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源泉所得税の中間納付手続きについて
給与の実支給人員が常時 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。

会員相互の交流を目的に開催している商工会親睦ゴルフ大
会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度の
開催を中止とさせていただきます。
・・・ご理解のほどよろしくお願いいたします。・・・

日本政策金融公庫貸付利率（令和
％
％

年 月 日現在）

万円

新型コロナウイルス感染症特別貸付 貸付限度額 別枠

万円

万円以内：当初 年間
年経過後
万円超：
運転： 年以内 設備： 年以内（ともに据置 年以内）
経営改善貸付 貸付限度額
万円
運転資金：７年以内/
％ 設備資金：

年以内/

％

＜労働保険事務組合からのお知らせ＞

第１期分労働保険料の納入日について
商工会に労働保険事務を委託している事業所の方には後
日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：令和３年６月２８日（月）

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。
令和２年度に交付を受けた事業所も申請可能です！

指導日：７月１日㈭・２日㈮・５日㈪・６日㈫・７日㈬
～
／
～
混雑を避ける
必要書類： 源泉所得税納付書
賃金台帳（給料明細）または源泉徴収簿等

期限までに納付されない場合は延滞税が発生します。

㈫

青色申告会合同役員会

新潟市秋葉区

㈬

第 回青年部常任委員会

村松商工会館

㈭

五泉阿賀地区女性部正副部長会議

津川商工会館

㈮

県青連機関紙編集会議・第２回正副
会長会・理事会

新潟県商工会館

五泉市地域公共交通活性化協議会監査会

五泉市福祉会館

㈫

商業部会運営委員会

村松商工会館

㈬

県女性連第２回正副会長会・理事会

新潟県商工会館

㈮

よろず支援拠点連携フォーラム
県法人会連合会総会

新潟市中央区

㈪

下越ブロック会長会議

新潟市中央区

㈫

第１回女性部常任委員会
新津法人会総会

村松商工会館
五泉市村松

㈫

街中美術館（～

五泉市村松

㈮

五泉市に住民登録を行っていること

よろず支援拠点経営個別相談会

村松藩祖堀直竒公法要「銕團公忌」
歴史講座「堀直竒公と村松藩」

五泉市村松

事業承継セミナー
工業部会運営委員会・部会総会

村松商工会館

㈫

販売促進セミナー
商業部会総会

村松商工会館

村松商工会第４３回通常総代会開催
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金子 武仁

㈲ﾌﾛｰﾘｽﾄ･ｶﾈｺ

川村

伸

川村酒店

〃

桑原 一憲

㈲桑原宝石店

齋藤

淳一

斎藤薬局

佐久間 芳郎 ㈱佐久間鉄筋工業 佐々木 克浩

㈱佐々木組

㈱さとう建匠

髙岡

壱郎

ＲＥＰ髙壱

〃

高岡 繁信

㈱高岡商店

建石

弥厚

㈲建石畳店

提出書類：

〃

土田 伸一

㈱ﾂﾁﾀﾞｵｰﾄ･ｻｰﾋﾞｽ

野﨑

和久

野崎繊維工業㈱

以下の書類を市窓口へ持参または郵送する。

〃

樋口

㈲樋口

藤木

俊則

藤木藤七商店

雇用調整助成金利用促進支援金交付申請書

〃

布施 憲人

布施建具店

村井

恭一

小須戸屋

雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し

〃

小林 健人

㈲村松新聞販売

小林

㈲村松新聞販売

振込先口座の通帳の写し
申請書は商工会窓口でも配布しています。
支援金額：上限

万円（

申請期限：令和４年２月２８日㈪

雇用保険適用事業所となっていることが必要です。

〒

五泉市役所

五泉市太田

事

誠

石川 由紀子
中山

学

㈱慶八
㈱中山自動車修理工場

開拓支援事業として、平成
「むらまつ商売繁盛.

活用による販促・販路

年度にポータルサイト

」を、国の補助金を活用して

社の参加により運営しています。

今年度もサイトの拡充と活用促進のため、先着
（

-

）

[村松商工会HP]

[むらまつ商売繁盛.com]

無料経営個別相談会（６月開催分）
村松商工会と新潟県よろず支援
拠点（公財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、商品開発、創業、新型コロナ
ウイルスによる経営への影響な
ど、様々な経営課題に関する相談
に専門家が対応します。（事前に予約が必要となりま
す。）相談は無料、秘密厳守で行います。
日時：令和３年６月２４日㈭

～

相談員：辰喜

（１社 分）
㈭までにお申込みください。

太輔 氏（税理士・中小企業診断士）

会場：村松商工会館 相談室

村松商工会ポータルサイト「むらまつ商売繁盛.com」への参加企業を追加募集します!

構築し、現在

番地

商工観光課商工係

監

大

村松商工会では、会員企業の

円未満切捨）

複数の決定通知文をまとめて申請できます。
申請・お問合せ先：

-

村松商工会＆新潟県よろず支援拠点

佐藤 和也

社労士への報酬支払の完了が確認できる書類の写し

-

村松商工会第 回通常総代会が、去る 月 日㈫午後 時から、割烹
新瀧において開催されました。
総代会では阿部会長が議長となり、令和２年度事業報告・収支決算
及び令和３年度事業計画・予算等、第１号議案から第 号議案の 議
案を審議し、いずれも原案通り満場一致で可決承認されました。
特に、今年度は任期満了に伴う役員改選が行われ、下記の通り新役
員が選任されました。総代を始めとする会員の皆様には、今後とも商
工会事業運営へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

〃

社労士に申請事務を依頼したことがわかる書類の写し

-

◆令和２年度事業報告・修正決算等を承認
◆令和３年度事業計画・収支予算等を承認

〃

法人 五泉市内に本社または本店があること
申請は同一事業者につき年度内に 回限り申請が可能です。

新潟市中央区
長野県長野市
村松商工会館

㈪

対象者：
五泉市内に所在する中小企業の事業主であり、新型コロナウ
イルス感染症の影響に伴う休業により、雇用調整助成金等の支
給決定を受けた事業者であること。

関東ブロック商工会女性部交流研修会

新潟県五泉市村松乙２４５

事業：第43回通常総代会開催報告
経営：経営個別相談会（6月開催分）案内
経営：商業・工業部会経営セミナー案内
税務：源泉所得税中間納付手続き案内
情報：ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ参加募集・労務、金融情報等

納付期限：令和３年７月１２日㈪

青年部長等研修会主張発表大会

-

今月のトピックス

前年分の源泉徴収簿・納付書の控

㈭

-

スマホをかざして
最新情報チェック

令和３年 月～ 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。

㈫）

-

-

ため、書類の準備が整い次第お早目にお越しください。

五泉市では新型コロナウイルス感染拡大
の影響に伴い、従業員の雇用維持と事業継続
を行う事業者へ、社会保険労務士に依頼した
雇用調整助成金の申請費用を支援します。

個人事業主

〒

６月の行事予定

第４８回商工会長杯争奪親睦ゴルフ大会
開催中止について

普通（一般）貸付 貸付限度額
運転資金：５年以内/
～
設備資金： 年以内/
～

発行元：村松商工会／経営支援室

～納期特例適用事業者対象指導会開催～

＜総務委員会からのお知らせ＞

）】

【令和３年６月１日発行（

社

にて参加企業の追加募集を行いますので、別紙案内チラ
シをご覧の上、この機会にぜひお申込みください。

申込方法：案内チラシ裏面の申込書に必要事項を記
載の上、商工会へお申込みください。
先着

社までの申込受付となります。

申込期限：令和 年６月１８日㈮
（先着順のため早期締切となる場合があります）

申込・問合せ先：村松商工会（担当：菊池）
：

-

：

-
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村松商工会報
商業部会主催 経営講演会＜販売促進セミナー＞

工業部会主催 経営講演会＜事業承継セミナー＞

ピンチをチャンスに変える！～コロナ禍における

～事業承継の準備は進められていますか？～

商業・サービス業の販促手法とそのポイント～

中小・小規模事業者の事業承継のポイント

新型コロナウイルスの感染拡大を受
けて国が提唱した「新しい生活様式」
の浸透に伴い、既存の価値観や生活ス
タイルも大きく変化しています。
商業部会では、コロナ禍により変化
した消費者の行動や、販促手法のトレ
ンドを理解し、ピンチをチャンスに転
換するために株式会社コラボル代表取
締役・南雲純子氏をお招きし、販売促
進に係る講演会を開催します。
コロナ禍における集客のポイントや、今すぐ無料で始めら
れる情報発信の方法、県内の販促取組事例などについて、分
かりやすく解説していただきます。
商業関係者をはじめ、どなたでもご参加いただける必聴の
講演会です。

すべての事業者にとって共通の経営
課題となる事業承継を円滑に行うに
は、入念な準備が必要です。
本セミナーでは、父親の病気により
歳で突然家業を継ぐこととなった講
師自らの経験に基づく事業承継のポイ
ントを解説します。「事業承継につい
て何から始めていいかわからない。」
「そろそろ事業を継がせたいが任せて
いいか不安。」このような事業承継に纏わる悩みの解消を目
的として、豊富な具体的事例を交えながら、事業承継の実務
的な課題解決を図っていきます。
「まだ先の話」と思わず、ぜひこの機会に「事業承継」につ
いて考えてみませんか？ご参加をお待ちしています。

日時：令和３年６月２９日㈫
会場：村松商工会館
講師：南雲

：

～

：

階大会議室

純子（なぐも じゅんこ） 氏

（㈱コラボル

代表取締役）

申込：令和 年 月 日㈬までにお申込みください。
講演会終了後、商業部会総会を行います。

城下町村松の歴史探訪
『城下町むらまつ松城祭2021』開催
商業部会では『城下町むらまつ松城祭
』（主催：城下
町むらまつ松城祭実行委員会）の開催に伴い、 月 日㈫か
ら 月 日㈫までの期間中、村松商店街各店舗において、昔
懐かしい思い出の品や、代々の美術骨董品等を公開展示する
『街中美術館』を開催します。
期間中は上記イベントに加え、村松藩祖直竒公法要『銕團
公忌(てつだんこうき)』や歴史講座『堀直竒公と村松藩』も
開催予定です。
「城下町むらまつ」のルーツを辿る催しが目白押しのこの
機会に、ぜひ村松の歴史に思いを馳せてみませんか？

「換気の悪い密閉空間」の対策

実店舗は通常営業をしていると密閉空間になりがちです。
窓を少し開けておく、または定期的に窓を開けて空気の入替
を行うことはすぐにできる対策です。立地上窓が開けられな
い場合は、来店が少ない時間帯でも定期的にドアを開けるな
ど自店でできる対策をとり、できるだけ外気を取り込みま
しょう。
その際は「理由付きの掲示」を必ずセットで行います。
「新型コロナウイルス対策の換気のため、窓やドアを定期的
に開けています」などのアナウンスをするのです。暑い、寒
いからといって窓をすぐに閉めてしまうお客さまがいれば、
店舗側が対策していても意味がありません。理由を示すこと
は来店客の行動を変え、安心にもつながります。

日時：令和３年６月２８日㈪
会場：村松商工会館
講師：土田

～

２階大会議室

克則（つちだ かつのり） 氏

（事業承継士・中小企業診断士）

申込：令和 年 月 日㈫までにお申込みください。
講演会終了後、工業部会総会を行います。
街中美術館
日 時：令和 年６月 日㈫～ 日㈫
場 所：村松商店街各店舗
参加費：無料
村松藩堀家 藩祖堀直竒公法要『銕團公忌』
日 時：令和 年 月 日㈮
時～
場 所：英林寺
歴史講座『堀直竒公と村松藩』
日 時：令和３年６月 日㈮
時
場 所：英林寺本堂内
参加費： ,
円（昼食付）
定 員： 名
申込・問合せ先
松城祭実行委員会 担当：戸井田（

【村松藩発行の道中手形】

分～

-

-

）

「多数が集まる密閉場所」の対策

人と人との間隔を空けてご案内する、時間制の貸切営業を
呼びかけるなど、「空いていること」を逆手にとった宣伝も
効果的です。逆に需要がが高まり混雑している場合は、あえ
て入店制限をするなどの工夫も必要です。
「（お店が）空いていますので（お客さまは）少人数でご
ゆっくりと利用いただけます」など、利用者目線で案内する
ことも一つの方法です。さらに安全対策についても案内すれ
ば、来店者側の受け取り方も変わっていくことと思います。
国の緊急事態宣言の発令に加え、各都道府県が独自の警報
を発令するなど、状況は日々変わっています。
今後もコロナ対策に係る支援策情報等にご留意ください。

