
             第 13 号（25 年 7 月） 

 

★★★★    第第第第 1 回定時回定時回定時回定時総会総会総会総会            平成平成平成平成 25 年年年年 6 月月月月 17 日日日日（（（（月月月月））））  於：ＪＡ花咲ふくい 芦原支店 

三国税務署長等を来賓に迎えて定時総会が開催されました。久野会長の挨拶後議案審議に入り、

2 議案とも全て原案通り可決決定しました。なお 25 年度の活動方針は法人会の原点である「税」

を主体にした「小中学生の租税教育活動」「地域社会貢献活動」「地域企業の発展に資するための

各種研修会」の開催等に努めることに決定しました。 また功労者表彰に続き来賓を代表して 

室屋三国税務署長のご祝辞を頂き盛会のうちに総会を終了しました。 

 

本年本年本年本年はははは任期満了任期満了任期満了任期満了にににに伴伴伴伴うううう役員改選役員改選役員改選役員改選がありがありがありがあり、、、、会長会長会長会長にににに    久野久野久野久野    好輝好輝好輝好輝、、、、        副会長副会長副会長副会長にににに、、、、    井伊井伊井伊井伊    重憲重憲重憲重憲        

竹内竹内竹内竹内    博之博之博之博之    ・・・・    出口出口出口出口    隆弘隆弘隆弘隆弘    ・・・・    西村西村西村西村    英一英一英一英一    ・・・・    宮本宮本宮本宮本    洋洋洋洋    がががが選任選任選任選任されましたされましたされましたされました。。。。 

総会に先立って、坪川常春氏による「安倍さん大丈夫ですか！」の講演会が行われました。 

      

平成 25 年度 功労者表彰 

（公財）全国法人会総連合会会長表彰 

                              小森 辰雄  

                          （公社）福井県法人会連合会会長表彰 

                           西村 英一 ・  山口 啓一  

                           岡本 憲一   伊藤 幸子  

 

★★★★    平成平成平成平成 25 年度全国法人会税制年度全国法人会税制年度全国法人会税制年度全国法人会税制セミナーセミナーセミナーセミナー 

  2 月 19 日（火）  於：東京 

平成 26 年度の「税制改正要望」作成に向け 

た税制委員向けのセミナーに、当会からも税制 

委員の方々が参加し熱心に講義を受けられまし 

た。  

 

★★★★    平成平成平成平成 26 年度年度年度年度福井県連福井県連福井県連福井県連のののの「「「「税制改正要望事項税制改正要望事項税制改正要望事項税制改正要望事項」」」」まとまるまとまるまとまるまとまる 

５月に行った、会員からのアンケート調査を参考に税制委員を中心に坂井法人会の「税制改正

要望事項」を取りまとめました。なお県下６単位会の要望事項を県連税制委員会で検討してまと

めた結果を、福井県連の要望事項として全国法人会連合会へ提出いたしました。 

 なお要望事項の詳細は坂井法人会のホームページにてご覧ください。  

     

三三三三    国国国国    税税税税    務務務務    署署署署    異異異異    動動動動    関関関関    係係係係                ７７７７月月月月 10 日発令日発令日発令日発令 

 

三国税務署役職 新任者 前官職 前任者 異動先 

署 長 勝元 一樹 金沢国税局 室屋 充 日本学生支援機構 

総務課長 木下 康慈 高岡税務署 南部 吉秀 金沢国税局 

管・運統括官 五十島 俊朗 個人 2 統括官 漆崎 雅博 退職 

個人 2 統括官 山本 美紀雄 敦賀税務署 五十島 俊朗 管・運統括官 

法人統括官 中島 啓一郎 金沢国税局 熊木 克己 金沢国税局 



 

★ 労務研修会労務研修会労務研修会労務研修会     

        3 月 7 日（木）   於：いねす（坂井町） 

 ＊課題「65 歳継続雇用が義務化へ」  ＊講師 ㈲働きがい研究所 橋 敏夫 氏 

 法改正により 65 歳雇用が義務化になることに向けてこれから企業はどのように対応していく

べきかを詳しくご説明していただきました。 

 

★★★★    確定申告実務確定申告実務確定申告実務確定申告実務ポイントポイントポイントポイント研修会研修会研修会研修会        ⇒⇒⇒⇒ 

2 月 7 日（木） 於・あわら市商工会  

三国税務署から講師を迎えて、確定申告のしかた 

を詳しく説明していただきました。また日頃疑問に 

思っていたことなどたくさんの質問にもお答えいた 

だきとても有意義な研修会になりました。 

 

申告などの国税に関する各種手続きには、国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ）が 

便利です、詳しくは、国税庁ホームページにアクセスしてください。 

★★★★    第第第第 1 回福井県法人会連合会定時回福井県法人会連合会定時回福井県法人会連合会定時回福井県法人会連合会定時総会総会総会総会 

                     ５月 22 日（水） 於・ユアーズホテルフクイ 

金沢国税局、福井税務署、税務関連団体等多くの来 

賓を始め、県下 6 法人会から 90名の役職員が参加

して行われ、議事全て原案通り承認可決されました。 

その後ジャーナリスト須田慎一郎氏による「どうな 

る日本経済！アベノミクスが目指すもの」の講演会

が行われました。 

★ 北陸法人会連合会第北陸法人会連合会第北陸法人会連合会第北陸法人会連合会第 34 回通常総会回通常総会回通常総会回通常総会 

6 月 11 日（火）於：ホテル日航金沢  

北陸 3 県 15 の単位会から 95名の役職員が 

出席し、金沢国税局長を始め多くの来賓の 

見守る中、角間北法連会長の挨拶で開会さ 

れ議事は全て原案通り承認可決されました。 

 

★★★★    第第第第 5 回回回回    職域対抗職域対抗職域対抗職域対抗ボウリングボウリングボウリングボウリング大会大会大会大会 

 

                                                                                            於・福井空港ボウル  3 月 13 日（水） 

 

坂井法人会恒例の職域対抗ボウリング大会を 27

チーム 108名が参加して盛大に行われました。ボ

ウリングの後「身近な税金クイズ」に挑戦してい

ただきましたがボウリングのようには行かない

様子でした。 

 

個人事業税個人事業税個人事業税個人事業税のののの納税納税納税納税にはにはにはには、、、、便利便利便利便利でででで確実確実確実確実なななな口座振替口座振替口座振替口座振替のののの利用利用利用利用をおすすめしますをおすすめしますをおすすめしますをおすすめします。。。。 

個人事業税個人事業税個人事業税個人事業税、、、、自動車税自動車税自動車税自動車税、、、、不動産取得税不動産取得税不動産取得税不動産取得税はコンビニエンスストアではコンビニエンスストアではコンビニエンスストアではコンビニエンスストアで納納納納めることができますめることができますめることができますめることができます。。。。 



青青青青        年年年年        部部部部        会会会会        活活活活        動動動動        報報報報        告告告告 

★ 税務懇談会税務懇談会税務懇談会税務懇談会    1 月月月月 24 日日日日（（（（木木木木））））        於於於於：：：：あわらあわらあわらあわら市商工会市商工会市商工会市商工会 

 

室屋三国税務署長と熊木統括官を講師に迎えて、 

熱心な協議が行われました。また税務署長より 

当法人会青年部会の日頃の活動に関して感謝の 

言葉をいただきました。 

 

 

                                ★★★★    ボウリング・ボウリング・ボウリング・ボウリング・交流会交流会交流会交流会    2 月月月月 21 日日日日（（（（木木木木）））） 

                             於： 福井空港ボウル 

第 6 回目となるボウリング大会は、23

名が参加し、熱戦が繰り広げられました。     

その後、租税教育について協議しました。 

 

平成平成平成平成 24 年度年度年度年度のののの「「「「さかいさかいさかいさかい労災遺児募金労災遺児募金労災遺児募金労災遺児募金」」」」５２５２５２５２，，，，０４７０４７０４７０４７円円円円をををを「「「「あしながあしながあしながあしなが育英会育英会育英会育英会」」」」へへへへ寄贈寄贈寄贈寄贈しましたしましたしましたしました。。。。

関係者関係者関係者関係者のののの皆様有難皆様有難皆様有難皆様有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。 

 

    ★★★★        第第第第 24 回定時総会回定時総会回定時総会回定時総会            6 月月月月 4 日日日日（（（（火火火火）））） 

 第 24回定時総会は会員 36名が参加し、八木 

旅館で盛大に開かれ三国税務署長が来賓として 

祝辞を述べられました。 

25 年度は、租税教育及び社会貢献等を重点事 

業とするほか、各種事業を通じて納税意識の向 

上と企業経営のための正しい税知識習得に努め 

ることを決定し、全議案が承認可決されました。 

新部会長新部会長新部会長新部会長（（（（近藤近藤近藤近藤    義満義満義満義満    ））））・・・・    副会長副会長副会長副会長（（（（奥中奥中奥中奥中    秀尚秀尚秀尚秀尚    ・・・・    近藤近藤近藤近藤    義治義治義治義治））））のののの 3 氏氏氏氏がががが選任選任選任選任されましたされましたされましたされました。。。。 

坂井法人会青年部会坂井法人会青年部会坂井法人会青年部会坂井法人会青年部会にににに入入入入りませんかりませんかりませんかりませんか 

坂井法人会青年部会坂井法人会青年部会坂井法人会青年部会坂井法人会青年部会はははは時代時代時代時代をををを担担担担うううう若者若者若者若者たちがたちがたちがたちが「「「「よきよきよきよき経営者経営者経営者経営者をををを目指目指目指目指すもののすもののすもののすものの団体団体団体団体」」」」ですですですです。。。。５０５０５０５０歳歳歳歳

までのまでのまでのまでの経営者経営者経営者経営者、、、、役員役員役員役員、、、、経営者経営者経営者経営者をををを目指目指目指目指すすすす方待方待方待方待ってってってっていいいいますますますます(年会費年会費年会費年会費 6,000 円円円円)     申込申込申込申込はははは 78-6117 までまでまでまで     

 

女女女女        性性性性        部部部部        会会会会        活活活活        動動動動        報報報報        告告告告 

◇◇◇ 無理無理無理無理なくなくなくなく節電節電節電節電    いちごいちごいちごいちごプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    ◇◇◇ 

全国の法人会女性部会が中心となり、電力需要ピーク時における「無理のない節電に取り組む活

動」を親会・青年部会とも連携し、会合等を通じて「無理なく、楽しく、出来る事から、みんな

でチャレンジしよう！」をキャツチフレーズに裾野の広い活動になるよう日々がんばっています。 

 

★★★★    税務懇談会税務懇談会税務懇談会税務懇談会        1 月月月月 17 日日日日（（（（木木木木））））    於：あわら市商工会 

                   会員 21名が参加。三国税務署の室屋署長・熊木統括

官を囲んで税務行政に関する様々な問題について意見交

換が行われました。24 年に初めて行われた「税の絵はが

きコンクール」などの租税教育、社会貢献活動について

税務署長よりお礼の言葉をいただきました。 



税税税税にににに関関関関するするするする「「「「紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居・・・・青青青青いふうせんいふうせんいふうせんいふうせん」「」「」「」「DVD・ケンタ・ケンタ・ケンタ・ケンタ君君君君のののの大冒険大冒険大冒険大冒険」」」」によるによるによるによる租税教租税教租税教租税教育活動育活動育活動育活動 

3 月 18 日（月） 於：本荘小学校（あわら市）1、2 年生 

 

 

 

 

 

 

◇◇◇ 第第第第 2 回回回回「「「「税税税税にににに関関関関するするするする絵絵絵絵はがきコンクールはがきコンクールはがきコンクールはがきコンクール」」」」作品募集作品募集作品募集作品募集ににににつつつついていていていて ◇◇◇ 

「税金は毎日の生活の中でどのように役立っているのか」ということを小学生 6 年のみなさん

に知っていただき、理解と関心を深めていただくために実施いたします。税に関する絵（税金で

造られている建物・施設・税金で購入される物品、税金で行われている仕事など）であれば何で

も構いません。詳しくは（公社）坂井法人会 電話 78-6117 までご連絡お願い致します。 

 

★★★★    第第第第 8 回法回法回法回法人会全国女性人会全国女性人会全国女性人会全国女性フォフォフォフォーーーーラムラムラムラム    愛知愛知愛知愛知大会大会大会大会    4 月月月月 11 日日日日（（（（木木木木））））     

    全国から 1800 人、当会からは 16名の方々 

が参加され、第 1部ではエレガント・マナー 

スクール学院長の平林都氏を講師に迎えた記 

念講演が行われました。税に関する法人会活 

動や絵はがきコンクールの作品、ｅ‐Ｔａｘ 

コ―ナーなど展示物も充実しており楽しいひと 

ときを過ごしました。 

 

★★★★    第第第第 10 回定時総会回定時総会回定時総会回定時総会    6 月月月月 6 日日日日（（（（木木木木））））    於於於於：：：：あわらあわらあわらあわら市商工会市商工会市商工会市商工会 

 総会には三国税務署長等が来賓として出席、国京部会長の挨拶で始まり、全ての議案は 

承認可決されました。なお任期満了に伴う役員改選で 新部会長新部会長新部会長新部会長にににに    国国国国京京京京    昌昌昌昌代代代代                                                

新副部会長新副部会長新副部会長新副部会長にににに    北北北北山山山山    佳佳佳佳代代代代    ・・・・        津谷津谷津谷津谷    尚尚尚尚子子子子        顧問顧問顧問顧問にににに    後後後後藤藤藤藤    秋子秋子秋子秋子    がががが選任選任選任選任されましされましされましされました。 

 

                          

                          

                                 

                          

 

★★★★    福井県法人会女性部会研修会福井県法人会女性部会研修会福井県法人会女性部会研修会福井県法人会女性部会研修会        6 月月月月 20 日日日日（（（（木木木木））））     

於 ： ホテル せくみ屋（小浜市） 

 県下から多数の方々が参加し、小浜法人会女性部会の 

活動の報告後、㈱森八  女将 中宮紀伊子 氏による 

「この人生をありがとう」と題しての講演会が行われまし 

た。おしゃべりティータイムでは他法人会女性部会の方々 

との交流など楽しいひとときを過ごしました。 

 

女性部会員女性部会員女性部会員女性部会員をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています。。。。年会費年会費年会費年会費はははは 3,000 円円円円ですですですです。。。。おおおお申申申申しししし込込込込みみみみはははは 78-6117 事務事務事務事務局局局局までまでまでまで 

個人事業税個人事業税個人事業税個人事業税のののの（（（（第第第第 1 期期期期分分分分））））のののの納期納期納期納期限限限限はははは平成平成平成平成 25 年年年年 9 月月月月 2 日日日日（（（（月月月月））））ですですですです 


