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◆木戸会頭再任 ２期目がスタート 
   ～任期満了に伴い１０月２８日臨時議員総会開催～ 
 

 当商工会議所の役員・議員の任期が１０月３１日に満了となることから、１０月２８日（金）

開催の臨時議員総会において役員（会頭、副会頭、監事、常議員）が選任されました。 

 新役員、１号・２号・３号議員及び部会役員は次のとおりです。 

 なお、議員の種類と定数並びに１号・２号・３号議員の選出方法については会員情報№406号

（R4.7.29発行）に記載のとおりです。また、部会役員についても１０月３１日で任期満了とな

り、各部会全体協議会にて６部会の役員が選任されました（紙面の都合により正副部会長を掲載）。 

                              

〇会  頭  木戸 信輔（㈲ニック加茂／社長） 

〇副 会 頭  長澤 敬一（笹菊薬品㈱／会長） 鶴巻恵一郎（㈱ツルマキ工業／社長） 

       （１名欠員／人選中） 

〇専務理事  佐藤 健一 

〇監  事  更科  勲（理容さらしな／店主） 

       藤本 準一（藤本準一税理士事務所／所長） 

       小野塚荘一（㈱小野塚印刷所／社長） 

〇常議員（２３名）                   （敬称略・順不同 ※印は新任） 

氏  名  事業所名／役職  氏  名  事業所名／役職 

 阿部 一郎 阿部精麦㈱/社長   髙橋 宏明 ㈱高橋はかりや/社長 

 阿部  悟 ㈱新生堂/社長   田邊 良夫 ㈱田邊ふとん店/社長 

 有本 照一 ㈱有本電器製作所/社長   外川 浩明 
㈱日立ニコトランスミッション 

      加茂事業所/部長 

 小柳 正徹 ㈱葵設備工業/社長   中野 壽夫 ㈱マスカガミ/社長 

 川崎  晃 ㈱川崎薬品商会/社長   堀内   堅 ㈱堀内組/会長 

杵鞭  久 加茂信用金庫/理事長   三浦 伸一 ㈲三浦薬局/社長 

 小池 俊木 ㈲小池時計店/社長  涌井源一郎 ㈱涌井建設工業/社長 

 佐藤 敏夫 ㈱鴨川/会長  ※川上 嘉明 ㈲川上製作所/社長 

佐野  誠 ㈲佐野組/社長  ※西村 國一 ㈱西國商店/社長 

 佐谷 研一 東芝ホームテクノ㈱/副部長  ※山田 昭吉 青柳木工㈲/社長 

 志田 長春 シダチョー建設㈱/社長  ※涌井幸一郎 ㈱涌井組/社長 

 関  英男 ㈱浜屋/社長    
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〇１号議員（定数３６名）       (敬称略・順不同 ※印は新任または議員所属・職務執行者変更） 

氏  名  事業所名／役職  氏  名  事業所名／役職 

 阿部佐喜夫 ㈱アベ建商/取締役   髙橋 宏明 ㈱高橋はかりや/社長 

 阿部  悟 ㈱新生堂/社長   田澤   誠 ㈲田沢製作所/社長 

 有本 照一 ㈱有本電器製作所/社長   永井  仁 ㈱永井仁助商店/社長 

※五十嵐義仁 
㈱コスモ・パワー新潟事業所 

/執行役員 
 中尾 明美 ソレイユファミリー/代表 

伊庭 邦夫 ㈲いば生花店/取締役   長澤 敬一 笹菊薬品㈱/会長 

 今井  学 ㈱オヤナギファッション/社長   中野 壽夫 ㈱マスカガミ/社長 

 小野 喜平 ㈲アルマックオノ/社長   中野  亘 ㈱共同ビジネスセンター/社長 

 小柳 正徹 ㈱葵設備工業/社長   堀内   堅 ㈱堀内組/会長 

 川崎  晃 ㈱川崎薬品商会/社長   三浦 伸一 ㈲三浦薬局/社長 

 木戸 信輔 ㈲ニック加茂/社長  涌井源一郎 ㈱涌井建設工業/社長 

坂上 菊子 坂徳商店/店主  ※川上 嘉明 ㈲川上製作所/社長 

 佐藤 敏夫 ㈱鴨川/会長  ※小林 正則 ㈲小林薬局/社長 

 佐野  誠 ㈲佐野組/社長  ※永山 光夫 ㈱Ｋ-walk/社長 

三野 正栄 ㈱三野電機商会/会長  ※西村 國一 ㈱西國商店/社長 

 志田 隆夫 ㈲志田工芸/社長  ※安田 伸淑 ㈲安田建築事務所/社長 

 志田 長春 シダチョー建設㈱/社長  ※山田 昭吉 青柳木工㈲/社長 

曽根 亮子 ㈱皆川製作所/社長  ※山本 和広 ㈱山本建材/社長 

 髙野  進 ㈲ロベリア/社長  ※涌井幸一郎 ㈱涌井組/社長 

 

〇２号議員（定数２４名）          (敬称略・順不同 ※印は新任または議員所属・職務執行者変更） 

 

氏 名 事業所名／役職  氏 名 事業所名／役職 

商業部会（５名） 
 

鉄工部会（２名） 

 小池 俊木 ㈲小池時計店/社長  鶴巻恵一郎 ㈱ツルマキ工業/社長   

 関  英男 ㈱浜屋/社長  ※丸山 信彦 ㈱石川鍍金工場/社長 

 田邊 良夫 ㈱田邊ふとん店/社長  建設部会（４名） 

 古川 裕幸 ㈲古川商店/社長   小柳 順二 中越大栄工業㈱/取締役 

※小柳  晃 雪椿酒造㈱/参与   長谷川一良 長谷川工務店/代表 

サービス部会（５名）   吉田 光孝 ㈱アオミ電気商会/社長 

 有本 雅之 ㈲割烹有本/社長   渡辺 義弘 ㈱渡辺建材/社長 

 牛膓 総一 ＣＨＩＮＡＭＩ/店主  諸業部会（６名） 

 酒井 藤男 ㈲天神屋会館/社長   王  裕晋 ワンアジア㈱/社長 

松村 晴美 
㈱遊酒家くいしん坊や 

よね蔵加茂店/社長 
 髙橋 利明 

たかはし法務司法書士事務所 

/所長 

 渡辺 久二 ㈲村将軍/社長  田辺 俊樹 
にいがた県央司法書士事務所 

/所長 

木工木材部会（２名）   外山 量一 外山司法書士事務所/所長 

石山 雅春 ㈱石山木工所/社長  波塚 幸人 波塚メリヤス㈲/社長 

 桑原 良策 ㈱桑原建具工業/会長   山口  昇 
(税)山口会計パートナーズ 

/代表社員 
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〇３号議員（定数１０名）       (敬称略・順不同 ※印は新任または議員所属・職務執行者変更） 

 

〇６部会の部会役員                     (敬称略・順不同  ※印は新任） 

部会名 部会長 副部会長 

商業部会 
※田邊 良夫 

（㈱田邊ふとん店/社長） 

小池 俊木（㈲小池時計店/社長） 

※阿部  悟（㈱新生堂/社長） 

サービス部会 
佐藤 敏夫 

（㈱鴨川/会長） 

更科  勲（理容さらしな/店主） 

渡辺 久二（㈲村将軍/社長） 

木工木材部会 
志田 隆夫 

（㈲志田工芸/社長） 

茂野 克司（㈲茂野タンス店/社長） 

山田 昭吉（青柳木工㈲/社長） 

鉄工部会 
有本 照一 

（㈱有本電器製作所/社長） 

川上 嘉明（㈲川上製作所/社長） 

※田澤  誠（㈲田沢製作所/社長） 

建設部会 
堀内  堅 

（㈱堀内組/会長） 

小柳 正徹（㈱葵設備工業/社長） 

長谷川一良（長谷川工務店/代表） 

諸業部会 
三浦 伸一 

（㈲三浦薬局/社長） 

山口  昇 ((税)山口会計パートナーズ/代表社員) 

中尾 明美（ソレイユファミリー/代表） 
  
 

◆第 47 回新年会員事業所の集い ～R5.1.12 開催～ 
  ［日 時］令和５年１月１２日（木） １５:００～  

  ［会 場］加茂市産業センターホール 

［内 容］式典、新春講演会（講師/えちごトキメキ鉄道㈱社長 鳥塚亮氏）、懇親会 

 ※後日、正式なご案内をいたします。詳しくは当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大湊）まで。 

 

◆健康診断のご案内 ～会員特別受診料補助あり～ 

〇健康診断→受診料一部補助  〇人間ドック→１名につき 2,000円補助 

※当所会員事業所の役員、従業員、家族従業員が対象です。 

  ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740まで。 

氏 名 事業所名／役職  氏 名 事業所名／役職 

 阿部 一郎 阿部精麦㈱/社長   武藤 仁志 
アクサ生命保険㈱新潟県央営業所 

/所長 

 杵鞭  久 加茂信用金庫/理事長   横田  薫 ㈱大光銀行加茂支店/支店長 

 佐藤 愼樹 
中越運送㈱新潟支社三条地区 

/副支社長 
 ※外川 浩明 

㈱日立ニコトランスミッション 

加茂事業所/部長 

 佐谷 研一 東芝ホームテクノ㈱/副部長  ※川村 賢輔 協栄信用組合加茂支店/支店長 

 中丸 精一 ㈱第四北越銀行加茂支店/支店長  ※布施 秀俊 三条信用金庫加茂支店/支店長 

実 施 機 関       健 診 日 時（会場：加茂市産業センター） 

（一社）新潟県労働衛生医学協会 

TEL:025-370-1960 

１１／２２（火）  ８：３０～１１：００ 午前 

         １３：３０～１５：３０ 午後 

（一社）新潟縣健康管理協会 

TEL:025-245-5522 
１２／ ２ (金)  ８：３０～１１：３０ 午前のみ 
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◆全ての事業者に関係が！ ～消費税免税・課税事業者別～ 

   インボイス制度対応セミナー＆個別相談会 
講師／税理士法人山口会計パートナーズ 社員税理士 西丸保幸氏 

【セミナー】消費税「インボイス制度」についての概要と対策を解説します 

〇免税事業者向け ※現在、消費税を納めていない事業所 

日時：１１月２５日（金）１３：３０～（２時間）場所：加茂商工会議所会議室 

内容：免税事業者の注意点、課税事業者選択、消費税の計算について 

〇課税事業者向け 

日時：１１月２８日（月）１３：３０～（２時間）場所：加茂市産業センター３階講習室 

内容：課税事業者の注意点、取引先の対応、本則・簡易課税について 

【個別相談会】課税事業者やインボイスの選択判断、経理処理などの個別相談会 

日時：１２月５日（月）～９日（金）１社１時間程度（９:００～１７:００の間/予約制） 

  場所：加茂商工会議所相談室他 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。 

 

◆加茂市原油価格等高騰対策事業補助金～第２弾のご案内～ 
原油価格等の高騰の影響を受ける市内中小企業者を支援するため、負担した燃料費（ガソリ

ン、灯油、軽油、重油、オートガス）及び電気料金・ガス料金の高騰分に対して補助します。 

 【対象経費】 

〇燃料費／補助対象期間中の対象油種ごとの「購入量×燃料価格上昇額」の合計額 

〇電気・ガス料金／補助対象期間中の合計負担額－前年同時期の合計負担額 

 【補助金額】上限１００万円（下限なし／千円未満切り捨て） 

 【申請期間】令和４年１１月２２日(火)～１２月２３日(金) ※郵送の場合当日消印有効 

※予算成立前のため内容が変更になる場合があります。 

※補助金の詳細は加茂市ＨＰ(https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/56216.html)をご覧

ください。詳しくは、加茂市商工観光課 TEL:52-0080まで。 

 

◆会議所１１月の主な行事予定 
４日（金） 

・正副会頭会議            12:00～ 

 ５日（土）～６日（日） 

 ・クールジャパン EXPO in NIIGATA 出展 

 ８日（火） 

・第 18回まちなかゼミナール(～12/9)    

９日（水）～１１日(金) 

・フードメッセ inにいがた 2022出展 

１６日（水） 

 ・上半期業務会計監査         12:00～ 

１８日（金） 

・若手社員レベルアップセミナー    13:30～ 

 

１９日（土） 

・日商ＰＣ・電子会計・プログラミング検定  10:30～ 

２０日（日） 

 ・第 162回日商簿記検定試験     9:00～ 

２２日（火） 

 ・常議員会            12:00～ 

２５日（金） 

 ・消費税インボイスセミナー(免税編)13:30～ 

２６日（土） 

 ・加茂まちづくりフォーラム    15:00～ 

２８日（月） 

 ・消費税インボイスセミナー(課税編)13:30～ 

２８日（月）～２９日（火） 

 ・小規模企業振興委員会視察研修 

参加費 

無料 

 


