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 旧米沢街道の風情を今に伝える
　関川村の道の駅周辺には、旧米沢街道の風情を今
に伝える街並みが残っています。
　国の重要文化財である歴史的建造物「渡邉邸」や
その分家住宅「東桂苑」からは往時の繁栄が偲ばれ
ます。また「せきかわ歴史とみちの館」には、米沢
街道の要衝として栄えた村の歴史資料のほか、渡邉
邸が建てられた18世紀頃の街並みの紹介などがあり
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

渡邉邸

東桂苑 せきかわ歴史とみちの館
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年頭のご挨拶

　新年あけましておめでとうございます。
　今年は、公益社団法人として６年目に入ります。
　昨年中は、法人会運営に深いご理解とご協力に深く
感謝すると共に心より厚く御礼申し上げます。
　本会は、全国約80万の会員規模の組織で税の知識の
普及、納税意識の高揚に努め、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が主な目的であります。税を巡
る諸環境の整備、地域の経済社会環境の整備、会員支
援のための交流、親睦交流会、社会福利厚生に資する
事業を村上税務署管内（関川・荒川・神林・村上・朝
日・山北）６支部で行っております。
　会員増強に伴い、昨年末で582社の会員企業の組織
となり活動をしております。
　地域にとっても厳しい経営環境ですが、国の一般会
計歳入額の中の法人税は29年度12兆3910億円、税収の
約12.7％となっており、我々、法人の役割が国・地方
にとって重要であることは言うまでもありません。本
会は会員支援のための税務研修会、講演会、交流会、
社会福利厚生に関する活動をより一層進めていきます。
会員皆様の経営にお役に立てる様、役員一丸となり努
力してまいります。
　お陰様で県内法人会13単位会の中でも、会員拡大は
特に注目されています。
　これも会員皆様のご協力は元より、村上税務署のご
指導と関連団体様の支援の賜物と心より感謝申し上げ
ます。
　社会貢献活動において青年部会では、管内小学校で
租税教育の一環として「租税教室」を実施し、正しい
税知識の理解高揚に協力し活動しております。
　女性部会では小学生を対象に税について絵はがきコ
ンクールを実施し、優秀な作品の応募が多数あり、こ
れもまた、税知識の理解に繋がると共に、両部会の活
動は将来地域社会にとって立派な社会人と成長し、社
会に貢献してくれるものと確信しております。また、
養護老人施設への訪問でも女性部会ならではの踊りや
歌、演芸、タオルの贈呈等大変喜んでいただきました。
　今後とも、法人会会員皆様と共に各企業の繁栄は元
より、地域社会の発展・貢献に微力ではありますが努
めてまいります。
　特に少子高齢化の波が大きく打ち寄せてきます。厳
しい環境が予想されますが、今後会員皆様と共に魅力
ある法人会を目指し頑張って行きたいと思います。
　今後とも、ご協力・ご支援を心よりお願い申し上げ
ると共に会員皆様の発展、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

　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、「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浜新保の海岸清掃な
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、税務行政を取り巻く環境が大きく変化してお
ります。既にご承知のとおり、改正された消費税法で
は、平成31年10月に税率10％への引上げと軽減税率制
度を実施することとしております。
　税務署としましては、納税者の皆様が、軽減税率制
度を含む改正内容や消費税の仕組みを十分理解し、自
ら適正な申告・納付が行えるよう、制度の円滑な実施
に向けた周知・広報、相談等に適切かつ丁寧に対応す
るよう取り組んでおります。
　また、間もなく平成29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ICT
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。
　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。

村上税務署長　田村　英文　
公益社団法人 村上法人会

会長　今井　栄一　
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　第26回村上法人会視察研修が、10月26日～27日に行
われ秋晴れの最高の２日間でありました。研修に参加
いただきました皆様、本当にご苦労さまでした。
　朝６時出発で宿に着く時間も夕食も慌ただしく、風
呂に入れない人もいたようで、今後は気を付けたいと
思います。また、会長、渋谷さんにご馳走になり有り
難うございました。前税務署長の新保氏、前々税務署
長の渡部氏、法人課税部門統括官の横山氏も出張で来
ておられ一緒にお出迎えいただきました。懐かしく思
い思わず握手をしていました。課税第二部法人課税課
長宮田氏、新保氏、渡部氏三人のお話しをいただき、
その中で新保氏は現在、国税訟務官といういわば国の
被告人という立場でのお仕事をされており、村上税務
署当時が懐かしそうでした。渡部氏はコンピュータ関
係のお仕事に戻り古巣に帰ったと言っておられました。
二人ともお酒は村上の方が良かったとの事でした。新
保氏は横山氏と一度、わかぶな高原スキー場に遊びに
来ていただいたり、女性部会の垂水の里訪問活動にも
来ていただき、特に懐かしかった思い出です。

税制・公益（研修）委員長　三原　　栄 　

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30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！

○超高齢化社会に対応した社会保障制度を構築
� するため、適正な負担と大胆な受益の抑制を！�

○地域経済と雇用の担い手である中小企業に、
� 税制措置でさらなる活力を！

○中小企業は地域経済の要。本格的な事業承継
� 税制の創設により事業の継続を！

　バスの中では、ほろ酔いで皆さん楽しそうでした。
独立行政法人造幣局さいたま支局では、ガイドツアー
付きでの説明で一円玉から五百円玉の六種類と勲章の
製造、オリンピックのメダル、記念貨幣、貴金属製品、
品位証明等博物館では千両箱、小判、これは本物かと
尋ねたら、ここは本物しかありません。造幣局だもの
ね。
　二日目は、八ッ場ダム、ここは政権が代わった時、
一時予算がストップしましたが、今は工事中で活動し
ていました。ダムのお金よりその他道路、移転などの
費用が80％、ダンゴよりきなこだね。たくみの里では、
仲間同士がそれぞれ秋晴れの中、歩き体験しこれも良
かったね。今回も新しいメンバーに参加していただき、
事務局の労に感謝申し上げます。大変ご苦労さまでし
た。

　去る９月21日、全法連理事会において「平成30年度
税制改正に関する提言」が決議されました。
　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30日、
今井栄一会長、三原税制・公益委員長、瀬賀事務局長
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

関東信越国税局視察（AV教室にて）
（写真後方左から４人目新保前署長・５人目渡部前々署長）
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青年部会長　遠山　忠宏 　 女性部会長　大滝八重子 　
青年部会の動き 女性部会たかつぼ訪問
青年部会の活動 女性部会の活動

　11月10日、第31回法人会全国青年の集い高知大会が
高知県で開催され、村上法人会青年部会として私が参
加させて頂きました。
　高知県は坂本龍馬のゆかりの地でもあり、至る所に
坂本龍馬の名前を目にします。空港は龍馬空港、飲食
店関連では龍馬ダイニング等初めての高知でしたがと
ても活気がある地域というイメージです。
　大会は全国から青年部部会長初め単位会員の方々が
約2800名参加ということで街全体が法人会一色という
感じの賑わいでした。
　部会長サミットでは、毎年恒例となっている「租税
教育活動」についてそれぞれの地域での取り組み、そ
して現状の課題等の話を部会長という同じ立場で議論
し合うことでそれぞれが、今後の運営についてどのよ
うにしていくべきかを考える貴重な場になったと改め
て感じました。私も毎年全国大会に参加させて頂き感
じる事は、全国の法人会青年部会のメンバーが各地で
開催している租税教育活動が社会的にもとても大きな
影響を与えている事、法人会青年部会ならではの意義
のある事業活動であるという事です。村上法人会青年
部会では村上地区で13校の小学校を担当させて頂いて
おりますが、他の県では中学校や、高校、そして地区
のお祭り等で一般の方を対象にしたりと、様々な形態
で工夫と知恵を絞って開催されています。全国的に北
は北海道から南は沖縄まで、このような租税教育活動
が行われている現状を考えると、単位部会毎の活動が
大きな輪となり社会に貢献しているんだと痛感しまし
た。そういう意味では村上法人会青年部会は人手不足
ではありますが継続して子供達に税の知識を私達がで
きる精一杯の事業活動として続けて行きます。

　10月31日社会貢献活動として、今年は特別養護老人
ホームたかつぼ様を訪問しました。
　今年で19年目になる活動は、長い間の女性部会員の
努力と協力で受け継がれていると思います。これから
も会員の皆様と頑張って行ければと思います。
　当日は、田村署長様、横山統括官様、親会の今井会
長様を来賓に迎え、フラダンスの講師の大滝恵子様に
ご指導頂き、総勢26名の参加で無事終了しました。
　毎年フラダンスの練習は、何回か昼と夜に分けて行
うのですが、忙しい中、都合を付けて参加して頂き、
汗を流して踊る時間は、とても楽しい時間の様に感じ
ます。
　なかなか、うまく踊れず、最後はみんなで笑顔で頑
張ろうということになります。
　演芸を披露して頂いた皆様は、とても素晴らしい踊
りや唄で訪問を盛り上げてもらいました。ありがとう
ございます。
　最後にみんなで、童謡の「故郷」と「赤とんぼ」を
合唱した時、涙をうかべながら、一緒に唄ってくれた
のが印象的でした。
　昔口ずさんだ唄は、心に残っていて、なつかしい気
持ちになるのだと思いました。
　たかつぼ様からは、タオルの贈呈と訪問のお礼の手
紙を頂き、本当に喜んで頂けてうれしく思います。
　ご協力ありがとうございました。
　また来年も一人でも多くの参加をお願いいたします。
　施設にとって、タオルの寄贈は大変喜ばれます。こ
れからも是非ご協力の程よろしくお願いいたします。

人事･労務研修会を開催します!!
　法人会では、会社に役立つ人事・労務研修会を開
催します。
 ⑴ 日 時　平成30年１月25日㈭午後２時00分　
 ⑵ 会 場　村上市民ふれあいセンター 会議室（２F）
 ⑶ 内 容　「非正規従業員（パート・アルバイト）
� の労務管理実務」
 ⑷ 講 師　水谷英二氏（特定社会保険労務士）

申込みは法人会事務局まで　TEL 50－1871

挨拶する大滝女性部会長 訪問者全員集合

　去る10月５日開催の第34回法人会全国大会（福井）
で、２冠を達成し表彰されました。（残念ながら今年
は研修参加率を達成出来ませんでした。）これも偏

ひとえ

に
会員皆様のご協力の賜物と感謝申し上げます。

法人会全国大会で２冠達成

・会員増強表彰
　優秀賞� 10社加入
　（対前年５社以上20社未満）

・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）
　117.0％達成� 全国第４位
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荒川支部活動のご紹介
「いじめ見逃しゼロスクール集会」 の実施について

山北支部活動のご紹介
平成29年さんぽく祭・（公社）村上法人会税金クイズ

　去る11月９日㈭、荒川中学校体育館において、当会
支部後援・地域貢献事業として「いじめ見逃しゼロス
クール集会」を開催しました。当集会については、地
域の事業として恒例となっておりますが、今年度は「地
域の子どもは地域のみんなで育てる」をスローガンと
し取り組んでいく、荒川地区小中学校の取組みに対し
当支部も賛同、従来福利厚生活動の一環として、数年
間にわたり実施してきた「AED講習会」も受講者が
円熟期となってきていることも踏まえ、当後援事業を
行うことといたしました。
　主催は荒川地区の荒川中学校、保内小学校、金屋小
学校の全３校で、あらかわ郷育会議の後援協力を得て、
子ども達の「いじめ根絶に向けた活動」の後に、『い
のちのつながり』『いのちの輝き』を、音と映像で奏
でるべく、日比野音療研究所の皆様による『天上の音
楽』を、ステージから参加者全員の心の中へと感動と
共に届けることが出来たと思います。そして、「かけ
がえのない命をみんなで大切にしよう」という思いが、
子ども達はじめ親御さん先生方と伝わったものと確信
いたします。「いじめ、そして自殺」～ あってはなら
ないことです。
　荒川支部としては、様々な活動を通じ、今後も継続
し社会貢献活動を行って参ります。 朝日支部活動のご紹介

花いっぱい運動
　朝日支部女性部会では、朝日商工会女性部と合同で
「豊かな生活環境を築き地域住民の生活に潤いを」の
趣旨で毎年「花いっぱい運動」を展開しています。今
年も５月に朝日地区内の保育園・小学校・中学校・福
祉施設へプランター植えの花を届けました。花を見た
人の気持ちが温かくなるようにと “ありがとう” “ワッ
ハッハ” “だいじょうぶ” 等々の「あったか言葉」を
ラベルに書き添えて、地域の皆様を応援する気持ちも
一緒に届けています。

　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30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10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　　１社　　　村上支部　　６社
　　　　　　　　　　　　　合計　　　　７社
　この期間中の退会は０社ですので差し引き７社の増
となりました。

各支部の活動報告

　当日は、冬型の気圧配置となり寒空の中での開始と
なりましたが、おおよそ2,800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（講堂側）風除室
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・中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25名でした。（小学生18名、中学生７名）

平成29年11月12日㈰ 午前９時30分から午後２時30分

会員増強運動 中間報告



　第35回の合同セミナーが地元瀬波温泉夕映えの宿汐美荘で開催され
ました。
　当日は、県下から約100名の会員が参加し、第１部の記念講演会で
は村上うんめもん大使を務めるアル・ケッチャーノのオーナーシェフ・
奥田政行氏に「食からはじまる地域づくり」と題し講演をいただき、
地域の食材の生かし方や繁忙店づくりのポイントなどわかりやすく紹
介していただきました。第２部の交流会では、地元の特産品の抽選会
などで大いに盛り上がりました。

新潟県法人会連合会青年部会連絡協議会合同セミナ－開催

歓迎の挨拶をする遠山部会長
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功労者表彰受賞の栄に輝く

新規会員企業紹介
（平成29年７月1日～29年12月末現在）（順不同・敬称略）

○村上税務署長表彰受賞
　　　本会副会長　　尾　崎　克　博 氏
　去る11月15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29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。

・日　時　平成30年３月８日㈭
　　　　　午後３時～
・会　場　瀬波温泉　大観荘せなみの湯
・講　師　雪竹　あゆみ　氏　
　　　　　（株式会社エフアンドエム
　　　　　　中小企業コンサルティング事業本部
　　　　　　東日本コンサルタントグループ）
・演　題　『10年先も勝ち残るために
� 大切な３つのこと』

１．助成金の最新情報と活用術
２．事例で学ぶ金融機関対策と資金繰り改善法
３．実際に起こっているトラブル事例と改善策

講座内容

「早春特別講演会」 
  開催のお知らせ

企　業　名 住　　所 代表者名 支 部
（賛助）大清荘 瀬波温泉１－２－50 林　　国義 村上
（賛助）加藤動物病院 下助渕1583 加藤　　栄 神林
（賛助）司法書士川村卯一事務所 二之町11－64 川村　卯一 村上
（賛助）（株）エーダイ 新潟市東区河渡庚135－１ 笹川　　智 村上
（株）サトウ 大島1071 佐藤　勝利 関川
（医）羽鳥医院 松原町１－10－16 羽鳥　知樹 村上
（医）中野医院 飯野３－10－11 中野　久士 村上
（有）幸永商会 小国町２－１ 岡谷　竜吾 村上
（有）小野寺電機 松波町２－９ 小野寺裕之 村上
（有）いしぐろ 山居町２－６－27 小田　広志 村上
（株）本町保険サービス 本町992－46 竹部　優子 村上
(有)村上礼送 日下字寺道61－５ 舩山由喜男 村上
（農）松沢果樹組合 松沢790 佐藤　　巧 荒川
（ＮＰＯ法人）希楽々 九日市501 渡邉　優子 神林
(株)貝沼農場 関口930 貝沼　　純 朝日
(宗)金蔵寺 上鍜冶屋227 後藤　宗洋 荒川

(有)村上礼送  日下字寺道６１－５  舩山由喜男  村上

（農）松沢果樹組合  松沢７９０  佐藤　巧  荒川

(ＮＰＯ法人) 希楽々  九日市501  渡邉優子  神林

(株)貝沼農場  関口９３０  貝沼　純  朝日

（宗）金蔵寺  上鍜冶屋２２７ 後藤宗洋  荒川
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農事組合法人 上関ふぁ～む
コシヒカリ販売・農作業請負

〒959－3265 関川村大字上関56
ＴＥＬ（0254）64－2071
ＦＡＸ（0254）64－2071

公益社団法人 村上法人会 支部別会員名簿
（平成29年12月末日現在）

今回は村上支部のみ掲載です。
（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
㈲いしぐろ
㈲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
ＡＩＧ損害保険株式会社 新潟支店

㈱エーダイ
㈲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
㈲小野寺電機
㈱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
司法書士 川村卯一事務所
㈱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
㈲幸永商会
高坂運送㈱
（宗）光徳寺
㈱ゴーナイエレック
㈱九重園
㈱コスギ
㈲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
㈲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
大清荘
大同生命保険㈱ 新潟支社

株式会社 横山商店

本社：新潟県村上市山口412（旧荒川町） TEL：0254－62－3256
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㈲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
たこ正
㈲タザワ
㈱ダスキン鈴木
㈲田村左官工業
㈾田村酒店
㈲千渡里
朝栄㈲
㈱ツガイ久菅原商店
㈲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
（医）中野医院
長弘硝子㈱
㈱中村タイル工業
㈲中安薬局

㈱中山商会
㈱南原商事
にいがた岩船農業協同組合
㈲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
（一社）日本スケートボーディング連盟
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㈱
（医）羽鳥医院
㈲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）
㈱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 岩船支店
村上信用金庫 駅前支店
村上信用金庫 東支店
村上中越運送㈱
村上堆朱事業㈿
村上生コン㈱
㈲村上礼送
㈲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
㈱本町保険サービス
㈱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㈱
㈱鷲尾組
㈱鷲尾土木
㈱渡辺鮮魚
㈱わら竹

新潟県 瀬波温泉

露天風呂
海の彩り 夕陽の季節 　　　

〒958-0037 新潟県村上市瀬波温泉2-10-24

E-mail：taikanso@senaminoyu.co.jp
URL：https://www.taikanso.senaminoyu.co.jp

TEL. 0254-53-2131㈹　FAX. 0254-53-2768
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【会社の概要】
●所 在 地　〒959-3111
　　　　　　新潟県村上市長政16-2
　　　　　　TEL：0254-62-2236　FAX：0254-62-3929 
　　　　　　mail：y-tomi@amber.plala.or.jp
●法人設立　平成12年2月2日
●資 本 金　10,000,000円
●従 業 員　20名
●事業内容　鉄スクラップ加工処理及び販売
　　　　　　古紙プレス加工処理及び販売
　　　　　　非鉄金属原料の販売
　　　　　　産業廃棄物中間処理業、収集運搬業
●代 表 者　代表取締役　山田 在敬

企業訪問

㈱ 山 富

専務取締役　小野 和成

　私がこの会社に入社し
たのは、義父である弊社
社長に誘われたのがきっ
かけです。当時は新潟市の自動車リサイクル工場に勤
務しており、おもに海外への中古自動車部品の輸出事
業と工場長を担当しておりました。同じリサイクル事
業ですし、そこで得たものを何か活かせるのではない
かという思いもあり入社を決意しました。しかし実際
に入社してみると、活かせるどころか知らない事だら
けで、未だに勉強、修行の毎日です。
　私どもが業務を行う上で基本となり一番重要視して
いるのは「５Ｓ」です。一例ですが現在社内には「５
Ｓ委員会」があり、その委員会を中心に業務上の改善
案を提案しやすくしたり、毎週従業員全員での社内の
清掃活動などを行っております。それらは社員同士の
連帯感や職場の美化意識の形成になりますし、「５Ｓ」
すべてが習慣づけばお客様へのサービスにも誠意を
持って対応できる様になり、弊社の基本理念の「和」
と「誠」と「革新」に繋がるからです。
　弊社は、現社長が引き継いでから約50年に渡り、金
属、古紙等の再生事業から始まり、現在では廃棄物等
の引取り処分及びリサイクルなど、総合的なリサイク
ルサービスをお客様に提供させて頂けるまでに成長し
てまいりました。これもひとえにお取引関係各社様や
地域の皆様のおかげと心から感謝申し上げます。
　ＣＳＲの必要性が叫ばれているなか、今後はさらに

「５Ｓ」を徹底し、適法、適正な業務を誠意を持って
提供させて頂きます。そしてこれからも地域を大切に
し、弊社に出来る事は何かを考え、様々な事に前向き
にチャレンジし100年企業を目指していく所存です。
  専務取締役　小野 和成　

　　　  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

株式会社 松 山 組
〒959-3907 新潟県村上市府屋385番地8号
TEL（0254）77－3110　FAX（0254）77－2920
E-mail : matsu.h1@peach.ocn.ne.jp
〒959-3907 新潟県村上市府屋字上田943番地2号
TEL（0254）77－3127　FAX（0254）77－3250

本　  　社

生コン工場
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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


