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　新年明けましておめでとうございます。
　昨年１年の出来事を思うと、今年はどんな年になるのだろうかと不安になります。昨年は１
年間通じてみますと、国内外を見回してもあまり良い事がなかったように思われます。
　まず大きな災害として、３月11日に起きた東日本大震災、そして津波、原発事故など、亡く
なられた方は２万人以上で、これも大きな爪痕を残しました。その後新潟の大洪水、台風12号
15号による大きな被害が出ました。これらの出来事においても、あと何年復旧にかかるか分か
らない状態です。
　円高の影響で海外に工場を移転したりして、国内の物づくりの空洞化が懸念されたり、輸出
においても大きなダメージが出ているようです。また、５、６年前にあったアルゼンチンの国
債破綻といったことが、ＥUを中心に国債破綻とまでいかなくても、それに近い形でギリシャ、
イタリア、フランスが大変な国際問題になっている。
　その他ヨーロッパ、ＥU圏において、こういう悪い状態がかなり出ているという事で、各国
が協力しあい事態を収拾しようと図っています。まだまだいろんなことがあるようですが、誰
しも今年こそはと思うものです。いろんな面においても、ゼロから出発かマイナスからの出発
かは分かりませんが、これより下がることがなければ、間違いなく上昇に転じていく年ではな
いでしょうか。本当に今年こそはとみんなで願いたいものです。
　私ども法人会は、今年の４月より新たに公益法人として出発することになりました。まず第
一に公益法人として、公益性の高い事業に取り組み、社会のニーズに応えられる事業を多く取
り入れていきたいと思っております。本来の目的である「会員の研鑽」「税のオピニオンリー
ダー」「地域社会の貢献」「e-Taxの促進」など前年度に増して研修、講習、講演を通じて研鑽
に励んでいき、幅広い事業活動を展開していきたいと思っております。税務ご当局、税理士会、
関係友諠団体との連携をより大切にして、会員力を合わせ展開して参りたいと思っております。
大型保証制度の推進など積極的に展開して飛躍の年にしたいと思っております。
　最後になりましたが、皆様のご発展とご健勝、ご多忙をお祈り申し上げてご挨拶とさせてい
ただきます。

新年のご挨拶

社団法人  福井法人会  会長　清 川 　 忠
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　平成24年の年頭に当たり、謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
　社団法人福井法人会の会員の皆様方には、ご家族お揃いで絆を深め、清々しい新年をお迎え
のことと心からお慶び申し上げます。
　日ごろから税務行政の円滑な運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜っておりますこ
とに厚くお礼申し上げます。
　福井法人会におかれましては、「よき経営者を目指すものの団体」として、正しい税知識の
普及や納税道義の高揚に取り組まれるとともに、社会への寄与と企業の繁栄の両立を目指す地
域社会貢献活動を活発に行うなど、幅広く事業活動を展開しており、こうした活動は、我が国
の税制の根幹である申告納税制度が前提とする納税者の自発性の確立に大いに資するものとし
て社会に高く評価されております。
　これもひとえに清川会長をはじめ役員各位、会員の皆様方のご熱意とご努力によるものと深
く敬意を表する次第であります。
　ところで、昨年は３月11日に発生しました東日本大震災により、国民の生活・経済・産業に
大きな影響が出るなか、一部の地域では、いまだ22年分の所得税をはじめとする各税の申告・
納税の期限延長が継続しているという大変厳しい状況にあります。
　私どもといたしましては、このような中で引き続き国民の皆様の負託に応え、適正公平な課
税と徴収の実現を図るため、最善の努力を積み重ねてまいる所存であります。
　結びに当たりまして、本年が福井法人会並びに会員企業のますますのご繁栄と、皆様方及び
ご家族のご健勝、ご多幸を心からお祈り申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

新年のご挨拶

福井税務署長　大 塩 俊 明
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Ⅰ．東日本大震災からの復興に向けて
１．復興財源について

　⑴増税を実施する場合の期間

•震災からの復興財源は、今を共に生きる

我々が、我々の責任において負担するこ

とを大前提とすべきである。

•まず不要不急の歳出見直しと無駄の削減

を徹底的に実施し、それでも財源が不足

する場合には、臨時的な増税もやむを得

ないものと考える。

•増税を実施する場合には、国民の理解を

得たうえで復興後の経済の重荷にならな

いよう極力短期とすべきであり、またそ

の開始時期も景気への影響に十分配慮す

る必要がある。

　⑵増税税目についての留意点

•国内産業の空洞化や雇用、消費へ悪影響

を及ぼす恐れから、所得税、法人税の増

税には問題がある。税制規模と安定性、

さらに景気に対する中立性の観点から消

費税が最も適していると考える。

•その場合、消費税増税は被災者も同等に

負担することになるため、何らかの配慮

的な措置を講じるなどの必要がある。

２．震災復興に向けた各種支援の拡充

　⑴被災地企業の法人税を一定期間、減免

　⑵固定資産税の弾力的運用

　⑶特区の創設

Ⅱ．社会保障と税の一体改革
１．社会保障制度に対する基本的考え方

•わが国の社会保障制度は先進国のなかでは

「中福祉」に位置し、国民負担率は米国に

次ぐ「低負担」である。

•この「給付」と「負担」をバランスさせる

ためには既存の給付のあり方を見直すとと

もに、負担についても「中負担」にする必

要があり、またその財源は安定的でなけれ

ばならない。

⑴財政赤字を加えた潜在的国民負担率は、

将来にわたり50％程度にとどめるべき

である。そのためには「自助」と「公助」

の役割分担や、給付の効率化も極めて重

要になる。

⑵社会保障の安定財源としては、政府の一

体改革案が示したように消費一般に広く

公平に負担を求め、かつ税収が景気に左

右されにくい消費税が適しており、その

税率の段階的引き上げはやむを得ないと

考える。但し、国民に負担増を求めるた

めには、行財政改革のさらなる徹底は不

可欠であり、かつ景気への十分な配慮が

されるなど国民各層の合意を得るための

努力が必要であることは言うまでもな

い。

⑶企業への過度な保険料負担を抑え、経済

成長を阻害しないような社会保障制度の

確立が求められる。

２．財政健全化に向けて

⑴財政運営戦略にある健全化目標を着実に達

成すべき。

⑵国債の信認確保は極めて重要。

３．行財政改革の徹底

•震災復興と社会保障の財源確保のためには

「増税やむなし」とするが、それは国・地

方においてぎりぎりまでの行財政改革が行

基本的な課題

平成24年度  税制改正に関する提言（要約）
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われることを前提としている。

•しかしながら、改革の取組は極めて不十分

であり、もはや改革の先送りは許されない。

国会・地方議会は国民に痛みを求める前に、

まず自ら身を削る覚悟を示すことが必要で

ある。

•直ちに、以下の諸施策について期限を定め

て改革を断行するよう求める。

⑴国・地方における議員定数の削減、歳費

の抑制

⑵国・地方公務員の人員削減、人件費の抑制

⑶特別会計と独立行政法人の見直しによる

無駄の削減

⑷民間活力を阻害する各種規制は大胆に改

廃し、民間にできることは民間に任せ成

長につなげる

４．税制の抜本改革のあり方

　所得、消費、資産の課税バランスを図ると

同時に、国際間の経済取引の増大や多様化の

観点、諸外国の租税政策等との国際的整合性、

成長と雇用を創出するという視点等を踏まえ

ることが重要。特に、法人税の改革は喫緊の

課題。

５．共通番号制度の早期導入

　以下の点を踏まえた上で、早期導入に向け、

積極的な検討を進めるよう求める。

⑴制度の創設、維持にかかるコストの明確化

⑵税務情報などプライバシー保護のための

法整備

⑶税務面のみならず社会保障分野にも活用

するなど、納税者の利便向上に配慮

Ⅲ．経済活性化と中小企業対策
１．法人税率の引き下げ

•アジア・欧州各国では、近年、国際競争力

の強化や外国資本の誘致などを図るため、

法人税率の引き下げが行われており、わが

国との税率較差が拡大している。

•また、年々社会保険料が引き上げられてい

く状況を加味すると、企業の負担感は高ま

っており、こうした状況が続けば、国内企

業の海外移転が促進され、雇用の悪影響、

さらには経済全体の衰退につながる恐れが

ある。

⑴平成23年度税制改正法案に盛り込まれ

た法人実効税率５％引き下げは法案通り

の成立を求める。

⑵法人税率のさらなる引き下げにより、早

期に欧州、アジア主要国並みの30％以

下の実効税率とするよう求める。

２．事業承継税制の拡充

•わが国の企業の大宗を占める中小企業は、

地域経済の活性化、雇用の確保などに大き

く貢献しており、経済の根幹を支える重要

な存在である。その中小企業が相続税の負

担等により事業が承継できなくなること

は、日本経済に大きな損失を与えるもので

ある。

•平成21年度税制改正で創設された相続税、

贈与税の納税猶予制度は、その適用要件が

厳しく設定され、積極的な利用が困難との

声が多い。

⑴納税猶予制度の要件緩和と充実

⑵親族外承継に対する措置の創設

⑶「事業用資産を一般資産と区分し、事業
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用資産の課税を軽減あるいは免除する」

本格的な事業承継税制の創設

３．中小企業の活性化に資する税制措置

　わが国経済の礎であり、また、地域経済の

担い手である中小企業が時代や環境の変化、

特にグローバル化の流れの中で、その存在を

確保し、社会経済への貢献を続けることがで

きるような税制の確立を求める。

⑴中小企業の技術革新など経済活性化に資す

る措置の本則化

⑵交際費課税の見直し

⑶役員給与の損金算入拡充

Ⅳ．国と地方のあり方
•わが国の中央集権的システムは経済社会の

現状に適合しなくなっており、行財政面の

非効率化のみならず、地域経済の活性化を

も阻害するに至っている。そういう意味で

地方分権は必然的流れであるが、その際に

はまず国と地方の役割分担を明確化し、税

財政や行政のあり方を考えねばならない。

•国と地方は行政を担う「車の車輪」であり、

一方だけに負担を偏らせることがあっては

ならない。国の財政が地方よりはるかに悪

化している現状を考えれば、いかに地方が

国依存から脱却し、自立・自助の体質を構

築するかが重要である。

⑴広域行政による効率化の観点から道州制

の導入について検討すべき。

⑵さらなる市町村合併を推進すると共に、

議員定数削減や行政のスリム化などの合

併メリットを追求すべき。

⑶地方公務員給与は、国家公務員給与と比

べると依然としてその水準は高く、適正

水準への是正が必要。

⑷地方議会は、大胆にスリム化し、より納

税者の視点に立って行政に対するチェッ

ク機能を果たすべき。

⑸地方交付税を中心とした三位一体改革を

さらに進めると同時に、適正な課税自主

権を発揮すべき。

Ⅴ．その他
１．環境問題に対する税制上の対応

２．納税環境の整備

３．租税教育の充実

　学校教育はもとより、社会全体で租税教育

に取り組み、納税意識の高揚を図っていくこ

とが必要。

基本的な課題
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１．所得税関係

　⑴所得税のあり方

　基幹税としての財源調達機能を回復する

ためにも、所得税・住民税は広く国民全体

で負担していくものとすべき。

　⑵各種控除制度の整理・統合

　諸控除の整理・合理化を図るとの観点か

ら見直しを優先すべき。

　⑶少子化対策

　⑷金融所得一体課税

２．法人税関係

　⑴同族会社の留保金課税制度の廃止

⑵「中小企業者に対する法人税率の特例」の

適用範囲見直しは不要

３．相続税・贈与税関係

⑴相続税の課税強化は行うべきではない

⑵贈与税は経済の活性化に資するよう見直す

べき

４．消費税関係

⑴わが国の危機的な財政状況を考慮すると、

消費税率の引き上げはやむを得ないが、行

財政改革の徹底、歳出入の見直しが前提で

あり、かつその実施時期は景気への配慮が

必要。

⑵消費税を社会保障目的税とすることは慎重

であるべき

⑶当面は単一税率が望ましい

⑷消費税の滞納防止

５．地方税関係

⑴固定資産税の抜本的見直しを求める

⑵事業所税は二重課税であり、廃止を求める

⑶市町村民税の超過課税は課税の公平を欠く

ため解消すべき

⑷法人に対する安易な法定外目的税は課す

べきでない

６．その他

　⑴配当に対する二重課税の排除

　⑵電子申告について

　一層の利便性を高めるとともに、地方

税の電子申告（eLTAX）との一体化の検討、

インセンティブとしての法人・個人に対

する恒常的な税額控除制度の創設等の税

制措置を求める。

税目別の具体的意見
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（有効回答総数 9,380名）

■ 負担が上昇してでも、現行の給付水準を維持する
■ 現行の負担水準に合わせて、給付水準を見直す
■ 北欧諸国のように高福祉・高負担を目指す
■ その他

Q1
22.6%

60.7%

9.7%

7.0%

政府は、社会保障と税制の一体改革を検討していますが、
国民負担の今後のあり方についてどのように考えますか。

（（（（有効有効有効有効有効有効効効効効効有効有効有効有効有効有効効効効効効効効効効効効効効効効効効回答回答回答回答回答回回答総数総数総数総数総数総数総数数数総数総数数 999999999,,,,,3333333338888888888888888880000000000000000000000名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名））））））））））））））））））（（（（（（（（有効有効有効有効有効有効有効有効有効効効効効効効有効有効有効有効有効有効効有効効有効有効有効効有効回答回答回答答回答回答回答回答回答総数総数総数総数総数数数総数総数数数数総数数総数総数数数数数数数数数数数数数数数数総数数総数数数数数数数数数数数数数数数数数数 999999999999 33333333333388888888888888888888888888888888888888888000000000000000000000000000000000000000000000000000000名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名））））））））））））

税制改正に関するアンケート調査結果

■ 既に利用した
■ 今後、積極的に利用したいと思う
■ 要件が厳しく利用が難しい
■ 制度の内容が分からない
■ 事業承継を行うつもりはない
■ その他（「まだ事業承継を具体的に考えていない」を含む）

Q4
18.0%

20.8%

32.1%

6.2%

21.6%

1.3%事業承継税制として、非上場株式等にかかる相続税と贈
与税の納税猶予制度が平成21年度に創設されました。こ
の制度についてどのように考えますか。

■ 早急に消費税率を引き上げる
■ 諸条件を整備した上で、消費税率を引き上げる
■ 他の税収確保策を考えるべき
■ その他

Q2

74.7%

10.6%
11.2%

3.5%増大する社会保障費の財源を確保するために、消費税の
増税による安定的財源の確保が不可欠であるとの指摘が
あります。この点についてどのように考えますか。

■ おおいに評価できる
■ 一定の評価はできる
■ 評価できない

Q3
20.2%

69.0%

10.8%

平成23年度税制改正法案に盛り込まれた「国税と地方税
を合わせた法人実効税率の５％引き下げ」についてどの
ように考えますか。
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（総論）
　• 行財政改革を推進するため、

議員・公務員定数の大胆な削減を！

　• 地域経済を担い、新成長の原動力となる
中小企業に活力を！

（震災復興）
　• 短期間に大規模かつ大胆な国費投入で復興に全力を！

（所得税）
　• 所得税は広く薄く負担を求め、

基幹税としての役割強化を！

（法人税）
　• 法人実効税率は欧州・アジア主要国並みの

30％以下に引き下げを！

（事業承継税制）
　• 適用要件を緩和・是正し、

企業の継続に役立つ事業承継税制を！

（消費税）
　• 消費税率引き上げの前に、

徹底した行革により行政のスリム化を！

（地方税）
　• 地方分権の推進のため、三位一体改革の更なる徹底を！

（その他）
　• 年金・医療・介護制度について改革を断行し、

持続可能な社会保障制度の確立を！

平成24年度  税制改正に関するスローガン
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平成24年度税制改正の提言

衆議院議員

稲田 朋美 氏
衆議院議員

糸川 正晃 氏
衆議院議員

松宮 　勲 氏

参議院議員

松村 龍二 氏
福井県知事（代理）副知事

満田 　誉 氏

福井市議会議長

加藤 貞信 氏

福井県議会議長

田中 敏幸 氏

行動する法人会

福井市長代理 副市長

吹矢 清和 氏

衆議院議員　笹木 竜三 氏
（代理）秘書

衆議院議員　若泉 征三 氏
（代理）秘書

参議院議員　山崎 正昭 氏
（代理）秘書

永平寺町長　　　
（代理）総務課長

永平寺町議会議長
（代理）税務課長
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納税表彰

小寺 輝夫 氏
東洋地工㈱

福井税務署長表彰

叙勲・褒章

増永 矩明 氏
増永織物㈱

旭日小綬章

山田 俊臣 氏
福井市農業㈿

旭日小綬章

旭日双光章

岩佐 晴雄 氏
㈱岩佐土建

旭日双光章

海  康男 氏
海辺建設㈱

旭日双光章

丹羽 章男 氏
福井県インテリア事業㈿

黄綬褒章

蓑輪 進一 氏
福井信用金庫

黄綬褒章

元山 浩二 氏
元山内装工業㈱

黄綬褒章

山浦 節桜 氏
三優社工業㈱

（平成23年秋）

決算期別説明会
（１月～４月決算法人）

２月22日（水）  午後１時30分～３時

福井県自治会館  多目的ホール
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　かねてから公益社団法人への移行を申請していたが、９月26日に福井県公益認定等委員会に

おいて審査され、同日福井県知事に対して移行認定が相当であると答申された。

　平成24年４月１日から「公益社団法人福井法人会」に移行し、新たな活動を開始することに

なる。

公益社団法人の認定

業事献貢会社

「ほうじん寄席」で大笑い
　９月２日に福井市文化会館で、テレビの“笑点”

でおなじみの６代目三遊亭円楽師匠を招いて、本年

が第３回目となる「ほうじん寄席」を行った。

　当日は前座の三遊亭楽大に続き円楽師匠が登場

し、例の軽妙な語り口で創作落語と古典落語を演じ、

約800人の聴衆は終始爆笑し満足していた。

北原氏が講演会
　11月15日にアオッサの福井県県民ホールで、お

もちゃコレクターで横浜ブリキおもちゃ博物館長の

北原照久氏を招いて講演会を行った。

　当日は「夢の実現～北原流ツキの10ヵ条」と題

して、ずっと夢を持ち続けた結果その夢は実現した。

関心、感動、感謝の三カンが大切などと話し、聴衆

は熱心に聞き入っていた。
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女性部会女性部会女性部会

女性部会女性部会女性部会

親子でイリュージョンを楽しむ
　１月14日にフェニックスプラザにて恒例の

「親と子のふれあいステージ」を開催した。

　今年はルミエルデュソレイユの公演で、多く

の親子が市内外から集まり、女性だけのイリュ

ージョンのものすごい技に終始歓声に包まれ

た。

　また、公演に先立ち青年部会員の「税金クイ

ズ」で楽しく税を勉強した。親と子が睦まじく

ふれあう一日であった。

　　　市民ランナーに給水
　10月２日に行われた福井マ

ラソンで、コース途中の５キロ

地点と７キロ地点の２ヵ所で給

水ボランティア活動を行った。

　時折小雨が降る天候であった

が、会員の心のこもった給水に毎年多くのランナーから感謝

されている。

　　　大好評の “トン汁 ”を無料提供
　11月13日に福井運動公園で行われた中学女子駅伝・わんぱく駅伝（県連協賛）の会場で、毎

年大好評の「トン汁のふるまい」を今年も行った。

　当日は時折雨が降るあいにくの天候であったが、恒例になったおいしいトン汁を求め選手や保

護者の長蛇の列ができ、1,500人分は１時間半余りで大鍋がカラになった。
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動活育教税租

絵はがきコンクールを実施
　福井税務署、福井市と永平寺町の両教育委員会などの後援を得て、小学６年生を対象に「税
に関する絵はがきコンクール」を行った。
　このコンクールは本年度が２回目であり、多くの児童から応募があった。
　後日、関係者で厳正な審査を行い最優秀賞や優秀賞など各賞を選び表彰することにしている。
　また優秀作品は各所で展示する予定である。

　　　クイズで税を学ぶ
　１月14日にフェニックスプラザで、青年部会
役員による○×による「税金クイズ」を行い、親
と子が相談しあって楽しく税を勉強した。
　当日は市内外の小学生の親子約1,500人が集
まり、赤と青の手袋を片方ずつはいて、○か×か
を右手左手をあげて答えていた。
　このクイズでは福井税務署の田畑国税調査官が税金博士に扮し、クイズの答えをわかりや
すく解説し、全問正解者には記念品がもらえるとあって、親子ともども真剣に取り組み、こ
どもたちは正解するたびに歓声をあげて喜んでいた。

公共施設見学で税を勉強
　「税の公共施設探検隊」と銘打って公共施設見学と租税教室を
行った。
　７月１日には永平寺町御陵小学校の６年生28人、11月９日に
は福井市東郷小学校の６年生35人、12月２日には福井市鷹巣小
学校の６年生８人が、福井県立こども歴史文化館を見学した。
　施設の係員から文字の成り立ちや郷土の達人などの説明を受け
た後、福井税務署の広報広聴官から税金クイズを交えた税につい
ての話があり熱心に聞いていた。
　後日、児童から当日
の感想をつづった感謝
の手紙が届いた。

青年部会青年部会青年部会

Vol.6113



税に関する高校生の作文

　税金は人々が生きていくための最大の源。誰もが理解しているはずなのになぜ税金に対し

て否定的な思いを持ってしまうのだろうかそれは国民のために有効に使われていないと思う

人が多いからではないだろうか。

　ある日、新聞に高額所得者番付が掲載されていた。私は「誰が儲けているのか」とまず思

ってしまったが、父は違った。「納税して国に貢献している人達だ」と言った。その時「貢献」

という言葉を意識して消費税を払ったことなど一度もなかったことに私は気づいた。「支払う」

というより「持っていかれた」という感覚に近かったのだと思った。税金は義務として納め

なければならないが、それは取り扱いを委任したということだ。どのように使われて、「貢献」

しているのか知る義務があるのではないかと思うようになった。

　私は以前ニュージーランドにホームステイをしたことがあるが、この国の消費税は日本

の３倍、15パーセントだった。福祉国家らしく公立病院の医療費がゼロ、公的年金の保障な

ど税金を納めさえすれば生活するのに最低限必要なサービスは受けることができるのだとス

テイ先の家族は言っていた。原子力発電がなく人口も少ないニュージーランドと日本では事

情が違うと思う。しかし、一般市民が税金に関心を持つことは重要だと感じた。

実際、ニュージーランドでは幼い子供であってもどんなものが無料になり、なぜそうなるの

かを理解しているようだった。税金を払っているおかげだとすんなりと言える人が多いのに

も驚いた。

　私達は税金の話題になると、つい高いか安いかという議論になりがちだ。しかし、その前

に何が税金によってカバーされているのか判断する力を持たなくてはいけないと思った。つ

まり、私達には納める義務だけでなく、使い道を知る義務、意見を述べる義務があるのだと

思う。

　日本は震災によって数え切れないくらい多くのものを失ってしまった。でも得られたもの

も多い。その一つが「貢献できる幸せ」ではないだろうか。世界にも日本にも人の役にたち

たいと思う人は多い。それはボランティアを希望する人の数を見ても分かる。また、現地に

行くことのできない人でも納税という形で貢献しているのだ。私達は、自分の支払う税金が

どのように使われ、どのような人の為に使われているのかを知るべきだ。少しでも役立って

いるという喜びを持ったり、将来の為なのだと安心できれば、納得して税を納める人も増え

るだろう。税、それは行ったきりではなく、何らかの形で必ず戻ってくるもの。たとえ消費

税であっても私は「よい国づくり」の為に貢献しているのだという意識を持ちたい。そして、

これからも税について学び、「喜んで払います」と笑顔で言うことのできる人間に成長したい

と思う。

貢献できる幸せ
北陸高等学校２年　加藤　千尋

国税庁
長官賞
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　去年の夏、僕は交通事故に遭った。すると周りにたくさんの人が集まってきた。その中に

救急車を呼んでくれた人がいて、救急隊員が駆けつけてきてくれた。これを至って当たり前

の事と思っていたが、よくよく考えてみると、電話をしただけで救急隊員がすぐに駆けつけ

てくれるなんて不思議な話だ。また、その後病院に運ばれ治療を受けたのだが、医療にかか

った費用を全て負担する必要がなかった。僕はこの二つの事について疑問に思った。

　そこで、僕はこれらの事についてお父さんに聞いてみた。すると、救急隊員が駆けつけて

くれるのも医療費を全て負担しなくてもいいのも、僕らが税金を納めているからだというこ

とが分かった。僕はこれを聞いて、このような公共サービスを利用するのに、税金は重要な

役割を担っていることが分かった。

　これをきっかけに他の身近な税金の使い道についても調べてみた。すると、普段僕たちが

使っている教科書も税金によって無償で提供されているものだと分かった。僕はそれを知っ

て、この教科書にはたくさんの人の思いや期待が込められているものなのだと実感した。そ

して、この事の発見によってこれからはもっとこの思いを大切にしていきたいと思った。

　世間では、税金と聞くだけでため息をついてしまう人も多くいると思う。その人達は、税

金はお金を払わなければならないという物理的な負担を強いるものだと思っているのだろう。

しかし、公共サービスを利用する際に一部負担を和らげてくれるし、精神的な安心も得るこ

とができる。例えば、近日起きた東日本大震災がいい例である。この震災では、とても大規

模な被害に見舞われたが、税金によって大型の重機によるがれきの撤去や、犠牲になった人

達を救うことができ、復興に向かって駒を進めている。これを可能にしたのは、普段国民か

ら納められた税金である。

　しかし、もし税金という仕組みが無かったら、確かに普段さまざまな税金を納めることは

ないであろうが、さまざまな事故や震災等の被害に対する援助もないでしょう。このように

してみると、税金が一人ではできない、現実にはできないことを実現させる「力」のような

ものだと思う。

　僕は、共生社会の「核」たるものが税金であると思う。常に安心して暮らせる社会、そし

て支え合う精神にあふれた社会、それらの中心であり、それによってより豊かに日常を送れ

る社会を築いていってくれると信じている。だから、税に ｢抵抗｣ を持つのではなく税に「感

謝」や「期待」を持って、これからは納税できるようになりたい。

税＝共生社会の「核」
北陸中学校３年　本田　侑己

日本税理士会
連合会会長賞

税に関する中学生の作文

Vol.6115



税に関する小学生のポスター

清水南小 6年　森嶋 茉凜

清水東小 6年　田中 結衣

志比小 6年　髙島 　麻志比小 6年　髙島 　優

上志比小 6年　前川 天馬

福井法人
会長賞

福井市長賞

福井税務
署長賞

福井県
知事賞

福井税務
署長賞
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寄附金・義援金を支払った方へ
確定申告書等作成コーナーをご利用ください！

　個人の方が義援金等を支出した場合には、翌年に確定申告を行うことで、所得税が還付される

場合があります。

　毎年、確定申告期には多くの納税者の方が税務署に来られ、大変混雑します。

　「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、税務署に出向くことなく申告書を作成すること

ができます。

　ぜひご利用ください！

金額等を入力してね

確定申告には寄附金の領収書や受領書が
必要になります。

●確定申告や寄附金控除に関する情報について
は国税庁ホームページをご覧ください。

●「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内
に従って金額等を入力すれば税額などが
自動計算され、申告書が作成できます。

確定申告 検索

作成が
終わったら

インターネットで送信！ 印刷して郵送等で提出！

e-Tax
国税電子申告・納税システム

e-Taxならこんなにいいこと
①作成コーナーから電子申告
②添付書類の提出省略
③還付金がスピーディー
④書面と比べて郵送料が不要

※e-Taxをご利用になる場合は、電子証明書を
　取得しICカードリーダライタを購入するな
　ど事前の手続きが必要です。

書面提出
申告書等のデータを
印刷して、添付書類と
一緒に郵送等で提出！
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国又は地方公共団体に対する寄附金

指定寄附金

特定公益増進法人に対する寄附金

特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

特定NPO法人に対する寄附金（※）

政治活動に関する寄附金

一般の寄附金（上記以外） 所得控除されない

特定寄附金として、
一定の金額を所得控除

公益社団法人等、認定NPO法人又は政党等
に対する寄附金で一定のものについては、
税額控除を選ぶことができます。

支出額の全額を損金算入

損金算入限度額の範囲内で損金算入

区　　　　分 所　得　税 法　人　税

法人が寄附を
した場合は
どうなりますか？

法人が支払った寄附金の損金算入
国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、
それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。

●会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額
　までが損金に算入されます。

●会社などの法人が支出した寄附金のうちに②～⑤の寄附金があるときは、それぞれ次のような取扱いになります。

① 一般の寄附金の損金算入限度額

② 国等に対する寄附金及び指定寄附金

資本金等の額 × 
当期の月数

 × 
1,000

 ＋所得の金額 × 
100
　× 

2
 ＝　損金算入限度額

2.5
12

2.5 1

　2,000万円 × 
　　　　　 

 × 
1,000

 ＋ 1,000万円 × 
100
　× 

2
 ＝　　  15万円

2.5
12
12 2.5 1

◎資本金等の額2,000万円、所得の金額1,000万円、１年決算法人の場合の損金算入限度額の計算例

国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、
その支払った全額が損金に算入されます。

④ 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄附金
とみなされ、そのうち一定の要件を満たすもの（認定特定公
益信託）は、③の寄附金に含めて損金算入額を計算します。

③ 特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少
ない金額が損金に算入されます。
１）特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
２）特別損金算入限度額

■所得税と法人税の寄附金税制の比較（主なもの）

注：特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった
金額は、一般の寄附金の額に含めます。

⑤ 認定NPO法人に対する寄附金
認定NPO法人に対する寄附金（指定寄附金に該当するものを除
きます。）は、③の寄附金に含めて損金算入金額を計算します。

〈損金算入するための手続き〉
●国等に対する寄附金等及び特定公益増進法人等に対する寄附
金を損金に算入するには、確定申告書にその金額を記載し、
寄附金の明細書を添付するとともに、所定の書類を保存して
いる必要があります。

資本金等の額 × 
当期の月数

 × 
1,000

 ＋所得の金額 × 
100
　× 

2
 

2.5
12

5 1

注：所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。

注１：国税庁長官から認定を受けた認定NPO法人に対し、認定の有効期間内
に支出する寄附金について適用されます。

注２：認定NPO法人に対する寄附金のうち、１）東日本大震災の被災者支援活
動に特に必要な費用、２）東日本大震災により減失又は損壊した一定の
建物等の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金［その募集
に際し、１）は所轄国税局長、２）は所轄庁（内閣総理大臣又は都道府県
知事）の確認を受けたものに限ります。］は指定寄附金に該当します。

一般の寄附金とは別枠で
寄附金の額の合計額と特別損金算入
限度額とのいずれか少ない金額の範
囲内で損金算入

※認定NPO法人に対する寄附金については、上記⑤の注１及び注２をご覧ください。
◎個人が支払った寄附金の控除もありますので税務署へお尋ね下さい。国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）
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第25回 法人会全国青年の集い「みえ大会」
　平成23年11月18日（金）、三重県伊勢市の三重県営サンアリー
ナをメイン会場として、「第25回法人会全国青年の集い みえ大会」
が開催されました。三重県では、「美し国（うましくに）…三重」
と題し、文化の持つ力を活かした自立、持続可能な地域づくりに取
組み、人と人、人と地域、人と自然の絆を深め、この地で暮らした
い・暮らし続けたい、訪れたいと感じる様な地域活動を行なってい
ます。その三重県に、今年も「和を尊び青年の使命を果たせよ」を
スローガンに全国から約3,000人の青年部会員が集いました。
　我が福井法人会青年部会からは、細田会長をはじめ、総勢８名が
参加しました。大会式典では大会会長の田畑 知氏より歓迎の挨拶
がありました。その中で、今年の３月11日に発生した東日本大震
災の東北沿岸地域をはじめとする広範な地域への被害に対して、今こそ私たち国民が一致団結してこの未曾
有の危機を乗り越え、被災地域の復興と日本経済・社会の立て直しを図らないといけないというお言葉があ
り、会員一同も気が引き締まりました。その後、来賓のご挨拶、会員増強運動・租税教育活動に対する表彰
等が行なわれました。今年は岡山県連瀬戸法人会青年部会が最優秀会に選ばれ、その活動の内容が上映され
ました。元宝ジェンヌの女性を中心に地元の女性でユニットを組み、学校を訪問しながら歌とダンスで租税
教育を行なうという斬新な取り組みでした。全国の租税活動はまだまだユニークな試みがあります。
　記念講演では、経済評論家の勝間和代氏が「東日本大震災と日本経済」と題し現在の日本が抱える問題点とそ

れを解決するために取り組まなければならない処方箋を、カツマー節全開でご自
身の今までの経験も織り交ぜながら面白おかしく話されていました。聞かれた方々
は参考になったのではないでしょうか。また、懇親会は会場をサンアリーナのメ
インアリーナに移し、美し国三重ならではの豊かな食を堪能し楽しく賑やかな時
間となりました。次回の青年の集いは九州、宮城県で開催されます。青年部会の
皆さん、来年は、もっと沢山のメンバーで参加しましょう。（高村）

第25回 法人会全国青年の集い

青年部会だより

平成22年度
青年部会会員増強に対する表彰
　平成22年度の福井法人会青年部会の会員増強に対する功績
が讃えられ、全国法人会総連合青年部会連絡協議会より表彰を
受けました。自己啓発や納税意識の向上、社会発展に貢献する

団体として、より多く
の方への積極的な入会
推進の賜です。会員増
強には、役員ならびに
会員の皆様に多大なご
協力をいただき、厚く
感謝申し上げます。

単位会部門 純増基準 奨励賞

青年部会会報
「フロンティア21」が、
ホームページで
閲覧できます！
❶福井法人会ホームページにアクセス
します。
❷メニューの「青年部会」をクリック
します。
❸次に、「会報誌」をクリックします。

■福井法人会ホームページ
www.fukui-houjinkai.or.jp

各号の表紙を
クリック！
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女性部会だより

租税教育活動　紙芝居・本の読み聞かせを実施
　「税金」についての紙芝居も平成
18年度に始まり今年で５年目となり
ました。おもに小学生を対象に「税」
の大切さを分かってもらうため実施
しています。今年度は、もう７会場
で実施し、１会場20名～50名の参加
で子どもたちは、真剣なまなざしで
聞き入っています。楽しみの中から
「税」を理解してもらうため、一方通
行の勉強会にならないよう、読み方
を工夫したりしています。私たちが、
実施する紙芝居から今後も多くの子
供たちに「税」について関心を持っ
てもらい、基本的な考え方を伝えて
いきたいと思っています。

税務署長との懇談会
（12月5日）福井市地域交流プラザにて

日帰り研修旅行
（9月22日）大和ハウス工業㈱総合技術研究所（奈良市）

防災センターの見学会
（8月24日）福井市防災センター

リース作り講習会
（12月5日）福井市地域交流プラザにて
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支部の事業活動

　各支部では、地域に密着したイベントに協賛するなどして、法人会ならではの税の啓発活動
である「税金クイズ」や「税に関する紙芝居」を行った。
　また、各会場では法人会コーナーを設け、法人会のPRにも努めた。

東部支部

越前朝倉万灯夜
８月20日から21日にかけて一乗谷朝倉氏遺跡において

和田支部

ふれあいまつり・講演会
９月18日に和田小学校体育館において、11月８日には
坪川常春氏の講演会を福井テレビホールにおいて

森田河合川西支部

文化祭
10月15日に森田小学校体育館において

ふれあいまつり
10月16日に円山小学校体育館において

どまんなか祭・体力測定
10月16日に錦公園において、11月13日には大人の体
力測定を順化小学校体育館において

松本支部

松本まつり
10月30日に松本小学校体育館において

啓蒙円山支部

順化支部
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県 連 の 事 業

法人会カップ少年サッカー
　11月13日にＵ－12サッカーがまるおかス
ポーツランドで準決勝と決勝戦の３試合が行
われた。
　予選は９月から５地区で68チームが参加し
て行われ、ベスト４が当日の晴れ舞台へ駒を
進めた。
　各選手はＪリーガーを夢見て力いっぱいプ
レーしていた。

中学女子駅伝＆わんぱく駅伝
　11月13日に福井運動公園周回コースで行われ、当日は時折雨が降る天候であったが、“中
学女子”は５区間10キロに26チーム、“わんぱく”は男子39チーム、女子35チームが５区
間７キロを友情のタスキをつなぎ、抜きつ抜かれつの好レースを展開した。
　次回の福井国体をめざす有望選手を育成する大会である。
　なお、会場では女性部会がトン汁の無償提供を行い喜ばれた。

税金クイズで税に関心を！
　中学女子駅伝＆わんぱく駅伝と法人会カップ少年サッカーに参加した選手に、税により関
心を持ってもらう目的で、三者択一の税金クイズに答えてもらったところ駅伝で456人、サ
ッカーで846人の応募があった。これは前年より60人多かった
　また、10問全問正解者は67人あり記念品を送った。

中学女子
　第１位　中央中Ａ（鯖江市）
　第２位　浜中ガールズ（小浜市）
　第３位　南越中Ａ（越前市）

わんぱく（男子）
　第１位　敦賀Jrチームハンター（敦賀市）
　第２位　上志比ニンキーファイターズ（永平寺町）
　第３位　武生ウエスト（越前市）

わんぱく（女子）
　第１位　松岡ブラックベッパーズ（永平寺町）
　第２位　武生南オールスターズ（越前市）
　第３位　敦賀Jr全開ガール（敦賀市）

法人会カップ少年サッカー
　第１位　大虫サッカースポーツ少年団（越前市）
　第２位　敦賀ＦＣフレンズ（敦賀市）
　第３位　本荘新郷サッカースポーツ少年団（あわら市）
　第３位　平章サッカースポーツ少年団（坂井市）
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支
部
の
お
宝
シ
リ
ー
ズ
⑩

【
地
名
の
由
来 「
福
居
城
」】

大
手
支
部

　寛永元年（1624年）越前藩第三
代藩主は、「北ノ庄城」の北は敗
北に繋がるとして、福の居る場所
「福居城」に改めた。元禄年間後
期に現在の「福井」に改めた。地
名の由来は城跡に残る「福の井」
と言われているが、湧水が豊富な
ところにあるようです。
　現在は、本丸跡に県庁、県会議
事堂、県警察本部が置かれ、周辺
には福井市役所をはじめ福井中央
郵便局や都市銀行の支店、ホテル
等配置され、隣接する福井駅やバ
スの乗降場を含め、都市機構の中枢をなしております。繊協ビル、放送会館な
ど多くのテナントを有する施設も数多くあります。昼間人口と夜間人口の差が
どれ位あるのか聞いたことはありませんが、相当なものでしょう。今年は、さ
らに大原学園福井校が県庁前に開校しました。
　県庁の北側には順化小学校があります。明治６年の開校で140年近くの歴史
があります。西側には中央公園があり、お堀端とあわせて市民の憩いの場所で
す。近く県民会館が撤去され、さらに充実されるでしょう。中央公園の西側に
隣接するのが、「佐

さ

佳
か

枝
え

廼
の

社
やしろ

」さんです。寛永５年（1628年）福居城の鎮守と
して城内に徳川家康公を祀り、越前東照宮が建立されました。「佐佳枝廼社」
と言う社名は松平慶永（春嶽）公が、福井が栄えるようにと命名しました。昭
和20年の戦災、昭和23年の福井震災で全焼。昭和24年（1948年）再建。平成元
年（1989年）再開発が始まり、平成４年４月に竣工しました。神社を含めた再
開発は日本ではじめてです。徳川家康公、松平（結城）秀康公、松平慶永公が
祀られております。初詣、春祭り、秋祭り等の神事は氏子の青年会や壮年会の
協力と相俟って賑々しく開催されております。
　官庁、ビジネス、生活の場として大手地区は様々な顔をもっています。駅前
の再開発や新幹線の開業によって、これからも多彩に変化をなして行くと思い
ます。
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文化シリーズ

福井震災に思う
災害を乗り越え復興“フェニックス福井”

　昨年のニュースの中で一番
心に残るのは、何と言っても
東北大震災でしょう。多くの
人々の考え方を大きく変える
出来事でした。
　しかし、昭和24年に福井に
も大きな地震があり、私たち
も家の下敷になり、その時
の死者3,700余名、倒壊家屋
36,000余戸、焼失家屋3,800余
戸にもなりました。その３年
前に空襲があり少し復興しか
けた時だけに大きな心の打撃
になったことと思います。
　私も当時小学１年生でしたがクラスでも１人亡くなりました。思い出しますと、テントで授業
をしたり三角小屋での生活も丁度畑の野菜がとれる頃で助かりました。
　それにしてもあの時に福井の人たちは、今の東北の皆さん同様に復興に向って大きな努力をさ
れたことは間違いありません。その時の努力…言葉では言い表せないと思いますが福井を日本一
住みよい県にしたのも先人たちの頑張りがあったからだと思います。
　「災害は忘れたことにやってくる」と言われていますが、いつ起きるか分かりません。『備いあ
れば憂いなし』これを心に銘記しておかねばなりません。
　最近では“想定外”という流行語がありますが、地震だけではありません。福井にも過去に38

豪雪や大きな洪水・台風がありました。皆様と一緒に防
災の街福井作りを考えていきましょう。そして、もっと
もっと福井を住みよいところに…

文化シ特別
寄稿

地震直後の百貨店

― 福井が大好き ―　　春山支部長　多田 くにお

福
井
新
聞
の

く
ら
し
の
川
柳
に

嬉
し
い
句
が
…
。
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新入会員紹介 平成23年8月～12月

法人名 業種 支部名

（株）アーク 卸・小売業 日之出

（有）アイ・ワークス 眼鏡製造業 東部

（株）アイシー観光 一般旅客運送事業 中藤

（株）アイシー 一般貨物運送事業 中藤

（有）あっしゅ 映像製作・ギフト業 中藤

（株）アットワーク 人材派遣業 宝永

（有）アルケーファブリック 金属材料加工、繊維・特殊樹脂加工 麻生津

合同会社IZUMO 介護事業（福祉用具） 中藤

ASA福井西（株） 新聞販売店 西部

（株）永和の走る大工さん 総合工事業 和田

（株）エスパワー 太陽光発電関連商品の製品販売 麻生津

越前警備（株） 警備業 西部

（株）エヌアンドシィオゥ 建築設計 中藤

（株）エル 警備業・保安用品販売・レンタル業 啓蒙円山

（株）えん 呉服小売 中藤

（株）大澤宅地 不動産業 宝永

（株）岡橋企画 建設業 木田

（株）冠光 土木工事業 森田河合川西

北山法衣仏具（株） 法衣・仏具小売業 木田

（株）久喜津屋 不動産賃貸 中央

（株）ケイズビュー 紳士服販売 花堂

ケイズプロダクト（株） 小売業 木田

（株）ケーアンドケー 不動産賃貸業 中藤

（有）健創 卸売・小売 松本

（医）弘昭会 一般診療所 啓蒙円山

（株）サザンパワー 飲食店経営 中藤

サンソン建設（株） 一般建設業（解体業） 永平寺

（有）三和工業 製造業 和田

シーダシステム（株） 運動器具製造業 花堂

スキット（株） 印刷業 中藤

星光（株） 和田

（有）ダイキョウコーポレーション 損害保険代理業 西部

（有）大和商店 荷受作業請負 中藤

（株）竹長 総合緑化資材 足羽

（有）田中木材工業 木材販売・建築業 西部

合同会社TEAM-T ホームページ･動画製作及びソフト開発 清水越廼

（有）ティーエムティ 美容業 森田河合川西

（株）DETAIL 美容業 木田

（株）西村土木 土木一式 東部

法人名 業種 支部名

日本防疫（株） 消毒業 木田

（有）New Power Generation 雑貨小売業 中藤

（株）ネットアイシー 建設業 和田

バースティック（株） サービス業 木田

パッケージサービス（株） 介護事業 麻生津

（株）林電設 電気工事業 旭

林富動産（株） 不動産管理 啓蒙円山

（株）バリューリンクス サービス業 和田

（株）バンブーグローバル 竹材製造・販売 中藤

（株）ひまわり 飲食業 中藤

（株）ビリオン 飲食業 啓蒙円山

（株）ビリオンフーズハヤシ 飲食業 啓蒙円山

（株）ファーマコ 調剤薬局 木田

（有）フォト・プラザ カメラDPE 花堂

（有）福井ガスホーム LPガス販売 和田

（有）福一商店 荷受作業請負 中藤

（有）福井レジスター 不動産賃貸業 日之出

（株）フクイロード 工事業（道路ライン引） 花堂

（株）富士部品 車の部品販売 社南

（有）ヘルシーサポート北陸 保険薬局 日之出

（有）北陸食品機械 食品加工機械販売・修理設計施工 和田

（有）北陸BPサービス 自動車鈑金 木田

本郷地区環境（協） 環境事業 森田河合川西

ホンダ販売（株） 自動車販売整備 啓蒙円山

誠建設（株） 建設業 社北

松井編織（株） 各種編レース製造 森田河合川西

（株）松木屋 楽器・CD小売、音楽教室 日之出

（有）まる八 飲食業 旭

（有）ミテラ製作所 眼鏡部品製造業 森田河合川西

宮郷シーリング（有） 防水保温工事業 西部

宮下機料（株） 機料商 和田

（有）みらい工房 冠婚葬祭用品総合商社 東部

（株）やそしま 中藤

（株）山田動物病院 動物病院 東部

（株）ヤマトオプチカル 眼鏡卸 明新

（株）リビングスペース 啓蒙円山

（医）わかすぎ歯科クリニック 歯科医療 社北

（有）ワンズマインド 飲食業 中藤
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法人会の活動日誌 平成23年7月～12月

◉ 福井法人会===
7／ 1（金） 税の公共施設探検隊（御陵小） こども歴史文化館
7／ 6（水） 広報委員会 公州
7／13（水） 研修委員会 味美屋
　　〃 実務者セミナー① 福井県自治会館
7／15（金） 税制委員会 ビリケン
7／19（火） 組織委員会 香爐園
7／22（金） 総務委員会 公州
7／26（火） 厚生委員会 西かね
7／29（金） 福利厚生還元事業 名古屋・御園座
8／ 3（水） 合同役員研修会 福井商工会議所ビル
　　〃 福利厚生制度連絡協議会 　　〃
8／ 9（火） 実務者セミナー② 福井県自治会館
8／19（金） 親睦ボウリング大会 ウエーブ40
8／24（水） 正副会長・委員長会議 アオッサ
9／ 2（金） ほうじん寄席 福井市文化会館
9／ 7（水） 支部長会議 福井商工会議所ビル
9／14（水） 実務者セミナー③ 福井県自治会館
9／28（水） 聴いて得するセミナー① アオッサ
10／ 3（月） 福井税務連絡協議会役員会 福井春山合同庁舎
10／ 6（木） 全国大会 横浜・パシフィコ横浜
10／12（水） 実務者セミナー④ 福井県自治会館
10／20（木） 役員研修 和歌山・花王和歌山工場
10／24（月） 正副会長・委員長会議 ユアーズホテルフクイ
10／25（火） 決算期別説明会 福井県自治会館
11／ 2（水） 聴いて得するセミナー② アオッサ
11／ 9（水） 税の公共施設探検隊（東郷小） こども歴史文化館
11／15（火） 記念講演会 アオッサ
11／16（水） 実務者セミナー⑤ 福井県自治会館
11／29（火） 北法研修会 金沢・ホテル金沢
12／ 2（金） 税の公共施設探検隊（鷹巣小） こども歴史文化館
12／13（火） 理事会 福井商工会議所ビル
12／14（水） 実務者セミナー⑥ 福井県自治会館
12／15（木） 広報委員会 アオッサ
　　〃 福井税務連絡協議会役員会 福井春山合同庁舎
12／19（月） 正副会長・委員長会議 ユアーズホテルフクイ

■支部事業
8／21（日） 東部・越前朝倉万灯夜 一乗谷朝倉氏遺跡
9／18（日） 和田・和田ふれあいまつり 和田小学校
10／15（土） 森田河合川西・森田文化祭 森田小学校
10／16（日） 啓蒙円山・円山ふれあいまつり 円山小学校
　　〃 順化・どまんなか祭 錦公園
10／30（日） 松本・松本まつり 松本小学校
11／ 8（火） 和田・研修（講演）会 福井テレビ
11／13（日） 順化・大人の体力測定 順化小学校

■支部役員会
9／20（火） 順化
9／25（日） 西部
9／28（水） 東部
9／29（木） 松本
9／30（金） 清水越廼
10／ 3（月） 宝永
10／ 5（水） 森田河合川西
10／ 7（金） 中央
　　〃 花堂
10／12（木） 和田
10／14（金） 啓蒙円山
10／17（月） 中藤
10／18（火） 足羽
10／20（木） 西安居
10／25（火） 旭
　　〃 大手
11／ 2（水） 木田

■青年部会
7／ 7（木） 北陸地区青年部会長会議 金沢・石亭
7／ 8（金） 広報委員会 晴天
7／13（水） 研修委員会 八重寿司
7／14（木） 理事会 アオッサ
7／15（金） 厚生委員会 はせじ
7／26（火） 会員委員会 弥吉

8／ 4（木） サマーフェスタ ナナイロ
8／12（金） 正副会長会 ユトリ珈琲
9／ 7（水） 総務委員会 フェリーチェ
9／14（水） 真価塾 寿ヾ屋
10／ 2（日） 福井マラソン参加
11／ 6（日） ゴルフコンペ ゴールド福井CC
11／18（金） 全国青年の集い 三重・サンアリーナ
11／29（火） 真価塾 にしばた
12／ 9（金） 税務署長との懇談会 福井春山合同庁舎
12／13（火） 広報委員会 わらび片町

■女性部会
7／ 8（金） 研修委員会 フルーツのうめだ
7／14（木） 租税教室（紙芝居） わかば児童館
8／ 8（月） 常任委員会 響のホール
8／ 9（火） 租税教室（紙芝居） どんぐり児童館
8／19（金） 租税教室（紙芝居） たけのこ児童館
8／24（水） 施設見学 福井市防災センター
9／14（水） 理事会 アオッサ
　　〃 社会貢献委員会 　　〃
9／22（木） 管外研修 奈良・大和ハウス工業
10／ 2（日） 福井マラソンボランティア コース周辺
10／ 5（水） 研修委員会 フルーツのうめだ
10／15（土） 紙芝居 森田小学校
10／16（日） 紙芝居 円山小学校
10／26（水） 社会貢献委員会 響のホール
11／12（土） トン汁の下準備 清川メッキ工業
11／13（日） トン汁の提供 福井運動公園
12／ 5（月） 税務署長との懇談会 アオッサ
　　〃 リース作り講習会 　　〃

◉ 福井県法人会連合会==
7／11（月） 経団連責任者会議 福井商工会議所ビル
7／21（木） 全法連総務委員会 東京・全法連会館
8／ 5（金） 全国専務理事会議 東京・全法連会館
8／22（月） 事務局会議 越前町・品野
9／13（火） 全法連理事会 東京・全法連会館
11／ 7（月） 国税局所管法人研修 福井県自治会館
11／11（金） 新聞広告掲載 福井新聞、日刊県民福井
11／13（日） 中学女子駅伝＆わんぱく駅伝 福井運動公園
　　〃 法人会カップ少年サッカー まるおかスポーツランド
　　〃 税金クイズ（駅伝、サッカー）
12／ 8（木） 全国専務理事会議 東京・全法連会館
　　〃 経団連責任者会議 福井商工会議所ビル
12／19（月） 役員会 ユアーズホテルフクイ
　　〃 総務委員会 　　〃
　　〃 組織委員会 　　〃
　　〃 税制委員会 　　〃
　　〃 広報委員会 　　〃
　　〃 研修委員会 　　〃
　　〃 厚生委員会 　　〃
10/1～11/30 ラジオCM放送
10/2～11/26 ポスターの駅貼り

■青年部会連絡協議会
8／29（月） 研修会 勝山・ニューホテル

◉ 税制改正要望・提言活動=
11／ 5（日） 稲田朋美　　衆議院議員
　　〃 笹木竜三　　　　〃
　　〃 糸川正晃　　　　〃
　　〃 松宮　勲　　　　〃
　　〃 若泉征三　　　　〃
　　〃 松村龍二　　参議院議員
　　〃 山崎正昭　　　　〃
11／10（木） 松本文雄　　永平寺町長
　　〃 河合永充　　永平寺町議会議長
11／14（月） 田中敏幸　　福井県議会議長
11／22（火） 西川一誠　　福井県知事
11／28（月） 東村新一　　福井市長
　　〃 加藤貞信　　福井市議会議長
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アフラック福井支社
〒910－0006 福井市中央1－3－12 ユアーズ大手ビル5F
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