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 すべての法人や個人に共通の番号を付して情報を一

括管理する「マイナンバー制度」が平成27年10月に

導入されます。村松商工会では、制度に精通した専門

家をお招きし、経営者が準備・対応すべきポイントを

中心に、制度の仕組みとその実務に関するセミナーを

開催いたします。 

 中小・小規模企業の今後の情報管理・税務・労務の

観点から、制度導入までに準備すべきことについてわ

かりやすくお伝えします。経営者をはじめ、会計・税

務・労務を担当されている方はぜひご参加ください。 

◆講師／近藤 信 氏（税理士法人近藤まこと事務所 

            代表社員・税理士・中小企業診断士） 

◆日時／８月２６日㈬  

    14:00～15:30 

◆会場／村松商工会２階大会議室 

◆テーマ／マイナンバー制度の 

     基礎知識～中小・小規  

     模企業の対応と留意点 

◆申込／8月20日㈭までに、電話 

    またはFAXにてお申し込みください。 

   （TEL.0250-58-2201 FAX.0250-58-8409） 

部会：工業部会総会開催・運営委員改選 

経営：「マイナンバー制度」対応セミナー 

事業：会員事業所対象職場健康診断 

特集：平成27年度村松商工会総代改選 

情報：８月度予定・金融情報等 

平成２７年度工業部会総会開催 
～任期満了に伴う運営委員改選～ 

 村松商工会工業部会総会が、去る7月2日㈭午後６時

30分から、割烹松の家において開催されました。 

 平成26年度事業報告・収支決算の報告、平成27年度

事業計画・収支予算の決定の他、今年度は商工会役員

の改選期にあたり、工業部会の運営委員の改選も行わ

れ、下記の方々が運営委員に選任されました。 

《Ｈ27改選後の工業部会運営委員（敬称略）》 

 

 

 

  

役職名 氏  名  事業所名 

部会長 佐々木 克浩 ㈱佐々木組 

副部会長 石本 武臣 ㈱白瀧建設 

副部会長 布施 憲人 布施建具店 

運営委員 伊藤 長義 ㈱蛇場緑地建設 

〃 岡田 和久 ㈲岡田石材店 

〃 佐久間 芳郎 ㈱佐久間鉄筋工業 

〃 新保 勝 ㈲金齋新保工務店 

〃 滝沢 長雄 ㈱滝長建設 

〃 建石 弥厚 ㈲建石畳店 

〃 寺尾 一元 ㈲寺尾建設 

〃 畑 博孝 天装の畑テント 

〃 樋口 悟 ㈱樋口組 

                以上 計12名   

～消費税転嫁対策窓口相談等事業～ 

「マイナンバー制度」対応セミナー 

 

 商工会では会員事業所の福利厚生事業の一環とし

て、健康診断事業を実施します。職場勤務者の定期健

康診断は、労働安全衛生法等の法律に基づき、事業主

の責任において受診させなくてはならないこととなっ

ています。受診を希望する事業所は、別紙申込書によ

り商工会にてお申し込みください。 

◆日時 １０月１日㈭・２日㈮・５日㈪ 

◆会場 さくらんど会館 

◆申込 9月11日㈮までに申込書を商工会へ提出 

◆検診機関 ㈶健康医学予防協会（℡ 025-279-1100) 

職場健康診断のご案内 

村松商工会主催～会員事業所対象～ 

 商工業者等を対象とした、８月の弁護士による無料

法律相談会が次の日程で行われます。申し込みについ

ては事前にお電話にてご連絡ください。 

◆日時：８月６日㈭・２０日㈭・２１日㈮・２１日㈮ 

    ※時間は各相談日とも10:00～12:00です。 

◆会場：新潟県商工会館 

 （新潟市中央区新光町7-2） 

◆問合せ先：村松商工会 

    （℡ 0250-58-2201） 

 新潟県商工会連合会 

 広域指導センター 

    （℡ 025-283-1311） 



 Muramatsu Management Express   2015.8 

任期：平成27年7月1日～平成30年6月30日 （敬称略） 

地区 

番号 
該  当  地  区  名 

総代 

定数 
総    代    氏   名 

１ 
春日の１、御徒士町、長柄町 

本堂 
 ５ 

市川 正人（㈱市川染工場） 佐藤 吉宏（㈱佐藤住建） 

剱 広睦（㈲剱商会）  中山 学（㈱中山自動車修理工場） 

樋口 政行（㈲樋口技研工業） 

２ 
城町の１、春日の２、薬師小路 

春日小路 
 ２ 川村 伸  舎川 一哉（㈱舎川本舗） 

３ 城町の２、搗屋小路  ３ 阿部 律雄（阿部印刷㈱） 小野 健一  板垣 明 

４ 城町の３  １ 瀧澤 修（㈲新瀧） 

５ 新町、寺町  ５ 

亀山 英宣（㈱亀山商事） 小出 正行（㈱Ｆ.Ｓ.Ｋ） 

斎藤 正栄（㈱斉藤工務店） 高地 通明 

野﨑 和久（野崎繊維工業㈱） 

６ 
新道、馬場丁の１、仲丁の１ 

新丁の１ 
 ６ 

石川 史嗣（㈲いしかわや）  佐藤 吉巳（㈱佐藤不動産） 

佐々木 克浩（㈱佐々木組）  菅 一昭 

高岡 繁信（㈱高岡商店） 

中林 重敏（㈲中林自動車整備工場） 

７ 上町の１、中央通りの１  ３ 舎川 秀樹 知野 十一郎 田中 徳男 

８ 上町の２、中央通りの２  ２ 高岡 雄一（ベルジュ・タカオカ㈱） 吉野 徹 

９ 仲町、旭町、馬場丁の２、九軒町  ４ 
五十嵐 吉裕（㈱小芳屋） 今井 常裕（㈱木曽屋酒店） 

金子 武仁（㈲フローリスト・カネコ） 齋藤 淳一  

１０ 本町２の１、栄町の１  １ 蒲沢 登（㈲蒲沢造花店） 

１１ 本町２の２、大手通り、馬場丁の３  ３ 田代 義明    藤田 誠  星野 昭二 

１２ 本町１の１  １ 松尾 富栄 

１３ 本町１の２、秋葉町  ３ 小島 利男 高岡 信夫（㈲高岡木材建設） 田村 喜夫 

１４ 駅前通りの１  ３ 
鈴木 保則 建石 弥厚（㈲建石畳店） 

渡辺 静夫（㈲渡辺石油店） 

１５ 
駅前通りの２、本田屋、小新保、 

昭和大通り 
 ６ 

安中 昇（㈱安中製作所） 

櫻井 英暢（㈲桜井メリヤス工場） 

茂野 一弘（蒲原鉄道㈱） 茂野 知行（金鵄盃酒造㈱） 

羽田 久（㈱大湊建設） 樋口 元剛（たいまつ食品㈱） 

  平成２７年度村松商工会総代改選 
 平成２７年度の総代改選期にあたり、次の方々が村松商工会の総代に選任されました。 
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地区 

番号 
該  当  地  区  名 

総代 

定数 
総    代    氏   名 

１６ 桐林、六軒町、搦手  ３ 
佐々木 俊彦  布施 政樹（布施建設㈱） 

丸山 久夫（㈲丸山電気工事店）  

１７ 
源太小路、泉町、新丁の２ 

仲丁の２ 
 ３ 

岡田 雄二  轡田 清一（㈱轡田組） 

番場 靖明（㈱番場建築） 

１８ 学校町の１、栄町の２、上浦町  ２ 布施 安男  大島 康博 

１９ 学校町の２、下浦町  ２ 藤木 俊則  和田 幸雄 

２０ 
学校町の３、上根木町 

下根木町の１ 
 ３ 

桑原 一憲（㈲桑原宝石店） 後明 登喜男（㈱ロール） 

八木 正成（㈲八木薬局） 

２１ 
学校町の４、上宝町、下宝町 

下根木町の２ 
 ３ 

浅田 光雄（㈲浅田電機商会）  伊藤 敬一 

今井 忍 

２２ 学校町の５  ２ 神尾 すみ江（㈲神尾材木店） 鈴木 進（㈱鈴木石油店）  

２３ 学校町の６、公園道  ２ 白根 策三  鶴巻 賢司 

２４ 

学校町の７、日の出町の１ 

愛宕原の１、宮野下の１ 

石曽根の１ 

新田町、東町、若葉町、石曽根の３ 

 ８ 

伊藤 勝康（伊藤瓦工業㈱） 五十嵐 幸樹（㈱栄組） 

小黒 聡（㈲小黒商会） 小林 一義（㈱小林建材） 

三枝 實（㈱結花刺繍） 寺尾 一元（㈲寺尾建設） 

番場 龍彦  矢久保 剛 

２５ 

三の宮、日の出町の２ 

愛宕原の２、宮野下の２ 

石曽根の２、木越 

 ６ 

加藤 勝則（㈱加藤生コン） 髙岡 壱郎 

塚野 一茂（㈲塚野測量設計事務所） 鶴巻 宇壽（㈱温建） 

樋口 瑞人  横山 靖浩 

２６ 
中野橋、長橋、中名沢、笹野町 

刈羽、千原 
 ４ 

伊藤 国義（㈱蛇場緑地建設） 佐藤 洋一郎 

鈴木 智明（㈲鈴木自動車整備工場） 

水戸 伊智郎 

２７ 
南田中、下大蒲原、牧、上野、高松 

寺田、青橋 
 ７ 

阿部 伸由（㈲阿部商会） 

木村 誠（日本シイエムケイ㈱蒲原工場） 

小池 伊右衛門（㈱小池設備工業）熊倉 興和（㈱高重園） 

佐久間 芳郎（㈱佐久間鉄筋工業）駒形 孝（㈱ミツヒデ） 

長橋 幸一郎（㈲愛宕清掃センター） 

２８ 阿弥陀瀬、中番坂  ２ 石本 武臣（㈱白瀧建設）  津村 恵多（㈱貝瀬工務店） 

２９ 暮坪、笹目、川内、矢津川、矢津  ３ 
宇田 克美（㈲宇田養魚場） 川上 則雄 

佐藤 賢一（㈱佐藤樹木医事務所） 

３０ 十全  ２ 金山 則夫  新保 勝（㈲金齋新保工務店）  

（以上 定数100名） 
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８月の行事予定 

3㈪ 
総務委員会・市長との懇談会 

女性部役員会 

伊藤屋 

村松商工会館 

6㈭ 経営発達支援計画認定申請研修会 県商工会館 

7㈮ 貯共事務担当者相互研究会 県商工会館 

9㈰ 角界力士と市民交流パーティー ホテルマリエール 

10㈪ 大相撲五泉場所 さくらアリーナ 

22㈯ 五泉ひゃんで花火大会 五泉市 

26㈬ 「マイナンバー制度」対応セミナー 村松商工会館 

 

 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。 

 近年、不況や後継者難による廃業の増加が顕著となり、村松商工会の会員数も減少しています。 

 つきましては、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。まずは商工会（TEL.0250-

58-2201）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★ 

商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点…毎月の掛金は１口2,000円。その大部

分（共済料等控除後）は貯蓄積立金となります。 

②安心保障…万一の生命事故（死亡・高度障害）に備
え、安価な共済料で大きな保証が受けられます。 

③低利な融資…一定の条件（加入後６か月掛金納付
等）のもと、運転・設備資金等の低利な事業資金や、
金融機関との提携により、マイカーローン・住宅ローン等
の長期・低利融資を利用できます。 

「商工貯蓄共済」加入促進実施中！ 
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27年7月10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/1.30～1.90％ 

      設備資金：10年以内/1.50～2.10％ 

   ◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

      運転資金：７年以内/1.25％ 

      設備資金：10年以内/1.25％ 

◆◇雇うことは、加入すること。◇◆ 

労働保険の加入はお済みですか 
～備えよう、従業員の万一に～ 

 労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇ってい

る事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）に加入

しなければなりません。 

 労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金の

ほか、雇用の安定のために事業主に支給される助成

金などの各種支援制度も設けられており、労働者は

もとより事業主のためにも欠かせない制度です。 

 まだ労働保険に加入していない事業主の方は、商

工会にご相談の上事務委託いただくか、管轄の労働

基準監督署又は公共職業安定所（ハローワーク）で

加入手続をとられるようお願いします。 

【問い合わせ先】…………………………………… 

○村松商工会（TEL:0250-58-2201） 

○新潟労働局総務部労働保険徴収課 

 （TEL:025-288-3502） 

○新津労働基準監督署（TEL:0250-22-4161） 

○新津公共職業安定所（TEL:0250-22-2233） 

             平成27年10月から住民票を持つすべての

人に通知が開始される「マイナンバー」。このマイナ

ンバーは、国民一人ひとりに付与され、一生使うこと

になる12桁の個人番号です（法人には13桁の法人番

号が割り当てられます）。 

 平成28年１月からは、次の３つの行政手続きでマイ

ナンバーが必要となります。 

【⑴社会保障】 

 年金や雇用保険の資格取得・確認・給付、医療保険

の給付の請求など 

【⑵税務関連】 

 税務署に提出する確定申告書、各種届出書、源泉徴

収票、支払調書など 

【⑶災害対策】 

 被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事

務など 

 今年10月のマイナンバー通知以降、事業所では、正

社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトも含

め、番号を収集・管理することが必要となります。 

 健康保険・厚生年金や雇用保険の被保険者資格取得

届などの書類にも、マイナンバーを明記する必要があ

ります。 

 また、従業員本人だけでなく、その扶養家族、さら

には業務を委託した個人からもマイナンバーの開示を

受け、源泉徴収票および支払調書に記載することが義

務付けられます。 

 事業所として準備・対応すべきことの詳細について

は8月26日㈬開催の「マイナンバー制度」対応セミ

ナーにぜひご参加ください！ 

Business Study!  

 「マイナンバー制度」とは!? 


