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■記録的な暖冬少雪に十日町雪まつり開催
　第71回十日町雪まつりが２月15日・16日の２日間で開催され延
べ３万9,500人の来訪者がありました。記録的な少雪を受けて規
模を縮小し、日程も１日短い２日間に短縮。越後妻有交流館キナ
ーレをメイン会場に子供も参加した着物ショーや音楽フェスなど
多彩なプログラムが会場を沸かせました。市内各地で制作した雪
像は20点ほど、一部地域では広場も催されました。
　少雪でもいろいろな創意工夫でおもてなしをしました。

■主な内容
▪会長あいさつ………………………………………２
▪受賞おめでとう……………………………………３
▪研修会・セミナー開催……………………………４
▪女性部会の活動・青年部会の活動………………５
▪令和２年度 税制改正に関する提言 ………６・７
▪社長さん　こんにちは………………………８・９
▪税務署からのお知らせ………………………10・11
▪知識の窓……………………………………………12
▪絵はがきコンクール入賞作品展…………………14

十日町法人会ホームページに「新型コロナウイルスに関する対策リンク集」のページを作成しました。
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令和新時代の幕開け

公益社団法人　十日町法人会
会　長　関 谷 克 浩

　１年を振り返りますと、我々を取り巻く環境の大きな変化を感じます。その一つは、やはり何と
いっても改元ではないでしょうか。日本国の象徴たる天皇陛下の御代替わりというのは歴史的一大
事でありましょう。一方、我々税務関係諸団体にとっては消費税率の改定と軽減税率の実施は最も
注目される出来事ではなかったかと思います。
　これらに比べますと非常に些細な事ですが、昨年総会において村山前会長の後を引き継ぎ、不肖
私が新会長に就任いたしましたことは、私にとっては一大事でありました。未ださしたるお役に立
てておりませんが、皆様に支えられ何とか職務を遂行させていただいております。皆様には深く感
謝を申し上げます。
　さて、現況社会情勢を混乱させている新型コロナウィルス問題ですが、各種の会合等、すなわち
多くの人が集まる集会のみならず全ての会合、特に飲食を伴うものや遠方に出かけることに対し、
国民の拒絶反応と政府からの厳しい行動制限が発せられております。異常に感染力が高く感染経路
が特定できない怖い存在でありますが、旅行会社はもちろんのこと、飲食店・タクシー会社・イベ
ント企画など、その影響は相当範囲に及び、大きなダメージを与えております。このままでは日本
経済が崩壊するだけでなく、それは全世界にも同様であり歴史的に大きな危機を迎えるのではない
かとの強い懸念があります。一刻も早く終息を迎えることを念じてやみません。
　会員企業の皆様のご意見に耳を傾けながら、お役に立てる「公益」社団法人たる法人会を目指し
て努めてまいる所存です。
　結びに、会員企業の商売繁盛と適正な納税による地域社会の発展、その傍らで当法人会がお役目
を果たして行けますことをご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

　公平で健全な税制の実現を目指して、会員企業の意見や要望を反映しながら税のあるべき姿や将来像を見据えて建
設的な提言を行っています。
　法人会の提言活動は、法人税の
引き下げなどをはじめ、同族会社
の留保金課税制度の抜本的見直
し、事業承継に関する税制の創設
など、中小企業の活性化に資する
税制の構築に寄与しています。
　当法人会では、１２月６日、関谷
克浩会長と児玉義昭税制委員長が
関口芳史十日町市長と鈴木一郎市
議会議長へ提言書を渡しました。

市長・議長へ令和２年度税制改正に関する提言
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　「税を考える週間」の11月13日㈬、ラポート十日町にて『令和元年度
納税表彰式』が十日町税務署管内税務関係団体連絡協議会（会長：十日
町法人会会長）、十日町税務署、十日町市租税教育推進協議会（会長：
十日町市長）、津南町租税教育推進協議会（会長：津南町長）の主催で
開催されました。この納税表彰式では、多年にわたる申告納税制度の普
及発展に努めてこられた方々、税務に極めて重要な役割を担っている経
理担当職員、租税教育の推進に尽力する団体及び高校生・中学生の「税
の作文」入選作品の表彰が行われました。

●租税教育推進校等　税務署長感謝状　　公益社団法人　十日町法人会
●十日町法人会会長表彰　　十日町法人会 副会長　山田　　泰　㈱山田建設
　　　　　　　　　　　　　十日町法人会 監　事　原田千佳子　共立観光㈱
●十日町法人会優良経理担当職員表彰
　・飯塚恵美子　㈱三髙土木　　　・大見　清志　㈱ラポート十日町
　・佐藤　静子　㈲ペペロッソ　　・髙橋　直美　㈱大海組
　・根津　裕子　㈲新装　　　　　・村山奈保美　㈱大阪屋商店

令和元年度　納税表彰式

法
人
会

関
係
受
賞
者

十日町税務署長講演会

　表彰式終了後、十日町税務署長　山本武幸氏より「消費者から見た軽減税率」
の演題で講演が行われました。
　消費税軽減税率制度の概要と、いくつかの取引について軽減税率の適用か標
準税率の適用か、問題形式で分かりやすくお話をいただきました。

記念講演 「がんのひみつ」
講師：東京大学医学部附属病院　放射線科准教授／放射線治療部門長　中 川 恵 一 氏

　放射線治療の権威として知られる中川恵一先生より、「が
んのひみつ」をテーマに、最新の医療の現状やがん対策を
専門医の視点で講演をいただきました。
◎がんは早期なら完治する
　早期がんなら９割以上が完治する。だから定期的な検診
が不可欠。市町村で行っている定期健診（５大がん検診）
で十分！放射線治療は、からだにやさしいがん治療！
　など、大変分かりやすく解説いただきました。

「消費者から見た軽減税率」

受賞おめでとうございます！
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〈税務研修会〉～決算・確定申告で困らないために！軽減税率対応講座～

新春税務研修会・賀詞交歓会

「労働災害対策セミナー」～AIG損害保険㈱共催～

税の広報活動
～産業発信フェアで「税に関するPR・

税金クイズ」開催～

　令和元年10月、消費税率が10％に引き上げられ、同時に軽減税率制度がスタートした。
　経理処理の切り替えで手間取ると、次の決算・確定申告で、これまでにない大変な事態となりそうなことから、軽減税率制度で生
じた業務への対応方法や新しい請求書・領収書の書き方、経理処理について研修会を３回開催しました。
　講師は十日町税務署法人課税部門統括国税調査官「渡部和彦」氏にお願いしました。

　令和２年１月1５日㈬、クロステンにて十日町税務署管内税務関係団体
連絡協議会の新春税務研修会を開催しました。十日町税務署長 山本武幸
氏を講師に「税務署の仕事あれこ
れ」の演題で、税務署の仕事につ
いて講演され、特に映画やテレビ
ドラマなどでも取り上げられる、
マルサ、査察官の仕事について、
署長の経験やビデオを観ながら、
動物占いなど余興も含めて楽しく
お話をいただきました。
　研修会終了後、県議会議員、新
潟県十日町振興局長、十日町市及
び津南町など行政関係者をお招き
し、行政機関と互いに密接な協調
をはかり、当地域の発展と飛躍を
誓いあい新たな年を迎えるため

「賀詞交歓会」が盛大に行われま
した。 

　令和元年10月20日㈰、とおかまち産業発信フェアが
クロステンを会場に開催されました。
　十日町税務署管内税務関係団体（会長　十日町法人
会会長関谷克浩）では、税務関連広報や税務関係団体
の紹介、税に関する絵はがきの展示、１億円重さ体験
及び税金クイズなどを実施しました。

 令和元年11月14日㈭、二葉家（土市２）にて水沢地域会員30名が参加して、労働
災害対策セミナーを開催しました。講師にAIG共催協力講師で社会保険労務士・
精神保健福祉士であられるシグマ総合事務所代表「赤澤 将」氏を講師に「今こ
そ求められる中小企業のための労働災害対策」のテーマで講演をいただきました。
　労災事故を取り巻く現状や課題について解りやすく解説をしていただきました。

■松代松之山地域税務研修会
　令和元年11月2５日㈪、山本十日町税務署長、関谷十日町
法人会会長の出席のもと、開催しました。

研修会・セミナー開催

■経理事務実務者
　研修会
　令和元年11月26
日㈫クロステン会
場、11月27日㈬津
南町役場大会議室
を会場に、経理事
務実務者を対象と
した税務研修会を
開催しました。

ク
ロ
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ン
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１２月３日　貝野小学校
講師：藤田　満

１月９日　川治小学校
講師：髙橋　豪・村山浩一

１月１４日　中条小学校
講師：山田　剛

ばならない。そのためには、創造性とイノベーションで新たな
ビジネスを創造する時代へ導くため、一人ひとりの社員がリー
ダーシップをとれる職場の雰囲気づくり、女性が活躍できるよ
うな職場にしたい。
　お客様が笑顔になり信頼を獲得するために、まず自分を変え
るなど、今後の会社運営について抱負などのお話をいただきま
した。

青年部会の活動

女性部会の活動

■ 企業訪問　名水の郷津南町
　 ㈱クリアーウォーター津南を訪問

■ 租税教室

　令和元年12月1８日㈬、恒例の企業訪問を今年度は、名水の郷津南町で平成2５年より操業を開始した株式会社クリアーウォーター津
南を訪問しました。苗場山の伏流水を利用した硬度17㎎／Ｌの超軟水で軽くて飲みやすく、美味しい水で、ご飯を炊いたり、お茶に
利用するととても美味しくできると評判の水です。
　当日は、品質技術推進室マネジャー風巻努さんの案内で、プロジェクターによる会社や製造工程の説明を聞くとともに、硬水との
飲み比べが行われ、参加した青年部会全員が軽くて飲みやすい、美味しいと驚いていました。
　清潔な工場内はオートメーション化され、24時間稼働で３交代制の勤務体系で稼働していました。

　日本の未来を担う子供たちに
税の仕組み・税の大切さを青年
経営者及び青年経営幹部の立場
で、今年度も小学校租税教室を
７校で開催しました。

■ 研修会
　 北越急行㈱新社長を迎え講演会を開催！
　令和２年２月21日㈮、松喜屋にて女性部会恒例の研修会を来
賓に十日町税務署長、法人統括国税調査官、法人会会長をお招
きし開催しました。
　今年は、令和元年６月2５日開催の株主総会で新社長に就任さ
れた、前JR新潟駅長の小池裕明氏より「現状維持は最大のリ
スク」の演題で講演をいただきました。
　北越急行は、沿線の人口減少・高齢化時代で生き残らなけれ

■ 社会貢献「タオルの寄贈」
　女性部会では、社会貢献活動の一環として平成13
年度から社会福祉施設等に会員から集めた未使用タ
オルの寄贈を続けております。
　今年度は、３月1８日に社会福祉法人なかさと福祉
会特別養護老人ホーム「七川荘」へタオル等210枚
を寄贈しました。

左から
　七川荘施設長　井ノ川富雄 様
　女 性 部 会 長　小林　房子
　副 部 会 長　蕪木　京子

１月１７日　吉田小学校
講師：藤巻優樹

１月１７日　馬場小学校
講師：村山隆美

１月２１日　水沢小学校
講師：本木太一

２月５日　飛渡第一小学校
講師：鈴木孝作
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して「行革の徹底」が不可欠であったことを想起せねばならない。地方
を含めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削
るのである。

　⑴　国･地方における議員定数の大胆な削減と歳費の抑制
　⑵　厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と、能力を重

視した賃金体系による人件費の抑制。
　⑶　特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　⑷　積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．消費税引き上げに伴う対応措置
・本年１０月から導入される軽減税率制度は事業者の事務負担が大きいう
え、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題
が多い。このため、かねてから税率１０％程度までは単一税率が望ましく、
低所得者対策は「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが適当である
ことを指摘してきた。軽減税率制度導入後は、国民や事業者への影響、
低所得者対策の効果等を検証し、問題があれば同制度の是非を含めて見
直しが必要である。

　⑴　現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の効果等を検証
し、中小企業が適正に価格転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策
をとるべきである。

　⑵　消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題とな
る。消費税の制度、執行面においてさらなる対策を講じる必要がある。

　⑶　システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小企業に対
して特段の配慮が求められる。

５．マイナンバー制度について　
・マイナンバー制度はすでに運用段階に入っているが、依然としてマイナ
ンバーカードの普及率が低いなど、国民や事業者が正しく制度を理解し
ているとは言い難い。政府は引き続き、制度の意義等の周知に努め、そ
の定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必要がある。

６．今後の税制改革のあり方

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
・“先進国クラブ” と称されるＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加盟国の法
人実効税率平均は２５％、アジア主要１０カ国の平均は２２％となっている。
米国もトランプ税制改革で我が国水準以下に引き下げられた。

・ＥＵ内では一部に引き下げ行き過ぎ論も出ているが、我が国の水準が比
較的高いという現実に変わりはない。国際競争力強化などの観点から、
今般の法人実効税率引き下げの効果等を確認しつつ、さらなる引き下げ
も視野に入れる必要があろう。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
　⑴　中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を本則化すべきである。

また、昭和５６年以来、８００万円以下に据え置かれている軽減税率の適
用所得金額を、少なくとも１，６００万円程度に引き上げる。

　⑵　租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策目的を
達したものや適用件数の少ないものは廃止を含めて整理合理化を行う
必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、
以下のとおり制度を拡充したうえで本則化すべきである。

　　①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中
古設備」を含める。

　　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損
金算入額の上限（合計３００万円）を撤廃し全額を損金算入とする。
なお、それが直ちに困難な場合は、令和２年３月末日までとなって
いる特例措置の適用期限を延長する。

　⑶　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や、中小企業が取
得する償却資産に係る固定資産税の特例（生産性向上特別措置法）等
を適用するに当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末
（賦課期日）が迫った申請や認定について弾力的に対処する。

３．事業承継税制の拡充
・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や雇用の確保
などに大きく貢献している。その中小企業が相続税の負担等によって事

Ⅰ．税・財政改革のあり方　
１．財政健全化に向けて
・今後の税財政を考えるうえで重要な要素となるのは団塊の世代の動向で
ある。この世代の先頭が後期高齢者入りするのは２０２２年であり、２０２５年
度は団塊の世代すべてが後期高齢者に達する年である。つまり、政府の
ＰＢ黒字化目標年度は遅すぎるわけで、本来なら団塊の世代の先頭が後
期高齢者入りする前に黒字化目標を設定すべきである。

　⑴　今般の消費税率１０％への引き上げは、財政健全化と社会保障の安定
財源確保のために不可欠だった。税率引き上げによる悪影響を緩和す
る等の環境整備は必要だが、本年度に引き続き、来年度当初予算にお
いても臨時・特別の措置を講じることとしている。しかし、それがバ
ラマキ政策となってはならない。

　⑵　政府は、２０１６年度から１８年度の３年間を集中改革期間と位置づけ、
政策経費の増加額を１.６兆円（社会保障費１.５兆円、その他０.１兆円）
程度に抑制する目安を達成した。２０１９年度から２１年度の基盤強化期間
についても、引き続き社会保障費の増加額を抑制する目安を示し、改
革に取り組む必要がある。

　⑶　財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的改革によって
進めることが重要である。歳入では安易に税の自然増収を前提とする
ことなく、また歳出については聖域を設けずに分野別の具体的な削減
の方策と工程表を明示し、着実に改革を実行するよう求める。

　⑷　今般の消費税率引き上げに伴って本年１０月より軽減税率制度が導入
されるが、これによる減収分については安定的な恒久財源を確保する
べきである。

　⑸　国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など金融資本市場に
多大な影響を与え、成長を阻害することが考えられる。政府・日銀に
は、市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求めたい。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
・社会保障給付費の財源は公費と保険料である。適正な「負担」と重点化・
効率化による「給付」の抑制を可能な限り実行しないと、持続可能な社
会保障制度の構築も財政の健全化も実現できない。とりわけ、医療と介
護の分野は給付の急増が見込まれており、ここに改革のメスをどう入れ
るかが重要になる。

・超高齢化社会が急速に進展する今、社会保障は「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直す必要があるが、その際に重要なのは公平性
の視点である。たとえば医療保険の窓口負担や介護保険の利用者負担な
どの本人負担については、高齢者においても負担能力に応じることを原
則とする必要がある。

　⑴　年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」、「支給開始年
齢の引き上げ」、「高所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付
削減」等、抜本的な施策を実施する。

　⑵　医療は産業政策的に成長分野と位置付け、大胆な規制改革を行う必
要がある。給付の急増を抑制するために診療報酬（本体）体系を見直
すとともに、政府目標であるジェネリックの普及率８０％以上も早期に
達成する。

　⑶　介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介護が必要
な者とそうでない者とにメリハリをつけ、給付及び負担のあり方を見
直す。

　⑷　生活保護については、給付水準のあり方などを見直すとともに、不
正受給の防止などさらなる厳格な運用が不可欠である。

　⑸　少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等を整備するなど
の現物給付に重点を置くべきである。その際、企業も積極的に子育て
支援に関与できるよう、企業主導型保育事業のさらなる活用に向けて
検討する。

　　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを着実に推進するためには
安定財源を確保する必要がある。

　⑹　企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような社
会保障制度の確立が求められる。

３．行政改革の徹底
・今般の消費税率引き上げは国民に痛みを求めるものであり、その前提と

令和２年度　税制改正に関する提言（要約）
基本的な課題
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いで発生しているが、東日本大震災の対応などを踏まえ、適切な支援と
実効性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興等に向けて取り組
まねばならない。

・近年、自然災害により甚大な被害が発生していることを踏まえ、震災特
例法と同じく、災害等に係る雑損失の繰越控除期間を５年（現行３年）
に延長すること。（「個別事項」参照）

Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

税目別の具体的課題
●法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
　⑴　役員給与は原則損金算入とすべき
　⑵　同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．交際費課税の適用期限延長
３．公益法人課税
●所得税関係
１．所得税のあり方
　⑴　基幹税としての財源調達機能の回復
　　　基幹税としての財源調達機能を回復するためにも、所得税は国民が

能力に応じて適正に負担すべきである。
　⑵　各種控除制度の見直し
　　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的なものに見直す必要が

ある。とくに、人的控除については累次の改正の影響を見極めながら、
適正化を図るべきである。

　⑶　個人住民税の均等割
　　　地方税である個人住民税の均等割についても、応益負担原則の観点

から適正水準とすべきである。
２．少子化対策
●相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、これ以上の
課税強化は行うべきではない。

２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきである。
　⑴　贈与税の基礎控除を引き上げる。
　⑵　相続時精算課税制度の特別控除額（２，５００万円）を引き上げる。
●地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴　商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評

価に見直す。
　⑵　家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
　⑶　償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、「少額資産」

の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産（３０万円）にまで拡大す
るとともに、賦課期日を各法人の事業年度末とすること。また、将来
的には廃止も検討すべきである。

　⑷　固定資産税の免税点については、平成３年以降改定がなく据え置か
れているため、大幅に引き上げる。

　⑸　国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価
を行っているが、行政の効率化の観点から評価体制は一元化すべきで
ある。

２．事業所税の廃止
　　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止すべ
きである。

３．超過課税
　　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対象としているう
え、長期間にわたって課税を実施している自治体も多い。課税の公平を
欠く安易な課税は行うべきでない。

４．法定外目的税
　　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することのないよう配慮す
るとともに、税収確保のために法人企業に対して安易な課税は行うべき
ではない。

●その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告

業が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。平成３０
年度の税制改正では比較的大きな見直しが行われたが、さらなる抜本的
な対応が必要と考える。

　⑴　事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設
　　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置に

とどまっており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。と
くに、事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般
財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減ある
いは免除する制度の創設が求められる。

　⑵　相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　　平成３０年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するため、１０

年間の特例措置として同制度の拡充が行われたことは評価できるが、
事業承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を求める。

　　①猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成２９年以前の制度
適用者に対しても適用要件を緩和するなど配慮すべきである。

　　②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知に努
める必要がある。なお、特例制度を適用するためには、令和５年３
月末日までに「特例承継計画」を提出する必要があるが、この制度
を踏まえてこれから事業承継の検討（後継者の選任等）を始める企
業にとっては時間的な余裕がないこと等が懸念される。このため、
計画書の提出期限について配慮すべきである。

Ⅲ．地方のあり方
・国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化を図る地方分権化は
地方活性化の上でも重要である。その際には地方の自立・自助の理念が
不可欠である。地方創生戦略を推進するうえでもこの理念は極めて重要
になろう。

・「ふるさと納税制度」の返礼品アピール競争をみていると、あまりに安
易で地方活性化に正面から取り組もうとしているのか疑問を呈さざるを
得ない。住民税は本来、居住自治体の会費であり、他の自治体に納税す
ることは地方税の原則にそぐわないとの指摘もある。納税先を納税者の
出身自治体に限定するなど、さらなる見直しが必要である。

・地方交付税制度は国が地方の不足財源を手厚く保障する機能を有してお
り、それが地方の財政規律を歪めているとして改革が求められてきた。
地方は国に頼るだけでなく、自らの責任で行財政改革を進め地方活性化
策を企画・立案し実行していかねばならない。

　⑴　地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能移転の促進、
地元の特性に根差した技術の活用、地元大学との連携などによる技術
集積づくりや人材育成等、実効性のある改革を大胆に行う必要がある。
また、中小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との関係からも重要
であり、集中的に取り組む必要がある。

　⑵　広域行政による効率化について検討すべきである。基礎自治体（人
口３０万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町村合併を推進し、合
併メリットを追求する必要がある。

　⑶　国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革には､「事
業仕分け」のような民間のチェック機能を活かした手法が有効であり、
各自治体で広く導入すべきである。

　⑷　地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラスパイレス指数
（全国平均ベース）が改善せずに高止まりしており、適正な水準に是
正する必要がある。そのためには国家公務員に準拠するだけでなく、
地域の民間企業の実態に準拠した給与体系に見直すことが重要である。

　⑸　地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム化するとともに、
より納税者の視点に立って行政に対するチェック機能を果たすべきで
ある。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の適正化を
求める。行政委員会委員の報酬についても日当制を広く導入するなど
見直すべきである。

Ⅳ．震災復興等
・東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期である「復興・創生期
間（平成２８年度～令和２年度）」も４年目に入っているが、被災地の復興、
産業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業に当たってはこれま
での効果を十分に検証し、予算を適正かつ迅速に執行するとともに、原
発事故への対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必要がある。また、
被災地における企業の定着、雇用確保を図る観点などから、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

・近年、熊本地震をはじめ地震や台風などによる大規模な自然災害が相次



（8） 十日町法人会だより №58

☆いろんな活動をされていらっしゃいますが、具体的
にどのようなお仕事をされいらっしゃるのですか？

富井：一言で言うと“地域開発コンサルタント”です。
具体的には「一級建築士事務所」、体と環境にやさ
しい商品を扱う「えことぴあ」、「エコ・ヴィレッジ
社会実験研究所」の運営です。

☆また今日は元の第二藤巻医院で取材を行いました
富井：藤巻先生は初の川西町名誉町民で、地域医療に

尽力された医師です。この第二藤巻医院は国指定登
録文化財でもあり、大変貴重な建造物です。取り壊
されるのが忍びなく私が所得し、修理片付け改装を
済ませ2019年７
月から「エコ・
ヴィレッジ社会
実験研究所」の
事務所として使
用しています。
奥にはミーティ
ングもできるス
ペースも新設し
たんですよ。

☆富井さんが環境に興味を持たれたのは何かきっかけ
があるのですか？

富井：私は生後７日で肺炎にかかり、その時抗生物質
注射を受けたせいか化学物質に弱いんですね。それ

で食べ物に気を付けたり、環境に関心がいくように
なったんです。肺炎の後遺症で心臓の発育が悪く、
肺に影もあり、でもどうしても走りたくて、小２の
時「死んでもいいからマラソンに出して」と両親に
懇願し出場したんです。そしたら何と走り切れたん
です。病気でも「これを自分がやるんだという意志」
で完走したことが、その後私の自信になりました。

☆ご出身は宮城県だそうですね。
富井：はい、宮城県遠田郡小牛田町（現：美里町）で

す。母は若い頃東京で働いていたこともあり先進的
な女性でしたね。田舎でしたが流行りの洋服や、料
理も珍しいものを作ってくれました。父は食糧事務
所の検査官でしたが、ヤギやニワトリを飼ったり、
田んぼや畑が大好きで、私にも薪割りや風呂焚きを
させたり、自給自足の暮し方や歳時の大切さを楽し
んで伝えている人でしたね。

☆大学卒業後は建築の会社で働いていたそうですね。
富井：東北工業大学建築学科卒業後、仙台で住宅会社

勤務後に東京の建築設計会社でのスーパー億ション
の営業と設計監理補助に携わり、大学の教授に誘わ
れて仙台の㈱地域空間研究所で勤務しました。そし
てこの会社が高柳町のじょんのび村建設に関わった
ことで私の人生が大きく変わりました。

☆それはどんなことがあったのですか？
富井：初めてこの豪雪地に来て “ここから見えるもの

が本当の日本” と思ったのです。この地域の自然や
人たちに触れる中で、孤独だった東京での暮らしと
正反対なこの地域に急速に惹かれていったのです。
田舎であり、お年寄りが多くて、過疎地で、しかも

社長さん こんにちは
有限会社富井冨士子事務所／NGOこめ（光命）

代表取締役／代表　富 井 冨士子 さん

　今回は十日町市川西地区にあります、有限会社富
井冨士子事務所　代表取締役・NGOこめ（光命）
代表である富井冨士子さんです。

循環産業社会で
地域を活性化する
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豪雪地域。この地域に住んでいる人からみればすべ
てマイナスなことがすべて宝物に見えたのです。そ
して、自分が喜び、地域の人が喜ぶ仕事をこの地で
したい、と思ったのです。

☆その後川西町で会社を立ち上げられましたね。
富井：2002年１月に一級建築士事務所㈲富井冨士子事

務所開設、２月に自然食品店「えことぴあ」を開店
し、私の想いの準備を始めました。200５年７月から
は環境問題を扱うNGO活動開始を始め、200５年10
月にNGOこめ（光命）と命名しました。2017年３
月からは地域開発コンサルタント会社として㈲富井
冨士子事務所を総務省元帳に登録され、準備が整い
ました。

☆地域開発コンサルタント会社とは具体的にどんなこ
とをされるのですか？

富井：地域の明るい未来を提案する仕事です。難しい
ものは立ち上げもやります。小さなまちおこしの「高
柳のじょんのび村」でさえ、そうだったのだから、
気付いた自分が、立ち上げまでやらないと間に合わ
ないと覚悟して、弊社が民間コンサルタント会社と
評価される為の実績づくりを行い、今は準備が整い、
NGOこめ構想が始まるのを待機しています。

☆中越地震直後に、木内さんと出会ったのですね。
富井：200５年１月に愛知県豊田市で木内鶴彦さんの講

演を聴き未来には、明るい未来が在ったという話に
感動しました。それ以来地球環境再生の指導をいた

だいています。2007
年９月柏崎沖に北朝
鮮の弾道ミサイルデ
ポトンが投下された
時、原発に対する恐
怖が芽生えたのです。
原発は危険だと。10
月22日～11月30日ま
で「新エネルギーを

要望する署名運動」を行い、7，000名の署名を集め、
水落敏栄文部科学政務次官に署名提出させていただ
きました。

☆富井社長の構想は面白いですね。
富井：新しい価値観による「豪雪・中山間地の基幹産

業モデルと循環産業社会ムラモデル」をつくる「未

バイタリティあふれる富井社長。また活動も地域づく
りや環境問題と幅広い。最初は捉えどころがないよう
に思いましたが、そのルーツが幼少の頃自身が病弱だ
ったということを初めてお伺いして腑に落ちました。
この構想が実現できる日を心待ちにしておりますし、
法人会の会員企業の皆様にも応援していただきたいと
思いました。
� インタビューア　　　　　　　　　　　　　　　

十日町法人会広報委員会：関口憲太・滝沢重雄
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

来づくりに参加してみませんか！」パンフのことで
すね。

　　地域の山や木が資源となり、お金となり、たくさ
ん仕事が生まれるのです。しかも環境を保全しなが
ら。ビジョンを掲げているNGOスタイルなので、
世界中の諸問題解決を資金をつくりながら、格差も
ない、平和な、そして便利で健康的な明るい未来に
なります。

☆つい先日も木内先生の講演が開催されました
富井：2020年２月７日にクロステンにて十日町新聞社

さんの主催で木内鶴彦さん講演会「十日町をカーボ
ンの町にしよう」を行い、多くの方にご聴講いただ
きました。大変うれしかったです。

☆夢はなんですか？
富井：NGOこめ構想の実現です。今、始めれば、来

年の2021東京オリンピック前には、十日町市内にモ
デル工場（呼び水事業）の竣工開業が可能です。「世
界が平和で、持続可能な循環産業社会」に2030年ま
で立ち上げて、明るい未来を子どもたちにギフトし
たいです。長期化しそうな「コロナ自粛」を乗り切
る「希望」になったら嬉しいです。

豪雪・中山間地の機関産業モデルと循環産業社会ムラモデル：
「呼び水事業」
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（ケース１）災害により財産に相当な損失が生じた場合

（ケース２）ご本人又はご家族が病気にかかった場合

（ケース３）事業を廃止し、又は休止した場合

（ケース４）事業に著しい損失を受けた場合

ケースによりご用意
いただく資料が異なります。
まずはお電話でご相談を！
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　一向に収束の目途が立たない新型コロナウィルス。ＷＨOによるパンデミック宣言
が報じられて、世界の株式市場は混乱を極めています。NＹダウ株価も、２月12日の
高値29，５５1ドルから１か月で2８％も下落するなど、株式市場は理性を失っているかの
ように思えます。このような時こそ冷静になって、過去の歴史と賢者から学ぶべきと
考えます。資産運用で一番大切なことは、それはパニックに陥らないことです。その
ためには、①いま、何が起きているのか、②なぜ起きたのか、そして、③いま何をな
すべきかについて、落ち着いて考え、冷静に判断を下すことです。

知
識
の
窓

コロナ急落～危機はチャンスになるのか～

お問合わせ・ご相談 有限会社サクセスプラン 〒948-0031 十日町市山本町１丁目204
☎025−757−2058

DCプランナー（日本商工会議所）
CFP（日本FP協会）
中小企業診断士

 　池 田 　 隆

１．いま何が起きているのか？
　日本株が、世界の株式市場を牽引することは考えにく
いということで、米国株の今後の行方を見ることで、市
場全体の行先を考えてみたいと思います。
　コロナ急落の始まりは、３月に入ってからのこと。当
初中国を中心にアジアで発生･蔓延していたコロナウィ
ルスが欧米に飛び火、ＷＨOによるパンデミック宣言も
加わって、これまで好決算に支えられ絶好調だった米国
の株式市場が一気に瓦解を始めました。
■メディアに耳を貸すな！
　私たちが記憶している米国株式最大の暴落といえば何
と言っても「200８年のリーマンショック」です。米国株
価も１年余りの期間に60％近い下落を伴いました。人の
記憶って当てにならないものだということを今回も改め
て感じました。今回の経済ショックはリーマンショック
よりも深刻な事態だとする世間の認識です。本当にそう
でしょうか？当時の新聞雑誌、テレビでは、毎日のよう
に、世界恐慌再来、大失業、倒産列島という暗い話題が
連日取り上げられ、経済学者からも、「資本主義は崩壊
する」かのような論文まで登場し、世界は総悲観に覆わ
れ、少なくとも10年以内に経済が回復することを予想す
る評論家やメディアはほぼ皆無でした。それでも下表に
あるように、米株は５年たらずで暴落前高値を奪回した
のです。つまり、世間のほとんどの人の予想は、大きく
外れてしまいました。

■リーマンショックとの根本的違いは何か？
　今回のコロナショックはリーマンショックや平成バブ
ルの崩壊というよりは、感染終息の見通しが長引かない
限りにおいては、ブラックマンデー、米国同時多発テロ、
英国ＥＵ離脱ショックに「質的に」近いと考えられてい
ますので、終息の兆しが夏までに見えてくれば市場の回
復は比較的早いものになるかもしれません。
　また、アメリカのみならず世界各国において、緊急経
済対策という財政の大盤振る舞いが始まることでしょう。
　いずれにせよ、経済と市場の回復時期は、終息宣言が
いつ出されるかによるところが大きくなるものと思われ
ます。

２．何が起きたのか？
■コロナウィルスが企業業績下方予想を招いた
　今回のコロナ急落、その原因はコロナウィルスにある
ことに間違いはないのですが、より正しく言うと、コロ
ナウィルスの蔓延によって消費や企業活動が停滞、それ
が企業業績の悪化に繋がることを株価が織り込み始める
からです。
■株価は「企業価値」と「投資家心理」で決まる
　株価は何で決まるのか？　株価は長期的には企業価値

（一株当たり利益）で決まるということは、次の式のよ
うに表すことが可能です。（算数で学んだ、ｙ＝ａｘです）
　　株価＝（数値）╳（１株当たり利益）
■日米の株価の大底はいつか？
　中国での新型コロナの感染の始まりは19年12月。政府
発表通りなら、３月半ばから新しい感染が急減していま
す。12月から３月までは４ヶ月。４ヶ月目を収束期とみ
ることもできるかもしれません。2021年には、利用でき
るワクチンが出てくるので、経済活動は正常化に向かう
でしょう。

〈参考資料〉・ビジネス知識源プレミアム　等

急 落 前 高 値
からの下落率

急落前高値まで
に回復する期間

コロナ急落� （２0２0年）-33.9％（5週間） ？？？

ブラックマンデー�（１987年）-33.5％（3ヶ月） １年１0ヵ月

ＩＴバブル崩壊��（２000年）-48.5％（2年3ヵ月） ６年２ヵ月

リーマンショック�（２008年）-58.8％（1年6ヵ月） ５年２ヵ月

〈出　所〉ＳＰ500株価指数（Bloombergデータより）
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新潟支社　長岡営業所/
新潟県長岡市今朝白１－８－１８(長岡ＤＮビル２Ｆ)
ＴＥＬ　０２５８－３２－１９５１

長岡支店/
新潟県長岡市柏町２－２－３６(富士火災長岡ビル)
ＴＥＬ　０２５８－３３－９００９
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銅　賞
十日町市立吉田小学校

柳　煌世

租税教育活動

銅　賞
十日町市立西小学校

藤木　果歩

銅　賞
十日町市立松代小学校

池田　結衣

十日町市長賞
十日町市立吉田小学校　丸山　実咲

入選者おめでとう！

　女性部会が主管となり小学６年生を対象に「第６回税に関する絵はがきコンク
ール」を開催しました。本年度は11校から229点の応募がありました。２月３日、
審査委員長に中学校美術講師を迎え、女性部会正副部会長、十日町税務署長、統
括国税調査官及び十日町市税務課長により厳正に審査をしました。
　十日町法人会会長賞の津南小学校「江村娃那」さんの作品を県連に上申したと
ころ、新潟県法人会連合会会長賞を受賞し、県代表として関東信越法人会連絡協
議会へ上申された結果、関東信越女連協優秀賞を受賞しました。
　たくさんのご応募ありがとうございました。

第6回　税に関する絵はがきコンクール

十
日
町
税
務
署
長
賞

十
日
町
市
立
千
手
小
学
校
　
村
山
　

来
望

銀　賞
十日町市立吉田小学校

村山　奈桜

金　賞
津南町立津南小学校　樋口　はな

銅　賞
津南町立津南小学校

涌井帆乃夏

銅
　
賞

十
日
町
市
立
千
手
小
学
校

石
沢
　

心
花

銀　賞
十日町市立水

沢小学校

佐藤　栞七

十
日
町
法
人
会
会
長
賞

新
潟
県
法
人
会
連
合
会
会
長
賞

関
東
信
越
女
連
協
優
秀
賞

津
南
町
立
津
南
小
学
校
　
江
村
　

娃あ
い

那な

女性部会長賞
十日町市立西小学校　小嶋　

蘭


