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■表紙写真について

上川戸の虫送り踊り
　北広島町川戸地区で稲の生育時、毎年６月第１日曜日

に行なわれる。サネモリ人形をつくり、害虫の御霊を移

して、川に投じて追放し、病虫害の防止と、五穀豊穣を祈

願する民族行事で、サネモリ人形を振りかざしての行列

など素朴な踊りが展開される。

踊りの由来は27ページに掲載しています。

【写真提供】 北広島町観光協会 

第14回北広島町観光写真コンテスト町長賞作品



広島北税務署長

古野　恵二
ふるの けいじ
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　新型コロナウイルス感染症に罹患された

皆様、ご家族、経済・社会活動に多大な影響を

受けておられる皆様に、心よりお見舞い申し

上げます。

　今年の1月27日、新しい試みとして始まっ

た、新年賀詞交換会は「未来の年表」の著者で

ある河合雅司先生をお招きして、急速に進む

少子高齢化社会をどう生きていくべきかと

いう講演会に始まり、新入会員のご紹介、懇

親会と楽しいひと時を過ごせました。

　今年の法人会活動が順調にスタートでき

たその時期は、新型コロナウイルスは、まだ

遠い外国と海の上の話だと思っていました。

　時を経ずして感染症の蔓延、経済・社会活

動の自粛要請に伴う経済不況と、初めて経験

することばかりで、多くの会員の皆様も多大

な影響を受けておられます。

　現在自粛要請は緩和されましたが、第2波

襲来に備えてその復活への足並みは遅々と

したものですが、希望を持って進んで参りた

いと思います。

　当法人会でも総会、理事会、支部会、各種行

事も書面決議、中止延期と様々な影響を受け

ておりますが、今後の状況を慎重に見据えな

がら、地域での活動を再開して参りたいと思

います。

　そうした中でも、青年部会主催の管内小学

会長あいさつ
広島北税務署長

着任あいさつ

校を訪問しての租税教室は、今年すでに12

校開催されており、女性部会主催の管内小学

生の絵はがきコンクールと共に、今後の法人

会活動に大きな力を与えてくれています。

　広島北法人会のホームページにはそうし

た活動報告や、会報、また新型コロナ対策の

様々な税制優遇制度、補助・助成制度の解説

や、またこの秋より新たに開始された会員専

用のインターネットセミナーもアップされ

ています。自己啓発、社員教育の一環に是非

ご活用ください。

　先の見えないこの状況ですが、法人会活動

が会員各社のご繁栄に、また地域社会の健全

な発展に貢献できますよう、皆様のご協力を

お願い致しまして、ご挨拶とさせていただき

ます。

　本年7月の人事異動で、広島北税務署長を拝

命しました古野でございます。

　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、厚くお礼申

し上げます。

　広島北法人会におかれましては、昭和45年

に設立されて以来、「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研

修会、税を考える週間行事での「税に関する書

道パフォーマンス」、小学生を対象とした「税に

関する絵はがきコンクール」の開催及び小中学

生を対象とした「租税教室」への講師派遣など

の税の啓発活動のほか、金融機関への花のプラ

ンター寄贈などの地域に密着した社会貢献活

動にも積極的に取り組んでおられます。

　これらの取組みは、境谷会長をはじめ役員の

方々並びに会員の皆様方の並々ならぬご尽力

の賜物であり、深く敬意を表する次第でござい

ます。

　さて、本年は、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大により、4月16日に緊急事態宣言が発

出され、外出の自粛や一部施設への休業や営業

時間短縮の要請が行われ、緊急事態宣言の解除

後は、新しい生活様式により対応していると

ころですが、国民の生活や経済に与える影響

は計り知れません。

　私どもは、法人税等の申告・納付期限の延長

や納税の猶予などに取り組むとともに、納税

者の皆様からの相談にも丁寧に対応している

ところですが、本年は、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止の観点から、例年開催し

ておりました「年末調整説明会」を全国一律に

中止することとなりました。例年、出席されて

いた皆様には申し訳ありませんが、説明会や

研修会への講師派遣については、可能な限り

対応させていただきます。

　申告納税制度の下で税務行政を円滑に運営

していくためには、関係団体の皆様との連携

と協調が不可欠ですので、引き続き、ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、広島北法人会の益々のご発展と、会

員の皆様方のご健勝と事業のご繁栄を祈念し

て、新任の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／不易流行

●ふるの けいじ プロフィール
　昭和54年４月採用、平成23年国税庁長官官房広島派遣国税
庁監察官、同25年下関税務署筆頭副署長、同27年広島国税局総
務部税務相談室主任税務相談官、同28年広島国税不服審判所
国税審判官、同30年税務大学校広島研修所幹事、令和元年広島
南税務署長、令和２年７月現職。島根県浜田市出身、広島市在住。

公益社団法人 広島北法人会
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第8回通常総会公益社団法人
広島北法人会
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●議　　事
第１号議案
令和元年度決算報告承認の件

（１）令和元年度事業報告
（２）令和2年度事業計画
（３）令和2年度収支予算

●報告事項

令和２年6月３日（水）、高陽町商工会館において第８回通常総会を開催いたしました。
本年度は、新型コロナウイルス感染症感染防止のため、会員の皆様の健康を第一と考え、
委任状の提出で議決権の行使をお願いし少数人数の参加での開催とし、記念講演会及び懇親会の開催は中

止といたしました。
今後の当会の活動につきましては、新型コロナウイルス感染症の発生状況を見据えながら、感染防止対策を

十分に実施し「法人会の理念」に則り活動してまいります。

（公財）全国法人会総連合会長表彰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

厚生事業表彰 （目標達成支部）5

友廣　和典

（株）友鉄ランド
■可部支部

大平　定美

大平商事（株）
■佐東支部

表　彰　者　関　係

支　部　名氏　　名 法　人　名

（敬称略・順不同）

境谷　正昭

松中　義正

栗栖　直幸

可部支部

　園支部

安芸太田支部

境谷工業（株）

財務サービス（有）

太田川森林組合

（公社）広島北法人会会長感謝状
（会員増強）

4

安古市支部

安芸太田支部

可部支部

高陽支部

支　部　名氏　　名 法　人　名

（株）京栄建設

AIG損害保険（株）

（株）KRC広島北支社

広島銀行　高陽南支店

高野　京次

大倉　寿雄

中杉　啓子

支店長

支　部　名 可部支部　　　園支部　　安古市支部　　佐東支部　　安佐支部　　沼田支部

佐東支部

　園支部

佐東支部

北広島町支部

安古市支部

安佐支部

（株）アドバン

マルサン運輸（株）

川井建設（株）

（株）平田組

（株）広島保険サービス

（株）サイトウミクロ

三上　和明

田辺　光紀

川井　雅博

吉本　和宏

中村　佳文

斉藤　康浩

支　部　名氏　　名 法　人　名
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正味財産増減計算書 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科　　目

500
4

13,789,250
2,710,100

14,103,778
1,335,045

190,370
32,129,047

23,176,032
8,123,347

31,299,379
829,668

0
829,668

0
0
0

829,668
21,000

808,668
15,145,434
15,954,102

12,584,600
△ 12,584,600

0
0
0

15,954,102

△ 300
△ 8

△ 67,226
△ 102,740

950,978
288,814

△ 574,902
494,616

△ 3,997,997
539,114

△ 3,458,883
3,953,499

0
3,953,499

0
0
0

3,953,499
0

3,953,499
△ 3,144,831

808,668

869,400
△ 869,400

0
0
0

808,668

増　　減前年度当年度

（単位:円）

令和2年度収支予算書 令和2年4月1日から令和3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

500

0

13,800,000

2,170,000

13,522,900

980,000

150,100

30,623,500

23,809,800

6,813,700

30,623,500

0

0

0

0

0

0

0

15,954,102

15,954,102

12,522,900

△12,522,900

0

0

0

15,954,102

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

0

0

15,145,434

15,145,434

12,584,600

△12,584,600

0

0

0

15,145,434

100

△ 10

△ 320,000

320,000

83,300

623,000

90,000

796,390

1,577,050

△ 780,660

796,390

0

0

0

0

0

0

0

808,668

808,668

△ 61,700

61,700

0

0

0

808,668

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

　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額

　　　　　評価損益等計

　　　　　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

　　　　　当期経常外増減額

　　　　　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
          評価損益等計
          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
          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

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

0
△ 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

Vol.99 HIROSHIMA-KITA 65 Vol.99 HIROSHIMA-KITA

「税を考える週間」に

  関するイベント予定

「税を考える週間」に

  関するイベント予定

お知
らせ
お知
らせ

※写真はすべて昨年のものです

令和2年11月14日（土）
「税に関する書道パフォーマンス」

　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」を実施して

おります。

　税金に関する簡単な質問に答えてもらい、景品

をプレゼントしています。

　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、社会

における「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。

　毎年、「税を考える週間」に合わせて各イベントを実施しておりますが、今年度は新型コロナウイルスの

状況を考慮し、感染症感染防止のためイベントを中止する場合がございます。

　また、実施する場合には、新型コロナウイルス感染防止対策をしっかりと取組み実施してまいります。

第17回「税に関する絵はがきコンクール」
●表彰式：令和2年11月8日（日）
●入賞作品の展示：令和2年10月30日（金）～11月14日（土）

令和2年11月11日（水） ～17日（火）令和2年11月11日（水） ～17日（火）令和2年11月11日（水） ～17日（火）令和2年11月11日（水） ～17日（火）令和2年11月11日（水） ～17日（火）
●イベント会場
　イオンモール広島　園
●イベント会場
　イオンモール広島　園

「こども税金クイズ」
令和2年11月14日（土）

　税に関するテーマを広島県立　園北高等学校書

道部員が、軽快に筆を走らせひとつの書を仕上げ

ます。身近な「税」を考えてもらい、税の広報活動と

して実施しております。



4

正味財産増減計算書 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科　　目

500
4

13,789,250
2,710,100

14,103,778
1,335,045

190,370
32,129,047

23,176,032
8,123,347

31,299,379
829,668

0
829,668

0
0
0

829,668
21,000

808,668
15,145,434
15,954,102

12,584,600
△ 12,584,600

0
0
0

15,954,102

△ 300
△ 8

△ 67,226
△ 102,740

950,978
288,814

△ 574,902
494,616

△ 3,997,997
539,114

△ 3,458,883
3,953,499

0
3,953,499

0
0
0

3,953,499
0

3,953,499
△ 3,144,831

808,668

869,400
△ 869,400

0
0
0

808,668

増　　減前年度当年度

（単位:円）

令和2年度収支予算書 令和2年4月1日から令和3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

500

0

13,800,000

2,170,000

13,522,900

980,000

150,100

30,623,500

23,809,800

6,813,700

30,623,500

0

0

0

0

0

0

0

15,954,102

15,954,102

12,522,900

△12,522,900

0

0

0

15,954,102

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

0

0

15,145,434

15,145,434

12,584,600

△12,584,600

0

0

0

15,145,434

100

△ 10

△ 320,000

320,000

83,300

623,000

90,000

796,390

1,577,050

△ 780,660

796,390

0

0

0

0

0

0

0

808,668

808,668

△ 61,700

61,700

0

0

0

808,668

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

　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額

　　　　　評価損益等計

　　　　　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

　　　　　当期経常外増減額

　　　　　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
          評価損益等計
          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
          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

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

0
△ 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

Vol.99 HIROSHIMA-KITA 65 Vol.99 HIROSHIMA-KITA

「税を考える週間」に

  関するイベント予定

「税を考える週間」に

  関するイベント予定

お知
らせ
お知
らせ

※写真はすべて昨年のものです

令和2年11月14日（土）
「税に関する書道パフォーマンス」

　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」を実施して

おります。

　税金に関する簡単な質問に答えてもらい、景品

をプレゼントしています。

　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、社会

における「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。

　毎年、「税を考える週間」に合わせて各イベントを実施しておりますが、今年度は新型コロナウイルスの

状況を考慮し、感染症感染防止のためイベントを中止する場合がございます。

　また、実施する場合には、新型コロナウイルス感染防止対策をしっかりと取組み実施してまいります。

第17回「税に関する絵はがきコンクール」
●表彰式：令和2年11月8日（日）
●入賞作品の展示：令和2年10月30日（金）～11月14日（土）

令和2年11月11日（水） ～17日（火）令和2年11月11日（水） ～17日（火）令和2年11月11日（水） ～17日（火）令和2年11月11日（水） ～17日（火）令和2年11月11日（水） ～17日（火）
●イベント会場
　イオンモール広島　園
●イベント会場
　イオンモール広島　園

「こども税金クイズ」
令和2年11月14日（土）

　税に関するテーマを広島県立　園北高等学校書

道部員が、軽快に筆を走らせひとつの書を仕上げ

ます。身近な「税」を考えてもらい、税の広報活動と

して実施しております。


