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特別賞（朝日商工会長賞）「二子島で遊ぶ」� 佐々木 進（新潟市西区）

発行所　公益社団法人　村上法人会　村上市小町４番10号　村上商工会議所内

公益社団法人 第 59 号

 あさひフォトコンテスト～こんなの撮ってみました～入賞作品
◎特別賞（朝日商工会長賞）受賞作品　作品名「二子島で遊ぶ」
　�　二子島は、朝日地区の三面ダム湖に浮かぶ二つの島のひとつを浮き桟橋で結び、湖面周辺を森林公園にしたも
のです。湖水の岸辺にはバンガローとテントサイト、オートキャンプ場があります。ダム湖では、釣り、サイク
ルボートなどファミリーでアウトドアライフが楽しめます。
◎特別賞（ＪＡにいがた岩船朝日支店長賞）受賞作品　作品名「熊登の美しい自然と田んぼアート」
　田んぼアートの概要
　�　舘越地域まちづくり協議会が、田んぼアートの制作を通じて地域内外との交流と、地域の活性化を図ることを
目的に制作しました。
　�　面積は約1,000㎡（18.5ｍ×54ｍ）で、旧朝日村の花「ひまわり」をモチーフに、コシヒカリ他古代米等
５品種の稲により大輪のひまわりを咲かせました。

特別賞（ＪＡにいがた岩船朝日支店長賞）「熊登の美しい自然と田んぼアート」
� 斉藤 正幸（村上市藤沢）
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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。
　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、深いご理解とご
協力をいただき、心より感謝申し上げると共に、厚く
御礼申し上げます。
　県内13単位会（会員数Ｈ30.６月末15,765社）、それ
ぞれの所轄、税務署管内での村上法人会（関川、荒川、
神林、村上、朝日、山北）６支部にて、Ｈ30. 11月末
現在で596社の会員となり、毎年平均10社の増強となっ
ており、この度全国法人会総連合より、会員増強部門
優秀賞、純増維持表彰、福利厚生制度の推進表彰、税
法務研修参加率優秀賞と４部門に於いて表彰状をいた
だくことができました。これもひとえに会員各位・関
係各団体皆様のお力添えのお陰と感謝しております。
　本会の主な目的としましては、税のオピニオンリー
ダーとして、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でありま
す。
　また主な事業としましては、税を巡る諸環境の整備、
地域の経済社会環境の整備、会員企業を支援するため
の交流、親睦交流会、社会福利厚生に資する事業等を
行っており、社会貢献活動として、青年部会において
は、租税教育の一環として管内の小学生を対象に「租
税教室」を実施し、正しい税の知識の理解の高揚に寄
与しております。女性部会においては、小学生を対象
に税についての絵はがきコンクールを実施し、年々優
秀な作品の応募が多数あります。これら両部会の活動
は、将来立派な社会人として成長し、正しい税の知識
理解に繋がるものと確信しております。また女性部会
では、養護老人施設へのボランティア活動も実施して
おり、入居者の皆様に元気を与えているようで大変喜
んでいただいております。
　両部会長を初め、役員の皆様のご尽力に心よりお礼
申し上げます。
　皆様もご承知の通り、今年の10月より消費税が10％
となります。めまぐるしく変化する社会情勢の中で税
政も変わっていきます。このような中で、当法人会も
村上税務署のご指導と関連団体のご支援の下、地域社
会と共に発展できる企業を目指し、更なる努力をして
いかなければなりません。一層のご支援ご協力をお願
い致します。
　少子高齢化の波が押し寄せ、様々な問題が見え隠れ
している昨今、新しい年号の幕開けと共に我々も新時
代を築ける様、会員皆様と共に法人会を盛り上げ、各
企業の発展はもとより、地域社会の繁栄発展に微力な
がら努めてまいります。
　今後ともご協力ご支援を心よりお願い申しあげます。
　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おかれましては、
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
には、法人会活動を通じまして、税務行政に深いご理
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、各種研修会などを通じて企業
コンプライアンス向上に取り組み、会員の積極的な自
己啓発を支援し、企業の健全な発展に貢献されており
ます。また、養護老人施設への慰問や瀬波海岸の清掃
など、地域社会への貢献活動にも積極的に取り組まれ
るほか、小学校の租税教室への講師派遣や「税に関す
る絵はがきコンクール」の募集・表彰活動を通じ、租
税教育の充実にも積極的に取り組んでおられます。
　こうした皆様の取り組みに対し、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30年分の所得税等の確定申告の
時期を迎えます。
　税務署では、納税者サービスの向上や申告相談業務
の効率化に向け、引き続き、国税庁ホームページ「確
定申告書等作成コーナー」をはじめとする自宅等から
のＩＣＴを利用した申告を推進するとともに、適切な
申告相談体制の構築・運営に努めていくこととしてい
ます。なお、本年からＩＤパスワード方式を利用いた
だければ、医療費控除など一部の申告について、スマー
トフォンから手続きが完結できることとなりますので、
ご利用いただきますよう従業員の皆様への働きかけを
お願い申し上げます。
　また、ご承知のとおり、本年10月には消費税率が
10％へ引き上げられるとともに、消費税の軽減税率制
度が実施されます。軽減税率制度の周知・広報に関し
ては、納税者自らが改正内容や仕組みを十分理解し、
適正な申告と納付ができるよう、制度の円滑な実施に
努めてまいります。村上法人会におかれましては、説
明会の開催や各種広報など様々なご協力をいただいて
いるところですが、会員の皆様へのより一層の制度周
知を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
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　佐藤　弘幸　
公益社団法人 村上法人会

会長　今井　栄一　
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税制・公益（研修）委員長　三原　　栄 　

アサヒビール福島工場見学と
古峯神社・鬼怒川温泉の旅

「税制改正に関する提言」要望活動

平成31年度
税制改正スローガン
○財政健全化は国家的課題。
� 目標の早期達成に向けて全力を！
○少子高齢化の急速な進行は不可避。
� 社会構造変化に対応した社会保障制度の確立を！
○中小企業向け税制措置を拡充し、真の経済再生を！
○中小企業は雇用の担い手。事業承継税制の
� 改革は地方活性化のためにも重要！

　大谷寺の「大
おお

谷
や

観音」ここもパワーがありましたね。
　天台宗の寺院であり「山号は天開山」「院号は千手院」
本尊は千手観音で板東三十三箇所・第13番札所、国の
特別史跡及び重要文化財に指定されている。高さ４
メートル、平安時代（810年）弘法大師の作と伝えら
れています。
　参加されました企業の皆様の発展をお祈り申し上げ
ます。そして、㈱村上トラベルサービス様、大滝自動
車工業㈱様の大滝観光様のお陰を持ちまして、栃木の
有名なパワースポット、紅葉、商売繁盛、等々今回行
かれました企業様はとてもラッキーだったと思います。
　自然のエネルギーを蓄えた素晴らしい旅のお陰で私
はその後も、とても元気です。(^^♪ﾆｺﾆｺ
　最後になりましたが事務局の皆様に、感謝いたしま
す。

　去る９月20日開催の全法連理事会において「平成31
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19日、
今井会長、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

　今回、21名のご参加を頂きました年一回の研修旅行、
今年は女性７名と多くの参加で、今までで一番楽しい
研修旅行となりました。
　本当にありがとうございました。
　やはり法人会の研修旅行は、行く価値がありますね。
　私、いつもはバスの後ろに座るのですが、今年は真
ん中の席で幸せを感じながらの旅となりました。
　アサヒビール園福島工場での視察研修のあとの出来
たての生ビールは、特別美味しく感じました。
　鬼怒川温泉ホテルでは、いつも以上に盛り上がり、
二次会のカラオケも大盛況でした。
　「古峯神社」（別名・こぶがら様で親しまれており
ます）への山道は、細く曲がりくねっており、「こん
な所にあるのかな？」と思いましたが、古峯神社に着
いてみるとそこは紅葉につつまれ、大きな池もあり、
おとぎの国のように感じました。茶室で抹茶をいただ
き、心落ちつく一時でした。
　この古峯神社は「天狗の杜」とも呼ばれ、関東の神
社・仏閣の中でも屈指のパワースポットとして大人気
で、創祇から1300余年と言われています。 アサヒビール園福島工場にて
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　11月９日に岐阜県岐阜市において第32回「全国青年
のつどい」が開催され参加してきました。
　前日の８日には全国の法人会青年部会員が集まる
「部会長ウェルカムパーティー」が開催され、日頃の
法人会活動の情報交換ができ、また地域ごとの様々な
課題や同じ青年部会員としての頑張り等を聞かせて頂
き大変有意義な時間でした。
　９日午前中は「部会長サミット」が開催され、今回
は社会保障制度についての議論をそれぞれの立場で話
し合い、地域、業種等異業種が集まる中での多方面の
意見は非常に意味のある内容になっていたと思います。
この部会長サミットは昨年まで租税教育活動について
の議論が主でしたが、今年からは社会保障制度等にシ
フトしてきた中で、全国的にも法人会青年部が各地域
で開催してきた租税教育活動は認知され、次の段階へ
とステップアップしていると実感した次第です。
　私が参加したテーブルでは、社会保障制度の話で
年々上昇する医療費問題と、教育制度のことについて
意見を述べる方が多く、特に医療費問題は不平等感が
多く制度上の問題点を解決するような提言を法人会で
するのはどうか？等の積極的な意見が飛び交いました。
　私はこの「全国青年の集い」に参加するのは５回目
となりましたが、これだけの規模（参加者は約2,400
名前後と聞きました）は法人会が社会に対する影響力、
そして全国の方々と交流・情報交換をさせて頂くこと
で時代の流れ的な部分も少しばかり感じました。そん
な中、村上法人会青年部会として地域の為に何が出来
るだろうと考える機会もありましたが、やはり租税教
育活動をメインとした青年部会ならではの活動を行い
少しずつでも継続していくことが大事であると実感し
た次第です。
　現在青年部会の租教育活
動も講師やスタッフも増え
てきましたので、より一層
地域への貢献が出来ると思
います。これからも今出来
ることを精一杯実施して参
りますので皆様のご協力お
願い致します。

　今年度の地域貢献活動は10月17日、介護老人保健施
設「杏園」様に行ってきました。この活動は、今年で
20回目になりました。
　「杏園」様を訪問するのは、今回で三度目になりま
す。来賓に佐藤弘幸村上税務署長、馬場康幸上席国税
調査官をお迎えし、総勢14名での参加でした。
　タオルの寄贈は六百本になり皆様のご好意に厚くお
礼申し上げます。
　９月の健康作り講習会から、フラダンスの練習がス
タートして、講師の大滝恵子先生の指導のもと、新し
い曲も入れて、みんなで練習しました。毎年会員の方々
から、歌や踊りを披露していただき、感謝申し上げま
す。「杏園」様からは、とても歓迎していただきました。
　入居されている方から、とても喜んでもらい踊りや
歌をしっかり見られて、拍手をしてくれるのを見ます
と、少し大変でしたが、やって来て良かったといつも
思います。最後に副部会長のあいさつで無事終了しま
した。
　その翌日、10月18日は第15回県連女性部会連絡協議
会合同セミナ－が柏崎で開催されました。行事が続く
ので参加者は少なく、４人で行ってきました。
　合同セミナ－では、柏崎税務署長と柏崎市長のあい
さつがあり、記念講演は、「ブルボンウォーターポロ
クラブ柏崎」の総監督の青柳勧様の「水球によるまち
づくり」これからのクラブの役割でした。水球チーム
は協議にとどまることなく、市民と交流重ね、地域全
体を盛り上げようと活動を行っていると言うことでし
た。本年度の全日本水球競技選手権で二回目の優勝を
されたそうです。これも町の方々のご声援とご支援の
賜物だったと話しておられました。地域をあげての応
援が、とても素晴らしいことだと思いました。スポー
ツは、野球でもサッカーでも、村上では平野歩夢君の
スノーボードでも、みんなでの応援が地域の人の心を
一つにしてくれる力がある様に思います。来年は、新
津での開催です。今後とも女性部会の活動にご協力よ
ろしくお願いいたします。

　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28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。11
月27日に共益・厚生委員会を開催し11月までの成果の確認を行い、残る１ヶ月
を更に頑張ることを確認した。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 村上支部 ７社 山北支部 ４社 合計 14社
　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。

タオル目録贈呈 大滝女性部会長 訪問者全員集合

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 「杏園」訪問
青年部会の活動 女性部会の活動

委員会で挨拶する今井会長

会員増強運動中間報告
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　去る11月６日㈫荒川中学校体育館において、映画
「君の笑顔に会いたくて」を上映、地元中学生をはじめ、
保護者、地域の関係者の多数が鑑賞、「当地域をます
ます明るく、健全に」するため役立てるこの活動に賛
同し、地域貢献事業の一環として協賛を行いました。
　この映画は、法務省の「社会を明るくする運動」と
タイアップした作品で、虐待やいじめ等子どもを取り
巻く孤独感に対し、寄り添い解決に導くものでありま
す。
　「えちごあらかわの歌」は、県北の清流荒川流域の
四季の織り成す美しい景色を、地元の中学生と一流演
奏家が、８月に村上市総合文化会館で収録し、「心の
ふるさと」をテーマにした楽曲を折込みＣＤ化したも
ので、この活動に対し当支部も協賛を実施しました。
この取組みについては、去る11月１日㈭新潟日報朝刊
に掲載されました。

荒川支部活動のご紹介

「子供たちの輝く未来のために･･･」
～映画上映会の実施

「清流あらかわを末永く　　　　　
　　　美しく残す願いを歌に･･･」

～ＣＤの作成

山北支部活動のご紹介
平成30年さんぽく祭・（公社）村上法人会税金クイズ
平成30年11月11日㈰ 午前９時30分から午後２時30分

神林支部活動のご紹介
神林支部研修会 平成30年5月10日㈭

　当日は、時期としては珍しく好天に恵まれ、おおよ
そ2,500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、正面玄関前の総合案内所に
スペースを構えて来場者に声掛けする形となりました。
中・高校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28名でした。
　連携しながら、法人会のアピール活動とともに、地
域の活性化に寄与していきます。

　神林支部では、最新の税制改定、国の助成金の活用
方法などの情報を会員のみなさまに研修会を通して説
明を行っています。今年度は28名の参加をいただき、
法人会員の㈲今宿さんをお借りし開催いたしました。
当日は村上税務署法人課税部門統括官の横山氏より
「平成30年度の税制改正について」と題し、個人所得
税・配偶者控除のポイント説明などの勉強会を行い、
その後、大矢和也社労士事務所長の「働き方改革と助
成金の活用」と題し、平成31年４月から制度が施行さ
れる働き方改革のポイントについての勉強会、年10日

各支部の活動報告
以上の有給休暇保有者の有給５日間の付与義務などの
経営者の心得、助成金の種類や活用方法などの講話を
いただきました。
　また、福利厚生活動として、神林商工会との共催事
業として「健康講習会」を行うほか法人会への加入促
進活動も実施しております。
　地域のみなさまの理解をいただき、法人会により加
入しやすい環境づくりに努めてまいりますので応援を
よろしくお願いいたします。



平成31年１月法　人　会　だ　よ　り第59号（ 6 ）

新規会員企業紹介
（平成30年８月1日～30年11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　　渋　谷　　　浩 氏
　　　本会 理　事　　山　田　俊治郎 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30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高揚に顕著な功績を挙げられ
たことにより表彰されました。

「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
相馬建設工業㈱ 村上市長井町１－１５ 相馬　禎行 村上
㈱水倉組下越支店 　〃　塩町９－１６ 大滝　憲雄 村上

（同）Ｆarm×８ 　〃　北黒川１５３－１ 齋藤　史典 山北
㈱アイ・サポート 　〃　飯野３丁目８－２２ 貝沼　栄司 村上
㈱フエールムラカミ 　〃　坪根５２１－６ 吉野　明男 村上
㈱大光銀行村上支店 　〃　大町１－１２ 佐藤　貴之 村上
(賛助) アフラック代理店 渡辺 稔 北蒲原郡聖籠町網代浜1362－3 渡辺　　稔 村上
㈿新潟漁協岩船港支所 村上市岩船港町1-19 脇坂三重城 村上
(賛助)菅原アパート 　〃　中継２０９ 菅原百合子 山北
㈿新潟漁協山北支所 　〃　寝屋１４９ 富樫　栄晴 山北
㈱丸德建設 関川村上関２２８－１ 伝　　浩貴 関川

（医）遠山医院 村上市坂町１７７７ 遠山　　晃 荒川
㈲ひかりオート 　〃　大津１１９１ 冨樫　英博 荒川
山北開発㈲ 　〃　勝木５５４―１ 本間　　久 山北

功労者表彰受賞の栄に輝く

渋谷　浩　氏 山田　俊治郎　氏

・日時　平成31年３月７日（木）　午後３時～
・会場　瀬波温泉　大観荘せなみの湯
・演題　チャレンジ魂を今こそ！
　　　　「信念があれば道は開かれる」
・講師　奥平　正和　氏
　　　　（旅人 トラベルジャーナリスト）
　1994年オートバイで世界一周46,000㎞を１年か
けて走破し、国内外のマスコミで紹介される。1999
年アフリカ～中近東～東欧～ロシアへの旅に出発し
2001年帰国。2006年には、北中南米を横断しオート
バイの旅は３部作として完結を迎える。その間、５
大陸走破の全走行距離は167,000㎞を数え、訪問国は
102ヶ国に及ぶ。
　講演内容は幾多もの困難を乗り越えた「旅人」が苦
しい現状を打破するための『元気』と『信念』をお伝
えします。

　去る10月11日開催の第35回全国法人会総連
合の全国大会（鳥取）で、三賞受賞し表彰されま
した。（昨年は研修参加率が達成できませんでした）
・税法税務研修参加率向上表彰　優秀賞
� 165.6％達成（120％以上）
・会員増強表彰　優秀賞�10社達成（５社以上）
・純増１社以上３年連続表彰も受賞
・福利厚生制度推進表彰　109.4％達成
� （年間累積保険料対前年比103％以上）

法人会全国大会で三賞受賞
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【会社の概要】
●代 表 者　代表取締役 佐藤　元平
●所 在 地
　 （本 社） 　〒958-0837
　　　　　　新潟県村上市三之町4-28（登記上）
　 （工 場） 　〒958-0269
　　　　　　新潟県村上市古渡路1779
　　　　　　TEL：0254-52-5205　FAX：0254-52-5207
●法人設立　平成11年10月
●資 本 金　3,000万円
●従 業 員　15名
●事業内容　木製サッシ
●Ｕ Ｒ Ｌ　http://www.uniwood.co.jp/

企業訪問

ユニウッド㈱

代表取締役　佐藤 元平

　私の父が新潟県村上市において木製建具、家具製造
を開始したのは1957年に遡ります。その８年後、村上
市三之町に工場を移転し、合資会社丸新製作所として、
米国向け輸出家具及び焼杉のなべの蓋、教材用のお琴
の製造など、多方面に製造品目を拡大して行きます。
　1972年に工場を村上市古渡路（現工場所在地）に移
転、建材ルート向けの木質系住宅機器製造を開始、高
度経済成長に向けた量産工場へと歩んで行くことにな
ります。1973年に販売会社、株式会社丸新建販を埼玉
県川口市に設立し下駄箱、埋め込み収納、室内ドアな
ど関東を中心に自社ブランド「ユニウッド」として販
売を開始。
　私が当社に営業として入社したのは1986年日本はバ
ブル真っ盛りの時代でした。作れば売れる時代……そ
れから約５年後、バブル崩壊を経験することになりま
す。
　バブル崩壊から間もなく、私は29歳、村上の工場に
戻り、営業から一転、製造の何たるかを勉強すること
になります。
　私は37歳でユニウッド㈱の社長に就任致しました。
それから間もなく木製サッシの先駆者である方からの
勧めもあり、建具製造の社員の中から担当を１人決め
木製サッシの製造を開始しました。ちょうどそのころ
インターネットが世の中に登場し、テレビや雑誌で連
日のように「電話やファックスに代わる次世代の媒体」
と報じられていました。藁をもつかむ思いでホームペー
ジを立ち上げ、しばらくするとポツリポツリと問い合
わせのメールが入るようになって来ました。ある日の
こと、関東の設計事務所の方だったと思いますが、「こ
んな窓は作って頂けますか」との電話でした。丁寧な
言葉使いの問い合わせが新鮮に思えたことを今でも覚
えています。製作し納入させて頂いた後も「こんなす
てきな窓を作って頂いて、ありがとうございました」
と言うお礼の電話を頂き、これからの物づくりはこれ
だなとつくづく思いました。いままでの大量生産は良
い物を作って当たり前、不良が出ればロットアウトが
当たり前の世界でした。それが悪いと言っているわけ
ではないのですが、少数派のお客様のニーズに丁寧に
応えていくその世界が一発目で好きになりました。ま
た時代も大量生産から多様化の時代に移り変わりはじ

めていたと思います。
　木製サッシの製造は月に何棟分かの木製サッシを受
注できるようになって来ていました。この流れに乗っ
て受注を増やすべく、東京ビックサイトで開催される
ジャパンホームショーに出品してみることにしました。
開催日程は４日間、１日２万人くらいの人が来ていた
展示会だと記憶していますが、名刺交換はかなりの数
になるのですが、受注につながらないのです。２年目
も出てみましたが結果は同じでした。当時はもはや展
示会で名刺交換をして資料を送ってもらうより、必要
な時にホームページを見る方が主流になっていたのか
もしれません。３年目は展示会に掛ける予算をホーム
ページに回すことにしました。その後、徐々に受注件
数は増え、木製サッシ製造に特化してゆくことになり
ます。
　2014年７月に７社共同のAria＆Auraというブラン
ドを立ち上げ、西新宿のOZONEにショールームをオー
プンしました。ブランド名は「唯一のもののオーラ」
という意味です。ブランド結成から約４年半、ブラン
ドを一流ブランドに育て上げるむずかしさを感じてい
る今日この頃ですが日本の建材業界に本物の木にこだ
わるブランドが少ないことも幸いしていますが、バブ
ル崩壊後それぞれ生き残りをかけて生き残った会社が
思いを同じくして１つのブランドを作ったということ
が新たなビジネスモデルとして面白いと思っています。   
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有機米の三栄農産
新潟岩船 有機波動太陽米

棚田の天水田で育てたお米です

新潟県岩船郡関川村大字大石22番地
TEL（0254）64-2701 FAX（0254）64-1252
メールアドレス info@saneinousan.co.jp

ホームページアドレス http://www.saneinousan.co.jp

有限会社 三栄農産
〒959-3236

有限会社 渡幸
代表取締役 渡辺 幸一郎

☆食の安心・安全を新鮮「五つ星」でご提供！

創業71年
寿司･割烹･お食事処渡幸

〒959 - 3132 村上市坂町2484 - 1
TEL/FAX （ 0 2 5 4 ）6 2 - 2 1 0 5

公益社団法人 村上法人会 支部別会員名簿
（平成30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

㈱アイ・サポート
㈱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㈱ 新潟支店

㈱エーダイ
㈱エスアールエス
㈲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）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
Gift Your Life㈱
㈲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
相馬建設工業㈱
㈱ソフィアオーデット
㈱大観荘
㈱大光銀行 村上支店
㈱第四銀行 村上支店
第四証券㈱ 村上支店
㈱大進建設
大清荘
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地域 ！着密
株式会社 フォト・スタンプ新潟

〒958ｰ0803 新潟県村上市天神岡381TEL.0254ｰ53ｰ0600

一般貨物運送事業・貨物運送取扱事業

有限会社 神 里 産 業
代表取締役 磯 部 健 藏

新潟県村上市里本庄81－12
ＴＥＬ（0254）６６－６３２１
ＦＡＸ（0254）６６－６１８９

〒959‒3405

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
たこ正
㈲タザワ
㈱ダスキン鈴木
㈾田村酒店
㈲田村左官工業
㈲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
新潟漁業㈿岩船港支所
㈱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
㈱ファミリーライフＹＯＵ
㈱フェールムラカミ
㈱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
マルト鮮魚㈱
三面川鮭産漁業㈿
㈾三河屋
㈲美越
㈱水倉組下越支店
㈱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 駅前支店
村上信用金庫 岩船支店
村上信用金庫 東支店
村上中越運送㈱
村上堆朱事業㈿
村上林業㈿
㈲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
アフラック代理店 渡辺 稔
㈱わら竹
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建設業

株式会社 丸 橋
〒958‒0231 村上市布部３１１１番地１
ＴＥＬ  ０２５４－７２－１６３３
ＦＡＸ  ０２５４－７２－０２７９

電線管のパイオニア
新潟三桂株式会社 TEL

ＦＡＸ
（0254）77ｰ3145
（0254）77ｰ2284

三桂興産株式会社新潟工場 TEL
ＦＡＸ
（0254）77ｰ2236
（0254）77ｰ2854

三桂精機株式会社新潟工場 TEL
ＦＡＸ
（0254）77ｰ2848
（0254）77ｰ3896

マイナン
バー

カード

イータックス 検索さらに詳しくは
WEBへ www.e-tax.nta.go.jp法人会 法人会は会社経営の効率化のために

e-Taxの普及を支援しています。

国税電子申告・納税システム

■所得税など個人の確定申告書を作成される方へ
　国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、パソコンや
スマートフォンで申告書を作成することができます。
　作成した申告書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを
準備すれば、自宅等のパソコンからe-Taxで提出できます。
　また、マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方
も、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署で
事前に手続きを行うことで、e-Taxをご利用いただけます。

e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

納税にはダイレクト納付が便利です！

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 　※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

（注）法定申告期限から
5年間、税務署か
ら書類の提出又は
提示を求められる
ことがあります。

「e-Tax」なら
国税に関する申告や
納税、申請・届出
などの手続が
インターネットで行えます。

電子
申告で効率UP!電子
申告で効率UP!

e-Taxを利用して所得税及び
復興特別所得税の申告をすると

こんなメリットが！

添付書類の
提出省略（注）

還付が
スピーディー
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法人会

※1　基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です。
※2　地方消費税を含まない年税額をいいます。
※3　法人は課税期間終了の日の翌日から2ヵ月以内、個人事業者は翌年の3月31日までに消費税の申告と納付を行う必要があります。
※4　直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者が、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した場合には、自主的に中間申告・納付することができます。

消費税期限内納付
推進運動
実施中！
消費税は消費者からの
預り金的な性格を有する税です。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える
事業者は、消費税の確定申告が必要です（※1）。

期限を過ぎると延滞税がかかります。

確定申告・納付のほか、直前の課税期間の確定消費税額（※2）

に応じて中間申告・納付が必要となります。

申告・納付には
e-Taxが

利用できます。

個人事業者の方は
振替納税も
利用できます。

消費税には
申告・納付期限（※3）が

あります。

4,800万円超

400万円超4,800万円以下

48万円超400万円以下

48万円以下

年12回（確定申告 1回、中間申告11回）

年 4回（確定申告 1回、中間申告 3回）

年 2回（確定申告 1回、中間申告 1回）

年 1回（確定申告 1回、中間申告不要）（※4）

申告・納付回数直前の課税期間の確定消費税額（※2）

消費税の期限内

納付を忘れずに。

　
法人会　消費税期限内納付広告2019　B5/4C
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新潟支社/新潟県新潟市中央区上大川前通6番町1214-2（大同生命新潟ビル4F）
TEL 025-228-6226

新潟支店/新潟県新潟市中央区上大川前通6番町1214-2（大同生命新潟ビル6F）
TEL 025-223-6231

A5　2019年 新春版下（4C）

初稿 1稿 2稿 3稿
4稿 5稿

入稿8稿 9稿
6稿 7稿

注意：このプリントは紙質・出力媒体が違うため、印刷とは多少色が違います。
前回募文 バーコードチェック日

紙厚（Kg数）:

印刷色：18/10/26 17:37F

法人会

18/10/30 14:00F

新潟支社
〒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


