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 お幕場・大池公園の白鳥
　旧神林村から岩船にかけての海岸沿い広がる赤松
林の中に昔、村上藩主や家臣らが幕を張り、野宴を
楽しんだと伝えられる「お幕場」があり、日本の白
砂青松百選に選ばれたこの景勝地に包まれるように、
約３万平方メートルの砂丘湖「大池」があります。
　「県北の白鳥の湖」と知られる大池には、遊歩道
や湖上の水鳥などを観察できる展望台や出島もあり、
毎年10月中旬頃から白鳥が飛来し、４月中旬頃まで
の早朝や夕方には湖面に翼を休める光景を楽しむこ
とができます。

●法人会の理念
法人会は税のオピニオンリーダーとして

企業の発展を支援し
地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する
経営者の団体である
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年頭のご挨拶
公益社団法人 村上法人会

会長　今井　栄一　

　新年あけましておめでとうございます。
　会員皆様には新春を健やかに迎えられたことと、心
よりお慶び申し上げます。
　昨年中は法人会運営に対しまして、深いご理解と多
大なるご協力をいただき、心より厚く御礼申し上げま
す。
　本会は村上税務署管内（関川、荒川、神林、村上、
朝日、神林、山北）６支部にて、11月末現在で565社（目
標600社）の会員を有し、税の知識の普及、納税意識
の高揚、税制税務に関する提言を行い適正な執行に寄
与し、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献するこ
とを主な目的としております。また税を巡る諸環境の
整備、地域の経済環境の整備、会員支援のための税務
研修会、講演会、親睦会、交流会、社会福利厚生に資
する事業活動を行っております。
　青年部会に於いては、管内の主に小学校６年生を対
象に租税教育の一環として「租税教室」を実施し、正
しい税知識の理解の高揚に寄与しております。将来地
域社会にとって立派な社会人に成長し、社会に貢献し
てくれると思っています。また女性部会に於いては、
主に小学校６年生を対象に税について絵はがきコン
クールを実施し、多数の優秀な作品の応募があり、税
金の使い道について正しい知識の理解に少しでも役に
立っているものと考えております。また養護老人施設
「垂水の里」での訪問では色々な演芸があり、タオル
などの贈呈も行い、入居者の方々に大変喜んでいただ
きました。
　色々な活動を通し、税務行政と連携を密にし、内外
共にめまぐるしく変化する時代にあって、我々法人会
会員一同、地域経済の牽引者として、地域社会の発展
に貢献するとともに、自社の発展につながるように努
力していかなければなりません。お陰様でこの度は村
上法人会の活躍に対し全国法人会総連合より、「会員
増強」、「福利厚生制度推進」、「税法税務研修参加率」
の三部門で、優秀賞をいただきました。会員皆様の力
強いご支援にあらためて心より感謝いたし、お礼申し
上げます。
　未だ地域経済にとって、厳しい状況ではありますが、
特に少子高齢化に伴う人口の加速的な減少等、経営環
境の厳しい時代ですが、地域経済を支える経営者とし
て、一層の努力が求められています。今後も会員拡大
を図り、多くの会員皆様と行政各団体と連携を図り、
法人会を通じて、住みやすく魅力ある地域社会の実現
に向けて、微力ながら努めていくつもりでおります。
今後ともご協力何卒よろしくお願い申し上げます。
　会員皆様の益々の発展とご健勝を心よりお祈り申し
上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ
村上税務署長　新保　　智　

　平成29年の年頭に当たり、謹んで新年のごあいさつ
を申し上げます。
　公益社団法人村上法人会の皆様には、健やかに新春
をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　旧年中は、今井会長をはじめ役員並びに会員の皆様
方には、法人会活動を通じ、税務行政に対しまして深
いご理解と格別のご支援・ご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
　村上法人会におかれましては、地域社会の、また、
税に関するオピニオンリーダーとして、正しい税知識
の普及と納税意識の高揚を図るため、会員の皆様の
ニーズに即した各種研修会や講演会を積極的に企画・
開催され、適正・公平な申告制度の維持・発展に寄与
されておられます。また、養護老人施設への慰問や種
川の清掃活動などの地域社会への貢献活動にも積極的
に取り組まれるなど、公益社団法人としてふさわしい
幅広い公益事業を展開されております。
　更に、日本の将来を担う児童に対する租税教育を推
進をするため、青年部会では、小学校の租税教室へ講
師派遣をいただいているほか、女性部会におきまして
も、絵はがきコンクールの募集・表彰活動を通して、
税に対する理解を深める活動にご尽力を賜っておりま
す。
　こうした皆様方の熱意に対し、深く敬意を表すると
ともに、私どもといたしましても従前にも増した連携・
協調を図って参りたいと考えております。
　さて、間もなく平成28年分の所得税等の確定申告の
時期を迎えます。本年も引き続き、自宅等からのＩＣ
Ｔを利用した申告を推進することとしておりますので、
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
をご利用をいただき、所得税等の申告書は、e-Tax又
は郵送でご提出いただきますよう、従業員の皆様への
働きかけにつきましても、お願い申し上げます。
　更に、昨年１月にマイナンバー制度が導入され、本
年から申告書や法定調書などの番号記載が本格化して
参ります。引き続き、制度の導入につきまして、周知・
広報等に努めてまいりますので、制度の円滑な導入・
定着に向け、皆様のご支援を賜りますようお願い申し
上げます。
　結びに、新しい年が公益社団法人村上法人会の皆様
方にとりまして、幸多き年となりますよう、心から祈
念いたしまして、新年のあいさつとさせていただきま
す。
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公益（研修）委員長　渋谷　　浩 　

法人会視察研修を終えて

「税制改正に関する提言」要望活動

平成29年度
税制改正スローガン
○経済の再生と財政健全化を目指し、
� 歳出・歳入の一体的改革を！
○適正な負担と給付の重点化・効率化で、
� 持続可能な社会保障制度の確立を！
○中小企業の重要性を認識し、
� 活性化に資する税制措置の拡充を！
○中小企業にとって事業承継は重要な課題。
� 本格的な事業承継税制の創設を！

　村上法人会会員の皆様、日頃より法人会活動へのご
協力有難うございます。
　先般行われた視察研修についてご報告を申し上げま
す。今回の視察研修はカゴメジュース工場の視察、大
河ドラマ真田丸、長野善光寺の研修と少しゆとりの有
る行程での視察となりました。
　前回の視察研修は大雨と災害に見舞われた研修で有
りましたが、今回はスタート時から天候は晴れ、もう
１つは会長が関東信越国税局から表彰を受けその上、
表彰者を代表して謝辞まで出来ると言う大変に喜ばし
い報告を受けながらのスタートでした。
　スタートが良ければ全てにおいて良いものでありま
して、車中は少しお酒が入った事もあり大変賑やかに
和気あいあいの中、真田丸のドラマ館から諏訪湖畔の
ホテルに入り、その夜は親睦をさらに深めた大宴会で
ありました。

　翌日のカゴメ工場の視察においては、梱包ロボット
に感心したり工場内での人の少なさに此れからの企業
戦略を考えさせられたりと、村上の持っているポテン
シャルを如何に引き出し産業へとむすんで行けるかヒ
ントを貰えた視察研修だったと思います。
　結びに、今回の視察は人数を数え間違えて少しだけ
置いてきぼりにしたりと言うハプニングは有りました
が、伝説を作ったり楽しい研修だったと思います。忙
しい中、参加をいただいた会員の皆様と準備していた
だいた事務局の労に感謝を申し上げます。
　法人会員企業の益々の発展と此れからの法人会事業
への参加を願い結びとします。

　去る10月20日、長崎市で開催された第33回法人会全
国大会において「平成29年度税制改正に関する提言」
「税制改正に関するスローガン」「大会宣言」が採択さ
れました。
　この提言は、全法連がこの春に行った各単位会の税
制改正要望や税制アンケートなどをもとに税制委員会
で取りまとめ決議されたものです。
　村上法人会では、提言事項について去る11月18日、
今井栄一会長、瀬賀功事務局長が、高橋邦芳村上市長
並びに三田敏秋村上市議会議長に面会して提言書を手
渡し、要望活動を行いました。

議長へ要望

市長へ要望
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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 女性部垂水の里訪問

青年部会の活動 女性部会の活動

　第30回法人会全国青年の集い北海道大会が９月８
日、９日と北海道旭川にて開催されました。
　８日の日中は租税教育活動プレゼンテーションが行
われ、全国の地区代表単位法人会がそれぞれ地元で開
催している租税教育活動を披露しました。毎回このプ
レゼンテーションはその地区ごとの良さを生かし工夫
されている点が勉強になります。夜は部会長ウェルカ
ムパーティーです。全国の部会長達との交流ですが、
これがまた普段聞けない同じ立場同士の悩みや情報交
換ができ、それらを地元の法人会活動に役立たせる有
意義な時間でした。
　やはり、青年部会は租税教育活動が事業の柱である
ことは全国どこも同じですが、そこには青年部会員が
思ったように増えなかったり、もしくは減ったりして
いる中でも開催していく意義は共通の認識のような気
がしました。私共村上法人会も少人数ながら毎年13校
の小学校で租税教育活動を開催させていただいている
中で、今後はいかにして部会員の参加を増やしていく
かが課題です。皆さん忙しい中、会社の理解を得て協
力して頂いてますが私はもっと多くの部会員に参加し
ていただきたいと考えています。それは、今回私が青
年の集いで情報交換させていただいた部会長さん達も
同じような課題を抱えながらも、「法人会青年部会だ
からこそできる社会貢献」という位置付けで前に進ん
でいたからです。そんなことで、これからも村上法人
会青年部会は租税教育活動に力を入れてまいります。

　11月８日、特別養護老人ホーム垂
たる

水
み

の里の訪問が前
会員松井様のご協力もあり、22名で無事に終えること
が出来ました。
　会場のある関川村は、秋の紅葉狩りには多くの観光
客が訪れる自然に囲まれた地域です。
　毎日慌ただしく過ごす私たちには何ともいえない
ホッとする一時となりました。

　当日は、入居されている方々が、少しでも楽しんで
頂ければと８年続いているフラダンスも含め、一生懸
命練習を重ね臨みました。
　私たちは訪問する側ですが、毎年入居されている皆
様とお会いするたびに、健康で笑顔でいられることが
いかに大切かを皆様から教えて頂いております。
　この訪問は一年に一度のこと、皆さんで交流しなが
ら楽しく学んでいける数少ない時間ですので、是非来
年も一人でも多くの皆様のご協力とご参加をよろしく
お願いいたします。

追伸： 只今訪問する際に施設にお持ちする、ご自宅な
どで不用のタオルを集めております。お持ちの
方は事務局までお願いします。

税務研修会を実施します ! !
　法人会では、今年度第５回目の税務研修会を下記
により実施します。
　関東信越国税局課税第一部機動課長が相続税・贈
与税について直々に分かりやすく解説します。
　この機会に皆さん大勢ご参加ください。
⑴ 日 時　平成29年１月18日㈬
　　 　　 午後３時～４時30分
⑵ 会 場　村上市生涯学習推進センター　２階
申込みは、法人会事務局 50－1871 まで

法人会全国大会で三賞受賞
　去る10月20日開催の第33回法人会全国大会で三賞を
受賞しました。これも、ひとえに会員皆様のご協力の
賜物と感謝申し上げます。

・会員増強表彰
　 優秀賞（対前年５社以上）　10社加入
・研修参加率向上表彰
　 優秀賞（税法税務研修参加率120％以上）
　 129.７％達成
・福利厚生制度推進表彰
　（年間累積収入保険料対前年比103％以上）
　 103．６％達成
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神林支部活動のご紹介

山北支部活動のご紹介

「神林支部研修会」の実施について

平成28年さんぽく祭・（公社）村上法人会税金クイズ

青年部会･女性部会 清掃活動

会員増強運動 中間報告

　先般、岩船駅前の「住吉屋」において法人会員等を
対象にした研修会を実施しました。当日は24名の参加
をいただき、関心の高さがうかがえました。
　最初に、税務署の統括官から「軽減税率のポイント」
と題し、講話をいただき、大矢和也社会保険労務士か
らは、「労務管理と助成金の活用事」について講話を
いただきました。大矢様からは、「国の１億総活躍社
会の創設等に伴い、様々な雇用関係助成制度が確立さ
れましたので、希望業者は、担当省庁にお問い合わせ
てください。」とのことでした。
　法人会神林支部では、市及び商工会と共催で、平成
29年１月18日に、健幸バン菜運動の一環として、木村
野菜ソムリエをお迎えし、実演を兼ねました講習会を
開催しますので、奮って参加願います。

　７月23日早朝青年部会員と女性部会員で三面川種川
と中州公園の遊歩道の清掃活動を実施しました。
　当日は約20名が参加し１時間ほどで遊歩道はきれい
になりましたが、ゴミは思ったより少なく青年部会長
は「ほかに清掃している人たちがいるのだろう。見え
ないところで活動している人たちがいるのが分かる」
と話されていました。
　今後は海岸清掃なども順次行っていくことを計画し
たいと話されていました。

　法人会では、昨年に引き続き全国法人会総連合の会
員増強運動に合わせ８月31日の理事会に於いて９月か
ら12月を会員増強運動期間と決め運動を展開して参り
ました。９月から11月末までの支部別実績については
下記の通りです。
関係者皆様のご協力に感謝申し上げます。感謝感謝…
　　関川支部　　２社　　　荒川支部　　１社
　　神林支部　　１社　　　村上支部　　４社
　　朝日支部　　２社
　　　　　　　　　　　　　合計　　　　10社
　この期間中の退会は０社ですので差し引き10社の増
となりました。

　当日は、好天に恵まれ前年度を上回る約3,000人（推
定）の来場者があり、一日中大盛況の祭りとなりまし
た。
　税金クイズコーナーは、正面玄関前にスペースを構
えて来場者に声掛けする形となりました。小学生を中
心とした子ども達からの協力もあり、スムーズに活動
をする事ができました。クイズ参加者は30名でした。

各支部の活動報告
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功労者表彰受賞の栄に輝く
○関東信越国税局長表彰受賞
　　　本会会長　　今　井　栄　一 氏
　去る10月27日ラフレさいたまに於いて、多年にわた
る申告納税制度の普及発
展に努められた功績によ
り、本会会長が栄誉ある
国税局長表彰を受賞され
ました。当日は受彰者を
代表して、謝辞を述べさ
せて頂く栄誉に預かりま
した。

○村上税務署長表彰受賞
　　　本会副会長　　板　垣　正　徳 氏
　去る11月16日、村上税務署と同署管内税務団体連絡
協議会主催の「平成28年度納税表彰式」が村上市民ふ
れあいセンターで開催されました。この表彰式は、毎
年税を考える週間に合わせて行われているもので、納
税道義高揚への功労者や管内中学・高校生から募集し
た税について作文の優秀者が
表彰されました。
　団体の活動を通じて多年に
わたり申告納税制度の普及発
展に努め納税道義の向上に顕
著な功績を挙げられたことに
より表彰されました。

新規会員企業紹介
（平成28年７月１日～11月末現在）（順不同・敬称略）

㈱インテリア レフ� 阿部　義秋　 神林
㈲たてこし� 船山　一広　 朝日
㈱クロス屋 尾方� 尾方　酉介　 神林
小田健司税理士事務所� 小田　健司　 村上
(宗)善澤寺� 中村　洋平　 村上
㈱ＳＨＫ� 須貝　敏子　 関川
㈱中倉産業� 中倉　文子　 関川
㈱山﨑農産� 山﨑　栄隆　 神林
日旅サービス㈱村上営業所� 武井　　清　 村上
㈲井上漁業� 井上　純一　 村上
(宗)東岸寺� 野田　尚道　 荒川
㈲公衛社� 小田　幸夫　 朝日
㈱富樫工務所� 富樫　　淳　 朝日

北越瓦工業㈱� 中原　大輔　 神林
㈲メディア� 富樫　正樹　 山北

青年部会

青年部会 新保税務署長表敬訪問
　このほど新保税務署長から租税教室等で努力されて
いる青年部会の皆さんにお礼を申し上げたいとの申し
出があり、青年部会では役員で税務署の署長を訪ね
様々な意見交換を行うと共に署長からは、今後とも租
税教室や税の知識向上のため努力して頂くよう要請が
ありました。写真は署長室での１枚です。

「早春特別講演会」
� 開催のお知らせ
・日　時　平成29年３月８日㈬
　　　　　午後２時～
・会　場　瀬波温泉　大観荘せなみの湯
・講　師　吉田　幸弘　氏　
　　　　　（リフレッシュコミュニケーションズ代表）
・演　題　�２万人への対面営業で磨き上げたコ

ミュ力　ビジネスパーソンのための
仕事で使える “雑談力”

１．雑談上手になる人の心構え
２．相手に会う前にやっておきたいこと
３．タイプ別コミュニケーション術
４．準備なしでもできる４つの雑談術
５．短時間で簡潔に伝える商品説明
６．話が続く質問・続かない質問
７．次につながる雑談術

講座内容
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公益社団法人 村上法人会 支部別会員名簿
（平成28年12月末日現在）

今回は村上支部、農協のみ掲載です。
（会員名簿掲載で不都合な方は事務局まで）

村
上
支
部

㈱会津屋
㈱アイテック
㈱青山工業
㈱青山商店
㈱アサヒ建築設計研究所
旭電工㈱
朝日物流㈱
朝日舗道㈱
アスカ測量㈱
東自動車整備工場㈱
㈱アセック
㈲あめや
粟島浦漁業㈿
粟島汽船㈱
㈲飯島写真館
㈲イーストファーム
㈲板垣電機
一光建設㈱
㈲井上漁業
㈲今井鮮魚仕出し店
㈲伊与部板金

（公財）イヨボヤの里開発公社
㈱岩船港鮮魚センター
㈲いわふね新聞社
いわふね森林組合
岩船タクシー㈱
羽越パッケージ㈱
㈱内山組
㈲内山スポーツ
ＡＩＵ損害保険株式会社 新潟支店
㈲エミ動物病院
㈱L・Sカンパニー
㈲扇屋旅館

大滝建設㈱
大滝自動車工業㈱
㈱大竹建設
㈲大野建築
㈲大町キムラ薬局
小田健司税理士事務所
㈲お茶の常盤園
㈱開成
司法書士法人 海田総合法務事務所
㈲角又
㈱柏崎ドライ
㈲カタノ設備
㈱加藤組
㈾角銀
㈲カネダイ川崎商店
㈾川内商店
㈱川上製作所
㈱きっかわ
㈲木村自動車整備
㈲きむらや
共栄不動産㈱

（宗）経王寺
㈱協和管工
きらやか銀行㈱ 村上支店
倉松整備㈲
ゲンキグループ㈱
㈱小池建設

（宗）耕雲寺
高坂運送㈱
㈱ゴーナイエレック
㈱九重園
㈲小多喜
㈱小林組

㈲サウンドワクイ
㈲酒田屋
㈾肴町主食
㈱サクセスリンク
㈱サクマ
㈱さくら会計サポート
㈲酒道楽 工藤
㈱酒のかどや

（医）佐藤クリニック
㈲佐藤不動産センター
㈲佐藤宮吉商店

（宗）最明寺
㈱サンエコー
㈲三越車輌

（医）山北会
㈲志田善七商店
新発田ガス㈱ 村上出張所
㈲渋一農機
㈱渋谷工務店
㈲ジャック三春屋
㈱シラサワ 
㈲信栄社
㈱新多久 
新保屋家具㈱
㈱神和商会
㈲スガイ
㈾須貝商店
㈱ツガイ久菅原商店
㈲鈴木カメラ
㈱鈴木経営コンサルティングサービス
㈱すずらん
㈲静雲荘
㈲青通

（医）責善会 
㈲関根車体
瀬波温泉土産品㈿
瀬波海岸温泉配湯㈲
㈱瀬波空調設備
㈱瀬波グランドホテルはぎのや
㈱瀬波タクシー
㈲セラウェル
㈱千経
㈲善蔵

（宗）善澤寺
㈲総合食品加藤商店
㈱総合食品さいとう
㈱ソフィアオーデット
㈱大観荘
㈱第四銀行村上支店
第四証券㈱ 村上支店
㈱大進建設
大同生命保険㈱新潟支社
㈲ダイメックス
大洋酒造㈱
大洋電機㈲
㈱タウンホテル村上
㈱高建
高橋硝子㈲
㈲高橋商会
㈲高橋ビジネスリサーチセンター
宝商事㈱村上支店
㈲タケベ
㈲タザワ
㈱ダスキン鈴木
㈲田中クリーニング店
㈲田村左官工業

総合建設業

代表取締役　伊　藤　広　行
伊藤工業㈱

〒959−3264　岩船郡関川村大字上関74−1
TEL（0254）64−1257  FAX（0254）64−0017 坂町店 �村上市坂町�1825-6

� TEL�0254-62-2437
中条店 �胎内市表町2 - 1 6
� TEL�0254-43-4323

薬石パワーとミネラル浴

エステ・カイロプラクティック ワンコの嵐の湯と
　　 アロマテラピーのお店

ミスト ワンコのこころ

荒川山瀧・嵐の湯
婦人服・ファッションブランド

ブティック やまたき

YAMATAKI
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㈾田村酒店
㈲千渡里
朝栄㈲
㈲津島建設
㈱テルサグループ
㈲トーカイ
遠山設計㈱
㈱富樫組
富樫建設工業㈱
㈲とがし商店
㈲富樫タイヤ商会
時田陶器㈱
㈱都市環境緑化
㈱トップミュージック村上営業所
㈱富中産業
㈲トム
㈲ナイスエルシー
㈱永徳
㈱永徳酒販
長弘硝子㈱
㈱中村タイル工業
㈲中安薬局
㈱中山商会
㈱南原商事
㈲新潟基礎
㈱新潟ジャムコ
㈱日栄特基
日旅サービス㈱村上営業所
㈲日成工業
二野建設㈱
㈱日本アクシィーズ
ニューハートピア新潟瀬波

㈲能登新
㈲ハートハンズ
長谷川エネルギー㈱
㈲花一
㈲花のふじ井
㈱はまなす観光タクシー
パルス電子㈱
㈲ビー・ファースト
㈲ピノキオ
㈱廣田商事
㈱フォト・スタンプ新潟
藤井漆工㈱
㈲ぼーとや
北越運送㈱
北越銀行㈱村上支店
㈲北新建設
㈲北精園
㈲北部衛生社
㈱ホテル汐美荘
㈲本田電機工業所
㈱ホンダ村上エスエス
㈾ほんぼ

（医）本間医院
㈱本間組村上営業所
㈲本間建業
㈲本間内装工業
㈱本間のり屋麩店
増田建設㈱
㈲益田甚兵衛酒店
㈱又上
㈱松沢商会
㈱マルエス

㈲丸木屋商店
㈲丸久（磐舟）
㈲マル誠 伊藤建設
㈱丸大大滝商店
㈱マルタマ 村上支店
マルト鮮魚㈱
三面川鮭産漁業㈿
㈾三河屋
㈲美越
㈱皆徳 村上営業所
宮尾酒造㈱
㈱宮作
村上印刷㈱ 
㈱村上魚市場
村上駅西開発㈱
村上管工事業㈿
㈲村上警備保障
㈱村上建設会館
村上建設資材㈱
㈲村上こがね
村上自動車㈱
村上自動車整備㈱
㈿村上商業開発
村上商工会議所
㈲村上シルバーかんきち堂
㈱村上新聞社
村上新聞販売㈱
村上信用金庫
村上信用金庫 東支店
村上信用金庫 駅前支店
村上信用金庫 岩船支店
村上中越運送㈱

村上堆朱事業㈿
村上生コン㈱
㈲村恭
㈱村電テクニカルサービス
㈱ムラネン
㈲室本建設
㈲明和テック
㈲モード・サロン・ドレメ
㈱茂原建設
㈱山嘉土建
㈱山木組
㈲ヤマギン
㈱山口製作所
㈱ヤマコン 新潟営業所
山新林業㈱
㈲やまだ屋商店
㈲大和屋旅館
㈱ヤマノイ
㈱ユニアス 新潟工場
ユニウッド㈱
㈲横山工業 
㈲義建
㈲吉田屋
理光電機㈱
㈱旅館大清
㈱鷲尾組
㈱鷲尾土木
㈱渡辺鮮魚（海鮮処番屋）
㈱わら竹

電気設備・光通信設備・太陽光発電

〒959-3449 新潟県村上市岩船駅前58番地5
TEL 0254-56-6597 FAX 024-56-6203
E-mail：sakaue@coral.con.ne.jp

代表取締役　坂 上 孝 雄

㈲坂上電気工事
株式会社 村電テクニカルサービス

代表取締役　小野寺　秀樹

〒958-0876 新潟県村上市塩町12-4　tel：0254-53-1602 Fax：0254-53-6334
E-mail : info@muraden-tec.co.jp

農
協

かみはやし農業協同組合
にいがた岩船農業協同組合

水門･鉄構･機械器具設置･溶接･配管工事等
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企業訪問 【会社の概要】
●代 表 者　代表取締役　渡辺 美紀子
●創　　業　昭和27年６月
●法人設立　昭和63年４月
●資 本 金　600万円
●従 業 員　12名
●事業内容　旅客運送業（遊覧船）
　　　　　　魚介類加工・土産販売業・飲食業
●住　　所　〒959-3665
　　　　　　新潟県村上市桑川975番地44
　　　　　　TEL 0254-79-2154　FAX 0254-79-2357
　　　　　　URL http://www.sasagawanagare.net/

㈲笹川流れ観光汽船

代表取締役　渡辺 美紀子

【会社の沿革】
　景勝地、笹川流れ
観光遊覧開航64年。
初代創業者、故父が
昭和27年に漁船から
夫婦２人で始めまし
た。
　その後、昭和63年４月に地元の漁業関係者と有限会
社を設立し現在に至ります。
　笹川流れは、昭和２年９月５日に国の名勝天然記念
物に指定され、その風光明媚な景色は11㎞も続く海岸
線で笹川という集落を中心に広がっており、沖合に浮
かぶ岩場にかけて潮の流れ（潮流）がみられたことに
由来して「笹川流れ」という名前になりました。
　海上からの眺めは格別で、数々の奇岩、怪石が数多
く存在しています。波の浸食による造形を遊覧船で船
長が源義経伝説を交え実況説明やカモメの餌付け体験
を楽しんでいただいております。私は父の持病もあり
平成５年４月に入社し、現場第一主義、安全運航を
モットーに従業員一同、株主の皆様と一緒に歩んでま
いりました。平成12年に父の体調が悪化し、平成16年
10月に代表取締役に就任致しました。当時36歳の女社
長との事で、周囲の皆様に支えて頂きまして現在に至
ります。
　気象、海象に左右される遊覧船事業は、昨今の異常
気象に悩まされる事が多い為、「食」の部分で全国か
ら訪れるお客様に、地元で水揚げされた地魚を天日干
し加工し味わってほしいという思いから、昭和63年か
ら魚の加工、販売事業もスタートさせ、当時から「地
産地消」、今で言う６次化産業の取組みを実施してお
ります。
　地域の皆様、各関係者の皆様のお陰で長い年月に渡

り事業を営む事が出来ております。日々、感謝の気持
ちを忘れずに、これからも精進して参ります。
【会社の経営理念】
　旅客運送業に携わる者にとりましては、なんといっ
ても乗客の安全輸送の確保が第一であります。「安全
への対応は始まりがあって終わりのない営みである」
をモットーに、常に初心を忘れずに仕業に取り組む事
を理念としております。
　そして、この厳しい時代、経営に携わる者にとりま
しては人と人とのつながり、お客様のニーズに対応す
る努力、地域の魅力を発信し、地域連携、広域連携を
することで世の中から信頼される企業経営に結びつく
と信じております。“企業は人なり” と云いますが、
その精神を大切に、社員一同心をひとつにして精進し
て参ります。
【今後の展望、事業展開について】
　国としても「観光立国」の推進は重要な成長戦略と
しており、地方創生に資する観光地づくりの一環とし
て、これからは海外にも目を向けた情報発信で交流人
口、消費の拡大、雇用の創出につながると考えます。
　その為には、お客様の満足度及び笹川流れの地域ブ
ランドの確立とインターネットに依る情報発信と誘客
宣伝効果の向上を目指した事業に取り組み、この場所
にあるものを活かし
てこそ、本当の地域
活性化につながると
信じております。
　今後共、会員とし
て、少しでも貢献で
きればと思っており
ます。

〒958-0261  新潟県村上市猿沢1215番地
TEL 0254-72-1551  FAX 0254-72-1273

代表取締役  横 井 昌 平

朝日みどりの里
株式会社 まほろば

新車・中古車販売・車検・修理・部品
カーコンポ・アルミホイール
タイヤ・カー用品、他

〒959－3907  新潟県村上市府屋235－4
ＴＥＬ ０２５４－７７－３１６６
ＦＡＸ ０２５４－７７－３１６７

府屋自動車工業株式会社
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◯◯支社新潟支社 〒950-0088　新潟県新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル4F


