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 あらかわ大祭
　今年のあらかわ大祭は、８月２日に商工会青年部による御輿渡御と商工会女性部を中心とした大民謡流し
が坂町駅前で行われ、３日には大花火大会が荒川河川敷において開催されました。
　例年艶やかな夏の夜空の彩りとして恒例の一大イベントとなっているあらかわ大祭大花火大会は、メッセー
ジ花火や圧巻の尺玉100連発、大スターマインなど色とりどりの花火が約350発打ち上げられ、見物に集まっ
た観客を魅了しました。
　この度の花火大会には、当村上法人会の公益社団法人への移行を記念して、会長他役員有志によりメッセー
ジ花火が打ち上げられました。
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会長就任のごあいさつ
公益社団法人 村上法人会

会長　今井　栄一　

署長着任のごあいさつ
村上税務署長　高須　　貢　

　会長就任にあたりご挨拶を申し上げます。日本各地
で記録的な豪雨により、甚大な被害をもたらした梅雨
もようやく終わり、遅れながらも本格的な夏を迎えま
した。会員の皆様方は益々ご健勝のこととお喜び申し
上げます。
　この度６月６日の総会において齊藤会長のご退任に
伴い、新しく会長に就任いたしました今井と申します。
歴代会長の立派なご活躍に一歩でも近づけるように努
力し、この重責を務め上げ少しでも会員の皆様のお役
に立てるように精一杯頑張る覚悟でございます。
　さて村上法人会は、今年４月から新しく公益社団法
人としてスタートいたしました。改めて会長就任にあ
たり身の引き締まる思いであります。
　先の参議院選挙により安定的な政権が実現したとこ
ろでありますが、地域経済にとっても生き生きと活力
に満ちた本格的な景気の回復を期待するところであり
ます。
　その一方、消費税の増税、ＴＰＰ参加への是非、ま
た予想を超えるスピードで進んでいる少子高齢化によ
る市場の縮少などの問題があり、また地域では高速道
路の延伸により他地域との競争の激化が予想され、地
域の企業にとっても厳しい時代になっていくのではな
いでしょうか。
　しかし村上法人会管内約千社の企業が、業種を越え
ていろいろな観点より知恵を出し合い、お互いに学び
あい、地域社会と共に乗り越えていかなければならな
いと考えます。そして同時に次の時代を牽引する、前
向きで意欲的な若手経営者の育成が求められています。
　そのためにまずは法人会の仲間として多くの方に参
加していただき、公益法人として、税についての学習
会や研修会・税務相談、また講演会などの開催や青
年・女性部会の社会貢献活動などを通じ、地域社会の
健全な発展に貢献するという法人会の目的・意義を広
め会員増強をより一層前進させ、ひいては会員の皆様
が自社の経営のお役に立てるよう、役員一同皆様のご
協力を得ながら頑張って参りたいと思います。そして
会員相互が信頼し合い、必ず「法人会員でよかった」
と思えることを確信しております。
　今後とも皆様のご理解ご協力により積極的なご参加
をお願い申し上げ就任のご挨拶にかえさせていただき
ます。

　このたびの人事異動により、税務大学校から村上税
務署長に着任いたしました高須でございます。
　私は、茨城県の出身で、新潟県での勤務は初めてと
なりますが、前任の野原署長同様、よろしくお願い申
し上げます。
　公益社団法人村上法人会の皆様方には、平素より税
務行政の円滑な運営に対しまして、格別のご理解とご
協力を賜っておりますことを、厚く御礼申し上げます。
　また、「税に対する良き理解者」、「良き経営者を目
指す者の団体」として、正しい税知識の普及や納税道
義の高揚を図ることを目的として、様々な研修会・講
演会を多数開催するほか、小学校を対象とした租税教
室の開催や、福祉施設等への慰問活動を実施している
と伺っております。
　今井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。
　とりわけ、国税電子申告・納税システム（e-Tax）
につきましては、会員の皆様が率先してご利用いただ
き、その利用割合は順調に向上しております。
　e-Taxは自宅やオフィス、税理士事務所等からイン
ターネットを利用して、申告・申請・届出等ができる
ほか、源泉所得税の毎月納付等のダイレクト納付、納
税証明書の交付請求手数料が安価であるなど、納税者
の皆様の利便性の向上に大きく寄与するものであり、
是非ご利用いただきますようお願い申し上げます。
　ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、少子・
高齢化の進展や経済のグローバル化・ICT化、国税通
則法等の改正など、大きく変化しております。
　こうした状況の中、「適正・公平な課税と徴収の実
現」に向け、私どもに与えられた使命を着実に果たす
ことにより、国民の信頼に応えていく所存であります。
是非とも、ご理解ご支援のほど、よろしくお願いいた
します。
　結びに当たりまして、公益社団法人村上法人会並び
に会員企業の益々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。
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　公益社団法人として第１回通常総会は、去る６月６
日、「大観荘せなみの湯」に於いて、村上税務署長様
ほか県、市からも多数のご来賓をお迎えして盛会裏に
開催されました。
　冒頭齊藤会長より、最重要課題の公益法人への移行
については、４月１日付けで移行登記が完了したこと
が報告され、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、公益社団法人とし
てスタートした年でもあり、今後ともご支援ご協力を
お願いしたい旨の挨拶に続き、報告事項及び決議事項
の平成24年度決算報告、社団法人村上法人会解散登記
報告、役員改選（案）について、満場一致で全議案が
承認されました。

　議事終了後、ご来賓の祝辞、表彰式と移り、優良経
理担当職員表彰として、会長より７名の方（別記）に
表彰状と記念品が授与され、続いて齋藤忠義副会長に
褒賞受賞に対する祝金贈呈、最後にこの度役員改選に

平成25年度通常総会開催

村上税務署職員の定期異動 平成25年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 高須　　貢 税務大学校 和光校舎 総合教育部 教授

総務課 総務課長 石澤　聖志 国税局　　 課税第一部 課税総括課 総括主査

総務課 総務係長 加藤　一良 村上署　　 個人課税部門 上席国税調査官

総務課 事務官 布川　陽大 長野署　　 法人課税第４部門 事務官

管理運営・徴収部門 上席国税徴収官 小出　利明 新潟署　　 管理運営第３部門 上席国税徴収官

個人課税部門 統括国税調査官 関　　　朗 春日部署　 個人課税部２部門 統括国税調査官

個人課税部門 上席国税調査官 関口　良智 新潟署　　 個人課税部４部門 上席国税調査官

個人課税部門 上席国税調査官 本間　航城 新発田署　 個人課税部１部門 上席国税調査官

個人課税部門 国税調査官 飯島　星人 伊勢崎署　 個人課税部２部門 国税調査官

法人課税部門 統括国税調査官 三浦富士人 前橋署　　 法人課税部３部門 統括国税調査官

法人課税部門 上席国税調査官 内田　久一 新潟署　　 国際税務専門官 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 野原　英明 国税局　 課税第二部 消費税課 消費税課長

総務課 総務課長 長森　俊明 足利署　 総務課 総務課長

総務課 総務係長 澁谷　敬之 国税局　 調査査察部（査察） 国税査察官

総務課 事務官 星　　　仁 新潟署　 総務課 事務官

個人課税部門 統括国税調査官 角田　秀雄 浦和署　 国際税務専門官

個人課税部門 上席国税調査官 佐藤　亮也 新発田署 個人課税部門 上席国税調査官

個人課税部門 上席国税調査官 今井　　崇 長岡署　 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 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 石山　寬和 新発田署 法人課税部門 上席国税調査官

転入者 転出者

よりご退任された方に退任役員功労者表彰が行われま
した。
　総会終了後、記念講演会として「食生活と健康～病
気に負けない免疫力をつける～」と題して、講師の医
学博士で管理栄養士の井上正子氏の講演が行われ、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、総会の議事資料については、当法人会のホー
ムページに平成25年度総会資料として掲載しておりま
すので、ご覧ください。

公益社団法人村上法人会役員名簿
（平成25年６月６日選任）　～敬称略～

役 職 名 氏　 名 法 人 名 支 部 名
会　長 今　井　栄　一 ㈱大進建設 村　上
副会長 三　原　　　栄 ㈲三栄農産 関　川
同 佐　藤　　　巧 新潟巧測㈱ 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 大　滝　徳　蔵 大滝自動車工業㈱ 村　上
同 渋　谷　　　浩 渋谷建設㈱ 朝　日
同 板　垣　正　徳 ㈱板垣ボーリング 山　北
同 横　山　昭　夫 ＪＡにいがた岩船 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 山　田　俊治郎 ㈲やまたき 荒　川
同 小　川　錠　吉 ㈱マツウラセイキ 荒　川
同 佐　藤　邦　明 ㈱横山商店 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 貝　沼　誠　司 ㈲大吉亭 朝　日
同 丹　　　大　輔 ㈱丸　橋 朝　日
同 大　滝　秀　夫 ㈲大滝小太郎商店 山　北
同 本　間　義　人 府屋自動車工業㈱ 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　島　康　司 ㈱大島組 神　林
同 伴　田　　　宏 ㈱又　上 村　上
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青年部会長　遠山　忠宏 　 女性部会長　竹内伊津子 　

青年部会の動き 女性部会の活動

青年部会の活動 女性部会の活動

　村上法人会青年部会のメイン事業である租税教室
は、今年度で３年目となりました。
　昨年度は、村上管内小学校の約半分の11校で12回開
催しました。

　租税教室は、小学生が税の仕組みや納税の大切さを
学べる場です。学校でも勉強はされているとの事でし
たが、私達地元の事業者の立場で小学生に接する事で
捉え方も変わり、税を身近に感じて頂けていると思っ
ております。現在この租税教室は、全国の法人会青年
部会で活発に取り組んでおり、この活動が未来を担う
子供達に影響を与え、結果として社会の貢献になって
いく事が一連の地元での開催、そして全国規模の開催
状況を知る事で実感してきます。
　今年度は、小学校12校での開催を予定しております
が青年部会員一同努力して行きたいと思っております。

　本年度の研修旅行は、経営者としての私達が、企業
としての現点は何かを勉強出来た、貴重な一日となり
ました。山形県寒河江市にある訪問先の佐藤繊維㈱は、
オバマ大統領の初めての就任式の折、ミシェル夫人が
羽織られていたカーデガンの糸を、作られた会社です。
私達をはじめ、それぞれの企業は今のこの時代、バブ
ル、リーマンショック、アベノミクス等々、忙しい時
代を乗り越えております。アパレル業界も例外なく壊
れて行く中で、海外に物が、そして、人が流れて行き、
佐藤繊維は、国内での存続をかけて、自立するしか生
きる道はなかったそうです。試行錯誤しながらの、む
ずかしい時代の流れを、総務課の秋場さんが熱く語っ
て下さいました。苦労して、苦労の中から生まれた糸
を、本物として認めてくれたのは、日本ではなく、ア
メリカニューヨークであった事、それ以来、イタリア、
フランスと、世界に広がり、ビックブランド、ラクジェ
アリーブランドとして認められ、アパレル会社を設立、
自立することが出来たとの事でした。努力の末に生ま
れた、まねの出来ない本物の商品は、消える事はなく
今があるとおっしゃいます。昔の紡績工場で、女工さ
ん達が、一生懸命紡いでいた大きな紡績の機械が、フ

ル回転していました。この機械がないと、平成の糸は
作れないとの事で、その光景には、感動でした。その
後も、傲ることなく、開発を続けながら前に進んでお
られました。年を重ねても、現点に帰って物事を見つ
める大切さを感じながら、本物が、今でもたくさん残っ
ている、山紫水明の村上での暮しに感謝しながら、サ
クランボの収穫の真っ直中、そば街道でそばを頂きま
した。その後、船運で栄えた、紅花資料館を見学し、
15名参加の皆様方にも、心に残る研修旅行になったの
ではないでしょうか。

村上法人会からインターネットセミナーのご案内
村上法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます。

会員ID：hj1023　パスワード：1871 100タイトル以上が無料で受講できます。
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新規会員企業紹介
（平成25年１月～６月）（順不同・敬称略）

　法人会山北支部と山北商工会、地区内小・中学校及
び地区まちづくり協議会共催による「さんぽくクリー
ン作戦」が６月26日、岩崎海岸、碁石海岸、桑川集落
「なぎさロード」、小俣集落「小俣ふれあいパーク」の
４ヶ所で行われました。
　海水浴シーズン前の海岸などを一斉にゴミ拾いをす
る事で、ふるさとの大切さを感じてもらうと共に観光
客に気持ち良く楽しんでいただきたいと総勢446人も
の参加者がありました。小・中学校の代表の生徒から
は、協力しながらゴミを拾い集めていき、「今日自分
たちの地域をきれいにできて良かったし、たくさん観
光客が来てくれたら良いと思います」との挨拶をいた
だきました。

　今後とも山北支部は、地域貢献活動を積極的に行い
地域の発展と活性化に寄与していきたいと思っており
ます。

　平成25年度青年部会及び女性部会の通常総会は、去
る４月18日「夕映えの宿汐美荘」において、村上税務
署長様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、遠山青年部会長の挨拶の後、
議案審議に入り平成24年度事業報告・収支決算報告、
平成25年度事業計画（案）・収支予算（案）について
何れも満場一致で承認可決されました。また任期満了
に伴う役員改選については、遠山忠宏部会長他現役員
全員の留任が承認されました。
　引き続き女性部会の総会に入り、竹内部会長の挨拶
があり、次いで議案審議に入り、青年部会同様に全議
案が満場一致で承認可決され、役員についても現役員
の留任が承認されました。
　総会終了後、記念講演会では「次代へ継ぐ企業承継」
と題して村上税務署長の野原英明氏より講演があり、
出席者一同熱心に耳を傾けました。その後、行われた
異業種交流会では大いに賑わい盛会裡に終了しました。

山北支部の活動のご紹介
「さんぽくクリーン作戦」行われる！

㈱トップミュージック　峯野　徹哉　　村　上

㈲増田製畳　　　　　　木村　智子　　神　林
㈱テルサグループ　　　中嶋　夏子　　村　上

青年部会

女年部会

青年部会・女性部会総会合同開催

優良経理担当職員表彰受賞者
（順不同・敬称略）

長　　　美喜子　　　下越生コン建設㈱
阿　達　いみ子　　　㈱サンプラス下越
脇　川　静　子　　　㈲神里産業
津　島　健　二　　　㈱高　建
加　藤　新一郎　　　大洋酒造㈱
貝　沼　一　美　　　㈱横井組
斉　藤　洋　子　　　㈲大滝小太郎商店
� おめでとうございました。

功労者表彰受賞の栄に輝く
○全法連功労者表彰受賞者
　　　副会長　　山　﨑　秀　雄 氏
○県法連功労者表彰受賞者
　　　副会長　　齋　藤　忠　義 氏
� おめでとうございました。

北越後 鷹の巣温泉
　 吊 橋 と 離 れ の 宿

岩船郡関川村大字湯沢1072
TEL（0254）64－1009
FAX（0254）64－2281

新 潟 巧 測 ㈱

測量（一般測量・航空測量・調査設計・各種台帳・データ入力）

越後薬膳ツーリズム

代表取締役　佐　藤　　巧
〒959-3132 村上市坂町２４０３番地２０

TEL（0254）６２−５４９２
FAX（0254）６２−４９９５
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企業訪問 【会社の概要】
●代 表 者　代表取締役社長　横井　仁
●住　　所　〒958-0269 村上市古渡路600　TEL 0254-53-7880
　　　　　　グループ会社　株式会社　マルイ
　　　　　　　　 〃 　　　有限会社　アグリマネジメント
●創　　業　1908年３月
●設　　立　1967年12月
●資 本 金　5,000万円
●従 業 員　50名
●事業内容　 建設業許可　新潟県知事許可　（特般−21）第108号
　　　　　　二級建築士事務所　新潟県知事登録（イ）第8669号
　　　　　　　土木、建築工事設計施工　その他関連事業
　　　　　　　宅地建物取引業　住宅展示場（エースホーム下越店）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新発田市中曽根33-1）

株式会社 横井組

代表取締役社長　横　井　　仁

【会社の沿革】
　明治41年３月に初代（曽祖父）が個人営業として開
業を致しました。その後、昭和15年に２代目（祖父）
が代表となり昭和42年に法人化（株式会社）へ組織変
更し、昭和54年に３代目（父）が代表となり、平成元
年に私が４代目の代表として就任しました。一世紀を
超える歴史の中、明治、大正の創業期から昭和の戦前・
戦後の激動の時代を、先代達が地域に根ざした事業を
築いてくれたお陰で今日があると思っております。
【会社の経営理念】
　「地域の未来を拓く」を信条とし、誠実、堅実、信
頼をモットーに建設事業を通し、地域社会づくりに貢
献することを目標とし努力しております。更には、我々
建設業は地域の基幹産業である事の社会的責任と使命
感を強く認識し、地域経済の活性化、雇用の確保に努
めると共に、災害発生時には、住民の安全安心を確保
するために応急復旧活動に取り組んで行く体制の構築
も重要と考えます。

【今後の展望、事業展開】
　昨年末の政権交代後、低迷していた景気もようやく
回復のきざしが見えてきたかの期待感は生まれてきま
したが、地方にあっては、まだ肌で感じるまでは至っ
ておりません。半年後、一年後には結果として表れて
来るものと思います。また、近年は目まぐるしく環境
の変化が、社会的にも経済的にも進んでいます。あら
ゆる面で多様化、高度化が求められており、急速な時
代のニーズの変化に対応を求められています。弊社に
おいてもこの時代の要望に対応すべく、人材育成に努
め、技術の研鑽を積み、地域の皆様に信頼されご支援
していただけるよう、鋭意努力を重ねてまいりたいと
思っております。

本社社屋

山辺里橋竣工式　昭和4年5月30日

漏れたらすぐ連絡

瓦工事・雨樋工事・板金工事・外壁工事・太陽光発電工事

漏れる前の点検

雨漏救急隊 屋根点検隊

太陽光発電システム

北 越 瓦 工 業 ㈱
本社　村上市神林工業団地� TEL 66-5107
山北　村上市勝木1005-2� TEL 77-2608

鮭 を 手 が け て 百 七 十 余 年

本　店　〒958-0051 新潟県村上市岩船上町6-24
　　　　����TEL 0254(56)7055･FAX0254(56)6181
プラザ店　〒958-0823 新潟県村上市仲間町200 村上プラザ内
　　　　����TEL 0254(50)1124･FAX0254(50)1154
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国税の納付には
ダイレクト納付が便利です

●ダイレクト納付とは
　事前に税務署に届出しておけば、e-Taxを利用して電子申告又は納付情報登録依
頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預金口座からの振替により、即時又は
指定した期日に納付することができる電子納税の手段です。

●ダイレクト納付のメリット
①�ダイレクト納付は、税務署や金融機関に出向くことなく、自宅やオフィスから
納付ができます。特に利用回数の多い手続に便利です。（源泉所得税、酒税、印
紙税の毎月納付手続きなど。）
②インターネットバンキングの契約が不要です。
③期日を指定して納付することが可能です。
④税理士が納税者に代わって納付手続きを行うことが可能です。

●ダイレクト納付を利用するには
① ダイレクト納付利用可能金融機関に預金口座がある。第四銀行、村上信用金庫、新潟縣信用組合、ゆうちょ銀行の利用
が可能です。詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）で確認ください。

② 利用者識別番号を取得する。すでにe-Taxによる申告をされている方は取得済みです。まだ取得されていない方は
e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）から「e-Taxの開始届書」をオンラインで提出し、利用者識別番号を取
得してください。（即時発行されます。）

③ 「ダイレクト納付利用届出書」を提出する。「ダイレクト納付利用届出書」は、国税庁ホームページで作成できます。署名、
押印の上、税務署に書面で提出してください。※ダイレクト納付が可能になるまでには、「ダイレクト納付利用届出書」を書面
で提出してから１か月程度かかります。

　関係書類を確認する必要があるなど、ご相談の内容により電話での回答が困難な場合には、所轄税務署において十
分な相談時間をもって面接するため、「事前予約制」としておりますので、あらかじめご了承願います。予約の際には、
お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。
　なお、税に関する一般的なご質問・ご相談は、電話相談センターでお受けしております。税務署へ電話し、自動音
声案内の番号「１」を選択してください。

たとえばこんな使い方♪
毎月の徴収高計算書をe-Taxで送信
して、その後簡単な操作でダイレク
ト納付！徴収高計算書の送信も、ダ
イレクト納付も電子証明書は要りま
せん。しかも後日納付したい場合に
は納付日を指定することで、指定し
た日に自動で納付できます！！！！

税務署での面接相談は、 としております「事前予約制」

面
接
相
談
の
流
れ
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務
署
へ
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内
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　　　  21世 紀 を 地 域 と と も に  　　　

渋谷建設株式会社
代表取締役　渋 谷　 浩

〒958-0204　新潟県村上市小須戸248-2

TEL.（0254）73－1059　FAX.（0254）73ー1293

ご葬儀・ご法要のことなら
セレモニーホール

村上市府屋6-262

自宅葬／寺院葬／ホール葬／ご法要／病院からの搬送／霊柩車

（24時間対応）
TEL ０２５４-７７ー４４８８
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〒950-0088　新潟県新潟市中央区万代4-4-27 NBF新潟テレコムビル4F
TEL 025-243-0612　 FAX 025-243-0615

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）
新潟支社


