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[村松商工会HP] [むらまつ商売繁盛.com] 

事業：第４４回通常総代会開催報告 

経営：経営革新（販路開拓）セミナー開催 

経営：経営革新（IT活用）セミナー開催 

税務：源泉所得税中間納付手続き案内 

情報：ｸｰﾎﾟﾝﾁﾗｼ掲載募集・労務、金融情報等 

 
スマホをかざして 

最新情報チェック╟ 

 村松商工会第４４回通常総代会開催  
◆令和３年度事業報告・修正決算等を承認 

◆令和４年度事業計画・収支予算等を承認 

  村松商工会第��回通常総代会が、去る�月��日㈫午後�時から、村松
商工会館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３年度事業報告・収支決算
及び令和４年度事業計画・予算等、第１号議案から第９号議案の９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。 
 新型コロナウイルス感染症をはじめとした世界的な情勢不安によ
り、経済活動に大きな影響と混乱が生じ、会員皆様の経営環境も大変
厳しいことと存じますが、今後とも商工会運営並びに各種事業実施の
際はご理解ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。  

 

商業部会主催 経営講演会＜販路開拓セミナー＞ 工業部会主催 経営講演会＜IT活用セミナー＞ 

 最近ではドローンを導入し、建設・
建築・インフラ・各種設備工事におけ
る高所点検・測量・空撮・災害対応・
施工管理の他、企業35による採用活動
など幅広い分野で活用されています。 
 また、人材不足の解消、従業員の安
全確保、コストメリットの面からも注
目され、生産性向上や業務効率化が図
れると共に、顧客満足度向上にもつながります。本セミナー

では、豊富な具体的事例を交え、ドロー
ン活用におけるメリットや将来の可能性
について講演いただきます。業種を問わ
ず必聴のセミナーとなっておりますので
ぜひご参加下さい。 

��� 日時：令和４年６月２４日㈮ٷ���～ ����� 
 会場：割烹 松の家（村松乙���-�）ٷ
 講師：吉田 雄一（よしだ ゆういち） 氏ٷ
    （金井度量衡㈱ 取締役） 
 。申込：令和�年�月��日㈪までにお申込みくださいٷ
 。講演会終了後、工業部会総会を行いますپ    

『空の産業革命』が次世代ビジネス環境を創る！ 

ドローンを活用した業務効率化について 

 柏崎市に本社を置くシモダ産業の
霜田真紀子（しもだ まきこ）氏が村
松商工会に来会！ 
 同社は����年に設立した産業廃棄
物焼却施設の排熱をハウスの温度管
理に利用して新潟県で初となるバナ
ナ栽培に挑戦！現在では�棟のビ
ニールハウスによりバナナの栽培を
行っています。 

 本講演会では、前例がない中でバナナ
栽培に踏み切った理由、今後のブランド
展開や地域活性化へ向けた取組等をお話
しいただきます。業種問わずどなたでも
ご参加いただける必聴の講演会です。こ
の機会にぜひご参加ください！ 

 ��:�� ～���:��  日時：令和４年６月１７日㈮ٴ
 会場：割烹 新瀧（村松甲２１１４）ٴ

 講師：霜田 真紀子（しもだ まきこ） 氏ٴ
    （シモダ産業㈱ 常務取締役） 
 。申込：令和�年�月��日㈮までにお申込みくださいٴ
   。講演会終了後、商業部会総会を行いますپ    

“循環”をテーマにした新潟初のバナナ栽培～ 

高付加価値商品で地域ブランド化を目指す！ 



 

 
 

村松商工会報 

�月にご案内のとおり、商業部会では、新型コロナウイルス感染症の影響が依然として継続して
いることや五泉市の「ごせんにこにこ商品券」が�月��日より利用開始となることを受け、非接触
の販促手段である「クーポンチラシ」を活用した販促事業を行うこととなりました。 

つきましては、販売促進及び個店35のため、ぜひともご参加下さい！ 

発行時期 令和４年７月１５日（金）  
 。村松地区内に新聞折込を行いますپ

申込方法 

 �月に送付済みの申込用紙に必要事項をごٳ
 記入の上、商工会まで)$;（��-����）ま 
 たは持参によりお申込み下さい。 
 申込書(:RUGファイル)は商工会+3にも掲پ
 載しています。 
 その他ご不明な点等がありましたら、商工ٳ
 会までお問合せ下さい。 
（担当：菊池・鋪屋／7(/���-����）  

クーポン 
利用期間 令和�年�月��日㈮～�月��日㈪ 

チラシ仕様 Ｂ３サイズ・二つ折り・白黒印刷 

掲載募集期限 令和４年６月１５日（水）  

◆クーポンチラシ概要 
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◆チラシ掲載イメージ（※記載方法に関する詳細は５月２0日付送付の案内文書をご確認下さい。） 

⋇事業所名（店名）をご記入下さい。 
≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・ 
⋈クーポン内容をご記入下さい。 
（例）ポイントٳ倍！・１ٳٳ品サービス！など 
≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・ 
⋉お店や商品情報を簡単にご記入下さい。 
自社ホームページをお持ちの場合は85/もご記پ

入下さい。 
≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・ 
⋊連絡先、営業時間、定休日等をご記入下さい。 

⋇ 

⋈ ⋈ 

⋉ ⋉ 

⋊ ⋊ 

例：小売業 例：飲食業 

≪商業部会主催・販促事業≫ クーポンチラシ発行事業掲載店募集中！ 

 令和２・３年度に交付を受けた事業所も申請可能です！ 

 五泉市では新型コロナウイルス感染拡大
の中で、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。 
 ：対象者ٷ

 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。 
 ：提出書類ٷ
 以下の書類を市窓口へ持参または郵送する。 
 ⋇雇用調整助成金利用促進支援金交付申請書 
 ⋈雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し 
 ⋉社労士に申請事務を依頼したことがわかる書類の写し 
 ⋊社労士への報酬支払の完了が確認できる書類の写し 
 ⋋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پ 
 支援金額：上限１０万円（�����円未満切捨）ٷ
 。複数の決定通知分をまとめて申請できますپ      
 申請期限：令和５年２月２８日㈫ٷ
�お問合せ：五泉市役所 商工観光課（Ⓕٷ��-����） 

  令和４年度起業チャレンジ応援事業 

対象事業 

地域課題や社会課題の解決に資する起業を支援します！ 

対 象 者 

お問合せ先

 にいがた産業創造機構（1,&2）では、地域課題や社会課題
の解決に資する起業の促進を目的に、創業に必要な経費の一部
を助成する「起業チャレンジ応援事業」を実施します。  

 
⋇助成事業の実施期間に創業に至る事業 
⋈�年以上の事業継続が見込まれるもの 
⋉�年以上の事業計画を策定するもの 
⋊助成対象外事業でないもの（詳細は商工会ホームページに 
 掲載しております募集案内をご覧ください。） 
 

下記のいずれかに該当し、公募開始日以降令和�年�月��日ま
でに起業する方 
⋇県内に事業所を設置し、地域課題や社会課題の解決に資す 
 る事業を行う方 
⋈公募開始日以降から令和�年�月��日までに起業に至ると見 
 込まれる方 

 
  。詳細については、にいがた産業創造機構へお問合せ下さいٳ
（公財）にいがた産業創造機構 起業・創業支援チーム 
 7(/：���-���-����／(-PDLO：VKLQNLVRJ\R#QLFR�RU�MS 
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   中小法人・個人事業主のための 

 事 業 復 活 支 援 金 
～新型コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援します～ 

 申請期限 を����年�月��日(金)まで延長しました。 

これから申請をお考え皆さまにおかれては、お早めに必要書類を準備
して、登録確認機関での事前確認を受けた上で、申請してください。 



＜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４年６月２８日（火） 
 。口座振替実施日になりますپ
 現金納付の方は期日までに商工会へお納めください。 

 

６月の行事予定 

�㈭ 
下越ブロック会長会議 
税務団体協議会総会 
花火大会実行委員会 

新潟市中央区 
新潟市秋葉区 
五泉商工会議所 

�㈮ 青年部常任委員会 村松商工会館 

��㈮ ブロック別青年部・女性部研修会 村松商工会館 

��㈫ 新津法人会総会 
 

新潟市秋葉区 

��㈬ 新潟県法人会連合会総会 
合同企業説明会 

新潟市中央区 
五泉市村松 

��㈮ 経営革新（販路開拓）セミナー 
商業部会総会 五泉市村松 

��㈪ 副会長研修会 新潟市中央区 

��㈫ 五泉市観光協会総会 五泉市赤海 

��㈮ 
工業部会運営委員会 
経営革新（,7活用）セミナー 
工業部会総会 

 
五泉市村松 
 

��㈪ よろず支援拠点経営個別相談会 村松商工会館 

村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

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。（پ要事
前予約）相談は無料、秘密厳守で行います。 
 日時：令和４年６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（税理士・中小企業診断士）ٹ
 会場：村松商工会館 相談室ٹ
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 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、下記の日程の間にお早目に商工会までお
越し下さい。 

 指導日：７月１日(金)・４日(月)・５日(火)・６日(水)ٴ
          ・７日(木)   ＜計５日間 پ期日厳守＞ 

�：時間ܡ ���～�����／�����～���  ܢ��

 ：必要書類ٴ
 ⋇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 
 令和４年�月～�月分の各月の賃金額及びپ 
  源泉徴収税額がわかる書類をお持ち下さい。 
 ⋉前年分の源泉徴収簿・納付書の控 

 納付期限：令和４年７月１１日（月）ٴ
 。期限までに納付されない場合は延滞税が発生しますپ  

 その他ٴ
 ⋇混雑を避けるため書類が整った方は早めにお出で下さい。 
 ⋈来会の際は新型コロナウイルス感染防止対策としてマスク 
  着用の徹底、入口での手指消毒にご協力をお願いします。 
 ⋉その他、ご不明な点等は商工会までお問合せ下さい。 

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～ 

日本政策金融公庫貸付利率（令和�年�月�日現在）  

 貸付限度額 �����万円ؼ普通（一般）貸付ٷ
  運転資金：５年以内/����～����％ 
  設備資金：��年以内/����～����％ 
 貸付限度額 別枠�����万円ؼ新型コロナウイルス感染症特別貸付ٷ
��������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）��� 
 貸付限度額 �����万円ؼ経営改善貸付ٷ
   運転資金：７年以内/����％ 設備資金：��年以内/����％ 

開催日 

会 場 

参加費 

申込期限 

            ＜総務委員会からのお知らせ＞ 

 第４９回商工会長杯争奪 

   親睦ゴルフ大会の開催について 
  

 商工会では、会員相互の交流を目的とした親睦ゴルフ大会
を開催します。つきましては、参加希望の方は事務局までお
申込みをお願いします。 

     令和４年７月１６日（土） 
          �時��分スタート（287・,1スタート） 

��������������新津カントリークラブ(新潟市秋葉区����番地) 

���������������,���円（当日受付時に納入下さい。） 
 。プレー費用等は個人負担となりますپ      

����������������６月１７日（金） 
 。別途送付の参加申込書によりお申込み下さいپ      

  ・・・ご不明な点は商工会までお問合せ下さい・・・ 

主催年金事務所 会 場 相談日 時 間 

五泉市村松支所 2㈭ 10:00～15:00 

五泉市福祉会館 16㈭ 10:00～15:00 

新潟東年金事務所 

（025-283-1014）  

６月の年金相談のご案内 


