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岩手の名水
「水分神社湧水」

今から千年以上の昔、坂上田村麻呂が
清水寺に行く時に立ち寄り

　飲んだとされる由緒ある湧水です。
住所：花巻市轟19地割122
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　花巻農業協同
●組合笹間支店

　花巻ささま
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位置情報はこちらから
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この度の人事異動により、花巻税務署長を拝命いたしました一二三（ひ

ふみ）でございます。

東京局麹町税務署からこちらに参りましたが、岩手県出身ということも

あり、浅からぬ縁を感じるとともに、この地に勤務できることを大変光栄

に思います。

宮澤会長をはじめ、公益社団法人花北法人会の皆様には、日頃から税務

行政に対しまして、深いご理解と多大なるご協力を賜り、心より感謝申し

上げます。

今年は女性部会が創立20周年という記念すべき年を迎えられると伺って

おります。これまでの地域企業と地域社会の健全な発展へのご貢献に深い

敬意を申し上げるとともに、今後の益々のご活躍をお祈り申し上げます。

税務行政におきましては、納税者サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、e-Taxやマイ

ナンバー制度の普及及び定着に向けて、積極的な周知・広報に取り組んでまいりました。花北法人

会の皆様におかれましては、e-Taxの普及にご理解をいただき、積極的に利用促進のご協力をいた

だいておりますことに改めて厚く御礼申し上げます。マイナンバー制度につきましては、平成28年

1月に利用が開始され、昨年1月から各種申告書や法定調書等への番号の記載が本格化いたしました。

e-Tax及びマイナンバー制度の一層の普及・定着に向け、花北法人会の皆様には引き続きご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。

また、来年10月1日から、消費税率10％への引上げ及び軽減税率制度の導入が予定されております。

税務当局といたしましては、事業者の皆様に軽減税率制度をはじめとする改正内容を十分理解して

いただけるよう、説明会の開催や丁寧な相談対応に、引き続き、取り組んでまいりますので、説明

会開催等のご要望がございましたら、是非ご相談ください。

今後とも花北法人会の皆様と意見交換をさせていただきながら、これまで培ってまいりました信

頼・協調関係をより一層深めてまいりたいと考えておりますので、引き続き、皆様方のご支援・ご

協力を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、花北法人会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝並びに事業のご繁栄を祈

念いたしまして、着任のあいさつとさせていただきます。

着任のあいさつ

花巻税務署長
一二三　輝明

花巻税務署　幹部異動状況（平成３０年７月１０日発令）

転　　　入 転　　出
署 長 一二三 輝明 東京局麹町税務署 桑原　 律子 秋田南税務署長
総 務 課 長 横山　 哲将 大船渡税務署　 佐々木 克宏 八戸税務署総務課長
管理運営部門統括官 菊池　 功喜 釜石税務署 高野橋 智香 盛岡税務署　管運３統
法 人 第 二 統 括 官 小谷地 和則 仙台国税局 八戸 美千春 八戸税務署特別調査官
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去る6月19日（火）ホテルグランシェール花巻に於いて、多くの会員と花巻税務署長桑原律子様

をはじめとするご来賓の皆様の出席のもと、第六回通常総会が開催されました。昨年の総会後、宮

澤一郎氏を会長とする新体制でスタート。青年部会及び女性部会並びに各委員会の自主的な活動で

事業を展開した平成29年度の事業を報告。今年度も公益社団法人としての活動を会員以外にも周知

し参加を募ることが重要との認識で一致。法人会全体として躍進が期待される総会となりました。

事前送付されていた、「第六回通常総会議案書」により、理事会で承認された①平成29年度事業

報告、（税知識の普及を目的とする事業・納税意識の高揚を目的とする事業・税制及び税務に関する

調査研修並びに提言に関する事業・地域企業の健全な発展に資する事業・地域社会への貢献を目的

とする事業・共益関係・管理関係の報告）②平成30年度事業計画報告（①のカッコ書きの事業への

取組）③平成30年度収支予算報告が最初に行われました。

続いて議案の審議に入り、第一号議案、平成29年度収支決算、第二号議案　八重樫民徳理事の辞

任による役員補選の件、ともに原案とおり承認可決されました。辞任された八重樫民徳様には、法

人会の運営にご支援、ご協力をいただきましたことに心より御礼申し上げます。また総会では、後

任として今野好孝氏（北上商工会議所専務理事）が法人会専務理事として承認されました。

来賓祝辞は、桑原律子署長より、「企業の健全経営を支える税の知識を高める活動と共に、地域企

業、地域社会の健全な発展等、幅広く寄与する事業活動を展開されることをご期待しています」と

法人会のあるべき姿、更なる公益事業活動への後押しの祝辞をいただき、総会は終了いたしました。

記念講演は、細田修一様（財務省　主税局参事官室　国税租税総合調整官）より「平成30年度税

制改正について」との演題で講演をいただきました。

花北法人会　第六回通常総会開催
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公益社団法人花北法人会の第6回青年部会・女性部会合同事業報告会が6月21日（木）ホテルブ
ランニュー北上で開催され、桑原律子花巻税務署長を始めとする来賓の皆様と多くの部会員の出席
を得て開催されました。

議事では、女性部会では、菊池房江部会長が議長となり進行され①平成29年度事業報告②平成
30年度事業計画　について報告され、特に平成30年は女性部会の創立20周年となり、女性部会と
して式典等の開催を計画し、部会員全員で取組　成功裡に向けて早急に具体化したいとの決意表明
がありました。また周年事業を開催するに当り、女性部会員の拡大を図ることも提案し、部会員の
賛同を得た後、平成30年度の幹事の承認を得て平成30年度の新体制が決定され報告会は終了。続
いて髙橋克史青年部会長が議長となり青年部会の事業報告、平成30年度事業計画が報告され、平成
30年度の役員について提案があり、新青年部会長に瀬川賢孝氏、副部会長には、伊藤隆一氏（再任）
奥山雅史氏（新任）が承認され幹事についても提案があり同様に承認されました。

来賓祝辞では、来賓を代表して桑原花巻税務署長が、「花北法人会のリーダーとして今後も活躍し
ていただくとともに、会員の増加を図り益々の発展を期待する」との祝辞を述べられました。

記念講演は、桑原律子花巻税務署長に「これまでの10年」との演題でご講演いただきました。昨
年7月に着任以来、多くの団体等で講演をされており、聴講した多くの方々が講演内容そのものに感
銘も受けたが、お話の仕方が大変上手で何回聞いても聞き手を飽きさせない講話で非常に良かった
と大好評でした。

お話上手の裏には、いろいろお調べし、普段からお勉強をされていると思いますが、その辺のコ
ツも伝授していただきたかったと思うところです。

第6回 青年部会・女性部会合同事業報告会開催される
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今年度、花北法人会青年部会の部会長を仰せつかりました瀬川賢孝と申
します。

花北法人会青年部会は昭和61年に岩手県下で最初の青年部会として設
立、平成28年度には創立30周年を迎えました。この歴史と伝統のある花
北法人会青年部会の部会長という大役を拝命し、大変身が引き締まる思い
です。

我々青年部会は花北法人会会員企業の中で、満50歳以下の会員で構成
されております。青年部会設立以来、次代を担う経営者の育成と組織の活
性化を目的として、各種研修会活動と事業活動を展開してまいりました。
今年度も青年部会は、花巻市内及び北上市内小学校での「租税教室」や、「税
を考える週間ティッシュ配り」等の事業を通じ、税の知識の普及・啓発活
動を行い、地域社会の健全発展に貢献してまいりたいと考えております。

今後も、花巻税務署長様・花北法人会親会・女性部会の皆様のご指導ご鞭撻を賜りながら、全法
連の理念であります「税のオピニオンリーダー」を目指し、青年部会一丸となって頑張ってまいり
ます。1年間宜しくお願い申し上げます。

青年部会　部会長
瀬川　賢孝

平成30年度新役員名簿
女性部会 氏名 法人名

相 談 役
高橋 きよこ 新高電気㈱
高橋 美枝子 東給食品㈱
大澤　幸子 ㈲対滝閣

部 会 長 菊池　房江 ㈱平藤

副 部 会 長
八重樫 チメ 富栄電気㈱
笹木　修子 ㈱花果
葛巻　紀子 ㈱南部家敷

幹  　 事

久保田 清子 ㈱久保田光学
菊池 カナ子 ㈱岩手防火管理サービス
奥山　寿子 ㈱おくやま
小原 美英子 ㈱あぶらや商店
伊藤　純子 ㈱伊藤染工場
中村　慶子 ㈱中村商会
藤田　澄子 ㈱三協製作所
阿部  文子 ㈱阿部電設
佐々木啓子 ㈱中央コーポレーション
八重樫 徹子 ㈱八重樫葬具店
熊谷　清子 ㈱亀屋
伊藤美恵子 ㈲夢工房
岩舘　昌子 ㈱ジョイスニッコー
佐々木眞智子 佐々長醸造㈱
山口　淑子 ㈲山口商会
小川　富士 小川酒店
小田島佐智子 成和建設㈱
佐藤さよ子 SS建築デザイン室㈲

青年部会 氏名 法人名

相 談 役

高橋　徳好 新高電気㈱
中村　通孝 ㈱中村商会
佐々木 信行 高田工業㈱
高橋　克史 ㈱登美屋

部 会 長 瀬川　賢孝 ㈱石のセガワ

副部会長 伊藤　隆一 ㈲伊藤治
奥山　雅史 ㈱おくやま

幹 　事

高橋　　誠 高源精麦㈱
佐藤　　寛 ㈱佐藤組
藤﨑　信男 ㈱フジサキ
高橋　　香 ㈲丸畑モータース
岩舘　　光 日興電気㈱
佐々木暁夫 ㈱北上開発
大久保浩二 ㈱大久保建設
赤沼　範高 ㈱赤沼商店
小澤　憲男 ㈱小沢商店
笠井　　健 北良㈱
伊藤　泰晃 ㈱風童社
高橋　俊光 レストランチロル㈱
気仙　裕介 プラント工業㈱
中村　達也 ㈱アジテック
吉田　有芳 吉田コンクリート工業㈱
三田　　啓 ㈱三田商会
高橋　　要 ㈱イル・デ・パン
高橋　隆紀 ㈱高嵩
伊藤　泰仁 ㈱伊藤組
平野　太基 牧子・平野建築研究所
軽石　倫史 ㈱展勝地
伊藤　芳徳 ㈲伊藤舗装工業
佐藤　誠吾 ㈲サトミ塗装
木村　直樹 ㈱木村設計Ａ・Ｔ

部会長就任にあたり
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社会人セミナー開講

平成30年度の社会人セミナー（第13回）は、平成30年7月4日、
受講生15名と、ご来賓として吉田俊行様（花巻税務署所長代理）、
川上明様（労働基準監督署長）、石井幸恵様（花巻年金事務所長）、
千葉正則様（振興局花巻県税センター所長）、佐藤多恵子様（花巻
市役所市民税課長）を迎え開講式を挙行。約4 ヶ月間に及ぶ講座
をスタートしました。

開講式では、佐藤良介副会長が「講座の内容は幅広いものとし
ているが、異なる分野で活躍している方々との情報交換を通じて
活動の視野を広げる機会にして欲しい」とあいさつ。来賓祝辞を
吉田法人課税部門統括官が代読、受講生一人一人の氏名と所属を
紹介し開講式は終了しました。

開講式終了後、吉田花巻税務署法人統括官が第一回目の講師と
して、『税金の使い道と日本の財政』『サラリーマンにかかる税金』
の演題で講義を行いました。

第2回目講座は、岩手県県南広域振興局花巻県税センター納税
課長長谷川英夫様を講師に『地方税について』開催。参考資料は
とても明快で初心者でも実務がわかる講義でした。

第3回目の講座は、『労働法について』で花巻労働基準監督署署
長川上明様を講師として開催。体をほぐし勤務中でもとっさの障
害を防げる日常の体操を披露しながら、有意義な講義となりまし
た。

第4回目の講座は、『知っておきたい年金のはなし』として、日
本年金機構花巻年金事務所から、徴収課長多田想様、年金専門職
小田島信子様お二方に、基本的な年金の仕組みから障害者年金等
について詳細に講義いただきました。

第5回目は、室内の講座から飛び出して『企業訪問』を行いました。
訪問先は北上北工業団地に工場を構える『株式会社薄衣電解工業』、
あらゆる金属等を「めっき」する鍍金業の工場見学でした。受講
生は、会社の概況、会社が目指す人材と品質等の説明を受けた後、
金めっきを小さな漕で数名が実体験を行いました。

第1回

第4回

第2回

第5回第3回

第13回
社会人セミナーに

受講生を派遣頂いた
企業さま

花巻信用金庫 2名
北上信用金庫 2名
株式会社マルサ

小田島商事株式会社
大栄商事株式会社
株式会社宮澤商店

株式会社みちのくクボタ
株式会社新興製作所

花巻商工会議所
北上商工会議所

株式会社アベヤス
トヨタカローラ南岩手株式会社

岩手基礎工業株式会社
有限会社デナップ岩手


