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公益社団法人

庄原法人会

「万緑へ向かう」 

　この写真は、部活動
で高校の周辺を散策し
ていたときに、学校近
くの橋から撮った写真
です。橋の下を通る芸
備線の電車を見て、とっ
さにシャッターを切りま
した。高校生にとって
庄原の生活に電車は欠
かせません。林に向かっ
ていく電車の様子を見
て私達の日常を表現し
ました。

写真提供：広島県立庄原格致高等学校 写真部 ２年　加藤創太さん 

庄原税務署 管内



 法人会に入会するとこんなメリットがあります

・ 正しい税知識や経営のノウハウを身につける為、色々な機会（研修会など）を設けています。
・ 最新の税制や経営情報をホームページ、出版物などで提供しています。
・ 税制のあり方や行政改革について、積極的な提言を行っています。
・ 地域社会への多様な貢献活動を会員企業と一体になって展開しています。
・ 企業防衛から経営者個人の備えまで充実した福利厚生制度を活用いただいています。
・ 若手経営者等を対象とした青年部、女性経営者などによる女性部も活発な活動を行っています。

 未加入法人紹介のお願い

　新規会員加入増募集運動を実施しております。会員の皆様のお近くに未加入の事業所がありま
したら、役員または事務局までご紹介下さい。

（公社）庄原法人会　組織委員会事務局
TEL/FAX　0824－72－1889

よき経営者をめざすものの団体

表彰基準により、表彰状及び副賞を贈呈します。

それが です

９月から12月は会員増強月間です
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　６月３日に、第10回通常総会が㈱庄原グラン
ドホテルにおいて開催されました。新型コロナウ
イルス感染症拡大により最小限の席が間隔を空け
て並ぶ全く異なる会場設営と、２年振りに来賓出
席を賜り、また、初めてのこころみ、Web出席で
の形式で行われました。
　三宅会長の挨拶のあと、議事の令和３年度決算
報告が承認され、理事会承認事項である令和３年

度事業報告、令和４年度事業計画および収支予算
が報告されました。引き続き表彰式では、三宅会
長から公益財団法人全国法人会総連合会長功労者
表彰が授与されました。また、公益社団法人庄原
法人会会員増強推進功労者表彰が授与されました。
　限られた時間ながら、貴重な意見交換の場とな
った総会は終了。「ソーシャルディスタンス」と
の呼びかけのもと、順次解散となりました。

第10回（令和４年度）通常総会開催
令和３年度決算報告などを承認

Ｗeb出席者 挨拶する三宅会長

総会の風景
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令和３年度正味財産増減計算書（総括表）
　　　　　　　　　　　　 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで　　　　　　　（単位：円）

令和４年度収支予算書
　　　　　　　　　　　　 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで　　　　　　　（単位：円）

科　　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減 備　　　考
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 100 500 －400
　　　特定資産運用益 17 42 －25
　　　受取会費 2,069,670 2,089,670 －20,000
　　　事業収益 115,000 100,000 15,000
　　　受取補助金等 5,241,100 5,517,800 －276,700
　　　受取負担金 117,000 186,000 －69,000
　　　雑収益 36,560 63 36,497
　　　経常収益計 7,579,447 7,894,075 －314,628
　 （2）経常費用
　　　事業費 6,794,382 6,516,020 278,362
　　　管理費 903,088 853,017 50,071
　　　経常費用計 7,697,470 7,369,037 328,433
　　　当期経常増減額 －118,023 525,038 －643,061
　２．経常外増減の部
　 （1）経常外収益
　　　経常外収益計 0 0 0
　 （2）経常外費用
　　　経常外費用計 0 0 0
　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　税引前当期一般正味財産増減額 -118,023 525,038 －643,061
　　　当期一般正味財産増減額 -118,023 525,038 －643,061
　　　一般正味財産期首残高 11,105,787 10,580,749 525,038
　　　一般正味財産期末残高 10,987,764 11,105,787 －118,023
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　受取補助金等 4,699,800 4,711,100 －11,300
　　　一般正味財産への振替額 －4,699,800 －4,711,100 11,300
　　　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 10,987,764 11,105,787 －118,023

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
　 （1）経常収益
　　　基本財産運用益 100 500 －400
　　　特定資産運用益 17 42 －25
　　　受取会費 2,049,000 2,077,000 －28,000
　　　事業収益 100,000 100,000 0
　　　受取補助金等 5,124,800 5,099,800 25,000
　　　受取負担金 105,000 123,000 －18,000
　　　雑収益 60 62 －2
　　　経常収益計 7,378,977 7,400,404 －21,427
　 （2）経常費用
　　　事業費 6,245,242 6,260,389 －15,147
　　　管理費 1,133,735 1,140,015 －6,280
　　　経常費用計 7,378,977 7,400,404 －21,427
　　　当期経常増減額 0 0 0
　２．経常外増減の部
　 （1）経常外収益
　　　経常外収益計 0 0 0
　 （2）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
　　　税引前当期一般正味財産増減額 0 0 0
　　　法人税、住民税及び事業税 0 0 0
　　　当期一般正味財産増減額 0 0 0
　　　一般正味財産期首残高 10,475,000 10,475,000 0
　　　一般正味財産期末残高 10,475,000 10,475,000 0
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　受取補助金等 4,592,000 4,699,800 －107,800
　　　一般正味財産への振替額 －4,592,000 －4,699,800 170,800
　　　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 10,475,000 10,475,000 0
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Ⅰ　基本方針
　公益法人に移行したことを契機に、事業の
一層の活性化を図るとともに効率的な組織運
営に努め、法人会活動の更なる充実に努める。
　事業の実施にあたっては、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、
組織・財政基盤の強化を図るために会員増強
に力を入れるとともに、地域の活性化にも配
慮しつつ、各諸施策に取り組む。

Ⅱ　主な事業計画
　公益関係
　１．税知識普及事業

　税法、税務を中心とした研修会の開催強化
に努め、広報紙やホームページに「e-Tax」
や税法の改正等の税情報を掲載するととも
に、管内の小学６年生を対象とした「租税教
室」を開催することで、税知識の一層の普及・
啓発を図る。
　また、税を考える週間行事への参加、地域
のイベント等で税の啓発用品を配布するな
ど、税の啓発に資する広報活動を積極的に展
開する。

　２．納税意識高揚事業
　次代を担う児童に、税を正しく理解しても
らうことを目的に、管内の小学６年生を対象
に、「税に関する絵はがきコンクール」を開
催し、表彰・展示を行う。
　また、管内の小・中学校を対象に、「税に
関する作文・習字」を募集し、表彰する。

　３．税制提言事業
　地域経済の担い手である中小企業の活性化
に資する税制をはじめ、税のオピニオンリー
ダーとしてわが国の将来を展望した建設的な
提言に努める。

　４．地域企業発展事業
　地域企業と社会の健全な発展に貢献するこ
とを目的に、税制・政治・経済・経営・文化
等に関する講演会や各種セミナー、研修会を
開催する。

　５．地域社会貢献事業
　地域社会の改善・支援に資することを目的
として、障害者等を支援する団体に対して団
体が必要としている物品を寄贈する。

　共益関係
　１．会員交流事業

⑴　会員の交流の輪を広げるとともに、会員
間の情報交換や交流会等の親睦事業を行う
などして異業種交流を図る。また、会員に
限定した研修会・セミナー等の開催、優良
図書の斡旋等を行う。

⑵　支部による地域に密着した活動を充実さ
せるとともに、青年・女性部会活動の充実
強化を図る。

　２．福利厚生事業
　会員企業の保険に対する意識の変化をはじ
めとして、法人会の福利厚生制度を取り巻く
環境は、一段と厳しさを増している。このよ
うな状況のもと、取扱三社との連携を一層強
化しつつ、福利厚生制度の円滑な運営と財政
基盤の安定化のため、経営者大型総合保障制
度、ビジネスガード、がん・医療保険制度の
推進を中心とした活動を展開する。

　３．会員増強事業
　組織基盤の充実強化策として、９月から12
月を「会員増強月間」とし、積極的な会員増
強を図る。
⑴　関係官庁、税理士会、金融機関、提携保

険各社及び友誼団体との連携による推進。
⑵　支部毎の役員による率先した参画や指導

のもと、新規加入の推進を行うとともに、
退会防止策を講じる等、より効果的な対応
策を展開する。

令和４年度事業計画書
自　令和４年４月１日
至　令和５年３月31日
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受賞おめでとうございます

理　　事

　糸　谷　康　孝 氏
　　［長岡鉄工建設㈱］

理　　事

　齋　藤　　　健 氏
　　［㈱斉藤組］

厚生委員長　常任理事

　奥　井　智　裕 氏
　　［㈱グリーンウインズさとやま］

女性部会・オブザーバー

　小　玉　由美子 氏
　　［大同生命保険㈱］

専務理事

　定　丸　義　輝 氏
　　［（公社）庄原法人会］

☆公益財団法人全国法人会
　総連合会長功労者表彰
　（表彰状）

☆一般社団法人広島県法人会連合会福利厚生制度推進新規推進
　目標250％達成表彰

☆公益社団法人庄原法人会
　会員増強推進功労者表彰
　（表彰状）

小玉氏　　齋藤氏　　三宅会長　　糸谷氏　　定丸氏　

齋藤氏　  　糸谷氏　  　三宅会長　  　奥井氏

（6）第61号　令和４年秋季号



ご　挨　拶ご　挨　拶

公益社団法人

庄原法人会

　会長　三 宅 康 文

　今年は、例年に比べ１か月も早く梅雨が明
け、以後記録的な猛暑になりました。お盆過
ぎから朝晩は少しずつ涼しくなり、やっと秋
の気配を感じられるようになってきました。
会員の皆様には、平素より当法人会に対しま
して格別のご理解・ご協力を賜り厚く御礼申
し上げます。
　令和３年度も、新型コロナウイルス感染症
の蔓延により理事会・常任理事会・総会等の
行事もほとんどが書面決議や最少人数で開催
せざるを得ず、事業実施もままならない状態
でしたが、税知識普及事業の一環として管内
の小学６年生を対象とした「租税教室」の実
施や、小学生を対象とした「税に関する絵は
がきコンクール」の募集・表彰を青年部・女
性部を中心に積極的に取り組むなど、地域の
実情に合った活動を地道に展開し、法人会の
社会的役割を堅実に果たすことができたと思
います。
　さて、公益社団法人庄原法人会は、昭和
63年に庄原法人会・東城法人会・西城法人
会の３法人と周辺地域の組織拡充により庄原
比婆法人会として設立されました。平成４年
に広島国税局長より、社団法人の設立認可証
の交付を受け、本年創立から30年が経過い
たしました。その間お育ていただきました先
輩諸氏のご尽力と会員の皆様のあたたかいご
協力、並びに税務ご当局をはじめ庄原市や関

連団体のご指導ご支援に対し心より感謝申し
上げます。
　社団化30周年の記念事業として、本年11
月に広島東洋カープ元監督　緒方孝市氏の講
演会を開催する予定です。会員の皆様には、
一般の皆様をお誘いあわせの上大勢ご来場く
ださいますようお願い致します。
　現在の我が国は、３年に亘る新型コロナウ
イルス感染症の蔓延、ロシアのウクライナ侵
攻、世界的なサプライチェーンの分断による
物価の高騰等、未曾有の不透明な時代に遭遇
しています。コロナ終息後の国の財政再建に
とって税の果たす役割は、一層重要になるこ
とと思います。
　社団化30周年を機に気持ちを新たに「法
人会は税のオピニオンリーダーたる経営者の
団体である」との理念のもと、納税意識の向
上と企業及び社会の健全な発展に貢献できる
活動に努めます。
　終わりになりましたが、税務ご当局をはじ
め、関連団体様よりの今後一層のご支援と、
会員企業様の益々のご繁栄並びに会員の皆様
のご健勝とご多幸を祈念しご挨拶といたしま
す。
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着任のご挨拶着任のご挨拶

庄原税務署

　署長　津 田 和 之

　令和４年７月の定期人事異動で、庄原税務
署長を拝命しました津田でございます。
　前任の佐藤署長同様よろしくお願い申し上
げます。
　はじめに、新型コロナウイルス感染症によ
り影響を受けられた会員の方々に対しまして
心からお見舞い申し上げます。
　国税当局といたしましては、こうした厳し
い立場に置かれている納税者の皆様に対し
て、納税の猶予制度の適用、個別相談の実施
などにより、それぞれの納税者の心情に沿っ
た丁寧で親切な対応に努めて参りたいと考え
ております。
　改めまして、公益社団法人庄原法人会の皆
様方には、平素から税務行政全般に対しまし
て、格別のご理解とご協力を賜っており、心
から厚くお礼申し上げます。
　貴法人会におかれましては、長年にわたり

「よき経営者をめざす者の団体」として、税
知識の普及と納税道義の高揚を図るための広
報活動や啓発活動に取り組まれるなど、納税
意識の向上と企業及び社会の健全な発展に貢
献しておられます。
　とりわけ、次世代を担う子供たちに対する
租税教育活動では、税知識の普及に大きく寄
与する「租税教室」への講師派遣や「税に関
する絵はがきコンクール」などにも積極的に
取り組んでおられます。
　これもひとえに三宅会長をはじめ、歴代の
役員の方々による長年のご尽力と、会員の皆
様方のご協力の賜物であり、心から敬意を表
する次第でございます。

　さて、近年の新型コロナウイルス感染症の
拡大により、行政全体のデジタル化の必要性
及び重要性が顕在化しており、当局において
も、「税務行政のデジタル・トランスフォー
メーション－税務行政の将来像2.0－」を公
表し、納税者の利便性の向上に向けて、様々
なデジタル化の取組を進めているところです。
当面は、コロナ禍ということもあり従来にも
増して非対面による各種申告、納税、相談等
を積極的に推進しておりますので、引き続き、
e-Taxによる電子申告、キャッシュレス納付、
電話による税務相談など、より一層の利用を
お願いいたします。
　また、令和５年10月から開始される消費
税のインボイス制度につきましては、各種周
知広報にご協力いただき、厚くお礼申し上げ
ます。
　昨年10月からインボイス発行事業者の登
録申請の受付が開始されておりますので、制
度開始に向けた準備をスムーズに進めていた
だくためにも、登録を予定されている企業の
皆様につきましては、e-Taxを通じて早期の
登録申請をお願いいたします。
　これまでも、貴法人会の皆様方には、税務
行政の良き理解者として多大なご支援をいた
だいているところですが、今後においても、
より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。
　終わりに当たり、公益社団法人庄原法人会
の益々のご発展と、会員企業のご繁栄並びに
皆様方のご健勝を祈念いたしまして、着任の
あいさつとさせていただきます。
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庄原税務署　人事異動

税務研修会の開催について

庄原税務署からのお知らせ

庄原法人会からのお知らせ

新型コロナウイルス対策 ※�新型コロナウイルス感染症予防対策を実施したうえで開催いたします。
※ご来場される方はマスク着用をお願いいたします。

庄原市ふれあいセンター　コパリホール
令和４年11月15日（火）

庄原市役所東城支所　３Ｆ会議室
令和４年11月16日（水）

１部＝14：00～15：10
２部＝15：20～16：00　（予定）
受講申し込み＝11月11日（金）　迄

１部＝14：00～15：10
２部＝15：20～16：00　（予定）
受講申し込み＝11月11日（金）　迄

研修会内容

１部 ２部

１部	 「年末調整のポイント」・「インボイス制度」・
「電子帳簿保存法」について（両会場）

講　師　庄原税務署 担当官

｢令和４年度税制改正のあらまし｣
講　師　税理士　村武　広三　氏　（庄原会場）

講　師　税理士　岡村　元治　氏　（東城会場）

　　　　　　　　　（職　名）　　　　 　　（氏　名）　　  　　　　　　（異動先） 

署　　　　　長　　津　田　和　之　　庁広島派遣　監督評価官

総　務　係　長　　白　地　成　江　　局資産評価　実査官

上席徴収官（管）　　川　島　茂　樹　　米子署　上席徴収官（管）

統括国税調査官　　木　村　　　潤　　浜田署　個人２統括官

上席調査官（個）　　皿　田　浩　二　　竹原署　上席調査官（個）

調  査  官  （法）　　佐々木　麻祐子　　呉　署　調査官（法）

新　任

　　　　　　　　　（職　名）　　　　 　　（氏　名）　　  　　　　　　（異動先） 

署　　　　　長　　佐　藤　　　誠　　退　職

総　務　係　長　　小　松　健　悟　　玉野署　調査官（法）

上席徴収官（管）　　川　本　勝　哉　　徳山署　上席徴収官（管）

統括国税調査官　　中　祖　　　章　　呉　署　個人１統括官

上席調査官（個）　　谷　本　浩　一　　三原署　上席調査官（個）

調  査  官  （法）　　白　石　純　平　　局課総　実査官

転　任
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令和４年度前期の主な事業活動

税知識普及税務研修会開催

社団化30周年記念事業会議

庄原税務署　津田署長（左）
同　木村統括国税調査官（右）

4.8.29　理事会、税務研修会

4.8.9　記念事業会議三宅会長
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青年部会コーナー

令和４年前期（1～8月）の主な事業活動状況

○公益・税知識普及事業「租税教室」

久保部会員 片岡部会員

竹田副部会長 武田部会長

近藤研修・事業副委員長

藤谷研修・事業委員長 村上副部会長

小林部会員
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租税教室の開催
令和４年５月10日　  東 城 小 学 校 　参加者　40名　　講師　武田・片岡
令和４年５月27日　  永 末 小 学 校 　参加者　４名　　講師　村上・伊藤
令和４年５月30日　  口 和 小 学 校 　参加者　17名　　講師　三宅・片岡
令和４年５月31日　  板 橋 小 学 校 　参加者　13名　　講師　竹田・足利
令和４年６月６日　  山 内 小 学 校 　参加者　16名　　講師　小林・今岡
令和４年６月７日　  高 小 学 校 　参加者　７名　　講師　舛元・奥田
令和４年６月13日　  庄 原 小 学 校 ６年１組　25名　　講師　久保・武田
　　　　　　　　　　　　　　　　６年２組　25名　　講師　久保・武田
令和４年６月15日　  東 小 学 校 　参加者　17名　　講師　近藤・村上
令和４年６月16日　  粟 田 小 学 校 　参加者　６名　　講師　武田・村上
令和４年６月20日　  小奴可小学校 　参加者　９名　　講師　竹田・久保   
令和４年６月28日　  高 野 小 学 校 　参加者　９名　　講師　奥田・今岡
令和４年７月６日　  峰 田 小 学 校 　参加者　９名　　講師　足利・奥田
令和４年７月７日　  総 領 小 学 校 　参加者　15名　　講師　藤谷・武田
令和４年７月20日　  西 城 小 学 校 　参加者　22名　　講師　三宅

庄原市管内15校中14校担当（１校は庄原間税会が担当）
参加者合計 240名　講師累計　29名

武田部会長（左から4人目）と青年部のみなさんと
西田常任理事（後列右から2人目）

奥田部会員

○「庄原よいとこ祭」4.8.27

久保部会員
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女性部会コーナー

令和３年前期（1～8月）の主な事業活動状況

○会員交流事業「フラワー通り花いっぱい運動」4.5.26

○社会貢献事業「庄原市カープ応援隊」参加　4.8.26　巨人戦

矢吹顧問　　　　　　　　　松森女性部会理事　　　　　　糸谷女性部会理事　　　　　
　　　　　　　矢吹女性部会理事　　　　　　　　三宅会長　　　　　　　　　定丸専務理事

応援風景
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