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21世紀のよき経営者を目指して!

公益社団法人

広島北法人会

■表紙写真について

広島市安佐動物公園
　1971年（昭和46年）9月1日に開園。レッサーパン

ダやアフリカゾウ、ライオンから小鳥まで約150種

1650点の動物が、より自然に近い姿で見られる日

本最大級の動物公園です。エサやりタイムやナイト

サファリなどの楽しいイベントもあります。

【http://www.asazoo.jp】
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　このたび、公益社団法人広島北法人会

会長を拝命致しました、境谷正昭です。皆

様宜しくお願い致します。

　広島北法人会は、設立から約50年にな

ります。思い返せば、先代が起業し、時を

経て法人成りした証として、「法人会会員

の章」というプレートを、誇らしげに飾っ

ていたのを思い出します。

　私たちの先代の世代からの思いを引き

継ぎながら、今の時代に合った、公益社団

法人としての法人会の活動を、続けてい

けたらと思います。

　青年部会による「租税教室」は、県内の

小中学校28校延べ2,397名の子供たち

を対象に開催されました。

　女性部会を中心に行われた「税に関す

る絵はがきコンクール」は、管内51校応

募作品3,670点で、優秀作品113点がイ

オンモール広島　園に展示されました。

併せて、税に関する書道パフォーマンス

が盛大に開催されました。

　会員の皆様の地道な活動に、心から感

謝申し上げます。

　現在、広島北法人会の所管法人数は約

5,300社、しかし残念ながら法人加入率

は37％です。

　法人会に入るメリットを少しでも感じ

てもらえる催し、また会員各社様が事業

を継続発展していくために、有意義な研
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修会や講演会等を、各委員会や青年部会、

女性部会の皆さまのお力、アイデアをお

借りして、実現していけたらと考えてお

ります。

　ちなみに現在、新年賀詞交換会として、

講演会と新入会員様のご紹介、会員PR並

びに懇親会を企画しております。多くの

会員の皆様のご参加をお願い致します。

　最後に、今後とも広島北法人会が発展

していけますよう、広島北税務署様、各関

係団体様、各保険会社様の、そして何より

会員各社様の、ご理解ご支援ご協力の程

を宜しくお願い致しまして、ご挨拶とさ

せていただきます。

公益社団法人
広島北法人会会長

境谷　正昭
さかたに まさあき

■好きな言葉／和衷協同
　　　　　　　（心を同じくして共に力を合わせ、仕事や作業に当たること。）
■ごちょう・かずおプロフィール
　昭和53年4月採用、平成23年松江税務署特別国税調
査官（開発）、同24年松江税務署筆頭副署長、同25年福山
税務署筆頭副署長、同26年広島東税務署特別国税調査
官（総合）、同27年厚狭税務署署長、同28年尾道税務署署
長、同29年広島国税局総務部厚生課長、同30年広島国税
局総務部総括税務相談官、令和元年7月現職。島根県松
江市出身、東広島市在住。

　本年の7月の人事異動で、広島北税務署

長を拝命いたしました五丁でございます。

　前任の笠原署長同様、よろしくお願い申

し上げます。

　公益社団法人広島北法人会の皆様方に

は、平素から税務行政の円滑な運営につき

まして格別のご理解とご協力を賜っており

ますことを、この紙上をお借りして厚くお礼

を申し上げます。

　私は、広島北税務署の勤務は初めてで

すが、長い歴史と伝統のある当地で勤務で

きますことを大変うれしく思っています。

　広島北法人会は、昭和45年に設立され、

昭和57年の社団化を経て、平成23年4月

に公益法人の認定を受けられました。

　この間、「税のオピニオンリーダーたる経

営者の団体」として、正しい税知識の普及

や納税道義の高揚を目的とした活動や地

域に密着したさまざまな社会貢献活動を活

発に展開しておられます。

　特に、「税務研修会」をはじめとする各種

の講演会、税を考える週間行事における

「書道パフォーマンス」の開催、小学生を対

象とした「税に関する絵はがきコンクール」、

「租税教室」への講師派遣等の税の啓発活

動を積極的に実施されるなど、境谷会長を

はじめ歴代の役員の皆様の優れた指導力

の下、会員の皆様が一丸となってご尽力され

てこられましたことに対しまして、心から敬

意を表す次第でございます。

　さて、ご承知のとおり、消費税法改正に

伴い、本年10月には税率の10％への引き上

げと同時に軽減税率制度が導入されます。

　私どもといたしましては、制度の円滑な実

施に向けて、引き続き法人会をはじめとする

関係民間団体の皆様と緊密な連携を図りな

がら、制度の周知・広報、丁寧な相談対応等

に取り組んでまいりたいと考えております。

　また、国税庁の使命であります、納税者

の自発的な納税義務の履行を適正かつ円

滑に実現するためには、税務行政の良き理

解者である法人会の皆様のお力添えが必

要と考えておりますので、今後とも、なお一

層のご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

　結びに当たり、公益社団法人広島北法人

会の更なるご発展と、皆様のご健勝、並びに

会員企業のご繁栄を祈念いたしまして、挨

拶とさせていただきます。

ごちょう かずお

広島北税務署長

五丁　和夫
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第7回通常総会

●議　　事
第1号議案
平成30年度決算報告承認の件

（原案通り承認可決されました）
第2号議案
任期満了に伴う理事・監事選任承認の件

（原案通り承認可決されました）

（1） 平成30年度事業報告
（2） 平成31年度事業計画
（3） 平成31年度収支予算

●報告事項

令和元年6月5日（水）、酔心 毘沙門店において第7回通常総会を開催いたしました。
今年度は、役員改選の年で14名の理事が退任され新しく12名を加え、公益法人として7年目がスタートしました。「法人会」

の理念に則り法人会の原点である「税」に関する活動に軸足を置きながら、会員の研鑽、納税意識の向上に努めるとともに、
企業経営及び地域社会の健全な発展に貢献していきます。

公益社団法人
広島北法人会

記念講演会 ●令和元年6月5日（水）　●場　所　酔心 毘沙門店
●参加者　約130名

　野球解説者でご活躍中の大野豊氏を、講師にお迎えして「野球人としてどう生きる」というテーマで記念講演会を開
催しました。まずは、カープの話から聴衆の心をつかみ、次に家庭環境、高校進学、出雲市信用組合での社会人としての
仕事内容・仕事振り・軟式野球部での活躍等を話された。
　また、22歳でテスト生としてカープ入団後は、防御率135からのスタート。江夏豊氏との出会い等引退されるまでの
お話に引き込まれていきました。
　講演は、大野豊氏の実直な人柄が窺え、野球という「仕事」に対しての考え方・行動は、野球人でも社会人でも同じだと
いうこと、どう向き合っていけばいいのか大変参考になる講演会でした。

【大野　豊氏 プロフィール】
　島根県立出雲商業高校から軟式野球部のある出雲市信用組合へ就職。

　1977年ドラフト外でカープ入団。翌年江夏豊氏の指導の下、フォーム改造。

　以降1998年43歳で現役引退するまで数多くのタイトルを受賞されました。

　現役引退後は、広島の投手コーチ並びに、2004年アテネ・2008年北京オリンピック野球

　日本代表コーチに就任され2013年野球殿堂入り。現在NHK野球解説者として活躍中。

（公財）全国法人会総連合会長表彰 （2019.6.27県法連総会）1

（一社）広島県法人会連合会会長表彰2

（公社）広島北法人会会長表彰 （永年勤続）3

（公社）広島北法人会会長感謝状 （会員増強）4

（公社）広島北法人会会長感謝状 （役員退任特別功労者）5

厚生事業表彰 （目標達成支部）6

本田　正治

広島瓦斯販売（株）
■北広島町支部

田邊　明利

（有）タイヨー樹脂
■高陽支部 

表　彰　者　関　係

支　部　名氏　　名 法　人　名

（敬称略・順不同）

佐々木季春

大平　定美

友廣　和典

安佐支部

佐東支部

可部支部

（株）坂木商会総合自動車センター

大平商事（株）

（株）友鉄ランド 

支　部　名氏　　名 法　人　名

大前　清治

佐々木季春

高陽支部

安佐支部

（有）中国新聞高陽中央販売所

（株）坂木商会総合自動車センター

支　部　名氏　　名 法　人　名

可部支部

高陽支部

高陽支部

　園支部

安芸太田支部

大和重工（株）

吉井建設（株）

（有）C & C 安田

（株）ライフサポート広島

（有）ササキ電気工事

木村　一登

吉井　俊治

佐藤　誠治

石津　秀典

佐々木幸代

支　部　名氏　　名 法　人　名

北広島町支部

佐東支部

可部支部

壬生交通（株）

（有）新広島塗研

（有）迫田工務店

事務局

友廣　久司

井ノ本敦士

迫田　邦彦

藤井　幸美

安古市支部

保険会社

保険会社

安芸太田支部

安芸太田支部

可部支部

可部支部

高陽支部

可部支部

沼田支部

可部支部

支　部　名氏　　名 法　人　名

（株）京栄建設

AIG損害保険（株）

AIG損害保険（株）

AIG損害保険（株）

AIG損害保険（株）

広島銀行　可部支店

高野　京次

前岡　寛紀

住田　隆之

佐々木道宏

大倉　寿雄

支　店　長

支　部　名氏　　名 法　人　名

もみじ銀行　可部支店

もみじ銀行　高陽支店

広島信用金庫　可部支店

広島信用金庫　沼田支店

広島市信用組合　可部支店

支店長

支店長

支店長

支店長

支店長

支　部　名 可部支部　　安古市支部　　安佐支部　　安芸太田支部

■講 師　大野　豊 氏 （元プロ野球選手、現野球解説者）

■演 題　「野球人としてどう生きる」

3 Vol.97 HIROSHIMA-KITA 4Vol.97 HIROSHIMA-KITA



1

第7回通常総会

●議　　事
第1号議案
平成30年度決算報告承認の件

（原案通り承認可決されました）
第2号議案
任期満了に伴う理事・監事選任承認の件

（原案通り承認可決されました）

（1） 平成30年度事業報告
（2） 平成31年度事業計画
（3） 平成31年度収支予算

●報告事項

令和元年6月5日（水）、酔心 毘沙門店において第7回通常総会を開催いたしました。
今年度は、役員改選の年で14名の理事が退任され新しく12名を加え、公益法人として7年目がスタートしました。「法人会」

の理念に則り法人会の原点である「税」に関する活動に軸足を置きながら、会員の研鑽、納税意識の向上に努めるとともに、
企業経営及び地域社会の健全な発展に貢献していきます。

公益社団法人
広島北法人会

記念講演会 ●令和元年6月5日（水）　●場　所　酔心 毘沙門店
●参加者　約130名

　野球解説者でご活躍中の大野豊氏を、講師にお迎えして「野球人としてどう生きる」というテーマで記念講演会を開
催しました。まずは、カープの話から聴衆の心をつかみ、次に家庭環境、高校進学、出雲市信用組合での社会人としての
仕事内容・仕事振り・軟式野球部での活躍等を話された。
　また、22歳でテスト生としてカープ入団後は、防御率135からのスタート。江夏豊氏との出会い等引退されるまでの
お話に引き込まれていきました。
　講演は、大野豊氏の実直な人柄が窺え、野球という「仕事」に対しての考え方・行動は、野球人でも社会人でも同じだと
いうこと、どう向き合っていけばいいのか大変参考になる講演会でした。

【大野　豊氏 プロフィール】
　島根県立出雲商業高校から軟式野球部のある出雲市信用組合へ就職。

　1977年ドラフト外でカープ入団。翌年江夏豊氏の指導の下、フォーム改造。

　以降1998年43歳で現役引退するまで数多くのタイトルを受賞されました。

　現役引退後は、広島の投手コーチ並びに、2004年アテネ・2008年北京オリンピック野球

　日本代表コーチに就任され2013年野球殿堂入り。現在NHK野球解説者として活躍中。

（公財）全国法人会総連合会長表彰 （2019.6.27県法連総会）1

（一社）広島県法人会連合会会長表彰2

（公社）広島北法人会会長表彰 （永年勤続）3

（公社）広島北法人会会長感謝状 （会員増強）4

（公社）広島北法人会会長感謝状 （役員退任特別功労者）5

厚生事業表彰 （目標達成支部）6

本田　正治

広島瓦斯販売（株）
■北広島町支部

田邊　明利

（有）タイヨー樹脂
■高陽支部 

表　彰　者　関　係

支　部　名氏　　名 法　人　名

（敬称略・順不同）

佐々木季春

大平　定美

友廣　和典

安佐支部

佐東支部

可部支部

（株）坂木商会総合自動車センター

大平商事（株）

（株）友鉄ランド 

支　部　名氏　　名 法　人　名

大前　清治

佐々木季春

高陽支部

安佐支部

（有）中国新聞高陽中央販売所

（株）坂木商会総合自動車センター

支　部　名氏　　名 法　人　名

可部支部

高陽支部

高陽支部

　園支部

安芸太田支部

大和重工（株）

吉井建設（株）

（有）C & C 安田

（株）ライフサポート広島

（有）ササキ電気工事

木村　一登

吉井　俊治

佐藤　誠治

石津　秀典

佐々木幸代

支　部　名氏　　名 法　人　名

北広島町支部

佐東支部

可部支部

壬生交通（株）

（有）新広島塗研

（有）迫田工務店

事務局

友廣　久司

井ノ本敦士

迫田　邦彦

藤井　幸美

安古市支部

保険会社

保険会社

安芸太田支部

安芸太田支部

可部支部

可部支部

高陽支部

可部支部

沼田支部

可部支部

支　部　名氏　　名 法　人　名

（株）京栄建設

AIG損害保険（株）

AIG損害保険（株）

AIG損害保険（株）

AIG損害保険（株）

広島銀行　可部支店

高野　京次

前岡　寛紀

住田　隆之

佐々木道宏

大倉　寿雄

支　店　長

支　部　名氏　　名 法　人　名

もみじ銀行　可部支店

もみじ銀行　高陽支店

広島信用金庫　可部支店

広島信用金庫　沼田支店

広島市信用組合　可部支店

支店長

支店長

支店長

支店長

支店長

支　部　名 可部支部　　安古市支部　　安佐支部　　安芸太田支部

■講 師　大野　豊 氏 （元プロ野球選手、現野球解説者）

■演 題　「野球人としてどう生きる」
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正味財産増減計算書 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科　　目

800
12

13,856,476
2,812,840

13,152,800
1,046,231

765,272
31,634,431

27,174,029
7,584,233

34,758,262
△ 3,123,831
△ 3,123,831

0
0
0

△ 3,123,831
21,000

△ 3,144,831
18,290,265
15,145,434

11,715,200
△ 11,715,200

0
0
0

15,145,434

△ 450
2

154,576
△ 547,860

942,394
△ 365,849

310,151
492,964

3,585,568
632,399

4,217,967
△ 3,725,003
△ 3,725,003

0
0
0

△ 3,725,003
21,000

△ 3,746,003
601,172

△ 3,144,831

604,300
△ 604,300

0
0
0

△ 3,144,831

増　　減前年度当年度

（単位:円）

平成31（2019）年度収支予算書 平成31（2019）年4月1日から2020年3月31日まで

※詳細はホームページをご覧ください。

科　　目

400

10

14,120,000

1,850,000

13,439,600

357,000

60,100

29,827,110

22,232,750

7,594,360

29,827,110

0

0

0

0

0

15,145,434

15,145,434

12,584,600

△ 12,584,600

0

0

0

15,145,434

600

200

14,120,000

1,350,000

12,315,200

1,050,000

300,100

29,136,100

20,944,650

8,191,450

29,136,100

0

0

0

0

0

18,290,265

18,290,265

11,715,200

△ 11,715,200

0

0

0

18,290,265

△ 200

△ 190

0

500,000

1,124,400

△ 693,000

△ 240,000

691,010

1,288,100

△ 597,090

691,010

0

0

0

0

0

0

△ 3,144,831

△ 3,144,831

0

869,400

△869,400

0

0

0

△ 3,144,831

増　　減前年度当年度

（単位:円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　　（1）経常収益

　　　　基本財産運用益

　　　　特定資産運用益

　　　　受取会費

　　　　事業収益

　　　　受取補助金等

　　　　受取負担金

　　　　雑収益

　　　　経常収益計

　　（2）経常費用

　　　　事業費

　　　　管理費

　　　　経常費用計

　　　　　当期経常増減額

　２．経常外増減の部

　　（1）経常外収益

　　（2）経常外費用

　　　　経常外費用計

　　　　　当期一般正味財産増減額

　　　　　一般正味財産期首残高

　　　　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　受取補助金等

　　　　一般正味財産への振替額

　　　　当期指定正味財産増減額

　　　　指定正味財産期首残高

　　　　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　（1）経常収益
　　　　基本財産運用益
　　　　特定資産運用益
　　　　受取会費
　　　　事業収益
　　　　受取補助金等
　　　　受取負担金
　　　　雑収益
　　　　経常収益計
　　（2）経常費用
　　　　事業費
　　　　管理費
　　　　経常費用計
　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額
　　　　　当期経常増減額
　２．経常外増減の部
　　（1）経常外収益
　　（2）経常外費用
　　　　当期経常外増減額
　　　　税引前当期一般正味財産増減額
　　　　法人税、住民税及び事業税
　　　　当期一般正味財産増減額
　　　　一般正味財産期首残高
　　　　一般正味財産期末残高
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　受取補助金等
　一般正味財産への振替額
　　当期指定正味財産増減額
　　指定正味財産期首残高
　　指定正味財産期末残高
Ⅲ　正味財産期末残高

1,250
10

13,701,900
3,360,700

12,210,406
1,412,080

455,121
31,141,467

23,588,461
6,951,834

30,540,295
601,172
601,172

0
0
0

601,172
0

601,172
17,689,093
18,290,265

11,110,900
△ 11,110,900

0
0
0

18,290,265
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「税を考える週間」に

  関するイベント

お知
らせ
お知
らせ

※写真はすべて昨年のものです

　広島県立　園北高等学校書道部と同校吹奏学部に

よる「書道パフォーマンス」を開催します。

　税に関するテーマを、書道部員が曲に合わせて軽快

に筆を走らせひとつの書を仕上げるものです。

　このイベントは、毎年11月11日から17日まで開催さ

れる「税を考える週間」の広報活動として実施します。

　是非とも多くのご来場をお待ちしております。

令和元年11月16日（土）「税に関する書道パフォーマンス」

●イベント会場
　イオンモール広島　園

　青年部会による租税教育活動の一環として、小学生を対象

とした「こども税金クイズ」を、「書道パフォーマンス」の前に行

います。

　税金に関する簡単な問題に答えてもらい、景品をプレゼント

する企画です。今年で６回目の開催となります。

　ぜひご家族連れでご来場ください。

「こども税金クイズ」令和元年11月16日（土）

　女性部会が中心となり、広島北税務署

管内小学６年生を対象に「税に関する絵

はがき」を募集し優秀作品を表彰します。

　社会における税金の役割や必要性の理

解、税に対する意識の向上に役立ちたい

と活動しております。

　より多くの方にご覧いただけたらと思

います。

　表彰式は、11月10日（日）11時より同

会場３F「イオンホール」にて行います。

第16回「税に関する絵はがきコンクール」
●表彰式：令和元年11月10日（日）　●入賞作品の展示：令和元年11月1日（金）～16日（土）

令和元年11月11日（月） ～17日（日）令和元年11月11日（月） ～17日（日）令和元年11月11日（月） ～17日（日）令和元年11月11日（月） ～17日（日）令和元年11月11日（月） ～17日（日）

●イベント会場
　イオンモール広島　園
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　当支部では、1月26日（土）、安佐南区福祉セン

ターにて研修会を開催しました。

　当日は、法人会会員をはじめ地元地域の方、約90

名余りが参加。内容は2部構成にて前半は、お馴染

みの城仙泰一郎先生（広島パークヒル緩和センター

長）による「高齢者の下半身ケア」と題して、前立腺が

んについて講演。先生は、御年84歳にもかかわらず

大変お元気で、時折ユーモアを入れながら、聞き手

の心をつかんでの内容にて、参加者は聞き入ってい

ました。前立腺がんと前立腺肥大症との違いや、治

療は手術ではなく、内服による男性ホルモンをブ

ロックして抗がん剤や放射線を局所にあてる方法な

どを説明。一人で悩まないで医者に相談して、正しい

知識を持つことが必要と力説されていました。

　第2部では、広島北税務署法人課税第一部門国

税統括官 大本啓司氏が今年10月より税率が上が

る消費税の税率変更と軽減税率の制度の仕組みに

ついて説明。食品ではレジにて、持ち帰りとその場で

食べるかによって税率が違ってきたり、医薬品と清

涼飲料水の違いで税率が異なるなど日常消費者に

とって紛らわしい点をわかり易く説明して理解を求

めていました。質問も会場より複数出て、興味の高さ

が表れていました｡

研修会 ●平成31年1月26日（土）　●安佐南区福祉センター
●参加者 90名

安古市支部

新春文化講演会の開催
●平成31年1月27日（日）　●沼田公民館
●参加者 91名

沼田支部

　1月27日(日）午後2時から、沼田公民館で岡

田正信講師による『新年！笑いヨガで心も体も

元気!!』が沼田町商工会と共催で開催された。

　90分間と短い時間でしたが、参加者の皆様

からは「年を取るにつれて笑いが少なくなっ

た」・「健康には笑いが必要だと気付いた」・「心

も体も元気になった」など参加して良かった

との多くの声を頂き、91名の参加者が一緒に

なって笑いヨガを楽しみました。

事業報告会及び視察旅行 ●令和元年7月5日（金）～6日（土）
●福岡県北九州方面（TOTOミュージアム他）
●参加者 17名

北広島町支部

  北広島町支部では一泊二日の日程で事業報告会

及び視察研修旅行を実施しました。

　事業報告会においては平成30年度に実施した事

業内容及び収支状況報告、令和元年度実施事業計画

について報告を行い、令和元年度の北広島町支部と

しての方針を定めました。また、本事業報告会にて

支部の役員も改選となり、新役員挨拶では、前役員

の活動への尽力について感謝を述べ、今後の活動方

針についての抱負を語っていただきました。

　視察研修では、1917年創業、世界でも一番快適

だと言われ続けている日本のトイレをはじめとす

る水回りの製品、その技術を支え続けている

TOTOが100周年事業で開設された「TOTO講演会 ●平成31年1月28日（月）　●広島安佐商工会・安佐支所2階　大研修室
●参加者 89名

安佐支部

　1月28日、カープＯＢの大野豊氏の「野球人としてど

う生きる」というテーマの講演会に参加させていただ

きました。

　私が話を伺って感銘を受けたことは、大野氏がプロ

野球選手である前に、一社会人として「挨拶や礼儀が

とても重要である」ということです。そして、人様との出

会いをとても大切にされる方であるということ。色んな

方のお話を聞き、良いところは見習い、どんどん吸収し

ていくこと。私も大野氏を見習って、これからの銀行マ

ン人生に生かしていきたいと思います。

名言「我が選んだ道に悔いはなし」私もそうありたい！

ミュージアム」を視察し、日本の衛生陶器とTOTO

の歴史、経営理念、モノづくりに対する姿勢につい

てしっかりと説明を受けながら研修させていただ

きました。参加された皆様、やはり同じ経営者とし

てとても興味深く話に聞き入っておられました。

その後、炭鉱で栄えた筑豊の芝居小屋「嘉穂劇場」

の施設見学や新元号令和ゆかりの「大宰府坂本八

幡宮」などの観光地の視察を行いました。

　交流会では、研修させていただいた「TOTOのよ

うに100年続いていく企業になりたい」と思いを

馳せながらしっかりと親睦を深めていただくこと

ができました。
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