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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：商業部会主催経営革新セミナーの開催 

経営：工業部会主催健康経営セミナーの開催 

税務：源泉所得税に係る年末調整指導会の開催 

情報：軽減税率対策・1月度予定・金融情報等 

今月のトピックス 

 商業部会では、新発田市の運送会社「三福運輸㈱」

を率いる五月女（そおとめ）社長をお招きし、経営革

新及び事業承継事例に関する講演会を開催します。 

 2013年に事業承継のため三福運輸㈱に入社、代表取

締役に就任後は全日空客室乗務員の経験を活かし、安

全教育体制の構築やプロドライバーの育成に努めてい

る五月女社長。元CAから運送業

界へ飛び込んだ理由、お客様や

社員、会社の幸福を願いながら

今もなお挑戦し続けるその経営

手腕について…経営者必聴のセ

ミナーです。 

（全業種対象・参加費無料） 

◆日時：平成31年２月６日㈬    

    16:00～17:30 

◆会場：村松商工会館 

               ２階大会議室 

◆講師：五月女 奈緒美 氏（三福運輸㈱ 代表取締役） 

◆申込：平成31年1月30日㈬まで に村松商工会へお 

    申込みください。（TEL:0250-58-2201） 

【経営革新・事業承継事例セミナー】 女性が輝く業界へ… 

～ＣＡから運送業界への転身～ 

商業部会主催講演会＜三福運輸㈱・五月女社長来会！＞ 工業部会主催講演会＜「RIZAP」社来会！＞ 

 工業部会では、累計実績11万人以上のダイエット指

導をしてきた「RIZAP」社による健康経営セミナーを

開催します。 

 企業の従業員の方の「不健康な生活習慣を改善・定

着化にコミット」するため、健康意識向上、生活習慣

病予防、労働生産性向上を

図る健康経営により、企業

価値を向上させるという観

点から、脂肪燃焼効果を追

求したRIZAPメソッドを伝

授します。 

 適切な食事や運動の習慣

化の秘訣について、ストレッチも一部交えながらお伝

えします。（参加費無料、先着50名） 

◆日時：平成31年１月２８日㈪ 16:00～17:30 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：RIZAP株式会社専門トレーナー 

◆定員：先着50名（定員に達し次第申込を締め切らせ 

    ていただきます） 

    村松商工会（TEL:0250-58-2201） 

総務委員会主催 平成３１年度新年賀詞交歓会・新春経済講演会  

●日時：平成31年１月１１日㈮  

①新春経済講演会【16:30～17:30】 

 テーマ：2019年の経済展望   

 講師：（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 

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） 

健康経営の実践により企業価値は向上する！ 

～ＲＩＺＡＰ健康セミナー～ 

 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、県内経済の動向及び中小企

業の経営革新等に精通する「（一財）新潟経済社会リ

サーチセンター」研究部長・江口知章氏を講師にお迎

えし、2019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。 
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 平成３０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㈮・７日㈪・８日㈫・９日㈬  

    時間はいずれも9:00～16:30まで 

◆納付期限：平成31年1月10日㈭（納期特例適用者の

場合は平成31年1月21日㈪） 

◆必要書類： 

 ①事業主本人のマイナンバー確認書類 

 ②源泉所得税の納付書等年末調整書類 

 ③平成30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） 

＜重要＞確定申告書用紙に代わり 
「確定申告のお知らせ」はがきが送付されます 

 近年インターネットを利用した申告件数が増加し、

税務署から送付される申告書用紙が利用される割合が

年々低下しており、資源保護及び行政コストの観点に

より、国税庁からは申告書用紙の送付に代えて「確定

申告に必要な情報」「e-Tax等のご案内」などを記載

した「確定申告のお知らせ」はがき（又は通知書）が

送付されます。 

 平成30年分の確定申告で必要となりますので、下

記のはがき又は通知書が届きましたら必ずお手元に保

管いただきますようお願いします。 

   新潟県消費動向調査 ２０１８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（2018年12月号） 

今後半年間に購入・支出を予定している商品等 

 新潟県内の個人消費関連の経済指標をみると、乗用車の新規登録・

届出台数は西日本豪雨の影響による納車遅れの反動などから前年を上

回っている。また、小売業販売額はスーパーで比較的単価の高い生鮮

食品や惣菜の売れ行きが堅調であるほか、ドラッグストアでは積極的

な新店舗出店により好調で推移するなど、前年を上回って推移してお

り、個人消費全体としては緩やかに持ち直している状況が続いてい

る。（図表１） 

 なお、今後半年間の消費支出について「増えそう」な項目は「食費

（外食費除く）」「教育費」「保健医療費」の順となっている。 

＜耐久消費財＞（図表２） 

 耐久消費財では「生活家電（冷蔵庫等）」の割合が17年冬の調査

に続き最も高くなった。以下「家具・インテリア用品」「スマート

フォン」などの順となっている。なお、「生活家電（冷蔵庫等）」に

ついては3期連続のトップとなっており、09年以降に実施された「家

電エコポイント制度」で購入された家電製品の買い替え需要によるも

と思われる。 

＜非耐久消費財＞（図表３） 

 非耐久消費財では「婦人物衣料品」の割合が最も高く、以下「国内

旅行」「紳士物衣料品」の順となった。 

 17年冬の調査と比べると、「海外旅行」「自己啓発（稽古事・資

格取得等）」の割合がわずかに上昇しているほか、「教育費（学習

塾・家庭教師等）」の割合がわずかに上昇した。 

  

図表１ 

図表２ 

図表３ 
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  特集：近づく「消費税軽減税率制度」の導入… 

  外食産業における消費税軽減税率制度のポイントチェック！ 

【軽減税率制度関連スケジュール】 
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 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３１年１月２６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31年1月15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３１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。 

１月の行事予定 

4㈮ 源泉所得税「年末調整指導会」 村松商工会館 

7㈪ 
～9㈬ 

源泉所得税「年末調整指導会」 村松商工会館 

9㈬ 税理士派遣による代理送信打合せ会 新津税務署 

11㈮ 新春経済講演会・新年賀詞交歓会 新瀧 

22㈫ 女性部主催歴史講演会・新年会 村松 

26㈯ 青年部むらまつカルタ大会 さくらんど会館 

28㈪ 
工業部会主催経営セミナー 
工業部会新年会 

村松商工会館 
村松 

30㈬ 
青年部新年会 
青色申告会決算実務研修会 

村松 
新津商工会議所 

31㈭ 商工会費・労働保険料口座振替日  

 新潟県内特定最低賃金が改正されました 

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。 

 10月1日から新潟県内基本最低賃金803円へ改正さ

れたことに伴い、12月から特定業種別の最低賃金が

改正となりましたので、お知らせします。 

 最低賃金法に基づき国が定めている地域別最低賃金

は、常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇

用形態や呼称にかかわらず、原則としてすべての労働

者とその使用者に適用されます。 

 

① 

新潟県自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 

改正前：１時間877円→改正後：１時間８９８円 

効力発生日：平成30年12月20日㈭ 

 

② 

新潟県各種商品小売業 

改正前：１時間810円→改正後：１時間８２４円 

効力発生日：平成30年12月31日㈪ 

新潟県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具 

情報通信機械器具製造業 
 

③ 
改正前：１時間870円→改正後：１時間８９０円 

効力発生日：平成30年12月22日㈯ 

日本政策金融公庫貸付利率（平成30年12月12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％ 

※最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃

金に限定されます。日給・月給の場合は時間額に換算して

比較することとなります。 

 

 

 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 

主催年金事務所 
（予約先電話番号） 

会 場 相談日 時 間 

五泉市福祉会館 17㈭ 10:00～15:00 新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

阿賀町役場本庁 23㈬ 10:00～15:00 

１月の年金相談のご案内 

商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点   ②安心保障    ③低利な融資 
 毎月の掛け金は1口    万一の生命事故に   一定の条件のもとで、 
2千円で、その大部分は  備え、安価な共済料  運転・設備資金等の 
貯蓄積立金となります   で大きな保障       融資が利用できます 

「商工貯蓄共済」加入促進実施中！ 


