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第３回通常総会開催

　公益社団法人へ移行して３回
目となる通常総会が去る５月25
日㈮午後４時00分より岡崎商工
会議所会館大ホールに於いて、
水野岡崎税務署長ほか関係諸団
体から多数のご来賓をお迎え
し、会員企業約170社が出席し
て盛大、且つ厳粛に開催されま
した。
　総会は服部副会長の開会のこ
とばで始まり、大林会長は「昨
年度は税知識の普及をはじめ、
岡崎税務署管内での租税教室へ
の講師派遣、税に関する小学生
の作文表彰式への後援など各種
事業も順調に実施することができ、また長年にわたる租税教育活動に対する功績が認められ、民間
団体としては全国で初めてとなる“国税庁長官表彰”をいただくこともできました。これもひとえ
に会員のみなさま、関係各位のご理解とご協力の賜物であると感謝申し上げます。今年度も引き続
き、社会貢献活動を重視し、公益社団法人の名にふさわしい充実した事業などを実施するとともに
会員増強にも努めていきたい」とあいさつしました。
　その後、来賓の紹介に続いて議事録署名人選出のあと議案審議に入りました。まず「平成29年度
決算承認の件」について審議され、原案通り可決承認されました。続いて「理事の辞任に伴う後任
者選任の件」について審議され、原案通り山本隆夫氏、米村伸哉氏の両名が選任されました。
　引き続き、「平成29年度事業報告」、「平成30年度事業計画」、「平成30年度収支予算」につい
て報告がされました。
　その後、会員増強優秀支部として東部支部、会員増強努力支部として甲山支部のほか６支部が表
彰され、会員増強功労者の表彰では団体表彰で岡崎信用金庫本店営業部様のほか30団体が、個人表
彰では中根義一氏と小林和夫氏が、また退任される３名の役員のみなさまに対し大林会長より感謝
状が贈呈されました。また、秋の叙勲で黄綬褒章を受章された山本冨夫氏には記念品が贈呈されま
した。
　続いて山崎岡崎市財務部長、水野岡崎税務署長、太田税務連絡協議会会長、井上大同生命保険株
式会社三河支社長よりそれぞれ祝辞を頂戴し、加藤副会長の閉会の辞で閉会しました。
　承認・報告されました平成29年度正味財産増減計算書、平成30年度収支予算の要旨および平成30
年度事業計画は次の通りです。

▲あいさつする大林会長
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平成29年度正味財産増減計算書　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

平成30年度収支予算（損益計算ベース）　平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

科        目 当年度 前年度 増  減
Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部
(1) 経常収益

基本財産運用益 7,500 5,253 2,247
特定資産運用益 1,345 3,272 -1,927
受取会費 23,470,650 23,551,150 -80,500
事業収益 1,720,958 2,194,293 -473,335
受取補助金等 13,490,608 12,883,734 606,874
受取負担金 2,496,000 2,535,900 -39,900
雑収益 1,315,099 1,588,993 -273,894
経常収益計 42,502,160 42,762,595 -260,435

(2) 経常費用
事業費 30,021,083 31,897,205 -1,876,122
管理費 7,184,362 7,403,094 -218,732
経常費用計 37,205,445 39,300,299 -2,094,854

評価損益等調整前当期経常増減額 5,296,715 3,462,296 1,834,419
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 5,296,715 3,462,296 1,834,419

２．経常外増減の部
(1) 経常外収益 0 0 0
(2) 経常外費用 0 1 -1

当期経常外増減額 0 -1 1
税引前当期一般正味財産増減額 5,296,715 3,462,295 1,834,420
法人税、住民税及び事業税 132,500 168,500 -36,000
当期一般正味財産増減額 5,164,215 3,293,795 1,870,420
一般正味財産期首残高 47,643,385 44,349,590 3,293,795
一般正味財産期末残高 52,807,600 47,643,385 5,164,215

Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取補助金等 11,554,100 11,161,800 392,300
一般正味財産への振替額 -11,554,100 -11,161,800 -392,300

Ⅲ　正味財産期末残高 52,807,600 47,643,385 5,164,215

科　　　　　目 当年度 前年度 増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部
（１）経常収益

基本財産運用益 7,500 5,000 2,500
特定資産運用益 1,300 1,000 300
受取会費 23,745,000 23,600,000 145,000
事業収益 1,140,000 1,650,000 -510,000
受取補助金等 13,649,100 12,815,100 834,000
受取負担金 2,350,000 2,540,000 -190,000
雑収益 650,100 1,500,100 -850,000
経常収益計 41,543,000 42,111,200 -568,200

（２）経常費用
事業費 30,002,341 31,569,770 -1,567,429
管理費 7,694,646 7,606,230 88,416
経常費用計 37,696,987 39,176,000 -1,479,013
評価損益等調整前当期経常増減額 3,846,013 2,935,200 910,813

当期経常増減額 3,846,013 2,935,200 910,813
２．経常外増減の部

（１）経常外収益 0 0 0
（２）経常外費用 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0
税引前当期一般正味財産増減額 3,846,013 2,935,200 910,813
法人税、住民税及び事業税 87,000 87,000 0
当期一般正味財産増減額 3,759,013 2,848,200 910,813
一般正味財産期首残高 51,697,463 47,790,416 3,907,047
一般正味財産期末残高 55,456,476 50,638,616 4,817,860

Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取全法連助成金 12,282,100 11,554,100 728,000
一般正味財産への振替額 -12,282,100 -11,554,100 -728,000

Ⅲ　正味財産期末残高 55,456,476 50,638,616 4,817,860

（単位：円）

（単位：円）
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平成30年度事業計画

１．税知識の普及を目的とする事業
（１）税務研修会

　時宜に合わせて税制改正の解説や税務調査のポイントなど、税知識の普及に関する税務研
修会や税務教室を開催する。

（２）決算期別説明会
　法人税、消費税等の適正な申告を納税者が行うために必要な決算申告の実務上のポイント
や税制改正に関する知識の普及に関する研修会を法人の決算期別に開催する。

（３）調査部所管法人研修会
　調査部所管法人を中心に、名古屋国税局や岡崎税務署又は豊田税務署の担当官などによる
税知識の普及を目的とする研修会や講演会を開催する。

（４）税務署長等による講演会
　税金は、非常に身近なものであるにも関わらず、複雑かつ難解で、敷居が高いと感じる納
税者が多いため、岡崎税務署の署長や副署長、担当官などによる税をテーマにした講演会を
開催し、税知識の普及を図る。

２．納税意識の高揚を目的とする事業
（１）租税教室

　岡崎税務署管内の小学校を主な対象として、明日の我が国を担う児童に対し、租税の意義
や役割等を理解してもらうための租税教室を開催する。

（２）地域イベントにおける租税教育活動
次代を担う子どもたちを主な対象として、税金クイズ、税に関するビデオ放映、税に関する
パンフレットの配布などを通じて租税教育活動を行う。

（３）税に関する作文表彰式
子どもたちに税に関する作文を書いてもらい、その表彰を行うことを通じて、納税意識の高
揚を図る。

３．税制及び税務に関する調査並びに提言に関する事業
当会会員を中心にアンケート調査を行い、税制及び税務に関する提言を取りまとめ、一般社
団法人愛知県法人会連合会を通じて公益財団法人全国法人会総連合に上申する。

４．地域企業の健全な発展に資する事業
（１）経済・経営講演会

　地域経済の中核を担う地域企業の健全な発展を図るためには、常に国内外の経済情勢の動

（自	平成30年４月１日　至	平成31年３月31日）
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向に注意を怠らないで、その変化に対応する適切な施策を検討することが肝要となる。当会
では、主としてこのような地域企業の経営者等に対して経済・経営・時事問題の精通者を招
き、経済・経営講演会の機会を提供する。

（２）企業施設見学会
　地域企業が自らの企業経営に有益な優良企業や工場、施設を見学する場を提供すること
で、地域企業の健全な発展、ひいては地域経済の活性化に資することを目的として企業施設
見学会を行う。

（３）北部あきんどフェアー
　北部支部内の地域企業の商品やサービスを紹介する展示会の場を地域企業に提供すること
を通じて、地域企業の健全な発展、ひいては地域経済の活性化に資することを目的として行
う。

５．地域社会への貢献を目的とする事業
（１）健康、文化及び芸術等に関する講演会及び研修会

　当会会員を含む地域企業や地域住民を対象として、健康、文化や芸術等に関する講演会や
研修会を企画・運営し、講演や研修の機会を提供することを通じて、地域社会への貢献を目
的とする。

（２）文化及び芸術等に関する鑑賞会
　岡崎税務署管内の地域住民を対象として、文化や芸術等に関する鑑賞会を主催公演し、鑑
賞の機会を提供することを通じて、地域社会への貢献を目的とする。

（３）防犯・防災等に関する講演会及び研修会
　地域住民を対象として、防犯・防災等について講演会や研修会を行う機会を提供すること
を通じて、地域社会への貢献を目的とする。

６．広報事業
　広報誌「岡崎法人会だより」の年３回の発行及び税知識の普及や地域社会貢献活動の報告
など情報発信を行う。

７．会員の福利厚生等に資する事業
（１）保険事業
（２）福利厚生事業
（３）広告事業

８．会員の交流に資するための事業
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税務署コーナー
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税務署コーナー
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税務署コーナー
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税務署コーナー
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自主点検チェックシートをご活用ください！自主点検チェックシートをご活用ください！
　企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることはもちろんですが、内部統制面の
強化や経理面の質を向上させることも重要な要素です。「入出金が適切に管理されるようになる」
「内部の不正行為を未然に防止できる」など結果的に企業の成長にもつながることが期待できます。
　法人会では、こうした「自主点検」を簡単にできるようにするため、「自主点検チェックシート・
ガイドブック」を作成いたしました。企業の皆様、自社の成長・税務リスクの軽減のために、
ぜひご活用ください。

企業の税務コンプライアンス
向上のために

お問い合せ先

国税庁後援

法人  太郎

売掛金の回収不能を防ぐた
め、取引先に遅延の理由を
確認するようにした。

確認したところ遅延が1件
あった。

18

　「自主点検チェックシート」は
社内体制のほか、貸借関係や損
益関係等に分かれ、全部で83
の点検項目があります。
　また、企業規模や業種に関
わりなく企業のガバナンス確
保に必要な基本事項を40項目
選定した「入門編」もあります。
　点検結果が「×」であった項
目については、その内容を「点
検結果記入表」に記入し、代表
者に報告します。代表者は点
検結果に基づき、今後の改善
方針を決めます。

岡崎法人会
電話番号等　ＴＥＬ（0564）53-2141　ＦＡＸ（0564）55-0208
URL等　　　　e-Ｍail：y-hou＠catvmics.ne.jp
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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

岡崎法人会会員

（ 法人会役職名をご記入く ださい） 　 　

　　岡崎法人会
電話番号等ＴＥＬ（0564）53-2141　ＦＡＸ（0564）55-0208

URL等　   e-Ｍail： y-hou＠catvmics.ne.jp
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青年部会コーナー

平成30年度通常総会開催

　青年部会総会が、去る５月16日㈬岡崎ニュー
グランドホテルに於いて、岡崎税務署から水野
署長、櫻本筆頭副署長、永田統括官、本会の加
藤副会長、歴代部会長の小原氏、同前氏ならび
に大同生命保険株式会社の井上支社長さま、Ａ
ＩＧ損害保険株式会社の香西支店長さまをお迎
えし、会員と来賓合わせて約60名が出席して開
催されました。
　梶川部会長（㈱ドミー）が議長となり「平成
29年度事業報告及び収支決算承認」、「平成30
年度事業計画案及び収支予算案承認」について
いずれも原案通り可決承認されました。
　議事終了後、卒業部会員への記念品贈呈、ご
来賓からの祝辞をいただき閉会となりました。
　総会後、講師に汾

かわ

陽
みなみ

祥
しょう

太
た

氏（㈱ＨＤＥ	執

行役員）をお迎えし「チェンジ」と題して、今
の時代に最も必要な考え方“変化”について記
念講演会が開催されました。

１．収入の部 （単位：円）

科　　目 決　算　額
会 費 １，４８０，０００
助 成 金 ６００，０００
事 業 収 入 ２９９，０００
そ の 他 収 入 ７８，４８３
当 期 収 入 合 計 ２，４５７，４８３
前期繰越収支差額 ７２２，４９８
収 入 合 計 ３，１７９，９８１

２．支出の部 （単位：円）

科　　目 決　算　額
事 業 費 １，２５１，３２１
会 議 費 ７９６，０９７
管 理 費 １８，３５０
特 定 預 金 支 出 １００，０００
雑 費 ２５，１２０
予 備 費 ０
当 期 支 出 合 計 ２，１９０，８８８
当 期 収 支 差 額 ２６６，５９５
次期繰越収支差額 ９８９，０９３

１．収入の部 （単位：円）

科　　目 予　算　額
会 費 １，５６２，０００
助 成 金 ６００，０００
事 業 収 入 ３３０，０００
そ の 他 収 入 ５５，５００
当 期 収 入 合 計 ２，５４７，５００
前期繰越収支差額 ９８９，０９３
収 入 合 計 ３，５６５，５９３

２．支出の部 （単位：円）

科　　目 予　算　額
事 業 費 １，０６０，０００
会 議 費 １，０００，０００
管 理 費 １５，０００
特 定 預 金 支 出 ３００，０００
雑 費 ２０，０００
予 備 費 １００，０００
当 期 支 出 合 計 ２，４９５，０００
次期繰越収支差額 １，０４１，５９３
支 出 合 計 ３，５３６，５９３

あいさつする梶川部会長

平成29年度収支決算書 平成30年度収支予算書
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青年部会コーナー

各委員会の主な事業計画

岡崎市民駅伝競走大会への参加

岡崎税務署幹部との意見交換会

　当部会員相互や地域社会との交流および本会・本部
会の認知度向上等を目的に、平成30年１月21日㈰「第
69回岡崎市民駅伝競走大会」に参加しました。当日は
天候にも恵まれ、また沿道で応援してくださった関係
者のみなさまのおかげで、繰り上げスタートをするこ
となくタスキをつなぐことができ、順位も前回より大
幅にアップして（出場147チーム中87位）、無事完走
することができました。

　平成30年２月６日㈫ROPPONGI（ロッポンギ）に於いて、水野岡崎税務署長、櫻本筆頭副署長
にご臨席いただき、意見交換会を開催しました。
　梶川部会長はじめ31名の参加を得、片岡研修委員長の司会により、前回に引き続き二部構成とし
て行いました。まず「長寿企業と経営者交代」と題して櫻本筆頭副署長による講話会を実施し、続
いて分科会形式による意見交換を行ない、各グループでは和やかな雰囲気の中で率直な意見などが
交わされ、とても有意義な意見交換会となりました。

◉総務委員会　担当　田口副部会長
ｅ－Ｔａｘ推進　
役員登録　　１００％　運用　１００％
部会員登録　１００％　運用　１００％
◉研修委員会　担当　片岡副部会長
年３回岡崎税務署との研修、講話、
意見交換会の開催
その他研修事業

◉事業委員会　担当　谷澤副部会長
租税教室の推進　講師の育成
「税に関する小学生の作文」募集・表彰

◉組織委員会　担当　三浦副部会長　
部会員増強　純増１名

◉交流委員会　担当　野田副部会長
部会員相互の交流全般
全国青年の集い（高知大会）への参加

あいさつをする水野署長 分科会形式による意見交換
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青年部会コーナー

新会員の紹介

会員名
　森　和之
法人名
　株式会社グロス
所在地
　岡崎市大西町南ヶ原37-3

会員名
　金澤　栄太
法人名
　ＴＲＯＣ株式会社
所在地
　岡崎市井田南6-3
　　サンプラザ井田403

会員名
　中島　照朗
法人名
　株式会社エフエム岡崎
所在地
　岡崎市羽根町若宮30-1

会員名
　宇津野　詠二
法人名
　有限会社宇津野組
所在地
　岡崎市生平町藤下6-1

会員名
　吉川　直希
法人名
　株式会社ヨシノ印刷
所在地
　岡崎市八帖北町14-15

会員名
　岡田　崇裕
法人名
　株式会社享成自動車学校
所在地
　岡崎市井田町茨坪34

弊社CMで使用！

株式会社ヨシノ印刷 〒444-0924  岡崎市八帖北町14－15
電話（0564）24-1218　FAX（0564）24-1968

思い出をカタチにするお手伝い
新たな角度から魅力再発見・広域高解像度！

※QRはYoutubeに
　接続されます
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青年部会コーナー

『税に関する小学生の作文』表彰式

　平成29年度の『税に関する小学生の作文』の表彰式が平成30年２月25日㈰岡崎商工会議所大ホー
ルで開かれました。
　岡崎税務署管内の54の小学校から　3,395点の応募がありました。
　受賞者は８名のみなさんです。

岡崎税務署長賞　　　　　　太田　万智　　　岡崎市立福岡小学校
岡崎市長賞　　　　　　　　辻󠄀　　陽介　　　岡崎市立矢作北小学校
幸田町長賞　　　　　　　　志賀　七菜子　　幸田町立中央小学校
岡崎市教育委員会賞　　　　澤田　來実　　　岡崎市立連尺小学校
幸田町教育委員会賞　　　　平間　叶翔　　　幸田町立深溝小学校

岡崎税務署管内
租税教育推進協議会会長賞　松本　慶子　　　岡崎市立広幡小学校

岡崎税務署管内
税務連絡協議会会長賞　　　黒沼　陽菜　　　岡崎市立小豆坂小学校

公益社団法人
岡崎法人会会長賞　　　　　渡邉　彩絵　　　岡崎市立緑丘小学校

（敬称略）

▲受賞者８名のみなさんと関係者
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女性部会コーナー

平成30年度女性部会通常総会

　平成30年度女性部会通常総会が５月30日㈬岡
崎ニューグランドホテルにて開催されました。
来賓として岡崎税務署から水野署長様、櫻本筆
頭副署長様、永田統括官様、本会からは加藤雅
敏副会長、大同生命保険岩間様をお迎えして行
われました。女性部会員32名の出席のなか鬼武
部会長のあいさつの後、議案審議にはいり｢平
成29年度事業報告・収支決算承認｣｢平成30年度
事業計画・収支予算報告｣とすべて原案どおり
承認、可決されました。なお、収支決算・収支
予算、事業計画につきましては記載のとおりで
す。

収入の部 （単位：円）

科　　　目 決　算　額
会 費 収 入 ３３０，０００
補 助 金 ６００，０００
事 業 収 入 １３６，０００
そ の 他 収 入 ６０，４１４
当 期 収 入 合 計 １，１２６，４１４
前期繰越収支差額 １６６，００２
収 入 合 計 １，２９２，４１６

支出の部 （単位：円）

科　　　目 決　算　額
事 業 費 ６１１，３３４
会 議 費 ２０９，１６０
管 理 費 ７３，０７６
特 定 預 金 支 出 １００，０００
予 備 費 ０
当 期 支 出 合 計 ９９３，５７０
当 期 収 支 差 額 １３２，８４４
次期繰越収支差額 ２９８，８４６

収入の部 （単位：円）

科　　　目 予　算　額
会 費 収 入 ３４２，０００
補 助 金 ６００，０００
事 業 収 入 ０
そ の 他 収 入 ５０，２００
当 期 収 入 合 計 ９７４，２００
前期繰越収支差額 ２３０，４４６
収 入 合 計 １，２０４，６４６

支出の部 （単位：円）

科　　　目 予　算　額
事 業 費 ５５０，０００
会 議 費 ３００，０００
管 理 費 ８０，０００
特 定 預 金 支 出 １００，０００
予 備 費 １７４，６４６
当 期 支 出 合 計 １，２０４，６４６
当 期 収 支 差 額 ０
次期繰越収支差額 １，２０４，６４６

平成29年度収支決算書 平成30年度収支予算書

あいさつする鬼武部会長
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女性部会コーナー

平成30年度事業計画

通常総会記念講演会

女性フォーラム

　平成５年３月26日、関係機関の方々のご指導
と、岡崎法人会のご援助のもとに発足しました
「女性部会」も、早いもので25周年を迎えまし
た。
　昨年度は、講演会・情報交換会、そして税務
署幹部との意見交換会等を通じて、会員相互の
親睦と自己啓発を図ることができました。社会
貢献事業については、第12回目となる桜の植樹
及び贈呈式を岡崎市「東公園」内において催す
ことが出来ました。桜の植樹に対し今後継続管
理にどのように関わっていくかはこれからの課

題です。また、租税教育に関しましても、「税
に関する小学生の作文」募集・表彰が13回を数
え次代を担う子供たちに対する税の啓発活動・
社会貢献を成功裡に終える事ができ、本年度も
引き続き「会員相互の親睦と自己啓発」を活動
の基本方針として、女性部会による租税教育等
を含んだ社会貢献活動を視野に入れ、事業の展
開を図る所存でございます。
　会員一同の一層のご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

方　　針

　去る平成30年５月30日㈬、岡崎ニューグランドホテル
にて、（公社）岡崎法人会女性部会「平成30年度通常総
会」が、岡崎税務署水野署長はじめ３名の皆様、本会か
ら加藤副会長様、大同生命の岩間課長様の来賓をお迎え
して開催されました。総会後の記念講演会には、弁護士
の櫻井敬子氏に｢相続・遺言について」のテーマで講演
していただきました。中身の濃い内容に皆様真剣に聞き
入ってみえました。和気藹々の雰囲気の中、鬼武部会長
二年目の女性部会が心新たにスタートいたしました。今年度も講演会、情報交換会、税務研修会、
社会貢献事業として桜の植樹・贈呈式、租税教育など、益々精力的に事業展開を図って参ります。

総務代表副委員長　浅井千子

　平成30年４月12日㈭
　第13回法人会全国女性フォーラム『山梨大会』が開催
されました。
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女性部会コーナー

新春のつどい　平成30年２月２日㈮

桜の植樹・贈呈式　平成30年３月８日㈭

　日本列島が寒波に包まれ雪を心配する寒い２
月２日「新春のつどい」が開催されました。今
年度は「上地八幡宮」に会員の皆さんと正式参
拝。担当の方からカイロのプレゼント。早速使
わせて頂き、ホカホカ温かい幸せと感謝の一日
のスタートとなりました。
　会場を六本木に移して税務研修会、岡崎税務
署水野署長様による講話「ほどほど人生」人生
は楽しくありがたいと受け取らせていただく！
ゆったり　のんびり　ほどほどに生きるべし！

税から離れたお話も共感できることばかりでし
た。最後は「確定申告はイータックスを」と講
話を締め括られました。
　懇親会では、岡崎市出身の鈴木研吾様による
サックス演奏、美味しいお料理と楽しい時間を
過ごさせて頂きました。
　「うこん桜の咲く頃にもう一度上地八幡宮を
訪れたい」そんな思いのした素晴らしい一日に
感謝一杯です。　　総務副委員長　中根　久子

　３月８日岡崎市東公園旧本多忠次邸北側、昨
年植樹した桜の隣に都市整備部、岡崎税務署の
方々の列席のなか、朝には心配していた雨も小
雨になり傘を閉じて笑顔あふれる桜の苗の植樹
をすることが出来ました。今年はジンダイアケ
ボノという品種の桜の木で、枝のあちこちに
は、すでに蕾も付いているので数日後には東公
園に訪れた人々へ笑顔が伝わる事と思います。
法人会より岡崎市への桜の寄贈・植樹は本年で

12年になるとの
事で、これから
も岡崎城に続き
東公園の桜も市
民に親しまれる
身近な桜の名所
となり、その美
しい桜の数々を
より美しくより
華やかに咲か
せ、更に先まで
引き継いでいき、植樹したこの桜の苗木がこの
地に根付き、将来、素晴らしい桜の園として多
くの市民の憩いの場となりますことを願ってお
ります。植樹までにご尽力された皆様の思いが
末永く花開きますよう願います。
　ありがとうございました。

広報委員　磯原真由美
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支部活動報告

２月15日 葵／矢作／岩津 健康研修会
「老後の住まいとお金の話～老後に必要な資
金と介護施設等にかかる費用について～」
講師：内山治夫氏

（中京大学・日本福祉大学非常勤講師）

3月19日 幸田 視察研修会
企業施設等見学会
「三菱自動車工業㈱岡崎製作所」

6月1日 六ツ美 視察研修会
企業施設等見学会
「航空自衛隊小牧基地／花フェスタ記念公園」

6月5日 城北／葵 視察研修会
視察研修会
「花フェスタ記念公園／明智鉄道「寒天列
車」／岩村醸造等」

2月26日 額田 視察研修会
企業施設等見学会
「半田赤レンガ建物／篠島漁港」

5月9日 幸田 経済講演会
「小規模事業者の経営を圧迫する教育費負担
の現状と課題」
硯見仁氏(日本政策金融公庫岡崎支店長)
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支部活動報告

6月5日 東部 教育講演会
「今求められている授業」
講師：三崎隆氏(信州大学教授)

6月7日 竜海 視察研修会
視察研修会
「法隆寺金堂・五重塔／興福寺／東大寺」

6月8日 岩津 岩津ゼミ
「今からできる相続対策　…身近で起きた相
続事例…」
講師：岡崎信用金庫営業店支援第二部個人営
推グループ

6月11日 美川／東部 視察研修会
視察研修会
「法隆寺金堂・五重塔／興福寺／東大寺」

6月13日 甲山 視察研修会
企業施設等見学会「磯部ろうそく店」

　岡崎信用金庫岩津支店さんと岡崎法人会岩津支部との共催で岡崎信用金庫岩津支店さ
んの２階会議室で岡崎信用金庫営業店支援第二部個人営推グループの手島様から身近な
事例のご紹介を得ながら「相続」が「争族」にならない対策のお話をいただきました。
１、遺産分割対策 …「誰に」「何を」「どれだけ」のこすか？
２、納 税 対 策 … 相続時に「すぐに」つかえるお金の準備は？
３、相 続 税 対 策 … 相続税はかかるか？かかるとしたら「いくら」かかるか？

　相続対策で最も重要なことは、円満な遺産分割をするために、「公正証書遺言」を作
成することであり、そのため手続等で実際にあった具体的な事例をもとにお話をされま
した。
　午前、午後の２回とも会場が満員でいかに皆さんの関心が高いかがよくわかりまし
た。又、熱心な質問に対し丁寧なお答は、皆さんの一層の関心が高まりこれからの開催
に対しても大きな励みとなりました。　　　　　　　　　　岩津支部支部長　中根義一

岩
津
の
街
の
役
立
つ
ゼ
ミ

〜
今
か
ら
出
来
る
相
続
対
策
〜



－ 22 －

新会員の紹介　平成29年12月１日～平成30年５月末日

支部名 法人名 代表者名 所在地 営業内容
甲山 有限会社ストーン上一 上野　孝一 岡崎市小呂町6丁目60-5 石材業
甲山 株式会社栄光会 内田　光栄 岡崎市欠町清水田29-1 接骨業・介護業
甲山 株式会社青山工業 青山　正木 岡崎市箱柳町川南西19-46 製缶業
甲山 株式会社コマツサービス 小松　正幸 岡崎市欠町広見西通24-4 工事業
甲山 有限会社石原ライト工業所 石原　義夫 岡崎市元欠町1丁目10 プラスチック成形
甲山 本田製作所株式会社 本田				雅仁 岡崎市栄町2丁目54 製造業
甲山 株式会社アイシール 窪田　康人 岡崎市梅園町山添23	 障害福祉コンサルティング
城北 合資会社明石屋 奥井　浩二 岡崎市康生通東2丁目12 食料品卸
城北 有限会社沓名設備工業 沓名　　悟 岡崎市八帖南町1丁目4-6 配管業
城北 TROC株式会社 金澤　栄太 岡崎市井田南町6-3　サンプラザ井田403 飲食業
城北 合同会社えがお 山口　英治 岡崎市康生通南2丁目30 不動産賃貸業
城北 株式会社常磐工務店 犬塚　英明 岡崎市井田新町9-8 建設業
城北 有限会社和風レストラン桂 石井　秀明 岡崎市井田南町1-9 飲食業
城北 株式会社岡崎産業 大谷　葉子 岡崎市八帖北町13-4 鋼構造物工事
葵 OSG管理システム株式会社	 小木曽　證 岡崎市井田町1丁目128-22 不動産管理
美川 株式会社グランドギャラリー 司馬　　健 岡崎市大平町榎田10 ピアノ商社・不動産業
美川 フジ繊維有限会社 内田　　昇 岡崎市美合町五本松1 繊維・賃貸業
美川 株式会社朝日電設 平山　恭也 岡崎市丸山町エゲ前20-2 建設業
福岡 税理士法人中央アカウンティング 増村　辰馬 岡崎市上地6丁目26-11 税理士事務所
福岡 株式会社レインボーホールディングス 中根　勝美 岡崎市上地3丁目40-6 経営コンサルティング
竜海 有限会社イワタ鐡工所 岩田		幸義 岡崎市大西2丁目14-14 鉄工業
竜海 株式会社Loving　Look 安井　隆光	 岡崎市竜美台2丁目1-12 医療・福祉
竜海 株式会社愛知建装 三浦　淳平 岡崎市上六名3丁目9-1　グリーンゲートレジデンスD棟1106 建築塗装業
竜海 株式会社グロス 森　　和之 岡崎市大西町南ヶ原37-3 清掃業
竜海 株式会社たかせ動物病院 髙瀬　康剛 岡崎市明大寺町義路23-4 動物病院
竜海 株式会社シーオーエートヨジム　西三河支店 西脇　友伸 岡崎市上六名3丁目12-4 卸売
竜海 土地家屋調査士法人本間事務所 本間　秀樹 岡崎市東明大寺町11-2	 家屋調査
竜海 テラベース株式会社 新井　善博 岡崎市明大寺町荒井29-3　カネクロ竜美丘2F
南部 株式会社バサラホーム 松原　朝美 岡崎市羽根町池脇6-1 不動産業
南部 有限会社オサダ工業 長田美智子 岡崎市羽根町大池17 不動産賃貸業
南部 マトイ工業有限会社 佐野　　透 岡崎市若松町北之切48-1 家屋解体業
南部 弁護士法人名古屋総合法律事務所　岡崎事務所 浅野　了一 岡崎市羽根町貴登野32-1　丸五ビル1階 法律事務所
南部 クリアテック株式会社	 山田　耕爾	 岡崎市柱曙3丁目7-19								 化学製品卸売
南部 株式会社ディバインホーム 池羽　良典 岡崎市不吹町14-334 建築業
矢作 株式会社輝蹴スポーツ 申　　東準 岡崎市矢作町八剱9-2 サービス業
矢作 株式会社スギケン 杉浦　敏明 岡崎市東牧内町字向野49 建設業
矢作 有限会社青山ファクトリー 青山　　勇 岡崎市西大友町森下43-5 金属製品卸
矢作 株式会社天野 天野　浩史 岡崎市大和町鳥ヶ城3 リサイクル業
矢作 有限会社ピーツーテック 鈴木　雄史 岡崎市上佐々木町梅の木8-6		 不動産賃貸
矢作 株式会社しんこうサポート 櫻井　和穂 岡崎市西大友町諏訪7-1	 サービス業
矢作 ナカキュー株式会社 中島　			栄 岡崎市北野町東河原27-8 製造業
矢作 北善株式会社 北林　善蔵 岡崎市小針町的場90 木材加工
矢作 プラスチックデザイン株式会社 浅井　順一 岡崎市大和町家下51-11 合成樹脂製品製造
岩津 有限会社細井鉄工所 細井　淳司 岡崎市奥殿町薬師洞7 鉄骨建築業
岩津 有限会社尾野藤建設 尾野藤良勝 岡崎市仁木町年重70 型枠工事
岩津 オーエス株式会社 齋藤眞理子 岡崎市真伝町魂場64-23 不動産賃貸業他
岩津 医療法人愛整会 齋藤　好道 岡崎市仁木町川越17-33 医業
岩津 合同会社SARA	SO‐JU	source 淺野　勝弘 岡崎市東阿知和町北山34-12 美容業
岩津 エスポートK株式会社 近藤　智基 岡崎市岩津町川畔49-1 不動産賃貸業

（順不同
敬称略）
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支部名 法人名 代表者名 所在地 営業内容

事業活動報告

北部 有限会社鈴村米穀 鈴村　充弘 岡崎市上里2丁目7-12 米穀販売
北部 株式会社フィット・プラス 永田裕一朗 岡崎市鴨田町字池内54-13 建設業
北部 有限会社ウイット　大樹寺店 橋爪　　茂 岡崎市大樹寺3丁目6-11 小売業
北部 医療法人みらい 村田　泰隆 岡崎市大樹寺2丁目2-2 医療	
北部 株式会社里光堂 髙原　裕治 岡崎市鴨田本町7-1 仏壇、仏具販売	
北部 株式会社豊化工工業所 原田　純孝 岡崎市鴨田町北魂場66 プラスチック着色
北部 五城建設株式会社 立山　章光 岡崎市鴨田町広元119-1 建築業
東部 有限会社ウイット　本宿店 橋爪　　茂 岡崎市本宿町阿弥陀堂1-1 小売業
東部 株式会社TKY 山中喜代美 岡崎市舞木町山中町123-2 建設業
東部 岡崎ペットセレモニーパーク合同会社 小林　和夫 岡崎市才栗町霧ヶ洞26-1 動物ペット葬祭
六ツ美 医療法人村山医院 村山　　憲 岡崎市中島中町4丁目1-1 医療
六ツ美 有限会社成田新聞店 成田　幹晴 岡崎市宮地町馬場1-1 新聞販売
六ツ美 株式会社太田圧送 水野　賢二 岡崎市上三ッ木町北稗田8 産業廃棄物中間処理業
六ツ美 サンエイテクノ株式会社 田中　二郎 岡崎市下佐々木町屋敷44-3 建設業
六ツ美 株式会社ティシュラー 中根　史明	 岡崎市中之郷町元山乙14 家具製造販売
六ツ美 有限会社足立米穀店 足立　守重	 岡崎市中島町中道24-1 米穀販売	
六ツ美 合同会社LSC	セブン･イレブン岡崎福桶町店 山本　毅浩 岡崎市福桶町折戸65-6 小売業
幸田 株式会社栗田興業 栗田　　勝 幸田町横落字郷前10-32 建設業
幸田 株式会社ニホンサービス 加藤　信昭 額田郡幸田町相見字蒲原88 建築資材卸
額田 フーズスブリッジ株式会社 鈴木　剛英 岡崎市樫山町原新田105-2 小売業
額田 株式会社深瀬畜産 深瀬　政幸 岡崎市樫山町宮東36-2 食品卸売
額田 株式会社深見工業 深見　昇吾 岡崎市下衣文町貢貞8-2 製造業・鈑金加工

○青年部会・・・・・・ １月21日
　市民駅伝
○本会・・・・・・・・ １月24日
　実務研修会
○県連・・・・・・・・ １月29日
　理事会
○県連・・・・・・・・ １月31日
　専務理事等会議
○女性部会・・・・・・ ２月２日
　新春のつどい
○青年部会・・・・・・ ２月６日
　意見交換会
○県連・・・・・・・・ ２月８日
　事業委員会
○県連・・・・・・・・ ２月14日
　厚生委員会
○本会・・・・・・・・ ２月16日
　事業委員会
○県連・・・・・・・・ ２月20日
　税制委員会
○県連・・・・・・・・ ２月21日
　調査部所管法人・経営者講演会
○本会・・・・・・・・ ２月22日
　組織委員会
○本会・・・・・・・・ ２月22日
　正副支部長会議
○県連・・・・・・・・ ２月23日
　組織委員会
○青年/女性部会	・・・ ２月25日
　作文表彰式
○県連・・・・・・・・ ２月27日
　総務委員会
○本会・・・・・・・・ ２月28日
　厚生委員会

○県連・・・・・・・・ ３月１日
　広報委員会
○本会・・・・・・・・ ３月１日
　税制委員会
○全法連・・・・・・・ ３月２日
　事務局セミナー
○本会・・・・・・・・ ３月６日
　広報委員会
○本会・・・・・・・・ ３月７日
　総務委員会
○女性部会・・・・・・ ３月８日
　桜の植樹贈呈式
○県連・・・・・・・・ ３月８日
　専務理事等会議
○東海法連・・・・・・ ３月９日
　東海法連大会
○女連協・・・・・・・ ３月12日
　常任理事会
○本会・・・・・・・・ ３月13日
　理事会
○本会・・・・・・・・ ３月14日
　決算法人説明会
○青年/女性部会	・・・ ３月26日
　国税庁長官表彰受彰報告会
○本会・・・・・・・・ ４月11日
　監事会
○県連・・・・・・・・ ４月12日
　専務理事等打合せ会
○全法連・・・・・・・ ４月12日
　全国女性フォーラム
○女性部会・・・・・・ ４月17日
　監事会・理事会
○青連協・・・・・・・ ４月17日
　総会

○女連協・・・・・・・ ４月18日
　総会
○本会・・・・・・・・ ４月20日
　理事会
○県連・・・・・・・・ ４月23日
　総務委員会
○本会・・・・・・・・ ４月25日
　新設法人説明会
○本会・・・・・・・・ ４月25日
　消費税軽減税率等説明会
○県連・・・・・・・・ ４月26日
　正副会長会議・理事会
○青年部会・・・・・・ ５月１日
　監事会
○青年部会・・・・・・ ５月16日
　理事会・総会・経営講演会
○県連・・・・・・・・ ５月22日
　税制委員会
○本会・・・・・・・・ ５月25日
　通常総会
○女性部会・・・・・・ ５月30日
　総会・講演会
○青連協・・・・・・・ ６月１日
　常任理事･部会長会議
○本会・・・・・・・・ ６月13日
　決算法人説明会
○本会・・・・・・・・ ６月14日
　税制改正研修会
○県連・・・・・・・・ ６月14日
　総会・理事会
○青連協・・・・・・・ ６月22日
　総会
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受　　賞

　春の褒章受章者が発表され、業務一筋に打ち込んできた模範
者を顕彰する黄綬褒章を、青年部会員である次の方が受章され
ました。
黄綬褒章受章者
楠名　康弘　氏　　　石嶽石工業有限会社

　６月14日㈭に開催された愛知県法人会連合会通常総会の席上
で法人会の発展に寄与し、多大の貢献があった次の方々が表彰
されました。
全法連功労者表彰受賞者　（順不同）
　浅岡　林平　氏　　　岡陸タクシー株式会社
　野田　篤文　氏　　　栄屋乳業株式会社
県連会長表彰受賞者　（順不同）
　岩瀬　宏隆　氏　　　株式会社岩瀬工務店
　宇野　　仁　氏　　　岡崎石工業株式会社
　山﨑　　勉　氏　　　山崎建設株式会社

『春の褒
章』

『全法連
功労者表

彰』

『県連会
長表彰』
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