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苗場ドラゴンドラで空中からの紅葉狩りを楽しもう！

　苗場スキー場のある「なえば高原」と山頂に広がる「たしろ高原」を結ぶ日本最長のゴンドラ。道のり
約5.5㎞、標高差約425mをアップダウンを繰り返しながら進むスリルと迫力はまさに圧巻です。
絵の具で塗ったような一面の見事な紅葉に囲まれながら、アップダウンの道のりをぐんぐん進むドラゴン
ドラはアトラクションのように感じられることでしょう。
　日々赤々と染まる紅葉と天候により七色に変化するといわれる二居湖のコントラストに驚きと感動の
25分間の空中散歩を楽しむことができます。
　今年は11月3日（火･祝）までの運行期間となっております。

「新型コロナウイルスへの経営支援」小千谷法人会のホームページから無料で
インターネットセミナーがご覧になれます。

今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、講演会やセミナーなど計画した事業が実施することができません。
会員の方は、下記より小千谷法人会のホームページから、24時間いつでも無料でインターネットセミナーがご覧
いただけますので、是非ともこの機会にご利用下さい。

視聴
方法 小千谷法人会 検索

小千谷法人会
ホームページにアクセス

トップページからインターネット
セミナーのバナーをクリック！

会員無料
会員専用ID・パスワード
ID：hj1013

パスワード：3630
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　本年7月の人事異動によ
り、東京国税局課税第二部
酒類業調整官から小千谷税
務署長として着任しました

長野でございます。前任の角山署長同様、よろ
しくお願い申し上げます。
　はじめに、今般の新型コロナウイルス感染症
による影響を受けられている皆様方に心からお
見舞い申し上げます。
　一般社団法人小千谷法人会の皆様方には、日
頃から法人会活動を通じて、税務行政に深いご
理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
貴法人会におかれましては、各種研修会・セミ
ナー事業の開催、青年部会による「租税教室」
への講師派遣及び女性部会を中心とした「税に
関する絵はがきコンクール」の実施など、税知
識の普及と納税意識の高揚を促す様々な活動を
展開されております。これもひとえに吉澤会長
はじめ小千谷法人会の皆様方のご努力の賜物
と、深く敬意を表する次第であります。
　さて、私ども国税当局は「納税者の自発的な

小千谷税務署長 長野　　聡着任のご挨拶

令和元年度　　正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和元年度収支決算報告は、去る令和２年６月15日(月)に開催された第８回通常総会にて承認されました。

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

Ａ. 正味財産増減計算書 Ｂ. 財産目録（単位： 円 ） （単位： 円 ）
科　　　　　　　目 当年度 前年度 増　減

基本財産運用益 424 424 0

受取会費 8,339,000 8,402,000 △ 63,000

事業収益 2,690,500 3,427,000 △ 736,500

受取補助金 8,813,500 8,136,500 677,000

雑収益 367,451 726,153 △ 358,702

経常収益計(A) 20,210,875 20,692,077 △ 481,202

事業費 16,960,030 18,074,821 △ 1,114,791

管理費 2,497,280 2,379,327 117,953

経常費用計(B) 19,457,310 20,454,148 △ 996,838

当期経常増減額(A-B) 753,565 237,929 515,636

税引前当期一般正味財産増減額 753,565 237,929 515,636

　　当期一般正味財産増減額 753,565 237,929 515,636

　　一般正味財産期首残高 8,774,335 8,536,406 237,929

　　一般正味財産期末残高 9,527,900 8,774,335 753,565

正味財産期末残高 9,527,900 8,774,335 753,565

科　　　　　　　目 金　額
【流動資産】
　現預金 4,533,433

　前払金 73,500

流動資産合計 4,606,933

【固定資産】
基本財産  (定期預金) 5,000,000

特定資産 (退職給付引当資金) 1,652,000

固定資産合計 6,652,000

資産合計 11,258,933

【流動負債】
　預り金(社会保険料､源泉税他) 79,033

流動負債合計 79,033

【固定負債】
　　　退職給付引当金 1,652,000

固定負債合計 1,652,000

　　　負債合計 1,731,033

　　正味財産合計 9,527,900

納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。」
ことを使命としており、「適切かつ公平な賦
課・徴収の実現」に努めるとともに、ｅ－Ｔａ
ｘを活用した納税者の皆様方の利便性の向上や
行政運営の効率化を図っています。
　また、新型コロナウイルス感染症への対応で
は、感染拡大防止措置により厳しい状況にある
方々に向け、既存の期限延長や納税の猶予のほ
か、新設された納税緩和措置が活用されるよ
う、ホームページへの掲載による周知やきめ細
かな相談体制の整備にも取り組んでおります。
　小千谷法人会の活動を通じた皆様方のお力添
えは、私どもが税務行政を運営していく上で非
常に大きな支えとなっており、誠に心強く感じ
ている次第であります。今後とも一層のご支援
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、一般社団法人小千谷法人会の益々のご
発展と会員企業の皆様方のご健勝並びに事業の
繁栄を心より祈念申し上げまして、着任の挨拶
とさせていただきます。
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　コロナ禍のもと気がつけ
ば「秋」。納涼会や花火大
会など毎年行われていた行
事もすべて無くなり季節を

感じられないまま時は過ぎてまいりました。消
費増税と初めて軽減税率が適用されてから1年
が 経 ち ま し た が 日 経 電 子 版 の 記 事
（2020/1/10）を参考に振り返って見たいと
思います。
　総務省が当時発表した昨年11月の家計調査
で2人以上の世帯の消費支出は1世帯あたり、
物価変動の影響を除く実質で前年同月から２％
減り、10月の消費増税から2か月連続で減りま
した。減少幅は前月（5.1％減）より縮まりま
した。前回14年の消費増税後の2か月目
（8.0％減）と比べても落ち込みは小さく、こ
の時点で持ち直しの兆しが出てきたようです。
　項目別では、教養娯楽、保険医療、食料の3
分野がプラスとなったほか、食料は今回の増税
時に始めた軽減税率が消費を下支えしていると
みられ、キャッシュレス決済のポイント還元と
いった家計支援策の効果もあったようです。台
風や水害の影響もありどこまで実態を反映して
いるかの疑念は残りますが概ね持ち直しは早
かったのではなかったかと思います。
　実感的にはかなり効果があったと思える
キャッシュレス決済のポイント還元も6月で終

　６月１５日南魚沼市ふれ愛支援センターにお
いて、第８回通常総会が開催されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、ご来
賓のご臨席を無くし、記念講演や懇親会も中止
とし、３密を防止するため出席者人数を制限し
会員のみのきわめて異例の総会となりました。
　総会では、令和元年度事業報告及び令和2年
度事業計画・収支予算について報告があり、続
く令和元年度収支決算については満場一致で原

会　長　挨　拶 会　長 吉 澤 貞 雄

令和 2年度通常総会開催

わり、9月からは「マイナポイント事業」が始
まっています。もともと、このマイナポイント
事業はマイナポイントの活用により消費の活性
化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャ
シュレス決済基盤の構築を目的とする事業であ
り、オリンピック、パラリンピック後の消費の
下支えに向けた対策と位置付けられていまし
た。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に
伴う国民への支援策として一人10万円の特別
定額給付金の支給が決まったことによるその給
付方法を巡って各国との比較の中でこのマイナ
ンバーカードがとても未熟でこのままではとて
も活用できるものでないことが分かりました。
　そのようなこともあり、菅内閣では来春「デ
ジタル庁」の設置を決め、法案準備室長に平井
デジタル改革担当大臣を任命しました。平井大
臣は、設置にあたってはできるだけ幅広く国民
の声を反映させたいとしてインターネットを通
じて意見の募集を始めることになり、政府の
ホームページに「アイデアボックス」という投
稿専用のページを設ける方針とのことです。大
いに期待したいところですが国民の個人情報を
扱う部門でのシステムの構築には国民との地道
な信頼関係の醸成が大切であり、それ無くして
の成功はないでしょう。法人会といたしまして
も引き続き注目していきたいと思います。

案通り可決承認されました。
　席上、新潟県法人会連合会の会長表彰並びに
功労者表彰の伝達式、会員増強優秀地区会への
報奨金が贈呈されました。
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◯湯之谷地区会　�
雇用調整助成金個別相談会開催
　5月14、21日、杵淵社労士・行政書士法人星事務所�星頼久氏による雇用調整助成金個別相談会を
開催しました。新型コロナウイルス感染により観光業、宿泊業の多い当地区会でも影響が大きく、
特に従業員の雇用に関してはどうしてよいのか等経営者の声も多くあり、個社の状況も様々な中で
雇用調整助成金の申請について個別対応したところ事業所の方々から「助かりました」「聞いてよ
かった」等の声が聞かれました。

◯六日町地区会　�
ビジネスマナー講座開催
　恒例のビジネスマナー講座を9月1日㈱マナーズ�山田節子氏を迎え、本年は３密防止からほてる
木の芽坂において開催しました。
セミナーでは、これから人に代わってＡＩが活躍する時代となる中で、人間が磨くべき３つの力と
して①ホスピタリティ②クリエイティビティ③マネジメントをかかげ、その中でもホスピタリ
ティ、いわゆるおもてなしの心は、人の心を開かせるための大きな
手段となるということから始まり、お客様の心をつかむ接客サービ
スとは何かを学んだ後、実践として電話対応や訪問先での名刺交
換、お客様のお迎え・お見送りの方法を学びました。
講座終了後は、「受ける前と後で受講した方たちの挨拶がとてもよ
くなった」と開催した会場スタッフさんからの言葉に充実したセミ
ナーにすることができたと実感しました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響でテレワークの必要性が高まったことから、㈱オーシーエス�
第一システム事業部・事業部長の阿部友幸氏はじめスタッフの協力を得て、Ｚｏｏｍを使ったオン
ライン体験セミナーを下記３会場にて開催しました。
　受講者からはZoom会議での話し方など参考になりま
したとの感想が寄せられました。
◇オンライン会議体験セミナー（32名受講）
　・８月17日　於：小千谷商工会議所
　・８月19日　於：ホテル金誠舘
　・８月21日　於：堀之内商工会

　高性能かつアプリケーションソフトも多く便利なスマートフォンやタブレットを仕事に活かそう
と平成商店街協同組組合の皆さんから、ZoomやLINEの活用術を学びました。こんな活用方法があ
るのかと参加者から勉強になりましたとの声が聞かれました。
◇スマホ・タブレット仕事活用セミナー（13名受講）
　・９月14日　於：小千谷商工会議所
　・９月25日　於：南魚沼市ふれ愛支援センター
◇スマホ・タブレット教室（一般）（5名受講）
　・９月19日　於：小千谷商工会議所

本会／新しい生活様式に向けて！オンライン会議体験セミナー開催

本会／スマホ＆タブレット仕事活用セミナー開催
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■税に関する絵はがきコンクール実施
　第９回目となる税に関する絵はがきコンクールを募集したところ９校より233
点集まり、9月18日審査会を行いました。
結果は
　○小千谷税務署長賞� � 小千谷小６年�� 星

ほし の

野　了
りょうけん

顕　さん
　　　　　　　　　○小千谷法人会　会長賞� 小千谷小６年�� 松

まつざき

崎　花
かり ん

鈴　さん
　　　　　　　　　○ 〃 青年部会長賞� 六日町小６年�� 青

あお き

木　璃
り り

々　さん
　　　　　　　　　○ 〃 女性部会長賞� 小 出 小６年�� 上

かみむら

村　　花
はな

　さん�
　全応募作品は11月９日から23日までサンプラザ（小千谷市）にて展示いたします。

■福祉施設へタオル寄贈
法人会の講演会・セミナー等で集めた不要に
なった新しいタオルを21ヶ所目となる介護老
人福祉施設つつじガーデン（小千谷市）並び
に特別養護老人ホームこころの杜（南魚沼
市）へ寄贈しました。
　不要になった新しいタオルは事務局へお届
けください。 つつじガーデン こころの杜

女性部会

青年部会会員募集中
一般社団法人 小千谷法人会青年部会は

良き「経営者」を目指す
青年が集う団体です

小学生児童に向けて「租税教室」開催
副部会長　山　﨑　直　樹

�　青年部会では登校再開
となった6月より、各地区で小学校の児童に租
税教室を開催しました（9月現在12校で493名が
受講）。緊急事態宣言の発令と終了の直後であ
り、また指導要綱の改正による時期の変更な
ど、例年にない条件下での開催となりました。
秋の絵はがきコンクール開催を控える女性部会
の皆様のご助力を得て、感染対策を万全に施し
たうえで子どもたちに税金のことを考えてもら
いました。時期的に新型コロナ対策で政府や地
方自治体の報道が頻繁に行われたからか、税金
に対して興味を持った児童も多く見受けられ、
みんな真剣に聞いていました。小千谷地区では
税の仕組みを教えることに加え、対比として諸
外国に暮らす同年代の子どもたちの現状を伝
え、税金の必要性や使い途をクイズ等を交えな
がら考えてもらうように工夫をしました。
重ねて、この先の時代を作っていくのは君たち

であり、その為にも選挙権をしっかりと活用し
て、主体性をもっていい世の中を作っていって
ほしいと期待を伝え、締めくく�りました。
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新会員ご紹介 ご入会ありがとうございます

地区会 企業名 所在地 業種
守　門 ㈱うおぬま小岩農園 魚沼市大倉 農　業
塩　沢 税理士法人ミライテラス 大竹事務所 南魚沼市塩沢 サービス業

役職名 氏　　名 前　　　　　　　　職
署　　長 長　野　　　聡 東京国税局　課税第二部　酒類業調整官
総務課長 大　畑　　　勝 関東信越国税局　課税第一部　課税総括課　総括主査

小千谷税務署　幹部職員

■世界一受けたい授業「がんのひみつ」 …… オンラインセミナー にて開催

　がんは、わずかな知識の有無で運命が変わる病気です。
　日本は世界一のがん大国です。これは日本人ががんを知らないことが
大きな原因と言えます。
　がんの不幸を減らすためにがんの知識を身につけていただく講演です。
　日　時　　11月14日（土）11：00〜12：30 
　会　場　　サンプラザ（小千谷市城内１丁目８−２５)
　講　師　　東京大学医学部附属病院　放射線科准教授　　中　川　恵　ー　氏
　定　員　　１００名／入場無料　
　　　　　　　※ご来場の皆様には、中川恵一氏の がんのひみつ コンサイス版＆除菌テッシュを進呈します。

■お金のキャリア教育／親子で学ぶ　お金の授業
…… オンラインセミナー にて開催

　日　時　　１１月２８日（土）午前１０時〜１１時３０分
　会　場　　サンプラザ（小千谷市城内1−８−２５）
　内　容　　お金はどこからやってくる？　お金と物の上手な使い方など…
　対象者　　小学校高４・５・6年生〜中学生の親と子１００名／入場無料
　講　師　　㈱イー・カンパニー（キッズマネーステーション）

■【地区会】塩沢地区会 地域経済セミナー
　日　時　　10月29日（木）14：00〜15：30 
　会　場　　塩沢商工会館
　講　師　　元衆議院議員　金子　恵美　氏
　テーマ　　新政権下での地域経済のゆくえ
　定　員　　35名（先着順）
　申込み先　小千谷法人会塩沢地区会　TEL 025-782-1206 

法人会ではタオルを社会福祉施設へ寄贈しています。不要の新しいタオルをご持参ください。

申込み先　一般社団法人 小千谷法人会　　TEL 0258-81-6340
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下記の情報については【国税庁ホームページ／税の情報・手続・用紙／税について調べる／新型コロナウ

イルス感染症に関する対応等について／新型コロナウイルスに関する FAQ】

問９ 個人に対して国や地方公共団体からの助成金が支給された場合の取扱いより抜粋して掲載しております

（参考）１ 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係（例示） 

非

課

税

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金（雇用保険臨時特例法７条）

・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金（雇用保険臨時特例法７条）

【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】

・特別定額給付金（新型コロナ税特法４条１号）

・子育て世帯への臨時特別給付金（新型コロナ税特法４条２号）

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

〇学資として支給される金品（所得税法 条 項 号）

・学生支援緊急給付金

〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金（所得税法 条 項 号）

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

課

税

【事業所得等に区分されるもの】

・持続化給付金（事業所得者向け）

・家賃支援給付金

・農林漁業者への経営継続補助金

・文化芸術・スポーツ活動継続支援

・東京都の感染拡大防止協力金

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金

・小学校休業等対応支援金

【一時所得に区分されるもの】

・持続化給付金（給与所得者向け）

【雑所得に区分されるもの】

・持続化給付金（雑所得者向け）

（参考）２ 国等から支給される主な助成金等の課税関係（例示）

（新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるものを除く）

非

課

税

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

・雇用保険の失業等給付（雇用保険法 条）

・生活保護の保護金品（生活保護法 条）

・児童（扶養）手当（児童手当法 条、児童扶養手当法 条）

・被災者生活再建支援金（被災者生活再建支援法 条）

【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】

・簡素な給付措置（臨時福祉給付金）（措置法 条の 項 号）

・子育て世帯臨時特例給付金（措置法 条の 項 号）

・年金生活者等支援臨時福祉給付金（措置法 条の 項 号）

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

・学資と支給される金品（所得税法 条１項 号）

・東京都認証保育所の保育料助成金（所得税法 条１項 号）

課

税

【事業所得等に区分されるもの】

・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

【一時所得に区分されるもの】

・すまい給付金

・地域振興券

【雑所得に区分されるもの】

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券（通常時のもの）

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成（通常時のもの）
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新潟支社
〒950-0088　新潟県新潟市中央区万代４-４-２７  新潟テレコムビル４F

～受賞おめでとうございます！～

【県功労者表彰】県連副会長
会 長　吉澤　貞雄氏

【県功労者表彰】県連理事
副会長　山﨑　義信氏

【県功労者表彰】常任理事
川口地区会長　内藤　　篝氏


