
村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

無料経営個別相談会（７月開催分） 
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７月の行事予定 

�㈭ 源泉所得税中間納付手続指導会（～���㈮） 村松商工会館 
�㈪ 源泉所得税中間納付手続指導会（～���㈬） 村松商工会館 

��㈫ 第�回理事会 
中小企業支援連携ミーティング 

村松商工会館 
オンライン会議 

��㈭ マイナンバーカード活用促進相談会⋇ 村松商工会館 
��㈪ 事業継続支援金制度説明会・個別相談会 村松商工会館 

��㈬ マイナンバーカード活用促進相談会⋈ 村松商工会館 

��㈪ １日公庫個別金融相談会 村松商工会館 

��㈫ よろず支援拠点個別経営相談会 
県連合会理事会 

村松商工会館 
新潟県商工会館 

 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�年７月２７日㈫ٹ
 �����～�����（１社��分） 
 。����㈫までにお申込みくださいپ 
 相談員：辰喜 太輔 氏ٹ
 （税理士・中小企業診断士） 
 会場：村松商工会館 相談室ٹ

 ～にいがた安心なお店応援プロジェクト～ 

新型コロナウイルス感染防止対策認証制度 
 

 新潟県では、県が定めた認証基準に
沿って感染対策を講じ、調査員の現地
確認を経て認証を受けた飲食店に対
し、認証ステッカーを交付します。 
 ܢ対象店舗ܡ
 食品衛生法に基づく許可を受け、客
席を有し、新潟県内で営業する飲食店 
 ܢ認証受付期限ܡ
 令和�年�月��日(土)（پ締切日消印有効）  

 ܢ認証申請方法ܡ
 県ホームページに掲示された⋇実施要領、⋈認証基準、 
⋉セルフチェックリストを確認の上、下記のいずれかの方法

で申請書を提出してください。 
 。申請関連書類は商工会ホームページにも掲示していますپ 
   (�)メールによるお申込みは以下のアドレスへ 
    メールアドレス：QLLJDWDBQLQVKR#XQR�[FRQ�MS 
   (�))$;によるお申込みは以下の)$;番号へ 
    )$;：���-���-���� 
   (�)郵送によるお申込みは以下の宛先へ 
    〒���-���� 
    新潟市中央区万代�-�-�� 1%)新潟テレコムビル�階 
    にいがた安心なお店応援プロジェクト事務局 宛 

・・・・・お問合せ先・・・・・ 
 にいがた安心なお店応援プロジェクト事務局ٷ 
 ・電話番号：���-���-���� ・)$;:���-���-���� 
 ・受付時間：�時��分 ～ ��時��分（土日祝日含む）  
   

ステッカー【見本】 

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 

〃 建石 弥厚 ㈲建石畳店 

運営委員 伊藤 勝康 伊藤瓦工業㈱ 

〃 伊藤 国義 ㈱蛇場緑地建設 

〃 岡田 和久 ㈲岡田石材店 

〃 小池 直之 ㈱小池設備工業 

〃 佐久間 芳郎 ㈱佐久間鉄筋工業 

〃 佐藤 和也 ㈱さとう建匠 

〃 樋口  悟 ㈱樋口組 

〃 藤村 雄治 ㈱藤村自動車工業 

〃 布施 憲人 布施建具店 

     以上 計12名（五十音順・敬称略）   

 工業部会総会が�月��日㈪に、商業部会総会が�月��日㈫にそれぞれ「村松商工会館」で開催されました。 
 今年度は令和２年度事業・収支決算の報告、令和３年度事業計画・収支予算の決定の他、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。会員の皆さまには、今後とも各部会事業運営へのご理解ご協力をお願いいたします。 
          《令和３年改選後の商業部会運営委員》            《令和３年改選後の工業部会運営委員》 

令和３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 

部会長 村井 恭一 小須戸屋 

副部会長 川村  伸 川村酒店 

運営委員 赤城 良典 あかぎ洋品店 

〃 石川 史嗣 ㈲いしかわや 

〃 今井 常裕 ㈱木曽屋酒店 

〃 亀山 拓永 亀山時計店 

〃 小林  誠 ㈲村松新聞販売 

〃 近藤 忠夫 金国屋 

〃 坂田 堅市 坂田酒店 

〃 鈴木  進 ㈱鈴木石油店 

〃 髙岡 壱郎 ＲＥＰ髙壱 

〃 知野 十一郎 大三酒店 

                以上 計26名（五十音順・敬称略）   

氏  名  事業所名 

- - 

桑原 一憲 ㈲桑原宝石店 

石川 慶基 ㈱慶八 

今井 将人 イマイフォート 

金子 武仁 ㈲ﾌﾛｰﾘｽﾄ・ｶﾈｺ 

木村 裕一 木村菓子店 

近藤  隆 ㈲近藤菓子店 

齋藤 淳一 齋藤薬局 

舎川 秀樹 舎川日盛堂 

鈴木 輝男 ㈲おけや洋品店 

瀧澤  修 ㈲新瀧 

土田 伸一 ㈱ﾂﾁﾀﾞｵｰﾄ・ｻｰﾋﾞｽ 

〃 樋口  大 ㈲樋口 藤木 俊則 藤木藤七商店 

〃 八木 克夫 ㈲八木薬局 - - 

< 個別金融相談会（１日公庫）を開催します > 

 商工会では、夏季資金需要への手当てや、新型コロナウイ
ルス感染症影響対策として、日本政策金融公庫担当者による
『個別金融相談会（１日公庫）』を開催します。 
 ご希望の方はお気軽にご相談ください。 
 

 事前予約制پ 日時：令和３年７月２６日(月) ��時 ～ ��時ٷ
 会場：村松商工会館 相談室ٷ
 。事前に書類等をご準備頂きますپ��申込締切：７月１６日(金ٷ

～ 詳細は同封の案内チラシをご覧ください～ 

 

 

村松商工会報                          【令和３年�月１日発行（9RO���）】 

発行元：村松商工会／経営支援室 
〒���-�����新潟県五泉市村松乙２４５ 
7(/�����-��-�����)$;�����-��-���� 
(-PDLO�PPV����#EOXH�RFQ�QH�MS 
85/��KWWSV���ZZZ�PXUDPDWX-QHW�RU�MS 

[村松商工会HP] [むらまつ商売繁盛.com] 

経営：マイナンバーカード活用促進相談会 

経営：事業継続支援金（飲食関連事業者）概要 

特集：新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止対策認証制度概要 

情報：令和３年総代・商業部会工業部会役員改選 

情報：７月度予定・NICO事業紹介・金融情報等 

 
スマホをかざして 

最新情報チェック╟ 

 ：内容ٴ
 ⋇マイナンバーカード概要説明   ��時～��時��分 
 ⋈マイナンバーカード個別申請受付 ��時��分～��時 
（概要説明後、申込書の作成・証明写真の撮影を全て無料で 
 行います！پ先着順にて実施・要事前申込。） 
 持ち物：⋇マイナンバーカード申請書ٴ
 （。令和�年�～�月頃に各家庭へ送付されていますپ）      
       ⋈本人確認書類（運転免許証・健康保険証等）  
 ！お早めにお申込みくださいپ 定員：各日 先着３０名ٴ
 会場：村松商工会館 ２階大会議室ٴ
 申込期限：７月１３日（火）ٴ

詳細は同封の相談会案内チラシをご覧ください 

  【7月15・21日】 マイナンバーカード活用促進相談会開催！ ～カード発行手続きが全て無料で行えます～ 

 五泉市と村松商工会では会員のマイナンバーカード活用
促進を目的として、マイナンバーカードを簡単に作成する
ための相談会を実施します。 
 当日は、五泉市担当職員がマイナンバーカードの概要説
明に加え、カード作成に関する個別対応を実施し、その場
でカードの作成に必要な写真撮影、申請書
の受付が全て無料で行えます。 
 マイナンバーカードの作成を検討中の方
は、ぜひこの機会をご活用ください！ 
 日時：第１回目：令和３年７月１５日(木)ٴ
   第２回目：令和３年７月２１日(水) 
 。両日とも内容は同様です。ご都合の良い日程でお申込み下さいپ

今月のトピックス 

～新型コロナウイルス感染症影響対策～ 

申請受付期限：令和３年９月３０日(木) ※締切日消印有効 

 新潟県では、新型コロナウイルスの影
響を受けている飲食店と取引があり、飲
食店との取引減少によって自社の売上が
減少し、厳しい経営状況が続く飲食関連
事業者に対し「事業継続支援金（飲食関
連事業者）」を支給します。 
 本支援金の申請には売上減少要件を確認する書類に加え、
飲食店との継続取引を記した書類の提出が必要となります。  
 村松商工会では、本支援金の申請支援を目的として、事業
継続支援金制度説明会・個別相談会を右記日程により開催し
ますので、申請をご検討されている方は、この機会にぜひご
参加ください。 

 
 

 県内の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービス
を提供し、県内に本社または本店を有する法人または個人 
（タクシー事業者・運転代行事業者を含む。） 
 
 
 令和�年��月～令和�年�月の期間中、事業者全体の売上
高が�か月連続して前年同月比��％以上減少していること 

             
 

 ２０万円（県内で複数店舗を経営する事業者は��万円） 

  
⋇飲食店に食品・飲料等を納入している酒店・青果店・鮮魚 
 店・その他関連事業者 
⋈飲食店に対し消耗品・備品・その他サービス等を提供して 
   いる事業者 
⋉タクシー事業者・運転代行事業者 など   

 �対象者ٴ

 �支給要件ٴ

～申請を検討されている方はご参加ください～ 

  

 日時：７月１９日（月） 13時30分 ～ 16時ٷ
 会場：村松商工会館 �階大会議室ٷ

 内容：⋇事業継続支援金の制度概要 ��時��分～��時ٷ
    ⋈申請手続きに係る個別相談会 ��時～��時 
 ！その場で申請書類の確認・作成が行えますܒ �����������
 １社あたり��分程度・要事前申込پ      
 講師：⋇説明会：経営指導員 菊池 宗大ٷ
    ⋈個別相談会：経営指導員他職員 
 。申込：７月１５日㈭までに村松商工会へお申込み下さいٷ

・・・詳細は同封の相談会案内チラシをご確認ください・・・ 

 �支給対象者の例ٴ
新潟県事業継続支援金（飲食関連事業者対象） 

 �支給金額ٴ
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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 

㈱市川染工場(市川正人） ㈱さとう建匠(佐藤和也） 
㈲剱商会(剱 広睦） ㈱中山自動車修理工場(中山 学） 
渡辺信明  

２ 
城町の１、春日の２、薬師小路 
春日小路  ２ 川村 伸 ㈱慶八(石川慶基）  

３ 城町の２、搗屋小路  ３ 阿部印刷㈱(阿部律雄） 小野健一 
㈱大和重興(五十嵐大和）  

４ 城町の３  １ ㈲新瀧(瀧澤  修）  

５ 新町、寺町  ５ 
㈱魚斎藤(朝日幸勝） ㈱)�6�.�小出正行) 
㈲小林製缶(小林 哲) ㈱斎藤工務店(斎藤正栄）  
野崎繊維工業㈱(野﨑和久）  

６ 
新道、馬場丁の１、仲丁の１ 
新丁の１  ６ 

㈲いしかわや(石川史嗣） ㈱佐々木組(佐々木克浩） 
㈱佐藤不動産(佐藤吉巳） 菅沼吉樹 
㈱高岡商店(高岡繁信） ㈲ボナップ(馬場秀夫)  

７ 上町の１、中央通りの１  ３ 舎川秀樹 田中徳男 知野十一郎  

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

９ 仲町、旭町、馬場丁の２、九軒町  ４ ㈱木曽屋酒店(今井常裕） ㈱小芳屋(五十嵐吉裕） 
齋藤淳一 ㈲フローリスト・カネコ(金子武仁）   

１０ 本町２の１、栄町の１  １ 亀山大輔  

１１ 本町２の２、大手通り、馬場丁の３  ３ 弦巻孝秋  ㈱徳橋商店(徳橋佳奈) 
フジタ㈲(茂野かおる）  

１２ 本町１の１  １ ㈱ツチダオート・サービス(土田伸一)  

１３ 本町１の２、秋葉町  ３ ㈱市川(市川トミ子) ㈲高岡木材建設(高岡信夫） 
村松電業㈱(阿部眞二）  

１４ 駅前通りの１  ３ 鈴木保則 ㈲建石畳店(建石弥厚）  
㈲渡辺石油店(渡辺静夫）  

１５ 駅前通りの２、本田屋、小新保、 
昭和大通り  ６ 

㈱安中製作所(安中正和） ㈱大湊建設(羽田 久） 
蒲原鉄道㈱(茂野一弘） 金鵄盃酒造㈱(茂野知行） 
たいまつ食品㈱(樋口元剛） ㈲村松新聞販売(小林 誠）  

任期：令和�年�月�日～令和６年�月��日 （敬称略・五十音順） 

  令和３年度村松商工会総代改選 
 令和３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 布施建設㈱(布施政樹） 
㈲丸山電気工事店(丸山久夫）   

１７ 源太小路、泉町、新丁の２ 
仲丁の２  ３ ㈱轡田組(轡田清栄） ㈱番場建築(番場靖明) 

㈲樋口(樋口 大）  

１８ 学校町の１、栄町の２、上浦町  ２ 大島康博 近藤忠夫    

１９ 学校町の２、下浦町  ２ 藤木俊則 和田将幸  

２０ 学校町の３、上根木町 
下根木町の１  ３ 赤城良典 ㈲桑原宝石店(桑原一憲）  

㈲八木薬局(八木正成）  

２１ 学校町の４、上宝町、下宝町 
下根木町の２  ３ ㈲浅田電機商会(浅田光雄） 今井  忍  

㈱松の家(周佐幸子)  

２２ 学校町の５  ２ 五十嵐敏夫 ㈱鈴木石油店(鈴木 進）    

２３ 学校町の６、公園道  ２ 弦巻寿美子 藤井久子  

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 

伊藤瓦工業㈱(伊藤勝康） ㈲小黒商会(小黒 聡） 
㈲桐生設備工業(桐生誠一） ㈱小林建材(小林一義） 
㈱栄組(五十嵐幸樹） ㈲寺尾建設(寺尾一元） 
㈲羽下測設計(羽下圭祐) ㈱結花刺繍(三枝  實）  

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 
㈱加藤生コン(加藤勝則） 川瀬達司 
髙岡壱郎 塚野刺繍㈱(塚野毅之)  
㈲塚野測量設計事務所(塚野一茂） 横山靖浩  

２６ 中野橋、長橋、中名沢、笹野町 
刈羽、千原  ４ 今井 聡 ㈱蛇場緑地建設(伊藤国義） 

㈲勝樹園(鈴木康弘) ㈲鈴木自動車整備工場(鈴木智明）  

２７ 南田中、下大蒲原、牧、上野、高松 
寺田、青橋  ７ 

㈲愛宕清掃センター(長橋幸一郎）㈲阿部商会(阿部伸由） 
㈱小池設備工業(小池直之） ㈱高重園(熊倉興和） 
㈱佐久間鉄筋工業(佐久間芳郎） ㈱樋口組(樋口 悟） 
㈱ミツヒデ(駒形 孝）  

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

２９ 暮坪、笹目、川内、矢津川、矢津  ３ 川﨑 均 ㈲佐藤石材(佐藤清吾) 山﨑道夫 

３０ 十全  ２ ㈲安中建築(安中 守) 金山則夫  

（以上 定数���名） 


