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年頭にあたり謹んで新春のお慶びを申し上げます
会員の皆様には、花北法人会に対しまして、格別のご支援とご協力を賜り、心より御礼申し上げ

ます。
コロナウイルス感染症が拡大し2年を過ぎようとしています。昨年は、岩手県においても緊急事態

宣言が発せられるなど多くの感染が確認されましたが、その後のワクチン接種が進んだこともあり、
終息に向かうかと期待されたところ、デルタ株に引き続き、今度はオミクロン株が急速に拡大して
いる状況にあり、　今後もコロナウイルス感染症のため、社会生活や経済活動も様々な制限がされる
ことが予想されます。

昨年はデジタル庁が新設されましたが、ウイズコロナの社会へと、ますますデジタル化が進めら
れることが必要となっています。一昨年から延期された「第37回法人会全国大会【岩手大会】」は、
初めてオンラインによる開催となりました。盛岡と東京の会場により二元中継でインターネット配信
された新たな形式でしたが、今までの会場に出席しての参加よりも多くの方が視聴できたとの声を
聞くなどのメリットもありました。法人会の研修会や会合についてもリモートにより開催されるなど
の変化も見られています。

活動が制限される中にあって、税制改正提言、租税教室の開催、税に関する絵はがきコンクール、
税を考える週間のティッシュ配りなどを行ったほか、令和3年10月から登録受付が始まった消費税
の適格請求書方式（インボイス制度）の周知なども行いました。

なお、今回の会報には、国税庁から周知等の協力依頼を受け、令和3年12月27日に公布された「電
子帳簿保存法」の改正省令（出力書面による保存を可能とする宥恕措置）に関するリーフレット等
を同封しています。

本年も、当法人会はコロナウイルス感染症防止対策に努めながら、「税のオピニオンリーダーとし
て、企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体である」
との理念の下、活動を行ってまいります。

最後になりますが、本年も皆様には法人会活動に対し一層のご協力をお願い申し上げますととも
に、益々のご隆盛を心からご祈念申し上げましてご挨拶とさせていただきます。

会長　宮澤 一郎

新年のご挨拶
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新年明けましておめでとうございます。
令和4年の年頭に当たり、公益社団法人花北法人会の会員の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上

げます。
宮澤会長をはじめ会員の皆様には、日頃から税務行政全般にわたりまして深い御理解と多大な御

協力を賜っており、厚く御礼申し上げます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により様々な困難に直面されている皆様に対し、心から

お見舞い申し上げます。　　
貴会におかれましては、税のオピニオンリーダーとして毎年税制改正の提言等を行うほか、昨年

はコロナ禍における社会的距離の確保を図る必要性から、1年延期となった第37回法人会全国大会
岩手大会をリモートで開催し、無事盛会裏に終わらせられるなど活発な活動を継続しており、また、
各種説明会や研修活動のほか、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の開催等、
地域に密着した様々な社会貢献活動を展開されておりますことに、改めて感謝申し上げますととも
に、非常に心強く思っております。

さて、間もなく確定申告の時期を迎えます。今年の確定申告期におきましては、新型コロナ　　
ウイルス感染症の感染防止の観点から、申告書作成会場への来場者の削減効果が期待される、スマー
トフォンをはじめとするe-Taxの利用を推進しております。また、申告書作成会場におきましては、
昨年に引き続き、感染防止対策等に万全を期しながら、来場者の密集を極力避けるため、会場への
入場に当たっては、入場できる日時を指定した入場整理券を必要とする仕組みを導入し、当日来場
された方に配付するほか、「ＬＩＮＥ」を活用したオンラインによる事前予約を継続してまいります。
なお、昨年は、全国において申告期限の延長を行いましたが、本年は従来通り3月15日が申告期限
となりますので、申告相談が必要な方は、お早めに相談会場においでいただきますようお願いいた
します。

e-Taxの利用は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のほか、納税者の利便性向上や　　
行政運営の効率化に結びつくものです。会員の皆様におかれましては、法人税及び消費税の申告や
法定調書合計表等の提出のほか、ダイレクト納付や納税証明書のオンライン請求、消費税インボイ
ス制度の登録申請等各種申請につきましても、積極的にご利用いただきますようお願いいたします。

最後になりましたが、公益社団法人花北法人会並びに会員企業の益々のご発展と会員の皆様のご
健勝を心から祈念いたしまして、新年の御挨拶とさせていただきます。

花巻税務署長　佐々木　譲

新年のご挨拶
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令和3年11月18日、ＪＲ花巻駅前と江釣子ショッピングセンターパル内において、佐々木花巻税務署長、
高橋統括官、親会役員の皆様の応援も頂き、吉田有芳部会長をはじめ青年部会員 12 人が「税に関する絵
はがきコンクール」全法連女連会長賞が印刷されたポケットティッシュ 1000 個を配り、税の広報活動を
行いました。

「税を考える週間」 ティッシュ配り

令和 3 年 10 月 7 日、岩手で全国大会が開催されました。新型コロナウイルスの全国的な感染状況から
昨年は開催できず、さらに直前に開催方法をオンライン開催に変更した大会でした。ライブ配信という
初めての試みでしたが無事に新たな形で実施されました。

当日はメイン会場 ( 盛岡 ) とサテライト会場 ( 東京 ) から二元中継でインターネット配信され、花北法
人会ではグランシェール花巻において、役員 18 名が参加しオンラインにより視聴しました。

大会ではアイリスオーヤマの大山健太郎会長による記念講演にはじまり、式典では大鹿行宏国税庁長
官をはじめ来賓の皆様の祝辞、表彰受賞会紹介、税制改正提言の報告、租税教育活動の事例発表、大会
宣言が行われました。

なお、大会出席者に配布される予定でしたお土産品「宮沢賢治クリアファイル」は、全国の単位会に
大会冊子などとともに届けられています。

JR花巻駅前

第37回 法人会全国大会「岩手大会」開催

花巻会場盛岡会場

江釣子ショッピングセンターパル内 江釣子ショッピングセンターパル内
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令和 4 年度税制改正スローガン
　〇ポストコロナの経済再生と財政健全化を
　　目指し、税財政改革の実現を！
　〇適正な負担と給付の重点化・効率化で、
　　持続可能な社会保障制度の確立を！
　〇コロナの影響はまだ残る。深刻な打撃を
　　受ける中小企業に、実効性のある対策を！
　〇中小企業にとって事業承継は重要な課題。
　　本格的な事業承継税制の創設を！

令和4年度税制改正に関する提言をおこないました
～提言の実現に向けて～

　令和3年12月1、21、24日に宮澤会長をはじめ当会役員で提言書を直接渡しました。
中小企業は長期にわたってコロナ禍の影響を直接的に受け、対応は限界に達している現状をふまえて、
法人税率の軽減措置の本則化、事業承継税制の拡充、消費税への対応等、中小企業の活性化に資する税
制の確立を求めました。

舘税制委員長より髙橋北上市長へ 舘税制委員長より八重樫北上市議会議長へ

宮澤会長から上田花巻市長へ　 宮澤会長から藤原花巻市議会議長へ

宮澤会長から藤原崇議員へ
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令和三年度
税に関する絵はがきコンクール
入賞作品
令和三年度

税に関する絵はがきコンクール
入賞作品

花巻税務
署長賞

黒沢尻東小学校 6年

及川　華綾 さん

北上
市長賞

いわさき小学校 6年

馬峰　朱里 さん

花巻
市長賞

宮野目小学校 6年

牛崎　貴人 さん

県南広域振興局
花巻県税ｾﾝﾀｰ
所長賞

鬼柳小学校 6年

佐々木　慎 さん

花北法人
会長賞 いわさき小学校 6年

伊藤　香穂 さん

花北法人会
女性部
会長賞

宮野目小学校 6年

駿河　美玖 さん

審査員
奨励賞 黒沢尻東小学校 6年

木野　まるる さん

審査員
奨励賞 黒沢尻東小学校 6年

二瓶　花穂 さん

審査員
奨励賞 湯本小学校 6年

本舘　龍樹 さん

審査員
奨励賞 石鳥谷小学校 6年

佐藤　凜來 さん

審査員
奨励賞 大迫小学校 6年

高橋　美花 さん

審査員
奨励賞 湯本小学校 6年

山谷　凛 さん
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　令和 3 年 11 月 16 日、第 15 回法人会全国女性フォーラムが新潟県新潟市の朱鷺メッセで開催されま
した。

開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症防止対策として、大会定員を 1500 名とし、花北法人会
からは、葛巻紀子副部会長、奥山寿子副部会長２名が参加しました。

記念講演は、前文化庁長官 宮田良平氏が「ときめきのとき」と題して講演しました。
会場には、令和 2 年度税に関する絵はがきコンクール受賞作品も展示されていました。

　　奥山寿子副部会長　　　　　　葛巻紀子副部会長式典　国歌斉唱

第35回 法人会全国青年の集い（佐賀大会）

去る 11 月 25 日（木）～ 26 日（金）にかけて、第 35 回、法人会全国青
年の集い佐賀大会が開催されました。大会への出席のため、岩手花巻空港
より飛行機にて現地へと向かいました。現在、日本のみならず世界での、
新型コロナによるパンデミック中でありまして、佐賀県もその例外ではな
く、ソーシャルディスタンスを取るため、部会長のみしか会場内に入るこ
とが出来ません。なので、オンラインにて式典に参加いたしました。本年
度の全法連青年部会連絡協議会の佐藤知樹会長は青年会議所時代に、東北
地区協議会会長を務めており、私的にはよく知っている方でしたので懐か
しさと、年月の移り変わりの早さを感じつつ、想いのこもった、挨拶をお
聞きしました。私自身、他の団体等で式典を担当することが多いので、つ
いつい式典の校正やら、レイアウト、来賓の席次などにどうしても目がいっ
てしまいます。今年は、いつもの設え以上に、オンライン配信やコロナ感
染対策も準備しなければならなかったはずで、会長をはじめとする執行部
の皆様方、事務局の皆様方には頭が下がる思いでした。

来年度は部会長という立場で、大会に臨まなければなりません。この一
年、さらに勉強させていただき、花北法人会青年部の発展のために、また
法人会会員の社業発展のためにエネルギーを注ぎたいと思います。ご拝読
ありがとうございました。

副部会長　佐藤誠吾

第15回 法人会全国女性フォーラム（新潟大会）
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第22回「特別研修の集い」一関地区大会

令和 3 年 10 月 27 日、第 22 回「特別研修の集い」一関地区大会がベリーノホテル一関で開催されました。
今回は新型コロナウイルス感染症防止に努めるため規模を縮小しての開催となりました。花北法人会
女性部会からは、佐々木啓子部会長、葛巻紀子副部会長、岩舘昌子副部会長が参加しました。

講演では、中尊寺 破石晋照師・毛越寺 南洞法玲師が「晋照と法玲のわくわく法話」と題し講演されま
した。講師のお二人は幼馴染との事で仲の良さが伝わる講演でした。

女性部会移動研修会

令和 3 年 10 月 12 日、女性部会移
動研修会を開催しました。

施設見学は北上市「鬼の館」で、
最初に学芸員さんに施設の説明を頂
いたあと、お面の展示資料を鑑賞し
ました。

税務研修会は、会場を「幸楼」
に移し「租税教室」で使用している
DVD「マリンとヤマト不思議な日曜
日」を鑑賞した後、盛岡税務署税務
広報広聴官 高野橋智香様に「租税教
育」についてご講話頂きました。研
修後は、懇談会もあり、コロナ禍で
例年とは違う状況の中での開催とな
りましたが、20 名が参加し、久しぶ
りに集う楽しい会となりました。

花巻税務署長
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「青年部会の租税教室」開催
令和 3 年 12 月 13 日、今年度最後（5 回目）の租税教室が、北上市立照岡小学校（参加者 14 名）で 5・

6 年生対象に開催されました。
講師は、相談役伊藤隆一さんが務められました。税金に関するクイズ、税金の大切さを考えさせるア

ニメ鑑賞後の質問コーナーでは、「税金の種類はどれくらいありますか」等の質問があり、講師は丁寧に
答え子供たちも満足した様子でした。

令和3年度納税表彰

多年にわたり率先して申告納税制度の普及発展に努め、納税動議の高揚に顕著な功績をあげたられた
当法人会の佐藤直也様と漆澤俊明様が納税表彰を受賞されました。

本年も昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、納税表彰式は執り行われま
せんでしたが、それぞれの事業所で花巻税務署長 佐々木譲様から、表彰状と記念品を手渡されました。

新設法人説明会を開催しました
令和 3 年 11 月 9 日花巻市交流会館、10 日北上さくらホール 2 会場に

おいて新設法人説明会を開催しました。
講師には今年度も花巻税務署田邊総括上席をお招きし、全法連で作成

した冊子「会社の税金ガイドブック」「会社の決算・申告の実務」をテキ
ストにご説明いただきました。終了後、個別の質問にも丁寧に回答して
頂き、有意義な会となりました。

令和3年度仙台国税局長納税表彰
副会長　佐藤 直也

 ㈱マルサ　代表取締役社長

令和3年度花巻税務署長納税表彰
理事　漆澤 俊明

花巻信用金庫　理事長
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広報委員会

委 員 長 八重樫　　　敏

副委員長 宮　川　昌　之 八重樫　チ　メ

委　　員 藤　﨑　信　男 佐々木　暁　夫 奥　山　雅　史
中　村　達　也 藤　田　澄　子 佐々木　啓　子
八重樫　徹　子 岩　舘　昌　子

印 刷 所 ㈱フジサキ

　北上展勝地が開園して2021年で100周年となりまし

た。展勝地公園造園計画に携わった井下清氏や澤藤幸

治氏が、かつて栄華を誇った国見山極楽寺の八百諸堂の

甍が輝いた山々に桜を植栽したのは女性の黒髪に簪（かん

ざし）を添えるという構想からです。

　私は丁度北上川沿いの桜並木が、簪に見える陣ケ丘か

らの景色が好きです。100年前、風流人がいなかったら

成しえなかった景観に思いを馳せる場所です。
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　線路は、私の想像力を刺激してくれます。
この先で東京や青森に繋がっていて、駅を経れば北海道や九
州にも行けるんです。
　花巻駅を南側から望む風景が私のお気に入り。
「花巻駅南第２駐車場」周辺、一般的には「なはんプラザ前の
駐車場」「タケダスポーツ花巻店の駐車場入口」といえば伝わる
でしょうか。
　そこから夜に駅を望むと、明かりが綺麗で幻想的なんです。
自社のすぐ近くで、独身のころは残業時の買物ついで、気分転換に散歩をしていました。
　ここでSL銀河の試運転も見かけました。その迫力にワクワクしたのもよい思い出です。
宮澤賢治さんもこの景色から「銀河鉄道の夜」「月夜のでんしんばしら」を構想したのかもしませんね。

高源精麦㈱

代表取締役社長　高橋　誠さん

花巻駅南側

㈱絆すてーしょん

代表取締役　石川 秀司さん

展勝地陣ケ丘

編集後記
　この度広報委員長の職を拝命いたしました八重樫敏
と申します。若輩にて今までの委員長さん方にはまる
で及ぶべくもありませんが、一生懸命努めて参ります
のでどうぞよろしくお願い致します。
　さて、やれポストコロナだとか、新しい生活様式だ
とか言われる昨今ですが、我々が人間である以上、や
はり仲間と集い、話し合い、楽しみも悲しみも分かち
合い生きていく、そういう部分は必ず無くならないと
思います。今の辛抱の先にそういった世界が再び訪れ
ることを心から祈り、編集後記とさせて頂きます。


