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　謹んで新年のお祝いを申し上げます。 
　昨年は新会長を拝命し、前任、島津前会長の
引継ぎを終え組織も新体制に移行しました。当
法人会にとって新しい体制の発足を期に組織基
盤を築き会員増加にむけた活動を試みました
が、実際には新型ウイルス感染症予防のため限
られた活動しかできない年でありました。 
　また、会議等もほぼすべてが WEB 経由とな
り、役員をはじめ会員皆様には、ご不便をかけ
ました。不手際等ございました事、この場をも
ちましてお詫びを申し上げます。 
　さて、新しく令和 4年を迎え当法人会の主な
事業活動である公益事業を推進するとともに、
組織の拡大と基盤の構築に邁進したく皆様のご
協力を申し上げるところでございます。 
　さらに、税務当局が推進されておられます、
消費税のインボイス制度の周知と登録推進、
DX の推進、電帳法の周知、税制改正等にとも
なう税務研修会、さらに会員ニーズとマッチし
た諸セミナーを有効に実施いたします。 
　これからも、税制について提言する役割と、
税知識の普及等を担う民間団体の役割を果たし
ながら、厚狭税務署のパートナーとして、厚狭
法人会と税務署との連携を深めてまいりたいと
考えております。 
　引き続き、厳しい経営環境が続いております
が、厚狭法人会の今後の発展と、会員企業の皆
さまのさらなるご発展を祈念いたしまして新年
のご挨拶とさせていただきます。 

　新年明けましておめでとうございます。
　令和４年の年頭にあたり、公益社団法人厚狭
法人会の皆様方に謹んで新年のお慶びを申し上
げます。
　畑会長をはじめ、役員並びに会員の皆様方に
は、平素より税務行政に対しまして、深いご理
解と格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げま
す。貴会におかれましては、「絵はがきコンクー
ル」やｗｅｂを使った「租税教室」などの租税
教育事業をはじめとする各種事業活動に積極的
に取り組まれ、改めて深く敬意を表する次第で
す。特に、今年度は「マイナンバーカードの取
得促進」や「キャッシュレス納付」などのデジ
タル化の推進や、インボイス制度の周知・早期
登録申請等についてもご協力をいただき感謝申
し上げます。
　さて、昨今の新型コロナウィルス感染症の影
響の中、経済社会の変化やデジタル技術の進展
は日々加速し、国税分野においても、デジタル
化を進めることの重要性が再認識されました。
国税庁では、税務行政のＤＸの実現に向け、「Ｉ
ＣＴ社会への的確な対応」や「納税者の利便性
の向上」、「課税・徴収の効率化・高度化」など
の取組を一層推進していくこととしています。
　また、令和３年分確定申告は、昨年と同様に「入
場整理券」を配付し、社会的距離を確保するな
ど感染防止に配慮した会場運営を行うこととし
ております。会場内の感染リスクの低減や混雑
緩和の観点からも、会員企業の役員並びに従業
員の皆様方が申告をされる際には、自宅等から
のｅ-Ｔａｘ申告のご利用をお願いいたします。
今年から新たな機能が追加され、スマートフォ
ンからの申告もますます便利となっております
ので、是非ご利用をお願いいたします。
　結びに、公益社団法人厚狭法人会並びに会員
の皆様方にとりまして、幸多き一年となります
よう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶と
させていただきます。

公益社団法人厚狭法人会　

          　　　　　　　畑 　善 高 

年頭にあたって 新年のご挨拶

厚狭税務署長 池 田　美代子会長
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山陽小野田市長へ提言

山陽小野田市議会へ提言

€‹›ÙãøWCıø8vLuc1â=Q4,Avp‚Ïo8R$?=vL1«tu>

€∑›%ˆCvL,AÓæ∫»1¯ˆ=vL7◊1«tu>

€?›YMJä1H34,Ae†¡C∂œij4ÜCCe@∂A-˜)I¯O%côe>JäùCrs80†Cö

ª±ãCe>ÜLYMJä€?∏;<›1¥X·$ucOO51AV&ïM8Í◊ÑC∂ã∫¨SOucÿ

O>¥=A/¯0Cb©ÕŒW8U¥èAD®8\]|N1«tuΩ÷Xzc>

€ì›UóJä†Cq†e1H34,An’?∫≈’°óK%f=èç@L43c=]A$‚1É÷GÑc>

€π›0!Ê§˘A˙œ˘A0†˚KBLÆLCû1¯ˆ4!øCvL8ÏQ43cKAÏ7Cfg:CCe@

∂vLŒ´,Õ∫:uΩ÷Xzc>

∑„∂ãÖ†CD®!

∂ãÖ†,UóJä†O¸)&†%oÔ8≠ucÿO@∂D®uΩ÷Xzc>!

?„˝æ&†!

Î⁄†C˝æ&†,AÍÑX,%f¥1◊Ñ8&†)IO?43cwèAEï€1ˇ=Q4&†8=Ù?43

c,&Œ5L3>&†CZn8™f*+%&†,ÏwΩ÷X%3>!

ì„◊ó¯û†!

◊ó¯û†,A†CZno"ö±o1˛ucÿOC%3vw#$ucOO51A†‚d©C=]1◊Ñ±ã

1)?4*+%&†,ÏwΩ÷X,%3>!

b>åCç4

‹„#â1)uc¸)&†C«t?!

∑„ˇÄ-˜!

美祢市長・市議会議長へ提言



̶　　̶7

納 税 表 彰

2021.11.17（水）　厚狭税務署にて

2021.2.19（金）
須田　慎一郎　氏

【令和３年度　納税表彰】　おめでとうございます！

【講演会・オンラインセミナー】

国税局長表彰　　　　厚狭法人会　副会長　　　藤田　敏彦　氏
税務署長表彰　　　　厚狭法人会　理事　　　　八橋　秀治　氏
税務署長感謝状　　　厚狭法人会　理事　　　　野村　信幸　氏

2021.2.24（水）
笠井　信輔　氏

2021.10.14（木）
木村　聡子　氏　

2021.11.19（金）
小川　和久　氏

2021.3.19（金）
辺　真一　氏

2021.3.19（金）
辺　真一　氏
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【女性部会】

活動報告

★租税教室

受賞作品展示　おのだサンパークにて
2021.11.6（土）～14（日）

★税金クイズ

★税に関する絵はがきコンクール

【青年部会】

2021.10.28（木）美祢・山陽小野田市20,500世帯の新聞折込チラシに掲載。

法人会会長賞表彰状授与
於福小学校にて 2021.11.17（水）

　2021.1.12（月）綾木・淳美・大田小学校
　2021.2.24（水）小野田・須恵・埴生・厚陽小学校
　2021.5.28（金）厚狭小学校
　2021.6.  3（木）厚陽・須恵小学校
　2021.6.  8（火）大嶺小学校
　2021.6.28（月）秋吉・於福・秋芳桂花小学校

★全国青年の集い・佐賀大会
　　　　　　（リモート参加）

【各委員会】
2021.2.2（火）14：00～（ZOOM）　　　　　　総務委員会
2021.5.10（月）（書面審議）　　　　　　　　  税制委員会
2021.7.5（月）10：00～（ZOOM）　　　　　　 組織・研修 合同委員会
2021.7.5（月）14：00～（ZOOM）　　　　　　 正副会長会議
2021.8.6（金）14：00～（ZOOM）　　　　　　 総務委員会
2021.12.3（金）10：30～（山陽商工会館２階）　正副会長会議
2021.12.3（金）11：00～（山陽商工会館２階）　組織・厚生・広報委員会

2021.11.26（金）オンラインにて
総勢８名で参加しました。


