
2

令和 3・4 年度常設委員会名簿
会　長　　出　田　行　徳� ☆：委員長　　◎：筆頭副委員長　　○：副委員長

総務企画 組　織 研　修 税　制 厚　生 広　報
アドバイザー
（副会長） 　［桑　原　茂　実］　［宮　下　幸　良］　小　平　悟　朗 　［出　田　行　徳］　佐　藤　　　貴 　原　田　孝　子

会 計 理 事
理 事

◎田　中　克　明
○宮　澤　広　一 　［上　原　昭　彦］　米　津　仁　志 ――― ――― ―――

上 田 第 １ 　上　島　秀　雄 　上　野　敏　雄 　宮　本　奉　三 　城　下　　　徹 　滝　沢　住　夫 　山　崎　隆　延
上 田 第 ２ 　木　内　孝　信 　河　合　良　則 　丸　山　千　壽 　若　林　　　健 　馬　場　小夜子 　近　藤　洋　子
上 田 第 ３ 　川　上　淳一郎 ――― 　荒　井　孝　子 　成　澤　紀　子 　森　田　千　晴 　阿　部　正　邦
上 田 第 ４ 　田　中　良　男 ――― ――― 　涌　井　正二郎 ――― ―――
上 田 第 ５ 　桑　原　茂　実 ○工　藤　　　巖 ○田　邉　寛　樹 ☆和　田　澄　夫 　小　林　善　久 ○小笠原　裕　夫
上 田 第 ６ 　翠　川　和　男 　笠　井　秀　夫 　竹　原　健　二 ○曽根川　頼　男 ○沓　掛　和　男 ―――
上 田 第 ７ 　肥田野　秀　知 　木　島　善　雄 ○宮　島　聖　二 ――― ――― ―――
上 田 第 ８ 　宮　原　宏　一 　小　山　利　貞 ☆滝　澤　秀　一 　出　田　行　徳 　小　幡　晃　大 　大久保　孔　夫
上 田 第 ９ 　青　木　政　幸 ○坂　下　丈　夫 　春　原　初　次 　溝　端　勇　二 　小　出　典　男 　一之瀬　祥　一
上田第 10 　堀　内　保　美 　神　谷　博　継 　西　澤　利　則 　山　岸　巳津雄 　清　水　治　孝 ☆飯　島　幸　宏
上田第 11 ――― ☆宮　下　幸　良 ――― 　上　原　　　達 　宮　川　克　巳 ◎田　口　敬　祐
更 　 埴 　滝　沢　秀　治 　飯　島　孝　一 　北　澤　俊　之 　塚　原　昌　徳 　矢　島　隆　生 　吉　岡　みち子

丸 子 武 石 ☆浅　川　　　等 　中　沢　　　誠
◎小宮山　陽　一 　柳　沢　久美子 ○山　浦　誠　司

　斉　藤　携　三 ○栗　木　悦　郎 ○下　村　直　幸
○岡　野　茂　春

坂 　 城 　富　澤　武　嗣
　神　林　まゆみ 　吉　川　芳　秋 　蒲　原　敏　一 　神　林　賢　一 　関　根　弘　行 　中　澤　惠　子

戸倉上山田 　知　野　貴　泰 　高　村　茂　子 　林　　　富士子 　佐　藤　隆　子 　長　門　慎　治 　若　林　美　子
東 　 御 　佐　藤　久美子 　武　田　　　恵 　坂　口　晋　一 ◎齋　藤　佳　久 ◎町　田　佳　彦 　吉　沢　聖　二
真 　 田 　一之瀬　　　治 ○清　水　裕　人 ○三　井　英　和 　宮　崎　　　凡 ○今　井　幸　夫 　間　藤　芳　恵
長 　 和 　佐　藤　公　明 　工　藤　　　忍 　竹　内　武　史 　武　井　秀　峰 　髙見沢　　　健 　武　井　俊　英
塩 　 田 　岡　田　宝　正 ○上　原　昭　彦 ◎前　田　　　力 　服　部　年　明 　窪　田　富　子 　山　本　益　郎
川 　 西 　西　澤　公　規 ○井　澤　文　彦 　黒　岩　孝　一 　宮　崎　潤　也 　岩　下　竜太郎 　上　原　雄　一
青 　 木 　宮　入　圭　一 　小　泉　千　恵 　山　本　峰　夫 　小　林　　　修 ☆池　田　茂　三 ―――

青 年 部 　宮��下��博��道⑾
　清��水��志��郎⑴

　［井��澤��文��彦（川）］
　長��澤��貴��生（丸武）
　本��山��幸��則（東）

　池��田��章��浩（川）
　奥��村��龍��馬⑹

　福��澤��祐��樹⑽
　［宮��崎��潤��也（川）］
　町��田��和��幸⑶

　［町��田��佳��彦（東）］
　関��　��祐��也（東）
　髙��藤��鐘��一（東）

　宮��川��　��泰⑻
　山��岸��智��之（東）

女 性 部 　［神 林 まゆみ（坂）］
　［佐 藤 久美子（東）］

　［高��村��茂��子（戸上）］
　［小��泉��千��恵（青）］

　［柳 沢 久美子（丸武）］
　［荒��井��孝��子⑶］
　［林������富士子（戸上）］

　［成��澤��紀��子⑶］
　［佐��藤��隆��子（戸上）］　［窪��田��富��子（塩）］

　［原��田��孝��子⑹］
　［近��藤��洋��子⑵］
　［吉 岡 みち子（更）］
　［中��澤��惠��子（坂）］
　［若��林��美��子（戸上）］

監　事　　　［斉　藤　携　三］　　［窪　田　富　子］　　　両　角　辰　紀� 注 [������] は支部委員とダブりの方です。

令和 3・4 年度　上田法人会　役員名簿
会 長 出田　行徳
副 会 長 桑原　茂実 上田総支部長

〃 滝沢　秀治 更埴支部長
〃 浅川　　等 丸子武石支部長・総務企画委員長
〃 吉川　芳秋 坂城支部長
〃 小平　悟朗 戸倉上山田支部長
〃 佐藤　　貴 東御支部長
〃 一之瀬　治 真田支部長
〃 佐藤　公明 長和支部長
〃 岡田　宝正 塩田支部長
〃 西澤　公規 川西支部長
〃 宮入　圭一 青木支部長
〃 工藤　　巖 上田副総支部長・上田第5支部長
〃 宮下　幸良 上田副総支部長・組織委員長・上田第11支部長
〃 原田　孝子 上田副総支部長
〃 神林まゆみ 女性部長・坂城支部
〃 町田　佳彦 青年部長・厚生副委員長・東御支部理事

常任理事 滝澤　秀一 研修委員長・上田第8支部長
〃 和田　澄夫 税制委員長・上田第5支部理事
〃 池田　茂三 厚生委員長・青木副支部長
〃 飯島　幸宏 広報委員長・上田第10支部理事
〃 上島　秀雄 上田第1支部長
〃 河合　良則 上田第2支部長
〃 川上淳一郎 上田第3支部長
〃 田中　良男 上田第4支部長
〃 翠川　和男 上田第6支部長
〃 肥田野秀知 上田第7支部長
〃 坂下　丈夫 上田第9支部長
〃 堀内　保美 上田第10支部長
〃 飯島　孝一 更埴副支部長
〃 栗木　悦郎 丸子武石副支部長
〃 知野　貴泰 戸倉上山田副支部長
〃 坂口　晋一 東御副支部長
〃 前田　　力 塩田副支部長・研修副委員長

〃 富澤　武嗣 坂城副支部長
会計理事 上原　昭彦 塩田支部理事

〃 米津　仁志 上田第1支部
理 事 三井　英和 真田副支部長

〃 渡邉　一道 長和副支部長
〃 井澤　文彦 川西副支部長・青年部直前部長
〃 田中　克明 総務企画副委員長
〃 小宮山陽一 組織副委員長
〃 齋藤　佳久 税制副委員長
〃 田口　敬祐 広報副委員長
〃 中塚　敏子 女性部副部長
〃 宮下　博道 青年部副部長
〃 溝端　勇二 上田第9支部理事・元青年部長
〃 宮澤　広一 川西支部顧問・元青年部長

監 事 斉藤　携三 丸子武石支部顧問
〃 窪田　富子 女性部直前部長・塩田支部理事
〃 両角　辰紀
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第9回通常総会開催
　第 9 回通常総会が、6 月 4 日㈮午後 3 時より「ささや」にて開催されました。
定款に基づき出田会長が議長を務め、諸議案が報告され、審議事項について承認
可決されました。今年度は、新型コロナウイルス感染防止のため懇親会を中止し、
出来る限りの感染防止策を講じて開催いたしました。なお、今年度は役員改選も
行われました。

報告事項
・令和2年度事業報告
・令和3年度事業計画、収支予算書
・公益目的支出計画実施報告

審議事項
・令和2年度財務諸表
・令和4年度税制改正要望
・役員改選

　日頃、当会の事業に格別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、本年度の会費納入についてお願いする時期となりました。
　下記のとおりご案内いたしますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
　１．今年度の口座振替日は、7月20日㈫です。
　　　但し、更埴支部会員………………7月29日㈭
　　　　　　戸倉上山田支部
　　　　　　　上山田地区会員…………6月21日㈪
　　　　　　　戸倉地区会員……………8月10日㈫
　　　※会費請求書・領収書が必要な場合は、本会又は支部事務局までご連絡ください。
　２．お振込みで納入の会員様には振込み依頼書をお送りいたします。
　３．年会費は資本金・規模等により次のとおり定められています。

資　本　金 年会費 資　本　金　等 年会費
	 100 万円以下 2,500 円 生産協同組合法人等 1,000 円
	 100 万円超	 ～	 500 万円以下 3,500 円 親企業が会員である子会社法人 1,000 円
	 500 万円超	 ～	 1,000 万円以下 5,000 円 支店・工場法人従業員 50 名以下 4,000 円
	1,000 万円超	 ～	 5,000 万円以下 10,000 円 支店・工場法人従業員 51 名以上 8,000 円
	5,000 万円超	 ～	 1 億円以下 20,000 円 賛助会員（個人） 2,500 円
	 1 億円超 30,000 円

一般社団法人　上田法人会  事務局　TEL.0268-25-4500

令和 3 年度　会費納入のお願い
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令和２年度事業報告
【税務経営支援事業】
実施事業
１．管内横断税務研修会（研修委員会主催）
時間は各会場とも午後 2：00 ～ 4：15

開　催　日 会　　　　場 出席者
10月22日㈭ 東御市中央公民館講義室	 19
10月28日㈬ サントミューゼ小ホール 68
11月９日㈪ サントミューゼ小ホール 53
11月11日㈬ 戸倉創造館大ホール 42
11月17日㈫ 丸子ファーストビル 3F会議室 18

合　計 200

・テーマ①	「新型コロナウイルス感染症の影響による
税制上の特例及び消費税のインボイス制
度について」

	 上田税務署法人課税部門担当官
・テーマ②	「税制改正（令和2年度）と事業承継について」
	 関東信越税理士会上田支部　清水　重博	税理士
各会場とも、新型コロナウイルス感染防止の対策を
講じて開催
２．決算説明会（研修委員会主催）
・上田税務署と共催で偶数月に上田市と千曲市にて開
催を予定したが、新型コロナウイルス感染防止のた
め開催は 12 月のみ

上田会場 戸倉会場 合　計
月 日 出 席 月 日 出 席 対象社 出 席
４.８ 中止 ４.７ 中止 － 中止
６.11 中止 ６.４ 中止 － 中止
８.６ 中止 ８.５ 中止 － 中止
10.７ 中止 10.６ 中止 － 中止
12.16 40 12.２ 7 626 47
２.４ 中止 ２.５ 中止 － 中止
合	計 40 合	計 7 626 47

３．新設法人説明会　（組織委員会主催）
上田税務署と共催　於；サントミューゼ多目的ルーム
第１回　６月　新型コロナウイルス感染防止のため中止
第２回　11月25日㈬14：00　出席 11 社
４．税制・経営資料の提供
⑴　当会ホームページへ税制・経営等の研修無料動
画の掲載
「決算説明会」・「新設法人説明会」・「令和 2年度
税制改正」・「令和 2年度年末調整」の動画のリン
ク画面を設ける
・各動画は県連・全法連並びに国税庁が作成
・中止となった決算説明会と新設法人説明会並びに
年末調整等説明会の補足
⑵　会報誌「うえだ法人」にて、国や行政による新型コ
ロナウイルス感染対応特例措置等の情報提供を行う
・「コロナ禍を生き抜く　税務&金融&給付金ガイド」
配布による情報提供
・上田税務署の協力による国税における各特例措置
制度の情報提供
・長野県県税事務所の協力による県税における特例
措置制度の情報提供
・市町村が行う令和 3年度固定資産税軽減措置制度
の情報提供

５．インターネットセミナーの事業推進
年間契約実施　一般ログイン数 81
会員ログイン数 775（R2.4 ～ R3.3）
６．税務研究会（研修・税制委員会主催）
9月 2日㈬ 14：00 ～ 15：30
於：サントミューゼ大スタジオ
新型コロナウイルス感染拡大により中止
テーマ	「優良経理担当者の実力が 5倍になる方策に

ついて」
講　師	 関東信越税理士会上田支部　小池　功二	税理士

【税の啓発提言事業】
実施事業
１．e-Tax の普及推進活動　
・広報誌「うえだ法人」及びホームページに“e-Tax
普及の PR”などを掲載
２．税制に関する調査研究・請願陳情活動（税制委員
会主催）
・税制に関するアンケート調査
4月アンケート調査実施、結果集計のうえ要望書作
成、6月総会承認を経て全法連へ提出
・令和 3年度税制改正要望の陳情
⑴　市町村長並びに議会議長に対し提言　11・12月
に実施
①新型コロナウイルス感染症により厳しい経営環
境にある中小企業への支援強化とコロナ収束後
の財政健全化
②地方創生戦略「地方の自立・自助」の深化
③行財政改革の徹底
・地方を含めた政府・議会が「まず隗より始めよ」
の精神で自ら身を削る
④固定資産税の評価方法及び課税方式の抜本的見直し
⑤令和3年度固定資産税軽減措置の広報と柔軟な対応
⑥法人市町村民税の超過課税の廃止（上田市・東
御市・坂城町に対して）

自治体 月 日 面接者 要望実施者

長和町 11月５日 羽田健一郎	町長森田　公明	議長
荻野友一
副会長・長和支部長

青木村 11月13日 北村　政夫	村長宮下　壽章	議長
宮入圭一
副会長・青木支部長

坂城町 11月24日 山村　　弘	町長西沢　悦子	議長
吉川芳秋
副会長・坂城支部長

千曲市 11月27日 小川　修一	市長和田　英幸	議長

飯島孝一
常任理事・更埴副支部長
塚原昌徳
更埴副支部長
村山一子
更埴支部女性部長

東御市 12月８日 花岡　利夫	市長長越　修一	議長

佐藤　貴
副会長・東御支部長
齋藤佳久
理事・東御副支部長
坂口晋一
東御副支部長

上田市 12月10日

土屋　陽一	市長
山口　武敏	財務部長
林　　克臣	税務課長
土屋　勝浩	議長
半田　大介	副議長

出田行徳		会長
和田澄夫
常任理事・税制委員長
金井幹夫		事務局長
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⑵　地元選出国会議員に対し提言
①新型コロナウイルス感染症により厳しい経営環
境にある中小企業への支援強化とコロナ収束後
の財政健全化

②行政改革の徹底と持続可能な社会保障制度の構築
③中小法人の軽減税率 15% の本則化と適用所得
金額 1,600 万円へ引き上げ

④事業承継税制の拡充
月　日 議　員　名 面　接　者 要望実施者

11月16日
立憲民主党
羽田雄一郎
参議院議員

斉藤浩司	秘書
上田事務所長 金井	事務局長

３．法人会全国大会
⑴　第 15 回法人会全国女性フォーラム愛媛大会
4月 16 日㈭	松山市
於：アイテムえひめ（愛媛国際貿易センター）
新型コロナウイルス感染防止のため 11 月に延期
11 月 25 日㈬	松山市
於：アイテムえひめ（愛媛国際貿易センター）
新型コロナウイルス感染防止のため中止
⑵　第 37 回法人会全国大会（岩手大会）
　（兼税制改正要望大会）
10 月 8 日㈭	盛岡市　於：盛岡市民文化ホール
新型コロナウイルス感染防止のため中止
⑶　第 34 回法人会全国青年の集い島根大会
11 月 6 日㈮	松江市　於：松江市総合体育館
新型コロナウイルス感染防止のため中止
⑷　全法連税制セミナー
令和 3年 2 月 16 日㈫　新型コロナウイルス感染
拡大によりライブ配信のみ
第 1講座	「令和 3年度税制改正について」
	 講師　財務省大臣官房審議官　小野平八郎	氏
第 2講座	「今後の税・社会保障のあり方について」
	 講師　慶応義塾大学経済学部教授　土居　丈朗	氏
ライブ配信聴講参加者
　和田税制委員長、齋藤税制副委員長、金井事務局長

４．広報誌「うえだ法人」の発行　（広報委員会主催）

⑴　第 136 号　4月 1日発行 3,650 部
表　　紙	 川西支部　菜の花畑、宗安寺・東昌寺・

室賀温泉ささらの湯の桜
主な内容	 ①租税教育		②新春講演会　③クリス

マスコンサート　④税に関する絵はが
きコンクールなど

企業訪問	 ㈲長野スクリーン
協賛広告	 ㈲いすゞ製作所　㈱オーサン模型
	 ㈲長野スクリーン
⑵　第 137 号　7月 1日発行 3,600 部
表　　紙	 長和支部　農産物直売所「マルシェ黒燿」
主な内容	 ①通常総会特集　②令和 3年度税制改

正要望　③年間行事予定　④会員増強
表彰　⑤事業推進委員合同会議など

企業訪問	 新型コロナウイルス感染防止のため中止
協賛広告	 ㈱羽田組　㈲オギノモータース
	 アフラック生命保険㈱
⑶　第 138 号　10 月 1 日発行 3,600 部
表　　紙	 塩田支部　夏至の朝日・冬至の夕日：

生島足島神社の鳥居
主な内容	 ①税務署長・職員着任ご挨拶　②パン

トマイム学校公演中止のお知らせ　③菜
根譚「学びと実践、今こそ回せサイクル
－クラウドファンディングから始まった
地域ぐるみの取組－」　④租税教育など

企業訪問	 ㈱長野精工
協賛広告	 ㈱進和製作所　窪田建設㈱
	 ㈱長野精工　㈲リテイルウォーク
	 トムス食品㈱　㈲上松屋旅館
	 大同生命保険㈱・AIG 損害保険㈱
⑷　第 139 号　令和 3年 1月 1日発行 3,600 部
表　　紙	 東御支部　芸術むら公園から見た初冠

雪の浅間山
主な内容	 ①署長・会長・税理士会支部長年頭あ

いさつ　②税制改正要望　③管内横断
税務研修会　④署長を囲む懇談会など

企業訪問	 ㈱ファスコナガノ
協賛広告	 ㈱相和　アフラック生命保険㈱

５．長野県法人会連合会による税の啓発活動への支援
「税の啓発活動」及び「法人会活動」を紹介
⑴　法人会テレビ放送CMを県連で作成して放映
　（11 月、1か月間）
⑵　信濃毎日新聞へ 2面広告を出す（11/25）

【地域社会貢献事業】
実施事業
１．クリーン活動（女性部主催）
7月実施予定　担当：川西支部女性部
新型コロナウイルス感染防止のため中止
２．パントマイム学校公演（青年部主管）
８月 26 日㈬
　①きらり（まるこ福祉会）　②原峠保養園
　両施設の開催要請により予定
　マイミスト　小島屋万助、羽鳥尚代、孔得偉の3名
新型コロナウイルス感染防止のため中止
３．地域産業振興事業への協力（総務企画委員会主管）
「上田地域産業展 2020」への協賛
10 月 22・23・24 日（木・金・土）
新型コロナウイルス感染防止のため中止
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Web による「上田地域産業展オンライン」を開催
令和 3年 2月 8日から開始し 8月末まで常設展
重点期間（2/8 ～ 2/18）
　オンラインシンポジウム・リレーコラムを開催
４．地元出身芸術家
支援活動（親会主
催、女性部共催）
12 月 19 日㈯
　　　　14：00
「クリスマス
　　コンサート」
会　場	 サントミューゼ大ホール　来場者 315 名
出演者	 小林　文恵（歌・ピアノ・フルート）、
	 神原恵里子（ピアノ）、平野　友理（ピアノ）
	 入場者数を会場定数半分以下に制限するな

どの感染防止策を講じて開催
５．新春講演会の開催（研修委員会主催）

（上田商工会議所と共催）
本年の担当は上田商工会議所
令和 3年 1月 20 日㈬
演　題	「新型コロナウイルス感染症と 7つの謎
	 ～今後の付き合い方～」
講　師	 宮坂　昌之	氏
	 大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授
一般参加とオンライン講演のハイブリッド開催予定
であったが、新型コロナウイルス感染拡大によりオ
ンライン聴講のみで実施
オンライン視聴者　50 名
６．租税教育活動
⑴　小学校における租税教育の実施（青年部主催）
10小学校において17教室を実施		対象は全て6年生
教材　DVD「マリンとヤマトの不思議な日曜日」
国税庁制作
黒板掲示用ステッカー　一億円レプリカ 2組
井澤青年部長により法人会並びに青年部の説明を
実施（講師の敬称を略させていただきます）

№ 小学校 日程 青年部担当講師 青年部担当講師 生徒数 実施クラス

1 上田市立本原小学校 ７月１日㈬ 小林　泰志 宮本　尚武 38 1組38

2 東御市立和小学校 ７月８日㈬ 長澤　貴生 福澤　祐樹 69 松組35竹組34

3 上田市立傍陽小学校 ７月13日㈪ 町田　和幸 奥村　龍馬 10 1組10

4 上田市立城下小学校 ８月４日㈫ 山岸　智之 本山　幸則 26 1組26

5 上田市立城下小学校 ８月４日㈫ 本山　幸則 吉澤　正憲 25 2組25

6 上田市立城下小学校 ８月４日㈫ 吉澤　正憲 山岸　智之 26 3組26

7 上田市立北小学校 ８月５日㈫ 宮川　　泰 奥村　龍馬 31 1組31

8 上田市立北小学校 ８月５日㈫ 奥村　龍馬 宮崎　潤也 29 2組29

9 上田市立北小学校 ８月５日㈬ 宮崎　潤也 奥村　龍馬 31 3組31

10 青木村立青木小学校 ９月９日㈬ 福澤　祐樹 池田　章浩 31 1組31

11 千曲市立埴生小学校 10月23日㈮ 町田　和幸 干場　文孝 30 1組30

12 千曲市立埴生小学校 10月23日㈮ 中村　悠基 町田　和幸 28 2組28

13 千曲市立埴生小学校 10月23日㈮ 干場　文孝 中村　悠基 28 3組28

№ 小学校 日程 青年部担当講師 青年部担当講師 生徒数 実施クラス

14 上田市立菅平小学校 11月17日㈫ 井澤　文彦 池田　章浩 6 1組6

15 東御市立祢津小学校
2021年

１月20日㈬ 福澤　祐樹 荻原　大樹 22 1組22

16 東御市立祢津小学校
2021年

１月20日㈬ 荻原　大樹 福澤　祐樹 22 2組22

17 上田市立豊殿小学校
2021年

２月19日㈮ 宮下　博道 綿谷　一樹 32 1組32

合　　計 484

⑵　租税教育用テキストを小学校 6学年社会科用にて
配布
税を考えるマンガ本“タックスフントとけんたくん!”
（上田市教育委員会を通じ、上田市各小学校へ配布）
上田地域・丸子地域・真田地域・武石地域 25 校
　合計 1,463 冊
（更埴支部・戸倉上山田支部事務局を通じ、千曲
市各小学校へ支部長が配布）
千曲市内 9校 557 冊
（坂城町教育委員会を通じ、坂城町各小学校へ配布）
坂城町内 3校 127 冊
（東御市教育委員会を通じ、
東御市各小学校へ配布）
東御市内 5校 286 冊
（長和町各小学校へ支部
長が配布）
長和町内 2校 45 冊
（青木村小学校へ支部長が配布）
青木小学校 31 冊	 ◎管内小学校 45 校全てに配布
⑶　税に関する絵はがきコンクール（女性部主催）
前記青年部主催租税教室にて応募呼掛け活動
（女性部：窪田部長、滝澤副部長、村山副部長、
小林副部長、若林副部長、山田副部長、中塚理事）
応募小学校
青木小学校　和小学校　北小学校　埴生小学校
本原小学校　傍陽小学校　菅平小学校　7小学校
応募作品総計 247 作品
⑷　税に関する絵はがきコンクール	第一次審査会
1月 14 日㈭ 11：00　於：ささや　参加者 29 名
（出田会長・桑原筆頭副会長・女性部・青年部・
上田税務署職員）
選考会への作品選出
⑸　税に関する絵はがきコンクール表彰作品選考会
1月 21 日㈭ 11：00　於：上田高砂殿
新型コロナウイルス感染拡大により急遽女性部の
参加を取り止め
出田会長・桑原筆頭副会長・窪田女性部長・原田
女性部直前部長にて実施
女性部長賞（最優秀賞）をはじめ全14作品を決定
⑹　税に関する絵はがきコンクール　表彰式

小学校 日程 表彰訪問者 応募数
本原小学校 ２月15日 一之瀬真田支部長 38
和小学校 ２月22日 井澤青年部長 66
傍陽小学校＊ ２月17日 三井真田副支部長 10
北小学校 ２月26日 米山税務署長窪田女性部長 18
青木小学校 ３月４日 小林青木支部女性部長 30
埴生小学校 ２月24日 村山更埴支部女性部長 80
菅平小学校 ３月３日 出田会長 5

合　計 247
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＊傍陽小学校は、新型コロナウイルス感染防止から
当日の学校終業後校長先生に表彰状をお渡しし、
後日校長先生より表彰

７．ながの結婚支援センター　無料結婚相談会
上田商工会議所 4F　第一会議室
5月 18 日㈪　13：00 ～ 20：30
８．法人会ホームページによる情報提供（広報委員会主催）
決算説明会、管内横断税務研修会、各種講演会、税
務研究会、全国大会、生活習慣病予防健診、パント
マイム学校公演、健康セミナー、クリーン活動、地
元出身芸術家支援活動（クリスマスコンサート）

【会員の交流及び増強に資するための事業】
実施事業
１．総会記念講演
6月2日㈫　新型コロナウイルス感染防止のため中止
演　題	「スポーツが持つ力」
講　師	 野口　京子	氏	 公立大学法人長野大学教授
	 	 オリンピックバレーボールメダリスト

２．署長を囲む懇談会　（税制委員会主催）
11 月 20 日㈮ 15：30 ～　於：ささや
税務署	 米山署長　都築副署長　大平統括官
	 益子総括上席官
法人会	 会長他各支部役員　計 27 名
３．マレットゴルフ大会（厚生委員会主催、女性部共催）
9月4日㈮　於：サングリーン菅平マレットゴルフ場
新型コロナウイルス感染防止のため中止
４．会員親睦ゴルフ大会（厚生委員会主催）
10月9日㈮　於：上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部
参加者 39 名
５．女性部合同研修会（女性部主催：文化講演会を兼ねる）
10 月 20 日㈫ 12：00
会　場　エクシブ軽井沢　　参加者 27 名
演　題	「フレンチのテーブルマナー研修」
講　師	 斎藤　嵩	氏　グランドエクシブ軽井沢料飲部キャプテン
６．東京上田会との交流（青年部主催）
⑴　青年部第 36 回定時総会　記念講演講師を依頼
5月15日㈮　新型コロナウイルス感染防止のため中止
演　題	「宇宙の神秘をめぐって」
講　師	 平林　　久	氏　JAXA名誉教授　電波天文学者

⑵　令和 2年「信州うえだ東京の集い」
10月9日㈮　新型コロナウイルス感染防止のため中止

７．会員親睦ボウリング大会（厚生委員会主催）
令和 3年 2月 19 日㈮　於：上田プラザボウル
新型コロナウイルス感染防止のため中止

【会員の福利厚生等に資する事業】
実施事業
１．生活習慣病予防健診（厚生委員会主催）
第 1回	 9 月 8・9・10・14・17 日（火・水・木・月・木）
	 於：上田高砂殿　受診者 329 名
	 9 月 4・18 日（金・金）
	 於：戸倉創造館　受診者 108 名　計 437 名
第 2回	 2 月 16・17・18 日（火・水・木）
	 於：上田高砂殿　受診者 50 名
	 2 月 19 日㈮
	 於：戸倉創造館　受診者 25 名　計 75 名
	 総計 512 名
第 1回は、昨年度第 2回の健診を新型コロナウイル

ス感染防止のため中止としたため受診の申込みが大
幅に増加し、両会場ともに受診日を追加
２．PET/CT検診の実施（厚生委員会主催）
申込書は会報に同封　随時申込受付　受診者 14 名
３．MRI 人間ドックの実施（厚生委員会主催）
申込書は会報に同封　随時申込受付　受診者 26 名
４．法人会福利厚生制度（大同生命・AIG・アフラッ
ク）の推進（厚生委員会主催）
厚生制度推進連絡協議会
新型コロナウイルス感染防止のため規模を縮小して
3月の厚生委員会の中で開催

【その他事項】
１．令和 2年度表彰
４月29日	 旭日双光章	 鈴木　　哲	相談役
６月９日	 全法連功労者表彰	 出田　行徳	会長
	 	 岡田　宝正	副会長
11月12日	 税務署長納税表彰	 原田　孝子	副会長
	 	 井澤　文彦	副会長
11月18日	 上田市功労者表彰	 桑原　茂実	副会長
	 	 三井　英和	理事
２．優良経理担当者表彰（研修委員会主催）
新型コロナウイルス感染防止のため通常総会にて受
賞者のお名前を披露
後日、会長が各会社に伺い表彰
３．会員増強及び活性化運動について（組織委員会主管）
⑴　増強目標（県連）
令和2年 4月1日の会員数の維持	 純増目標数 30社
⑵　増強運動特別推進期間の設定
	 9 月 1 日～ 11 月 30 日（12 月を予備月間）
⑶　増強運動の推進
①「未加入法人名簿」と県連から提供された「新
設法人名簿」を活用して各支部役員と厚生制度
推進員さんが連携、増強運動を推進
②賛助会員（個人事業主）への加入勧奨
③法人会役員及び常設委員一人年間 1社以上の会
員獲得運動の展開
④無稼働法人や実態のない法人については事務局
で取りまとめ署へ報告
⑤退会防止については、支部役員さんの人脈で説
得をお願い

⑷　青年部・女性部の会員数について
2.4.1
会員数

R2 年度
入会者

R2 年度
退会者

3.3.31
会員数 卒業生

青年部 62 2 4 60 2
女性部 371 0 5 366
⑸　年会費未納会員の徴収・活性化活動を推進
⑹　退会会員対策として「新型コロナウイルス感染
の影響による会員休会制度」の制定
申請会員 7社

４．全法連共益事業推進委員会・全法連組織委員会へ
宮下組織委員長出席
第 1回	 ９月９日㈬　於：全法連会館
	 WEB会議にて参加　会員増強運動について
第 2回	 ３月３日㈬　於：全法連会館
	 WEB会議にて参加　令和 3年度活動方針
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〈事業別〉正味財産増減計算書
（自　令和２年４月１日　　至　令和３年３月 31 日）

【単位＝円】
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
⑴　経常収益

受取会費 14,126,000 14,347,000 ▲ 221,000
事業収益 726,200 4,513,403 ▲ 3,787,203
受取補助金等 14,799,400 15,663,700 ▲ 864,300
雑収益 371,897 1,315,356 ▲ 943,459

【 経 常 収 益 計 】 30,023,497 35,839,459 ▲ 5,815,962
⑵　経常費用

事業費 22,407,234 27,477,243 ▲ 5,070,009
（税務支援事業） 1,341,447 1,103,293 238,154
（税の啓発提言事業） 231,854 776,118 ▲ 544,264
（広報事業） 3,564,210 3,678,746 ▲ 114,536
（地域社会貢献事業） 1,742,267 2,120,265 ▲ 377,998
（会員支援事業） 2,411,825 5,846,478 ▲ 3,434,653
（会員増強事業） 185,621 330,706 ▲ 145,085
（厚生制度推進事業 ) 89,575 25,444 7,866
（事業費共通費用） 12,840,435 13,596,193 ▲ 755,758
管理費 3,685,759 8,315,705 ▲ 4,629,946

【 経 常 費 用 計 】 26,092,993 35,792,948 ▲ 9,699,955
【 当 期 経 常 増 減 額 】 3,930,504 46,511 3,883,993
２．経常外増減の部
⑴　経常外収益

【 経 常 外 収 益 計 】 0 0 0
⑵　経常外費用

【 経 常 外 費 用 計 】 0 0 0
【 当 期 経 常 外 増 減 額 】 0 0 0
【税引前一般正味財産増減額】 3,930,504 46,511 3,883,993
【 法 人 税 及 び 住 民 税 】 71,000 71,000 0
【当期一般正味財産増減額】 3,859,504 ▲ 24,489 3,883,993
【 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 】 29,846,927 29,871,416 ▲ 24,489
【 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 】 33,706,431 29,846,927 3,859,504
Ⅱ．指定正味財産増減の部
受取補助金等 14,188,400 14,136,700 51,700
受取全法連助成金 14,188,400 14,136,700 51,700

一般正味財産への振替額 ▲ 14,188,400 ▲ 14,136,700 ▲ 51,700
　一般正味財産への振替額 ▲ 14,188,400 ▲ 14,136,700 ▲ 51,700

【当期指定正味財産増減額】 － － －
【 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 】 － － －
【 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 】 － － －
Ⅲ．正味財産期末残高 33,706,431 29,846,927 3,859,504

決算説明会のご案内
　上田法人会では上田税務署と共催で、偶数月に「決算説明会」を開催しております。
　この説明会では、決算に係る実務で注意いただくことや、税法の改正内容、決算書の見方等必要な事項について、上田
税務署法人課税担当官に説明をいただいております。「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」についても説明があります。
　テキストの他に、受講シールや最新の参考資料もお渡ししますので、ぜひ経営者・担当者のご出席をお願いいたします。
　次の 2会場にて開催いたします。どちらの会場に出席されても結構です（事前の申込は不要です）。
　8月開催は 7月・8月決算会社、10 月開催は 9月・10 月決算会社が対象です。

◆対象の企業には税務署から通知（はがき）が発送されます。
◆上記以外の決算月の方でも聴講希望の方は出席いただけますので、お出かけください。
◆新型コロナウイルス感染防止対策を講じて開催いたします。
◆マスク着用でのご出席をお願いいたします。
◆新型コロナウイルス感染拡大の状況となりましたら中止する場合があります。当会のホームページにてお知らせいたしますので、
ご確認いただいてからご出席ください。何卒、ご理解とご了承をお願いいたします。

◎上田会場
　８月６日㈮　サントミューゼ　大スタジオ	 14：00～15：30
　10月６日㈬　サントミューゼ　大スタジオ	 14：00～15：30

◎戸倉会場
　８月４日㈬　千曲市戸倉創造館　3F会議室	 14：00～15：30
　10月５日㈫　千曲市戸倉創造館　小ホール	 14：00～15：30
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令和 3 年度　事業計画
基本方針
１．健全な納税者団体として、申告納税制度の確立と
納税意識の高揚に努め、税務・税制に関する研修会
を開催する
２．中小企業経営の健全化に資するため、適正・公平
な税制による租税負担の軽減と納税者が納得できる
税金の使途、並びに国及び地方自治体の行財政改革
推進について提言・要望活動を行う
３．電子申告納税制度（e-Tax）の利用拡大に向け
PRを推進する
４．会員増強により組織・財政基盤を強化し、事業活
動の活性化を図る
５．地域社会の健全な発展に資するため、社会貢献事
業を積極的に推進する
６．福利厚生制度の推進に努め、各種保障制度の普及
拡大により会員サービスの充実を図る
７．広報誌「うえだ法人」並びにホームページにより
広報活動を推進する
８．新型コロナウイルス感染症の収束が不透明の中で
は、コロナ禍における運営に充分留意する
９．デジタル社会に対応できる組織を目指し、WEB
環境の整備や活用に努める

事業活動計画
１．税務支援事業（研修委員会・税制委員会・組織委
員会）
⑴管内横断税務研修会を「税を考える週間（11 月
11 ～ 17 日）」にちなみ、上田税務署並びに税理
士会上田支部の協力を得て 5回開催する
⑵決算説明会（上田及び千曲会場にて年間各会場 6
回合計 12 回開催）・新設法人説明会（年間 2回開
催）を上田税務署との共催により開催する
⑶税務研修会を本会・支部・部会において開催する
⑷税務研修会受講シール制度の推進
⑸税務研究会を開催する
⑹インターネットセミナー、研修DVDレンタル事
業の推進

２．税の啓発・提言事業（総務企画委員会・税制委員
会・広報委員会）
⑴令和 4年度税制改正要望の陳情活動の実施
⑵アンケートを実施し、税制改正要望事項の提言
（案）を取りまとめる
⑶法人市町村民税の標準税率採用要望を継続する
（上田市・東御市・坂城町）
⑷法人会全国大会（税制要望全国大会、女性フォー
ラム、青年の集い）への参加

⑸広報の発行、ホームページによる情報提供
①広報誌「うえだ法人」を年 4回発行し、各種情
報を会員並びに関係機関に提供する
②広報誌による税務行政への協力　「税務署だよ
り」、e-Tax 活用 PR等の掲載
③広報誌及びホームページによる広報・情報公開
活動の推進

３．地域社会貢献事業（総務企画委員会・研修委員会・
厚生委員会・女性部・青年部）
⑴小学校における租税教育活動・税に関する絵はが
きコンクール・パントマイム学校公演の実施
⑵新春講演会、文化講演会（健康セミナー）の開催
⑶地元出身芸術家の公演支援活動の実施
⑷地域産業振興事業へ協力
⑸クリーン活動の実施
⑹ながの結婚支援セ
ンターの事業推進
に協力

４．会員支援事業
⑴支部、部会の事業
活動の支援
⑵会員並びにその関
係先への税務研修の実施
①上田税務署長を囲む懇談会を開催する
②優良経理担当者表彰制度を継続実施する
⑶会員親睦事業の実施（ゴルフ、マレットゴルフ、
ボウリング、合同研修会他）
⑷関係先との連携事業の実施
①東京上田会と連携し、異業種交流・研修会を実
施する（青年部総会時）
②県連事業への参加
③オンラインの会議及びセミナーへ参加できる事
務局の環境整備

５．厚生制度推進事業（厚生委員会）
⑴各種福利厚生保障制度の推進を図る
福利厚生制度創設 50 周年事業の推進
⑵厚生制度推進連絡協議会の開催
⑶生活習慣病予防健診・がん検診（PET/CT検診）・
MRI 人間ドックの募集・実施

６．会員増強事業（組織委員会）
⑴本会の組織・基盤強化に資するため会員増強運動
を推進する
⑵上田税務署・関信越税理士会上田支部・保険委託
各社の協力を仰ぎ連携を図る
⑶新設法人に対し加入勧奨を重点的に実施する
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令和 3 年度　収支予算書
（自　令和３年４月１日　　至　令和４年３月 31 日）

【単位＝円】
科　　　　目 予　算　額 前年度予算額 差　異

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．　経常増減の部
⑴　経常収益
受取会費 14,100,000 14,500,000 ▲ 400,000
事業収益 4,550,000 4,500,000 50,000
受取補助金等 14,631,740 14,797,400 ▲ 165,660
雑収益 950,500 800,500 150,000

【 経 常 収 益 計 】 34,232,240 34,597,900 ▲ 365,660
⑵　経常費用
事業費 25,752,618 25,811,850 ▲ 59,232
（税務支援事業） 960,000 906,000 54,000
（税の啓発提言事業） 764,000 764,000 0
（広報事業） 3,722,000 3,717,000 5,000
（地域社会貢献事業） 2,046,500 2,104,500 ▲ 58,000
（会員支援事業） 4,920,000 5,385,000 ▲ 465,000
（会員増強事業） 385,000 320,000 65,000
（厚生制度推進事業 ) 110,000 110,000 0
（事業費共通費用） 12,845,118 12,505,350 339,768
管理費 8,345,882 8,539,650 ▲ 193,768

【 経 常 費 用 計 】 34,098,500 34,351,500 ▲ 253,000
【 当 期 経 常 増 減 額 】 133,740 246,400 ▲ 112,660
２．経常外増減の部
⑴　経常外収益

【 経 常 外 収 益 計 】 0 0 0
⑵　経常外費用

【 経 常 外 費 用 計 】 0 0 0
【 当 期 経 常 外 増 減 額 】 0 0 0
【税引前一般正味財産増減額】 133,740 246,400 ▲ 112,660
【 法 人 税 及 び 住 民 税 】 71,000 71,000 0
【当期一般正味財産増減額】 62,740 175,400 ▲ 112,660
【一般正味財産期首残高】 33,706,431 33,531,031 175,400
【一般正味財産期末残高】 33,769,171 33,706,431 62,740
Ⅱ．指定正味財産増減の部
受取補助金等 14,301,200 14,188,400 ▲ 112,800
受取全法連助成金 14,301,200 14,188,400 ▲ 112,800
一般正味財産への振替額 ▲ 14,301,200 ▲ 14,188,400 112,800
一般正味財産への振替額 ▲ 14,301,200 ▲ 14,188,400 112,800

【当期指定正味財産増減額】 － － －
【指定正味財産期首残高】 － － －
【指定正味財産期末残高】 － － －
Ⅲ．正味財産期末残高 33,769,171 33,706,431 62,740
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令和 3 年度 功績功労者・会員増強・厚生制度表彰名簿
（敬称略）

１．功績功労表彰
⑴　会長表彰
副会長　東御支部長� 佐藤　　貴� ㈱メディア・プラッツ
　〃　　真田支部長� 一之瀬　治� 眞田陸送㈱
　〃　　女性部長� 窪田　富子� 窪田建設㈱
常任理事　上田第9支部長� 坂下　丈夫� ㈱サカシタマシニック
　〃　　　上田第10支部長� 堀内　保美� ㈲堀内建工
　〃　　　東御支部副支部長� 坂口　晋一� ヒカリ素材工業㈱

⑵　会長感謝状
上田第3支部長� 川上淳一郎� ㈱川上商会
上田第5支部理事� 小笠原裕夫� ㈱小西屋
上田第10支部理事� 西澤　利則� ㈲西澤建設
上田総支部女性部直前部長� 小林　洋子� 中部陸運㈱
更埴支部女性部長� 村山　一子� ㈱ムラヤマ
　〃　　　〃　副部長� 横山智恵子� ㈲横山土建
丸子武石支部副支部長� 栗木　悦郎� ㈱栗木組
　　〃　　　女性部長� 一之瀬智恵子� ㈱ナカヤマ
東御支部理事� 田中　一夫� ㈲田中鉄工所
　〃　　女性部長� 山田美登里� 竹内工業㈱
真田支部事務局� 小山　俊行
長和支部理事� 工藤　　忍� ㈲クドー工業
　〃　　〃� 武井　俊英� ㈱綿屋商会
　〃　　〃� 髙見沢　健� 依田川生コン㈱
　〃　　〃� 清水　芳邦� ㈲清水設備
川西支部副支部長� 西澤　公規� ㈲長野スクリーン
　〃　　理事� 上原　雄一� ㈲上原工機
青木支部女性部長� 小林　孝枝� ㈲小林製作所
監事� 宮原　宏一� ㈱千曲ライト

⑶　退任感謝状
副会長　丸子武石支部長� 小宮山陽一� ㈱ヤナギダ
　〃　　長和支部長� 荻野　友一� ㈲オギノモータース
　〃　　川西支部長� 大澤　広樹� ㈱オーサン模型
　〃　　青年部長� 井澤　文彦� ㈲いすゞ製作所

２．会員増強表彰
⑴　団体表彰の部
純増達成支部� 上田第11支部
純増目標達成支部� 上田第11支部

⑵　個人表彰の部
上田第11支部� 宮下　幸良� 6社
東御支部� 町田　佳彦� 3社

３．厚生制度表彰
優秀賞　大同生命保険㈱東信営業所� 小林美和子
　〃　　　　　〃　　　　　〃� 橋本ハルミ
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全法連功労者表彰

　長年の法人会活動に対し「全法連功労者表彰」の発表がされ次
の方が受賞されました。（一社）長野県法人会連合会第 9回通常
総会で行われる予定でした表彰式が新型コロナウイルス感染防止
のため中止となりましたので、後日表彰状が贈られました。
全法連功労者表彰（2名）
　小宮山陽一　副会長（丸子武石支部長）
　上島　秀雄　常任理事（上田第一支部長） 小宮山陽一 氏 上島　秀雄 氏

上田税務署長感謝状
　6月 4日開催の当会総会で、上田税務署より税務行政の
円滑な運営に貢献をされた功績に対し、上田税務署長より
次の方々に感謝状が贈られました。
小宮山陽一　副会長（丸子武石支部長）
荻野　友一　副会長（長和支部長）
窪田　富子　副会長（女性部長）
井澤　文彦　副会長（青年部長）

　6月 4 日開催の当会総会において優良経理担当者
表彰受賞者が発表されました。新型コロナウイルス
感染防止のため今年度は総会規模を縮小し、例年執
り行う表彰式は行わず、受賞者皆さんのお名前のみ
が披露されました。後日、各事業所に伺い、出田会
長より表彰状と記念品が贈呈されました。

氏　　名 事業所名 勤続年数 支部名
白田　愛子 ㈱アストロ電機 27年 更　　埴
岡本三枝子 ㈱アストロ電機 27年 更　　埴
鈴木　伯子 ㈱宮下商店 16年 戸倉上山田
南沢　秋子 ㈱宮下商店 16年 戸倉上山田
池亀　真実 ㈲雷電くるみの里 ８年 東　　御

第44回優良経理担当者表彰名簿（敬称略・順不同）
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記念講演
　ご講演をいただきました野
口京子（旧姓石田）先生は、
女子バレーボールで、1984
年の日本リーグチーム日立を
主将として率い何度となく優
勝されるとともに、チームが
前人未到のリーグ戦 88 連勝
した殊勲者の一人であります。
また、全日本ではロサンゼル

スオリンピックに出場され銅メダルを獲得されるな
ど、日本女子バレーボールでのトッププレーヤーで
ありました。ご結婚された後、信州大学に入学し大
学院を修了、同大学非常勤講師を経て、長野大学社
会福祉学部教授となられ同大学女子バレーボール部
監督を務められています。同部を北信越リーグで上
位に導くなど、教育者とともに指導者として活躍さ
れています。
　講演では、選手として活躍された日立時代、知将
と名高い山田監督の下、無名であった高校生時代と
は全く違った指導方法で次第に頭角を現した話をお
聞きしました。ロサンゼルスオリンピックでは、期
待された金メダルではなく銅メダルであったことか

ら帰国後つらい経験をされたとのお話をされ、聴講
者一人一人にその貴重な「銅メダル」を見せていた
だきました。
　勤務される長野大学では女子バレーボール部監督
としてご指導されるとともに、上田市を活動拠点と
する実業団バレーボールチーム、ルートインホテル
ズブリリアントアリーズ発足にかかわられたお話を
お聞きしました。同チームは、VリーグのV2 リー
グに所属し昨期は好成績を収め、V1 昇格をかけV
チャレンジマッチに出場しましたが、惜しくも昇格
にならなかったとのことです。V1 を目指す地元の
チームですので、応援を呼掛けられました。
　また、先生は新しい競技であります「雪上（スノー）
バレーボール」をご紹介されました。先生は国内の
フロンティアで、ルールを監修されるなどご自宅が
ある北信を中心に普及に努められており、国内大会
をいくつも開催されました。次のオリンピック種目
として注目を浴びており、こちらにも関心を寄せて
いただくようにお声掛けがされました。
　演題「スポーツが持つ力」のとおり、お話し全て
のなかでスポーツの魅力とともにスポーツが持つ
様々な力を感じ取ることが出来た講演でありました。

演題	『スポーツが持つ力』
講師	 野口　京子　氏
� 公立大学法人　長野大学教授
� オリンピックバレーボールメダリスト

野口　京子  氏

ロサンゼルスオリンピック
銅メダル

雪上（スノー）バレーボールの紹介
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令和4年度税制改正要望
税制委員長　和田　澄夫

　新型コロナウイルスの蔓延により、日本経済は未曽有ともいえる大打撃を受け、従来の財政
健全化対策はひとまず棚上げされ、個人や中小企業を中心とした財政支援のために多額の国債
が発行・投入されました。これにより、2025 年を目標としたプライマリーバランスの黒字化
はさらに遠のき、財政は悪化の一途を辿っています。

　このような状況下で財政健全化のために肝要なのは、歳出が必要とされる出先はしっかりと
踏まえた上で、歳出を削減すべきところはするという、従来通りの確固たる姿勢を持つ事です。
そのための行政改革として、まずは国・地方の議員・公務員の人件費に目を向けるべきと考え
ます。思い切った定数の削減、議員報酬の見直し、年功序列ではなく能力給による新たな賃金
体系の確立等、これらは歳出削減に直結するだけでなく、今や多くの国民が求めるところです。

　財政健全化に欠かせない消費税に関しては、軽減税率を撤廃し、10%の単一税率とすべき
です。軽減税率制度は、中小企業にとって事務や経費の負担が極めて大きくのしかかってくる
上に、数え切れないケース・バイ・ケースの事例の数々は税制の簡素化に逆行しています。
　低所得者層の救済は軽減税率制度ではなく、適正な補助・給付措置で行うのが望ましいと考
えます。
　また税制の簡素化・一本化という観点から見れば、古くから指摘されている二重課税の問題
も議論されて然るべきです。

　消費税に関連して、令和 5年にはインボイス制度が導入されます。
　インボイス制度は、平等な納税という観点から見れば導入は止むを得ません。ただし課税事
業者の登録手続きを受けていない免税事業者、そして例えば過疎地等その地域に無くてはなら
ない免税事業者がこの制度によって取引から排除されないよう、何らかの配慮や対策を講じる
必要があります。

　平成 30 年度税制改正で大幅な見直しが行われた事業承継税制ですが、10 年間の特例措置と
して相続税・贈与税の納税猶予制度が拡充された点は評価しつつも、例えば 5年以内に「特例
継承計画」の提出が義務付けられるなど、やはり煩雑で理解しづらく、より一層の改善の余地
がある感は否めません。
　また抜本的な問題として、事業用資産と一般資産の切り離し等、実効性のある制度の導入の
推進を求めます。
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令和 3 年度 事業推進委員合同会議開催

常設委員会の事業推進計画を検討
　6月 25日㈮ささや（上田市中央 2）にて、事業推進委員合同会議が開催されました。本年度も昨
年度同様に新型コロナウイルス感染防止のため大勢の参加者が一堂に会する全体会議を行わず、正副
会長・委員長会議と委員会毎の分科会を開催しました。各分科会では、委員会毎に本年度の事業計
画に基づき具体的な事業推進計画を検討し、魅力ある事業推進に向け活発な意見交換がなされました。

【総務企画委員会】
１．本会の運営・
事業活動全般に
関すること
２．税務行政への
協力
⑴税務研修会の
開催　上田税
務署と共催
決算説明会、新設法人説明会、企業税務コンプラ
イアンス向上のための取組（自主点検チェック
シート活用）、インボイス制度研修、事業承継税
制研修
⑵ e-Tax の利用促進を図る PRの推進
⑶広報誌（会報）への税務行政情報の掲載
新型コロナウイルス感染の影響による国税並びに
県税における特例措置並びに猶予制度の周知
「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」の周知
⑷諸会議への出席
上小更埴租税教育推進協議会　今年度総会は中止
税務関係団体協議会

３．社会貢献活動の推進
⑴クリーン活動（女性部）
7月16日㈮		「室賀温泉ささらの湯」		川西支部当番
⑵パントマイム学校公演（青年部）
学校行事から 8月下旬の開催を予定したが、新型
コロナウイルス感染防止のため今年度公演を中止
（令和元年度まで 24 年間開催）
⑶小学校における租税教育（青年部）
7月から実施開始
新指導要綱により 1学期から租税学習が始まり、
申込時期が早い
⑷税に関する絵はがきコンクール（女性部）
租税教室にて応募の声掛けを実施
1月に審査会と選考会を実施

受賞作品ポスターの作製と税務署など公共並びに
商業施設での掲示
⑸健康セミナー、クリスマスコンサート（女性部）
⑹新春講演会（研修委員会）　　今年度当番は当会
⑺全法連女性部事業「いちごプロジェクト」の推進
（女性部）

４．東京上田会との交流（青年部）
⑴青年部総会の講師派遣を依頼
新型コロナウイルス感染防止のため記念講演を中止
⑵異業種交流部会の行事・秋の集いに参加協力する
５．地域産業の振興事業等へ協力
上田地域産業展の協賛
なんでも無料相談日等の後援
６．ホームページの運用・管理		広報委員会・事務局にて
７．事務局体制の充実　支部事務局担当者会議の開催
7月～ 8月
会計・予算・活動費・文書保存等
繰越金の増加に伴い、コロナ禍での活動を検討
８．福利厚生制度の充実
福利厚生制度創設 50 周年事業への協力
受託 3社と協力し保険事務手数料収入の増加を図る
９．会員加入勧奨（入会のおすすめ）資料等の整備
10．県連事業への協力
合同例会への積極参加
女性部合同例会（10/1 開催予定、伊那法人会当番、
詳細未定）
青年部合同例会（10 月開催予定、諏訪法人会当番、
詳細未定）
11．会員増強
新規加入会員増強による会員数 3,000 社の回復
福利厚生制度創設 50 周年事業による会員増強
（全法連）協力 3社の推進員・代理店等が新規入会（法
人会員）を獲得した場合、推進員・代理店等に対し、
1件 1万円の奨励金を支給
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【組織委員会】
１．会員増強運動
について
・支部別の増強
目標数は今年
度も「純増目
標会員数」と
する
＊令和 3年度支部別会員状況と目標数　純増目標
50 社

・法人会役員及び常設委員一人年間 1社以上の会員
獲得運動の展開
・全国会員増強運動特別期間（令和 3年 9月 1日～
11 月 30 日：12 月予備期間）と同様に 9 月～ 11
月の 3ヶ月を会員増強月間とする
＊県連目標　会員数維持　当会の純増目標 30 社
・会員増強報奨・表彰のアピールを行う
＊個人表彰　・増強 1社につき報奨金 3,000 円の
贈呈

・増強 3社以上達成で総会での表彰
・県連においても表彰・報奨の予定がある
＊団体表彰　・純増目標達成の支部に総会での表
彰と報奨金 10,000 円の贈呈

・会員数を純増された全ての支部に、報奨金総額
50,000 円を分割して贈呈
・委託会社と情報交換を行い、協力し増強を推進す
る
・賛助会員（個人事業主）の加入増強と法人化への
勧奨
・税理士会、医師会等への加入勧奨
・新設法人名簿（県連）の活用
・厚生制度推進連絡協議会での協力依頼
令和 3・4年度は「法人会福利厚生制度創設 50 周
年」の節目
（全法連）協力 3社の推進員・代理店等が新規入
会（法人会員）を獲得した場合、推進員・代理店
等に対し、1件 1万円の奨励金を支給

２．会員の管理
・「支部別会員増強状況表」を毎月作成し、支部長・
支部事務局・組織委員へ報告する
・未加入法人名簿（当会独自資料）の整理（「未加
入法人名簿実態調査表」提出により休廃業法人等
を消し込む）
・会報誌における新規会員の紹介、新入会員事業紹
介コーナーの活用

３．新設法人説明会を開催
・上田税務署と共催で年2回、7月と11月に開催する
４．福利厚生制度の充実
受託 3社と協力し保険事務手数料収入の増加を図る

【研修委員会】
１．決算説明会の
開催（上田税務
署と共催）
上田会場と千曲
市戸倉会場で偶
数月に開催　年
間 12 回
開催案内発送と講師は、上田税務署から
「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」「事業
承継税制」等の説明
２．企業の税務コンプライアンス向上のための取組を
行う
自主点検チェックシート活用
３．管内横断税務研修会の開催	（税を考える週間［11
月 11 日～ 17 日］関連行事として）
実施時期、研修内容は税務署・税理士会上田支部と
相談の上決定
開会挨拶、講師紹介、閉会挨拶を本会役員・委員会
で担当
４．税務研修会の出席率向上のため、受講シールの活用
会員シールとシール貼付ハガキ（e-Tax 利用会員用）
は会報 4月号に同封
５．令和 4年新春講演会の開催（今年度は当法人会が
担当）
６．税務研究会の開催（税制委員会と共催）
感染防止並びに確定申告時期を勘案し開催時期を決
定する
７．県連の研修事業について
⑴セミナービデオレンタルサービスの利用促進
⑵インターネットセミナー利用促進
⑶当会ホームページへ研修動画リンクの掲載
８．会報及びホームページに「○得情報」を提供
９．優良経理担当者表彰を実施する　令和 4年度総会
にて
10．各支部及び部会で開催する研修会の支援・協力
11．税務・経営・労務関係図書の紹介・斡旋　　会報
誌に同封にて
12．福利厚生制度の充実
受託 3社と協力し保険事務手数料収入の増加を図る
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【税制委員会】
１．令和 3年度税
制改正要望アン
ケート調査につ
いて
・4 月税制委員
を中心に実施
し、集計結果
は 5月県連に報告済み

２．令和 4年度税制改正要望作成　令和 3年度通常総
会にて承認
令和 3 年度税制改正に関する提言の主な実現事項
（総会議案書にて）
３．令和 4年度税制改正要望事項の提言（陳情）
10 月下旬～ 12 月に行う
支部長さんに協力依頼
陳情先
①管内の 6市町村長と同議会議長
法人市町村民税の標準税率採用の陳情も併せて行う
法人市町村民税の標準税率の採用（不採用の市・
町に対して）

〈参考〉法人市町村民税の超過課税の現状
（法人割の標準税率 6.0%）
	 上田市	 法人税割	 税率 7.4%（1.4% 超過）
	 	 均等割	 資本金 1億以上の階層で超過
	 東御市	 法人税割	 税率 7.2%（1.2% 超過）
	 坂城町	 法人税割	 税率 8.2%（2.2% 超過）
②地元選出国会議員
４．「税を考える週間（11 月 11 日～ 17 日）にちなみ、
管内横断税務研修会を開催する
５．消費税（軽減税率等）の研修を推進する
６．署長を囲む懇談会の開催
・年1回　8月～10月頃（署長の異動内容により対応）
・講演内容（テーマ）等署長と相談し意見交換を行う
７．e-Tax の普及・利用拡大を図る
・役員企業・会員企業の利用拡大に努め、広報活動
及び研修事業を推進する

８．税務研究会の開催（研修委員会と共催）
感染防止と確定申告時期を勘案し開催時期を予定
９．全法連、県連主催の税制に関する大会、会議、
　セミナーへの参加
全国大会 10 月 7 日㈭　岩手県盛岡市（詳細未定）
10．福利厚生制度の充実
受託 3社と協力し保険事務手数料収入の増加を図る

【厚生委員会】
１．令和 3年度厚
生制度推進活動
について
厚生制度推進連
絡協議会の開催
8月～ 9月中
出席者　委託保
険各社支社長・支店長、本会役員・厚生委員・組織
委員・青年部正副部長
２．法人会福利厚生制度事業の推進
⑴役員・会員の加入率の向上を図り、財政基盤強化
に資する
⑵令和 3・4年度は「法人会福利厚生制度創設 50 周
年」の節目にあたる
関連行事は、7/7 全法連並びに 7/15 県連の厚生
委員会会議にて事業内容が周知されるので、当会
は県連とともに協力体制を敷く

（全法連）福利厚生制度 50 周年を節目として
①「1社でも多くの会員企業を守りたい」という
福利厚生制度
創設時の理念の徹底
②「3社協力体制の一層の強化」と福利厚生制度
の充実
・具体的な事業詳細は通知されていないものの、
組織委員会と合同で新規会員の増加を図るとと
もに、福利厚生制度の加入増加につなげるため
協力 3社の協業や商品の相互販売を進め推進の
拡大を図る。
①大同生命保険㈱　②AIG 損害保険㈱
③アフラック生命保険㈱
・推進員・代理店等に対する新規会員加入施策
（全法連）令和 3年度から協力 3社の推進員・
代理店等が新規入会（法人会員）を獲得した場
合、推進員・代理店等に対し、1件 1 万円の奨
励金を支給

３．生活習慣病予防健診　メール便でご案内
第１回	 9月8・9・10・13・14日（水・木・金・月・火）
	 上田高砂殿
	 9月22・29日（水・水）	 千曲市戸倉創造館
第２回	 令和 4年 2月～ 3月　予定
協会けんぽ加入被保険者（年度末年齢 35 歳～
74 歳）は補助制度の利用ができる

４．PET/CTがん検診の実施　年間随時受付け
会報にてご案内
長野赤十字病院で実施
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法人会の「生活習慣病予防健診」のご案内について

　6 月下旬に A4 透明フイルム封筒にて「生活習慣病予防健診」のご案内を送付いたしました。ご案内が届かな
い場合、また、申込書を紛失された場合は、上田法人会事務局（0268-25-4500）までご連絡ください。

MRI 人間ドックの実施　年間随時受付け
会報にてご案内
小林医院（長野市）で実施
５．ながの結婚支援センターの事業へ協力
無料結婚相談会の実施　5月 19 日㈬に実施済
今秋にも実施予定
６．会員親睦事業の主催と協力
⑴第 25 回マレットゴルフ大会　９月２日㈭
	 女性部と共催
⑵第 35 回ゴルフ大会　10 月 15 日㈮
	 厚生委員会主催
⑶第 5回ボウリング大会　例年２月中旬
	 厚生委員会主催	
管内にボウリング施設が無くなり、中止を含め他
事業への転換を検討する

７．その他厚生制度推進に必要な事業の推進

【広報委員会】
１．広報誌を年 4回発行し全会員並びに諸官庁、関係
団体に配布する
第 140 号	 4 月 1 日発行	 3,600 部	 上田総支部①
第 141 号	 7 月 1 日発行	 3,550 部	 更埴支部
第 142 号	 10 月 1 日発行	 3,550 部	 真田支部
第 143 号	 R4年1月1日発行	 3,550 部	 丸子武石支部
２．税務行政への協力
「税務署だより」により「e-Tax の利用拡大 PR」「イ
ンボイス制度」
「事業承継税制」
「申告・納付の
延長と猶予」な
ど税務情報の掲
載
３．情報の提供
⑴「○得情報」
税情報主体とするが経営全般の情報を提供

⑵全法連広報誌“ほうじん”
⑶税制関係資料
⑷生活習慣病予防健診、PET/CT検診、MRI人間ドッ
ク申込書など
⑸当会主催事業開催情報
⑹当会協力団体事業開催情報
４．広報活動　法人会ホームページへの情報提供
研修動画の掲載
ホームページへの情報提供
インターネットセミナー、e-Tax の普及、国税庁
ホームページ特集、決算説明会、管内横断税務研
修会、生活習慣病予防健診、各種講演会、（健康
セミナー、新春講演会、総会記念講演、支部主催
各種講演）、パントマイム、結婚支援センター（結
婚無料相談会）、クリーン活動、各種総会、税務
研究会、地元出身芸術家支援活動等社会貢献活動

５．委員会の開催
⑴企画編集会議
⑵「ごめんなすって」の取材　企業訪問
６．各支部への協力要請
⑴広報誌表紙の写真の選定
⑵「ごめんなすって」の取材企業の選定
⑶支部持ち回りにより広告掲載による企業情報提供
をお願いし、支部役員の方々に広報誌発行につい
て費用面でもご協力を願う

７．協力事業
⑴会員増強支援
・会員加入勧奨資料等の整備
「上田法人会入会のおすすめ」パンフレットの
整備と更新
・勧誘ツールとして新入会員事業紹介コーナー
（PRコーナー）の定着

⑵「法人会アンケート調査システム」の推進
８．福利厚生制度の充実
受託 3社と協力し保険事務手数料収入の増加を図る

■上田会場　9 月 8 日㈬・9 日㈭・10 日㈮・13 日㈪・14 日㈫
　　　　　　AM8：00 ～ 10：30　上田高砂殿 3F
■千曲会場　9 月 22 日㈬・29 日㈬
　　　　　　AM8：30 ～ 10：30　千曲市戸倉創造館 3F
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 令和 3 年度　上田　　法人会行事予定表
・会員増強特別月間
　　（9～11月）

４　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月 10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月

主要行事

18	 本会監査会
19	 結婚無料相談
21	 理事会

各支部総会

 4	 第9回
	 通常総会
15	 県連総会
	 （松本）	 中止
15	 県連理事会
25	 事業推進委員

合同会議

26	 局連国税局
	 役員総会

中止  7	 全国大会（岩手） 26	 国税局長講演会

上旬	局連事務担当者
	 研修会（さいたま）
中旬	全国専務理事等
	 会議
 5	 クリスマス
	 コンサート

中旬	全法連新年賀詞
	 交歓会

上旬	国税局協議会 上旬	全法連事務局
	 セミナー
中旬	理事会

総務企画

 7	 委員会
15	 県連委員会

 4	 通常総会進行 29	 支部事務局
	 担当者会議

組 織

14	 県連委員会
16	 委員会

28	 新設法人
	 説明会

下旬	県連委員会 中旬	新設法人説明会

研 修

 6	 決算説明会
	 （戸倉）	 中止
 8	 決算説明会
	 （上田）	 中止
22	 委員会

12	 県連委員会  9	 決算説明会
	 （戸倉）
10	 決算説明会
	 （上田）

 4	 決算説明会
	 （戸倉）
 6	 決算説明会
	 （上田）

 5	 決算説明会（戸倉）
 6	 決算説明会（上田）
22	 横断税務研修会
	 （東御）
26	 横断税務研修会
	 （丸子）

 8	 横断税務研修会
	 （上田）
10	 横断税務研修会
	 （上田）
17	 横断税務研修会
	 （戸倉）

 8	 決算説明会
	 （戸倉）
13	 決算説明会
	 （上田）

中旬	 新春講演会 上旬	決算説明会
	 （戸倉）
 2	 決算説明会
	 （上田）

税 制

21	 委員会 下旬	署長を囲む
	 懇談会

	 税制改正要望陳情 	 税制改正要望陳情 中旬	全法連税制セミナー
（東京）

厚 生

15	 県連委員会 下旬	厚生制度推進
	 連絡協議会

 2	 マレットゴルフ大会
8・9・10・13・14
	 生活習慣病予防

健診（上田）
22・29	生活習慣病予防

健診（千曲）

15	 ゴルフ大会 中旬	会員親睦
	 ボウリング大会

上旬	生活習慣病予防
	 健診
	 （上田・千曲）
下旬	委員会

広 報

 1	 会報140号発行
13	 委員会
	 （141号編集）

17	 会社訪問取材
18	 県連委員会

16	 委員会  1	 会報141号発行
19	 委員会
	 （142号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会  1	 会報142号発行
中旬	委員会
	 （143号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会  1	 広報143号発行
中旬	委員会
	 （144号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会

青 年 部

 8	 監査会
 8	 役員会
15	 県連連絡
	 協議会	 中止

14	 定時総会 17	 役員会
29	 県連連絡
	 協議会

	 パントマイム
学校公演

（中止）

	 小学校租税
	 教育研究会

（予定）

中旬	県連合同例会
	 （諏訪）
中旬	県連親睦ゴルフ
	 コンペ

26	 全国青年の集い
	 （佐賀）

初旬	佐久法人会
	 青年部交流会

女 性 部

15	 監査会
15	 役員会
15	 全国女性フォーラム

新潟大会	 延期

28	 県連連絡
	 協議会

 4	 定時総会  7	 役員会
16	 クリーン活動

税に関する絵はがき
コンクール応募の声
掛け

下旬	合同研修会  1	 県連女性部合同
例会（伊那）

中旬	文化講演会
（健康セミナー）

16	 全国女性フォーラム
	 新潟大会

初旬	絵はがきコンクール
	 審査会
中旬	 絵はがきコンクール
	 選考会

	 絵はがきコンクール
	 表彰式

	 絵はがきコンクール
	 表彰式

　小学校租税教育
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 令和 3 年度　上田　　法人会行事予定表
４　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月 10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月

主要行事

18	 本会監査会
19	 結婚無料相談
21	 理事会

各支部総会

 4	 第9回
	 通常総会
15	 県連総会
	 （松本）	 中止
15	 県連理事会
25	 事業推進委員

合同会議

26	 局連国税局
	 役員総会

中止  7	 全国大会（岩手） 26	 国税局長講演会

上旬	局連事務担当者
	 研修会（さいたま）
中旬	全国専務理事等
	 会議
 5	 クリスマス
	 コンサート

中旬	全法連新年賀詞
	 交歓会

上旬	国税局協議会 上旬	全法連事務局
	 セミナー
中旬	理事会

総務企画

 7	 委員会
15	 県連委員会

 4	 通常総会進行 29	 支部事務局
	 担当者会議

組 織

14	 県連委員会
16	 委員会

28	 新設法人
	 説明会

下旬	県連委員会 中旬	新設法人説明会

研 修

 6	 決算説明会
	 （戸倉）	 中止
 8	 決算説明会
	 （上田）	 中止
22	 委員会

12	 県連委員会  9	 決算説明会
	 （戸倉）
10	 決算説明会
	 （上田）

 4	 決算説明会
	 （戸倉）
 6	 決算説明会
	 （上田）

 5	 決算説明会（戸倉）
 6	 決算説明会（上田）
22	 横断税務研修会
	 （東御）
26	 横断税務研修会
	 （丸子）

 8	 横断税務研修会
	 （上田）
10	 横断税務研修会
	 （上田）
17	 横断税務研修会
	 （戸倉）

 8	 決算説明会
	 （戸倉）
13	 決算説明会
	 （上田）

中旬	 新春講演会 上旬	決算説明会
	 （戸倉）
 2	 決算説明会
	 （上田）

税 制

21	 委員会 下旬	署長を囲む
	 懇談会

	 税制改正要望陳情 	 税制改正要望陳情 中旬	全法連税制セミナー
（東京）

厚 生

15	 県連委員会 下旬	厚生制度推進
	 連絡協議会

 2	 マレットゴルフ大会
8・9・10・13・14
	 生活習慣病予防

健診（上田）
22・29	生活習慣病予防

健診（千曲）

15	 ゴルフ大会 中旬	会員親睦
	 ボウリング大会

上旬	生活習慣病予防
	 健診
	 （上田・千曲）
下旬	委員会

広 報

 1	 会報140号発行
13	 委員会
	 （141号編集）

17	 会社訪問取材
18	 県連委員会

16	 委員会  1	 会報141号発行
19	 委員会
	 （142号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会  1	 会報142号発行
中旬	委員会
	 （143号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会  1	 広報143号発行
中旬	委員会
	 （144号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会

青 年 部

 8	 監査会
 8	 役員会
15	 県連連絡
	 協議会	 中止

14	 定時総会 17	 役員会
29	 県連連絡
	 協議会

	 パントマイム
学校公演

（中止）

	 小学校租税
	 教育研究会

（予定）

中旬	県連合同例会
	 （諏訪）
中旬	県連親睦ゴルフ
	 コンペ

26	 全国青年の集い
	 （佐賀）

初旬	佐久法人会
	 青年部交流会

女 性 部

15	 監査会
15	 役員会
15	 全国女性フォーラム

新潟大会	 延期

28	 県連連絡
	 協議会

 4	 定時総会  7	 役員会
16	 クリーン活動

税に関する絵はがき
コンクール応募の声
掛け

下旬	合同研修会  1	 県連女性部合同
例会（伊那）

中旬	文化講演会
（健康セミナー）

16	 全国女性フォーラム
	 新潟大会

初旬	絵はがきコンクール
	 審査会
中旬	 絵はがきコンクール
	 選考会

	 絵はがきコンクール
	 表彰式

	 絵はがきコンクール
	 表彰式

＊各行事につきましては、年次計画における予定であり開催の可否を含めて変更する場合があります。今後の本誌また
はホームページによる開催のお知らせや各行事の開催通知をご覧ください。
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今月の訪問先

エムケー精工株式会社
◦代表取締役社長　丸山　将一

◦所在地　長野県千曲市雨宮1825番地
TEL.026-272-0601　FAX.026-272-4912

◦設立　昭和31年12月　◦従業員　848名（単体、5/21時点）

スローガンは「その手があった!�の一手先」
　	創立は 1948 年
　上信越自動車道を長野方面へ向かうと、更埴ジャン
クションから本線に合流する左手に、エムケー精工の
大きな工場が見えます。今回は商品開発研究所にお
じゃましてお話をうかがって来ました。
　創立は 1948 年で、現社長丸山将一氏の祖父に当た
る丸山盛永氏が家庭用品、台所製品の製造を開始しま
した。現在では千曲市を本社に、関係会社を含め 73拠
点を有し、企画・開発から製造、販売、メンテナンス
まで、製品の最初から最後までの全てを自社で行って
いる会社です。「その手があった !	の一手先。」のスロー

ガンのもと、自動車交通関連、生活関連、住設・建材
とグループで多岐にわたって事業を展開しています。

　	製品開発は“いかにお客様の気持ちを汲み取るか”
　デザイン戦略部の本田さん、赤沼さん同席のもと、
丸山社長に会社のご紹介やご案内を丁寧にしていただ
きました。私の知っている製品は米びつや餅つき機ぐ
らいでしたが、様々な製品を出しています。ガソリン
スタンドに設置されている洗車機も作っていて、最新
型は機器のボタンを触れずに、スマホから操作をする
そうです。また、LEDの交通情報板や、すごもりを

会社訪問	···········vol.109
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楽しくすると話題になった「もちブレンダー」などの
調理家電、テレビの音をはっきり伝える手元スピー
カーまでもが、エムケー精工で開発されています。直
接お客様と取引をすることにより、見て、聞いて、お
客様の気持ちを汲み取り、製品として形にしてきた結
果です。モノ＋サービス、ニッチな製品という、大企
業には小さすぎ、中小企業には大きすぎ、手の出しに
くい分野で上手に経営されています。いただいた会社
案内には、日本語と英語が併記され、国内だけが視野
でないことが表れています。
　商品開発研究所の3階はフロア全体がE

エ ン ラ ボ

N-Labという
名前がついており、「人と知識創造が交わる場」というコ
ンセプトで2020年 3月にリニューアルしました。ここには
キッチンスペース、試食スペース、試験・試作スペース等

があり、開放的で落ち着いた雰囲気のすてきな場所でした。

　	新卒者の 10年定着率 9割
　フレックス制を導入している同社はオフィスのホワ
イトボードに、各自の様々な出退勤時間が掲示されて
いました。また、子育てサポートのプラチナくるみ
ん、女性活躍推進のえるぼし（3段階目）など認定も
受け、新卒者の 10 年定着率が 9割と、非常に働きや
すく、うらやましい会社だと思いました。
　取材のために豊富な資料をご用意いただいたのに、
わかりやすい紹介ができず心苦しく思いますが、今回
私はエムケー精工のファンになりました。フレーフレー、
エムケー精工 !!	 （広報委員　中澤　惠子）

◦丸山将一社長

◦取材班に説明する丸山社長（左から2人目）、赤沼さん（左から1人目）、
　本田さん（左から3人目）

◦試験・試作スペース◦商品開発研究所 3 階の EN-Lab にて説明する丸山社長（右から 1人目）

◦門型洗車機「レグロス G」

◦EN-Labフロア全体

◦もちブレンダー

◦キッチンスペース
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季節の花コーナー
日本の文化お彼岸について
　暑さ寒さも彼岸までと昔から季節を表現するお
彼岸について今回はご説明いたします。
　お彼岸は、ほぼご先祖様を敬いお墓参りをする
イメージがありますが、そもそもお彼岸の定義に
についてお話しいたします。

■お彼岸の期間
春彼岸：	毎年 3月の春分の日をはさんで前後 3日
	 合計 7日間
秋彼岸：	毎年 9月の秋分の日をはさんで前後 3日
	 合計 7日間
***	2021年　春のお彼岸の日程	***
彼岸入り：3月 17 日
お 中 日：3月 20 日（春分の日）
彼岸明け：3月 23 日

***	2021年　秋のお彼岸の日程	***
彼岸入り：9月 20 日
お 中 日：9月 23 日（秋分の日）
彼岸明け：9月 26 日

　それぞれの初日を「彼岸の入り」、終日を「彼
岸の明け」といい、春分の日・秋分の日を「お中
日」といいます。

■お彼岸の迎え方・準備
　お彼岸を迎えるには次のような準備をします。
◦お仏壇、仏具の掃除
◦お墓の掃除
◦供花やお供え
　果物・菓子などの他、精進料理をお供えする。
・春は牡丹の花にちなんで牡丹餅と言います。
・秋は萩の花にちなんでおはぎと言います。

　餡子の元となる小豆が秋には収穫があり、江戸
時代より新鮮な食材で作る餡子が粒あんで、秋の
収穫した小豆を使って春に作る餡子がこし餡です。

■春の彼岸（春分の日）とは
　春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」
日として、国が定めた祝日です。戦前は、宮中祭祀
の「春

しゅん

季
き

皇
こう

霊
れい

祭
さい

」が行われることから同名の祭日
でしたが、戦後の祝日法で「春分の日」となりました。

■秋の彼岸（秋分の日）とは
　秋分の日は戦前、「秋

しゅう

季
き

皇
こう

霊
れい

祭
さい

」と呼ばれてい
ました。これは、歴代天皇ならびに皇族の霊を
まつる儀式を行う日のことです。昭和 23（1948）
年に「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」
日として、秋分の日と改名。日本国民の生活に深
く根づく祝日となりました。

　上記のように春と秋とでは休日法の定義では違
いがありますが、花屋では春、秋共にお墓参りの
お客さんが多いため、お墓参り用のお花を用意し
ております。春分の日の定義によって、じゃあお
墓参りは行かなくてもよいと言う事ではありませ
んので、ぜひ年に 2回のお彼岸にはお墓参りをし
てください。
　今回は、季節の花ではなく日本の文化でもある
お彼岸についての内容でした。当たり前のように
過ごしてきた祭日も意味が解るとまた過ごし方や
考え方が変わってくることと思います。いつまで
もこういった日本の文化は大切にしていきたいと
思います !	 （広報委員　近藤　洋子）
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【連絡先】ながの結婚支援センター
　TEL.0268-23-8460
　HP: https://www.msc-nagano.jp/

コーディネーター
溝端 勇二 氏
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支部だより支部だより

3・4・5 月

　上田総支部―――
〔会　議〕
３月８日	 第 10 支部役員会　文福鮨
３月11日	 第 2 支部理事会　一貫茶屋
４月20日	 女性部幹事会　ささや
５月11日	 総支部理事会・女性部幹事会・例会　ささや
〔研修会〕
５月11日	 研修会　出席者 18 名
　テーマ　「まちの継承と次世代育成」
　講　師　上田ブランド研究所	所長　池松　勇樹	氏

　更埴支部―――
〔会　議〕
３月22日	 女性部役員会　一松亭
５月10日	 役員会　千曲商工会議所
５月14日提出　通常総会（書面決議）

　丸子武石支部―――
〔会　議〕
３月２日	 三役会　上田市商工会
４月14日	 監査会・役員会　上田市商工会
４月21日	 女性部監査会・役員会　上田市商工会
５月26日	 通常総会・女性部定時総会
　丸子ふれあいステーション

丸子武石支部

〒386-0407　長野県上田市長瀬146-2
メルシャン株式会社  シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー
TEL.0268-75-8790　FAX.0268-75-8850

ワイナリー シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー 総合アウト
ソーシング 内職市場 上田店
【仕事内容】
内職市場では、シール貼り・箱
詰め・組み立て・検査・封入作
業など様々なお仕事の作業実績
があり、担当者がチームを率い
て管理をします !　人手不足や
コスト・外注の手間にお悩みの方は、是非ご相談下さい。
【営業時間】午前 9 時～午後 3 時　【定休日】日曜・祭日
〒386-0016　長野県上田市国分1-3-72
TEL.0268-71-7140　FAX.0268-71-7038

上田第７支部

特定非営利
活動法人

〒386-0012　長野県上田市中央4-7-30
　TEL.0268-75-8728　FAX.0268-75-8721 上田第３支部

このコーナーでは、新入会
員の皆様で掲載希望の企業
の情報を紹介しております。
◎広告ではありませんので、
掲載は無料です。# 13

New FaceNew FaceNew Face
新新入入会会員員ＰＰＲＲココーーナナーー
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　坂城支部―――
〔会　議〕
４月21日	 監査会・支部合同役員会　坂城町商工会館
５月26日	 女性部役員会　坂城町商工会館

　戸倉上山田支部―――
〔会　議〕
４月16日	 支部・女性部合同役員会
　戸倉上山田商工会上山田支所
５月21日提出	 通常総会（書面決議）

　東御支部―――
〔会　議〕
４月14日	 女性部監査会・役員会　東御市商工会館
４月20日	 監査会・三役会・役員会　田中公民館
５月19日提出　通常総会（書面決議）
５月21日	 女性部通常総会　田中公民館

　真田支部―――
〔会　議〕
４月27日	 支部役員会・監査会　真田町商工会館
５月27日	 通常総会　真田町商工会館

　長和支部―――
〔会　議〕
４月22日	 監査会・役員会　長和町商工会館
４月26日提出　通常総会（書面決議）

　塩田支部―――
〔会　議〕
３月３日	 正副支部長会議　塩田公民館
３月10日	 定例役員会　塩田公民館
３月30日	 女性部役員会　カピトリーノ
４月14日	 支部監査会・定例役員会　塩田公民館
４月23日	 女性部監査会・役員会　塩田公民館
５月11日提出　通常総会（書面決議）
５月11日提出　女性部通常総会（書面決議）
〔研修会〕
３月17日	 教育文化支援ボランティア　塩田公民館
　内　容　「絵本が足りていないアジアの国々の子供た
ちに翻訳シールを貼って日本の絵本を届ける活動」
　出席者 7名

　川西支部―――
〔会　議〕
３月11日	 役員会　川西公民館
４月８日	 監査会　川西公民館
４月20日提出　役員会（書面決議）
５月７日提出　定期総会（書面決議）

　青木支部―――
〔会　議〕
３月29日	 役員会　青木村商工会館
５月24日	 定期総会　青木村商工会館
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新 入 会 員 紹 介 （3・4・5 月分）

〔正会員〕
支　部 企業名・代表者 住　　　　所 業種 紹介者

第 2 支部 晄明商事（同）
依　田　思　延

上田市中央 2-2-14 甲州屋ビル 1F
℡ 0268-75-8337 手元供養専門店 エムケイ商事㈱

第 3 支部 ㈱リンケージ
黒　須　　　聡

上田市中央西 2-4-3 ニッケンビル 2-B 号室
℡ 0268-71-5841 人材派遣業 AIG 損保㈱代理店

㈱ My 保険工房

〃 特定非営利活動法人 UFM
池　松　勇　樹

上田市中央 4-7-30
℡ 0268-22-0456 情報サービス業 上田冷蔵㈱

第 7 支部 ダック㈱
山　下　雅　彦

上田市国分 1-3-72
℡ 0268-71-7140 サービス業 ㈲いすゞ製作所

第11支部 （医）高見沢歯科医院
高見澤　　　勇

上田市生田 5055-1
℡ 0268-42-6488 歯科医院 ㈱幸和建設

丸子武石支部 メルシャン㈱シャトー・メルシャン　椀子ワイナリー
小　林　弘　憲

上田市長瀬 146-2
℡ 0268-75-8790 酒類製造・販売 田口印刷㈱

東御支部 ㈱市川組
市　川　　　實

東御市加沢 711-1
℡ 0268-64-1194 建設業 ㈱幸和建設

〔賛助会員〕　法人化を目指しましょう !
支　部 企業名・代表者 住　　　　所 業種 紹介者

第11支部 そば処 壱
丸　山　泰　寛

上田市芳田 1513-1
℡ 0268-75-5706 飲食業 ㈱幸和建設

第11支部 ぼんじゅーる農園醸造所
蓑　輪　　　康

東御市祢津 240-3
℡ 0268-63-4144

農業・
酒類製造業 ㈱幸和建設

丸子武石支部 中国菜館 東天紅
松　沢　拓　也

上田市長瀬 2960-3
℡ 0268-35-2789 飲食業 アフラック代理店

㈱エヌアイ

東御支部 室内装飾 ヨダ
依　田　貴　義

東御市海善寺 729-10
℡ 090-2547-3444 内装業 アフラック代理店

㈱エヌアイ

大同生命保険株式会社�長野支社長��高木　貴志
　4月 1日付で上田法人会の皆さまを担当する大同生命の支社長として着任いたし
ました高木貴志と申します。
　本年は「経営者大型総合保障制度」創設50周年の記念すべき年となります。まずは、
これまで推進を支えていただいた方々に心より感謝申し上げます。
　「経営者大型総合保障制度」は、時代とともに変化する中小企業の皆さまを取り巻
く経営環境や労働環境に応じて保障内容の充実を図り、企業経営者さまの保障ニーズ

にお応えしてきました。また、大同生命では保障の提供だけでなく、さまざまな経営を支援するサービス
をご提供することで、近年多様化する経営課題の解決にお役に立ちたいとの思いで活動しております。
　当面の活動として、新型コロナウィルスの感染拡大により、大きな影響を受けられている企業経営者さ
まへのご支援に力を入れるとともに、上田法人会の会員拡大や活性化にも会社をあげて取り組んでまいり
ます。
　今後とも、推進員ともども、何卒よろしくお願い申し上げます。

新任のごあいさつ新任のごあいさつ
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日誌　3・4・5月

　	 編集後記
　7月、草木はその緑を深め、虫たちが飛び回り、成長した稲田で蛙たちが歓喜の合唱を
する生命力溢れる季節となりました。季節は巡る、人間はコロナに苦しめられているのに
自然は毎年同じ様に…とそうでしょうか?
　拙宅の周りに今年は一種類の雑草がやけに増えました。サツキには見慣れぬ蜜蜂がた
くさん飛んできました。河原や土手でも、繁茂する外来植物は毎年少しずつ変わってい
ます。自然は毎年同じ様に見えて実は同じではないのです。
　コロナ下で一年過ぎ、私たちはマスク、消毒にも慣れてきました。働き方、業態そのも
のを大きく変えてこられた会社も多いことでしょう。でも当初開発だけで数年かかると言
われていたワクチンも、接種が進んでいます。私たち人間もコロナによる変化を恐れず、
前向きに捉え、今の地球での生き方を模索していきたいものです。
	 （広報委員　若林　美子）

表紙の言葉

「月に光る」姨捨の棚田	
（千曲市）

　『平安時代から姨捨（おば
すて）は観月の名所として知
られ、古今和歌集にも詠まれ
た場所。令和 2年 6月「月の
都　千曲　－姨捨の棚田がつ
くる摩訶不思議な月景色『田
毎の月』－」は日本遺産に認
定された。「田毎の月」は初
夏限定の幻想的な風景。』

３月３日	「絵はがきコンクール」表彰式　菅平小学校
３月３日	 全法連「組織委員会」
　宮下委員長　リモート参加
３月４日	「絵はがきコンクール」表彰式　青木小学校
３月８日	 局連青年部連絡協議会　部会長サミット
　新型コロナウイルス感染拡大により中止
３月17日	 広報委員会　香青軒
３月18日	 県連「厚生委員会」　ホテルブエナビスタ
　池田委員長出席
３月18日	 県連「事務局長会議」　ホテルブエナビスタ
　金井局長出席
３月23日	 厚生委員会（兼厚生制度推進連絡協議会）
　祥園
３月25日	 正副会長会・理事会　祥園
４月６・８日　3・4月末決算説明会
　新型コロナウイルス感染拡大により中止
４月７日	 総務企画委員会　祥園
４月８日	 青年部監査会・役員会　ささや
４月13日	 広報委員会　ささや
４月14日	 県連「組織委員会」
　ホテルメトロポリタン長野
　宮下委員長　リモート参加
４月15日	 女性部監査会・役員会　上田高砂殿
４月15日	 県連「総務委員会」
　ホテルメトロポリタン長野
　浅川委員長　リモート参加

４月15日	 県連「青年部連絡協議会」
　ホテルメトロポリタン長野
　新型コロナウイルス感染拡大により中止
４月16日	 組織委員会　祥園
４月21日	 税制委員会　ささや
４月22日	 研修委員会　祥園
５月12日	 県連「研修委員会」　ホテルブエナビスタ
　滝澤委員長　リモート参加
５月14日	 青年部定時総会　香青軒
５月17日	 広報委員会　“ごめんなすって”取材
　担当：更埴支部　　取材先：エムケー精工㈱
５月18日	 本会監査会　上田商工会議所
５月18日	 県連「広報委員会」　ホテルブエナビスタ
　飯島委員長　リモート参加
５月19日	 県連「ながの結婚支援センター」
　『結婚無料相談会』　上田商工会議所
　コーディネーター　溝端　勇二	氏
５月21日	 本会理事会　祥園
５月28日	 県連「女性部連絡協議会」
　ホテルブエナビスタ
　窪田部長・神林次期部長出席
５月29日	 県連「ながの結婚支援センター」
　『地域のときめき出会いパーティー』
　上田東急REI ホテル
　新型コロナウイルス感染拡大により中止


