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『霧晴れて』
　昨年秋，朝が冷え込み，霧が出るようになった頃。早朝，先生と部
活の仲間とで七塚の広島県立大学の方へ向かった。特にこの日は霧が
深く，木立の向こうの池と県大キャンパスは,まるで森の向こうに展
開する中世ヨーロッパの城の夜明けを見ているようだった。
　乳白色の向こうに微かに見え始めたキャンパスの光景に夢中で
シャッターを切った。一時間が経ったころ，真っ白で見えなかった細
かい所も現れ始めた。合わせ鏡のようにキャンパスが池に移りこんで
いる。空には少し晴れた青い部分も見え始めた。手前の林にも光が差
し込んだ。すごいシャッターチャンスだと思った。
　普段の見慣れた風景も，季節・時間・天気・太陽の位置・雲の形な
どで全く違ったものになる，ということを感じた至福の時間だった。
� 写真提供：庄原格致高等学校写真部　２年　島田　浩樹さん�
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行動する法人会
　平成27年10月８日、第32回「法人会全国大会」（徳島大会）が開催され、式典の中で税制改正に関する
提言等の報告・青年部会から租税教育活動の事例発表が行われた。
　「平成28年度税制改正に関するスローガン」を盛り込んだ「大会宣言」の採択等が行われた後、全法連
では役員・税制委員の方々が、政府・各政党及び関係省庁に対して提言活動を実施されました。
　また、県法連と各単位会が一体となり昨年12月に各法人会役員等が地元国会議員並びに地元地方自治体
に「提言書」を持参し、改正要望事項の実現についての協力要請を行いました。
　その主な活動状況は次のとおりです。
　こうした法人会の税に対する取り組みは、各界で評価されております。

平成28年度税制改正に関する提言

12月2日
亀井静香衆議院議員秘書 桂藤和夫氏（左）へ
提言書を渡す三宅会長（中）と芥川副会長（右）

12月2日
市議会議長 堀井秀昭氏（左）へ提言書を渡す

三宅会長（中）と芥川副会長（右）

12月2日　庄原市長木山耕三氏（左）へ
提言書を渡す三宅会長（中）と芥川副会長（右）

平成28年度
税制改正に関するスローガン

〇 厳しい財政状況を踏まえ、
　　　　国・地方とも行財政改革の徹底を！

○ 中小企業の力強い成長なくして、
　　　　真の経済再生なし！

○ 法人の実効税率を早期に20％台に引き下げ、
　　　　軽減税率15％本則化の実現を！

○ 中小企業の円滑な事業承継のために、
　　　　欧州並みの本格的な税制の創設を！
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税務署長　表彰
　長年の租税教室のご尽力に対し、中庄原税務署長より平成27年11月12日庄原法人会青年部会へ感謝状が
授与された。

平成27年10月8日
（公財）全国法人会総連表彰

表彰を受ける青年部部会長　貞入英二氏（右）

平成27年10月8日
税法税務研修参加率優秀賞

中税務署長（左）と貞入青年部会長

入会会員の紹介（10月～12月）

　 受賞おめでとうございます

代表者氏名 岩竹　重城 社所在地支部名 庄原支部
法 人 名 一木生産組合
役 職 名 組合長 営業内容 農業

代表者氏名 森兼　　貢 社所在地支部名 西城支部
法 人 名 森兼農産㈱
役 職 名 代表取締役 営業内容 農業

代表者氏名 岡村　元治 社所在地支部名 賛助会員
法 人 名 岡村元治税理士事務所
役 職 名 代表者 営業内容 税理士

代表者氏名 宮尾　　豊 社所在地支部名 東城支部
法 人 名 ㈲マム・ガーデンミヤオ
役 職 名 代表取締役 営業内容 農業
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新年のご挨拶

公益社団法人庄原法人会　会長　三 宅 康 文

　新年明けましておめでとうございます。今年の
正月は、何十年ぶりかと言われるぐらい雪がなく、
暖かで過ごしやすい年明けとなりました。
　会員の皆様におかれましては、健やかに新年を
お迎えのこととお慶び申し上げます。また平素は、
庄原法人会に対しまして格別のご理解とご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、経済財政政策を総動員して成長を目指す、
アベノミクスが実施され３年が経過しました。確
かに昨年までは、円安・株高により大企業や輸出
産業などの多くに、企業収益や所得・雇用の改善
など一定の成果が出てきました。しかし、地方や
中小企業また増加している非正規労働者にとって
は景気回復の実感が乏しいのが実感です。一方、
世界経済は中国経済のバブル崩壊のリスク、テロ
のリスク、原油安など不安要素が多数あり、年明
けの東京株式以上は下げ止まりの兆しが見えませ
ん。肝心のデフレ脱却のため、景気を着実な好循
環軌道に乗せる施策に期待します。
　このような状況の中、庄原法人会の会員数は、
昨年9月末で278社、組織率で45.1％ %であり県連
平均の49.8％ %を下回っています。会員増強は福
利厚生制度の普及と並んで法人会運営の基盤で
す。昨年10月に委員会を開催し、組織率の向上と
制度加入の促進のため懸命な取り組みをしていま
すので、皆様の一層のご協力をお願いします。
　税制改正については、「よき経営者を目指すも
のの団体」として毎年、政府・政党・関係省庁に
対して地域経済の担い手である中小企業の活性化
に資する提言を行ってきましたが、平成２８年度
税制改正に関して

○厳しい財政状況を踏まえ、国・地方とも財政改
革の徹底を！

○中小企業の力強い成長なくして、真の経済再生
なし！

○法人の実効税率を早期に20％台に引き下げ、軽
減税率15％本則化の実現を！

○中小企業の円滑な事業承継のために、欧州並み
の本格的な税制の創設を！

以上をスローガンに地元選出国会議員、庄原市長、
市議会議長に提出しました。
　また、従来から行っている小学生を対象とした
租税教育や、一般市民の皆様への研修会や広報活
動の中で、納税意識の向上のみでなく「受益」と「負
担」のアンバランス是正の重要性等を理解して頂
けるよう、社会貢献事業の一環として取り組みま
す。
　事業計画に則り、市内の法人企業・団体の絆を
深めながら、「税のオピニオンリーダー」として
努力してまいりますので　本年も公益社団法人庄
原法人会に対し、税務当局及び税理士会並びに会
員・役員・青年部会・女性部会のより一層のご支
援とご協力をお願い申し上げます。
終わりになりましたが、新しい年が皆様にとりま
して幸多い良き年になりますことを祈念し、新年
のご挨拶とさせていただきます。
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新年のご挨拶

庄原税務署　署長　中　　敏彦

　新年あけましておめでとうございます。
　平成28年の年頭にあたり、新年のお祝いを申し
あげますとともに、公益社団法人庄原法人会の会
員各社の皆様方には、健やかな新年をお迎えにな
られたこととお慶び申し上げます。
　皆様方には、平素より税務行政の円滑な運営に
つきまして、深いご理解とご協力を賜っておりま
すことを、誌上をお借りして厚くお礼申し上げま
す。
　貴法人会は、法人会の原点である税に関する活
動を主体に置かれながら、組織・財政基盤の再構
築を図られるために会員増強に力を入れられると
ともに、地域の活性化に配慮されつつ「よき経営
者を目指すものの団体」として納税意識の向上と
企業経営および社会の健全な発展に貢献される活
動を展開されておられます。
　特に、小学生を対象とした「租税教室」や「税
に関する絵はがきコンクール」などに代表される
租税教育に力を注いでおられるほか、一般市民に
も参加を呼び掛ける「講演会」の開催など、地域
社会の発展や活性化に目を向けた社会貢献活動に
も積極的に取り組んでおられます。
　これも、三宅会長をはじめとする役員の方々並
びに会員の皆様方のご尽力された賜物であろうと
思います。そのご熱意とご努力に対しまして、心
から敬意を表する次第でございます。本年におき
ましても積極的に活動され、さらに飛躍されます
ことを期待しております。

　さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済
の国際化やＩＣＴ化の進展により変化し続けてい
ます。また、平成26年4月から消費税率が8％に引
き上げられました。会員の皆様方におかれまして
は、消費税の期限内申告と期限内納付につきまし
て模範となっていただきますようよろしくお願い
いたします。さらに、平成28年1月から社会保障
や納税情報を一元的に扱うマイナンバーの利用が
開始されました。
　このような環境の中にあって、私どもは「納税
者の自発的な納税道義の履行を適正かつ円滑に実
現する」という使命の実現に向けて税務行政の運
営に努めてまいります。
　今後とも税務行政の円滑な運営にご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。
　いよいよ平成27年分の確定申告の時期を迎えま
す。税務署では、昨年に引き続きｅ‐Ｔａｘを
はじめとする自宅等からのＩＣＴを利用した申告
の一層の推進を図ることとしております。本年の
確定申告では、マイナンバーの記載を要する書類
と要しない書類が混在することとなりますが、ｅ
‐Ｔａｘを利用すれば従来どおり申告等の各種
手続きができますので、なお一層のご利用をお願
いいたします。
　終わりにあたり、公益社団法人庄原法人会の
益々のご発展と会員各社の皆様方のご繁栄を心か
ら祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていた
だきます。
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［税を考える週間（11／11～11／17）事業］

○税務研修会（11／19　庄原会場・11／20　東城

会場）

　共催団体：庄原商工会議所・備北商工会・東城

町商工会・庄原間税会

　（各会場で、庄原税務署統括国税調査官 藤岡正

好氏からご挨拶を戴きました。）

　第１部、講師：広島国税局環境第二部法人課税

課 主査 猪田守氏による

　　　　　演題：マイナンバー制度について

　第２部、講師：	税理士　谷川喜彰氏（庄原会場）

　　　　　　　　税理士　谷川喜彰氏（東城会場）

　　　　　演題：「平成27年度税制改正について」

　〈＊〉第１部で、庄原会場47名、東城会場26名

の参加者の中で、持ち時間いっぱい熱心に教

えて戴きました。

平成27年度下期（９～12月）の主な事業活動状況
〈税知識普及事業〉

庄原会場で研修中のみなさん

○（11／６）税務座談会　庄原税務署で、
税務署長・統括官、会長・副会長・広
報委員・女性部役員とで税務座談会、
併せて税広報用花植えを実施。（９名）
○（10／９）北部県税事務所で租税教室
講師研修会に１名参加（小学校へ出向
き、６月～７月租税教室14校実施）
○（１～２月）「租税教室実施」〈青年部
会〉（２小学校）

11月６日　税務座談会で講話中の
中税務署長（中）と参加のみなさん

11月19日　庄原会場でマイナンバー制度について
説明中の広島国税局 主査 猪田氏

11月20日　庄原・東城会場で
税制改正講話中の谷川税理士

東城会場で研修中のみなさん
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○（８月）各町で開催されるイベントに協賛し、
税の啓発品（税の啓発用うちわ・ポケットティッ
シュ）の配布広報を実施｡
○税を考える週間（11／11～11／17）広報事業

　（11／６）庄原税務署周辺で、税務署長他幹部
職員、会長・副会長・広報委員・女性部役員等
とで、税広報標語入りプランターなどに年末・
初春用の花植え実施。
○（10／29）第11回「e-Tax推進委員会」開催税務署・
税理士と導入推進・今後の取り組みを協議。

○（３月～４月）税制委員長から税制担当役員・
委員宛、平成28年度、税制改正要望アンケート
実施。
○（４月）公益財団法人　全国法人会総連合宛ア
ンケート送付。
○（６／９）一般社団法人　広島県法人会連合会
税制委員会で、全法連宛税制改正要望事項決議。
○（７／29）公益財団法人　全国法人会総連合税
制委員会で、税制改正に関する提言（案）決議。
○（９／２）公益財団法人　全国法人会総連合理
事会で提言事項決議。

○（10／８）法人会全国大会（徳島大会）で税制
改正に関する提言事項報告。
○（10／23）県連税制委員会で、（7／29）全法連
税制委員会・（9／2）全法連理事会での税制改
正に関する提言事項報告。地元国会議員並びに
地方自治体に対する提言活動について協議。
○（12／２）「平成28年度、税制改正に関する提
言書」を、会長、副会長から亀井衆議院議員、
木山庄原市長、堀井庄原市議会議長宛提出。

〈納税意識高揚事業〉

〈税制提言事業〉

11月６日　税広報標語入り花植えプランターの前で参加のみなさん
中署長（左から4人目）・三宅会長（左から3人目）・

青木女性部会長（左から５人目）ほか

11月６日　税務署入口を「e-Tax」
の花文字で飾った
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○（12／４）第４回庄原の宝さがし「講演会」を主催実施。
　日時：平成27年12月４日（金）11：00～12：00
　場所：庄原小学校体育館
　講師：田森　大紀 氏
　　庄原小学校出身、庄原FC、サンフレッチェ広島ユー
ス、法政大学、ヴァンフォーレ甲府、愛媛FC、京
都サンガF.C.で活躍されている。

　参加者：庄原小学校児童４～６年生の他、保護者・
OBや体育協会など共催・後援団体・一般市民の皆
さん約320名が熱心に聴講されました。

〈地域企業発展事業〉

田森大己さんと山田真紀さんによるトークショー

三宅会長あいさつ
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○（９／24）〈親会・女性部会〉フラワー通り花いっ
ぱい運動（植栽・管理）に協賛参加。
○随時、税務・経営研修用図書等を会員宛無料配布。

〈会員交流事業〉

９月24日　フラワー通り花植えのみなさん
左から青木部会長・岡辺副部会長・矢吹副会長・三宅会長

○（８／21・10／29）庄原で委託保険会社3社と
役員・委員が推進連絡協議会実施。福利厚生事
業の研修及び推進方について協議。

〈福利厚生事業〉

○（10／29）庄原で、連絡推進協議会（支部役員
と合同）実施。９～12月「会員増強運動」の取
り組み等協議。
○（Ｈ27／10～ H28／3月号）市の広報誌へ「税
の啓発文」を広告掲載。

〈会員増強事業〉
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○青年部会活動状況
〈税知識普及事業〉
〇（H27／６～７月）〈青年部会〉「租税教室実施」（14小学校）
○（H28／１～２月）〈青年部会〉「租税教室実施」（２小学校）

○（11／12）税務座談会〈青年部会〉庄原市内で、税務署長と税務座談会実施。

青年部会コーナー

青年部会の活動状況

座談会へ出席の青年部のみなさん

税金の仕組などを児童に教える今岡副部会長
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○女性部会活動状況
〈税知識普及事業〉
○（10／18）税務研修会　庄原市内で、税理士講
師と実施。
○（11／６）税務座談会庄原税務署で、税務署長
他幹部職員、会長・副会長・広報委員・女性部
役員とで税務座談会、併せて税広報用花植えを
実施。
○（11／12）税務座談会＜青年・女性部会＞庄原
市内で、税務署長と税務座談会実施。

〈納税意識高揚事業〉
○（7月～11月）小学生の「税に関する絵はがき」
募集、審査・表彰・展示。
　13校170点応募；（庄原・永末・高・板橋・川北・
峰田・山内・西城・八幡・栗田・口北・口南・
総領）
　応募作品は、11月から1月の間、各１週間毎に、
庄原ジョイフル店内及び、高野・口和・比和・
西城・東城・市本庁・総領の各支所ロビーに展示。
○（11／14）昨年から庄原ジョイフル店内で「税
に関する絵はがき等」納税貯蓄組合連合会・公
益社団法人庄原法人会・庄原間税会の3団体主
催の合同表彰式を実施。（今回は庄原法人会が
当番幹事）

〈社会貢献事業〉
○（12／10）　高町の社会福祉法人翠庄会障害福
祉サービス事業所「かわせみの家」へ「カース
テレオ（DVD／ CD）を寄贈。

〈会員交流事業〉
○（11／18）県民の森で税務研修交流親睦会実施。
（13名参加）

女性部会コーナー

女性部会の活動状況

「かわせみの家」へ「カーステレオ」を寄贈する
青木部会長（右から4人目） 　
岡辺副部会長（右から3人目）
田守施設長（右から6人目） 　

税務研修交流会親睦会参加の皆さん
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