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◆指導日：平成３０年７月２日（月）～６日（金） 

     9:30～11:30／13:00～15:30 
 ※混雑を避けるため、書類のご準備が整った方はお早目にお越し 

  ください。 

◆必要書類：①源泉所得税納付書 

 ②賃金台帳（給料明細）または源泉徴収簿等 
 ※平成30年1月～6月分の各月の賃金額及び源泉徴収税額がわかる 

  書類をお持ちください。 

 ③前年分の源泉徴収簿・納付書の控 

◆納付期限：平成３０年７月１０日（火） 
 ※期限までに納付されない場合は延滞税が発生しますのでご注意 

      ください。 

源泉所得税の中間納付手続きについて ～納期特例適用事業者対象指導会開催～ 

 給与の実支給人員が常時9人以下で、源泉所得税の

納期の特例の適用事業所については、７月が給与に係

る源泉所得税の中間納付月となります。 

 １月～６月に預かった源泉所得税は、右記の期日ま

でに納付手続きを行わなければなりません。（納付す

る税額がない場合でも給料・賃金・報酬の報告は必要

です。） 

 納付手続に係る指導会を開催いたしますので、商工

会で記帳・源泉徴収事務指導を受けている方は、源泉

徴収簿や賃金台帳等を作成の上、右記の日程の間にお

早目に商工会までお越しください。 

経営：販路開拓・創業成功事例セミナー開催 

金融：個別金融相談会（１日公庫）の開催 

税務：源泉所得税の中間納付手続きについて 

情報：H30総代・商業部会工業部会役員改選 

情報：よろず支援拠点個別経営相談会開催 他 

   国民生活事業貸付利率（平成30年6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/1.16～2.25％ 

        設備資金：10年以内/1.16～2.25％ 

     ◆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％ 

 

 夏季運転資金や設備資金、毎月の返済に係る条件変

更等、日本政策金融公庫の担当職員が相談をお受けし

ます。事前予約が必要となりますので、商工会の経営

指導員までお問い合せください。 

◆日時：平成30年７月１９日㈭ 10:00～16:00 

◆会場：村松商工会館 相談室 

◆内容：①事業資金の申込について 

    ②既存借入金の返済に係る条件 

     変更等資金繰りについて 

    ③経営改善計画の作成について 

◆応対者：日本政策金融公庫 担当職員 

◆申込：7月13日㈮までに村松商工会へお申し込みく 

    ださい。TEL:58-2201 FAX:58-8409） 

～日本政策金融公庫による国の制度融資～ 

「個別金融相談会（１日公庫）」のお知らせ 
村松商工会主催 販路開拓・創業成功事例セミナー開催 

 村松商工会では、村上市坂町のパ

ティスリー「HAPPY SUGAR」内山代

表、（一財）新潟経済社会リサーチセ

ンターの江口研究部長をお招きし、販

路開拓の手法について学ぶセミナーを

開催します。人口が減少している地域

にあっても創意工夫によってお客様に支持されている

お店の取組事例をもとに、お客様を引

き寄せる商品価値の伝え方や立地にと

らわれないお店の「発信力」の高め方

について講演いただきます。 

 参加費無料、お誘いあわせの上、ぜ

ひお申込みください。 

◆日時：平成30年７月２３日㈫ 14:00～16:00 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：HAPPY SUGAR オーナー 内山 智子 氏 
            （一財）新潟経済社会リサーチセンター 

    研究部長 江口 知章 氏 

◆申込：平成30年7月17日㈫までに村松商工会へ  

            お申し込みください。（TEL:58-2201） 

県内の小さなお店の成功事例に学ぶ… 

お客様の心を掴むお店と商品価値の伝え方 



 

任期：平成30年7月1日～平成33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 石川 慶基（㈱慶八） 川村 伸 

３ 城町の２、搗屋小路  ３ 
阿部 律雄（阿部印刷㈱） 五十嵐 大和（㈱大和重興） 

板垣 明 

４ 城町の３  １ 瀧澤 修（㈲新瀧） 

５ 新町、寺町  ５ 

朝日 幸勝（㈱魚斎藤） 小出 正行（㈱Ｆ.Ｓ.Ｋ） 

齋藤 正栄（㈱斎藤工務店） 高地 通明 

野﨑 和久（野﨑繊維工業㈱） 

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） 斎藤 みゆき 

佐々木 克浩（㈱佐々木組）  佐藤 吉巳（㈱佐藤不動産） 

菅沼 吉樹  高岡 繁信（㈱高岡商店） 

７ 上町の１、中央通りの１  ３ 田中 徳男 知野 十一郎 富井 秀男 

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

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 
茂野 かおる（フジタ㈲） 鈴木 輝男（㈲おけや洋品店） 

田代 義明   

１２ 本町１の１  １ 松尾 富栄 

１３ 本町１の２、秋葉町  ３ 
阿部 眞二（村松電業㈱） 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） 小林 誠（㈲村松新聞販売） 

茂野 一弘（蒲原鉄道㈱） 茂野 紘一（金鵄盃酒造㈱） 

羽田 久（㈱大湊建設） 樋口 元剛（たいまつ食品㈱） 

  平成30年度村松商工会総代改選 
 平成30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 

伊藤 正光  轡田 清栄（㈱轡田組） 

樋口 大（㈲樋口） 

１８ 学校町の１、栄町の２、上浦町  ２ 大島 康博  布施 安男   

１９ 学校町の２、下浦町  ２ 桐生 修平  藤木 俊則 

２０ 
学校町の３、上根木町 

下根木町の１ 
 ３ 

赤城 良典  桑原 一憲（㈲桑原宝石店）  

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）  今井 忍  上村 直子 

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 

五十嵐 幸樹（㈱栄組） 伊藤 勝康（伊藤瓦工業㈱）  

小黒 聡（㈲小黒商会） 桐生 誠一（㈲桐生設備工業） 

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 

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 

落合 晃（青空自動車㈱） 加藤 勝則（㈱加藤生コン） 

川瀬 達司  髙岡 壱郎 

塚野 一茂（㈲塚野測量設計事務所） 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）  熊倉 興和（㈱高重園） 

小池 伊右衛門（㈱小池設備工業） 駒形 孝（㈱ミツヒデ） 

佐久間 芳郎（㈱佐久間鉄筋工業） 

長橋 幸一郎（㈲愛宕清掃センター） 樋口 悟（㈱樋口組） 

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） 山田 芳秋（㈲山芳工業） 

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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７月の行事予定 

2㈪ 源泉所得税中間納付手続指導会（～6日㈮） 村松商工会館 

4㈬ 公庫マル経協議会 日本政策金融公庫 

5㈭ 村松商工会理事会 村松商工会館 

11㈬ 
商工貯蓄共済運営委員会 

事業承継実務研修会 

新潟県商工会館 

万代島ビル 

12㈭ 経営指導員研修会 万代島ビル 

13㈮ 
経営指導員研修会 

社会保険委員会五泉支部総会 

万代島ビル 

五泉商工会議所 

14㈯ 村松商工会主催ゴルフ大会 新津ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 

経営発達支援事業推進委員会 

金融懇談会 
村松商工会館 

17㈫  

青年部長等研修会主張発表大会（～18日㈬） 上越市 

19㈭ 個別金融相談会（1日公庫） 村松商工会館 

23㈪ 販路開拓・創業成功事例セミナー 村松商工会館 

24㈫ 
よろず支援拠点個別経営相談会 

下越Bﾌﾞﾛｯｸ事務局責任者会議 

村松商工会館 

新潟県商工会館 

25㈬ 五泉市青年団体交流会 ﾎﾃﾙﾏﾘｴｰﾙ 

26㈭ 
県連理事会 

さくらカード会「遊々ナイト」 
ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

村松保健ｾﾝﾀｰ 

31㈫ 火災共済代理所事務局責任者会議 東映ホテル 

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 19㈭ 10:00～15:00 

７月の年金相談のご案内 

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 

〃 布施 憲人 布施建具店 

運営委員 伊藤 国義 ㈱蛇場緑地建設 

〃 伊藤 勝康 伊藤瓦工業㈱ 

〃 岡田 和久 ㈲岡田石材店 

〃 佐久間 芳郎 ㈱佐久間鉄筋工業 

〃 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（敬称略）   

 商業部会総会が6月22日㈮に「割烹新瀧」、工業部会総会が6月25日㈪に「割烹松の家」で開催されました。 

 平成29年度事業報告・収支決算の報告、平成30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、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。 

       《H30改選後の商業部会運営委員》               《H30改選後の工業部会運営委員》 

平成３０年度商業部会・工業部会総会開催 ～任期満了に伴う運営委員改選～ 

役職名 氏  名  事業所名 氏  名  事業所名 

部会長 村井 恭一 ㈲小須戸屋 - - 

副部会長 川村  伸 川村酒店 桑原 一憲 ㈲桑原宝石店 

運営委員 赤城 良典 あかぎ洋品店 石川 清隆 ㈲いしかわや 

〃 今井 将人 ｲﾏｲﾌｫｰﾄ 今井 常裕 ㈱木曽屋酒店 

〃 金子 武仁 ㈲ﾌﾛｰﾘｽﾄ･ｶﾈｺ 木村 裕一 木村菓子店 

〃 小林  誠 ㈲村松新聞販売 近藤  隆 ㈲近藤菓子店 

〃 近藤 忠夫 金国屋 齋藤 淳一 斎藤薬局 

〃 坂田 堅市 坂田酒店 茂野 かおる フジタ㈲ 

〃 舎川 秀樹 舎川日盛堂 白根 策三 電化ｼｮｯﾌﾟｼﾛﾈ 

〃 鈴木  進 ㈱鈴木石油店 鈴木 輝男 ㈲おけや洋品店 

〃 髙岡 壱郎 ＲＥＰ髙壱 瀧澤  修 ㈲新瀧 

〃 知野 十一郎 大三酒店 土田 伸一 ㈱ﾂﾁﾀﾞｵｰﾄ･ｻｰﾋﾞｽ 

〃 藤木 俊則 藤木藤七商店 藤田  実 ㈱ふじうし 

〃 八木 克夫 ㈲八木薬局 - - 

                以上 計26名（敬称略）   

  村松商工会×新潟県よろず支援拠点 

    無料個別経営相談会（７月開催） 

 村松商工会と新潟県よろず支援拠点（公益財団法人

にいがた産業創造機構）の共催による経営個別相談会

を開催します。売上拡大、経営改善、資金繰り、商品

開発、創業など、様々な経営課題に関する相談に対応

します。（事前に予約が必要となります。） 

 相談は無料、秘密厳守です。ぜひご活用ください。 

■相談日時：平成３０年７月２４日（火） 

 13:30～16:00（１社45分） 

 ※7/19㈭までに村松商工会へ 

      お申し込み下さい。 

■対応者：辰喜 太輔 氏 

 （税理士・中小企業診断士） 

■会場：村松商工会館 相談室 

  

 商工会では、商工会に加入していない事業者や新規開業

された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ので、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★ 


