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給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に所得税及び
復興特別所得税の源泉徴収をすることになっています
が、その源泉徴収をした税額の１年間の合計額は、給与
の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなけれ
ばならない税額（年税額）と一致しないのが通常です。
このような不一致を精算するため、１年間の給与総額が
確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算
し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その
差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。

中央大学経済学部卒業。システム会社、外資系
企業等複数の事業会社勤務後、税理士資格を取
得。以降はコンサルティング会社、大手税理士
法人勤務を経て2016年に独立。法人・個人税
務、相続コンサルティングのほか、事業継承コ
ンサルティング、医療法人コンサルティングに
精通。専門誌への執筆ほか講演、セミナー講
師、TVコメンテーターとしても活躍。2018年
よりJP女性会計人フォーラム代表。

＜講師プロフィール＞

公益社団法人 砺波法人会  
（e-mail）tonami-h@violin.ocn.ne.jp
（T E L）0763-33-1544
下記申込サイトよりお申込みください。右記のORコードからもサイトにアクセスできます。

無料 先着40名 10月31日日

https://rod-m.com/211104/3184.html

年 末 調 整 説 明 会
開催日 令和３年11月24日㊌
時　間 午後２時～午後４時まで

場　所 砺波市文化会館
☎0763-33-5515

申込方法

お問合せ

受 講 料 申込締切日定　員

砺波税務署・砺波市の
各担当官が説明します！！

年末調整の流れと
ポイントを解説！

年末調整の流れとポイントを解説！

講 師
税理士

中島 加誉子 氏
なか　 じま      か     よ     こ

・年末調整はいつするの？
・年末調整が必要な人、不要な人
・年末調整の流れを理解しよう
・事前準備が最も大事！
　全体の流れとスケジュール管理
・各種書類の記載方法とチェックポイント
・こんなケースはどうするの？
　　住宅ローンのある人
　　2か所以上で働いている人
　　子供の年金を払っている人
　　途中入社の人
・作成書類と配布、提出、保管

講 座 内 容

Zoom使用

令和３年11月4日㊍午後１時30分～午後３時
2021年版 年末調整実践セミナー
税理士がわかりやすくお伝えします



　暦の上では秋とはいえ、なお暑い日が続いており
ますが、会員の皆様には益々御健勝にてご活躍の事
とお慶び申し上げます。
　さて令和 2 年度は、コロナ禍で始まりコロナ禍
で終ったと言っても過言でない一年でした。そのよ
うな中、様々な経済活動が制約を受け更に数回に及
ぶ緊急事態宣言が発出され、人流の制限など関連事
業各社の皆さんには特に厳しい一年でもあり、しか
もその状況が今日まで続いている状況をみると、当
初より言われておりました、新型コロナウイルスワ
クチン接種が一日も早く終了するように願うばかり
です。
　昨年に引き続き、今年度も 5 月に第十回公益社
団法人砺波法人会の定時総会を変則的ではありまし
たが開催し、全議案を承認いただきました。また今
年は役員改選が行われ、不肖私が引き続き会長職を
勤める事になりました。会員の皆様、関係機関の皆
様には更なるご指導ご鞭撻とご協力をお願い申し上
げます。そして今年も事業計画、予算につきまして
は前年に近い内容となっておりますが、事業計画の
中で「税の広報事業」として、マイナンバーカード
の普及活動に努力したいと考えております。そして
税の啓発及び租税教育事業にも青年部会、女性部会
の皆さんのご協力を得て実施していきます。さらに
は地域企業、あるいは地域社会の発展に資する事業
にも取り組んでいきたいと思いますが、会員の皆様
はもちろんのこと地域社会の皆様方にも積極的な参
加をお願い申し上げます。また会員企業の安定を担
保する、福利厚生事業の推進にも努力いたしたいと

考えておりますので、担当委員会の皆様はもとより
会員の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。ま
た、当砺波法人会として様々な課題がある中でも特
に会員拡大と充実強化があります。私達の組織は砺
波市始め三市に及ぶエリアを考える時に、今まで以
上に公益性拡大の観点から地域支部の組織充実を図
ると共に連携強化に努力し、砺波法人会の拡大と充
実強化が成るよう会員の皆様のご理解とご協力を得
ながら進めていきたいと考えておりますのでよろし
くお願い致します。また、その観点からも将来の当
法人会の発展の為には、特に青年部会と女性部会の
組織拡大と強化が重要であると考えます。幸いにも
青年部会において昨年度は大幅な会員拡大となり厚
く感謝申し上げますと共に、一層の組織充実にも取
り組んでいただきます様お願いいたします。
　国内経済においては、一部に明るさが見えるとの
指標もありますが、新型コロナウイルスの変異株
「デルタ株」の感染者増加も懸念されている中で、
製造業を取り巻く不透明感と政治不安、五輪とパラ
リンピック両大会終了後のリスク要因も重なり、ま
だまだ予断を許されない状況が長く続くものと考え
られ、この地域においてもその様な状況認識を持つ
と共に、状況変化に的確な対応が出来る企業経営が
求められていると考えます。
　その観点からも、当法人会は1,100社に近い会員
を擁し、また異業種の集まりでもあり、皆様には積
極的に交流を深め、情報交換に努め、事業経営に生
かしていくことも大きな意味があると思います。
　後先になりましたが、7月の定期異動で転任され
た藤田署長には、これまでのご協力に感謝申し上げ
ますと共に、新しく着任された新田署長には一層の
ご指導をお願い申し上げます。
　終わりに、税務当局・砺波広域圏三市・関係諸団
体様のご理解とご支援をお願いすると共に、会員の
皆様のご協力を改めてお願い申し上げ、挨拶といた
します。

　公益社団法人砺波法人会の会員の皆様方には、
ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
　この度の定期人事異動により、砺波税務署長を拝
命いたしました新田でございます。
　砺波税務署は初めての勤務となりますが、前任者
同様よろしくお願いいたします。
　はじめに、新型コロナウイルス感染症による影
響を受けられている皆様に心からお見舞い申し上
げます。
　国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響
により、期限までに申告・納付を行うことが困難
な方については、個別の申請による期限延長や納
税の猶予制度を案内するなどの対応を行っており
ますので、お気軽に税務署に御相談いただきたい
と存じます。
　砺波法人会の会員の皆様方には、平素から法人会
活動を通じ、税務行政の円滑な運営につきまして、
深い御理解と多大なる御協力を賜っておりますこと
を、本誌をお借りしまして厚くお礼申し上げます。
　砺波法人会におかれましては、「税のオピニオン
リーダー」として、税知識の普及と納税意識の高揚
を図るための啓蒙活動に取り組まれております。
　特に、地域社会に密着した社会貢献活動として、
租税教育をはじめ、税法・税務・経営を中心とした
定例研修会を毎月開催されるなど、公益に資する活
動の充実にも取り組んでおられ、役員並びに会員の
皆様方の御熱意と御尽力に対しまして、心から敬意
を表する次第です。
　私ども税務行政に携わる者といたしましては、経
済活動の国際化やＩＣＴ化の進展に加えて、今般の
新型コロナウイルス感染症の影響により税務行政を
取り巻く環境が大きく変化していることから、この
ような環境の変化に的確に対応しつつ、「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、納税者の皆
様の視点に立った質の高いサービスを提供していく
ことにより、国民の皆様の御理解と信頼を得ること
が重要と考えております。

　また、租税教育につきましては、社会全体として
取り組むべきものと考えており、次代を担う児童や
生徒さんに対し、租税の意義や役割が正しく理解さ
れるよう、租税教育の充実に向けて積極的に取り組
んでいるところです。
　砺波法人会におかれましては、「次代を担う青少
年に、税の存在を正しく理解させ、豊かな日本を築
き上げる礎となる租税教育活動」として、青年部会
と女性部会が合同で租税教室を開催されておられる
のをはじめ、女性部会による小学生を対象とした
「税に関する絵はがきコンクール」の募集活動な
ど、租税教育の充実に向け積極的に力を注いでいた
だき、大変心強く感じております。
　さて、本年10月には、消費税の適格請求書等保
存方式、いわゆるインボイス制度の適格請求書発行
事業者の登録申請の受付が開始されます。
　インボイス制度の円滑な導入に向けて、事業者の
皆様方に制度の内容を十分に御理解いただき、それ
ぞれの事業の実態に応じた対応や準備を進めていた
だけるよう、制度の周知・広報や丁寧な相談対応に
取り組んでまいります。
　今後とも、砺波法人会との信頼関係を礎として、
会員の皆様方と意思疎通を図りながら、税務行政に
対する国民の皆様の信頼をゆるぎないものにしてま
いりたいと考えておりますので、税務行政の運営に
対しまして、より一層の御理解と御協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人砺波法人会の
今後ますますの御発展と会員の皆様方の御健勝並び
に事業の御繁栄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。

会長ごあいさつ

会　長　齊 藤 啓 作

署長ごあいさつ

砺波税務署長　新 田 　 章

表紙写真説明 最初で最後のダブルチューリップタワー

　今年は、新旧のチューリップタワーで「チューリップフェア」を迎え、開会初日には富山県初
となる航空自衛隊アクロバットチーム「ブルーインパルス」の展示飛行が行われました。

【写真提供；砺波市商工観光課】

○出身地 富山県

○趣　味 ドラマ・スポーツ鑑賞

○略　歴 昭和55年４月 金沢国税局総務部総務課（採用）
 平成27年７月 金沢国税局総務部税務相談室
  主任税務相談官
 平成30年７月 金沢国税局課税部資産評価官
 令和２年７月 富山税務署筆頭副署長
 令和３年７月 砺波税務署長（現職）
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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、納税者の皆
様の視点に立った質の高いサービスを提供していく
ことにより、国民の皆様の御理解と信頼を得ること
が重要と考えております。

　また、租税教育につきましては、社会全体として
取り組むべきものと考えており、次代を担う児童や
生徒さんに対し、租税の意義や役割が正しく理解さ
れるよう、租税教育の充実に向けて積極的に取り組
んでいるところです。
　砺波法人会におかれましては、「次代を担う青少
年に、税の存在を正しく理解させ、豊かな日本を築
き上げる礎となる租税教育活動」として、青年部会
と女性部会が合同で租税教室を開催されておられる
のをはじめ、女性部会による小学生を対象とした
「税に関する絵はがきコンクール」の募集活動な
ど、租税教育の充実に向け積極的に力を注いでいた
だき、大変心強く感じております。
　さて、本年10月には、消費税の適格請求書等保
存方式、いわゆるインボイス制度の適格請求書発行
事業者の登録申請の受付が開始されます。
　インボイス制度の円滑な導入に向けて、事業者の
皆様方に制度の内容を十分に御理解いただき、それ
ぞれの事業の実態に応じた対応や準備を進めていた
だけるよう、制度の周知・広報や丁寧な相談対応に
取り組んでまいります。
　今後とも、砺波法人会との信頼関係を礎として、
会員の皆様方と意思疎通を図りながら、税務行政に
対する国民の皆様の信頼をゆるぎないものにしてま
いりたいと考えておりますので、税務行政の運営に
対しまして、より一層の御理解と御協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人砺波法人会の
今後ますますの御発展と会員の皆様方の御健勝並び
に事業の御繁栄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。

会長ごあいさつ

会　長　齊 藤 啓 作

署長ごあいさつ

砺波税務署長　新 田 　 章

表紙写真説明 最初で最後のダブルチューリップタワー

　今年は、新旧のチューリップタワーで「チューリップフェア」を迎え、開会初日には富山県初
となる航空自衛隊アクロバットチーム「ブルーインパルス」の展示飛行が行われました。

【写真提供；砺波市商工観光課】

○出身地 富山県

○趣　味 ドラマ・スポーツ鑑賞

○略　歴 昭和55年４月 金沢国税局総務部総務課（採用）
 平成27年７月 金沢国税局総務部税務相談室
  主任税務相談官
 平成30年７月 金沢国税局課税部資産評価官
 令和２年７月 富山税務署筆頭副署長
 令和３年７月 砺波税務署長（現職）

プロフィール
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公益社団法人第十回定時総会開催される

１．税知識の普及と納税意識の高揚並びに　
　　税の提言に関する事業

（１）税法税務に関する説明会・研修会・講演会事業
　会員をはじめ広く一般の企業及び市民を対象に、
税法・税務を中心とした説明会・研修会・講演会・
セミナーを実施し、税知識の普及と納税意識の高
揚に努めます。

　また、企業の内部統制面の強化や経理面の質を
向上させることができる「自主点検チェックシー
ト」の活用促進に努めます。

（２）税の広報事業
　当会の会報誌「砺波法人会報」並びにホームペー
ジに税法・税務に関する情報を掲載し、会員のみ
ならず、広く一般市民への税情報の提供に努めて
いきます。

　また、「ｅ－Ｔａｘ・eLTAX」「マイナンバーカー
ド」等の普及活動、「税を考える週間」のＰＲ活動
など税務支援にも努めます。

（３）税の啓発及び租税教育事業
　次代を担う児童生徒に、税金の仕組みや役割な
どを理解してもらうため、租税教育事業を積極的
に推進します。　　　　　　　　　　　　　　　
　特に、青年部会・女性部会が合同で取り組む「租
税教室」、女性部会の「税に関する絵はがきコンクー
ル」など、全国一斉活動事業を積極的に推進します。

（４）税制改正の提言事業
　我が国においては、デフレ経済から脱却し、国・
地方の基礎的財政収支の黒字化が最優先課題となっ
ています。さらに財政健全化と社会保障の安定財源
確保が求められています。また、超高齢化社会が急
速に進展する今、社会保障は「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直す必要があります。　　
　このため、消費税制度の信頼性と有効性を確保す
ることも含め税のオピニオンリーダーとしてわが国
の将来を展望した建設的な提言に努めます。

　公益社団法人砺波法人会は、「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」という法人会の理念を踏襲し、組織の強
化を図ってまいりました。
　令和 3年度も、法人会の理念に基づき、「税」に関する活動を主軸において、次に掲げる事業の諸施
策に取り組んでまいります。

２．地域企業の健全な発展、　　　　　　
　　社会への貢献事業

　政治、経済・経営や年金・労務など幅広い分野
での研修会・セミナー・講演会を開催するとともに、
地域との共生を目指した社会貢献活動を展開し、
地域企業及び地域社会の健全な発展に資する事業
を展開します。

３．会員のための福利厚生事業の推進

　福利厚生制度の充実と財政基盤の安定化を図る
ため、引き続き提携保険三社との連携を一層強化
しつつ、会員企業の安定を担保する福利厚生制度
の円滑な運営に向け、強力に推進を支援します。

４．会員増強・会員支援事業

（１）組織の充実・強化
　公益性拡大の観点から、地域（支部）組織の充
実と連携強化を図りながら組織率の更なる向上を
目指し、会員増強に努めてまいります。

（２）青年部会・女性部会の充実
①青年部会活動の大きな柱である「租税教育活動」
「部会員増強運動」及び「財政健全化のための
健康経営の推進」について、より積極的な展開
を図ります。

②「女性部会のあり方（指針）」に沿って、部会員
の資質向上と法人会活動の充実・活性化に努め
ます。また、「租税教育活動」や「税の啓発活動」、
「社会貢献活動」を積極的に支援します。

当初予定の式次第

挨拶をされる齊藤会長

総会に参加された理事の皆さん

　 5月25日（火）午後 2時、TONAMI翔凜館三階鳳凰
の間で公益社団法人砺波法人会第十回定時総会が開
催されました。当日の出席会員は、会員45社（委任
状746社）の合計791社でした。新型コロナウィルス
感染防止のため、理事以上での開催で、藤田大輔砺
波税務署長、提携保険会社３社の皆様をご来賓とし
て予定しておりましたが、この 3日前の 5 月22日の
「新規感染者数32名」の発表を受け、急遽審議のみ
の開催と昨年と同様に規模を縮小した総会となりま
した。
　最初に、司会者の石崎副会長が開会を宣し、事務
局より総会成立の報告を行った後、齊藤会長が議長
席につき、「監事の職務は、財産及び会計の状況を調
査することだけでなく、理事の職務執行状況を監査
するものであること」から、最初に立浪監事から監
査報告を行うよう指示し、その後、理事会承認事項
である報告事項を事務局から説明の後、以下の議題
について議案審議を行いました。

１．研修参加優秀表彰
　　　株式会社今井機業場
　　　第一交易株式会社　
　　　砺波重機株式会社　
　　　富山工業株式会社　
　　　フジイ設備株式会社
　　　株式会社ランブール

２．永年勤続表彰
　　　副 会 長　石崎　直樹
　　　常任理事　武田　武美　
　　　監　　事　立浪　重建　

３．会員増強功績表彰
　　　西森　昭治

４．福利厚生制度推進表彰（役員等の部）
　　　齊藤　啓作（砺波重機株式会社）　　　　　　　
　　　西能　　徹（第一交易株式会社）　　　　　　　　
　　　川田　征利（川田ニット株式会社）　
　　　山本　吉弘（北陸ハイウェイ建設株式会社）　　　
　　　西森　昭治（有限会社西森組）　　　　　　　　　
　　　原野　悦子（有限会社クリーンアクト砺波）　

５．福利厚生制度推進表彰（提携保険会社の部）
　　　長森　啓子　大同生命保険株式会社推進員　　　
　　　大浦　陽子　大同生命保険株式会社推進員
　　　中村　紘士　ＡＩＧ損害保険株式会社
　　　　　　　　　富山支店ＩＣＡ社員
　　　株式会社ライフブレイン
　　　　　　　　　代表取締役　加藤　純朗
　　　　　　ＡＩＧ損害保険株式会社代理店
　　　有限会社ライフアシスト・山下
　　　　　　　　　代表取締役　山下千代松
　　　　　　アフラック生命保険株式会社代理店　　

公益財団法人全国法人会総連合会長表彰
　　単位会功労　常任理事　武田　武美
　　単位会功労　常任理事　川合　誠一

公益社団法人富山県法人会連合会会長表彰
　　単位会功労　常任理事　北村　憲三
　　単位会功労　監　　事　立浪　重建

報告
事項

令和２年度事業報告
令和３年度事業計画及び収支予算

議事 第１号議案　令和２年度収支決算承認
第２号議案　任期満了に伴う役員改選承認

　以上、総会決議事項のすべてについて、審議の結
果、原案通り、満場一致で承認されました。
　最後に、祝電披露され、功績者への賞状は後日事
務局から伝達させていただく旨説明し、総会は滞り
なく終了しました。
　総会に引き続き、臨時理事会が開催され、会長に
齊藤啓作氏が再任され、川田副会長より新会長、副
会長、常任理事等の発表が総会会場内にて行われま
した。

（当日表彰された会社等）
令和２年度　受賞者名簿

事  業  計  画令和３年度　
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公益社団法人第十回定時総会開催される

１．税知識の普及と納税意識の高揚並びに　
　　税の提言に関する事業

（１）税法税務に関する説明会・研修会・講演会事業
　会員をはじめ広く一般の企業及び市民を対象に、
税法・税務を中心とした説明会・研修会・講演会・
セミナーを実施し、税知識の普及と納税意識の高
揚に努めます。

　また、企業の内部統制面の強化や経理面の質を
向上させることができる「自主点検チェックシー
ト」の活用促進に努めます。

（２）税の広報事業
　当会の会報誌「砺波法人会報」並びにホームペー
ジに税法・税務に関する情報を掲載し、会員のみ
ならず、広く一般市民への税情報の提供に努めて
いきます。

　また、「ｅ－Ｔａｘ・eLTAX」「マイナンバーカー
ド」等の普及活動、「税を考える週間」のＰＲ活動
など税務支援にも努めます。

（３）税の啓発及び租税教育事業
　次代を担う児童生徒に、税金の仕組みや役割な
どを理解してもらうため、租税教育事業を積極的
に推進します。　　　　　　　　　　　　　　　
　特に、青年部会・女性部会が合同で取り組む「租
税教室」、女性部会の「税に関する絵はがきコンクー
ル」など、全国一斉活動事業を積極的に推進します。

（４）税制改正の提言事業
　我が国においては、デフレ経済から脱却し、国・
地方の基礎的財政収支の黒字化が最優先課題となっ
ています。さらに財政健全化と社会保障の安定財源
確保が求められています。また、超高齢化社会が急
速に進展する今、社会保障は「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直す必要があります。　　
　このため、消費税制度の信頼性と有効性を確保す
ることも含め税のオピニオンリーダーとしてわが国
の将来を展望した建設的な提言に努めます。

　公益社団法人砺波法人会は、「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」という法人会の理念を踏襲し、組織の強
化を図ってまいりました。
　令和 3年度も、法人会の理念に基づき、「税」に関する活動を主軸において、次に掲げる事業の諸施
策に取り組んでまいります。

２．地域企業の健全な発展、　　　　　　
　　社会への貢献事業

　政治、経済・経営や年金・労務など幅広い分野
での研修会・セミナー・講演会を開催するとともに、
地域との共生を目指した社会貢献活動を展開し、
地域企業及び地域社会の健全な発展に資する事業
を展開します。

３．会員のための福利厚生事業の推進

　福利厚生制度の充実と財政基盤の安定化を図る
ため、引き続き提携保険三社との連携を一層強化
しつつ、会員企業の安定を担保する福利厚生制度
の円滑な運営に向け、強力に推進を支援します。

４．会員増強・会員支援事業

（１）組織の充実・強化
　公益性拡大の観点から、地域（支部）組織の充
実と連携強化を図りながら組織率の更なる向上を
目指し、会員増強に努めてまいります。

（２）青年部会・女性部会の充実
①青年部会活動の大きな柱である「租税教育活動」
「部会員増強運動」及び「財政健全化のための
健康経営の推進」について、より積極的な展開
を図ります。

②「女性部会のあり方（指針）」に沿って、部会員
の資質向上と法人会活動の充実・活性化に努め
ます。また、「租税教育活動」や「税の啓発活動」、
「社会貢献活動」を積極的に支援します。

当初予定の式次第

挨拶をされる齊藤会長

総会に参加された理事の皆さん

　 5月25日（火）午後 2時、TONAMI翔凜館三階鳳凰
の間で公益社団法人砺波法人会第十回定時総会が開
催されました。当日の出席会員は、会員45社（委任
状746社）の合計791社でした。新型コロナウィルス
感染防止のため、理事以上での開催で、藤田大輔砺
波税務署長、提携保険会社３社の皆様をご来賓とし
て予定しておりましたが、この 3日前の 5 月22日の
「新規感染者数32名」の発表を受け、急遽審議のみ
の開催と昨年と同様に規模を縮小した総会となりま
した。
　最初に、司会者の石崎副会長が開会を宣し、事務
局より総会成立の報告を行った後、齊藤会長が議長
席につき、「監事の職務は、財産及び会計の状況を調
査することだけでなく、理事の職務執行状況を監査
するものであること」から、最初に立浪監事から監
査報告を行うよう指示し、その後、理事会承認事項
である報告事項を事務局から説明の後、以下の議題
について議案審議を行いました。

１．研修参加優秀表彰
　　　株式会社今井機業場
　　　第一交易株式会社　
　　　砺波重機株式会社　
　　　富山工業株式会社　
　　　フジイ設備株式会社
　　　株式会社ランブール

２．永年勤続表彰
　　　副 会 長　石崎　直樹
　　　常任理事　武田　武美　
　　　監　　事　立浪　重建　

３．会員増強功績表彰
　　　西森　昭治

４．福利厚生制度推進表彰（役員等の部）
　　　齊藤　啓作（砺波重機株式会社）　　　　　　　
　　　西能　　徹（第一交易株式会社）　　　　　　　　
　　　川田　征利（川田ニット株式会社）　
　　　山本　吉弘（北陸ハイウェイ建設株式会社）　　　
　　　西森　昭治（有限会社西森組）　　　　　　　　　
　　　原野　悦子（有限会社クリーンアクト砺波）　

５．福利厚生制度推進表彰（提携保険会社の部）
　　　長森　啓子　大同生命保険株式会社推進員　　　
　　　大浦　陽子　大同生命保険株式会社推進員
　　　中村　紘士　ＡＩＧ損害保険株式会社
　　　　　　　　　富山支店ＩＣＡ社員
　　　株式会社ライフブレイン
　　　　　　　　　代表取締役　加藤　純朗
　　　　　　ＡＩＧ損害保険株式会社代理店
　　　有限会社ライフアシスト・山下
　　　　　　　　　代表取締役　山下千代松
　　　　　　アフラック生命保険株式会社代理店　　

公益財団法人全国法人会総連合会長表彰
　　単位会功労　常任理事　武田　武美
　　単位会功労　常任理事　川合　誠一

公益社団法人富山県法人会連合会会長表彰
　　単位会功労　常任理事　北村　憲三
　　単位会功労　監　　事　立浪　重建

報告
事項

令和２年度事業報告
令和３年度事業計画及び収支予算

議事 第１号議案　令和２年度収支決算承認
第２号議案　任期満了に伴う役員改選承認

　以上、総会決議事項のすべてについて、審議の結
果、原案通り、満場一致で承認されました。
　最後に、祝電披露され、功績者への賞状は後日事
務局から伝達させていただく旨説明し、総会は滞り
なく終了しました。
　総会に引き続き、臨時理事会が開催され、会長に
齊藤啓作氏が再任され、川田副会長より新会長、副
会長、常任理事等の発表が総会会場内にて行われま
した。

（当日表彰された会社等）
令和２年度　受賞者名簿

事  業  計  画令和３年度　
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公益社団法人 砺波法人会 役員名簿公益社団法人 砺波法人会 役員名簿

会　　長 齊藤　啓作 井　波 砺波重機㈱ 代表取締役 南砺市岩屋町464 82－3168
副 会 長 川田　征利 城　端 川田ニット㈱ 代表取締役 南砺市城端1370 62－1170
副 会 長 西能　　徹 福　野 第一交易㈱ 代表取締役社長 南砺市苗島4785 22－3515
副 会 長 澤田　　勇 小矢部 みのわ窯業㈱ 代表取締役 小矢部市蓑輪4888 61－2572
副 会 長 藤森　武義 庄　川 藤森工業㈱ 代表取締役 砺波市庄川町青島663 82－0802
副 会 長 米原　嘉孝 砺　波 米原商事㈱ 代表取締役副社長 砺波市栄町6－27 33－2311
副 会 長 澤田　喜朗 福　光 チューモク㈱ 代表取締役会長 南砺市田中793 52－2808
常任理事 山本　吉弘 砺　波 北陸ハイウェイ建設㈱ 代表取締役 砺波市鷹栖373－1 33－2626
常任理事 北村　憲三 砺　波 ㈱日本ビルサービス 取締役会長 砺波市三郎丸313 33ー1202
常任理事 白山　達也 砺　波 ㈱熊野製作所 代表取締役社長 砺波市苗加21 32－5177
常任理事 余西　孝之 砺　波 となみ観光交通㈱ 代表取締役社長 砺波市一番町1－15 33－0313
常任理事 府録　弘之 小矢部 ㈱府録組 代表取締役社長 小矢部市津沢642 61－2019
常任理事 屋敷　正昭 小矢部 屋敷工業㈱ 代表取締役 小矢部市福久70 67－0132
常任理事 屋敷　吉信 小矢部 ㈱屋敷紙店 代表取締役社長 小矢部市本町7－1 67－4175
常任理事 大家　芳夫 小矢部 （医）社団啓愛会 事務長 小矢部市島321 67－8008
常任理事 岩﨑　　渉 福　野 アルカスコーポレーション㈱ 常務取締役 南砺市長源寺89 22－1800
常任理事 笹嶋　明人 福　野 笹嶋工業㈱ 代表取締役 南砺市三ツ屋28番地 22－2702
常任理事 西村　　仁 福　光 中越鉄工㈱ 代表取締役 南砺市和泉120 52－2815
常任理事 川合　誠一 福　光 日の出屋製菓産業㈱ 代表取締役会長兼社長 南砺市田中411 52－3011
常任理事 大西　史鴻 城　端 ㈲大西石油 代表取締役 南砺市細木126 62－2161
常任理事 出島　武晴 城　端 ㈱出島組 代表取締役 南砺市大島61 66－2249
常任理事 門口克比古 井　波 勝星産業㈱ 代表取締役 南砺市井波201 82－2696
常任理事 神下　正弘 庄　川 ㈱神下組 代表取締役社長 砺波市庄川町金屋74－1 82－0027
理　　事 深松　篤夫 砺　波 ㈱ふかまつ 代表取締役社長 砺波市中村196 32－2201
理　　事 山﨑　　泉 砺　波 ㈱山崎組 代表取締役 砺波市東保175 37－1020
理　　事 橋本　　昇 砺　波 砺波工業㈱ 執行役員総務部長 砺波市中央町1－8 32－3105
理　　事 金木　春男 砺　波 ㈱上智 代表取締役 砺波市千代176番地の1 33－2085
理　　事 土田　英雄 砺　波 となみ野農業協同組合 常務理事 砺波市宮沢町3－11 32－8600
理　　事 本江　　哲 砺　波 ㈱アルメックホンゴ 代表取締役 砺波市大辻160 33－5000
理　　事 岡田　繁正 小矢部 いなば農業協同組合 代表理事組合長 小矢部市石動町10－30 67－2115
理　　事 堀内　雄一 小矢部 ㈲堀内自動車工業所 代表取締役 小矢部市島400番地 67－2012
理　　事 江田　正幸 小矢部 石黒産業㈱ 専務取締役 小矢部市本町3－16 67－1496
理　　事 谷敷　裕喜 小矢部 ゴールドウイン開発㈱ 専務取締役 小矢部市興法寺1番地 61－3000
理　　事 小林　宏光 小矢部 北栄電設㈱ 取締役経営管理部長 小矢部市埴生1570 67－1568
理　　事 鴨島　広将 小矢部 ㈱ランブール 専務取締役 小矢部市名畑53番地の5 61－3777
理　　事 髙田　重弘 小矢部 ㈱髙田重建 代表取締役 小矢部市柳原55 67－2313
理　　事 池田麻衣子 福　野 ㈱三喜 代表取締役 南砺市寺家新屋敷399－1 22－6639
理　　事 北川　佳弘 福　野 ㈱北川電機商会 常務取締役 南砺市やかた61 22－2201
理　　事 坂井　孝行 福　光 三光合成㈱ 顧問税理士 南砺市土生新1200 52－7105
理　　事 堀井　昌之 福　光 太平㈱ 取締役総務部長 南砺市福光737 52－1136
理　　事 齊藤　勇一 福　光 福光農業協同組合   南砺市岩木434
理　　事 福田　哲博 城　端 福田食品工業㈱ 代表取締役 南砺市川上中891 64－2021
理　　事 木本　裕二 城　端 南砺電気㈱ 代表取締役社長 南砺市泉沢67 62－1966
理　　事 牧　　秀輔 城　端 牧印刷㈱ 代表取締役 南砺市理休333－1 62－0112
理　　事 北　　　修 井　波 ㈱シューコーポレーション 代表取締役 南砺市本町1丁目26番地 82－5339
理　　事 上田　英夫 井　波 ㈱上田組 代表取締役 南砺市利賀村大勘場443 68－2658
理　　事 苗加　為雄 井　波 ㈱苗加製作所 代表取締役 南砺市山見1978 82－0131
理　　事 木村　吉秀 庄　川 木村産業㈱ 代表取締役 砺波市庄川町金屋2062 82－1143
理　　事 宮田　智行 青　年 ㈲宮田鉄工所 専務取締役 小矢部市矢水町665番地1 54－6250
理　　事 山下　　博 青　年 中越興業㈱ 代表取締役 南砺市野口800 62－1221
理　　事 江成　　剛 青　年 ㈱アークエナリー 代表取締役 砺波市東保760－3 37－0864
理　　事 今井　逸子 女　性 ㈱今井機業場 監査役 南砺市城端2907 62－1188
理　　事 小竹　明代 女　性 ㈱ヤギヤ   砺波市本町6－12 33－5298
理　　事 三村美枝子 女　性 三村塗装㈱ 会長 南砺市福野1380 22－7211
監　　事 小杉　康夫 砺　波 若鶴酒造㈱ 代表取締役社長 砺波市三郎丸208 32－3032
監　　事 加藤　明博 小矢部 ㈱アキ 代表取締役 小矢部市五郎丸62 69－8703
監　　事 山村　正然 福　野 ㈲鍛冶 相談役 南砺市福野56番地 22－8618
専務理事 上田　　悟  事務局   砺波市永福町6－28 33－1544

氏　名

氏　名役職名

支　部

支部名

出身法人名

出身法人名

同左役職 連　絡　先 電　話

令和３～４年度令和３～４年度 公益社団法人 砺波法人会 委員会 役員名簿公益社団法人 砺波法人会 委員会 役員名簿令和３～４年度令和３～４年度

●総務委員会（11名)

委 員 長 川田　征利 城　端 川田ニット㈱

副委員長 西村　　仁 福　光 中越鉄工㈱

委　　員 北村　憲三 砺　波 ㈱日本ビルサービス

委　　員 金木　春男 砺　波 ㈱上智

委　　員 屋敷　吉信 小矢部 ㈱屋敷紙店

委　　員 谷敷　裕喜 小矢部 ゴールドウイン開発㈱

委　　員 川合　誠一 福　光 日の出屋製菓産業㈱

委　　員 門口克比古 井　波 勝星産業㈱

委　　員 苗加　為雄 井　波 ㈱苗加製作所

委　　員 宮田　智行 青年部 ㈲宮田鉄工所

委　　員 今井　逸子 女性部 ㈱今井機業場

氏　名役職名 支部名 出身法人名

●組織委員会（11名) 

委 員 長 西能　　徹 福　野 第一交易㈱

副委員長 大西　史鴻 城　端 ㈲大西石油

委　　員 余西　孝之 砺　波 となみ観光交通㈱

委　　員 橋本　　昇 砺　波 砺波工業㈱

委　　員 大家　芳夫 小矢部 （医）社団啓愛会

委　　員 岡田　繁正 小矢部 いなば農業㈿

委　　員 江田　正幸 小矢部 石黒産業㈱

委　　員 齊藤　勇一 福　光 福光農業㈿

委　　員 出島　武晴 城　端 ㈱出島組

委　　員 山下　　博 青年部 中越興業㈱

委　　員 小竹　明代 女性部 ㈱ヤギヤ

氏　名役職名 支部名 出身法人名

●税制委員会（８名） 

委 員 長 米原　嘉孝 砺　波 米原商事㈱

副委員長 府録　弘之 小矢部 ㈱府録組

委　　員 山﨑　　泉 砺　波 ㈱山崎組

委　　員 小林　宏光 小矢部 北栄電設㈱

委　　員 坂井　孝行 福　光 三光合成㈱

委　　員 福田　哲博 城　端 福田食品工業㈱

委　　員 宮本　宏志 青年部 ㈱宮本工務店

委　　員 原野　悦子 女性部 ㈲クリーンアクト砺波

氏　名役職名 支部名 出身法人名

●広報委員会（11名)

委 員 長 澤田　　勇 小矢部 みのわ窯業㈱

副委員長 岩﨑　　渉 福　野 アルカスコーポレーション㈱

委　　員 白山　達也 砺　波 ㈱熊野製作所

委　　員 土田　英雄 砺　波 となみ野農業㈿

委　　員 本江　　哲 砺　波 ㈱アルメックホンゴ

委　　員 屋敷　正昭 小矢部 屋敷工業㈱

委　　員 木本　裕二 城　端 南砺電気㈱

委　　員 上田　英夫 井　波 ㈱上田組

委　　員 木村　吉秀 庄　川 木村産業㈱

委　　員 福岡　　健 青年部 小矢部繊維工業㈱

委　　員 米道　啓子 女性部 庄川自動車㈱

氏　名役職名 支部名 出身法人名

●研修委員会（10名) 

委 員 長 藤森　武義 庄　川 藤森工業㈱

副委員長 山本　吉弘 砺　波 北陸ハイウェイ建設㈱

委　　員 鴨島　広将 小矢部 ㈱ランブール

委　　員 髙田　重弘 小矢部 ㈱髙田重建

委　　員 池田麻衣子 福　野 ㈱三喜

委　　員 北川　佳弘 福　野 ㈱北川電機商会

委　　員 牧　　秀輔 城　端 牧印刷㈱

委　　員 北　　　修 井　波 ㈱シューコーポレーション

委　　員 江成　　剛 青年部 ㈱アーク エナリー

委　　員 蟹谷　康代 女性部 (有)　かにや

氏　名役職名 支部名 出身法人名

●厚生委員会（８名) 

委 員 長 澤田　喜朗 福　光 チューモク㈱

副委員長 神下　正弘 庄　川 ㈱神下組

委　　員 深松　篤夫 砺　波 ㈱ふかまつ

委　　員 堀内　雄一 小矢部 ㈲堀内自動車工業所

委　　員 笹嶋　明人 福　野 笹嶋工業㈱

委　　員 堀井　昌之 福　光 太平㈱

委　　員 林　　紀孝 青年部 ㈱林商店

委　　員 三村美枝子 女性部 三村塗装㈱
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公益社団法人 砺波法人会 役員名簿公益社団法人 砺波法人会 役員名簿

会　　長 齊藤　啓作 井　波 砺波重機㈱ 代表取締役 南砺市岩屋町464 82－3168
副 会 長 川田　征利 城　端 川田ニット㈱ 代表取締役 南砺市城端1370 62－1170
副 会 長 西能　　徹 福　野 第一交易㈱ 代表取締役社長 南砺市苗島4785 22－3515
副 会 長 澤田　　勇 小矢部 みのわ窯業㈱ 代表取締役 小矢部市蓑輪4888 61－2572
副 会 長 藤森　武義 庄　川 藤森工業㈱ 代表取締役 砺波市庄川町青島663 82－0802
副 会 長 米原　嘉孝 砺　波 米原商事㈱ 代表取締役副社長 砺波市栄町6－27 33－2311
副 会 長 澤田　喜朗 福　光 チューモク㈱ 代表取締役会長 南砺市田中793 52－2808
常任理事 山本　吉弘 砺　波 北陸ハイウェイ建設㈱ 代表取締役 砺波市鷹栖373－1 33－2626
常任理事 北村　憲三 砺　波 ㈱日本ビルサービス 取締役会長 砺波市三郎丸313 33ー1202
常任理事 白山　達也 砺　波 ㈱熊野製作所 代表取締役社長 砺波市苗加21 32－5177
常任理事 余西　孝之 砺　波 となみ観光交通㈱ 代表取締役社長 砺波市一番町1－15 33－0313
常任理事 府録　弘之 小矢部 ㈱府録組 代表取締役社長 小矢部市津沢642 61－2019
常任理事 屋敷　正昭 小矢部 屋敷工業㈱ 代表取締役 小矢部市福久70 67－0132
常任理事 屋敷　吉信 小矢部 ㈱屋敷紙店 代表取締役社長 小矢部市本町7－1 67－4175
常任理事 大家　芳夫 小矢部 （医）社団啓愛会 事務長 小矢部市島321 67－8008
常任理事 岩﨑　　渉 福　野 アルカスコーポレーション㈱ 常務取締役 南砺市長源寺89 22－1800
常任理事 笹嶋　明人 福　野 笹嶋工業㈱ 代表取締役 南砺市三ツ屋28番地 22－2702
常任理事 西村　　仁 福　光 中越鉄工㈱ 代表取締役 南砺市和泉120 52－2815
常任理事 川合　誠一 福　光 日の出屋製菓産業㈱ 代表取締役会長兼社長 南砺市田中411 52－3011
常任理事 大西　史鴻 城　端 ㈲大西石油 代表取締役 南砺市細木126 62－2161
常任理事 出島　武晴 城　端 ㈱出島組 代表取締役 南砺市大島61 66－2249
常任理事 門口克比古 井　波 勝星産業㈱ 代表取締役 南砺市井波201 82－2696
常任理事 神下　正弘 庄　川 ㈱神下組 代表取締役社長 砺波市庄川町金屋74－1 82－0027
理　　事 深松　篤夫 砺　波 ㈱ふかまつ 代表取締役社長 砺波市中村196 32－2201
理　　事 山﨑　　泉 砺　波 ㈱山崎組 代表取締役 砺波市東保175 37－1020
理　　事 橋本　　昇 砺　波 砺波工業㈱ 執行役員総務部長 砺波市中央町1－8 32－3105
理　　事 金木　春男 砺　波 ㈱上智 代表取締役 砺波市千代176番地の1 33－2085
理　　事 土田　英雄 砺　波 となみ野農業協同組合 常務理事 砺波市宮沢町3－11 32－8600
理　　事 本江　　哲 砺　波 ㈱アルメックホンゴ 代表取締役 砺波市大辻160 33－5000
理　　事 岡田　繁正 小矢部 いなば農業協同組合 代表理事組合長 小矢部市石動町10－30 67－2115
理　　事 堀内　雄一 小矢部 ㈲堀内自動車工業所 代表取締役 小矢部市島400番地 67－2012
理　　事 江田　正幸 小矢部 石黒産業㈱ 専務取締役 小矢部市本町3－16 67－1496
理　　事 谷敷　裕喜 小矢部 ゴールドウイン開発㈱ 専務取締役 小矢部市興法寺1番地 61－3000
理　　事 小林　宏光 小矢部 北栄電設㈱ 取締役経営管理部長 小矢部市埴生1570 67－1568
理　　事 鴨島　広将 小矢部 ㈱ランブール 専務取締役 小矢部市名畑53番地の5 61－3777
理　　事 髙田　重弘 小矢部 ㈱髙田重建 代表取締役 小矢部市柳原55 67－2313
理　　事 池田麻衣子 福　野 ㈱三喜 代表取締役 南砺市寺家新屋敷399－1 22－6639
理　　事 北川　佳弘 福　野 ㈱北川電機商会 常務取締役 南砺市やかた61 22－2201
理　　事 坂井　孝行 福　光 三光合成㈱ 顧問税理士 南砺市土生新1200 52－7105
理　　事 堀井　昌之 福　光 太平㈱ 取締役総務部長 南砺市福光737 52－1136
理　　事 齊藤　勇一 福　光 福光農業協同組合   南砺市岩木434
理　　事 福田　哲博 城　端 福田食品工業㈱ 代表取締役 南砺市川上中891 64－2021
理　　事 木本　裕二 城　端 南砺電気㈱ 代表取締役社長 南砺市泉沢67 62－1966
理　　事 牧　　秀輔 城　端 牧印刷㈱ 代表取締役 南砺市理休333－1 62－0112
理　　事 北　　　修 井　波 ㈱シューコーポレーション 代表取締役 南砺市本町1丁目26番地 82－5339
理　　事 上田　英夫 井　波 ㈱上田組 代表取締役 南砺市利賀村大勘場443 68－2658
理　　事 苗加　為雄 井　波 ㈱苗加製作所 代表取締役 南砺市山見1978 82－0131
理　　事 木村　吉秀 庄　川 木村産業㈱ 代表取締役 砺波市庄川町金屋2062 82－1143
理　　事 宮田　智行 青　年 ㈲宮田鉄工所 専務取締役 小矢部市矢水町665番地1 54－6250
理　　事 山下　　博 青　年 中越興業㈱ 代表取締役 南砺市野口800 62－1221
理　　事 江成　　剛 青　年 ㈱アークエナリー 代表取締役 砺波市東保760－3 37－0864
理　　事 今井　逸子 女　性 ㈱今井機業場 監査役 南砺市城端2907 62－1188
理　　事 小竹　明代 女　性 ㈱ヤギヤ   砺波市本町6－12 33－5298
理　　事 三村美枝子 女　性 三村塗装㈱ 会長 南砺市福野1380 22－7211
監　　事 小杉　康夫 砺　波 若鶴酒造㈱ 代表取締役社長 砺波市三郎丸208 32－3032
監　　事 加藤　明博 小矢部 ㈱アキ 代表取締役 小矢部市五郎丸62 69－8703
監　　事 山村　正然 福　野 ㈲鍛冶 相談役 南砺市福野56番地 22－8618
専務理事 上田　　悟  事務局   砺波市永福町6－28 33－1544

氏　名

氏　名役職名

支　部

支部名

出身法人名

出身法人名

同左役職 連　絡　先 電　話

令和３～４年度令和３～４年度 公益社団法人 砺波法人会 委員会 役員名簿公益社団法人 砺波法人会 委員会 役員名簿令和３～４年度令和３～４年度

●総務委員会（11名)

委 員 長 川田　征利 城　端 川田ニット㈱

副委員長 西村　　仁 福　光 中越鉄工㈱

委　　員 北村　憲三 砺　波 ㈱日本ビルサービス

委　　員 金木　春男 砺　波 ㈱上智

委　　員 屋敷　吉信 小矢部 ㈱屋敷紙店

委　　員 谷敷　裕喜 小矢部 ゴールドウイン開発㈱

委　　員 川合　誠一 福　光 日の出屋製菓産業㈱

委　　員 門口克比古 井　波 勝星産業㈱

委　　員 苗加　為雄 井　波 ㈱苗加製作所

委　　員 宮田　智行 青年部 ㈲宮田鉄工所

委　　員 今井　逸子 女性部 ㈱今井機業場

氏　名役職名 支部名 出身法人名

●組織委員会（11名) 

委 員 長 西能　　徹 福　野 第一交易㈱

副委員長 大西　史鴻 城　端 ㈲大西石油

委　　員 余西　孝之 砺　波 となみ観光交通㈱

委　　員 橋本　　昇 砺　波 砺波工業㈱

委　　員 大家　芳夫 小矢部 （医）社団啓愛会

委　　員 岡田　繁正 小矢部 いなば農業㈿

委　　員 江田　正幸 小矢部 石黒産業㈱

委　　員 齊藤　勇一 福　光 福光農業㈿

委　　員 出島　武晴 城　端 ㈱出島組

委　　員 山下　　博 青年部 中越興業㈱

委　　員 小竹　明代 女性部 ㈱ヤギヤ

氏　名役職名 支部名 出身法人名

●税制委員会（８名） 

委 員 長 米原　嘉孝 砺　波 米原商事㈱

副委員長 府録　弘之 小矢部 ㈱府録組

委　　員 山﨑　　泉 砺　波 ㈱山崎組

委　　員 小林　宏光 小矢部 北栄電設㈱

委　　員 坂井　孝行 福　光 三光合成㈱

委　　員 福田　哲博 城　端 福田食品工業㈱

委　　員 宮本　宏志 青年部 ㈱宮本工務店

委　　員 原野　悦子 女性部 ㈲クリーンアクト砺波

氏　名役職名 支部名 出身法人名

●広報委員会（11名)

委 員 長 澤田　　勇 小矢部 みのわ窯業㈱

副委員長 岩﨑　　渉 福　野 アルカスコーポレーション㈱

委　　員 白山　達也 砺　波 ㈱熊野製作所

委　　員 土田　英雄 砺　波 となみ野農業㈿

委　　員 本江　　哲 砺　波 ㈱アルメックホンゴ

委　　員 屋敷　正昭 小矢部 屋敷工業㈱

委　　員 木本　裕二 城　端 南砺電気㈱

委　　員 上田　英夫 井　波 ㈱上田組

委　　員 木村　吉秀 庄　川 木村産業㈱

委　　員 福岡　　健 青年部 小矢部繊維工業㈱

委　　員 米道　啓子 女性部 庄川自動車㈱

氏　名役職名 支部名 出身法人名

●研修委員会（10名) 

委 員 長 藤森　武義 庄　川 藤森工業㈱

副委員長 山本　吉弘 砺　波 北陸ハイウェイ建設㈱

委　　員 鴨島　広将 小矢部 ㈱ランブール

委　　員 髙田　重弘 小矢部 ㈱髙田重建

委　　員 池田麻衣子 福　野 ㈱三喜

委　　員 北川　佳弘 福　野 ㈱北川電機商会

委　　員 牧　　秀輔 城　端 牧印刷㈱

委　　員 北　　　修 井　波 ㈱シューコーポレーション

委　　員 江成　　剛 青年部 ㈱アーク エナリー

委　　員 蟹谷　康代 女性部 (有)　かにや

氏　名役職名 支部名 出身法人名

●厚生委員会（８名) 

委 員 長 澤田　喜朗 福　光 チューモク㈱

副委員長 神下　正弘 庄　川 ㈱神下組

委　　員 深松　篤夫 砺　波 ㈱ふかまつ

委　　員 堀内　雄一 小矢部 ㈲堀内自動車工業所

委　　員 笹嶋　明人 福　野 笹嶋工業㈱

委　　員 堀井　昌之 福　光 太平㈱

委　　員 林　　紀孝 青年部 ㈱林商店

委　　員 三村美枝子 女性部 三村塗装㈱
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藤田税務署長から祝辞をいただく

齊藤親会会長からの祝辞

新任挨拶を行なう宮田新部会長

挨拶を行う西森部会長

監査報告を行う山田監事

池田常任理事　名司会ありがとうございます

監査報告を行う原野監事

令和３～４年度　公益社団法人　砺波法人会青年部会役員名簿

　女性部会総会と青年部会総会の間の１時間を活用して、2年
ぶりの「総会記念講演会」を開催しました。
　講師には、「渡貫淳子氏」を迎えて、「南極調理隊員」とし
て、極寒の南極生活を過ごされた「経験談」を楽しく聴講いたし
ました。講師自らが撮影された「南極大陸」「白夜」「オーロラ」
「ブリザード」等写真映像を見ながら、是非「南極大陸観光」に
行ってみたいと思いました。

砺波法人会青年部第31回
通常総会開催される

　去る 6 月14日（月）TONAMI翔凛館において、公益社団法人
砺波法人会青年部の第31回通常総会が盛大に開催されました。
西森部会長が挨拶をし、次第に沿って第一号議案から第五号議
案まで提案説明がなされ、すべての議案が承認可決されまし
た。第五号議案「任期満了に伴う役員改選の件」の後、西森部
会長から宮田智行部会長への新旧の交代が行われ、宮田新部会
長のもと、新体制になった青年部の活躍が期待されます。続い
て来賓を代表して藤田大輔砺波税務署長、齊藤啓作砺波法人会
長より祝辞を賜り、総会は滞りなく終了しました。

砺波法人会女性部会第26回
通常総会開催される

　さる令和 3 年 6 月14日に女性部会第26回通常総会が
TONAMI　翔凛館におきまして開催されました。
　砺波税務署長　藤田大輔様をはじめ 4名の来賓をお迎えし、
令和２年度の事業報告、決算報告、監査承認と議事承認され、
次に新たな令和３年度の事業計画（案）、予算（案）が承認決定さ
れました。
　任期満了に伴う役員改選につきまして、役員名簿（案）での
満場一致で承認可決され今井逸子部会長のもとでの更なる飛躍
が期待されます。
　続いて来賓を代表され藤田大輔砺波税務署長様、砺波法人会長
齊藤啓作様から丁重なご祝辞を賜り総会は滞りなく終了しました。

部 会 長 ㈲宮田鉄工所 宮田　智行 932-0121 小矢部市矢水町665番地1 0766－54－6250
副部会長 中越興業㈱ 山下　　博 939-1844 南砺市野口800 0763－62－1211
副部会長 小矢部繊維工業㈱ 福岡　　健 932-0821 小矢部市鷲島187-6 0766－67－1193
副部会長 ㈱アークエナリー 江成　　剛 939-1041 砺波市東保760-3 0763－37－0864
理　　事 木村産業㈱ 木村　吉秀 932-0305 砺波市庄川町金屋2062 0763－82－1143
理　　事 新日本建機㈱ 高田　康弘 939-1333 砺波市苗加1108-1 0763－32－6200
理　　事 ㈱日本ビルサービス 北村　将人 939-1308 砺波市三郎丸313 0763－33－1202
理　　事 リアールプランニング㈱ 久保田晃克 939-1365 砺波市三島町13-8 0763－55－6554
理　　事 三栄自動車工業㈱ 林　　修三 932-0031 小矢部市岡152 0766－67－3115
理　　事 ㈱福田製作所 福田　伸二 932-0064 小矢部市谷坪野618 0766－68－0033
理　　事 日本海興発㈱ 石田　大介 932-0812 （連）高岡市福岡町下向田1-9 0766－64－1170
理　　事 ㈱島田木材 島田　優平 932-0203 南砺市山見1755 0763－82－0124
理　　事 ㈲大西石油 大西　正起 939-1841 南砺市細木126 0763－62－2161
理　　事 ㈱林商店 林　　紀孝 939-1505 南砺市長源寺77 0763－22－2330
監　　事 ヤマキ工業㈱ 山田　哲生 939-1521 南砺市苗島404 0763－22－3803
監　　事 ㈲西森組 西森　昭治 939-1341 砺波市高波1860 0763－33－3545

役職名 会社名 役員名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

令和３～４年度　公益社団法人　砺波法人会女性部会役員名簿　

部 会 長 ㈱今井機業場 今井　逸子 939-1868 南砺市城端2907 0763－62－1188
副部会長 ㈱ヤギヤ 小竹　明代 939-1368 砺波市本町6-12 0763－33－5298
副部会長 三村塗装㈱ 三村美枝子 939-1500 南砺市福野1380 0763－22－7211
常任理事 庄川自動車㈱ 米道　啓子 932-0305 砺波市庄川町金屋6 0763－82－2671
常任理事 ㈲クリーンアクト砺波 原野　悦子 939-1345 砺波市林1316 0763－32－1235
常任理事 ㈲かにや 蟹谷　康代 939-1561 南砺市福野1316-42 0763－22－2876
常任理事 ㈱三喜有 中西　菊美 939-1577 南砺市寺家新屋敷399-1 0763－22－6639
常任理事 石畠㈱ 石畠　明子 932-0127 小矢部市興法寺81 0766－61－3800
常任理事 ㈱三喜 池田麻衣子 939-1577 南砺市寺家新屋敷399-1 0763－22－6639
理　　事 ㈱余西商会 余西　恵子 939-1371 砺波市栄町4-11 0763－33－2533
理　　事 ㈱横山製作所 横山　和美 939-1383 砺波市高道202-1 0763－32－4883
理　　事 北陸ハイウェイ建設㈱ 山本恵美子 939-1335 砺波市鷹栖373-1 0763－33－2626
理　　事 大王産業㈱ 沼田　道代 932-0115 小矢部市津沢1-1 0766－61－2193
理　　事 梅本建設工業㈱ 梅本　有美 939-1502 南砺市野尻665 0763－22－4111
理　　事 ㈱山秀木材 山田由里枝 932-0212 南砺市山斐188 0763－82－0428
理　　事 ㈲大西石油 大西寿美子 939-1841 南砺市細木126 0763－62－2161
監　　事 ㈲福野自工 梅木　春味 939-1507 南砺市二日町2229-4 0763－22－4643
監　　事 日本海ツーリスト㈱ 堀田　節子 939-1363 砺波市太郎丸1-9-24 0763－33－5577

役職名 会社名 役員名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

青年部会
だより

今井部会長の挨拶

女性部会
だより

青年部・女性部青年部・女性部
合同総会記念講演会合同総会記念講演会
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藤田税務署長から祝辞をいただく

齊藤親会会長からの祝辞

新任挨拶を行なう宮田新部会長

挨拶を行う西森部会長

監査報告を行う山田監事

池田常任理事　名司会ありがとうございます

監査報告を行う原野監事

令和３～４年度　公益社団法人　砺波法人会青年部会役員名簿

　女性部会総会と青年部会総会の間の１時間を活用して、2年
ぶりの「総会記念講演会」を開催しました。
　講師には、「渡貫淳子氏」を迎えて、「南極調理隊員」とし
て、極寒の南極生活を過ごされた「経験談」を楽しく聴講いたし
ました。講師自らが撮影された「南極大陸」「白夜」「オーロラ」
「ブリザード」等写真映像を見ながら、是非「南極大陸観光」に
行ってみたいと思いました。

砺波法人会青年部第31回
通常総会開催される

　去る 6 月14日（月）TONAMI翔凛館において、公益社団法人
砺波法人会青年部の第31回通常総会が盛大に開催されました。
西森部会長が挨拶をし、次第に沿って第一号議案から第五号議
案まで提案説明がなされ、すべての議案が承認可決されまし
た。第五号議案「任期満了に伴う役員改選の件」の後、西森部
会長から宮田智行部会長への新旧の交代が行われ、宮田新部会
長のもと、新体制になった青年部の活躍が期待されます。続い
て来賓を代表して藤田大輔砺波税務署長、齊藤啓作砺波法人会
長より祝辞を賜り、総会は滞りなく終了しました。

砺波法人会女性部会第26回
通常総会開催される

　さる令和 3 年 6 月14日に女性部会第26回通常総会が
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部 会 長 ㈲宮田鉄工所 宮田　智行 932-0121 小矢部市矢水町665番地1 0766－54－6250
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副部会長 ㈱アークエナリー 江成　　剛 939-1041 砺波市東保760-3 0763－37－0864
理　　事 木村産業㈱ 木村　吉秀 932-0305 砺波市庄川町金屋2062 0763－82－1143
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理　　事 ㈱日本ビルサービス 北村　将人 939-1308 砺波市三郎丸313 0763－33－1202
理　　事 リアールプランニング㈱ 久保田晃克 939-1365 砺波市三島町13-8 0763－55－6554
理　　事 三栄自動車工業㈱ 林　　修三 932-0031 小矢部市岡152 0766－67－3115
理　　事 ㈱福田製作所 福田　伸二 932-0064 小矢部市谷坪野618 0766－68－0033
理　　事 日本海興発㈱ 石田　大介 932-0812 （連）高岡市福岡町下向田1-9 0766－64－1170
理　　事 ㈱島田木材 島田　優平 932-0203 南砺市山見1755 0763－82－0124
理　　事 ㈲大西石油 大西　正起 939-1841 南砺市細木126 0763－62－2161
理　　事 ㈱林商店 林　　紀孝 939-1505 南砺市長源寺77 0763－22－2330
監　　事 ヤマキ工業㈱ 山田　哲生 939-1521 南砺市苗島404 0763－22－3803
監　　事 ㈲西森組 西森　昭治 939-1341 砺波市高波1860 0763－33－3545

役職名 会社名 役員名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

令和３～４年度　公益社団法人　砺波法人会女性部会役員名簿　
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理　　事 梅本建設工業㈱ 梅本　有美 939-1502 南砺市野尻665 0763－22－4111
理　　事 ㈱山秀木材 山田由里枝 932-0212 南砺市山斐188 0763－82－0428
理　　事 ㈲大西石油 大西寿美子 939-1841 南砺市細木126 0763－62－2161
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役職名 会社名 役員名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

青年部会
だより

今井部会長の挨拶
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だより
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堀結　衣奈 さん
出町小　6年

山本　優佳 さん
城端小　6年

西川　葵星 さん
城端小　6年

柴垣　乃絢 さん
庄川小　5年

穴田　心絆 さん
砺波東部小　6年

道海　紬心 さん
福光南部小　6年

中家　里歩 さん
石動小　6年

上田　茉鈴 さん
福野小　5年

宮崎　真菜 さん
福野小　5年

五島　つかさ さん
鷹栖小　6年

たくさんの
ご応募をいただき
ありがとう

ございました。

たくさんの
ご応募をいただき
ありがとう

ございました。

入　賞　入　賞　

優  秀  賞優  秀  賞

砺波法人会長賞砺波法人会長賞

砺波法人会女性部会長賞砺波法人会女性部会長賞
県 連 入 賞

砺波税務署長賞砺波税務署長賞
県連入賞

税に関する

絵は が き
コンクール絵は が き
コンクール

令
和
２
年
度

優秀作品
一覧

公益社団法人砺波法人会女性部会

　「税に関する絵はがきコンクール」は、砺波法人会女性部会の
基幹的取組みとして国税庁の後援を受け、毎年行われています。
　令和２年度では、管内18の小学校から、627枚の絵はがきの
申し込みがあり、「砺波税務署長賞」として、南砺市城端小学校
６年　西川　葵星（ニシカワ　キホ）さんが選ばれました。
　令和３年３月５日には、今井女性部会長同席のもと、藤田砺波
税務署長から賞状が授与されました。

6 作品

「税に関する絵はがきコンクール」賞状授与

新青年部会長・新女性部会長あいさつ

　この度、砺波法人会青年部会長に就任を致しまし
た宮田智行と申します。今年度は『租税教育活動』
『会員拡大』に加えまして、昨年度より新たに動き
出しています『健康経営』の三本の柱で活動して参
ります。それに伴い、組織も副部会長３人体制と拡
充しまして、それぞれの活動を確実に遂行して行き
たいと考えております。
　昨年度はなかなか思うような活動が出来ない中で
はありましたが、新入会員として多くの有望な新し
い仲間を迎える事が出来ました。50名となりまし
た青年部会員の皆様とともに、会の発展の為、精一
杯務めて参る所存ですので何卒宜しくお願い申し上
げます。
　依然として続くコロナ禍の今、混沌とした社会・
世界の中での舵取りを私達は求められています。今
何を優先すべきなのか、青年部会の仲間と切磋琢磨
し合い協力をして、まずはこの一年活動して参りま
す。今後とも、皆様方からのご指導とご鞭撻、並び
にこれまでと同様のご支援を賜りますよう、重ねて
宜しくお願い致します。

部会長　宮 田 智 行

青年部会

　第26回通常総会において、女性部会長をお受け
することとなりました。再度の就任となりますが、
会員皆様方のお力添えを頂き、精一杯努力してまい
りますので、どうぞよろしくお願い致します。
　女性部会は、青年部会と共に小学６年生を対象と
する「租税教室」に講師としても参加しておりま
す。講師を務めることによって自分自身の税に対す
る意識や知識もどんどん変化し、自己啓発にも役に
立っていることを実感しています。女性部会独自の
ものとしては、税の絵葉書コンクールがあります。
昨年度は、税務署長にもご協力をいただき、かなり
応募数が増え、嬉しく思っております。今年も、秋
には、実施に取り組んでいく予定です。
　毎年４月に実施されている「全国女性フォーラ
ム」は、昨年は中止となりました。今年は、11月
に延期されましたが、なんとか、ワクチン接種効果
が進み、実施できることを期待しております。　
　人類はこれまでに天然痘やさまざまな流行り病に
直面し、乗り越えてきました。今、私たちもこの歴
史に学び、知恵を絞り、乗り越えて行きたいと思い
ます。
　会員の皆様のご支援、お力添え、各種行事へのご
参加を宜しくお願い致します。

部会長　今 井 逸 子

女性部会
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（令和３年１月～令和３年６月）新入会員紹介
１．一般会員

株式会社鳶ティーツー　＊令和２年１２月入会 砺波市柳瀬８０３ー２ 高畑　裕一 建設業 橋本　　昇

株式会社鹿嶋クレーン工業 砺波市高波１７７１番地 鹿島　義高 建設業 余西　孝之

有限会社スリーティ商事 砺波市鷹栖２３０５番地 萩原　信行 保険代理店 事務局

リアールプランニング株式会社 砺波市三島町３番８号 久保田晃克 不動産業 西森　昭治

農事組合法人茄子島営農 小矢部市茄子島１０２ 元井　榮作 農業（水稲） 岡田　繁正

株式会社リンドー 南砺市千福１０７番地 林道　大介 繊維機械の輸出入 事務局

マイソファー株式会社 砺波市庄川町金屋１９３７番地 齋藤　邦博 木製家具製造 長森　啓子（大同生命）

有限会社マイシステム 砺波市庄川町金屋１９２４番地 天満　信夫 縫製業 長森　啓子（大同生命）

マルゼン木工株式会社 砺波市庄川町金屋３７０４番地１ 齋藤　邦博 木製家具製造 長森　啓子（大同生命）

法　人　名 所　在　地 代　表　者 業　　種 推　薦　者

３．青年部会員

砂土居義泰 砺波市広上町１０ー１４ 株式会社砂土居造園 砂土居武義 西森　昭治

久保田晃克 砺波市三島町３番８号 リアールプランニング株式会社 久保田晃克 西森　昭治

飯田　哲弘 砺波市庄川町筏８１－２ 株式会社ロボテック 飯田　哲弘 西森　昭治

坂本　挙弥 砺波市芹谷２－２ 坂本組株式会社 坂本　吉隆 西森　昭治

村西　孝介 小矢部市赤倉１６９番地 大和トランスポート株式会社 村西　更新 宮田　智行

根尾祐一郎 砺波市矢木３６２ 根尾建設株式会社 根尾　由和 西森　昭治

法　人　名所　在　地会　員　名 代　表　者 推　薦　者

２．賛助会員（法人）

株式会社コラレアルチザンジャパン 南砺市井波１８９６－１ 山川　智嗣 建築設計・宿泊業 　　門口克比古
法　人　名 所　在　地 代　表　者 業　　種 推　薦　者

　女性部会では、令和 3 年 3 月19日に今
井逸子部会長、三村美枝子副部会長の 2名
が、砺波市の“砺波善意銀行”を訪問し、
「未使用タオル　140本」と「使用済み切
手」を寄贈しました。
　この取組は、公益社団法人砺波法人会女
性部会の社会貢献事業の一環として平成17
年から取り組んでいる事業であり、砺波
市、南砺市、小矢部市の毎年管内福祉関係
の１団体を対象として行っています。

青年
部会

女性
部会 の 租税教室報告

　青年部会及び女性部会の主たる事業である「租税教室」は、令和３年度からの小学
校教育カリキュラムの変更に伴い、この５月及び６月に集中して開催されました。
　青年部・女性部の役員が講師となり、５月19日を皮切りに６月１日までに、砺波市・
南砺市・小矢部市の小学校６校で租税教室を開催しました。

82名西森　昭治
　青年部会長（当時）

講師

砺波市出町小学校６学年5月19日㊌

9名山田　哲生
　青年部監事　

講師

南砺市福光南部小学校６学年5月19日㊌

8名原野　悦子
　女性部監事（当時）

講師

小矢部市東部小学校６学年5月21日㊎

101名池田 麻衣子
　女性部常任理事

講師

南砺市福野小学校６学年5月21日㊎

34名今井　逸子
　女性部会長

講師

砺波市砺波南部小学校６学年5月28日㊎

42名宮田　智行
　青年部副部会長
　　　　　（当時）

講師

砺波市庄東小学校６学年6月１日㊋
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（令和３年１月～令和３年６月）新入会員紹介
１．一般会員

株式会社鳶ティーツー　＊令和２年１２月入会 砺波市柳瀬８０３ー２ 高畑　裕一 建設業 橋本　　昇

株式会社鹿嶋クレーン工業 砺波市高波１７７１番地 鹿島　義高 建設業 余西　孝之

有限会社スリーティ商事 砺波市鷹栖２３０５番地 萩原　信行 保険代理店 事務局

リアールプランニング株式会社 砺波市三島町３番８号 久保田晃克 不動産業 西森　昭治

農事組合法人茄子島営農 小矢部市茄子島１０２ 元井　榮作 農業（水稲） 岡田　繁正

株式会社リンドー 南砺市千福１０７番地 林道　大介 繊維機械の輸出入 事務局

マイソファー株式会社 砺波市庄川町金屋１９３７番地 齋藤　邦博 木製家具製造 長森　啓子（大同生命）

有限会社マイシステム 砺波市庄川町金屋１９２４番地 天満　信夫 縫製業 長森　啓子（大同生命）

マルゼン木工株式会社 砺波市庄川町金屋３７０４番地１ 齋藤　邦博 木製家具製造 長森　啓子（大同生命）

法　人　名 所　在　地 代　表　者 業　　種 推　薦　者

３．青年部会員
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法　人　名所　在　地会　員　名 代　表　者 推　薦　者

２．賛助会員（法人）

株式会社コラレアルチザンジャパン 南砺市井波１８９６－１ 山川　智嗣 建築設計・宿泊業 　　門口克比古
法　人　名 所　在　地 代　表　者 業　　種 推　薦　者

　女性部会では、令和 3 年 3 月19日に今
井逸子部会長、三村美枝子副部会長の 2名
が、砺波市の“砺波善意銀行”を訪問し、
「未使用タオル　140本」と「使用済み切
手」を寄贈しました。
　この取組は、公益社団法人砺波法人会女
性部会の社会貢献事業の一環として平成17
年から取り組んでいる事業であり、砺波
市、南砺市、小矢部市の毎年管内福祉関係
の１団体を対象として行っています。

青年
部会

女性
部会 の 租税教室報告

　青年部会及び女性部会の主たる事業である「租税教室」は、令和３年度からの小学
校教育カリキュラムの変更に伴い、この５月及び６月に集中して開催されました。
　青年部・女性部の役員が講師となり、５月19日を皮切りに６月１日までに、砺波市・
南砺市・小矢部市の小学校６校で租税教室を開催しました。
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9名山田　哲生
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101名池田 麻衣子
　女性部常任理事

講師

南砺市福野小学校６学年5月21日㊎

34名今井　逸子
　女性部会長

講師

砺波市砺波南部小学校６学年5月28日㊎

42名宮田　智行
　青年部副部会長
　　　　　（当時）

講師

砺波市庄東小学校６学年6月１日㊋
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企業の皆様

法人会 自主点検チェックシート（国税庁後援）は、企業自らが自主的に点検することにより、
税務コンプライアンスの向上や、自社の成長、ひいては税務リスクの軽減に役立つものです。

まだ自主点検チェックシートに取り組まれていない
経営者の皆様も、是非一度お試しください。

お問い合わせ先お問い合わせ

自主点検チェックシートは、法人会ホームページ「自主点検チェックシート」の
コーナーからダウンロードできます。
また、同コーナーでは、使い方などをわかりやすく解説した「法人会 自主点検
チェックシートのススメ」を配信していますので、是非ご活用ください。

２． また、「法人事業概況説明書」 〈裏面〉17．「加入組
合等の状況」の欄には、法人会の会員である旨お
よび法人会での役職名を記入することができます。

※上記「１」「２」ともe-taxを利用した場合でも入力することができます。

（記入例）

17 

加
入
組
合
等
の
状
況

（役職名）

法人会の会員であることを
ご記入ください。

１． 平成 30年４月１日以後終了事業年度分より「法人事業概況説明書」の様式が改訂され、〈表面〉に８．（５）「社
内監査」欄が新たに設けられました。

「社内監査」欄には、
各種チェックシート
等を活用した社内監
査実施の有無を記入
します。

「法人会 自主点検チェックシート」を活用し、
社内点検を実施した場合には、下記のように
記入してください。

⑸
社
内
監
査

実施の有無 有 無
（　 　）

法人会 自主点検チェックシートを
活用していますか？

自主点検チェックシートを活用した場合には、「法人事業概況説明書」に
（法人会 自主点検チェックシート）と記入することができます。

法人会　 自主点検チェ ッ クシート

○○法人会会員

（ 法人会役職名をご記入く ださい） 　 　

　　○○法人会
電話番号等

URL等

企業の皆様

法人会 自主点検チェックシート（国税庁後援）は、企業自らが自主的に点検することにより、
税務コンプライアンスの向上や、自社の成長、ひいては税務リスクの軽減に役立つものです。

まだ自主点検チェックシートに取り組まれていない
経営者の皆様も、是非一度お試しください。

お問い合わせ先お問い合わせ

自主点検チェックシートは、法人会ホームページ「自主点検チェックシート」の
コーナーからダウンロードできます。
また、同コーナーでは、使い方などをわかりやすく解説した「法人会 自主点検
チェックシートのススメ」を配信していますので、是非ご活用ください。

２． また、「法人事業概況説明書」 〈裏面〉17．「加入組
合等の状況」の欄には、法人会の会員である旨お
よび法人会での役職名を記入することができます。

※上記「１」「２」ともe-taxを利用した場合でも入力することができます。

（記入例）

17 

加
入
組
合
等
の
状
況

（役職名）

法人会の会員であることを
ご記入ください。

１． 平成 30年４月１日以後終了事業年度分より「法人事業概況説明書」の様式が改訂され、〈表面〉に８．（５）「社
内監査」欄が新たに設けられました。

「社内監査」欄には、
各種チェックシート
等を活用した社内監
査実施の有無を記入
します。

「法人会 自主点検チェックシート」を活用し、
社内点検を実施した場合には、下記のように
記入してください。

⑸
社
内
監
査

実施の有無 有 無
（　 　）

法人会 自主点検チェックシートを
活用していますか？

自主点検チェックシートを活用した場合には、「法人事業概況説明書」に
（法人会 自主点検チェックシート）と記入することができます。

法人会　 自主点検チェ ッ クシート

○○法人会会員

（ 法人会役職名をご記入く ださい） 　 　

　　○○法人会
電話番号等

URL等

企業の皆様

法人会 自主点検チェックシート（国税庁後援）は、企業自らが自主的に点検することにより、
税務コンプライアンスの向上や、自社の成長、ひいては税務リスクの軽減に役立つものです。

まだ自主点検チェックシートに取り組まれていない
経営者の皆様も、是非一度お試しください。

お問い合わせ先お問い合わせ

自主点検チェックシートは、法人会ホームページ「自主点検チェックシート」の
コーナーからダウンロードできます。
また、同コーナーでは、使い方などをわかりやすく解説した「法人会 自主点検
チェックシートのススメ」を配信していますので、是非ご活用ください。

２． また、「法人事業概況説明書」 〈裏面〉17．「加入組
合等の状況」の欄には、法人会の会員である旨お
よび法人会での役職名を記入することができます。

※上記「１」「２」ともe-taxを利用した場合でも入力することができます。

（記入例）

17 

加
入
組
合
等
の
状
況

（役職名）

法人会の会員であることを
ご記入ください。

１． 平成 30年４月１日以後終了事業年度分より「法人事業概況説明書」の様式が改訂され、〈表面〉に８．（５）「社
内監査」欄が新たに設けられました。

「社内監査」欄には、
各種チェックシート
等を活用した社内監
査実施の有無を記入
します。

「法人会 自主点検チェックシート」を活用し、
社内点検を実施した場合には、下記のように
記入してください。

⑸
社
内
監
査

実施の有無 有 無
（　 　）

法人会 自主点検チェックシートを
活用していますか？

自主点検チェックシートを活用した場合には、「法人事業概況説明書」に
（法人会 自主点検チェックシート）と記入することができます。

法人会　 自主点検チェ ッ クシート

○○法人会会員

（ 法人会役職名をご記入く ださい） 　 　

　　○○法人会
電話番号等

URL等

株式会社 今井機業場（南砺市）

若 手 社 員 と 会 社 案 内
わが社を支える

● 経編(たてあみ)ニット生地のテキスタイルメーカーです。

経編（トリコット）と呼ばれるニットの生地を開発・製造している会社です。富山県は日本一の経編ニット 

生産量を誇り、衣料用はもちろん非衣料の分野まで幅広い用途に使用されています。 

● 強味は商品開発力と技術力！

年間 400 点以上の商品開発を行い、また高品質を保ちながら多品種生産を実現出来る技術力を有しています。  

皆様の身近にあるその商品もひょっとしたら弊社の生地を使用しているかもしれません！ 

● 平均年齢３６歳の若い力で勝負！

平均年齢３６歳と業界内でも若く、若手社員が生産・開発・営業で活躍している会社です。入社時は誰も繊維 

についての知識はありませんが、しっかりとしたＯＪＴを実施。当社には育てる風土があります。 

お題「これからの時代を生き残るためには、会社がどう

変革していくか」を考える様子。みんな真剣です！ 

わが社を支える若手社員と会社案内 

株式会社 今井機業場 (南砺市)

入社３年目 製品開発課 Ｓさん 
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企業の皆様

法人会 自主点検チェックシート（国税庁後援）は、企業自らが自主的に点検することにより、
税務コンプライアンスの向上や、自社の成長、ひいては税務リスクの軽減に役立つものです。

まだ自主点検チェックシートに取り組まれていない
経営者の皆様も、是非一度お試しください。

お問い合わせ先お問い合わせ

自主点検チェックシートは、法人会ホームページ「自主点検チェックシート」の
コーナーからダウンロードできます。
また、同コーナーでは、使い方などをわかりやすく解説した「法人会 自主点検
チェックシートのススメ」を配信していますので、是非ご活用ください。

２． また、「法人事業概況説明書」 〈裏面〉17．「加入組
合等の状況」の欄には、法人会の会員である旨お
よび法人会での役職名を記入することができます。

※上記「１」「２」ともe-taxを利用した場合でも入力することができます。

（記入例）

17 

加
入
組
合
等
の
状
況

（役職名）

法人会の会員であることを
ご記入ください。

１． 平成 30年４月１日以後終了事業年度分より「法人事業概況説明書」の様式が改訂され、〈表面〉に８．（５）「社
内監査」欄が新たに設けられました。

「社内監査」欄には、
各種チェックシート
等を活用した社内監
査実施の有無を記入
します。

「法人会 自主点検チェックシート」を活用し、
社内点検を実施した場合には、下記のように
記入してください。

⑸
社
内
監
査

実施の有無 有 無
（　 　）

法人会 自主点検チェックシートを
活用していますか？

自主点検チェックシートを活用した場合には、「法人事業概況説明書」に
（法人会 自主点検チェックシート）と記入することができます。

法人会　 自主点検チェ ッ クシート

○○法人会会員

（ 法人会役職名をご記入く ださい） 　 　

　　○○法人会
電話番号等

URL等

企業の皆様

法人会 自主点検チェックシート（国税庁後援）は、企業自らが自主的に点検することにより、
税務コンプライアンスの向上や、自社の成長、ひいては税務リスクの軽減に役立つものです。

まだ自主点検チェックシートに取り組まれていない
経営者の皆様も、是非一度お試しください。

お問い合わせ先お問い合わせ

自主点検チェックシートは、法人会ホームページ「自主点検チェックシート」の
コーナーからダウンロードできます。
また、同コーナーでは、使い方などをわかりやすく解説した「法人会 自主点検
チェックシートのススメ」を配信していますので、是非ご活用ください。

２． また、「法人事業概況説明書」 〈裏面〉17．「加入組
合等の状況」の欄には、法人会の会員である旨お
よび法人会での役職名を記入することができます。

※上記「１」「２」ともe-taxを利用した場合でも入力することができます。

（記入例）

17 

加
入
組
合
等
の
状
況

（役職名）

法人会の会員であることを
ご記入ください。

１． 平成 30年４月１日以後終了事業年度分より「法人事業概況説明書」の様式が改訂され、〈表面〉に８．（５）「社
内監査」欄が新たに設けられました。

「社内監査」欄には、
各種チェックシート
等を活用した社内監
査実施の有無を記入
します。

「法人会 自主点検チェックシート」を活用し、
社内点検を実施した場合には、下記のように
記入してください。

⑸
社
内
監
査

実施の有無 有 無
（　 　）

法人会 自主点検チェックシートを
活用していますか？

自主点検チェックシートを活用した場合には、「法人事業概況説明書」に
（法人会 自主点検チェックシート）と記入することができます。

法人会　 自主点検チェ ッ クシート

○○法人会会員

（ 法人会役職名をご記入く ださい） 　 　

　　○○法人会
電話番号等

URL等

企業の皆様

法人会 自主点検チェックシート（国税庁後援）は、企業自らが自主的に点検することにより、
税務コンプライアンスの向上や、自社の成長、ひいては税務リスクの軽減に役立つものです。

まだ自主点検チェックシートに取り組まれていない
経営者の皆様も、是非一度お試しください。

お問い合わせ先お問い合わせ

自主点検チェックシートは、法人会ホームページ「自主点検チェックシート」の
コーナーからダウンロードできます。
また、同コーナーでは、使い方などをわかりやすく解説した「法人会 自主点検
チェックシートのススメ」を配信していますので、是非ご活用ください。

２． また、「法人事業概況説明書」 〈裏面〉17．「加入組
合等の状況」の欄には、法人会の会員である旨お
よび法人会での役職名を記入することができます。

※上記「１」「２」ともe-taxを利用した場合でも入力することができます。
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法人会の会員であることを
ご記入ください。

１． 平成 30年４月１日以後終了事業年度分より「法人事業概況説明書」の様式が改訂され、〈表面〉に８．（５）「社
内監査」欄が新たに設けられました。

「社内監査」欄には、
各種チェックシート
等を活用した社内監
査実施の有無を記入
します。

「法人会 自主点検チェックシート」を活用し、
社内点検を実施した場合には、下記のように
記入してください。

⑸
社
内
監
査

実施の有無 有 無
（　 　）

法人会 自主点検チェックシートを
活用していますか？

自主点検チェックシートを活用した場合には、「法人事業概況説明書」に
（法人会 自主点検チェックシート）と記入することができます。

法人会　 自主点検チェ ッ クシート

○○法人会会員

（ 法人会役職名をご記入く ださい） 　 　

　　○○法人会
電話番号等

URL等

株式会社 今井機業場（南砺市）

若 手 社 員 と 会 社 案 内
わが社を支える

● 経編(たてあみ)ニット生地のテキスタイルメーカーです。

経編（トリコット）と呼ばれるニットの生地を開発・製造している会社です。富山県は日本一の経編ニット 

生産量を誇り、衣料用はもちろん非衣料の分野まで幅広い用途に使用されています。 

● 強味は商品開発力と技術力！

年間 400 点以上の商品開発を行い、また高品質を保ちながら多品種生産を実現出来る技術力を有しています。  

皆様の身近にあるその商品もひょっとしたら弊社の生地を使用しているかもしれません！ 

● 平均年齢３６歳の若い力で勝負！

平均年齢３６歳と業界内でも若く、若手社員が生産・開発・営業で活躍している会社です。入社時は誰も繊維 

についての知識はありませんが、しっかりとしたＯＪＴを実施。当社には育てる風土があります。 

お題「これからの時代を生き残るためには、会社がどう

変革していくか」を考える様子。みんな真剣です！ 

わが社を支える若手社員と会社案内 

株式会社 今井機業場 (南砺市)

入社３年目 製品開発課 Ｓさん 
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令和３年度　所得税関係の改正（抜粋）

【 詳しくは、国税庁ホームページを参照してください 】

○住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間（※）に契約した場合、令和4年
末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下
の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

※令和3年分以後の所得税について適用します。

住宅ローン控除の特例の延長等

○子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とし
ます。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの

①ベビーシッターの利用料に対する助成
②認可外保育施設等の利用料に対する助成
③一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
　（例：生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等）

税務署だより

　令和 5年10月１日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式（インボイス制度）
が導入され、適格請求書発行事業者の受付が今年の10月１日から始まります。発行事業者になるために
は、原則として、令和 5年 3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
　インボイス制度導入による影響は、課税事業者、免税事業者ともにあります。主な変更点は、

（１）適格請求書（インボイス）の記載事項（下線の項目が追加事項）
　　　①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
　　　②取引年月日
　　　③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
　　　④税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率
　　　⑤税率ごとに区分した消費税額等
　　　⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

（２）現行（区分記載請求書等保存方式）との相違点
　「 3万円未満の課税仕入れ」及び「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理
由があるとき」は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められることに
なっていますが、インボイス制度の導入後はこれらの規定は廃止されます。
　「軽減税率の対象である旨」等一部の記載がないときは、これらの項目に限って、事業者がそ
の事実に基づき追記することができますが、導入後は、追記をすることはできません。

（３）適格請求書発行事業者の義務
　取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付する義務や交付した適格請
求書の写しを保存しておく必要等があります。

（４）違反した場合の罰則
　登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付することは、
法律で禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。

（５）経理事務が煩雑に、早めの対応を
　インボイスは課税事業者である適格請求書発行事業者しか発行できません。課税事業者の登録
の有無の確認も必要になります。取引先に免税事業者がある場合、仕入税額控除を受けることが
できなくなります。（仕入税額控除を受けるためには、帳簿のほか、取引相手である登録事業者
から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。）

　免税事業者は、課税事業者になるかどうかの選択をしなければなりません。適格請求書発行事業者に
なると、年間の売上高が1000万円以下であっても消費税の申告納税義務が生じます。
　顧客が消費者のみの場合には、必ずしもインボイスを発行する必要はありませんが、課税事業者にな
らないと、取引をしてもらえない事態も想定されます。（インボイス制度の導入から 6年間は、免税事
業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置
が設けられています。）
　簡易課税を選択している場合は、インボイスなどの保存は税額控除の要件ではありませんが、取引先
からの事業者登録やシステム対応が求められることになります。
　「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理や請求書の交付が免除される取引等事前に確認してお
く項目も多数あります。
　詳しくは、国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ」等
をご覧ください。

税理士　坂　本　弘　志

税理士会だより

インボイス制度導入に伴う留意点について

ポイント！ 現行は税率ごとの税込価額でよいが、導入後は必ず消費税額の表示が必要となる。
インボイスに対応したレジや請求書システム等の改修を早めにする。

ポイント！ 免税事業者が、適格請求書発行事業者になるかの確認も必要でしょう。
登録事業者と区分して経理することになるでしょう。
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令和３年度　所得税関係の改正（抜粋）

【 詳しくは、国税庁ホームページを参照してください 】

○住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間（※）に契約した場合、令和4年
末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下
の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

※令和3年分以後の所得税について適用します。

住宅ローン控除の特例の延長等

○子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とし
ます。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの

①ベビーシッターの利用料に対する助成
②認可外保育施設等の利用料に対する助成
③一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
　（例：生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等）

税務署だより

　令和 5年10月１日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式（インボイス制度）
が導入され、適格請求書発行事業者の受付が今年の10月１日から始まります。発行事業者になるために
は、原則として、令和 5年 3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
　インボイス制度導入による影響は、課税事業者、免税事業者ともにあります。主な変更点は、

（１）適格請求書（インボイス）の記載事項（下線の項目が追加事項）
　　　①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
　　　②取引年月日
　　　③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
　　　④税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率
　　　⑤税率ごとに区分した消費税額等
　　　⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

（２）現行（区分記載請求書等保存方式）との相違点
　「 3万円未満の課税仕入れ」及び「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理
由があるとき」は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められることに
なっていますが、インボイス制度の導入後はこれらの規定は廃止されます。
　「軽減税率の対象である旨」等一部の記載がないときは、これらの項目に限って、事業者がそ
の事実に基づき追記することができますが、導入後は、追記をすることはできません。

（３）適格請求書発行事業者の義務
　取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付する義務や交付した適格請
求書の写しを保存しておく必要等があります。

（４）違反した場合の罰則
　登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付することは、
法律で禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。

（５）経理事務が煩雑に、早めの対応を
　インボイスは課税事業者である適格請求書発行事業者しか発行できません。課税事業者の登録
の有無の確認も必要になります。取引先に免税事業者がある場合、仕入税額控除を受けることが
できなくなります。（仕入税額控除を受けるためには、帳簿のほか、取引相手である登録事業者
から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。）

　免税事業者は、課税事業者になるかどうかの選択をしなければなりません。適格請求書発行事業者に
なると、年間の売上高が1000万円以下であっても消費税の申告納税義務が生じます。
　顧客が消費者のみの場合には、必ずしもインボイスを発行する必要はありませんが、課税事業者にな
らないと、取引をしてもらえない事態も想定されます。（インボイス制度の導入から 6年間は、免税事
業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置
が設けられています。）
　簡易課税を選択している場合は、インボイスなどの保存は税額控除の要件ではありませんが、取引先
からの事業者登録やシステム対応が求められることになります。
　「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理や請求書の交付が免除される取引等事前に確認してお
く項目も多数あります。
　詳しくは、国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ」等
をご覧ください。

税理士　坂　本　弘　志

税理士会だより

インボイス制度導入に伴う留意点について

ポイント！ 現行は税率ごとの税込価額でよいが、導入後は必ず消費税額の表示が必要となる。
インボイスに対応したレジや請求書システム等の改修を早めにする。

ポイント！ 免税事業者が、適格請求書発行事業者になるかの確認も必要でしょう。
登録事業者と区分して経理することになるでしょう。
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　家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点におい
て、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費｢再建築価格」に、家屋の
建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等を表した「経年減点
補正率」を乗じて求めます。なお、再建築価格は、建築物価の変動により上昇するこ
とがあり、評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置きま
す。計算方法については、以下の「家屋に対する評価の仕組み」をご覧ください。

　建築年次の古い家屋の一部においては、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据
え置かれていることもあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、据え置か
れている評価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないことがあります。

　また、経年減点補正率は、0.2を下回ることがないため、これが0.2に達している
家屋については、再建築価格が下落しないとき、評価額が下がることはありません。

詳しくは、各市の税務課へ

固定資産税の評価額（家屋）

家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは？

３年ごとに、上記算式により評価額を算出します。ただし、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、
引き上げることなく、前年度の評価額に据え置きます。
※再建築費評点補正率とは、３年間の建築物価の変動を反映した率です。

家屋に対する評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

A
Q

■ 新築家屋の評価

評 価 額 ＝　再建築価格　×　経年減点補正率

■ 新築家屋以外の家屋（在来分家屋）の評価

＝

評 価 額 ＝　再建築価格　×　経年減点補正率

基準年度の前年度の再建築価格　×　再建築費評点補正率

税務署だより

砺 波 市　税務課　℡（０７６３）３３－１２９７
小矢部市　税務課　℡（０７６６）６７－１７６０
南 砺 市　税務課　℡（０７６３）２３－２０３３

令和３事務年度 砺波税務署定期人事異動  抜粋
転出の方

前官職
署長 藤田　大輔 名古屋国税局　課税第二部　鑑定官室　主任鑑定官
総務課　総務課長 松浦　大介 金沢国税局　業務センター室長
総務課　総務係　主任 道島　拓馬 金沢税務署　法人課税第二部門　事務官
管理運営部門　上席国税徴収官 端　恵美子 金沢国税局　業務センター室　申告処理グループ　国税管理官
管理運営部門　上席国税徴収官 島田　正則 魚津税務署　管理運営部門　上席国税徴収官
管理運営・徴収部門　統括国税徴収官 吉田　有紀 松任税務署　管理運営・徴収部門　統括国税徴収官
管理運営・徴収部門　上席国税徴収官 能登　靖博 七尾税務署　管理運営・徴収部門　上席国税徴収官
個人課税第一部門　統括国税調査官 大橋　毅彦 金沢国税局　総務部　税務相談官
個人課税第一部門　総括上席国税調査官 板倉美智代 高岡税務署　個人課税第一部門　連絡調整官
個人課税第一部門　国税調査官 水巻　賢吾 金沢国税局　業務センター室　コール・調査支援グループ　国税管理官
個人課税第一部門　国税調査官 折田　彩夏 金沢税務署　特別国税調査官（所得税等担当）付　国税調査官
個人課税第二部門　上席国税調査官 佐野　勝志 金沢国税局　業務センター室　コール・調査支援グループ　国税管理官
個人課税第二部門　事務官 井上紗里奈 福井税務署　特別国税調査官（資産税担当）付　事務官
法人課税部門　国税調査官 西島　昇吾 金沢税務署　法人課税第六部門　事務官

署長 新田　　章 富山税務署　筆頭副署長
総務課　総務課長 入口　裕範 三国税務署　総務課長
総務課　総務係　主任 石黒　亮介 金沢税務署　法人課税第二部門　国税調査官
管理運営・徴収部門　上席国税徴収官 室谷　至郎 福井税務署　管理運営第一部門　上席国税徴収官
管理運営・徴収部門　上席国税徴収官 清水　謙一 小松税務署　管理運営第二部門　上席国税徴収官
管理運営・徴収部門　上席国税徴収官 福島　義美 富山税務署　管理運営第三部門　上席国税徴収官
個人課税第一部門　統括国税調査官 瀧野　修平 富山税務署　税務広報広聴官
個人課税第一部門　総括上席国税調査官 太田　雅人 金沢税務署　特別記帳指導官　記帳指導推進官
個人課税第二部門　上席国税調査官 宮下　純一 金沢税務署　特別国税調査官（所得税等担当）
個人課税第二部門　上席国税調査官 川城　裕美 福井税務署　個人課税第一部門　上席国税調査官
個人課税第二部門　事務官 伊澤　　慶 名古屋国税局　熱田税務署　個人課税第四部門　事務官
個人課税第二部門　上席国税調査官 今村　　実 金沢国税局　課税部　事務処理センター　国税実査官
個人課税第二部門　国税調査官 松本　　響 富山税務署　特別国税調査官（資産税担当）付　国税調査官
法人課税部門　上席国税調査官 喜多　信夫 高岡税務署　特別国税調査官（法人税等担当）
法人課税部門　事務官 粟　　優弥 小松税務署　法人課税第三部門　事務官

転入の方

留任の方
氏　名

木澤　尊子 法人課税部門　統括国税調査官
長谷川晃奈 法人課税部門　上席国税調査官
西方　公子 法人課税部門　上席国税調査官
幅田　泰史 法人課税部門　国税調査官
山野　竜聖 法人課税部門　事務官
笠島　遼星 法人課税部門　事務官
亀永　裕子 法人課税部門　事務官

○異動後の法人課税部門の皆さんです

統括国税調査官 木澤　尊子
上席国税調査官 喜多　信夫
上席国税調査官 長谷川晃奈
上席国税調査官 西方　公子
国税調査官 幅田　泰史
事務官 山野　竜聖
事務官 粟　　優弥
事務官 笠島　遼星
事務官 亀永　裕子

法人課税部門
官　職

発令官職氏　名

前官職発令官職 氏　名

現官職
氏　名

（令和３年７月10日 発令）

市役所だより
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　家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点におい
て、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費｢再建築価格」に、家屋の
建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等を表した「経年減点
補正率」を乗じて求めます。なお、再建築価格は、建築物価の変動により上昇するこ
とがあり、評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置きま
す。計算方法については、以下の「家屋に対する評価の仕組み」をご覧ください。

　建築年次の古い家屋の一部においては、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据
え置かれていることもあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、据え置か
れている評価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないことがあります。

　また、経年減点補正率は、0.2を下回ることがないため、これが0.2に達している
家屋については、再建築価格が下落しないとき、評価額が下がることはありません。

詳しくは、各市の税務課へ

固定資産税の評価額（家屋）

家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは？

３年ごとに、上記算式により評価額を算出します。ただし、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、
引き上げることなく、前年度の評価額に据え置きます。
※再建築費評点補正率とは、３年間の建築物価の変動を反映した率です。

家屋に対する評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

A
Q

■ 新築家屋の評価

評 価 額 ＝　再建築価格　×　経年減点補正率

■ 新築家屋以外の家屋（在来分家屋）の評価

＝

評 価 額 ＝　再建築価格　×　経年減点補正率

基準年度の前年度の再建築価格　×　再建築費評点補正率

税務署だより

砺 波 市　税務課　℡（０７６３）３３－１２９７
小矢部市　税務課　℡（０７６６）６７－１７６０
南 砺 市　税務課　℡（０７６３）２３－２０３３

令和３事務年度 砺波税務署定期人事異動  抜粋
転出の方

前官職
署長 藤田　大輔 名古屋国税局　課税第二部　鑑定官室　主任鑑定官
総務課　総務課長 松浦　大介 金沢国税局　業務センター室長
総務課　総務係　主任 道島　拓馬 金沢税務署　法人課税第二部門　事務官
管理運営部門　上席国税徴収官 端　恵美子 金沢国税局　業務センター室　申告処理グループ　国税管理官
管理運営部門　上席国税徴収官 島田　正則 魚津税務署　管理運営部門　上席国税徴収官
管理運営・徴収部門　統括国税徴収官 吉田　有紀 松任税務署　管理運営・徴収部門　統括国税徴収官
管理運営・徴収部門　上席国税徴収官 能登　靖博 七尾税務署　管理運営・徴収部門　上席国税徴収官
個人課税第一部門　統括国税調査官 大橋　毅彦 金沢国税局　総務部　税務相談官
個人課税第一部門　総括上席国税調査官 板倉美智代 高岡税務署　個人課税第一部門　連絡調整官
個人課税第一部門　国税調査官 水巻　賢吾 金沢国税局　業務センター室　コール・調査支援グループ　国税管理官
個人課税第一部門　国税調査官 折田　彩夏 金沢税務署　特別国税調査官（所得税等担当）付　国税調査官
個人課税第二部門　上席国税調査官 佐野　勝志 金沢国税局　業務センター室　コール・調査支援グループ　国税管理官
個人課税第二部門　事務官 井上紗里奈 福井税務署　特別国税調査官（資産税担当）付　事務官
法人課税部門　国税調査官 西島　昇吾 金沢税務署　法人課税第六部門　事務官

署長 新田　　章 富山税務署　筆頭副署長
総務課　総務課長 入口　裕範 三国税務署　総務課長
総務課　総務係　主任 石黒　亮介 金沢税務署　法人課税第二部門　国税調査官
管理運営・徴収部門　上席国税徴収官 室谷　至郎 福井税務署　管理運営第一部門　上席国税徴収官
管理運営・徴収部門　上席国税徴収官 清水　謙一 小松税務署　管理運営第二部門　上席国税徴収官
管理運営・徴収部門　上席国税徴収官 福島　義美 富山税務署　管理運営第三部門　上席国税徴収官
個人課税第一部門　統括国税調査官 瀧野　修平 富山税務署　税務広報広聴官
個人課税第一部門　総括上席国税調査官 太田　雅人 金沢税務署　特別記帳指導官　記帳指導推進官
個人課税第二部門　上席国税調査官 宮下　純一 金沢税務署　特別国税調査官（所得税等担当）
個人課税第二部門　上席国税調査官 川城　裕美 福井税務署　個人課税第一部門　上席国税調査官
個人課税第二部門　事務官 伊澤　　慶 名古屋国税局　熱田税務署　個人課税第四部門　事務官
個人課税第二部門　上席国税調査官 今村　　実 金沢国税局　課税部　事務処理センター　国税実査官
個人課税第二部門　国税調査官 松本　　響 富山税務署　特別国税調査官（資産税担当）付　国税調査官
法人課税部門　上席国税調査官 喜多　信夫 高岡税務署　特別国税調査官（法人税等担当）
法人課税部門　事務官 粟　　優弥 小松税務署　法人課税第三部門　事務官

転入の方

留任の方
氏　名

木澤　尊子 法人課税部門　統括国税調査官
長谷川晃奈 法人課税部門　上席国税調査官
西方　公子 法人課税部門　上席国税調査官
幅田　泰史 法人課税部門　国税調査官
山野　竜聖 法人課税部門　事務官
笠島　遼星 法人課税部門　事務官
亀永　裕子 法人課税部門　事務官

○異動後の法人課税部門の皆さんです

統括国税調査官 木澤　尊子
上席国税調査官 喜多　信夫
上席国税調査官 長谷川晃奈
上席国税調査官 西方　公子
国税調査官 幅田　泰史
事務官 山野　竜聖
事務官 粟　　優弥
事務官 笠島　遼星
事務官 亀永　裕子

法人課税部門
官　職

発令官職氏　名

前官職発令官職 氏　名

現官職
氏　名

（令和３年７月10日 発令）

市役所だより
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全法連URL　http://www.zenkokuhojinkai.or.jp

法人会は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
経営者の団体です。

税の活動で企業・社会に貢献

法人会
砺波市永福町6－28　砺波商工会議所ビル3階

公益社団法人 砺波法人会
TEL.0763－33－1544
FAX.0763－33－4173

●お問い合わせは

事実と真実の違い
～ 情報の氾濫と
　　『 疫病2020』～ 

ご来場の際は マスクの着用、手指の消毒、ソーシャル・ディスタンス、入場者数の制限等にご理解とご協力をお願いいたします。

11月11日（木）
午後2時～3時30分

令和3年

TONAMI翔凜館

日時

場所

講演会には、どなたでもお気軽にご参加いただけます。但し、参加人数に限りがありますので、
入場を希望される方は、11/4（木）までに電話またはFAXにて下記までお申し込みください。

作家、ジャーナリスト
かど た りゅう しょう講師 門田 隆将氏

【プロフィール】
1958年高知県安芸市生まれ。1983年4月新潮社に入社。その後、2008年4月に独立。「毅然と生きた日
本人像」をテーマに幅広い分野で著作を発表。『甲子園への遺言 伝説の打撃コーチ高畠導宏の生涯』、
『なぜ君は絶望と闘えたのか 本村洋の3300日』、『太平洋戦争 最後の証言』シリーズ、『オウム死刑囚 
魂の遍歴』等、ベストセラー多数。『この命、義に捧ぐ 台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡』で第19回
山本七平賞受賞。最新刊は、新たな形の全体主義に警鐘を鳴らした『新・階級闘争論』（WAC）。また、
『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発』を原作とした映画『Fukushima 50』が2020年3月に
公開され、第63回ブルーリボン賞において作品賞を受賞、第44回日本アカデミー賞では最優秀監督賞
（若松節朗）をはじめ、様々な部門で受賞している。

事前の申し込みが必要です。
詳しくは下記をご覧ください。

入場無料

●講演会当日、発熱があるなど体調不良の方は参加をご遠慮ください。●新型コロナウイルス感染状況等により、講演会が中止となる場合があります。

『税を考える週間』記念講演会のご案内
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令和3年

TONAMI翔凜館

日時

場所

講演会には、どなたでもお気軽にご参加いただけます。但し、参加人数に限りがありますので、
入場を希望される方は、11/4（木）までに電話またはFAXにて下記までお申し込みください。

作家、ジャーナリスト
かど た りゅう しょう講師 門田 隆将氏

【プロフィール】
1958年高知県安芸市生まれ。1983年4月新潮社に入社。その後、2008年4月に独立。「毅然と生きた日
本人像」をテーマに幅広い分野で著作を発表。『甲子園への遺言 伝説の打撃コーチ高畠導宏の生涯』、
『なぜ君は絶望と闘えたのか 本村洋の3300日』、『太平洋戦争 最後の証言』シリーズ、『オウム死刑囚 
魂の遍歴』等、ベストセラー多数。『この命、義に捧ぐ 台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡』で第19回
山本七平賞受賞。最新刊は、新たな形の全体主義に警鐘を鳴らした『新・階級闘争論』（WAC）。また、
『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発』を原作とした映画『Fukushima 50』が2020年3月に
公開され、第63回ブルーリボン賞において作品賞を受賞、第44回日本アカデミー賞では最優秀監督賞
（若松節朗）をはじめ、様々な部門で受賞している。

事前の申し込みが必要です。
詳しくは下記をご覧ください。

入場無料

●講演会当日、発熱があるなど体調不良の方は参加をご遠慮ください。●新型コロナウイルス感染状況等により、講演会が中止となる場合があります。

『税を考える週間』記念講演会のご案内
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令和3年8月 第154号令和３年分

オンラインセミナーオンラインセミナー

　給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に所得税及び
復興特別所得税の源泉徴収をすることになっています
が、その源泉徴収をした税額の１年間の合計額は、給与
の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなけれ
ばならない税額（年税額）と一致しないのが通常です。
このような不一致を精算するため、１年間の給与総額が
確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算
し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その
差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。

中央大学経済学部卒業。システム会社、外資系
企業等複数の事業会社勤務後、税理士資格を取
得。以降はコンサルティング会社、大手税理士
法人勤務を経て2016年に独立。法人・個人税
務、相続コンサルティングのほか、事業継承コ
ンサルティング、医療法人コンサルティングに
精通。専門誌への執筆ほか講演、セミナー講
師、TVコメンテーターとしても活躍。2018年
よりJP女性会計人フォーラム代表。

＜講師プロフィール＞

公益社団法人 砺波法人会  
（e-mail）tonami-h@violin.ocn.ne.jp
（T E L）0763-33-1544
下記申込サイトよりお申込みください。右記のORコードからもサイトにアクセスできます。

無料 先着40名 10月31日日

https://rod-m.com/211104/3184.html

年 末 調 整 説 明 会
開催日 令和３年11月24日㊌
時　間 午後２時～午後４時まで

場　所 砺波市文化会館
☎0763-33-5515

申込方法

お問合せ

受 講 料 申込締切日定　員

砺波税務署・砺波市の
各担当官が説明します！！

年末調整の流れと
ポイントを解説！

年末調整の流れとポイントを解説！

講 師
税理士

中島 加誉子 氏
なか　  じま       か      よ      こ

・年末調整はいつするの？
・年末調整が必要な人、不要な人
・年末調整の流れを理解しよう
・事前準備が最も大事！
　全体の流れとスケジュール管理
・各種書類の記載方法とチェックポイント
・こんなケースはどうするの？
　　住宅ローンのある人
　　2か所以上で働いている人
　　子供の年金を払っている人
　　途中入社の人
・作成書類と配布、提出、保管

講 座 内 容

Zoom使用

令和３年11月4日㊍午後１時30分～午後３時
2021年版 年末調整実践セミナー
税理士がわかりやすくお伝えします


