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塩野町集落の伝統行事「お里様」
　「お里様」は五穀豊穣と山仕事の安全を祈願して、地
元の熊野神社にしめ縄を奉納、熊野神社は女性の神様を
祀っているため、男性が派手な化粧をして嫁入り行列に
扮して運びます。

おさとさま（塩野町）

賽の神 高根スノーフェスティバル 花嫁行列（高根）

●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　
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　新年あけましておめでとうございます。
　会員各位には、新春を健やかに迎えられたことと心
よりお喜び申し上げます。
　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、心より厚くお礼申し上げます。
　今年も公益社団法人として、社会貢献活動をより充
実させます。女性部会、青年部会の活動であります「施
設慰問ボランティア」、租税教育の一環としての「租
税教室」又「絵葉書コンクール、講演会活動を通し税
務行政との連携を密にし、正しい税の知識の普及向上、
納税意識の高揚に更なるご協力とご支援をいただき、
市行政関係各位との協力のもと、地域社会貢献活動と
共に充実を図っていきたいと思っています。
　今年１月１日よりマイナンバー制度のスタート、消
費税の改定と共に色々な問題が予想されます。より一
層実務的な理解を深める為の講演会・講習会を開催
し、会員各位の会社の経営に役立ててもらいたいと思
います。
　今後とも更なるご協力をお願い申し上げます。

　国の政策戦略のアベノミクスに依る経済波及効果も、
地域社会にはまだまだ効果が遅く現実に表れていませ
ん。
　更には予想以上の早さで少子高齢化が進み、地域経
済の縮小が拡大していき厳しい経営環境が予想されま
す。
　特に東京オリンピック・パラリンピックの2020年頃
には、市の人口６万人を維持できるか厳しい状態にな
るでしょう。しかし公益社団法人村上法人会に移行し
て３年目になり会員も徐々に増え、当初の目標である
600社に近づきつつあります。今後共会員皆様の協力
のもと、会員増強を計り志を共にする仲間を増やし、
地域社会に貢献していく所存であります。何卒ご協力
の程よろしくお願い申し上げます。
　会員各企業皆様の益々の発展とご健勝を心よりご祈
念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

　新年あけましておめでとうございます。
　公益社団法人村上法人会の会員の皆様方におかれま
しては、健やかに新春をお迎えのことと、心よりのお
喜びを申し上げます。
　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、法人会活動を通じまして、税務行政に深いご
理解と多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　村上法人会は、県内屈指の加入率を誇りつつ、その
充実した組織力を遺憾なく発揮し、活発に事業を展開
されています。講演会やセミナー、税務研修会を企画・
開催し、「自主点検チェックシート」を積極的に推奨
することを通じて、参加企業における税務コンプライ
アンス向上と正しい税知識の普及や納税道義の高揚を
図るほか、異業種交流の機会を創出し、参加企業に新
たな情報やビジネスヒントをも提供しています。
　更に、女性部会では、養護老人施設への慰問や小学
生の税に関する絵はがきコンクールの募集・表彰活動
など、心温まる社会貢献活動を展開されるほか、青年
部会でも小学校の租税教室に「出前先生」として、意
欲的に講師派遣をいただいております。
　皆様方のこうした幅広い活動と一途な熱意に対し、
心からの敬意を表させていただきます。
　私どもといたしましては、皆様方のお力添えが何事
にも代え難く、力強い限りであり、今後とも、一層の
連携・協調を図るべく、精励して参る所存であります。
　さて、年明けを迎え、事業者である皆様方は、従業
員の方々などの個人番号を記載した申請書等を作成す
る「個人番号関係事務実施者」となります。個人番号
を含む個人情報は、「特定個人情報」に該当し、漏え
い等を防止するための「安全管理措置」を講じなけれ
ばなりません。ご不明な点がございましたら、税務署
にお問い合わせいただくほか、内閣官房や国税庁のホー
ムページもご利用ください。
　また、間もなく、平成27年分の所得税等の確定申告
時期を迎えますが、本年も国税電子申告・納税システ
ムは、申告期間中、24時間受付とするほか、ヘルプデ
スクも受付時間を延長します。併せまして、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の上、
申告書を郵送いただきますことを従業員の皆様へ働き
掛けていただきますよう、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と会員
の皆様方にとりまして、更なる発展を遂げられる年に
なりますよう、また、会員の皆様方のご健勝と事業の
ご繁栄を心から祈念申し上げ、新年のあいさつとさせ
ていただきます。

さつき園慰問
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　去る９月10日〜11日にかけて南三陸町の震災当時の
状況と復興にかける思いなどを語り部を通して研修し
てまいりました。
　研修を語る前に、当日は台風の影響で関東、東北の
豪雨災害に見舞われるという研修をするには、多難な
スタートになった訳であります。
　早朝出発の事もありバスの心地よい揺れと睡魔に襲
われ、目が覚めたのは山形横断高速道に向かう途中の
道の駅でありました。
　その時に聞こえてきたのは高速道路通行止め、迂回
道路も土砂崩れによる一時通行止めという状況で有り、
今後どのように動くかを思案していた処に一時通行止
めになっていた所が通れるとの情報を頂き、一路仙台
へと入り遅めの昼食を摂れた次第でありました。本来
であれば、昼食を頂いた麒麟麦酒仙台工場が津波被害
に遭われた状況なども工場視察と共に、復興状況など
を視察する予定でありましたが、時間が押していたた
めに外見視察にて終了となりました。
　その後、南三陸町と、震災時に避難者の一時避難施
設として大きな役割を果たしたホテル観洋での当時の
ビデオ撮影を通しての説明を聴きながら、改めて凄い
災害であったと思いました。

法人会視察研修を終えて

　去る10月８日、徳島県徳島市で開催された第32回法
人会全国大会において「平成28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、三原栄税制委員長が、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。

「税制改正に関する提言」要望活動

平成28年度
税制改正スローガン
○厳しい財政状況を踏まえ、

国・地方とも行財政改革の徹底を！
○中小企業の力強い成長なくして、

真の経済再生なし！
○法人の実効税率を早期に20％台に引き下げ、

軽減税率15％本則化の実現を！
○中小企業の円滑な事業継承のために、

欧州並みの本格的な税制の創設を！

　説明を聴きながら感じたのは、人の温かさと、無償
の労働の大切さでありました。
　世の中には困っている人の為に無償でも何かを、出
来る事をしなければと思う人間が大勢いることに大変
感銘を受けてきましたが、三陸町の被災した場所を見
渡すと、まだまだなんだという思いが強まりました。
　最後になりますが、当日の宿泊は気仙沼ホテル観洋
でありましたが、関東東北豪雨被害の情報により研修
旅行に参加された家族の方々に大変心配をかけたこと
お詫び申し上げます。
　災害により思うような視察が出来ませんでしたが、
参加された方々との絆は長い道中の中で取れたのでは
ないかと思います。（震災被害に遭われた皆様と、今
回豪雨災害に遭われました方々のご冥福を祈ります。）
　今回の視察研修に参加下さいました企業の皆様と会
員企業がこれからも法人会活動へ参加される事と、
皆々様の企業の発展を願います。大変ご苦労様でした。

公益（研修）委員長　渋谷　　浩

村上市長へ

村上市議会議長へ
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青年部会部会長　遠山　忠宏 　 女性部会部会長　竹内伊津子 　
女性部会さつき園慰問

青年部会の活動 女性部会の活動

　去る、11月19・20日に第29回法人会全国青年の集い
茨城大会が開催されました。この全国大会では、恒例
となっている租税教育活動プレゼンテーション、部会
長サミットがありました。各都道府県の単位法人会部
会長が集まりそれぞれが行っている活動について議論
を交わし、より良い法人会作りもしくは青年部作りに
生かす為の会議です。今回は租税教育活動と会員増強
についてを重点的に意見交換がされましたが、租税教
育活動による地域貢献度、法人会の認知度向上等多い
意見だった点、会員数の伸び悩みもしくは減少につい
ての悩みは全国的にも共通のようです。
　我が村上法人会も今年度の租税教室の開催は村上市
内13校を予定しており、ある意味法人会青年部の活動
の認知度と存在の意義も確認できてきているように感
じます。ただ、部会員増強という面に関してはまだま
だと思う点もあり、役員にも負担がかかっているのが
現状です。
　部会長サミットで県外の青年部会長の中には結構目
新しい活動報告をされる方もいらっしゃいましたが、
今の村上法人会青年部では租税教室の開催を出来る限
りやり続けて行く事、そして少しでも多くの部会員に
参加して頂き、この活動の意義を体験して頂くことが
大切なのではないかと感じた全国大会でした。

　11月４日この度の慰問先はさつき園でした。いつも
のことながら入居者の皆様とお会いするたび健康であ
る自分と重ねてしまいます。少しでも心からホッとす
る時間があればと女性部会の方々も忙しい中、一生懸
命練習を重ね披露してまいりました。

　昨年は新潟県立西新発田高等学校同窓会村上支部代
表藤田様より、220本にもなるタオルを頂き、思いの
深さを感じた時でした。また、今年も会員並びに市民
の皆様より頂いた沢山のタオルも届ける事が出来まし
た。
　園の方々にとっては大変助かっている様ですし、身
近な物で喜んで頂いております。来年度も女性部会と
して活動を続けて参りますので、会員はじめ市民の皆
様の善意をよろしくお願いいたします。
　人それぞれの人生模様があるように入居者皆様の幸
せを祈りながら一日一日を大切に生きて行きたいと思
います。

青年部会の動き

竹内女性部会長
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　去る11月18日㈬、
荒川商工会館におい
て「ＡＥＤ講習会」
を開催しました。当
講習会は今回で６回
目を数え、毎年恒例
の講習会となってお
ります。ボランティ
アや地域振興、会員企業の社会貢献活動を支援する取
り組みとして、本年も村上市消防本部の協力のもと、
22名が参加し３時間にわたりAED講習会を行いました。
　最初に１時間程度のビデオによる講習を行ったあと、
消防本部の救急救命士指導により、２班に分かれて実
技講習に入りました。そこでは、周囲の安全確認から
受傷者の状況把握、「胸部圧迫心臓マッサージ」に際

　当日は、多少風雨のある天候となりましたが、前年
度を上回る約2,800人の来場者があり大盛況の祭りと
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。商
工会員からの協力も

しての「手の組み方」から「力の入れ方とマッサージ
の回数」、人工呼吸における「気道確保」、そして「Ａ
ＥＤ機器」の操作方法について、参加者全員一人ずつ
実技指導を受けました。最後に救急救命士の方から、

「救急車が到着する
まで（約８分）の間、
ためらうことなく
マッサージを行うこ
とにより『助かる命
の確率』は格段に上
がるので、是非勇気
をもってこれを行っ

て欲しい」と述べ、参加した受講者もその大切さにつ
いてあらためて認識するとともに、今後も是非参加し、
忘れないようにしていきたいと話していました。「Ａ
ＥＤで助かる命」 そこにＡＥＤがあれば、そこに助け
ようとする人がいれば助かる命があります。
　荒川支部としては、当活動を含め今後も継続し社会
貢献活動を行って参ります。

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14名でした。

　神林支部では、会員拡大も兼ねて毎年のように企業
訪問や又、健康ウォーキングと称して、今迄も「尾瀬
沼」や鳥海山の「獅子ヶ鼻湿原」、磐梯高原「デコ平」、
飯豊山の「石ころび沢」などへ日帰りで行ってきまし
た。今年は二年ぶりに、10月24日㈯実施いたしました。
　素晴らしい天気にも恵まれ、車窓から深まる秋の景
色を見ながら和気あいあいと過ごしながら、ロープウェ
イ「土合駅」に到着。早速ロープウェイに乗り込み、
素晴らしい紅葉を目に「天神平駅」へ、そこからペア
リフトで「天神平峠駅」まで、標高1,502ｍまで一気

に登りました。目前には谷川岳山頂のオキノ耳、トマ
ノ耳が手の届きそうな感じで雄大に迫って見えました。
遠くには、至仏山や日本アルプスなどの名だたる百名
山を見ることができました。びーどろパークでは、多
くのガラス職人が炉から取り出した水あめ状のガラス
を次々と製品に仕上げていました。正に職人技でした。
　今回も貴重な体験と、お互いの親睦を深めることが
できました。
来年も企画
したいと思
います。

＊ ＊ ＊  各支部の活動報告  ＊ ＊ ＊

「ＡＥＤ講習会」の実施について

谷川岳ロープウェイと、月の夜びーどろパーク見学

荒川支部活動のご紹介

平成27年さんぽく祭・（公社）村上法人会税金クイズ
山北支部活動のご紹介

神林支部活動のご紹介
会員拡大事業に伴う視察研修

日時　平成27年11月８日㈰午前９時30分から午後２時30分
場所　村上市府屋・山北総合体育館
内容　税金クイズの実施
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新規会員企業紹介
（平成27年７月１日～11月末現在）（順不同・敬称略）

㈱丸弥組	 渡辺　弥一	 関　川
㈱あおぞら	 阿部百合子	 荒　川
㈲神林カントリー農園	 忠　　　聡	 神　林
とりたて野菜市かみはやし㈱
	 川崎　澄子	 神　林
㈱アイテック（7月加入）	 小山　英哲	 村　上
羽越パッケージ㈱	 鈴木　壽男	 村　上
（宗）最明寺	 奥秋エナ子	 村　上
㈲横山工業	 横山　勝広	 村　上
第四証券㈱村上支店	 佐々木克行	 村　上
㈲花一	 渡辺　三夫	 村　上
㈱神和商会	 平山　　耕	 村　上
㈱トップミュージック村上営業所
	 金子　敦治	 村　上
（宗）大儀寺	 秦　　紳二	 朝　日
（宗）医泉寺	 菊地　光彦	 朝　日

「早春特別講演会」開催のお知らせ

会員増強運動中間報告

企業に役立つ税務研修を実施
　今年度は、６月８日に第１回の税務研修を宗教法人
を対象に実施したのを皮切りに、６月24日には第２回
「平成27年度法人税関係法令の改正の概要」をまた、
第３回は９月15日に渡部村上税務署長を講師に「社会
保障・税番号（マイナンバー）制度研修会」を実施し
ました。このときには、時勢を反映してか研修受講者
が139名と過去最高の参加者でありました。また、第
４回は11月24日に「法人税・消費税・源泉所得税の取
扱いについて」は小池調査官並びに「改正相続法につ
いて」は的山上席調査官からそれぞれ説明があり88名
の参加がありました。
　10月28日には新設法人対象の税務取扱い研修会を小
池調査官の講義により実施しました。また、各支部で
もマイナンバー制度導入に関する研修を実施しており
ます。
　今後も会員企業の資質向上のため時期にあった研修
会を実施して参りますので是非とも多くの方にご参加
をお願いいたします。

　法人会では、全国法人会総連合の会員増強運動に合
わせ８月27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。
関係皆様のご努力に感謝いたします。

関川支部１社　　荒川支部２社
神林支部１社　　村上支部６社
朝日支部３社　　合計　　13社

（上記は新規会員を入れた支部の業績です）

　この期間中に退会した方はおられませんでしたので、
純増になります。11月18日に共益委員会を開催し、中
間報告しました。

　村上を愛し、宵の竹
灯籠まつりのボランティ
アにゼミの学生を引率
すること幾度にも及ぶ。
『慰霊・追悼・顕彰の近
代』といった専門書だ
けではなく、村上のま
ちづくりにほれ込み、

その関連論文もまとめている。自称、村上私設
応援団大幹部。今回は「外」から見た村上の魅
力を語りたい。

・日　時　平成28年3月7日㈪
　　　　　　　　午後３時30分〜
・会　場　大観荘せなみの湯
・講　師　矢野　敬一　氏
　　　　　（静岡大学  教育学部  教授）
・演　題　「少子高齢化時代の中、
　　　　　　村上市中心部の魅力は何か？」

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

渡部税務署長講義中

共益委員会
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公益社団法人 村上法人会 支部別会員名簿
（平成27年12月末日現在）

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㈱
㈲今井鮮魚仕出し店
㈲伊与部板金
㈱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
㈲お茶の常盤園

㈱開成
司法書士法人 海田総合法務事務所
㈱ヤマコン 新潟営業所
㈲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
㈱総合食品さいとう
㈲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）社団佐藤クリニック

㈲佐藤不動産センター
㈲佐藤宮吉商店

（宗）最明寺
㈲サムズオート村上
㈱サンエコー
㈲三越車輌

（医）山北会
㈲志田善七商店
新発田ガス㈱ 村上支店
㈲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
㈲総合食品加藤商店
㈱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
㈾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
㈱富中産業
㈲トム
㈲ナイスエルシー
㈱永徳
㈱永徳酒販

今回は村上支部、朝日支部、山北支部、農協のみ掲載です。
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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㈱

コメ王国新潟直送便
ごはんが
主役の

ISO 9001：2008認証取得

まるこう食品株式会社
村上市坂町2779番地1

TEL（0254）62−2158㈹　FAX（0254）62−5004

新潟一番弁当！

村
上
支
部

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
㈲日成工業
㈱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
㈱深沢工務店
藤井漆工㈱
㈲藤健架設
㈲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
ホシデン新潟㈱
㈱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）社団本間医院
㈲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㈿
㈲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
山新林業㈱
㈲やまだ屋商店
㈲大和屋旅館
㈱ヤマノイ
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

朝
日
支
部

㈲朝日印刷
㈱朝日工務店
㈲朝日産業食品工業
朝日相互燃料㈱

㈲五十嵐製材所
㈱石光

（宗）医泉寺
㈲板垣工務店

㈲板垣設備
㈱板垣鉄工所
㈱エスケー食品
㈱恵比須商会

㈲大田工事店
㈱大田電気
㈱大場工務店
㈲貝沼建機
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たたみの増田
製造・販売 ㈲増田製畳

〒959－3424  新潟県村上市牧目566
TEL. 0254－66－7246

たたみのことなら何でもおまかせ下さい！
製品の一般クリーニング、お布団のクリーニング、
皮革クリーニング、リネンサプライ等
クリーニングのご用命は何でもおまかせ下さい。

安心してお出しになれる

総合工場
着物お手入れ専門店

TEL52－5454 小町本店TEL53－3109

TEL52－3405

クリーニング

朝
日
支
部

㈲カツモク
㈲共同土建
㈲こどもや
㈱齋藤工業
㈱栄建設

（医）佐藤医院
㈲塩野町石油
渋谷建設㈱
㈲島田特殊土木
㈲新朝開発工業

㈲スエヒロファ－ム
㈲菅井食品
㈲寿し駒
㈱鈴木建具製作所
㈲相馬工業

（宗）大儀寺
㈲大吉亭
㈲高橋組
㈲高橋測量設計事務所
㈲高橋土建

㈱高橋塗装工業所
㈲田村製材所
㈲遠山木材
㈱中嶋木材
㈲ファミリーオートサイトウ
㈱北越測量
㈱本間建設
㈱本間自動車
㈱まほろば
㈱マルイ

㈱丸橋
㈲丸八建設
㈲ミトク
㈲みどり農産
村上舗材㈱
㈱柳自動車
㈲ヤマゲン水産
㈱横井組

山
北
支
部

（医）社団青木医院
㈲アンプランニング
㈲五十嵐船舶電機
㈱板垣組
㈱板垣ボーリング
岩佐木材㈲
㈲江口保険
㈱エメニクス
㈲大滝小太郎商店
㈲大滝食品
大滝林業㈱
㈲大滝輪店
㈱カエツハウス工業
寒川運送㈱
共同印刷㈲

㈲笹川流れ観光汽船
㈲笹川流れ夕日会館
㈱佐藤工業
㈲佐藤石材店
三桂興産㈱ 新潟工場
三桂精機㈱ 新潟工場
㈲山北衛生社
さんぽく体験交流㈽
山北タクシー㈱
山北生コン㈲
さんぽく生業の里㈽
村上市森林組合
昭和運送㈱
㈱新光
菅原木材㈱

高橋工業㈱
㈲トガシ住建
㈱富樫設備
富樫木材㈲
㈲中浜観光物産
新潟三桂㈱
㈲日本海企画
㈱日本海サービス
平方商事㈲
㈱フタバ
府屋自動車工業㈱
府屋主食配給企業組合
㈲本間商事
㈱又助組
㈲松本組

㈱松山組
㈱マルカ工業
㈱丸勝瓦
㈱丸久建築
㈲みつば
村上信用金庫 府屋支店
㈱村文建設
㈲メディア
㈱山正鮮魚
㈲ヤマジョウ本間商店
㈱ライフサポート総合保険
㈱渡辺鮮魚

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



平成28年１月法　人　会　だ　よ　り第51号（ 10 ）

企業訪問

【当金庫の概要】
■ 本店所在地／〒958-8601
　　　　　　　  新潟県村上市小町２番15号
■ 創　　　立／明治40年11月
■ 業　　　績／預 金 残 高　779億32百万円
　　　　　　 　貸出金残高　357億54百万円
■ 会　員　数／8,269人
■ 出資金残高／３億81百万円
■ 代　表　者／理事長　大滝　愼一
■ 役 職 員 数／97人  （平成27年３月末）

〇本　　店 … 〒958-8601  村上市小町２番15号  ℡53−2181
〇岩船支店 … 〒958-0052  村上市八日市１番62号  ℡56−6221
〇関川支店 … 〒959-3265  関川村大字下関914番地４  ℡64−2221
〇府屋支店 … 〒959-3907  村上市府屋197番地92  ℡77−3131
〇駅前支店 … 〒958-0854  村上市田端町９番７号  ℡53−1351
〇荒川支店 … 〒959-3131  村上市藤沢49番地５  ℡62−5151
〇東 支 店 … 〒958-0866  村上市村上567番地１  ℡53−5700

【当金庫の沿革と経営理念】
　明治40年11月産業組合法に基づく有限責任村上信用
組合として設立され、旧村上町353番地村上銀行内で
開業。昭和27年12月信用金庫法による村上信用金庫へ
の改組を経て今日に至る。当金庫の歴史は、信用組合
時代から108年、現村上信用金庫となってから63年を
数える。
　創立以来の経営理念は、「お客様の発展と幸せのた
め」「地域社会の発展のため」「当金庫の発展と役職員
の幸せのため」に最善を尽くすこと。
【当金庫の取組みと今後の展望】
　皆様におかれましては平素より当村上信用金庫に対
しまして格別のご愛顧、お引き立てを賜り誠に有難う
ございます。
　さて、昨今の我が国の状況を顧みますと、アベノミ
クス効果などもあって、明るい兆しも窺えますが、大
都市から離れた地方にあっては依然として厳しい状況
が続いているようです。当金庫を取巻く地元の現状も
例外ではありません。
　このような情勢を踏まえ、当金庫は地元地域の振興
と活性化に向けて、村上市、関川村及び粟島浦村の１

市２村と「四者連携協力協定」を締結いたしました。
この協定により、さらに各自治体や関係先と密接に連
携、協力して地域の振興と活性化に取組んで参ります。
　村上信用金庫は「地元のメインバンク」として「地
域との共生」を掲げ、「地域で最も必要とされ愛され
る金融機関」であり続けたいと思います。今後とも、
役職員一丸となって皆様のご期待に応えて参りますの
で、末永くご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し
上げます。

理事長　大滝　愼一

村上信用金庫本店全景

「協定調印発表会」（左から）本保粟島浦村長、
平田関川村長、高橋村上市長、大滝理事長

村 上 信 用 金 庫

株式会社 横  井  組
新潟県村上市古渡路600番地
TEL（0254）53−7880㈹  FAX（0254）53−7885
E-mail：mail@yokoigumi.co.jp
U R L：http://www.yokoigumi.co.jp

地域の未来を拓く
Construction Company

〒958−0269
村 上 市 大 毎 1 5 0 番 地 1
T E L  0254（75）2591・2316
FAX 0254（75）2161・2316

代表取締役 板 垣 正 徳

削 井・集 排 水・地 質 調 査
土木・アンカー・水抜工事

㈱板垣ボーリング
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AF法推-2015-0023-1510038  6月10日

〒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
TEL 025-243-0612

新潟支社


