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◎お幕場森林公園と大池公園
　海岸沿いに広がるアカマツ林の中に昔、村上藩主や家来らが幕を
張り、野宴を楽しんだと伝えられる「お幕場」があり、白砂青松百
選に選ばれたこの景勝地で毎年５月の第３日曜日に茶会が催され、
県内外からのお客でにぎわう。また、お幕場大池公園には毎年数百
羽の白鳥がシベリアから飛来しにぎわう。

◎大平山の巨木ブナと松沢集落の棒注連縄飾りづくり
　南大平集落の奥に雄大な山容が見える山頂付近には直径１ｍ以上
もあるブナの巨木が多くみられる。春先にはブナの新緑で山全体が
萌黄色となる。
　松沢集落では毎年正月用の松飾りをアレンジした棒注連縄飾りを
制作する。職人技ともいえる器用な手つきで棒注連縄飾りが完成する。

●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

お幕場大池公園の朝焼け

大平山のブナの巨木 棒注連縄飾り 新年の棒注連縄飾りづくりに精を出す
（松沢：阿部敏郎氏）

毎年５月に開かれるお幕場茶会
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　令和を迎えまして、初めての年頭に当たり、謹んで
新年のご挨拶を申し上げます。
　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。
　貴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
イアンスの向上に取り組み、会員企業の自己啓発の促
進、適正・公平な申告制度の維持・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塩谷海岸の
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。
　こうした皆様の取組に対し、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・
協調を図ってまいりたいと考えております。
　さて、昨年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した。
税務署といたしましては、軽減税率制度の円滑な運用、
知識の浸透を図るため、引き続き周知・広報、相談等
に丁寧かつ適切に対応してまいります。
　また、間もなく令和元年分の所得税等の確定申告の
時期を迎えます。
　昨年は新潟・山形地震により、村上税務署管内にお
きましても被害が発生いたしました。被害を受けられ
た方々に対しまして、心からお見舞い申し上げます。
　確定申告に当たりましては、被害を受けられた方々
の立場に立ちまして、親切・丁寧な対応を行ってまい
りますとともに、自宅等からのe-TaxなどのＩＣＴを
利用した申告を推進することとしております。
　貴会におかれましては、地域社会のリーダーであり、
税務行政の良き理解者として、税務行政の円滑な推進
のため、引き続きご理解、ご協力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
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、新年の挨拶とさせていただきます。

村上税務署長　 佐藤　光男　

年頭のご挨拶

　新年あけましておめでとうございます。
　元号も令和に変わり、新年を迎えるに当たり会員の
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
多大なるご協力とご支援をいただき心より厚く御礼申
し上げます。
　本会は、税の知識普及、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・
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。
　本会の活動としまして、社会貢献活動のひとつに青
年部会での管内小学校における「租税教室」、また女
性部会での小学校を対象とした絵はがきコンクールの
実施等があり、未来ある子ども達への早い段階からの
正しい税知識の理解・啓発に努めております。加えて
女性部会では、養護施設での演芸やタオル贈呈も行っ
ており、毎年在所されている皆様には大変喜んでいた
だいております。
　また、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）で行い、昨年度の実績を踏
まえ（税法税務研修参加率、会員増強福利厚生制度等）
表彰状を全法連よりいただきました。
　昨年の11月22日には今年度の税制改正に関する提言
について「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として税制改正に関し政府・政
党・関係省庁等に対して建設的な意見を提言し、その
実現を全国法人会税連合よりの提言を村上市長・議長
にお渡し致しました。
　このような活動を日々精力的に行えるのもひとえに
役員皆様をはじめ会員皆様のご協力のお陰と心より感
謝申し上げます。
　さて、本会は公益社団法人として７年目を迎え、お
陰様で当初の目標と致しました会員600社達成まで（現
在596社）あと一歩というところまで来ました。地域
社会においても少子高齢化と共に人口の加速的な減少
等は経営にとっても厳しい時代となっています。地域
経済を支える法人会会員皆様には一層の組織の拡充に
ご尽力いただきますようお願い申し上げます。
　今後共村上税務署のご指導を賜りながら、行政団
体・会員皆様と共にワンチームで連携しながら、住み
やすく・魅力ある地域社会の実現に向けて努力してく
所存でありますので会員各位のご協力を何卒よろしく
お願い申し上げます。
　最後になりますが、会員皆様の益々の発展・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。

新年のご挨拶
公益社団法人 村上法人会

会長　今井　栄一　



　今回、22名のご参加をいただきました年一回の研修
旅行、今年は女性４名の参加で楽しい研修旅行となり
ました。本当にご参加ありがとうございました。企業
の皆様には感謝申し上げます。
　やはり法人会の研修旅行は、行く価値がありますね。
いつもバスの後ろに座るのですが、今年も真ん中の席
で幸せを感じながらの旅となりました。いつも笑いが
絶えない旅でした。参加された女性からは、男の人た
ちはいつもあんなに笑っているのですかと言われるく
らいでした。
　初日の研修は仙台国税局でした。村上税務署法人課
税部門の永吉統括官様のご案内により前村上税務署長
で現仙台国税局厚生課長の佐藤様にお会いしました
が、まだ４ヶ月しか経っていませんでしたが懐かしい
再会でした。地元に戻ってきたので４キロ太りました
とご機嫌でした。また、佐藤課長さんのお計らいで課
税第二部長様、小野次長様、佐々木法人課税課長様と
の交流をさせていただきました。

　その後、輪王寺見学、すばらしい三重の塔、そして
きれいな庭、鎌倉時代の高祖道元禪師が正法の仏法を
中国から日本に伝え、太祖山宝山禪師が全国に広めら
れ曹洞宗の礎を築かれました。お二方を両祖とし、お
釈迦様とともに一仏両祖としているそうです。
　早く風呂に入りたいと言うことで瑞鳳殿へは行かず
秋保温泉と楽しい交流会となりました。
　人生はやはり健康が第一、やっぱりその話で盛り上
がりました。
　二日目は秋保大滝、ここはトイレが先行して見逃し
てしまいました。
　次は、ニッカウヰスキー宮城峡蒸留所で、自然の地
形を生かした作りでとても気持ちの良い場所でウイス
キーを造る菌が付着して黒ずんでいました。目には見
えないが菌ってすごいものだと感じてきました。昼食
はサッポロビール仙台ビール園での120分食べ放題、
腹一杯、満腹、大満足でした。
　お土産は初日に送ったのですが、バスから降りるた
びに買い、それも又皆ですると楽しい思い出となりま
した。参加されました企業の皆様のご発展をお祈り申
し上げますと共に日本旅行サービス㈱、村上自動車㈱、
大同生命保険㈱、㈲ファミリーライフＹＯＵ様のお陰
をもちまして楽しい研修旅行となりましたことを心よ
り感謝申し上げます。
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仙台国税局にて（右端：前佐藤税務署長　中央奥：永吉統括官）

税制・公益委員長　三原　　栄 　

仙台国税局視察研修と
� 仙台市内観光
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女性部会の活動青年部会の活動

　11月７日、８日と２日間にわたり第33回法人会全国
青年の集いに参加してまいりました。今年は、大分県
大分市で開催され全国から集まる大人数に圧倒されま
した。
　開催１日目は、租税教育活動プレゼンテーション全
国各地より選抜された局連代表によるものです。どこ
の代表もすばらしい取り組みで、一つオリジナルのレ
クリエーションを取り入れることにより、変わるなと
思い参考になりました。その後は、部会長ウェルカム
パーティーが開催され、各地域の法人活動、様々にお
ける議題、大変参考になるお話を聞けて、とても有意
義な時間でした。
　開催２日目は、部
会長サミットが開催
されました。テーマ
は、「財政健全化の
ための健康経営プロ
ジェクト」です。青
年部会の主たる「租
税教育活動」と新た
に「健康経営オリン
ピック」の２本柱
に、３つ定義があり、
フィジカル・メンタ
ル・ソーシャル班それぞれ振り分けられました。私の
テーブルでは、メンタル部門について議論が行われま
した。各地域の部会長から様々な意見が出ていく中で、
社内間のコミュニケーションの機会を増やしたい、経
営者と社員一人一人との面談を行いたい、仕事、職場
以外のことでも相談を行いたい。行うことにより精神
的にストレスが解消されて気分転換やモチベーション
向上につながり、健康改善と生産性向上へとつながり
やすい。
　人口減少が続く中、医療費等給付の増大が国の財政
を圧迫しています。健康経営を取り組むことにより税
収増が見込めると私自身、参加者含め凄く納得出来ま
した。そして、日本の未来を担う子供達の為にも行わ
なければならないと深く心に残りました。
　村上法人会青年部会として、地域の為に今継続して
いる租税教育活動、この度の健康経営を推進し、これ
からの次世代に繋げなければならないと深く実感致し
ました。そして、部会員と一緒により一層地域貢献で
きるように今後とも皆様宜しくお願い致します。

　昨年、10月17日に第16回県連女性部会連絡協議会の
合同セミナー新津大会が五泉市にて盛大に開催されま
した。当日は、事務局を含め12名で参加いたしました。
記念講演は、湯沢グランドホテル女将の村山桂子様に
よる「与えられた人生だもの、私は頑張る！」と題し
村山様が新潟市に生まれ中学校の体育教師を３年勤め
た後、越後湯沢グランドホテルに嫁ぎ、闘病を乗り越
え女将としてドラマチックな半生と経験を苦労とは思
わせない話術で「おもてなし」の心が伝わるお話でし
た。
　今年度の第17回合同セミナーは村上市での開催とな
ります。村上は皇后雅子様のご先祖「小和田家」ゆか
りの地でもあり、そして村上市の花として指定されて
いる「ハマナス」が皇后雅子様の御印でもあることか
らも何か誇らしく感じる村上市です。合同セミナーに
向けて村上法人会女性部会総じて素晴らしい大会にす
るよう努力しつつ、鮭・酒・情けのまち村上市に大勢
の皆様がおいでになる日をお待ちしております。女性
部会員の皆様方、ご関係者の皆様にはセミナーに際し
てのご協力を宜しくお願いいたします。
　恒例になりました女性部会の社会貢献活動は10月30
日、村上市大津にある特別養護老人ホーム「まごころ
の里」へ訪問しました。地域の皆様や部会員の方々よ
り頂戴しました善意のタオル576本を寄贈した後、こ
の日のためにフラダンスの講師の大滝恵子先生をお招
きし事前に練習を重ねました。当日も直前まで練習し
て無事披露することができました。会員の有志が民謡
と新舞踊を用意しており、最後に施設の皆さんと「赤
とんぼ」や「故郷」を合唱すると大きな拍手と感謝の
言葉をいただいて感激いたしました。訪問を終えて思
うことは、皆が笑顔になることで自分も豊かな気持ち
になることに気づきます。日々忙しい中でも人と関わ
ることによって得られる自分自身の心を満たす素晴ら
しい経験に繋がって行く活動になったと感じました。

タオル目録贈呈 訪問者全員集合

青年部会長　東　　圭一 　 女性部会長　岩間　美果 　

法人会全国青年の集い 女性部会の動き
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　新潟県では、地域で保全活動を積極的に行っている
湧水や清流を「新潟県の名水」として選定し、地域に
よる名水の一層の保全活動や地域での活用に関する情
報交換の取組みを進めているところでございます。
　この度、県と村上市・関川村主催の「新潟県の名水」
サミットin村上・関川」が10月27日、荒川地区公民館
で開催され、その活動に賛同すべく団体として「ブー
ス参加」致しました。このサミットは、２年前からス
タートし、３回目となる今回は「下越地域」の情報を
発信することとなり、数ある中から「平成の名水百選」
に認定された「清流・荒川」が選ばれました。
　「ふるさとの母なる名水・荒川」の魅力について、
地元で保全活動を行う方や若い世代など、様々な視点
から情報発信することで、水環境に対する県民・市民
の意識啓発を図るための一助として参加し、法人会に
ついてＰＲしながら協賛支援を行いました。このサミッ
トには約250名の方が参加し、リレートークによる「地
元の人が語る名水の魅力」の発表、荒川流域の小学校
３校の児童による「環境学習成果発表」、名水を利用
した事業者の事例発表、名水に関わる様々な取組み展
示（ブース）等、発表時の立ち見等かなりの人だかり
となりました。このサミットの様子については、ＮＨ
ＫのＴＶ放映や地元新聞にも取り上げられるなど関心
の高さを伺えるものでした。
　私達法人会荒川支部は、今後も地域の様々な活動に
参加・貢献しながら、法人会の存在感の高揚とＰＲに
努めていきます。

荒川支部活動のご紹介

「新潟県の名水」 サミットin村上・関川
  ～潤すは水なり～ に参加致しました。

山北支部活動のご紹介

令和元年さんぽく祭・（公社）村上法人会税金クイズ
令和元年11月10日㈰ 午前９時30分～午後２時30分

　当日は、時期としては珍しく好天に恵まれ、おおよ
そ2,700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、正面玄関より左手奥のラン
チルーム前の通路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、ク
イズ参加者は34名でした。（中学生30名、一般４名）

各支部の活動報告

　法人会では、去る８月29日開催の理事会において、
９月から12月を会員増強運動期間と決め運動を展開し
てまいりました。11月26日来賓に税務署永吉統括官
をお招きし共益・厚生委員会を開催し11月までの成果
を各支部役員から報告し、残る１ヶ月を更に頑張るこ
とを確認しました。期間中の増減は、関川支部２社増、
荒川支部１社増、神林支部１社減、村上支部４社増、
朝日支部１社増、山北支部１社増で期間中８社の増と
なっています。

税金クイズの風景

法人会ＰＲブース 税務署永吉統括官e-Taxの普及促進について講義中

会員増強運動中間報告
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○村上税務署長表彰受賞
　　　本会 副会長　　大　滝　慎　一 氏
　去る11月13日、村上税務署と同署管内税務団体連絡
協議会主催の「令和元年度納税表彰式」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。
　本会の大滝副会長は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

新規会員企業紹介
（令和元年８月１日～11月末現在）（順不同・敬称略）

企　業　名 代表者名 支 部
㈱第四銀行山北支店 江　村　和　裕 山　北
㈱新宅 佐　藤　秀　行 村　上
（医）社団 安斎医院 安　斎　孝　雄 村　上
㈲新羅（サーモンハウス） 佐　藤　智　英 村　上
㈱河内塗装工業 河　内　政　広 関　川
（賛助）いづみや旅館 伊　藤　　　眞 荒　川
新潟県労働金庫村上支店 本　間　秀　明 村　上
関川村土地改良区 新　野　信　一 関　川
㈲アグリマネジメント 横　井　修　次 朝　日

功労者表彰受賞の栄に輝く

法人会全国大会で四冠達成
　去る10月３日開催の第36回全国法人会総連合の全国大
会（三重）で、四賞受賞し表彰されました。
・ 「税法税務研修参加率向上表彰」、昨年に続き２回目の
受賞です。会員皆様の税法税務研修会に参加して頂い
た賜物です。優秀賞 154.9％達成（120％以上）
・ 「会員増強表彰」優秀賞 12社達成（５社以上）、「純増
１社以上３年連続表彰」も受賞、会員皆様のご協力の
賜物です。
・ 「福利厚生制度推進表彰」108.5％達成（年間累積保険料
対前年比103％以上）協力保険三社（大同生命保険㈱、
ＡＩＧ損害保険㈱、アフラック生命保険㈱）と会員の
ご理解の賜物です。

顕著な功績を挙げられたことにより表彰されました。
　また、受賞者を代表して大滝副会長が謝辞を述べら
れました。
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「税制改正に関する提言」要望活動

令和２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！
○中小企業は日本経済の礎。
� 活力向上のための税制措置拡充を！
○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！

　去る９月18日開催の全法連理事会において「令和２
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22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

今井会長あいさつ

佐藤村上税務署長講演

　去る12月10日大観荘において、役員研修会並びに福
利厚生制度連絡協議会が開催されました。
　当日は第１部として保険三社（大同生命保険㈱、Ａ
ＩＧ損害保険㈱、アフラック生命保険㈱）から、会員
企業を守るためにそれぞれの保険会社が最新の商品に
ついて、説明をしていただくと共に村上法人会の会員
の加入状況についても報告がされました。
　今年度の状況は咋年に比べ今ひとつの状況でありま
す。是非とも会員の皆様ご加入のご協力をお願いいた
します。
　第２部は、佐藤村上税務署長による「国税に関する
不服申立制度について」のご講演でした。佐藤署長か
らは、“税務署長の処分に不服があるとき” について
再調査の請求・審査請求・訴訟等の状況や国税不服審
判所公表裁決事例要旨から抜粋してのお話など今まで
聞いたことのないようなお話をお聞きすることが出来
ました。
　第３部は、交流会です。交流会は青年部会津島副部
会長の司会により進行していただき、怛例の景品持ち
寄りによるビンゴ大会が盛大に開催されました。

（公社）村上法人会合同役員研修会並びに
福利厚生制度推進連絡協議会開催される
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災害」を社員が一丸となって取り組んでいます。施工
品質はより良く完成度の高い仕事を提供したいと日々
努めています。
　建設業は人手不足と言われ、人材確保が難しいです
が、新しい技術を積極的に取り入れ、提供していけれ
ば良いと思います。
　今後も地域密着型で地域住民の要望に応えられるよ
う貢献して、愛される企業を目指したいと思います。

荒川タクシー （株）
TEL ６４－１０４２（代）

（株）あこちゃん代行
TEL ６４－２１１１（代）

（資）坂町重機工業
〒959-3132　村上市坂町3109-1
TEL 0254-62-3098　FAX 0254-62-2093

【会社の概要】
●代 表 者　代表取締役　板垣　正徳
●所 在 地　〒959-3926
　　　　　　新潟県村上市大毎150番地１
●法人設立　昭和59年３月
●資 本 金　2,000万円
●従 業 員　17名
●事業内容　集排水ボーリング・アンカー・杭打
　　　　　　井戸工事・土木一般・解体工事

企業訪問

㈱板垣ボーリング

代表取締役　板垣 正徳

　弊社は私の父が起業し、法人設立から今年で35年、
私が代表取締役に就任してからお蔭様で10年目を迎え
ました。
　事業内容は、社名にもなっていますが、ボーリング
工事を主として土木工事も行っています。
　ボーリング事業は主に地すべり防止他斜面防災工事
を得意とし、現場は県外にも行きます。あまり目立つ
場所での仕事ではないため、皆様の目に留まる仕事で
はありませんが、これまで培った技術を各現場に提供
しています。また、個人の井戸工事も行っています。
　土木工事では公共工事の下請や個人の仕事も請負
い、施主のご要望にお応えできるよう努力しています。
また、冬期間の市道や民間の除雪作業も行っており、
地域の企業としての役割を担っています。
　仕事は安全第一、丁寧をモットーに「無事故」「無
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豊かな郷土造りに奉仕する

〒959-3436 新潟県村上市牛屋1346番地１
ＴＥＬ  （0254）６６－５８１２
ＦＡＸ  （0254）６６－７７９８

株式会社

人を活かし、地域を活かす　活力あふれる人間集団

本社　〒958-0871 新潟県村上市久保多町7番３号
電話 0254-53-4165　FAX 0254-52-1232
新潟支店（新潟市北区）　山形営業所（山形県小国町）

土木・建築設計施工 住宅新築・リフォーム　解体工事

株式会社 加 藤 組

公益社団法人 村上法人会 支部別会員名簿
（令和元年11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㈱

（医）社団安斎医院
㈲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
㈲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
㈲新羅（サーモンハウス）
㈲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
㈱新宅
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
大同生命保険㈱ 新潟支社
㈲ダイメックス
大洋酒造㈱
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代表取締役　本 間 広 樹

一　般　建　設　業

新潟県村上市古渡路 9 8 6
T E L
F A X
夜 間

（ 0 2 5 4 ）５２−６２９７㈹
（ 0 2 5 4 ）５３−１０１８
（ 0 2 5 4 ）７２−１１８０

㈱本間建設
木 材・製 造 業

ＴＥＬ（0254）７７－３１２０㈹
ＦＡＸ（0254）７７－３１１９　

大滝林業株式会社

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）社団 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
新潟県労働金庫 村上支店
㈱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）社団 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
㈱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）社団 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㈱
三面川沿岸土地改良区
三面川鮭産漁業㈿
㈾三河屋
㈲美越
㈱三科塗装工業
㈱水倉組下越支店
㈱ミトク
㈱皆徳 村上営業所
宮尾酒造㈱
㈱宮作
村上印刷㈱
㈱村上魚市場
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㈿
村上林業㈿
㈲村上礼送
㈲村恭
㈱村電テクニカルサービス
㈱ムラネン
㈲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（海鮮処番屋）
アフラック代理店 渡辺 稔
㈱わら竹
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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


