
公益社団法人　新津法人会　地区別会員名簿
今回は新津地区です。（掲載を希望しない方は事務局までお知らせください。）

平成３０年１月１６日現在（掲載順は五十音順となっています）

㈲愛郷産業 ㈲井上建築設計 神林鉄工㈱ さくらの街信用組合新津支店
㈲荒木電気 ㈱上田芽常園 ㈱カサイ ㈲斎藤酒店
㈲飛　鳥 臼井砂採取(協) ㈲金沢商会 ㈱サカヅメ
㈲浅田毛糸店 ㈱ウェルケア新津 加茂信用金庫　新津支店 斎藤電機㈱
㈲阿部久 ㈱　越　配 ㈱川内自動車 ㈲酒のわんず
秋葉建設興業㈱ 越後プロパン㈱ ㈲環境サービス梅川 ㈱斎藤建設
旭自動車工業㈱ 越後天然ガス㈱ 加茂信用金庫　北上支店 ㈲坂爪ホンダ販売
㈱アキハ ㈱エフエム新津 ㈲カザマ住建 ㈱坂電工業
(一財)秋葉区交通安全協会 越後ガスサ－ビス㈱ ㈲海津建設 ㈲佐藤電工
阿部自動車興業㈱ ㈱エーダブリュ・ジャパン ㈲金津屋商店 ㈲酒井商店
㈲旭プロセス ㈲エンドレスライン ㈲関越梱包工業 ㈱サンヨーエクセル
阿部建設㈱ ㈲Ｌ保険企画 ㈲かねみやサンテックス ㈱サンフロスト
阿部木材工業㈱ Ａ Ｉ G損害保険㈱ 環境アース㈱ ㈱佐藤農園
㈱秋葉自動車 ㈲オートサービス新津 共栄企業㈱ ㈲三枚潟屋
㈱阿賀舗道 ㈲小田工務店 ㈲共同計算 ㈱三新軒
㈲アンドヴィーナス ㈲大阪屋商店 ㈲木沢電設 ㈲佐藤豆腐店
㈱秋葉造園 ㈲奥村薬局 協立不動産㈱ ㈲サンケイ興業
阿賀野川砂利採取販売（協） ㈲小川左官工業 北本建設㈱ サンリバーベストケア㈱
アーク日本㈱ ㈱大野建設 ㈱共栄堂 ㈲新越メンテナンス
㈲あいだ ㈲大墨商会 協和紙工㈲ 新興タクシ－㈱
アメリカンファミリー生命保険会社 ㈲大貫造園 ㈲機器回転 新栄不動産㈱
アクサ生命保険㈱新津営業所 ㈲大　倉 ㈱共同企画 新果買参人協同組合
㈱  ア  ウ  ル ㈲大野鐵工所 ㈱きゃんばす ㈱新保組
㈱井浦商店 ㈲岡田電気商会 ㈲栗山毛糸店 ㈱新和測量設計事務所
㈱イザワ靴店 ㈲大橋住宅建設 ケミックス㈱ ㈲神栄産業
㈱五十嵐材木店 ㈲大野園芸 (医)社団健進会 新光商店街協同組合
㈱石井商店 ㈱大倉建設 アニマルウェルネスセンター ㈲柴山商店
㈱一　楽 ㈲大泉電気 ㈱甲田石油店 ㈱シンセイ
㈲石山パン店 ㈲押味塗装店 ㈱小合園芸センタ－ ㈲四季園
㈲いうら農業生産法人 ㈲オートスクエア・エム・エー 昆建設㈱ （社福）親和福祉会
㈱飯野建設 ㈲　小　熊 小島自動車㈱ しあわせ交通㈱
㈲五十嵐辰五郎商店 ㈱かどや ㈱小林防災商会 ㈱浄化槽技術センタ－
㈲井　浦 神田鉄筋工業㈱ ㈱近藤組 ㈱ジョイ明透
(医)社団五十嵐医院 (医)社団海津歯科医院 ㈲コダサプライ ㈲鈴木食品工業
㈱イシカワ ㈱カワマツ ㈱小泉工務店 ㈲寿し幸
㈲石川商店 神尾商事㈱ ㈲コダマ外装 ㈱鈴木商店
㈲イタバシ ㈲川松食品 ㈱小泉商会 ㈱鈴木新栄堂
㈲石塚萬花園 ㈱カネミヤ ㈲小林工務店 ㈲杉本運送
㈱イウラ不動産 ㈱加藤茶舗 ㈲小林工業 ㈲スズキ建築事務所
㈱池田建設 ㈱川名花店 ㈱　小　池 ㈱関川商店
㈲石黒鉄工所 ㈱春日薬局 ㈲三栄オート工業 ㈲関口瓦工業
㈲石澤製作所 ㈱花香園々芸場 ㈲坂井衛生社 ㈲ソフトシェアリング
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㈲玉木建築 ㈱新潟地質 原田自動車㈲ ㈲村木呉服店
㈲大幸工業所 日佑技研㈱ ㈱八草園 ㈱結興業
㈱田中肉店 ㈲新潟設備工業 ㈱早出川コンクリ－ト工業 ㈲ムラヤマ住宅設備
大宗建設工業㈱ ㈱新津鮮魚問屋 ㈲長谷川商店 ㈱村山地所
大和開発興業㈱ 新津商店街協同組合連合会 ㈱長谷川建設 ㈱メガネマート
㈲田中衛生センタ－ 新津商工会議所 ㈱博悦会（ループ田代） ㈲諸見里歯科商店
大幸食品㈱ (資)新津ブラザーミシン商会 樋口鉄工建設㈱ ㈱諸橋工務店
㈲大　祐 新津測量㈲ ㈲ひっ越屋 ㈲森田測量設計事務所
㈱高塚時計店 ㈱日　園 ㈲樋口保険企画 ㈲やまいし
㈱第四銀行　新津支店 ㈱新潟ロビンソン Ｂ．Ｄ．コーポレーション㈱ (資)やおさだ
㈱第一住設サ－ビス ㈲新津会計センタ－ ㈲ビ－テック ㈱八重電業社
㈱高塚文具 新津食糧販売企業組合 二葉工業㈱ ㈲八百権商店
㈲宝島オート販売 新潟観光開発㈱ ㈲フラワ－観光 ㈲やまけい
㈱高野運輸 ㈱新津食品流通センタ－ ㈲深井寅蔵商店 ㈲山弥造花店
㈲竹本竹寿司 ㈱新津運送 ㈱フィールドスケープ ㈱山田設計
㈲田辺木材 ㈱新潟エコテック (宗)福　王　寺 ㈱山一建設
㈱高又木材商店 ㈲新潟蒲原社 ㈲藤本電気 ㈲ヤマイチ
㈱タカラ自動車 日佑電子㈱ ㈱フタバ企画 ㈲山幸不動産
㈲タナベ ㈱新津園芸 (宗)普談寺 ㈲山田商店
大成綜合企画㈱ 新津コンクリ－ト工業㈱ ㈱本間建設工業 ＵＤトラックス新潟㈱
大同生命保険㈱新潟支社 新潟県信用組合　新津支店 ㈲ボディショップばん ㈲ユ－ケ－
㈲だるまや ㈲新津清掃社 ㈲本間電気工事 ㈱友　愛
ダッシュスポーツクラブ新津 ㈲新津浄化槽管理センタ－ ㈱豊国セレモニーキャトルセゾン ㈲ユーエスエヌ
地濃通信建設㈱ ㈱新津自動車学校 ㈲北新デンタル・ラボラトリ－ 吉徳農機㈱
中央管財㈱ 新津さつき農業協同組合 ㈲本多測量設計事務所 ㈲横山良三商店
土田石油㈱ ㈲新潟森林農園 ㈲本間モータス ㈱四柳養樹園
㈱土田商店 新潟県花卉球根農業(協) ㈱北越銀行　新津支店 ㈱陽堂薬局
㈲土田洋服店 新津興産㈲ ㈲本間製菓 (医)吉村医院
㈲寺崎商店 ㈱新潟まるよし新津支店 ㈲本間酒舗 ㈱横山組
㈱天神屋 新津自動車整備協業組合 ㈱北建 ㈲吉川建築
㈱テクノリンク ㈲新津住設 帆苅建材㈱ ㈲吉田電器
㈱遠山鉄工所 ㈲新潟メンテナンス 帆苅ブロック工業㈱ 吉田設備設計事務所
㈲徳永商店 ㈲新津興器 ㈱帆苅組　新潟営業所 ㈲隆光商事
東部運送㈱ ㈱新潟農園 本多板金店 ㈱リバースジャパン
㈱ト－ヨ－ビジネス ㈲新津ビル管理 ㈲丸　伝 ㈱リバースホーム
㈱徳永製作所 新津建設業協同組合 ㈱桝形屋 ㈱ロビンソンサービス
㈱徳永設備設計事務所 ㈱新津管内建設会館 まるいち造花㈱ ㈲渡辺産業
(医)徳真会 ㈲新潟スタジオ ㈲マルイチ商会 ㈱ワーク
㈲遠山建築工業所 ㈲新潟住建 ㈲マルエー (資)渡辺商会
㈱トップライズ 新潟エスラボ㈱ ㈱満日製作所 ㈱和興不動産
㈲トーヨーカン ㈲ネット新潟 ㈲増嶋工業
㈲中仁住建 ㈲野本時計店 ㈱マルキタ
㈱中野商店 ノーサイドブレインコンサルテングオフイス ㈲丸和工業新潟営業所
㈱長尾草生園 ㈲羽　入 ㈲ミュージックショップフジヤ
㈱永井鉄工所 ㈱馬場工務所 ㈲宮工務所
㈲中山建築工業 ㈱原田鉄工所 ㈲三星経理事務所
㈲中野酒店 ㈲林鉄工所 三井住友海上火災保険㈱
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　国税庁ホームページ（WWW.nta.go.jp）では、確定申告に関する各種の情報を入手するこ

とができる「確定申告特集ページ」が開設されており、その中の「源泉徴収義務者の方」に、

給与所得者の皆様へのお知らせ「あなたの確定申告をサポートします」が掲載されています。

これは、確定申告をする会社員の方に、申告書作成に便利な「確定申告書等作成コーナー」

等をご案内するものです。

　つきましては、御社の社員の皆様に次の方法で情報提供していただくようご協力をお願い

いたします。
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　国税庁では平成30年４月１日
以降終了事業年度分から法人事業
概況説明書の様式を改定すること
としています。改定後は裏面に
8.（5）「社内監査」欄が新設され、
法人会が企業の税務コンプライア
ンス向上のために取り組んでいる
「自主点検チェックシート」の実
施の有無を記入できるようになり
ますので、ぜひ活用してみましょ
う。

法人事業概況説明書の様式が改定されます
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中学生の「税についての作文」新津法人会長賞受賞作品中学生の「税についての作文」新津法人会長賞受賞作品

税金と僕たちの責任税金と僕たちの責任
親　松　鋭　季　さん　五泉市立村松桜中学校　３年五泉市立村松桜中学校　３年

㈱坂電工業
㈱諸橋工務店
ＵＤトラックス新潟㈱
㈲ひっ越屋

【五泉地区】
モリリン㈱
㈱三栄ニット

❖（社会貢献活動）古切手・古タオル回収協力企業名❖

【新津地区】
㈲本間酒舗
㈱満日製作所
㈲大野園芸
㈱トーヨービジネス
㈲田中衛生センター
大同生命保険㈱
㈲Ｌ保険企画
㈱斉藤建設

【村松地区】
㈲神尾材木店
㈲勝樹園
㈲清紫園土木
㈱佐々木組
㈱松の家
阿部印刷㈱

【小須戸地区】

㈱タマキ
㈱測興社
㈱高橋工業
【東蒲地区】 
西興産㈱
㈲西興業自動車整備
工場
山﨑糀屋㈱
㈲三川農水産加工食品

【一般のご協力者】
秋の特別講演会参加者　　　７名
年末講演会参加者　　　　　２名
その他　　　　　　　　　　５名

平成30年１月19日現在（到着順・敬称略）

　僕たちのクラスは、アニメを見て税について勉強しました。アニメを見る前にどんな種類の税があ
るのかを教えてもらいました。よく耳にする消費税の他にもたくさんの税があり、おどろきました。
それは一度に覚えきれないような数でした。それらの税の説明を受けた後、アニメを見ました。その
アニメは「税なんていらない」という主人公が突然、税のない世界にいってしまう、というものでした。
その世界の中で、税がないとどんな困ったことがおこるか、というものを主人公が体験します。例えば、
道路の整備や消防の利用、警察への通報などです。税金によってできるこれらのことができなくなる
のは嫌だなと本当に思いました。税金がなければ、壊れた道路はそのままだし、警察や消防を利用す
るにもお金を払わなければなりません。もし、お金がなければ犯人は捕まえられないし、火事も止め
ることが出来なくなってしまいます。結局、主人公の家が火事になり、お金が払えずに全焼してしま
いました。
　アニメを見終った後、僕は税金がなくなると、こんなにも住みづらい社会になってしまうのかと、
おどろきました。僕たちの生活は税金によって支えられているんだなと思いました。小学校や中学校
だってそうです。小学校、中学校がなければ勉強ができないし、友達と学校で遊ぶこともできません。
今の友達と出会えないのは嫌だなあと思いました。税金は年金にも使われています。税金がなくなれ
ば老人たちは苦労するし、僕たちが年寄りになっても、お金をもらうために、七十歳、八十歳になる
まで働かなければいけないかもしれません。
　今回の勉強で、僕たちには税金を納める責任があるし、税金を使う側にも、大きな責任があると思
いました。僕たちや、僕たちの両親が責任をもって
納めた税金を勝手に、乱暴に使ってほしくないと思
います。個人の私的な目的で使うというのは、本当
にだめだなと思います。税金を有意義で、みんなの
助けになるようなことに使ってほしいです。もちろ
ん僕たちも税金を必ず納めなければなりません。税
金によって生活を助けてもらっているのですから、
税金を納めないということはいけません。このよう
な責任が勉強を通して強くなったと思います。
　僕は大人になって、ちゃんと責任が持てるように、
様々な種類の税金についても勉強していこうと思い
ました。

H29.11.10　受賞作品表彰式
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