮神社を参拝し、飯豊町へ向かい
ました。
　お昼は、地産地消で始めた「農家レストラン　エル
ベ」でイタリアンを堪能し、その後東京ドーム４個分
の広さをもつ「どんでん平ゆり園」を見学。平成５年
に日本の村景観コンテストで日本一に輝いた散居集落
を高台より眺める予定でしたが、残念ながら雨のため
見ることができず早めの帰宅となりました。
　新米の部会長として足りないところが多々あるとは
存じますが、精一杯努めていく所存でございますので、
どうぞ宜しくお願い致します。

青年部会の動き 女性部会の動き 

お知らせ
　村上法人会では、公益社団化に対応して、９月からインターネットでセミナーが受講できるオンデマンドサービ
スを開始します。詳しくは、添付のチラシ「インターネットセミナーのご案内」をご覧ください

平成23年２月10日 朝日みどり小学校「租税教室」

平成23年６月29日 「岩城屋」さんにて
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　去る年６月22日、当法人会では、公益社団化事
業の一環として、今回初めて会員企業等を対象に
法人税等申告の実務について学んでもらおうと村
上商工会議所を会場に村上税務署法人課税部門の
統括官、上席調査官をお迎えして「税務研修会」
を開催しました。
　当日は、約30名の会員が出席して、ＤＶＤやテ
キストを使いながら日頃の経理処理の実務や決
算・申告のポイントなどについて詳しく解説をし
ていただきました。

第1回 税務研修会 青年部会役員名簿

女性部会役員名簿

（平成23年４月14日選任） ～敬称略～　

（平成23年４月14日選任） ～敬称略～　

役職名 氏　名 法人企業名 支部名
部会長 遠山　忠宏 ㈱開　成 村上
副部会長 東　　圭一 ㈲小泉屋 関川
同 貝沼　和美 ㈱日建運輸 荒川
同 木村　友紀 ㈱木村組 神林
同 田嶋　　治 ㈲美　越 村上
同 大田　文美 ㈱大田電気 朝日
同 板垣　正徳 ㈱板垣ボーリング 山北

理　事 船山　利勝 ㈱丸勝建設 関川
同 坂上　勝信 酒井電機工業㈱ 荒川
同 谷井　　忍 ㈱日本建機 荒川
同 松井　雅之 ㈱神林建設 神林
同 佐藤　元平 ユニウッド㈱ 村上
同 田中　　隆 ㈱ムラネン 村上
同 横山　　誠 ㈲北部衛生社 村上
同 高橋喜代栄 ㈱加藤組 村上
同 本間　広樹 ㈱本間建設 朝日
同 丹　　大輔 ㈱丸　橋 朝日
同 佐藤　勝美 ㈱丸勝瓦 山北

監　事 服部　　滋 旭電工㈱ 村上
同 津島　健二 ㈱高　建 村上

役職名 氏　名 法人企業名 支部名
部会長 竹内伊津子 ㈲千渡里 村上
副部会長 大滝八重子 大滝自動車工業㈱ 村上
同 佐藤美代子 マルト鮮魚㈱ 村上

理　事 伊藤　久恵 伊藤工業㈱ 関川
同 高橋　富美 ㈲関川自動車 関川
同 村田イヨ子 ㈲伊藤自動車整備工業 荒川
同 山田　洋子 ヤマダホーム㈱ 荒川
同 山田　マキ ㈱新潟第一アイビー化粧品 荒川
同 松井　松枝 ㈱神林建設 神林
同 齋藤　憲子 ㈲住吉屋 神林
同 鈴木たけ子 ㈱ダスキン鈴木 村上
同 前沢　範子 ㈲大和屋旅館 村上
同 山ノ井まみ子 ㈱ヤマノイ 村上
同 島田　英子 ㈲島田特殊土木 朝日
同 松本　美智 ㈲松本組 山北
同 大滝　　節 ㈲大滝小太郎商店 山北

監　事 山貝世津子 ㈱新多久 村上
同 板垣　光子 ㈲新潟基礎 村上

新規会員企業紹介 平成23年１月～６月
順不同・敬称略（　　　　　）

法人名 代表者 住　　所 支部名
光洋電波㈱ 菅　　良博 村上市坂町2486-12 荒川
㈲花のひらの 平野　清春 村上市藤沢21-6 荒川
㈱富樫設備 富樫　正弘 村上市北中835-2 山北
ゲンキグループ㈱ 松浦　良敬 新潟市中央区白山浦新町通 村上
いわふね森林組合 横山　重一 村上市羽黒町2-38 村上

○青年部会
ゲンキグループ㈱ 松浦　良敬 新潟市中央区白山浦新町通 村上

支部別会員数
（平成23年６月30日現在）

支部名 管内法人数 会員数 加入率 青年部会員数 女性部会員数
（社） （社） （％） （名） （名）

関　川 81 50 61.7 6 8

荒　川 141 98 69.5  7 12

神　林 137 48 35.0 6 4

村　上 517 264 51.1 22 18

朝　日 105 55 52.4 8 9

山　北 113 67 59.3 5 16

農　協 2 2 100.0 0 0

合　計 1,096 584 53.3 54 67

※ 法人会の組織拡大のため、会員の増強についてご協力
ください。

タクシーの御用命は

岩船郡関川村上関95ｰ2
ＴＥＬ ６４ｰ１０４２㈹
ＦＡＸ ６４ｰ１０４１　

荒川タクシー㈱
農協共済指定整備工場

伊藤自動車㈲ 整備
工場

村上市坂町3591
☎62ｰ2550㈹ FAX62ｰ4055　

•新車・中古車販売　•車検整備　•一般修理
•鈑金塗装　•損害保険代理店
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割烹＆御料理処
総合式場

大小ご宴会・仕出し
レストラン

企業訪問

●それでは、山田会長
さんにお聞きします。
　先ずは、3月11日、
東日本大震災において
多大な被害に遭われま
した方々や企業様に、
心からお見舞い申し上
げます。
●創業の頃は、いかがでしたか？
　会社を設立したのが平成３年で、今年で満20年にな
ります。今更ながら時の過ぎゆくスピードに驚きを禁
じ得ません。
　２名の従業員を採用し、Ｈ社から機械を借用し創業
したのが昭和60年７月です。26年前のこと、大汗を流し、
夢中で仕事をしていたのが懐かしく思い出されます。
●創業のきっかけを教えてください。
　昭和49年に大手企業のＨ社が中条に工業進出すると
の情報を得て、「これしかない」との信念のもと１年前
の48年から東京に頻繁に通いました。夜行列車で上野
駅へ･･･早朝６時半頃に到着するものですから、時間調
整のため東京温泉（東京駅構内にある）に、よく行っ
た記憶があります。当時は、家業であるスクラップ屋
の現場で鍛えられておりまして、若干34歳、･･･体力、
気力とも充実し、Ｈ社との取引を開始することが明る
い将来につながるとの思いから全精力でアタックして
おりました。一途な思いと夢があっての「現在」を思
うと感無量の心境であります。
　振り返ると、コツコツ
と一つ一つ積み上げてき
た年月は、とても長い時
間でしたがアッという間
に70歳代に突入･･･早す
ぎる毎日が、恨めしく思
うこの頃です。

【会社の概要】
●代 表 者　代表取締役会長　山田在敬
　　　　　　代表取締役社長　山田法生
●住　　所　本社工場：〒959-3111　村上市長政16-2
　　　　　　　　　　　℡0254-62-5588
●創　　業　昭和60年７月１日（会社設立平成３年５月１日）
●資 本 金　1,000万円
●従 業 員　32名
●事業内容　 機械板金加工業（変圧器用金具部品、ユニット

ハウス用部材、その他板金部品製作）
●Ｈ　　Ｐ　http://www.z-ytm.co.jp

株式会社　ワイテム

代表取締役会長　山 田 在 敬

●今年度から会長になられたそうですが？
　会社創立20周年の節目の年にあたり、新年度の４月
から企業経営の第一線を事業承継者である倅に、バト
ンタッチし工場も移転することになりました。何とか
スムースに承継され継続されんことを祈るばかりです。
　20周年を迎えることができたのも、ひとえにお客様
との信頼関係と社員との連帯感があってのことと、心
から感謝を致しております。
●会社の理念・経営方針をお聞かせください。
　県内屈指の自然環境に恵まれた岩船・村上地域には、
素晴らしい歴史と伝統文化があり、また観光資源の宝
庫でもあります。
　業種を問わず、この地域環境を大切にし、事業活動
との共生を図るため、環境を重視した経営に力を入れ
ようと、2002年にＩＳＯ14001の導入を決断しました。
　会社方針として、「ＩＳＯ14001の認証資格を目指し、
社員と一体となり、その目標に向かう･･･」５Ｓ運動を
基本に、ムダ取りの現場改革をすることが日常になり、
次のＩＳＯ9001の認証取得につながり、更にＩＰＳ運
動（INNOVATED PRODUCTION SYSTEM）の 生
産管理手法を社員全員で学びチャレンジして、今日の
成果が得られたものと思っております。
　人間関係にも恵まれ、多くの方々のご指導とまじめ
に取り組んだ社員の皆さんに感謝、感謝です。そして、
仕事を頂戴し、更に種々教育の機会をご提供ください
ましたＨ社様、Ｎ社様には、心から感謝申し上げます
と共に、今後ともお取引各社様には、
更なる品質向上、約束の厳守、コス
ト低減、誠意
ある行動を信
念にお役立て
すべく努力を
致して参る所
存です。

本社社屋

瀬波南国フルーツ園
新潟県村上市瀬波温泉1-1175

営業時間：10:00～18:00
TEL 0254ｰ52ｰ5060

http://nangoku.boo.jp/
国道７号線 村上市今宿
TEL（0254）66－5375
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農家民宿ざいごもん
農家に民泊してみませんか？

村上市高根728番地
事務所：TEL･FAX 73-1067／自宅：TEL 73-1171

有限会社 板垣工務店
代表取締役　板垣 寿海

断熱性能とデザイン性を兼ね備えたタイルの家

クレバリーホーム新潟店
TEL（025）260－3770

株式会社　又  助  組
TEL 050－3431－0102

村上市北中1003－12
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がん保険なら 医療保険なら

法人会会員企業にお勤めの皆様には、
お一人からでも集団取扱の割安な保険料でご加入いただけます。

Days&新EVER A4 1/2  4C(W210*H148)

■引受保険会社（お問い合わせ先）
○○○支社
〒０００-００００ ○○○○○○○○○○○０-０-０ ○○○○ビル  
法人会フリーダイヤル　　　0120-876-505

新潟支社
〒  950-0088 新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル4Ｆ


