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新年のご挨拶       公益社団法人 坂井法人会     

                         会 長  出口 隆弘         

皆様方には、ご家族おそろいで健やかに初春をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

旧年中は、坂井法人会に対し格別のご支援ご協力を賜り心より厚くお礼申し上げます。 

さて、昨年は、北陸新幹線の金沢開通の効果を受け、当地への入込客が増加するなど地域社会への好循

環の一方で、中国経済の減速やパリの同時テロ、TPP 終結等の不安材料が混在する不透明な 1 年でした。 

そのような中、法人会は、先の全国大会において採択された「平成 28年度税制改正に関する提言のスロ

ーガン」①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！②中小企業の力強い成長なくし

て、真の経済再生なし！③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!④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！の実現に努めてまいります。 

また「税のオピニオンリーダー」として税務当局や友誼団体との連携をより密にして、「税務・経理等の

研修会・時事講演会」「小中学生の租税教育・身近な税金クイズ」等の納税意識の高揚や税知識の普及活動

等により、公益社団法人として、企業の発展を支援し地域の振興に寄与し、国と社会の健全な発展に資す

る幅広い社会貢献活動を展開して行きたいと考えております。 

なお、平成 29年 10月に開催予定の「法人会全国大会 福井大会」向けて、組織の拡大と福利厚生制度

の推進による財政基盤の拡充に努めたいと考えますので、会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。 

結びに当たりまして、本年が皆様方にとって素晴らしい希望の年になりますことを心から祈念いたしま

して、新年のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

新年の御挨拶         三国税務署   

署 長 松野 照光 

平成 28年の年頭に当たり、謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

公益社団法人坂井法人会の皆様には、平素から税務行政に対しまして、深い 

御理解と多大な御協力を賜っており、この紙面をお借りしまして、厚くお礼申し上げます。 

貴会は、「よき経営者を目指すものの団体」として、会員の積極的な自己啓発を支援し、納税意識の向上、

企業経営及び社会の健全な発展に貢献することを基本的指針として幅広い活動を展開されており、出口会

長をはじめ役員並びに会員の皆様方の日頃の御尽力に心から敬意を表する次第です。 

さて、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、日々変化を続けております。

本年は、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）施行の最初の年となります。また、来年 4 月には消

費税率の再改定が予定され、軽減税率の話題やアベノミクスによる経済情勢等の変化が連日報道機関等に

取り上げられています。こうした状況の中、税務行政を円滑に運営するためには、皆様方の深い御理解と

御協力がぜひとも必要であり、私どもといたしましても、皆様のお力添えの下、この様な変化に適切に対

応し、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という国税庁の使命を果たすため、

引き続き納税者サービスの充実と適正公平な課税・徴収に努めてまいりたいと考えております。 

間もなく、平成 27年分の所得税等の確定申告期を迎えます。本年も引き続き、e-Taxをはじめとする自

宅等から ICTを利用した申告を推進してまいりますが、特に、国税庁ホームページの「確定申告書等作成

コーナー」は、画面の案内に従って入力すると自動計算で確定申告書等が作成できるようになっており、

印刷して書面を提出いただくか、e-Tax で送信いただくかを選択できます。会員の皆様、御家族様及び従

業員の皆様の確定申告に是非御活用いただき、早めの申告と納税をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、公益社団法人坂井法人会のますますの御発展と会員の皆様の更なる御繁栄を心か

ら祈念いたしまして、御挨拶とさせていただきます。 



          平成 27年度「税を考える週間」関係行事 （11月 11日～11月 17日） 

★地域社会に貢献する企業講演会 （坂井法人会・あわら市商工会・坂井市商工会） 参加者 152名 

                11月 27日（金）     於：JA花咲ふくい 芦原支店 

自民党本部や新進党、民主党での勤務経験があり、退職後は「とくダネ」や「スーパーニュース」など

でコメンテーターとしてご活躍されている政治アナリスト 伊藤 惇夫 氏を迎え「安倍政権の課題と日

本政治の行方」と題した講演会を開催しました。当日は雷雨等でお天気が心配されましたがたくさんの方々

にお越しいただき、とても有意義な講演会となりました。 

 

 

 

 

 

 

      

                          ★ 税の広報活動  11月 14日（土） 

                            於：ショッピングセンターアミ 

                       三国税務署の松野署長・職員の方々ともに、坂井法人 

会役員らが協力して「税を考える週間」の街頭広報活動

を実施しました。店内で開催されている中学生の税に関

する作品展においては、作文部では全国大会で賞を頂く

など、子供たちの税に対する関心の高さが感じられる作

品展となりました。 

 

★第 32回法人会全国大会 「徳島大会」   

10月 8日（木） 於：徳島県立産業観光交流センター 

 全国より 1,800名が参加。「日本の山里に、こんな仕事・移住 

企業もありますよ～地方創生の独創的ビジネスモデル～」をテー 

マに㈱いろどり 代表取締役社長 横石知二氏・NPO法人グリー 

ンバレー 理事長 大南信也氏・（公財）徳島経済研究所 専務理 

事 田村耕一氏を迎えてのパネルディスカッションが行われ、懇 

親会においては「阿波踊り」のアトラクションがありました。 

 また、会員からの要望やアンケートを基に策定された「平成 28年度税制改正に関する提言」が採択され 

その実現に向けて、政府、各政党及び関係省庁、地方自治体等に対する要望活動を行いました。  

 

 

 

 

 

 

 

11月 26日 出口会長・宮本副会長が       11月 26日 出口会長・井伊副会長が 

坂井市の坂本憲男市長に               あわら市の橋本達也市長に 

提出いたしました。                 提出いたしました。 

 事業者の方は、給与支払報告書を 2月 1日までに住所地の市町村に提出して下さい 



★平成 27年度三国税務署納税表彰式   11月 9日(月) 於：三国社会福祉センター 

・三国税務署長納税表彰受賞者 

伊藤 幸子 <法人会功績> ・ 宮本 洋 <法人会功績>  ・ 津谷 尚子 <納貯功績> 

中嶋 敬造 <青申会功績>  ・ 橋本 尚一 <租税教育功績>  

 ・三国税務署長 租税教育推進校表彰受賞校    坂井市立東十郷小学校    

            青 年 部 会 活 動 報 告 

★ 第 29回法人会全国青年の集い「茨城大会」  

11月 20日（金） 於：茨城県立県民文化センター 

                     全国から 2,000名が参加し、租税教育活動のパネルの 

展示、事例発表のほか、宇宙航空研究開発機 JAXA 

名誉教授 的川泰宣氏による「いのちの絆を宇宙に求 

めて」と題した記念講演会が行われました。 

 

★ 体験型租税教室  10月 28日（水） 於：福井海上保安署・福井石油備蓄基地 

子供たちに税の必要性や使い道を学んでもらうための体験学習会に、今年は坂井市兵庫小学校の 6 年

生 21名が参加し、国の施設である福井石油備蓄基地の見学や福井海上保安署では巡視船「あさぎり」へ

の乗船、海難救助防具の着用体験をしました。当日はケーブルテレビの取材もあり、元気にインタビュ

ーにも答え、とても有意義な一日となりました。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

★ 租税教室活動 

今年は坂井地区、三国地区の会員の方々がそれぞれ地元の小学校に於いて租税教室の講師を務めまし

た。会員の方は事前にリハーサルをして、子供たちが少しでも理解しやすいように数々の工夫をされて

いました。当日はその成果が生かされ、いきいきと授業に参加している子供たちの姿がとても印象的で

した。今月は丸岡地区も租税教室を開催する予定で、ますます活動に力を入れてがんばっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1億円は重いかなぁ~?! 注)お金は本物？ 

↑大関小学校 12月 4日（金）             ↑加戸小学校 12月 11日（金）          



 確定申告は 24時間送信可能な電子申告 e-Tax のご利用をおすすめいたします  

女 性 部 会 活 動 報 告 

★ コシヒカリ杯バレーボール大会・協賛     9月 27日（日）於：三国体育館 

坂井市・あわら市の「いきいき元気な女性」130名が参加されました。恒例の「税金クイズ」にも 

挑戦し熱戦が繰り広げられ、大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 第 2回「ひとり竹の作品作り」竹細工体験教室 

 10月 25日（日） 於：あわら市金津創作の森 

主催・NPO法人グリーンウェルに協賛 

参加者 60 名。〇×で答える「税金クイズ」にも親子で

挑戦していただきました。 

今年も素敵な竹細工の作品 

がたくさんできました。 

                        

 

 ★ 第 3回女性部会役員会   12月 1日 (火)  於：坂井法人会事務局 

        協議事項 <今後の事業日程について> 

・税務懇談会  2月 4日(木)  あわら市商工会芦原支所   

・第 4回「税の絵はがきコンクール」の審査 2月 4日(木) 

・福井県法人会連合会「税の絵はがきコンクール」表彰 

 

◆ 研 修 会 等 の お 知 ら せ ◆  

項  目       日          時 間         会  場   

 ・租税教室       28年 1月 19日(火) 14時～14時 45分   坂井市立長畝小学校 6年 

 ・税務懇談会(青年部)  28 年 2月 3日(水) 11時～13時     あわら市商工会芦原支所 

 ・税務懇談会(女性部)  28年 2月 4日(木)   11時～13時          あわら市商工会芦原支所 

 ・税務セミナー(全法連)28年 2月 16日(火)            ハイアットリージェンシー 

・労務研修会     28年 3月 9日 (水)   14時～15時 30分  あわら市商工会芦原支所２階   

・ボウリング大会   28年 3月 16日(水)    18 時 30分～    福井空港ボウル（春江） 

 

坂井法人会は、三国税務署管内 1,000社の会員企業の経営者の方が、「税のオピニオリーダ
ー」として、さまざまな活動を行っています、貴方もぜひご一緒に活動しませんか、只今
会員募集中です。 ( 連絡先・公益社団法人 坂井法人会 事務局  電話 78-6117 まで ) 

 

 「税金」は、私たちが健康で文化的な生活を送るための「会費」です  

 納税は期限内に！  申告所得税及び復興特別所得税は 3月 15日まで  


