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事業：新年賀詞交歓会・新春経済講演会の開催 

経営：女性部主催経営講演会の開催 

経営：工業部会主催新春講演会の開催 

税務：源泉所得税に係る年末調整指導会の開催 

情報：NICO事業紹介・1月度予定・金融情報等 

今月のトピックス 

 女性部では、FM PORT「モーニングゲート」「朝日

山ライフステーション」でナビゲーターを務め、少し

辛口ながらも優しさ溢れるトークで大人気のフリーア

ナウンサー・遠藤麻理氏をお招きし、講演会を開催し

ます。職場や対お客様とのコミュニケーションに活用

できる会話のコツについて、ラジオパーソナリティと

いう独自の視点からご講演いただきます。 

 小売・サービス業経営者をはじめ、様々な業種の企

画・営業・接客担当者は必聴の

講演会です。 

 参加費は無料、どなたでもお

申込みいただけます。 

◆日時：平成30年１月２３日㈫    

    16:00～17:30 

◆会場：村松商工会館 

    ２階大会議室 

◆講師：遠藤 麻理 氏 
    （フリーアナウンサー） 

◆申込：平成30年1月19日㈮まで に村松商工会へお 

    申込みください。（TEL:0250-58-2201） 

お客様のココロを掴んで離さないコミュニケーション術 

～ラジオパーソナリティが語る会話のコツとは!?～ 

女性部主催講演会＜遠藤麻理氏来会！＞ 

現代の名工が語る「宮大工1300年の技と伝統」 

技と心～不揃いの木を組む～ 

工業部会主催講演会＜小川三夫氏来会！＞ 

 工業部会では、法隆寺の「昭和の大修理」を指揮し

た伝説の宮大工・西岡常一棟梁の唯一の内弟子、小川

三夫棟梁をお招きし、講演会を開催します。 

 不揃いな木をうまく組み合わせることで強い建築が

できるように、人も不揃いの

中で育て、その癖をうまく組

み合わせることで大きな成果

が生まれる、ものづくりでの

不満が次の糧となる…独自の

経験に裏付けられた人づくり

とものづくりの神髄について

ご講演いただきます。 

 建設業、製造業経営者はも

ちろん、人材の育成にヒント

をお探しの方など…どなたでもご参加いただけます。  

◆日時：平成30年１月２９日㈪ 16:00～18:00 

◆会場：村松商工会館 ２階大会議室 

◆講師：小川 三夫 氏（鵤工舎前舎主 宮大工） 

◆申込：村松商工会へお申し込みください。   

    （TEL:0250-58-2201） 

総務委員会主催 平成３０年度新年賀詞交歓会・新春経済講演会  

●日時：平成30年１月１１日㈭  

①新春経済講演会【16:30～17:30】 

 テーマ：2018年の経済展望   

 講師：㈱ホクギン経済研究所 

    副所長 小柳 徹 氏 

②新年賀詞交歓会（懇親会）【17:30～19:30】 

●会場：割烹 新瀧（城町 ℡58-7191） 

●会費：4,000円（賀詞交歓会懇親会費として） 

 村松商工会では、総務委員会の主催により新年恒例

の「新年賀詞交歓会」を開催します。 

 今回は記念講演として、金融・経済、特に県内経済

の動向に精通する「㈱ホクギン経済研究所」副所長・

小柳徹氏を講師にお迎えし、2018年の県内経済の見通

しと中小企業経営についての「新春経済講演会」をあ

わせて開催します。 

 会員皆様相互の親睦と情報交換の場として、ぜひご

参加ください。 



村松商工会    

 平成２９年分源泉所得税に係る 

「年末調整指導会」開催 

 源泉所得税の年末調整事務に関

する個別指導会を下記の日程によ

り開催します。 

 商工会へ源泉税納付事務や記

帳・決算・申告事務等を委託して

いる方及び指導を受けている方は、賃金台帳や各種所

得控除証明書等の必要書類をご用意の上、期間中に商

工会へお越しください。 

◆日程：１月４日㈭・５日㈮・９日㈫・１０日㈬  

    時間はいずれも9:00～16:30まで 

◆納付期限：平成30年1月10日㈬（納期特例適用者の

場合は平成30年1月22日㈪） 

◆必要書類： 

 ①事業主本人のマイナンバー確認書類（右記参照） 

 ②源泉所得税の納付書等年末調整書類 

 ③平成29年分賃金台帳（給与明細・源泉徴収簿等） 

 ④給与所得者の扶養控除（異動）申告書 

 ⑤給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除

申告書※生命保険や年金、地震保険、小規模企業共済等

の掛金払込証明書を添付する必要があります。 

 ⑥（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書 

◆手数料： 

 基本料300円＋作業量割200円×人数（消費税込） 

税務関連の申告書や申請書等には 
マイナンバーの記載と確認書類が必要です！ 

マイナンバー制度の導入に伴い、申告手続などには 

マイナンバー（個人番号）の記載 
＋ 

本人確認書類の写しの添付が必要です！ 

 
本人確認書類 

番 号 確 認 書 類 

○通知カード 

○個人番号付住民票の写し のいずれか１つ 

身 元 確 認 書 類 

○運転免許証 ○パスポート  

          等の写真付き身分証明書 

※用意できない場合は公的医療保険の被保険者 

   証と住民票の写し 

商工会の申告相談会等の際には必ずご持参ください。 

◆個人番号カード（届出により作成したカード）を  

 持っている場合… 

 個人番号カードだけで本人確認が可能です。  

 ※表面と裏面の写しが必要 

◆個人番号カードを持っていない場合… 

  

  

 

 
           ＋ 

   新潟県消費動向調査 ２０１７年冬期 
【出典】一般財団法人新潟経済社会リサーチセンター センター月報（2017年12月号） 

今後半年間に購入・支出を予定している商品等 

 新潟県内の経済は持ち直しており、個人消費にも明るい兆しがみら

れる。足元の個人消費関連の経済指標をみると、専門量販店販売額

（家電・ドラッグストア・ホームセンターの販売額合計、全店）や乗

用車新規登録・届出台数（軽含む）は前年を上回って推移している。

一方、百貨店・スーパー販売額（既存店）は前年をやや下回って推移

している（図表１）。 

＜耐久消費財＞（図表２） 

 耐久消費財では「生活家電（冷蔵庫等）」の回答割合が04年冬の

調査以来、13年ぶりのトップとなった（図表２）。以下「スマート

フォン」「家具・インテリア用品」などの順となっている。 

 16年冬の調査と比べると、「冷暖房機器」「薄型テレビ」「生活

家電（冷蔵庫等）の回答割合がわずかではあるものの上昇している。 

＜非耐久消費財＞（図表３） 

 非耐久消費財では「婦人物衣料品」の回答割合が最も高くなった

（図表３）。以下「国内旅行」「紳士物衣料品」の順となっている。 

 16年冬の調査と比べると、「貴金属・ハンドバッグ・靴」の回答

割合が1.6ポイント上昇しているほか、「教育費（学習塾・家庭教師

等）」「子供用衣料品」などの回答割合が上昇している。 

 一方、「婦人物衣料品」の回答割合が2.6ポイント低下しているほ

か、「スポーツ・アウトドア活動費」「国内旅行」「自己啓発（稽古

事・資格取得等）」などの回答割合が低下している。 

図表２ 

図表１ 

図表３ 
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労働者を募集する企業の皆様へ 

労働者の募集や求人申込みの制度が変わります 
＜職業安定法の改正＞施行日：２０１８年１月１日 

 職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募

集を行う際の労働条件の明示について留意点をお知ら

せします。ハローワーク等へ求人申込みをする際や

ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契

約締結までの間、下記のように労働条件を明示するこ

とが必要です。 

【労働条件の明示が必要な時点（タイミング）】 

★相談無料・秘密厳守★ 

・・・・・・・・・・・・・・・平成２８年度五泉市プレミアム商品券業種別換金実績額・・・・・・・・・・・・・・・ 

五泉市内本店 有 五泉市内本店 無 合  計 構成比 

①食・飲料品小売 5,042,000 ①食・飲料品小売 0 5,042,000 4.2% 

②衣料 5,679,000 ②衣料 253,000 5,932,000 5.0% 

③飲食 3,998,000 ③飲食 229,000 4,227,000 3.5% 

④理美容 3,026,000 ④理美容 0 3,026,000 2.5% 

⑤自動車 2,671,000 ⑤自動車 0 2,671,000 2.2% 

⑥建設 795,000 ⑥建設 0 795,000 0.7% 

⑦旅館等 81,000 ⑦旅館等 0 81,000 0.1% 

⑧その他小売 21,534,000 ⑧その他小売 1,073,000 22,607,000 18.9% 

⑨サービス業 1,340,000 ⑨サービス業 0 1,340,000 1.1% 

⑩その他 0 ⑩その他 1,195,000 1,195,000 1.0% 

⑪スーパー 30,464,000 ⑪スーパー 27,705,000 58,169,000 48.6% 

⑫ホームセンター家電 0 ⑫ホームセンター家電 7,199,000 7,199,000 6.0% 

⑬コンビニ・ドラッグストア 0 ⑬コンビニ・ドラッグストア 7,468,000 7,468,000 6.2% 

小   計 74,630,000 小   計 45,122,000 119,752,000 100.0% 

平成２８年度五泉市プレミアム商品券販売事業実績（事業主体／五泉市プレミアム商品券実行委員会） 

○商品券販売金額：100,000,000円 

○商品券発行総額：120,000,000円 

○商品券換金額：119,752,000円（H29.8.25現在） 

※業種別及び五泉市内における本店の有無別の換金実  

 績を掲載いたします。 

 五泉市内において２割お得な「プレミアム商品券」

を発行することにより、市民の生活支援と消費喚起に

よる地域経済活性化を図るために実施された「平成28

年度五泉市プレミアム商品券」事業の実績についてお

知らせします。 

時点 必要な明示 

ハローワーク等への

求人申込や自社HP

での募集、求人広

告の掲載等を行う

際 

求人票や募集要項等において、労働条件

（今回の改正では試用期間の有無や裁量

労働制に関する事項、「固定残業代」を採

用する場合の賃金内訳、募集者と派遣労

働等雇用形態に関する事項が追加）を明

示することが必要です。 

 

労働条件に変更が

あった場合、その確

定後速やかに 

当初明治した労働条件が変更される場合

は、変更内容について明示しなければな

りません。（職業安定法改正により新設） 

 

労働契約締結時 労働基準法に基づき、労働条件通知書等

により労働条件を通知することが必要で

す。（明示すべき事項については、厚生労

働省HPに掲載の「モデル労働条件通知

書」を参考にしてください。） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/ 

にいがた産業創造機構（ＮＩＣＯ）では、販路開拓のチャンスである展示会への出展

支援や、提案型商談会の開催を通じて、県内企業と新規取引先とをつなぐマッチン

グの機会を作っています。下記の他にも、「生活関連産業支援」や「海外展開支援」

等、様々な販路開拓支援メニューがございますので、お問い合わせください。 

ビジネスマッチングのチャンス！ ＮＩＣＯの 



Muramatsu Management Express   2018.1  
 

 村松商工会青年部主催 

  小学生新春！むらまつカルタ大会 
 青年部では、郷土かるた「村松かるた」で子どもた

ちに遊んでもらうことで村松の文化に関心を持ち、自

分の住む地域に誇りを持ってもらいたいという思いか

ら、小学生を対象としたカルタ大会を開催します。 

★日時：平成３０年１月２８日㈰ 

    9:30受付 10:00開始 

★会場：さくらんど会館２階和室 

★参加費：無料（全員に参加賞あり） 

★ルール：『村松かるた』を使用し、学年ごとにグ 

     ループに分かれて行います。 

★申込：平成30年1月19日㈮までに商工会へお電話か

FAXにてお申し込みください。 

    （TEL:58-2201 FAX:58-8409） 

商工会費・労働保険料第３期分納入について 

 第３期分の商工会費と労働保険料（事務委託事業所）の

納入期日は下記のとおりです。 

 労働保険料につきましては、分納を申し込まれている事

務委託事業所の方へ１月中旬に納入通知書を送付いたしま

すので、通知書に記載の金額を期日までお納めください。 

納入期日：平成３０年１月３１日㈬ 

※口座振替実施日になります。現金納付の方は期日までに

商工会へお納めください。 

※代表者や振替口座に変更がある場合はお早目に商工会ま

でお知らせください。また、雇用保険適用事業所におい

て、従業員の雇入れ・退職の事実があった場合は、雇用保

険資格取得・喪失の手続き（別途手数料を頂戴します）を

行いますので、随時お知らせください。 

日本政策金融公庫（金融情報） 

  国民生活事業の貸付利率（平成29年12月13日現在） 

   ◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 

      運転資金：５年以内/1.16～2.35％ 

      設備資金：10年以内/1.16～2.35％ 

   ◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

      運転資金：７年以内/1.11％ 

      設備資金：10年以内/1.11％ 

平成３０年２月から 新潟東年金事務所の 

厚生年金保険・健康保険・船員保険の 

「適用・徴収業務」が移管・集約されます 

 平成30年2月以降、新潟東年金事務所の厚生年金保

険・健康保険・船員保険の適用・徴収業務が「新潟西

年金事務所」に移管・集約されます。 

 これに伴い、下記の手続きや照会などの窓口が変更

となります。（年金相談及び国民年金に関する業務は

引き続き各年金事務所で行われます。） 

【移管・集約される部署（課）】 

 

 

【移管・集約先】 

【対象業務】平成30年2月以降新潟西年金事務所で行います。 

・厚生年金保険等の届書等の受付・相談 

・厚生年金保険等の未加入事業所に対する加入指導 

・厚生年金保険等の適用事業所に対する調査 

・厚生年金保険等の保険料の収納 

・厚生年金保険等の保険料の滞納整理     等 

主催年金事務所 
（予約先電話番号） 

会 場 相談日 時 間 

新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

五泉市福祉会館 18㈭ 10:00～15:00 

１月の年金相談のご案内 

 新潟東年金事務所 
   ・厚生年金適用調査課 ・厚生年金徴収課 

 新潟西年金事務所 TEL.０２５-２２５-３００８ （代表） 
 〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15  

  

 商工会では、商工会に加入していない事業者の方の加入

促進を行っています。皆様の周りで商工会に未加入の方や

新たに事業を創業予定の方、創業された方がおられました

ら、商工会への加入をお勧めくださるようお願いします。  

 ご連絡いただければ、事務局が商工会事業・指導内容等

のご説明に伺いますので、商工会までお知らせください。 

商工会員募集へのご協力のお願い 

(URL)  http://www.muramatsu-niigata.com 

１月の行事予定 

4㈭ 
～5㈮ 

源泉所得税「年末調整指導会」 村松商工会館 

9㈫ 
～10㈬ 

源泉所得税「年末調整指導会」 村松商工会館 

10㈬ 派遣税理士との代理送信打合せ会 新津税務署 

11㈭ 新春経済講演会・賀詞交歓会 新瀧 

23㈫ 
女性部主催経営講演会 
女性部新年会 

村松商工会館 
村松 

28㈰ 青年部むらまつカルタ大会 さくらんど会館 

29㈪ 
工業部会主催経営セミナー 
工業部会新年会 

村松 

30㈫ 
青年部新年会 
決算実務研修会 

村松 
新津商工会議所 

31㈬ 商工会費・労働保険料口座振替日  


