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【最優秀賞】
小松小学校　桑原　希実

【伊予西条税務署 署長賞】
神拝小学校　林　太陽

【伊予西条法人会 会長賞】
神拝小学校　井上　遥

【伊予西条法人会 女性部会長賞】
神戸小学校　徳永　心

【伊予西条法人会 会長賞】
大町小学校　川口　縁龍

【伊予西条法人会 女性部会長賞】
周布小学校　青野　美玖

【伊予西条法人会 青年部会長賞】
大町小学校　元岡　裕之

【伊予西条法人会 女性部会長賞】
玉津小学校　矢野　琳徠

【伊予西条法人会 青年部会長賞】
大町小学校　山内　香音

【伊予西条法人会 青年部会長賞】
楠河小学校　渡邉　琴音

１月17日　入賞作品審査会を実施し入賞10点・佳作58点を選定いたしました。

公益社団法人　伊予西条法人会
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ご　あ　い　さ　つ

（公社）伊予西条法人会

会　長　　関　野　邦　夫

暑中お見舞い申し上げます。

連日猛暑が続いておりますが、如何お過ごしでしょうか。

平素は法人会活動に対しまして格別のご愛顧を承り心より御礼申し上げます。

令和３年５月２７日、伊予西条法人会、第９回通常総会におきまして、近藤晴雄会長の後任として、会長

に選任されました、関野邦夫と申します。今後ともよろしくお願い申し上げます。

近藤会長におかれましては法人会活動に積極的に取り組まれ、法人会発展のためにご尽力されましたこと

は誠に筆舌に尽くしがたいと思います、長い間たいへんお疲れ様でした。

会員皆様からの積極的なご意見、ご指導を賜りながら、法人会の運営に対して全力を傾け取り組んでいく

所存であります。どうか皆様一人一人のご協力を頂きながら進んでまいりたいと思いますので、何卒よろし

くお願い申し上げます。

さて昨年から続く、コロナウイルス感染症の流行によって引き起こされる、様々な災いは感染症自体だけ

でなく、それを抑止する為の経済対策の自粛や停滞、人々の疑心暗鬼など様々な社会現象を反映していると

思います。今回の感染症対策には国民一人一人の節度ある行動が、世界に類を見ない節度ある対応となって

いると思います。

アフターコロナがもたらす社会構造の変革が進む今日、まずは経済環境の変化、企業競争環境の変化、雇

用と働き方の変化、個人のキャリアの変化が考えられます。そうした中で考えられることは自己の能力を高め、

ストレス社会を生き抜く力を持たなければならないことであると思います。

また、2015年の国連サミットで採択された、持続可能な開発目標SDGsへの取り組みが、我が国でも盛んに

取り組まれる様になってきました。法人会の会員として、この取り組みに積極的に参加し、個人のスキルアッ

プを目指すと共に「持続可能な社会」の実現に取り組んで行きましょう。
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着　任　の　ご　挨　拶

猛暑の候、伊予西条法人会の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

本年７月の人事異動により、伊予西条税務署長を拝命いたしました富崎でございます。当署での勤務は初

めてですが、前任の栢原同様のご厚情を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

西条市は、霊峰石鎚山と穏やかな燧灘にいだかれ、豊かな自然と清らかな水の恵みにはぐくまれた歴史の

ある住みよい街と伺っております。とりわけ、市内の至る所で湧き出ている「うちぬき水」にはそのおいし

さに大変驚かされ、このような魅力溢れる当地で勤務できますことを大変嬉しく思っております。

伊予西条法人会の皆様方におかれましては、適正な申告納税制度の確立に努められており企業経営や地域

社会の健全な発展を目指し、積極的な取り組みを推進されておられます。

皆様方の日頃からの活動に敬意を表するとともに、税務行政の円滑な運営に深いご理解と多大なご協力を

賜り、心からお礼申し上げます。

さて、近年、経済活動の国際化・ＩＣＴ化の進展等、税務行政を取り巻く環境は大きく変化しており、更

に本年も新型コロナウイルスの影響により、昨年に引き続き厳しい環境となっています。

このような中、国税庁では、「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収の効率化・高度化」を図るため、税

務行政のデジタル・トランスフォーメーションとして、デジタルを活用した、国税に関する手続きや業務の

在り方の抜本的な見直しに取り組んでおります。

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、納税者の皆様の理解と信頼を得る

とともに、これまで以上に法人会をはじめとする関係民間団体の皆様方と連携・協調を図っていく必要があ

ると考えておりますので、より一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

結びに当たりまして、一日も早い新型コロナウイルスの終息を願うとともに、伊予西条法人会のますます

のご発展、会員の皆様方のご健勝と会員企業のご繁栄を心より祈念いたしまして、着任の挨拶とさせていた

だきます。

伊予西条税務署

署　長　　富　崎　能　史
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転　任　の　ご　挨　拶

（前）伊予西条税務署

署　長　　栢　原　弘　行

この度の定期異動によりまして、名古屋国税局課税第二部酒税課に転任することとなりました。

街中を流れる清らかな水、西日本最高峰の石鎚山を中心とした個性豊かな山々、そして夕日に染まる燧灘

などの豊かな自然と美しさ、そして何よりも暖かい地元の方々との会話を通じ、西条市の「住みよい田舎ラ

ンキング」全４部門制覇は間違いのないものであると感じた時間でした。

僅か一年という短い期間ではございましたが、このような魅力ある西条の地で勤務できたことに大変感謝

しております。

在任中は、公益社団法人伊予西条法人会の皆様方の温かいご支援のおかげで事務運営も順調に推移いたし

ました。

例年と異なり多くの行事が制限された１年でありましたが、青年部の皆様による租税教育への積極的な講

師派遣、女性部の皆様には「税に関する絵はがきコンクール」をはじめとする様々な税の啓発活動、確定申

告会場への花鉢の寄贈など、会員の方々との交流を通じ、充実した日々を過ごすことができました。

ワクチン接種が進んでいくとはいえ、まだまだ以前の生活を取り戻すには時間がかかることと思います。

皆様には、感染防止対策を図り、工夫をこらして、本年も積極的な活動を行っていただくことを期待してお

ります。

さて、国税当局におきましては、令和５年10月に開始されます消費税のインボイス制度の円滑な導入に向

けた対応、更なる納税者の利便性の向上と税務運営の効率化を図るためのキャッシュレス納付の利用拡大に

取り組んでおります。

伊予西条税務署におきましても、これらについて各種広報や説明会の実施等により、本年重点的に取組む

こととしております。

皆様方には、私どもの取組みに対しましてご理解とご協力をお願い申し上げるとともに、本年10月１日か

ら開始される適格請求書発行事業者の登録申請及び登録通知の受領に当たってのｅ－Ｔａｘのご利用、並び

に各種キャッシュレス納付手段、特にダイレクト納付の利用拡大につきまして、ご支援を賜りますようお願

い申し上げます。

終わりになりましたが、在任中に賜りましたご厚情とご支援に重ねて深く感謝いたしますとともに、公益

社団法人伊予西条法人会の益々のご発展と会員皆様方のご健勝、ご事業のご繁栄を心からお祈り申し上げ、

離任の挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。
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公益社団法人　伊予西条法人会第９回通常総会開催

一般社団法人　愛媛県法人会連合会第９回通常総会開催

表　彰　者　芳　名　簿

表　彰　者　芳　名　簿
全法連会長表彰 愛媛県連合会長表彰
　佐伯　貴之様　　明比　秀樹様 日野　克則様

公益社団法人伊予西条法人会「第９回通常総会」が５月27日㈭、西条商工会館４Ｆ大ホールにて開催いた
しました。総会には、伊予西条税務署　栢原署長様がお越しいただきご挨拶を頂戴いたしました。

議事に入り、近藤会長が議長となり第１号議案令和２年度決算報告について諮ったところ原案通り承認可
決され、引続き第２号議案役員選任（案）承認の件について議長が、本年度役員改選年度であるとの説明を
いたし役員選任（案）承認の件について諮ったところ、原案どおり承認可決されました。

報告事項に移り、令和２年度事業報告、令和３年度事業計画、収支予算について報告されました。
その後、当会活動にご貢献頂いた方々に表彰状が授与され「第９回通常総会」を終了しました。
尚、新理事として、安藤忍殿　㈱四国興業、南部充利殿　㈲南部燃料住宅設備、伊藤慎太郎殿　㈱大屋、

白石圭史郎殿　白石木材商工㈱の４名が就任されました。
退任された役員は、伊藤剛吉常任理事・塩崎平一郎理事・村上公明理事・髙橋基雄理事の４名です。
永きに亘り、当法人会役員としてご尽力いただきましたこと、御礼申し上げます。

一般社団法人愛媛県法人会連合会「第９回通常総会」が６月９日㈬、東京第一ホテル松山からWEBにて開
催され、大塚県連会長の挨拶のあと、議案の令和２年度決算報告、役員選任（案）が、原案通り承認可決さ
れました。引続き報告事項に移り、令和２年度事業報告、令和３年度事業計画、収支予算について報告され
ました。当会から近藤前会長・関野新会長・曽我副会長・渡部副会長が事務局からWEBで参加しました。

功労者表彰式は、コロナの影響でご本人に直接お届けすることとしました。
伊予西条法人会は、次の方々が受賞されました。尚、大塚会長より総会終了後の臨時理事会にて新たな役

員体制が承認されました。

（順位不同・敬称略）

伊予西条法人会功労者表彰 会員増強功労賞
　　　　　　　栗田　陽一様 伊予銀行　西条支店様 愛媛銀行　西条支店様

東予信用金庫　西条支店様 愛媛信用金庫　壬生川支店様
※コロナ影響により表彰は令和３年度第２回理事会にて実施予定

WEB会議の様子
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令　和　２　年　度　決　算　報　告

　　　　　　　　　 貸　借　対　照　表　　　　  令和３年３月31日現在
（単位：円）

科        目 当年度 前年度 増  減
Ⅰ　資産の部
  １．流動資産
　     流動資産合計 4,552,244 4,788,292 −236,048
  ２．固定資産
    ⑴ 基本財産
        基本財産合計 5,000,000 5,000,000 0
    ⑵ 特定資産
  　   特定資産合計 8,573,000 6,929,000 1,644,000
    ⑶ その他固定資産
        その他固定資産合計 140,000 140,000 0
        固定資産合計 13,713,000 12,069,000 1,644,000
        資産合計 18,265,244 16,857,292 1,407,952
Ⅱ　負債の部
  １．流動負債合計 51,144 49,779 1,365
  ２．固定負債合計 4,373,000 3,729,000 644,000
        負債合計 4,424,144 3,778,779 645,365
Ⅲ　正味財産の部
  １．指定正味財産合計 0 0 0
  ２．一般正味財産
        一般正味財産合計 13,841,100 13,078,513 762,587
        （うち基本財産への充当額） 5,000,000 5,000,000 0
        （うち特定資産への充当額） 4,220,000 3,200,000 1,020,000
        正味財産合計 13,841,100 13,078,513 762,587
        負債及び正味財産合計 18,265,244 16,857,292 1,407,952

正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで　　　（単位：円）

科        目 当年度 前年度 増  減
Ⅰ　一般正味財産増減の部
 １．経常増減の部
   ⑴ 経常収益
       基本財産運用益 500 501 △ 1
       特定資産運用益 324 301 23
       受取会費 4,654,600 4,631,600 23,000
       事業収益 331,600 548,000 △ 216,400
       受取補助金等 5,473,147 5,685,336 △ 212,189
       受取負担金 849,000 1,277,198 △ 428,198
       受取寄付金 79,000 54,000 25,000
       雑収益 673,928 617,704 56,224
       経常収益計 12,062,099 12,814,640 △ 752,541
   ⑵ 経常費用 0
       事業費 9,445,179 9,665,451 △ 220,272
       管理費 1,854,333 2,532,355 △ 678,022
       経常費用計 11,299,512 12,197,806 △ 898,294
          当期経常増減額 762,587 616,834 145,753
 ２．経常外増減の部
   ⑴ 経常外収益
       経常外収益計 0 0 0
   ⑵ 経常外費用 0
       経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額 0 0 0
          当期一般正味財産増減額 762,587 616,834 145,753
          一般正味財産期首残高 13,078,513 12,461,679 616,834
          一般正味財産期末残高 13,841,100 13,078,513 762,587

Ⅱ　指定正味財産増減の部 0
       受取補助金等 4,723,200 4,641,500 81,700
          受取全法連助成金 4,723,200 4,641,500 81,700
       一般正味財産への振替額 △ 4,723,200 △ 4,641,500 △ 81,700
          一般正味財産への振替額 △ 4,723,200 △ 4,641,500 △ 81,700
          当期指定正味財産増減額 0 0 0
          指定正味財産期首残高 0 0 0
          指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高 13,841,100 13,078,513 762,587

財産目録
令和３年３月31日現在　　（単位：円）

貸借対照表科目 金      額
（流動資産）

普通預金 4,552,244
（固定資産）
    基本財産 5,000,000
    特定資産 8,573,000
    その他固定資産 140,000
  固定資産合計 13,713,000
     資産合計 18,265,244

（流動負債）
   流動負債合計 51,144

（固定負債）
退職給付引当金 4,373,000

     負債合計 4,424,144
     正味財産 13,841,100
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令和３年度公益社団法人
伊予西条法人会　役員名簿

青年部会・女性部会
役員ご紹介

去る、５月27日㈭、第９回通常総会が開催され、役員改選が審
議され原案通り承認可決されました。

それを受け同日臨時理事会を開催いたし、代表理事の選定並び
に下記の新体制の役職について原案どおり承認可決されました。
　　　　　　　＊順位不同、敬称略

役職名 氏　　名 事　業　所　名 委　員　会
会　　長 関野　邦夫 越智機械工業㈱
副 会 長 行元　　博 ㈲行元鉄工建築 税制副委員長
副 会 長 曽我　冬人 フジワラ化学㈱ 広報委員長
副 会 長 渡部　英志　㈱ミツワ電気商会 総務委員長
副 会 長 今岡　正士 ㈱西電 組織委員長
常任理事 山内　章正 山内石油㈱ 税制委員長、e-tax委員長
常任理事 井上　隆寿 ㈱ザ・ワークス 事業研修副委員長
常任理事 山田　　順 ㈲山田塗装工業所 事業研修委員
常任理事 烏谷　　浩 四国海苔㈱ 組織副委員長、部会担当
常任理事 佐伯　貴之 ㈲丸佐畳店 厚生委員長
常任理事 杉森　信友 ㈲マウント・ワン 組織副委員長
常任理事 日野　克則 ㈱住宅アシストFASE 厚生委員
常任理事 森川　　公 道前運送㈱ 厚生副委員長
常任理事 石川　裕康 ㈲石川不動産鑑定所 事業研修委員長
常任理事 近藤　晴雄 ㈱モリヤ 総務委員
理　　事 稲見勇喜夫 ㈱イナミコーポレーション 事業研修委員
理　　事 高瀬　康雄 ㈲高瀬時計店 広報委員
理　　事 白木　秀典 いよせき㈱ 組織委員
理　　事 安藤　雅文 安藤工業㈱ 組織委員
理　　事 徳増稚養一 ㈱徳増建工 税制委員
理　　事 友澤　節男 ㈱友澤建設 総務委員
理　　事 今井　洋平 ㈱今井工務店 厚生委員
理　　事 大岩　知喜 ㈲大岩自動車工場 税制副委員長、e-tax副委員長
理　　事 藤岡　直哉 東洋管工㈱ 広報副委員長
理　　事 一色　美敏 ㈲一色情報会計センター 税制委員、e-tax委員
理　　事 髙橋　雅顕 髙橋石油ガス㈱ 組織委員
理　　事 栗田　陽一 ㈱クリタ 総務副委員長、組織委員
理　　事 秋川　賢一 ㈲あきかわ 厚生副委員長
理　　事 佐伯　逸也 ㈲佐伯タオル 厚生委員
理　　事 玉田　泰隆 ㈱シュウコン 税制委員
理　　事 加藤　弘道 東洋設備工業㈱ 組織委員
理　　事 加藤　正法 ㈱西条せとうち広告 広報委員

新任 理　　事 安藤　　忍 ㈱四国興業 組織委員
新任 理　　事 南部　充利 ㈲南部燃料住宅設備 厚生委員
新任 理　　事 伊藤慎太郎 ㈱大屋 総務委員
新任 理　　事 白石圭史郎 白石木材商工㈱ 組織委員

監　　事 明比　秀樹 ㈲明比会計事務所 組織委員
〃 安藤　和浩 ㈱ネクスタ 組織委員

相 談 役 星加　隆夫 西条建設㈱
【退任役員】（伊藤剛吉常任理事、塩崎平一郎理事、村上公明理事、髙橋基雄理事）

永きに亘り、当法人会役員としてご尽力いただきましたこと、御礼
申し上げます。ありがとうございました。

　この度、令和３年度・４年度 公益社団法人伊予西条法人
会青年部会 部会長を仰せつかりました安藤　忍と申します。
平素は青年部会活動に多大なご支援ご協力を賜り厚くお礼申
し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の影響は甚大で、社会は暗く沈
んだ状態となっています。この現状を打破すべく、私たち青
年部会は、行動を開始します。法人会が推進する「健康経営」

　伊予西条法人会女性部会部会長の白石知束です。前
能智部会長はお話が上手で楽しい方だったのですが、
私は自信もなく不安でいっぱいです。他の部会員様や
役員様に助けていただきながら、女性部会存続のため
に頑張っていきたいと思います。
　コロナ渦で様々な活動も中止になる中、昨年は青年
部会のご協力のもと「税の絵はがきコンクール」で子
供たちとの納税意識高揚活動やアクリルたわしの製
作、配布で環境問題への啓発活動等を行いました。
　今年も活動の制限はあるでしょうが、一人でも多く
の方にご入会参加いただき、より楽しく多くの活動が
出来ますよう、ご協力ご支援をお願いいたします。

青年部会長就任にあたり

青年部会　新役員体制（令和３年度～令和４年度）
役職名 氏　名 法　人　名

新任 部 会 長 安藤　　忍 ㈱四国興産
新任 筆頭副部会長 寺町　昌史 ㈲寺町電器商会
重任 副部会長 田中　宏文 田中技研㈱
重任 副部会長 斎藤　宣昭 ㈱サンライズ
重任 副部会長 宇都宮秀文 ㈱ドリーマーベルフォーレ西条
重任 副部会長 越智　靖之 ㈱ウインライフ愛媛支店
重任 監　　事 石川　裕康 ㈲石川不動産鑑定所
新任 監　　事 加藤　正法 ㈱西条せとうち広告
重任 総務 · 広報委員長 大成　信輔 ㈱愛媛新聞エリアサービス丹原
新任 組織委員長 玉井　晋一 ㈲アクタスたまい
新任 厚生委員長 津島　英輔 読売センターいよ西条
新任 事業委員長 白石圭史郎 白石木材商工㈱
新任 総務 · 広報副委員長 高瀬　裕介 ㈲高瀬時計店
新任 組織副委員長 花山　　葵 ㈱はなやま
新任 厚生副委員長 藤原　　隆 HAWK graphics
新任 事業副委員長 石川季代乃 石川季代乃社労士事務所

【新規入会員】
玉井　晋一・高瀬　裕介・花山　　葵・藤原　　隆・
石川季代乃

【ご 卒 業 者】
部会員（斎藤　和久）
青年部会員としてご尽力いただきましたこと、御礼
申し上げます。ありがとうございました。

女性部会　新役員体制（令和元年度～令和２年度）

役職名 氏　名 法　人　名
重任 部 会 長 白石　知束 白石木材商工㈱
重任 副部会長 白川　直子 ㈱建装社
重任 副部会長 能智　朱未 ㈲能智急送
新任 副部会長 越智ひで子 ノエビア化粧品愛媛西条販売
新任 副部会長 平田　智子 ㈲平田通信
重任 監　　事 菅　須賀子 ㈲菅組
重任 監　　事 玉井　光代 ㈱玉井建設

女性部会長就任にあたり

への取り組み、地域貢献活動、その他「良い」と思われる活動を積極的に行い、
令和の時代が明るく希望あるものになるようにしていきます。
　最後に、伊予西条法人会の会員皆様の益々の事業の発展、ご活躍を祈念して挨
拶と致します。任期満了までの２年間、誠心誠意頑張って参りますので宜しくお
願い申し上げます。
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令和３年以降の年末調整説明会開催取りやめのお知らせ

　税務行政につきましては、日頃から御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症の発現に伴い、社会全体がこれまでとは異なる「新たな日常」に

向けて変化している中、行政についても各種事務手続きのデジタル化を進めるための取組を行っ

ています。

　このような状況を踏まえ、年末調整に係る情報提供体制についても見直しを図り、これまで

税務署主催で実施していた年末調整説明会は、令和３年以降実施しないこととし、デジタル技

術を駆使した情報提供体制（動画配信を中心とした「いつでも」「どこからでも」必要な情報を

得られるような体制）とすることとしました。

　御不便をおかけいたしますが、御理解いただきますようお願い申し上げます。

　なお、年末調整に関する各種情報については、国税庁ホームページに「年末調整特集ページ」

の作成を予定（11月掲載予定）していますので、こちらのページを御覧ください。

税務署からのお知らせ

令和３年７月　定期人事異動名簿
高松国税局 ・伊予西条税務署職員の人事異動がありました。（令和３年７月10日発令）

（現）　異　　動　　前 （新）　異　　動　　後　
官　　　　　職 氏　　名 　新任地官職（異動先） 氏　　名 前　任　地　官　職

署　　　　　長 栢
カ ヤ ハ ラ

原　弘
ヒ ロ ユ キ

行 名古屋国税局
課税第二部　酒税課長 富崎　能史 高松国税局

総務部　企画課長

総　務　課　長 大沢　勇人 長尾税務署　総務課長 神崎　　要 池田税務署　総務課長

管理運営・徴収部門
統括国税徴収官 木村　幸司 松山税務署

税務広報広聴官 長瀬　輝昭 徳島税務署
管理運営部門　統括国税徴収官

個人課税部門
統括国税調査官 大喜多美湖 大喜多美湖 留　任

法人課税部門
統括国税調査官 西口　博之 伊予三島税務署

法人課税部門　統括国税調査官 後藤　昭二 池田税務署
調査部門　統括国税調査官
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法人会事業活動紹介
年月日 行事名・議題・他 会　　　場 出席者

R３. １. 14 租税教室　西条小学校　　６年生　97名 西条小学校 104名
　講師：青年部会　寺町委員長・石川監事

R３. １. 19 第２回青年部会　役員会 西条商工会館 ８名
R３. １. 20 「税に関する絵はがきコンクール」審査会 西条商工会館 ７名
R３. １. 21 租税教室　庄内小学校　　６年生　14名 庄内小学校 16名

講師：青年部会　田中副部会長
R３. １. 26 県連　第３回正副会長・委員長会議 東京第一ホテル松山 １名
R３. ２. 12 県連　第２回組織委員会 東京第一ホテル松山 １名

パソコン教室　エクセル実用 西条商工会館 ６名
R３. ２. 15 「税に関する絵はがき」授与式

２月15日　玉津小学校、２月18日　小松小学校、２月22日　神拝小学校 各小学校 90名
２月25日　楠河小学校、２月26日　神戸小学校、３月１日　周布小学校

R３. ３. ４ ３月４日　大町小学校
R３. ２. 16 確定申告会場での啓発活動「花鉢等寄贈」 伊予西条税務署 ２名
R３. ２. 17 パソコン教室　パワーポイント 西条商工会館 ５名
R３. ３. ３ 決算期法人税務研修会 西条商工会館 12名
R３. ３. ４ 県連　第１回広報委員会 書面決議
R３. ３. ５ 県連　第２回総務委員会 東京第一ホテル松山 １名
R３. ３. ９ 県連　第２回事業研修委員会 Zoom開催 １名
R３. ３. 11 第６回正副会長・委員長会議 西条商工会館 ６名
R３. ３. 12 第３回女性部会　役員会 西条商工会館 ６名
R３. ３. 16 西条図書館に大型絵本等寄贈 西条市役所 ４名
R３. ３. 17 県連　第２回厚生委員会 書面決議
R３. ３. 18 第３回理事会 西条商工会館 20名
R３. ３. 29 県連　第４回正副会長・委員長会議 東京第一ホテル松山 １名
R３. ４. 15 第１回正副会長・委員長会議 西条商工会館 ７名
R３. ４. 19 事業監査並びに会計監査 事務局 ４名
R３. ４. 22 第１回理事会 西条商工会館 19名
R３. ５. 13 県連　第15回理事会 Zoom開催 １名
R３. ５. 17 第１回青年部会　役員会 西条商工会館 ９名
R３. ５. 27 公益社団法人伊予西条法人会　第９回通常総会 西条商工会館 504名

（委任状含む）
R３. ５. 27 臨時理事会 西条商工会館 24名
R３. ５. 28 租税教育推進協議会 書面決議
R３. ６. １ 租税教室開催

６月１日  玉津小学校、６月４日  神戸小学校、６月10日  小松小学校 各小学校 349名
６月11日  徳田小学校、６月14日  楠河小学校、６月24日  神拝小学校
７月９日  大町小学校　計320名

R３. ６. ７ 第１回女性部会　役員会 西条商工会館 16名
R３. ６. ９ 県連　第９回通常総会 Zoom開催 ４名
R３. ６. 12 県連　第１回税制委員会 書面決議
R３. ６. 14 決算期法人税務説明会 西条商工会館 13名
R３. ６. 15 青年部会　第９回年次報告会員会議 西条商工会館 12名

県連　第１回厚生委員会 Zoom開催 ２名
R３. ６. 25 事務局会議 Zoom開催 ２名
R３. ７. ９ 租税教室　大町小学校　　６年生　３クラス107名 大町小学校 113名

　講師：青年部会　安藤部会長・越智副部会長・藤原副部会長
R３. ７. 15 女性部会　第９回年次報告会員会議 西条商工会館 ９名
R３. ７. 15 女性部会　アクリル毛糸たわし講習会 西条商工会館 ５名
R３. ７. 15 県連　青年部会　定時連絡協議会 ＡＮＡグランプラザホテル ２名
R３. ７. 20 四法連　青年部会　第20回定時連絡協議会 高松大同生命ビル １名
R３. ７. 20 県連　女性部会　定時連絡協議会 東京第一ホテル松山 ２名
R３. ７. 四法連　事務局セミナー １名

令和３年１月～令和３年７月
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法人会たより
〈公益事業関係〉
【税に関する研修・指導等】

青年部会租税教室　西条小学校
講師：寺町委員長・石川監事

青年部会租税教室　玉津小学校
講師：越智副部会長

青年部会租税教室　徳田小学校
講師：大成委員長

青年部会租税教室　大町小学校
講師：安藤部会長
　　　越智副部会長

青年部会租税教室　神戸小学校
講師：加藤監事

青年部会租税教室楠河小学校
講師：寺町筆頭副部会長

青年部会租税教室　庄内小学校
講師：田中副部会長

青年部会租税教室　神拝小学校
講師：白石委員長・津島委員長

決算期法人税務説明会 決算期法人税務説明会／インボイス制度について

税金の種類と仕組、国民の３大義務（教育・勤労・納税）
を説明、小学生一人年間教育費や学校建設費用、国の税金
収入等税金クイズと１億円レプリカで説明。税金が何故必
要か「マリンとヤマト　不思議な日曜日」のＤＶＤを鑑賞
後、質疑応答を行った。
西条小学校、神拝小学校、大町小学校の児童の皆さんより
お礼の感想文いただきました。

【租税教室】

3/3 6/14

1/14

6/11

6/1

6/14

6/4

1/21

6/24

青年部会租税教室　小松小学校
講師：安藤部会長・白石委員長

6/10

7/9
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審査会の模様

玉津小学校

神戸小学校

小松小学校

周布小学校

神拝小学校

大町小学校

楠河小学校

表彰式の模様

【税に関する広報啓発・講演会事業】 【事業者研修・指導・講演会等の事業】

【地域社会貢献事業】

パソコン教室

法人会たより

女性部会確定申告会場での女性部会確定申告会場での
啓発活動及び花鉢寄贈啓発活動及び花鉢寄贈

大型絵本の寄贈

【租税教室】「税に関する絵はがきコンクール」

本活動は租税教室などを通じて、小学生に“税の大切さ”や“税の果たす役割”について学ん
でもらい、その知識や感想を絵はがきにすることで、より理解を深めてもらうことを目的とし
ており、30年度から本格的に取組を実施。

（玉津小学校・神拝小学校・大町小学校・神戸小学校・周布小学校・楠河小学校・小松小学校）
応募用紙の回収431名。１月20日　入賞作品審査会を実施し入賞10点・佳作58点を選定後、下
記日程に表彰式を実施しました。

1/20

2/15

2/26

2/16 2/12・17

2/18

3/1

2/22

3/2

2/25

3/16

チャリティーゴルフにご参加いただいた皆様の
募金を基に西条図書館へ、大型の読み聞かせ絵
本等を寄贈。
当日は、当会を代表して渡部副会長、加藤部会
長、能智部会長にご出席いただきました。
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法人会たより
〈法人会活動関係〉

正副会長会議

Ｒ３第１回理事会

第９回通常総会

Ｒ２第３回理事会

青年部会第１回役員会

正副会長会議

青年部会第９回年次報告会員会議

女性部会
第９回年次報告会員会議

3/11

4/22

5/27

3/18

5/17

4/15

6/15

7/15

青年部会では、第９回年次報告会員会議を開催しました。
加藤部会長のご挨拶で開始いたし、第１号議案役員変更について諮り、
現加藤会長が退任され監事となり、新部会長に安藤　忍様が、筆頭副部
会長に寺町　昌史様が就任することで承認されました。
本年度も昨年度と同様に新型コロナウイルス感染拡大防止対応で、ご来
賓の出席のない、懇親会を伴わない短時間での開催となりました。
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ご入会ありがとうございました 令和２年４月～令和３年７月15日までの新会員の皆様です。

法　人　名 代　表　者 所　在　地 （西条市） 　入会日
1 ㈱タイキハウジング 岡　村　美　鈴 西条市喜多川625－4 R２. ４. 21
2 越智建築 越　智　浩　二 西条市氷見乙905－2 R２. ９. 18
3 居酒屋　一献 髙　橋　　　正 西条市大町849－9 R２. ９. 18
4 ジン・リミテッド合同会社 神　野　久美子 西条市飯岡1205－2 R２. ９. 23
5 ㈲平田工務店 平　田　純　久 西条市福武甲1499－1 R２. 10. ５
6 にくぶき㈱ 伊　藤　忠　昭 西条市朔日市851－4 R２. 10. ５
7 ㈱大伸 首　藤　あすか 西条市大町1242－11 R２. 10. 12
8 合同会社　三和会 引　田　章　夫 西条市大町437－10 R２. 10. 14
9 ㈱アルファ技研 藤　原　賢　司 西条市飯岡3641－21 R２. 10. 19
10 工藤産業㈱ 工　藤　　　潤 西条市氷見楢木128－6 R２. 10. 20
11 ㈱いぐさ 冨　山　裕　樹 西条市ひうち3－39 R２. 11. ５
12 ㈲菅雑貨店 菅　　　忠　昭 西条市洲之内甲177－1 R２. 11. 19
13 白石林業㈲ 白　石　佳　史 西条市大町11－1 R２. 11. 24
14 ㈱近藤工業 近　藤　康　仁 西条市新田54－1 R２. 12. １
15 医療法人星友会回生堂医院 星　加　照　毅 西条市神拝甲591 R２. 12. １
16 ㈱ B － UP 水　谷　亮　斗 西条市港466－5 R２. 12. １
17 ㈲越智鉄工所 越　智　　　茂 西条市港68－14 R２. 12. 10
18 藤原電気 藤　原　友　和 西条市新市634－10 R２. ７. 28
19 片岡工業㈱ 片　岡　　　智 西条市三津屋東35－4 R２. 10. 27
20 周桑クリーン㈱ 藤　田　恒　子 西条市高田916－130 R２. 10. 29
21 いちくらカフェ　福田 福　田　貴　義 西条市三津屋南9－46 R２. 11. ２
22 西屋建設 宇佐美　禎　夫 西条市吉田182 R２. 11. 24
23 ST．システム 曽我部　親　志 西条市周布1649－1 R２. 11. 27
24 ビューティーサロンティアラ 小　関　由　香 西条市小松町南川甲48－5 R２. 10. 29
25 ㈱ソイル工学四国 丹　　　將　倖 西条市福武甲751－1 R２. 12. 16
26 ㈲桑村メヂカルサービス 田　中　優　子 西条市桑村109－3 R２. 12. 18
27 瀬川　雅則 瀬　川　雅　則 西条市小松町安井甲248 R２. 12. 18
28 ㈱眞鍋石材 眞　鍋　朋　治 西条市氷見乙785 R２. 12. 22
29 ㈲東予陸運 戸　田　裕　晶 西条市丹原久妙寺619－1 R２. 12. 28

＊只今、会員増強取組中です！

（公社）伊予西条法人会（親会・青年部会・女性部会）では、会員大募集中です。
現会員の皆さん　是非新会員をご紹介下さい。
＊新しい仲間を増やし、会員の相互連携を強め法人会組織を更に強くするた
めにどうか、ご協力、お願い致します。

＊入会申込書は、当会事務局にありますので、ご連絡下さい。
　事務局　Tel：0897−55−2025　Fax：0897−55−8795

副会長　組織委員長　今岡　正士

ご参考
　＊法人会主動の自主点検チェックシートの活用

国税庁では、法人事業概況説明書の様式を改訂「社内監査」欄を新設。
「自主点検チェックシート」の実施の有無を記入することで税務調
査時の参考とされます。又融資制度での金利優遇措置があります。
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“ピンチ”と“クレーム”

㈱アルティスタ人材開発研究所　代表　玄間　千映子

先日の北海道新聞で、「クレームこそ、好機」という言葉を知った。厚岸観光協会で現在活躍中の安藤事
務局長さんの座右の銘とのことだが、「ピンチは、チャンス」という言葉よりも、こちらの方がいい標語に
なりそうだ。そこで、これを材料に仕事の仕方を眺めてみる。

そもそも“ピンチ”と“クレーム”では、トラブルに関わる者が違う。“ピンチ”は自分だけだが、“クレー
ム”にはクレームを持ち込む相手と自分の２者がいる。トラブルに見舞われている状況は同じでも、その関
わる者の違いは解に臨む姿勢に現れる。
“ピンチ”では、追い詰められるのは“自分”だけ。そのため打開策は「自分さえ回避できれば･･･」程度

のものでも済んでしまう。ところが“クレーム”の方は、そうはいかない。こちらが提示する策を相手が受
け止めてくれなければ、打開策とはなれないのだ。

問題解決の糸口は、ひとえにクレームを発する相手の側が握っているから、なぜクレームが出てくるのか、
その背景をじっくりと探らねば解にはなれない。「ピンチは、チャンス」では得られない、この場面のある
ことが「クレームこそ、好機」の標語の力の見せどころ。

すると日頃は見過ごしがちな、こちらの落ち度や深層にある相手の欲求も浮かんでくる。それが感じ取れ
たら、すかさずこれに対応する。この時、相手と応対する時の姿勢で一番大事なのは、相手も人間だという
こと。応対の入り口看板に掲げるのは、「誠心誠意」と心がけよう。

誠心誠意の見せ方で大事なのは、相手の真の苦情に寄り添う姿勢だと思う。人間、拳を振り上げるときに
先走っているのは感情だ。その感情の始末、落としどころまで考えて拳を振り上げることは少ないもの。単
に謝るというのでなく、拳のおろしどころを探り、提案し、相手との信頼関係を太くすることだけを、まず
は考えて応対しよう。するとそれはリピーター獲得の入り口へと、変えることができてくる。人生、逃げ回
れるほど長くはない。

縮んだ取引関係を切らせず太いものにしていくには、“クレーム”対応ひとつについてもこんな心掛けも
必要なのではないかと思うのだが、この収縮状態だけに目を当てると、少子化により発現するといわれてい
る経済活動の縮小とも通じてくる。

都会ではリヤカーによる移動店舗がはやってきているとも漏れ聞く。ＳＮＳなどで移動先を入れておくと、
そこに客が集まっているそうだ。商機は価格差もあるだろうが、やはり人間には信頼関係前提スタイルが強
いように思う。

そういえばルート営業の元祖、「御用聞き」はどの業種でもやっていた。価格競争の通販では手薄になり
がちな「信頼関係」構築に力を入れたやり方だ。

在宅勤務時の勤務管理とか健康管理等々、コロナ禍で改めて認識させられた管理課題も多いと思うが、現
在はどこの業界もコロナで縮んでいる。強引に経済活動を縮小することになったコロナ禍をテコにし、次の
課題の少子化現象を乗り切るヒントを得るためにも、“クレーム”に向き合う姿勢を鍛えておこう。

【筆者略歴】
玄間千映子（げんま・ちえこ）
㈱アルティスタ人材開発研究所代表。國學院大學卒。米インマヌエル大学大学院卒後、
米スタンフォード大学ビジネススクール修了。現在、日本経済大学大学院非常勤講師、
信州大学コーディネーター兼先鋭材料研究所野口研究室技術アドバイザー、（一社）水
底質浄化技術協会監事などを兼任。著書に「朗働の時代」「ジョブ・ディスクリプショ
ン一問一答」「リストラ無用の会社革命」など。
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令和　　　年　　　月　　　日
（公社）伊予西条法人会

入会ご紹介　兼　入会申込書
公益社団法人伊予西条法人会の趣旨に賛同し入会いたします。年会費として下記金額負担します。

年 会 費

当社は、（　　　）口、（          　 円）の年会費を申し込み致します。
正会員　　　　　〈年会費　　一口　　5,000円となります。〉
賛助会員（個人事業主様）
　　　　　　　　〈年会費　　一口　　4,000円となります。〉

＊年会費のお支払いは、毎年初めの６月頃となります。事務局より請求書を郵送いたします。

公益社団法人　伊予西条法人会
〒793−0027　西条市朔日市779−8
TEL：（0897）55−2025　FAX：（0897）55−8795

〈個人情報の取り扱いについて〉
当会は、会員企業に係る「個人情報」を、研修会・諸会議等の開催通知、広報誌等の送付、並び

に福利厚生制度等のご案内など、本会の事業活動の為に利用し、それ以外の目的で利用することは
一切ございません。「個人情報取り扱いに関するポリシー」に同意いただけない場合、またお届け
いただいた個人情報の開示、訂正などのお問い合わせは、窓口までお願いいたします。

法
　
人

フリガナ

法人名

フリガナ 印

代 表 者 名

役職 氏名

生年月日 /　　　年　　 月　 　日 　 性別 /　男  ・  女

登記所在地

〒　　　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大町地区は、町名をご記入下さい）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

TEL： FAX：

連絡先
（郵送物送付）
上記と異なる場合

のみ記入

〒　　　ー

TEL： FAX：

E-mail 法人整理番号

会　　　社
設立年月日

大正　　昭 和　　平成　　令和

　　　　　　　　年　　　月　　　日

決 算 月 月

資 本 金 万円

業  　　 種 従業員数 名

お取引銀行 　　　　　　　銀 行　　　　　　　支店　　　　　　信用金庫 入会紹介者

紹介者名

 関与税理士

事務局　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
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