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この度、花巻税務署長を拝命いたしました西崎でございます。
　宮澤会長をはじめ、公益社団法人花北法人会の皆様方には、日頃から

税務行政に対し、深い御理解と多大なる御協力を賜っており、厚く御礼申
し上げます。

　また、花北法人会におかれましては、昭和22年の花巻法人税務協会の
創立以来、税知識の普及や各種説明会の開催、納税意識の高揚を目的とし
た税に関する絵はがきコンクールの実施等に積極的に取り組まれており、
こうした取組は適正・公平な申告納税制度の維持と発展に大きく貢献する
ものであり、改めて感謝申し上げます。

私は７月の人事異動で、仙台派遣主任国税庁監察官より赴任してまいり
ました。20年程前に一関税務署勤務の際は、家族で花北地域の観光地は沢

山訪れ、とても印象深く思い出に残っております。今年は単身赴任ではありますが、温泉と食をテー
マに花巻署管内を探求したいと思っております。

税務署といたしましては、納税者の利便性の向上と今後の税務行政の効率化を図るため、デジタ
ルを活用した国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し（税務行政のＤＸ）を進めてお
ります。e-Tax及びキャッシュレスの利用拡大はその実現の上で不可欠な取組となっています。

e-Taxの普及・定着につきましては以前から積極的な御協力をいただき、順調に定着が進んでい
るところですが、さらに、現金管理等に伴う社会全体のコストを縮減する観点から、キャッシュレ
ス納付の利用拡大にも取り組んでいくこととなりました。

花北法人会の皆様方には、引き続き添付書類を含めたe-Taxの利用やダイレクト納付等の積極的
な利用をお願いします。

また、令和５年10月１日から導入される適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）につ
きましても、制度の円滑な導入に向けた周知・広報に努めておりますので、御理解と御協力をお願
いします。

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、御支援・御協力を賜
りますようお願い申し上げます。

最後に、花北法人会の益々の御発展と会員の皆様の御繁栄・御健勝を心から祈念いたしまして、
着任の挨拶とさせていただきます。

着任のごあいさつ

花巻税務署長
西崎 由美子

花巻税務署　幹部異動状況(令和4年7月10日発令)
役　職 転入 転出

署　　　　　長 西崎 由美子 仙台派遣主任監察官 佐々木　譲 仙台中税務署
総　務　課　長 漆舘　昌彦 大館税務署 遠藤　彰彦 仙台国税局
個人第二統括官 石川　　修 一関税務署 谷藤　昌彦 盛岡税務署
法人第一統括官 藤田　純一 大曲税務署 高橋　　徹 仙台中税務署
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通常総会に引き続き花巻税務署長佐々木譲様から「インボ

イス制度及び電子帳簿保存法の概要」と題して記念講演をい

ただきました。税制改正について多くの企業の関心事である

ことから、興味深く聴講しました。

花巻税務署長　記念講演

令和 4 年 6 月 21 日、ブランニュー北上において開催しました。本年も昨年に続き新型コロナウイ
ルス感染症防止の観点から懇談会は見合わせましたが、花巻税務署長佐々木譲様、北上市長高橋敏
彦様をはじめ官公庁の皆様と関係団体の役員の皆様のご出席のもと総勢 94 名の多数での開催となり
ました。

総会は宮澤会長の挨拶に始まり、来賓紹介、報告事項・議事へと進み、本年は全法連・東北六県連・
県連合会の功労者表彰を本総会において行いました。

事業報告では青年部会の租税教室、女性部会の税の絵はがき募集活動、親会の税制提言活動等に
ついて報告しました。特に一年延期となっていた「第 37 回法人会全国大会【岩手大会】」について
は初めてオンライン形式による開催となり、実行委員をはじめ多くの関係者のご尽力により成功裏
に開催されたことを紹介しました。　　　　　　　　　　　　

事業計画については法人会の基本理念のもと、新型コロナウイルス感染症防止につとめながら
公共性の高い事業活動を行うほか、組織の基盤である会員企業数の拡大に取り組むこととしまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議案の令和 3 年度収支決算報告は、公益法人として求められる収支相償の計算が守られているこ
とを確認し可決承認されました。

公益社団法人　花北法人会　第10回通常総会開催
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令和3年度　青年部会・女性部会合同事業報告会

記念講演

6月14日、グランシェール花巻において青年部会・女性部会合同事業報告会を開催しました。新型コロ
ナウイルス感染症のため昨年・一昨年は書面による報告となっていましたが、三年ぶりに対面による開
催を行うことができました。
　青年部会は新部会長に佐藤誠吾氏、副部会長には藤﨑信男氏(再任)阿部睦春氏(新任)が選任されました、
他の幹事等は11ページのとおりです。前年度はコロナ禍のなかでしたが「租税教室」「税を考える週間の
啓蒙活動(ティッシュ配り)」「一年延期された研修の集い気仙大会(オンライン開催)」等を実施したことを、
令和4年度の計画では例年の活動に加え「健康経営プロジェクト」「全国対抗ウオーキングラリー 2022」
への参加について報告しました。女性部会は「税の絵はがき活動」「特別研修(一関大会)」「全国女性フォー
ラム(新潟大会)」等の実施状況、事業計画は例年の事業のほか三年ぶりに「いちごプロジェクト」を行
うこと等について報告しました。

報告会に引き続き花巻税務署長佐々木譲様から「自主点

検チェックシートの活用と調査」と題してご講演をいた

だきました。税務調査のプロの視点で実例を示しながら

経理・経営についての注意すべき事項を話され、興味深

く有意義な内容でした。「自主点検チェックシート」は内

部統制面や経理面に関する自主点検で、企業の税務コン

プライアンス向上等のため、日本税理士会連合会監修、

国税庁後援で全国法人会総連合が作成した冊子です。

佐藤青年部会　部会長
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いちごプロジェクト

租税教室

法人会では、2011年から家庭での節電をすすめる「いちごプロジェクト」を立ち上げ女性部会が中心となっ
て活動しています。近年、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止しておりましたが、8月6日（北
上市さくら野百貨店前）、8月20日（花巻市なはんプラザ前広場）においてメッセージ付き団扇を配布し「無
理なく節電」を呼びかけました。

7月1日から14日に管内小学校5校で6年生を対象に租税教室を実施しました。

笠松小学校 16名

矢沢小学校 53名

湯本小学校 32名

花巻小学校 47名黒沢尻西小学校 60名
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　静岡大会『ふじのくに " 地域で学び、文化でつなぐ " ～女性の力～』のキャッチフレーズで 4 月 14

日開催されました。花北法人会から佐々木啓子部会長、奥山寿子副部会長、葛巻紀子副部会長、私の 4

人で参加して参りました。直前の地震で JR での移動が不可能になり、全てキャンセルをして FDA に切

り替えてスタートとなりました。

大会定員が１６００名（通常は３０００人）ツインメッセ静岡・全会場をふんだんに使い、フォーラム

から地産販売など、会場内は賑わいにあふれていました。私の印象に残ったのは記念講演、別所哲也（俳

優）さんの『ショートフィルムのチカラ！多様性のある表現発信とメディアリテラシーの創出』という演

題でした。日本版・フランス版 etc、中でも日本版はショートな映像なのになる程とうなづけることがあ

り楽しい企画でした。

　翌日はエクスカーション浜松名物巡り、ここから全国大会の醍醐味！井伊直虎ゆかりの地「龍潭寺」

NHK の大河ドラマを思い出しながらの散策、昼食は静岡では外せない活鰻のみ使用、老舗「うなぎ藤田」

でうな重にご満悦、食後の運動は「はままつフラワーパーク」散策、一足早い春を満喫できました。お

土産は春華堂「うなぎパイファクトリー」で爆買いし浜松をあとにしました。最終日は帰りの飛行機の時

間まで（16：00）日本平から望む富士山の絶景と国宝「久能山東照宮」静岡の歴史と文化を楽しむ旅を

予定しました。あいにくの雨で日本平駅からロープウェイに乗って、徳川家康公ゆかりの久能山東照宮へ、

空中散歩も靄の中でビミョーでしたが、ここで買った勝守は、買った方でなければわからない効力を頂き

ました。唐獅子は強さ、牡丹は優しさ（百獣の王と百華の王）寅年の家康公の勝守に感謝でございます。

そして昼食は「華麗なる一族」TBS でキムタクや鈴木京香・北大路欣也さんが出演したドラマ撮影に使

われた日本平ホテルにて、三保の松原を臨みながら富士山を目の前に優雅なランチタイム…残念ながら

富士山の姿は３日間チラッとも出て来ませんでした。とても充実した静岡大会に参加できましたこと御礼

申し上げます。

女性部会 副部会長　岩舘　昌子

第16回「法人会全国女性フォーラム」静岡大会の報告
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令和４年７月２１日、第２３回特別研修の集い久慈大会が久慈ロイヤルパークカワサキにて開催され
ました。花北法人会からは、朝早くの集合にも関わらず１２名の参加があり、途中道の駅に寄りながら
片道３時間のバス旅をみんなで楽しく行ってまいりました。

新型コロナウイルス感染が再拡大し、予定されていた交流会が急遽中止となり、講演会と式典のみの
開催となりとても残念でした。

講演会では平庭観光開発（株）の代表取締役社長　下舘満吉様の
「山・里・海を活用した都市と農山漁村の交流」～地域資源の活用
～と題したお話しがありました。

日本一の白樺美林を誇る平庭高原を訪れる方がただ観光するので
はなく農業体験、漁師体験、カヌー、ツリーリングなど自然とふれ
あう様々な体験をし、地元のお料理を楽しみ民泊するというプログ
ラム。都会の修学旅行生が地元の方々と交流を深めている事例が紹
介され素晴らしい取り組みだと感じました。

また、式典前のアトラクションでは久慈中学校のマンドリンクラ
ブの演奏が大変素晴らしく、感動して涙する姿もみられました。拍
手が鳴りやまず予定外のアンコール演奏もあり、心暖まるひととき
となりました。

久慈法人会女性部会の活動報告のあと、式典の最後に次回開催地
である私たち花北法人会のＰＲタイムがあり、約５分間という短い
時間でしたが花北地域の見どころや魅力を写真映像を使って紹介さ
せていただきました。

今大会はコロナ禍での開催で準備も大変なご苦労があったと思い
ますが、お出迎えから大会後のお弁当まで、久慈のみなさまのお心
遣いが感じられる素晴らしい大会でした。

次回の花北大会も今回の久慈大会のように、参加した会員の方々
に満足していただける大会になるよう、会員一丸となってより良い
大会開催を目指しましょう。

女性部会  部会長  佐々木  啓子

第２３回特別研修の集い　久慈大会
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6 月 21 日開催の通常総会において表彰、ご披露をいたしました。
全国法人会総連合会長表彰　　　 　伊藤　    智仁   様

東北六県法人会連合会長表彰　　 　髙橋　　 宏史    様

　　　　　　　　　　　　　　　　  髙橋　　 伸夫      様

　　　　　　　　　　　　　　   　舘　　      邦雄　様

岩手県法人会連合会長表彰　   　 八重樫　 　   守民　  様

功労者表彰（令和4年6月）

舘　邦雄様

伊藤　智仁様

髙橋　伸夫様髙橋　宏史様
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令和４年度　公益社団法人  花北法人会役員名簿

役　職 氏　名 事業所名

会　長 宮　澤　一　郎 北東金属㈱

副会長 高　橋　　　豊 ㈱みちのくクボタ

〃 佐　藤　良　介 ㈱東華商会

〃 髙　橋　卓　也 西和賀商工会

〃 高　橋　文　一 ㈱今弘商店

〃 佐　藤　直　也 ㈱マルサ

〃 伊　藤　晴　友 (有)丸安工務店

〃 髙　橋　　　寛 ㈱横川目電業

〃 菊　池　忠　彦 ㈱菊忠印刷

専務理事 市　村　　　律 花巻商工会議所

〃 今　野　好　孝 北上商工会議所

  〃（常勤） 小　原　一　彦 （公社）花北法人会

理　事 阿　部　　　豊 ㈱アベヤス

〃 安　藤　　　昭 花巻温泉㈱

〃 石　川　秀　司 ㈱絆すてーしょん

〃 伊　藤　智　仁 ㈱伊藤組

〃 岩　田　行　平 (資)岩田本店

〃 漆　沢　俊　明 花巻信用金庫

〃 大　澤　幸　子 ㈲対滝閣

〃 奥　山　雅　史 ㈱おくやま

〃 小田島   秀　一 小田島建設㈱

〃 片　方　寛　之 ㈱丸片石油

〃 金　澤　俊　司 銀河フーズ㈱

〃 菊　池　治　夫 ㈱東北ビルテック

〃 菊　池　房　江 ㈱平藤

〃 木　村　幸　男 北上信用金庫

〃 久保田　清　子 ㈱久保田光学

理事 氏　名 事業所名

〃 佐　賀　忠　臣 ㈱佐賀建設

〃 佐々木　信　行 高田工業㈱

〃 佐々木　史　昭 ㈱中央コーポレーション

〃 鈴　木　邦　彦 北上ビルメン㈱

〃 瀬　川　賢　孝 ㈱石のセガワ

〃 高　田　貞　一 ㈱大沢温泉

〃 髙　橋　和　幸 旭ボーリング㈱

〃 髙　橋　克　史 ㈱登美屋

〃 高　橋　哲　哉 ㈱星光舎

〃 髙　橋　伸　夫 マルケイ建設㈱

〃 高　橋　徳　好 新高電気㈱

〃 髙　橋　宏　史 ㈱高千代

〃 舘　　　邦　雄 北上ガス㈱

〃 千　田　和　秋 千田工業㈱

〃 照　井　政　志 和同産業㈱

〃 中　村　弘　樹 (有)菓匠丸文

〃 中　村　通　孝 ㈱中村商会

〃 中　野　義　明 ㈱中野商店

〃 難　波　正　人 ㈱泉商店

〃 西　村　辰　彦 ㈱新興製作所

〃 八重樫　　　敏 ㈱ヤエガシ

〃 八重樫　博　之 岩手建設工業㈱

〃 八重樫   守　民 ㈱八重樫タクシー

〃 山　影　義　一 土地家屋調査士事務所

〃 吉　田　建　彦 ㈲吉辰商店

監　事 藤　田　勝　敏 花巻ガス㈱

〃 酒　井　利　政 酒井利政税理士事務所
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令和４年度  公益社団法人  花北法人会青年部会・女性部会役員名簿

女性部会 氏　名 法人名

相談役

高　橋　きよこ 新高電気㈱

大　澤　幸　子 ㈲対滝閣

菊　池　房　江 ㈱平藤

八重樫　チ　メ 富栄電気㈱

部 会 長 佐々木　啓　子 ㈱中央コーポレーション

副部会長

葛　巻　紀　子 ㈱南部家敷

奥　山　寿　子 ㈱おくやま

岩　舘　昌　子 ㈱ジョイスニッコー

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

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

八重樫　徹　子 ㈱八重樫葬具店

熊　谷　清　子 ㈱亀屋

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㈲

阿　部　仁　美 ㈱今弘商店

髙　橋　幸　子 ㈱丸片ガス

青年部会 氏　名 法人名

相談役
伊　藤　隆　一 ㈲伊藤治

吉　田　有　芳 吉田コンクリート工業㈱

部 会 長 佐　藤　誠　吾 ㈲サトミ塗装

副部会長
藤　﨑　信　男 ㈱フジサキ

阿　部　睦　春 ファミリー観光㈱

幹 　事

高　橋　　　誠 高源精麦㈱

佐　藤　　　寛 ㈱佐藤組

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

中　村　達　也 ㈱アジテック

三　田　　　啓 ㈱三田商会

高　橋　　　要 ㈱イル・デ・パン

高　橋　隆　紀 ㈱高嵩

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

木　村　直　樹 ㈱木村設計Ａ・Ｔ

小田島　裕　樹 成和建設㈱

髙　橋　慶　吉 ㈱アサヒテクノ

伊　藤　文　洋 ㈲イワサキ
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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

　機会があり、花園町にある貸事務所をお借りすること
になりました。どんな事務所にしようか悩んでいました
が、「緑」が似合う建物だと思い、事務所のイメージを払
拭して、弊社の造作家具と私の趣味のひとつである観葉
植物で埋め尽くしてみると・・・ホッと一息つける居心地
のいい空間に仕上げることができました。植物は育てる
のが大変ですが、管理して触れ合っているとき、ただ
ボーッと見ているだけでも心が癒され、いつの間にか今
私が一番好きな場所になっています。ちなみにお客様
からはジャングルみたいだと好評をいただいております。（笑）

シリーズ vol.17

　花巻温泉から台温泉へ行く途中にあり県道３７号線から
は２～３分で滝壺近くまで近づく事が出来るので比較的楽
に見る事が出来ます。信仰の対象になっていたようで、滝に
隣接して不動尊が祀られています。台川の支流に位置し、
滝の姿が麻のカセのような形状である事から緒ヶ瀬の滝と
呼ばれるようになったそうです。
　間近で感じる水の清冽な透明感。滝が奏でる水の音か
らも心地よさや爽快感が伝わってきます。そして忘れてなら
ないのが滝を取り囲む森がもたらす芳香物質が精神を安定させ、街中では味わえないリフレッシュ空間となり
ます。滝を訪れ、落水を見る効能はたくさんあります。日常生活に疲れたら、滝があなたの癒し役となってくれ
るに違いありません。

㈱赤沼商店

代表取締役社長　赤沼 範高さん

緒ヶ瀬の滝

㈲イワサキ

代表取締役　伊藤 文洋さん

〈新〉事務所

編集後記
毎朝子供達に朝食と弁当を作っています。
辛いニュースの連続で気分が落ち込むこと
もあるのですが、真心を弁当に詰めて彼ら
を学校に送り出すとき、良き未来を作らな
きゃと前向きな気持ちになるので救われて
います。広報委員会にも同じ気持ちで向き
合うべきだと今気づきました。

佐々木暁夫


