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第10回通常総会開催
　第 10 回通常総会が、6 月 3 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。

報告事項
・令和3年度事業報告
・令和4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3年度財務諸表
・令和5年度税制改正要望

　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、何卒よろ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20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４年度　会費納入のお願い

出田会長 小林上田税務署長
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令和３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 出席数
10月22日㈮ 東御市中央公民館講義室 21
10月26日㈫ 上田市丸子文化会館小ホール 50
11月８日㈪ サントミューゼ小ホール 110
11月10日㈬ サントミューゼ小ホール 82
11月17日㈬ 戸倉創造館大ホール 63

合　計 326

第１講座
　テーマ『「消費税インボイス制度」と「年末調整」について』
　講　師　上田税務署法人課税部門担当官
第２講座
　テーマ『経理担当者が知っておくべき税務』
　講　師　税理士会上田支部　清水　重博	先生
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
　新型コロナウイルス感染拡大により 4月開催と 2月
開催及び 8月の上田会場は中止
・全ての会場で感染対策を講じて開催

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 ４.６ 中止 1,401 中止
６.10 38 ６.９ 5 896 43
８.６ 中止 ８.４ 10 860 10
10.６ 37 10.５ 13 802 50
12.13 39 12.８ 9 654 48
２.２ 中止 ２.４ 中止 576 中止
合	計 114 合	計 37 5,189 151

３．新設法人説明会（組織委員会主催）
上田税務署と共催
第 1回　７月28日㈬　上田商工会議所 5Fホール
	 出席法人７社
第 2回　12月９日㈭　サントミューゼ多目的ルーム

出席法人13 社
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
組織委員長より法人会活動について説明し入会勧奨
４．税制・経営資料の提供
「管内横断税務研修会」・「決算説明会」・「新設法人
説明会」の参加者へ提供
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 92
会員ログイン数 946（R3 年 4 月～ R4 年 3 月）
６．税務研究会　（研修・税制委員会主催）
９月７日㈫14：00～15：30		於；上田商工会議所5Fホール
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
新型コロナウイルス感染拡大により中止

７．ホームページによる研修動画の配信、リンクの掲載
○税制・経営等の研修無料動画へのリンクを掲載
・国税庁提供……「適格請求書等保存方式（インボイ

ス制度）導入」
・全法連提供……「決算説明会」、「新設法人説明会」、

「令和 3年度年末調整」
・県 連 提 供……「決算説明会」、「新設法人説明会」、

「令和 3 年度税制改正」、「令和 3
年度年末調整」

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等
○各種バナーの掲載
・国税庁提供……「確定申告」、「年末調整」
・全法連提供……「新型コロナウイルスに関する対策

リンク集」、「自主点検チェック
シート」等

【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 4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収束を見据え、早期に
解決の筋道をつけた財政健全化と、持続可能な社
会保険制度の構築への取組み
②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改革
③地方が「自立・自助の精神」を理念とし、自らの
責任で必要な安定財源の確保や行政改革を企画・
立案し実行していくこと
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）

実施一覧表
自治体 月　日 面接者 要望実施者

青木村 11月12日 北村　政夫	村長
金井とも子	議長

宮入圭一
副会長・青木支部長

千曲市
11月16日 小川　修一	市長 小平悟朗

副会長・戸倉上山田支部長
若林美子
戸倉上山田支部女性部長11月26日 和田　英幸	議長

栁澤眞由美	副議長

坂城町 11月24日 山村　　弘	町長
小宮山定彦	議長

吉川芳秋
副会長・坂城支部長
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自治体 月　日 面接者 要望実施者

上田市 12月１日

土屋　陽一	市長
倉島　弘一	財務部長
林　　克臣	税務課長
小池　功二	代表監査委員
土屋　勝浩	議長
半田　大介	副議長

出田行徳	会長
桑原茂実
副会長・上田総支部長
和田澄夫
常任理事・税制委員長
山浦誠司
税制副委員長
金井幹夫	事務局長

東御市 12月２日 花岡　利夫	市長
長越　修一	議長

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

長和町 12月７日
羽田健一郎	町長
宮阪　和幸	産業振興課長
龍野　徳茂	商工観光係長
米山　　正	議会事務局長

渡邉一道
理事・長和副支部長

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収束を見据え、早期に
解決の筋道をつけた財政健全化と、持続可能な社
会保険制度の構築への取組み
②新型コロナウイルス感染症により厳しい経営環境
にある中小企業が存続を図れるよう全力での取り
組み
③中小企業の活性化に資する税制措置
　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
⑤消費税の軽減税率制度の見直し
　消費税「適格請求書等保存方式」の弾力的な対応
実施一覧表

月　日 議員名 面接者 要望実施者

11月19日
立憲民主党
神津　　健
衆議院議員

神津　健	議員 出田会長金井事務局長

11月19日
立憲民主党
羽田　次郎
参議院議員

濱　貴紀	秘書 出田会長金井事務局長

３．法人会全国大会
⑴　第 15 回法人会全国女性フォーラム新潟大会
４月 15 日㈭　新潟市
新型コロナウイルス感染防止のため 11 月に延期
11 月 16 日㈫　新潟市　於：朱鷺メッセ
神林女性部長、窪田直前部長参加
新型コロナウイルス感染防止のため参加人数を制限
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７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オンライン参
加のみに制限
当会参加者　和田税制委員長、齋藤税制副委員長、
事務局長
⑶　第 35 回法人会全国青年の集い佐賀大会
11 月 26 日㈮　佐賀市　於：佐賀市文化会館
町田青年部長参加
新型コロナウイルス感染防止のため部長のみ参加
に制限
⑷　全法連税制セミナー

令和４年２月 15 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 4年度税制改正について」
　講　師　財務省大臣官房審議官　青木　孝德	氏
第２講座「今後の税財政改革の方向性について」
　講　師　（公財）東京財団政策研究所　研究主幹　森信　茂樹	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 140 号　４月１日発行　3,600 部
表　　紙	 上田第 2,8,9 支部　玄蕃山公園
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	 ㈱滝沢歯科器械店
協賛広告	 ㈱イデタ製作所　㈱滝沢歯科器械店
⑵　第 141 号　７月１日発行　3,550 部
表　　紙	 更埴支部　「月に光る」姨捨の棚田
主な内容	 ①通常総会特集　②令和 4年度税制改

正要望　③年間行事予定　④功績功労
者・会員増強・厚生制度表彰　⑤事業
推進委員合同会議など

企業訪問	 エムケー精工㈱
協賛広告	 滝沢食品㈱
	 大同生命保険㈱・AIG 損害保険㈱
⑶　第 142 号　10 月１日発行　3,500 部
表　　紙	 真田支部「角間渓谷紅葉」
主な内容	 ①税務署長・副署長着任ご挨拶　②管

内横断税務研修会の開催　③菜根譚　
道から読みとく「月の都」の 1300 年　
④クリーン活動　⑤租税教室など

企業訪問	 菅平開発㈲
協賛広告	 眞田陸送㈱　三井酒造㈾　㈲アジオ　

アフラック生命保険㈱
⑷　第 143 号　令和 4年１月１日発行　3,500 部	
表　　紙	 丸子武石支部　武石番所ヶ原スキー場
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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	 ㈱ガイアスジャパン
協賛広告	 ㈲あさかわ　長野オートメーション㈱　

㈱綿谷製作所　㈱ガイアスジャパン　
大同生命保険㈱・AIG 損害保険㈱

【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 16 日㈮実施　　担当：川西支部女性部
「室賀温泉ささらの湯」周辺　参加者 40 名
２．パントマイム学校公演（青年部主管）
８月下旬を予定
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 2021」への協賛
・10月22・23日（金・土）予定のリアル展示会は中止
・「上田地域産業展 2021 オンライン」
開催期間 2021.10.1 ～ 2022.8.31
（展示会・ビジネスマッチングの情報提供を行う）
10 月 22 日㈮　開幕記念セレモニーとセミナー
11 月 25 日㈭　産業展オンラインセミナー
VRオンライン工場・観光施設見学

４．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）
12 小学校において 19 教室を実施
1小学校における 3教室は新型コロナウイルス感染
拡大により中止
対象	 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
	 町田青年部長により法人会並びに青年部の説

明を実施
租税教室実施一覧表（講師	敬称略）
No 小学校 日　程 青年部担当講師 青年部担当講師 児童数 クラス編成

1 上田市立本原小学校 ７月２日㈮ 中村　悠基 宮川　　泰 20 １組20

2 上田市立本原小学校 ７月２日㈮ 宮川　　泰 中村　悠基 19 ２組19

3 上田市立丸子北小学校 ７月５日㈪ 長澤　貴生 山岸　智之 57 １組27２組30
4 上田市立豊殿小学校 ７月６日㈫ 宮下　博道 清水　志郎 36 １組36

5 上田市立中塩田小学校 ７月９日㈮ 福澤　祐樹 干場　文孝 33 １組33

6 上田市立中塩田小学校 ７月９日㈮ 干場　文孝 荻原　大樹 32 ２組32

7 上田市立中塩田小学校 ７月９日㈮ 荻原　大樹 福澤　祐樹 32 ３組32

8 坂城町立南条小学校 ７月14日㈬ 奥村　龍馬 柳原　　明 51 １組26２組25
9 上田市立清明小学校 ９月９日㈭ 福澤　祐樹 町田　和幸 29 ２組29

10 上田市立清明小学校 ９月９日㈭ 町田　和幸 福澤　祐樹 29 １組29

11 上田市立菅平小学校 10月12日㈫ 井澤　文彦 池田　章浩 8 １組８

12 東御市立和小学校 12月３日㈮ 本山　幸則 吉澤　正憲 32 松　組

13 東御市立和小学校 12月３日㈮ 吉澤　正憲 本山　幸則 32 竹　組

No 小学校 日　程 青年部担当講師 青年部担当講師 児童数 クラス編成

14 上田市立武石小学校 12月７日㈫ 宮下　博道 清水　志郎 15 敬組15

15 長和町立和田小学校 12月10日㈮ 山岸　智之 丸山　貴弘 6 １組６

16 千曲市立埴生小学校 12月16日㈭ 山岸　智之 髙藤　鐘一 26 １組26

17 千曲市立埴生小学校 12月16日㈭ 髙藤　鐘一 岩﨑　龍太 26 ２組26

18 千曲市立埴生小学校 12月16日㈭ 岩﨑　龍太 山岸　智之 26 ３組26

19 上田市立南小学校 12月21日㈫ 町田　和幸 町田　佳彦 106
１組36
２組35
３組35

20 東御市立田中小学校 ３月１日㈫（山岸　智之）（吉澤　正憲） ２組28

21 東御市立田中小学校 ３月１日㈫（吉澤　正憲）（丸山　貴弘） ３組29

22 東御市立田中小学校 ３月１日㈫（丸山　貴弘）（山岸　智之） １組30

合　　計 615

No.20・21・22 は新型コロナ感染拡大により中止

⑵　租税教育用テキストを小学校 6学年社会科用教材
として配布
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 1,284 名（1,500 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　474 名
（600 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　101 名（150 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　261 名（300 冊）
（長和町各小学校へ支部長が配布）
　長和町内 2校　　36 名（55 冊）
（青木村小学校へ支部長が配布）
　青木小学校　　　37 名（50 冊）
管内全小学校 45 校 2,193 名へ総数 2,655 冊を配布
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	 神林部長、窪田直前部長、原田監事、

中塚副部長、吉岡副部長、柳沢副部長、
若林副部長、佐藤副部長、金井副部長、
峯村理事、甲田理事、中村理事

応募小学校	 上田市立本原小学校
	 上田市立丸子北小学校
	 上田市立豊殿小学校
	 上田市立中塩田小学校
	 坂城町立南条小学校
	 上田市立清明小学校
	 上田市立菅平小学校
	 東御市立和小学校
	 長和町立和田小学校
	 千曲市立埴生小学校
	 上田市立南小学校（租税教室実施順）
	 11 小学校　作品総計 508 作品
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○一次審査会
令和 4年 1月 13 日㈭ 11：00
於；上田東急REI ホテル	 参加者 29 名
（上田税務署職員・出田会長・桑原筆頭副会長・
女性部役員・青年部役員並びに租税教室講師）
全作品から選考会への作品を選出
○表彰作品選考会
令和 4年 1月 19 日㈬ 11：00
於；上田高砂殿	 参加者 30 名
（出田会長・桑原筆頭副会長・女性部部員）
女性部長賞（最優秀賞）をはじめ全 22作品を決定
○表彰作品（ポスター）掲示
上田税務署、各商工会議所、各商工会、各参加小
学校、上田市・千曲市・東御市・坂城町・長和町・
青木村の各役所、イオンスタイル上田店、アリオ
上田店、ツルヤ 7店舗に掲示
○表彰式　応募小学校校長室にて実施
感染防止のため表彰訪問は少人数で短時間にて実施

表彰式一覧表
小学校 日程 表彰訪問者 応募数

1 上田市立本原小学校 ３月２日 小林上田税務署長 38
2 東御市立和小学校 ３月７日 出田会長 57
3 上田市立清明小学校 ３月７日 中塚女性部副部長 53
4 坂城町立南条小学校 ３月８日 町田青年部長 50
5 長和町立和田小学校 ３月８日 金井女性部副部長 6
6 上田市立中塩田小学校 ３月９日 窪田直前女性部長 47
7 千曲市立埴生小学校 ３月９日 吉岡女性部副部長 70
8 上田市立南小学校＊ ３月９日 神林女性部長 94
9 上田市立豊殿小学校 ３月11日 神林女性部長 34
10 上田市立丸子北小学校 ３月11日 柳沢女性部副部長 54
11 上田市立菅平小学校 ３月14日 神林女性部長 5

合　計 508
＊印の小学校は、感染拡大により児童面談を控えてい
ただきたいとの要請から表彰状を校長先生にお渡し
し、後日校長先生より表彰
５．地元出身芸術家支援活動（親会主催、女性部共催）
「クリスマスコンサート」
・12 月５日㈰
　14：00 ～ 15：30
　来場者 394 名
・会　場
　サントミューゼ
　大ホール
・出演者
　アンサンブル　

ノワイエ
　　蓬田奈津美（トランペット）
　　町田　莉佳（ピアノ）
　　山本　直哉（サクソフォーン）
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
６．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）本年の担当は上田法人会
令和 4年 1月 26 日㈬　申込応募者 122 名
演　題	「日本の政治は良くなるのか」
講　師	 田﨑　史郎	氏　政治ジャーナリスト
会　場	 サントミューゼ小ホール
新型コロナウイルス感染拡大により中止

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 19 日㈬　15：00 ～ 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）
会員増強動画（県連作成）のリンク掲載
厚生制度推進動画（県連作成）のリンク掲載
開催情報：	 決算説明会、管内横断税務研修会、各

種講演会、生活習慣病予防健診、全法
連税制セミナー、地元出身芸術家支援
活動（クリスマスコンサート）

各種バナーの掲載：	令和 3年度確定申告、自主点検チェッ
クシート、年末調整、ながの結婚支援
センター、インターネットセミナー、セ
ミナーDVD・CDレンタルサービス等

【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４日㈮　16：00 ～　於；ささや
演　題　「スポーツが持つ力」
講　師　野口　京子	氏　公立学校法人長野大学教授
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）
10 月 28 日㈭　15：00 ～　於；上田高砂殿
税務署	 小林署長　荒川副署長　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２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拡大により中止
４．会員親睦ゴルフ大会（厚生委員会主催）
10 月 15 日㈮
於；上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部	 参加者 56名
５．女性部合同研修会
11 月２日㈫
「電車」で行く「栗と北斎と花の町“小布施”散歩」
－鈴花の懐石料理と北斎館見学－	 参加者 36 名

６．東京上田会との交流（青年部主催）
⑴　青年部第 37 回定時総会　　記念講演講師を依頼
新型コロナウイルス感染拡大により定時総会のみ実施
（記念講演並びに懇親会は中止）
東京上田会の皆さんをお招きせず、来賓は税務署・
保険各社の皆さんのみ
⑵　令和 3年「信州うえだ東京の集い」
10 月８日㈮
新型コロナウイルス感染拡大により中止
７．会員親睦ボウリング大会　（厚生委員会主催）
新型コロナウイルス感染拡大により中止

【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・13・14 日（水・木・金・月・火）
　於；上田高砂殿	 受診者　273 名
９月 22・29 日（水・水）
　於；戸倉創造館	 受診者　123 名　計 396 名
第２回
２月 16・17・18 日（水・木・金）



7

　於；上田高砂殿	 受診者　79 名
２月 15 日㈫
　於；戸倉創造館	 受診者　55 名　計 134 名

総計 530 名
昨年度に引き続き受診者が大幅増加
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 5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 25 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の開催
・８月 25 日㈬　新型コロナウイルス感染拡大により延期
・11 月 22 日㈪　於；上田高砂殿
出席者	 委託保険会社支社長、支店長、所長、支店

長補佐　本会から出田会長、副会長、常任
理事、組織委員、厚生委員、青年部役員

	 計 23 名

【その他事項】
１．令和 3年度表彰
６月 15 日
全法連功労者表彰	 上島　秀雄　常任理事
　　　 〃	 小宮山陽一　理事
11 月 12 日
国税庁長官納税表彰	 宮下　幸良　副会長
11 月 24 日
関東信越国税局長納税表彰	 出田　行徳　会長
11 月 24 日
上田税務署長納税表彰	 田口　敬祐　理事
２．優良経理担当者表彰（研修委員会主催）
受賞者 5名
新型コロナウイルス感染防止のため通常総会へ受賞
者をお招きせず、お名前のみを披露
後日、会長が受賞者の会社に出向き表彰
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 3年 4月 1日の会員数の維持
	 純増目標数 30 社
（当会）会員数 3,000 回復	 純増目標数 50 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
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」の運用
	 当年度申請会員 7社

⑷　青年部・女性部の会員数について
3.4.1
会員数

R3 年度
入会者

R3 年度
退会者

4.3.31
会員数

退会者内
の卒業生

青年部 60 3 4 59 4
女性部 366 5 9 362

⑸　年会費未納会員の徴収・活性化活動を推進
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８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　２月 21 日㈪　於；全法連会館
WEB会議にて参加　令和 3年度活動方針
５．「厚生制度創設 50 周年」記念事業
全法連全国厚生委員長会議へ池田厚生委員長出席
３月 23 日㈬　於；グランドプリンスホテル新高輪

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。

◎上田会場
８月10日㈬　サントミューゼ　大スタジオ	 14：00 ～ 15：30
10月３日㈪　サントミューゼ　大スタジオ	 14：00 ～ 15：30

◎戸倉会場
８月３日㈬　千曲市戸倉創造館　3F会議室	 14：00 ～ 15：30
10月13日㈭　千曲市戸倉創造館　小ホール	 14：00 ～ 15：30

◆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ご出席いただけます。
◆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状況によっては中止する場合がございます。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。
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〈事業別〉正味財産増減計算書
（自　令和３年４月１日　　至　令和４年３月 31 日）

【単位＝円】
科　　　　目 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 13,996,500 14,126,000 ▲ 129,500
事業収益 994,090 726,200 267,890
受取補助金等 14,631,740 14,799,400 ▲ 167,660
雑収益 742,333 371,897 370,436

【 経 常 収 益 計 】 30,364,663 30,023,497 341,166
⑵　経常費用
事業費 22,602,987 22,407,234 195,753
（税務支援事業） 996,164 1,341,447 ▲ 345,283
（税の啓発提言事業） 236,188 231,854 4,334
（広報事業） 3,569,091 3,564,210 4,881
（地域社会貢献事業） 1,496,937 1,742,267 ▲ 245,330
（会員支援事業） 2,745,812 2,411,825 333,987
（会員増強事業） 319,967 185,621 134,346
（厚生制度推進事業 ) 87,375 89,575 ▲ 2,200
（事業費共通費用） 13,151,453 12,840,435 311,018
管理費 4,947,562 3,685,759 1,261,803

【 経 常 費 用 計 】 27,550,549 26,092,993 1,457,556
【 当 期 経 常 増 減 額 】 2,814,114 3,930,504 ▲ 1,116,390
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】 2,814,114 3,930,504 ▲ 1,116,390
【 法 人 税 及 び 住 民 税 】 71,000 71,000 0
【当期一般正味財産増減額】 2,743,114 3,859,504 ▲ 1,116,390
【一般正味財産期首残高】 33,706,431 29,846,927 3,859,504
【一般正味財産期末残高】 36,449,545 33,706,431 2,743,114
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 36,449,545 33,706,431 2,743,114
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令和 4 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　インターネットセミナー、研修DVDレンタル
事業の推進
⑹　ホームページを刷新し研修動画配信の推進
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 5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・PET/CT 検診・MRI 人
間ドックの実施

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・関東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 4 年度　収支予算書
（自　令和４年４月１日　　至　令和５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 14,000,000 14,100,000 ▲ 100,000
事業収益 4,750,000 4,550,000 200,000
受取補助金等 14,124,690 14,631,740 ▲ 507,050
雑収益 900,500 950,500 ▲ 50,000

【 経 常 収 益 計 】 33,775,190 34,232,240 ▲ 457,050
⑵　経常費用
事業費 25,642,198 25,752,618 ▲ 110,420
（税務支援事業） 897,000 960,000 ▲ 63,000
（税の啓発提言事業） 776,000 764,000 12,000
（広報事業） 3,770,000 3,722,000 48,000
（地域社会貢献事業） 2,165,500 2,046,500 119,000
（会員支援事業） 4,710,000 4,920,000 ▲ 210,000
（会員増強事業） 360,000 385,000 ▲ 25,000
（厚生制度推進事業 ) 110,000 110,000 0
（事業費共通費用） 12,853,698 12,845,118 8,580
管理費 8,047,302 8,345,882 ▲ 298,580

【 経 常 費 用 計 】 33,689,500 34,098,500 ▲ 409,000
【 当 期 経 常 増 減 額 】 85,690 133,740 ▲ 48,050
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】 85,690 133,740 ▲ 48,050
【 法 人 税 及 び 住 民 税 】 71,000 71,000 0
【当期一般正味財産増減額】 14,690 62,740 ▲ 48,050
【一般正味財産期首残高】 36,449,545 36,386,805 62,740
【一般正味財産期末残高】 36,464,235 36,449,545 14,690
Ⅱ．指定正味財産増減の部
受取補助金等 13,762,200 14,301,200 ▲ 539,000
受取全法連助成金 13,762,200 14,301,200 ▲ 539,000
一般正味財産への振替額 ▲ 13,762,200 ▲ 14,301,200 539,000
一般正味財産への振替額 ▲ 13,762,200 ▲ 14,301,200 539,000

【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 36,464,235 36,449,545 14,690
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一般社団法人移行 10 回記念総会功労者
及び会員増強・厚生制度表彰名簿

（敬称略）

１．一般社団法人移行 10 回記念総会功労者表彰

監　　事	 斉藤　携三	 丸子小諸電気㈱
副 会 長　塩田支部長	 岡田　宝正	 塩田運輸㈲
　 〃 　　上田第5支部長	 工藤　　巖	 ㈲工藤商事
　 〃 　　組織委員長・上田第11支部長	 宮下　幸良	 ㈱幸和建設
常任理事　研修委員長	 滝澤　秀一	 ㈱滝沢歯科器械店
　 〃 　　厚生委員長	 池田　茂三	 ㈲新工
　 〃 　　上田第1支部長	 上島　秀雄	 ㈲上島不動産
　 〃 　　上田第2支部長	 河合　良則	 エムケイ商事㈱
　 〃 　　上田第4支部長	 田中　良男	 ㈴田中紙器製作所
　 〃 　　上田第6支部長	 翠川　和男	 ㈲坂口製作所
　 〃 　　上田第7支部長	 肥田野秀知	 ㈱ひだの

２．会員増強表彰

⑴　団体表彰の部
純増目標達成支部	 上田第2支部・上田第3支部・上田第5支部・
	 上田第9支部・上田第11支部・青木支部
純 増 達 成 支 部	 上田第2支部・上田第3支部・上田第5支部・
	 上田第7支部・上田第9支部・上田第11支部・
	 丸子武石支部・坂城支部・真田支部・塩田支部・
	 青木支部
⑵　個人表彰の部
上田第11支部	 宮下　幸良	 6社
上田第5支部	 工藤　　巖	 3社
更埴支部	 滝沢　秀治	 3社
アフラック代理店	㈱エヌアイ	 西澤　昌彦	 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

　6月 14日㈫ホテルメトロポリタン長野において、（一社）
長野県法人会連合会第 10 回通常総会が行われ、長年の法
人会活動に対し「全法連功労者表彰」の表彰式が行なわれ
次の方々が受賞されました。

全法連功労者表彰（2名）
　上原　昭彦　会計理事（塩田副支部長）
　飯島　幸宏　常任理事（広報委員長）

上原　昭彦 氏 飯島　幸宏 氏

　6月 3日開催の当会第 10 回通常総会において優良経理担当者表彰式が執り行われました。

氏　　名 事業所名 勤続年数 支部名

山田　智昭 オルガン製針㈱ 15年 上田第 5

藤原　里江 信州銘醸㈱ ８年 丸子武石

小倉　元美 信州銘醸㈱ ７年 丸子武石

柳澤　美咲 ㈲炊飯センター柳澤 ５年 丸子武石

宮下　千恵 力石化工㈱ ５年 坂　　城

丸山　好美 ㈱大門製作所 14年 坂　　城

石井　明美 ㈱ハヤカワ冷機システム 21年 川　　西

第45回優良経理担当者表彰名簿（敬称略・順不同）

第 16 回 法人会全国女性フォーラム静岡大会
女性部長　神林まゆみ

　新型コロナウイルス感染症が収まったとは言いづ
らい中でありますので、様々な対策を講じ、32 県連、
約 1,300 名（そのうち長野県からは 12 名）の参加と、
人数を絞っての開催でした。
　第 1 部　記念公演は、俳優の別所	哲也氏でした。
演題は、「ショートフィルムのチカラ ! ～多様性ある
表現発信とメディアリテラシーの創出～」。今、別所
氏が力を入れている国際短編映画祭「アメリカン・
ショートショートフェスティバル」の様々なフィルム
を上映しながら、日本人に足りない「モノガタリ」を
伝えるチカラをつけていく必要があることを力強く伝

　4月14日㈭　静岡県ツインメッセ静岡にて開催され
た第 16回「法人会全国女性フォーラム」に窪田直前部
長と参加させていただきました。
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記念講演
　ご講演をいただきまし
た小林弘憲先生は、シャ
トー・メルシャン社が
2003 年上田市丸子地区
陣場台地にヴィンヤード
を開場し、2019 年椀子
ワイナリーの誕生に当た
り設計・建設から携わら
れ、初代のワイナリー長

としてご活躍されておられます。
　また先生は、1999 年にメルシャン社に入社後、
フランスのボルドー大学やオーストラリアにてワイ
ンの醸造を学ばれて工学博士を取得され、日本醸造
協会技術賞など数々の賞を受賞され、栽培から醸造
まで一貫したワイン造りを探求されています。
　椀子ワイナリーは世界のワイナリーアワード『ワー
ルド・ベスト・ヴィンヤード 2020』にて、世界第 30
位となりベストアジアに選出されています。トップ 50
位以内の選出は日本で初の快挙であります。2021 年
も同コンテストで世界第 33 位（日本で唯一の選出）
に選ばれ、2年連続の受賞はまさに世界に誇れるワイ
ナリーとして高く評価されております。
　講演では、世界に評価されたワイナリーがどのよ
うに作られたか詳しく話していただきました。2000
年頃からシャトー・メルシャン社はブドウ栽培する

圃場を探していました。陣場台地は日当たりの良さ
や雨量の少なさ、排水性・通気性に優れた地域とし
て目を付けたものの、農地は遊休荒廃が進み所有者
も 100 人を超えておりました。しかし地域の皆様と
行政（当初は旧丸子町、その後上田市）の強力なご
協力とご支援をいただきながら、2003 年にヴィン
ヤードを開場して徐々に圃場を拡大していきました。
2019 年に同ワイナリーを構えるとともに、多くの方
から期待される企画を実現できるようになりました。
　現在、同ワイナリーは約 30 ヘクタールの自社管
理畑を有し、メルロー、シャルドネ、シラー、カベ
ルネ・ソーヴィニヨンなどを中心に年間 2万本のワ
インを醸造するようになりました。白いワイナリー
の建物は 360 度ブドウ畑に囲まれて山々の外観と合
わせ絶景が楽しめ、地元の美味しいものとワインを
楽しめるイベントを企画しています。また、栽培や
収穫での作業はスタッフだけでは足りず、地元や
ファンの方々のボランティアに支えられたワイナ
リーであるとの話をお聞かせいただきました。
　今後も、今までと同様に、「地域との共生」・「自
然との共生」・「未来との共生」を目指し、ブドウ栽
培から醸造はもちろん多方面に魅せられるワイナ
リーにしていきたいとの抱負を語られました。醸造
されたワインとともに同ワイナリーの魅力を充分感
じ取ることが出来た講演でありました。

演題	『シャトー・メルシャン椀子ワイナリーについて』
講師	 小林　弘憲　氏
	 シャトー・メルシャン椀子ワイナリー長
	 工学博士

小林　弘憲  氏

えてくださいました。フィルムは、海外や日本の監督
が作った、女性の社会進出に壁となるもの、無意識の
線引き、言葉の暴力、などを扱ったとても考えさせら
れる内容でした。別所氏の言葉「映画は光の絵の具で
できている。泣いたり笑ったりをみんなで分かち合う
ことでうまくいく世の中になってほしい」。まさにそ
の通りですよね。別所氏が登壇した時、「わー。かっ
こいい !」。熱意をもって活動されているそのお姿にま
すます「かっこいい !!」。大人のカッコよさに感服し
た 2時間でした。
　第 2部　大会式典は、昨年より検討を始めた「食品
ロス」に対する取り組みが各地で始められているとい
うことと、租税教育活動など社会貢献活動に今後も取
り組んでいきましょうということを伝えていただきま
した。私たちも、社会貢献活動は今まで通りに、そし

てこれから「食品ロス」についても取り組んでまいり
ましょう。
　第 3部は、足久保太鼓の勇壮な演奏、来年度開催予
定の愛媛の皆さんのアピールタイムと、地元の食材を
使ったお料理やお酒。有意義な 1日を過ごさせていた
だきました。
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令和５年度税制改正要望
一般社団法人　上田法人会

　コロナによるパンデミックの中、日本の財政は健全化の道を大きく外れ、エビデン
スの無い、目先の方策に翻弄され続けています。
　ほとんど消費に回されなかった一人 10 万円の定額給付金、厚労省・内閣府が各々
で行った児童一人当たり 5万円の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金」と 1世帯当たり 10 万円の「子育て世帯への臨時特別給付金」、そして批
判の対象となり結局は白紙化された年金生活者に対しての 5,000 円の給付金。
　ばら撒き政策を検証する間もないまま、更なるばら撒きが続けられています。
　その最たる一例として、感染対策として飲食店をターゲットとして厳しい規制を敷
き、営業損失は協力金・給付金・補助金で補えばいいという政府の政策は、結果とし
て飲食業のみならずそれを取り巻く経済を著しく疲弊させました。
　これらの協力金・給付金・補助金は、言うまでもなく多額の国債の発行そして税金
で賄われています。
　財政健全化のためには、まずはこれらのその場しのぎ的なばら撒きを取り止めるべ
きです。
　その上で借金や増税による安易な歳入の増収を目指すのではなく、歳出にもしっか
りと目を向け、歳出が必要とされる部分を綿密に具体化した上で削減すべきところは
するという、財政一体化改革の基本に立ち返らねばなりません。
　折しも岸田政権は「2025 年プライマリーバランス黒字化」を達成できる目標とし
て維持を表明し、経済成長による歳出の削減に言及しました。
　肝要なのはまさにこの「経済成長による歳出の削減」です。
　経済成長により景気が回復すれば、自然と税収も増えてくるはずです。

　財政健全化に欠かせない消費税に関して、引き続き軽減税率の撤廃を強く求めます。
　軽減税率制度は、中小企業にとって、複雑な事務処理への設備投資、事務作業増加
による人件費の増加等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。
　現行の消費税 10%までは単一税率とすべきです。

法人会の「生活習慣病予防健診」のご案内について
　6 月中旬に 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。

■上田会場　9 月 6 日㈫・7 日㈬・8 日㈭・12 日㈪・13 日㈫
　　　　　　AM8：00 ～ 10：30　上田高砂殿 3F
■千曲会場　9 月 9 日㈮・16 日㈮
　　　　　　AM8：30 ～ 10：30　千曲市戸倉創造館 3F
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令和 4 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24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集ま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いたしました。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
適格請求書等保存方式（インボイス制度）導入に伴
う当会の対応方針の決定
２．税務行政への協力
⑴税務研修会の開催（研修委員会）
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、電子帳簿保
存法研修、年末調整説明
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
「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」「電
子帳簿保存法」の周知
⑷諸会議への出席
上小更埴租税教育推進協議会
	 今年度総会は書面表決
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）　青木支部担当
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

新型コロナウイルス感染拡大により過去 2年中止
今年度公演はコロナ感染状況を注視し再開できる
よう努力する
⑶小学校における租税教育（青年部）
7月から開始
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成と税務署など公共並びに
商業施設への掲示
⑸文化講演会「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）
上田商工会議所との共催（主催を隔年毎に当番制）
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大により中
止となった昨年度に引き続き当会が当番
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
今年度も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
６．ホームページの運用・管理（広報委員会・事務局）
県連事務局機能助成金を活用しホームページのリ
ニューアル
国税庁・全法連・県連作成する無料動画リンクの掲載
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
支部活動費繰越金の増加に伴い、コロナ禍での事業
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活性を依頼
事務局運営規定（当会事務職員就業規則）の全面改訂
８．福利厚生制度の充実
福利厚生制度創設 50 周年記念事業への協力
受託 3社と協力し保険事務手数料収入の増加を図る
９．会員加入勧奨資料（勧奨パンフレット「入会のお
すすめ」）の整備
令和 3年度に「入会のおすすめ」を更新・印刷済
在庫状況を確認しながら更新する
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
（10/21 開催予定、信濃中野法人会当番）
青年部局連合同例会
（9/9 開催予定、長野県法人会連合会が当番）
11．会員増強
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
「新型コロナウイルス感染の影響による会員休会制
度」の利用促進
（令和 2、3年度の利用会員はともに 7社）
（令和4年度の適用は当委員会提言により理事会にて承認）

【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 4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 4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支部に、報奨
金総額 50,000円を均等分割し贈呈
・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、医師等への加入勧奨
・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 4年度は 3年度と同様に「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、6 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
今年度は新型コロナウイルス感染拡大のため 4月の
開催は中止となる
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）」「改正
電子帳簿保存法」等の説明
（インボイス制度の令和 5年 10 月導入を周知）



17

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
（チェックシートのダウンロードリンクを当会ホー
ムページに掲載）
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5年新春講演会の開催（上田商工会議所と共催）
令和 4年講演会が新型コロナウイルス感染拡大のた
め中止となり、引き続き当会が当番
６．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
⑴、⑵ともにバナーを当会ホームページへ掲載
⑶国税庁・全法連・県連作成無料研修動画リンクを
当会ホームページへ掲載

７．会報及びホームページに「◯得情報」を提供
税情報を主体とした経営全般の情報提供
８．優良経理担当者表彰を実施する
	 令和 4年度総会にて
９．各支部及び部会で開催する研修会の支援・協力
10．税務・経営・労務関係図書の紹介・斡旋
	 会報誌に同封
11．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

【税制委員会】
１．令和 5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 5年度税制改正要望作成
令和 4年度通常総会にて承認
令和 4 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 5年度税制改正要望事項の提言（陳情）
	 11 月～ 12 月に行う
陳情先
①管内の 6市町村長と同議会議長
支部長さんに協力依頼
法人市町村民税の標準税率採用の陳情も併せて行う
（特に不採用の上田市・東御市・坂城町に対して）
〈参考〉法人市町村民税の超過課税の現状
	 （法人税割の標準税率 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．「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」及び
「電子帳簿保存法」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
・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．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 13 日㈭
千葉県千葉市　幕張メッセ
９．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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【厚生委員会】

１．令和 4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」の節目の年度
「福利厚生制度創設 50 周年キャンペーン」の推進
協力保険会社 3社と連携推進を図る
①大同生命保険株式会社
②AIG 損害保険株式会社
③アフラック生命保険株式会社
1令和4年度福利厚生制度創設50周年キャンペー
ン目標　615 ポイント

2知り合いの企業経営者を「紹介」する「ビック
ハートネットワーク」への協力

3組織・厚生委員会合同による会員増強施策
	 ……令和 3年度より継続
・組織委員会と連携し、法人会を挙げて新規会
員加入に務める

・協力 3社の推進員・代理店等による新規法人
会員加入の施策
1法人会員加入につき1万円の報奨金（全法連）

4法人会に対する福利厚生制度加入施策
	 ……令和 3年度より継続
令和 2・3・4年度に入会した新入会員が、令和
5年 3 月末までに福利厚生制度に加入した場合
は、1制度あたり 5千円を単位会に支給

３．生活習慣病予防健診　メール便でご案内
第 1回
9月 6・7・8・12・13 日（火・水・木・月・火）
	 上田高砂殿
9月 9・16 日（金・金）	 千曲市戸倉創造館

第 2回　令和 5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）
は補助制度の利用可
４．○ PET/CT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

○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 20 日㈮に実施済
今秋にも実施予定
出会いパーティー（プレミアム恋イベント）の実施
（7月 30 日㈯予定）
６．会員親睦事業の主催と協力
⑴第 26 回マレットゴルフ大会
　９月２日㈮	 女性部と共催
⑵第 36 回ゴルフ大会
　10月12日㈬	 厚生委員会主催
⑶第 6回ボウリング大会
　令和 5年 2月中旬	 厚生委員会主催

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
第144号	 ４月１日発行	 3,500部	 坂城支部
第145号	 ７月１日発行	 3,500部	 戸倉上山田支部
第146号	 10月１日発行	 3,500部	 上田総支部②
第147号	 R5年1月1日発行	 3,500部	 青木支部

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」「電子帳簿保存法」「事業承継税制」
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
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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
ドックの申込書など
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．当法人会ホームページによる広報活動、情報提供
⑴ホームページのリニューアル（県連事務局機能強
化助成金の活用）
⑵ホームページへの情報掲載
・国税庁・全法連・県連作成研修用動画の掲載
・各種バナーの掲載
インターネットセミナー、DVDレンタルサー
ビス、年末調整、自主点検チェックシート、確
定申告、ながの結婚支援センター、新型コロナ
ウイルスに関する対応リンク集　等

・「お知らせ」による開催情報の掲載
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）、各

種総会、理事会、クリーン活動、パントマイム、
結婚無料相談会、地元出身芸術家支援活動等社
会貢献活動　等
・租税教室の活動内容

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広報誌表紙の紹介		場所の選定
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
を依頼

７．協力事業
⑴会員増強支援
・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
・会員加入勧奨資料「上田法人会入会のおすすめ」
パンフレットの整備と更新

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
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 令和 4 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

17	 本会監査会
19	 理事会
20	 無料結婚相談

会

各支部総会

 3	 第10回
	 通常総会
14	 県連総会
	 （長野）
24	 事業推進委員

合同会議

下旬	局連国税局
	 役員協議会

13	 全国大会（千葉） 28	 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
10	 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

 6	 県連委員会
 7	 委員会

 3	 通常総会進行 下旬	支部事務局
	 担当者会議

上旬	委員会

組 織

 7	 県連委員会
14	 委員会

20	 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

 5	 決算説明会
	 （戸倉）	 中止
 6	 決算説明会
	 （上田）	 中止
26	 委員会

19	 県連委員会  3	 優良経理
	 担当者表彰
 8	 決算説明会
	 （戸倉）
 9	 決算説明会
	 （上田）

 3	 決算説明会
	 （戸倉）
10	 決算説明会
	 （上田）

 3	 決算説明会（上田）
13	 決算説明会（戸倉）
26	 横断税務研修会
	 （丸子）
27	 横断税務研修会
	 （戸倉）

 9	 横断税務研修会
	 （上田）
10	 横断税務研修会
	 （上田）
15	 横断税務研修会
	 （東御）

 2	 決算説明会
	 （戸倉）
14	 決算説明会
	 （上田）

26	 新春講演会 上旬	決算説明会
	 （戸倉）
 3	 決算説明会
	 （上田）

税 制

21	 委員会

税制改正要望作成

31	 県連委員会 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

	 県連委員会 下旬	厚生制度連絡
	 協議会

 2	 マレットゴルフ大会
6・7・8・12・13
	 生活習慣病予防

健診（上田）
9・16	生活習慣病予防

健診（千曲）

12	 ゴルフ大会 中旬	会員親睦
	 ボウリング大会
中旬	生活習慣病予防
	 健診
	 （上田・千曲）

下旬	委員会

広 報

 1	 会報144号発行
15	 委員会
	 （145号編集）

17	 県連委員会
18	 会社訪問取材

17	 委員会  1	 会報145号発行
15	 委員会
	 （146号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会  1	 会報146号発行
中旬	委員会
	 （147号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会  1	 広報147号発行
中旬	委員会
	 （148号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会

青 年 部

12	 監査会
12	 役員会

13	 定時総会  1	 部会 29・30	パントマイム
学校公演

（予定）

	 小学校租税教育
研究会（予定）

 9	 局連青年部合同例会
	 （メトロポリタン長野）

25	 全国青年の集い
	 （沖縄）

	 佐久法人会
	 青年部交流会

女 性 部

14	 全国女性フォーラム
静岡大会

19	 監査会
19	 役員会

 3	 定時総会  7	 役員会
14	 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 21	 県連女性部合同
例会（信濃中野）

中旬	文化講演会
（健康セミナー）

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 4 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

17	 本会監査会
19	 理事会
20	 無料結婚相談

会

各支部総会

 3	 第10回
	 通常総会
14	 県連総会
	 （長野）
24	 事業推進委員

合同会議

下旬	局連国税局
	 役員協議会

13	 全国大会（千葉） 28	 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
10	 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

 6	 県連委員会
 7	 委員会

 3	 通常総会進行 下旬	支部事務局
	 担当者会議

上旬	委員会

組 織

 7	 県連委員会
14	 委員会

20	 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

 5	 決算説明会
	 （戸倉）	 中止
 6	 決算説明会
	 （上田）	 中止
26	 委員会

19	 県連委員会  3	 優良経理
	 担当者表彰
 8	 決算説明会
	 （戸倉）
 9	 決算説明会
	 （上田）

 3	 決算説明会
	 （戸倉）
10	 決算説明会
	 （上田）

 3	 決算説明会（上田）
13	 決算説明会（戸倉）
26	 横断税務研修会
	 （丸子）
27	 横断税務研修会
	 （戸倉）

 9	 横断税務研修会
	 （上田）
10	 横断税務研修会
	 （上田）
15	 横断税務研修会
	 （東御）

 2	 決算説明会
	 （戸倉）
14	 決算説明会
	 （上田）

26	 新春講演会 上旬	決算説明会
	 （戸倉）
 3	 決算説明会
	 （上田）

税 制

21	 委員会

税制改正要望作成

31	 県連委員会 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

	 県連委員会 下旬	厚生制度連絡
	 協議会

 2	 マレットゴルフ大会
6・7・8・12・13
	 生活習慣病予防

健診（上田）
9・16	生活習慣病予防

健診（千曲）

12	 ゴルフ大会 中旬	会員親睦
	 ボウリング大会
中旬	生活習慣病予防
	 健診
	 （上田・千曲）

下旬	委員会

広 報

 1	 会報144号発行
15	 委員会
	 （145号編集）

17	 県連委員会
18	 会社訪問取材

17	 委員会  1	 会報145号発行
15	 委員会
	 （146号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会  1	 会報146号発行
中旬	委員会
	 （147号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会  1	 広報147号発行
中旬	委員会
	 （148号編集）

中旬	会社訪問取材 中旬	委員会

青 年 部

12	 監査会
12	 役員会

13	 定時総会  1	 部会 29・30	パントマイム
学校公演

（予定）

	 小学校租税教育
研究会（予定）

 9	 局連青年部合同例会
	 （メトロポリタン長野）

25	 全国青年の集い
	 （沖縄）

	 佐久法人会
	 青年部交流会

女 性 部

14	 全国女性フォーラム
静岡大会

19	 監査会
19	 役員会

 3	 定時総会  7	 役員会
14	 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 21	 県連女性部合同
例会（信濃中野）

中旬	文化講演会
（健康セミナー）

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ございます。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

有限会社 御菓子司 青柳
◦代表取締役　瀬在　敏行

◦所在地　長野県千曲市上徳間2-5
TEL.026-261-0854　FAX.026-261-0855
◦設立　平成16年10月　◦従業員　3名

生菓子から御進物の和菓子を手作りで
　	創業者は大久保  寛さん
　今回のごめんなすっては千曲市上徳間の御菓子司	
青柳様を訪問させていただきました。午前中は仕込み
や来客で忙しいので、比較的空いている時間帯の午後
2時頃にしてほしいとのご要望で伺いましたが、取材
中もお客様が何人も来店され、人気のお店なのだなあ
と感じました。
　青柳様の創業は昭和 50 年 10 月。創業者で現会長の
大久保	寛さん（88 才）は、東京の和菓子店で長年修
業をされ、地元長野市の実家の近くにお店を出そうと
戻ってきました。長野市内は善光寺があり、和菓子店
も多く別の場所を探していたところ、和菓子店が少な

く、温泉があり国道 18号線沿いならばお客も多いので
はないかと埴科郡戸倉町（現在の千曲市）の地に「御
菓子司	青柳」を開業しました。

　	会長との出会いはお父様
　会長がご高齢になられて、和菓子一筋の味、技を伝
承するべく後継者を模索していたところ、長年の友人
である千曲農産加工株式会社社長、瀬在敏行さんの娘、
瀬在優子さんがお菓子作りに興味があり、管理栄養
士の資格もあるとの事で同店に入ることになりました。
入るにあたり、会長から、優子さんは知識はあるので
すぐに現場に入った方が良いといわれ、和菓子作りの

会社訪問	···········vol.113
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◦優子さん ◦ご主人
　忠浩さん

◦さんちょ
　全国菓子大博覧会　茶道家元賞

◦あんずの都
　全国菓子博大賞

◦取材班に説明する優子さん（左から3人目）

◦どら焼きを作っている
　ご主人◦和菓子の説明をする優子さん

修行に入られました。1年間程は長野市の「旬彩菓たむら」
でも修業に励んだそうです。お店も手狭であったため、
平成の大合併での“千曲市”誕生を機に平成16年 10月、
会社組織「有限会社	御菓子司	青柳」に改め、現在の場
所へ新店舗を開店されました。看板の題字は優子さんの
おばあさまが心をこめて書いてくださったものです。

　	納得の味まで 10 年
　現在にいたるまで会長に伝授いただきながら、形は
できても、生地のかげん、味の深みがわかるまでに 10
年程はかかったそうです。和菓子は「餡

あん

子
こ

」が命、そ
して水も大事で、現在も井戸水を使用しています。10
年位前から優子さんの御主人も手伝ってくれるように
なり、二人で手作りの和菓子を提供されています。
　地元に貢献、納税という趣旨の八の日会の広告で月
に 1度、その日限定の八の日餅を生地と餡

あん

をいろいろ
と考え販売されています。

　	全国菓子大博覧会で 3 つの賞の受賞
　4年に 1度の全国菓子大博覧会で 3つの賞を受賞さ
れています。最初に菓子博大賞を受賞された「あんず
の都」は、桃山の黄味餡の中に千曲市特産の蜜漬け杏
が入っています。大博覧会で裏千家家元より茶道家元
賞をいただいた「さんちょ」は、胡桃と山芋を使って
焼きあげ、和三盆糖で包んだお菓子です。また「花味
あんず」は功労賞を受賞されました。
　コロナの影響もあり、売上が減少しましたが、今後SNS
を利用しながら伝承の味を説明して広報に努めたいと
おっしゃっています。3度の受賞は会長のアイデアなので、
今度は自分で一から作ったもので、長く食べていただける
ものを作りたいと、新商品の開発に日々努力されています。
　子供からお年寄まで老若男女問わず、お客様が美味
しいと通ってくださる事を願いながら、これからも昼
夜を問わず夫婦二人三脚で頑張っていかれることで
しょう。	 （広報委員　吉岡みち子）

◦
社
訓
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インボイス制度説明会のご案内インボイス制度説明会のご案内
　事業者の皆様に、インボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度の開始
に向けて必要な準備を進めていただくため、インボイス制度説明会を開催しますので、是非
ご参加ください。

【説明会の主な内容】
・インボイス制度の概要
・売手側、買手側のインボイス発行（受領）の注意点
・登録申請の方法等

【説明会の日程】
開催日時 開　催　場　所 定　員 お問合せ先

令和 4年 8月 9日
10時 00分～

11時 00分

上田税務署
（別館 2階会議室）
上田市中央西 2丁目 6-22

20 名
令和 4年 8月 5日㈮まで
にお電話で登録願います。

上田税務署
法人課税第一部門
TEL.0268-21-0440
（ダイヤルイン）

令和 4年 8月 9日
14時 00分～

15時 00分

上田税務署
（別館 2階会議室）
上田市中央西 2丁目 6-22

20 名
令和 4年 8月 5日㈮まで
にお電話で登録願います。

上田税務署
法人課税第一部門
TEL.0268-21-0440
（ダイヤルイン）

令和 4年 9月 8日
10時 00分～

11時 00分

上田税務署
（別館 2階会議室）
上田市中央西 2丁目 6-22

20 名
令和 4年 9月 6日㈫まで
にお電話で登録願います。

上田税務署
法人課税第一部門
TEL.0268-21-0440
（ダイヤルイン）

令和 4年 9月 8日
14時 00分～

15時 00分

上田税務署
（別館 2階会議室）
上田市中央西 2丁目 6-22

20 名
令和 4年 9月 6日㈫まで
にお電話で登録願います。

上田税務署
法人課税第一部門
TEL.0268-21-0440
（ダイヤルイン）

○新型コロナウイルス感染症等の感染拡大状況によっては、開催を中止する場合がございますので、あ
らかじめご了承ください。

○駐車場に限りがありますので、公共交通機関の利用など車での来場はご遠慮ください。

参 加 無 料
事前登録制

　軽減税率制度及びインボイス制度に関する情報については、国税庁
ホームページ（https://www.nta.go.jp）の「消費税のインボイス制度」
をご覧ください。

特設サイトへ

上田税務署
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お盆飾り
　暑さ真っ盛りの中で迎えるのが「お盆」です。
地域によって日程の違いはあるものの 8月 13日
が盆入り、16日が盆明けという地域が多いので
はないでしょうか ?　そんなお盆のときに昔よく
見かけた、きゅうりやなすの飾りもの。あれは一
体何なのか……と思っている人もいるのでは ?
野菜にわりばしを刺して、まるで動物のような形
をしたものですがどうして、このような物がつく
られるようになったのでしょうか。お盆に欠かせ
ない「精霊馬」とは。

【精霊馬（しょうりょううま）とは】
　なすやきゅうりに割りばしが刺さった不思議な
形の飾り物……。みなさん一度は目にしたことが
あるのではないでしょうか ?　先祖を迎え入れる
大事な行事であるのにもかかわらず、少し愉快な
形ではありますが……。このお供え物は「精霊馬
（しょうりょううま）」と呼ばれるもの。実はこの不
思議な形の精霊馬、ちゃんと意味があったのです。

　お盆は、亡く
なった先祖や家
族を一定の期間
だけ、この世に
連れ戻すという
もの。限られた
期間ですから、

できるだけご先祖様には長くこの世にいてほしい
と思うのが親族の願いでしょう。
　先祖をこの世に迎える「迎え盆」の際には早く
呼び寄せるため、足の速い「馬」に見立てた「きゅ
うり」を、あの世にお見送りする「送り盆」の際
にはゆっくり帰ってもらうため、足の遅い「牛」
に見立てた「なす」を飾るということなのです。
地域によって異なる場合もあるようですが、不思
議な形の精霊馬にはしっかり意味があったのです。

季節の花コーナー
【なぜ、「きゅうり」と「なす」なのか ?】
　馬のようにすらりとした形の野菜も、牛のよう
にどっしりとした形の野菜なら、他にもあるのに
……と思った方もいるのでは ?　きゅうりもなす
もご存じのとおり、夏の野菜ですよね。しかも、
これらの野菜は全国各区で収穫することができる
定番野菜です。
　旬のおいいしいものをお供えするという意味で、
もともとはきゅうり、なすがそのままお供えされて
いたともいいます。一体いつから、精霊馬の形と
してお供えされていたかは不明。にもかかわらず、
これだけ全国区に広まっているということは、きゅ
うりとなすがどこでも食べられる野菜だからとい
うことも理由のひとつになっているのでしょう。
　ちなみに、沖縄では「さとうきび」がお盆のお供
え物として出てくるのだとか。こちらは、送り盆の
際、先祖が帰るときに使う「杖」に見立てているよ
うです。さらに工夫をこらしたものだと、とうもろ
こしやゴーヤなんてものもあるとか……。いずれに
しても、旬野菜というのがポイントのようですね。

【お盆が過ぎたから食べちゃおうは、NGです !】
　お盆が過ぎたら、精霊馬として使ったなすや
きゅうりはどのようにすればよいのでしょうか ?　
もったいないから食べてもいいんじゃないか……
と考える人もいるかもしれませんが、それはNG
です !　ご先祖様が乗ったものですし、ふだんの
お供え物とも少し意味合いが違います。もったい
ないといっても、食べるのはよろしくないとされ
ています。
　ひと昔前であれば、燃やす、川に流すというの
がよしとされていましたが、今の時代なかなか庭
で燃やすなんてこともできないでしょう。ですが、
そのまま捨てるのも縁起が悪いもの。精霊馬とし
て使った野菜は半紙などにくるんで、塩で清めて
から捨てるのがよいといわれています。
　一見、こっけいにも見えるなすときゅうりでで
きた精霊馬。ですが、馬や牛に見立てたその形は
ご先祖様を思う親族の優しさの表れといえますね。
最近では見慣れなくなった精霊馬ですが見かけた
ら、先祖や亡くなった家族に思いを馳せてみてく
ださいね。� （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

お見合いパーティー

　法人会の皆さんこんにちは !
　ながの結婚支援センター溝端です。

　ウイズコロナお見合いパーティーが上田にて開催さ
れます。コロナ禍により、約 2年 2ヶ月の間イベントの
開催が難しい状態が続きましたがようやく再開します。
　参加者を大募集しますので、法人会の皆様にはお声
掛けをお願いします。

　イベント詳細は、「ながの結婚支援センター」のホー
ムページ内「イベント情報」をご覧いただきお申し込
みください。（お問い合わせは、下欄の（一社）長野
県法人会連合会または㈱ファインまで）
　参加者の皆様にはリラックスして楽しんでいただ
き、カップルがたくさん誕生する婚活パーティーとな
りますよう司会者として頑張ります。

■最近の婚活事情
　間もなく還暦になろうとする女性が、もう一度幸せ
になりたいとの思いで会員登録をしてお見合いをする
シニア婚が全国的に活発な傾向にあります。長野県内
でも、会員登録をして、自分のペースで婚活活動する
男女も右肩上がりで増えています。

　ながの結婚支援センターは、引き続き皆様を応援し
て参りますので宜しくお願いいたします。

主　　催	 一般社団法人　長野県法人会連合会
	 ながの結婚支援センター
日　　時	 2022年７月30日㈯　18：00 ～ 20：30
場　　所	 上田東急 REI ホテル
対 象 者	 25 才以上 45 才までの独身男女
参加費用	 男性 6,500 円　女性 4,500 円
	 （当日払い・飲食代金含む）
受付終了日	 2022 年 7 月 15 日㈮

主催：（一社）長野県法人会連合会
　　　TEL：026-227-0031

受託会社：（株）ファイン
TEL：0268-23-8460



28

AIG 損害保険株式会社	長野支店長		西村　徹也
　皆様初めまして。AIG 損害保険の西村徹也でございます。4月 1日に長野支店長
として着任致しました。
　簡単なプロフィールですが、1996年にAIU 保険会社へ入社して以来営業畑一筋
でやってまいりました。また法人会様とも密接に業務推進させていただいてきました。
長野支店に赴任して約3ヶ月経ちましたが、公私ともに大変満喫しております。
　今後は一般社団法人上田法人会様の会員増強及び弊社ビジネスガードの加入率アッ
プに少しでも貢献したいと存じます。小職及び弊社貴会推進担当を何卒宜しくお願い
致します。

新任のごあいさつ新任のごあいさつ

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。

New FaceNew FaceNew Face
新新入入会会員員ＰＰＲＲココーーナナーー# 17

筒けん販売  株式会社 筒けん

〒386-0042　上田市上塩尻207
TEL.0268-75-7024　FAX.0268-75-2488
E-mail: tsutsuken.offi  cial@gmail.com　URL https://tsutsu-ken.com

けん玉よりも簡単に技ができる !

　上田市発祥のニュースポーツ「筒けん」。
教育施設、スポーツ施設、高齢者施設など
で続々採用中 !　ワークショップや指導な
ど、お問い合わせください。

〒386-0016　長野県上田市国分1-1-9
TEL.0268-24-4300　FAX.0268-24-4136
URL https://www.itoh.co.jp

システム機器・オフィス用品の専門商社として、あらゆる
商品をお客様のご要望に合わせて提案・販売しています。

情報関連機器

株式会社 いとう 上田支店
中小企業の活用アドバイザ
事業内容
■オフィス機器とオフィスワークソリューション、セキュリティー機器
■土木測量設計建設建築業様向け機器及び専用システム
■各種保守サービス

理美容業 FOREST
ヘアー&エステサロン

〒386-0155上田市蒼久保1181-18
TEL.0268-35-0281

営業時間 /AM9：00～PM18：30
定 休 日 / 毎週月曜、第１火曜、第３日曜

令和４年３月より移転し、
新たにスタート致しました。
皆様のお越しをお待ちしております。

印刷業 印刷ショップ　寺沢印刷
各種印刷承ります

チラシ
単色・カラー、デザインから

封 筒
各種サイズ

名刺・ハガキ
個人・会社用、同級会等

伝 票
納品・請求書、領収書等

〒387-0023　千曲市大字八幡2069-7
TEL.026-272-3121　FAX.026-272-7013
E-mail: terasawap@scv-net.ne.jp
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〒389-0805 長野県千曲市大字上徳間 739-1
 TEL.026-276-4080 ㈹
 FAX.026-276-4033
 E-mail: info@mp-package.co.jp

良い環境で
New Packaging 認証・登録番号0000916

ISO 9001
JIS Q 9001 CM 004

金物綜合専門店
◎刃物は日本一流の
　職人の協力店です。
◎困った時のプロショップ
　ナベタです。

リビングポート

（鍋太金物店）0
フリーダイヤル
120-12-6200　☎

（戸倉大西線通り）
026-275-2900

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 5 支部 ㈱筒けん
清　水　　　悟

上田市上塩尻 207
℡ 0268-75-7024

筒けんの
製造・販売 本会事務局

第 9 支部 ㈱龍田通商
宮　下　　　強

上田市古里 42-25
℡ 0268-55-7569

トラック
外装パーツ 本会事務局

更埴支部 ウィッシュホーム㈱
芝波田　政　之

千曲市杭瀬下 1-12
℡ 026-273-0111 建設業 AIG 損保㈱代理店

勝山保険事務所

更埴支部 ㈲新世紀
西野入　　　潤

千曲市屋代 1435-1
℡ 026-272-7235 建築業 大同生命保険㈱

戸倉上山田
支部

㈱晴れる宿
的　場　弘　明

千曲市上山田温泉 2-29-9
℡ 026-275-1201 旅館業 上山田温泉㈱

東御支部 ㈱長門
栗　橋　正　明

東御市和 2110-1
℡ 0268-75-1080 建設・運送 大同生命保険㈱

東御支部 恩田金属工業㈱
池　田　健　作

東御市和 901-1
℡ 0268-35-3711 プレス製品 AIG 損保㈱代理店

㈱宮崎保険サービス

真田支部 住まいるサカモト（同）
坂　本　晃　一

上田市真田町長 2115-1
℡ 0268-72-1578 建設業 眞田陸送㈱

長和支部 ㈱ながと興業
橋　詰　由佳梨

小県郡長和町長久保 473-1
℡ 0268-68-2517

一般廃棄物
収集運搬

AIG 損保㈱代理店
㈲ウイル

塩田支部 ㈱ワイエムメタル
横　谷　英　樹

上田市舞田 835-1
℡ 0268-71-0595 機械板金 ㈲新工
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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10日	 第 7 支部理事会　ささや
３月17日	 第 2 支部理事会　一貫茶屋
４月８日	 第 10 支部役員会　café	and	bar	LIFE
４月８日	 女性部幹事会　ささや
５月９日	 第 10 支部役員会　華龍しゃぶしゃぶ店
５月11日	 上田総支部例会　上田高砂殿
５月25日	 第 4 支部理事会　こいど
〔研修会〕
５月11日	 上田総支部研修会　　　出席者 21 名
　テーマ　「美しき和菓子の世界」
　講　師　㈲千野菓子店　代表取締役　千野　雅芳	氏

　更埴支部―――
〔会　議〕
４月７日	 女性部役員会　千曲商工会議所
５月23日	 役員会　千曲商工会議所
	 	 通常総会（書面決議）

　丸子武石支部―――
〔会　議〕
５月13日	 監査会・役員会　上田市商工会
	 	 通常総会（書面決議）

　坂城支部―――
〔会　議〕
４月27日	 監査会・役員会　坂城町商工会館
５月24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11日	 支部役員・女性部役員合同役員会
　戸倉上山田商工会本所
４月25日	 三役会議　戸倉上山田商工会本所
	 通常総会（書面決議）

　東御支部―――
〔会　議〕
４月20日	 監査会・三役会・役員会　田中公民館
５月20日	 通常総会　田中公民館

　真田支部―――
〔会　議〕
４月26日	 監査会・役員会　真田町商工会館
	 	 通常総会（書面決議）

　長和支部―――
〔会　議〕
５月16日	 監査会・役員会　長和町商工会館
	 	 通常総会（書面決議）

　塩田支部―――
〔会　議〕
３月14日	 定例役員会　塩田公民館
４月13日	 女性部役員会　塩田公民館
４月18日	 支部監査会・定例役員会　塩田公民館
４月21日	 女性部監査会　塩田公民館
５月13日	 女性部役員会　塩田公民館
	 	 通常総会（書面決議）
	 	 女性部通常総会（書面決議）
〔研修会〕
３月18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〕
４月22日	 監査会　川西公民館
４月25日	 役員会（書面決議）
	 	 定期総会（書面決議）

　青木支部―――
〔会　議〕
４月21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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日誌　3・4・5月

　	 編集後記

　いつも「うえだ法人」をお読みいただきありがとうございます。
　年4回、この「うえだ法人」を発行するのが、私たち広報委員
会の主な仕事です。発行の前月には校正、その前の月は「ごめんな
すって」の取材、そして発行後には次の紙面の準備等、毎月なにか
しらの活動がありなかなか忙しい委員会です。
　そんな委員会を支えて下さっているのが、女性委員の皆さんで
す。委員21名中 6名と数は少ないものの、会議への出席率は高
く、原稿も快く執筆して下さる頼もしい存在で委員長の私は大助か
り。上田法人会女性部の規模や活動は全国屈指とお聞きしましたが、
何とも心強い限りです。
　今後とも会員の皆様に喜んでいただける紙面作りをしていく所存
です。ご愛読いただければ幸いです。	（広報委員長　飯島　幸宏）

表紙の言葉
智　識　寺

（千曲市）
　智識寺は戸倉上山田温泉街から約 2キロ、長野
県千曲市上山田地区にある小さなお寺です。近年、
紫陽花が綺麗なお寺として知られ、沢山の方が参
拝に訪れています。智識寺は真言宗智山（ちざん）
派のお寺。室町時代末期の建造で、「大御堂（お
おみどう）」と大御堂内にある「十一面観音菩薩
立像」が国指定重要文化財に指定されています。
　開創は定かではありませんが、天平年間（729
～ 748）、聖武天皇の勅願により冠着山（かむり
きやま）麓に建立されたといわれます。現在の場
所に移ったのは慶長 10（1605）年です。
　智識寺のトレードマークは、立派な茅葺き屋根。
そして春には桜、夏は紫陽花、秋には紅葉と四季
折々の景観をお楽しみいただけます。限定の御朱
印を手に入れることができる「特別拝観プラン」
も通年行っておりますので、お好みの季節にぜひ
千曲市へお越しください。

３月２日	「絵はがきコンクール」表彰式
　上田市立本原小学校
３月７日	「絵はがきコンクール」表彰式
　東御市立和小学校
３月８日	「絵はがきコンクール」表彰式
　坂城町立南条小学校
３月９日	「絵はがきコンクール」表彰式
　上田市立中塩田小学校
３月９日	「絵はがきコンクール」表彰式
　千曲市立埴生小学校
３月９日	「絵はがきコンクール」表彰式
　上田市立南小学校
３月10日	 県連「厚生委員会」　ホテルブエナビスタ
　池田委員長・金井事務局長出席
３月11日	「絵はがきコンクール」表彰式
　上田市立豊殿小学校
３月11日	「絵はがきコンクール」表彰式
　上田市立丸子北小学校
３月14日	「絵はがきコンクール」表彰式
　上田市立菅平小学校
３月16日	 広報委員会　上田東急REI ホテル
３月17日	 県連「事務局長会議」
　金井事務局長出席　　ホテルブエナビスタ
３月18日	 県連「青年部連絡協議会」
　町田部長出席　　ホテルメトロポリタン長野
３月23日	 全法連「全国厚生委員長会議」
　池田委員長出席　グランドプリンスホテル新高輪
　国際パミール館
３月24日	 正副会長会・理事会　ささや
３月29日	 厚生委員会　香青軒

４月５・６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６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７日	 総務企画委員会　上田高砂殿
４月７日	 県連「組織委員会」
　宮下委員長出席　ホテルブエナビスタ
４月12日	 青年部監査会・役員会　香青軒
４月14日	 組織委員会　ささや
４月14日	 第 16 回	全国女性フォーラム	静岡大会
　神林部長、窪田直前部長出席　ツインメッセ静岡
４月15日	 広報委員会　ささや
４月19日	 女性部監査会・役員会　上田高砂殿
４月21日	 税制委員会　ささや
４月26日	 研修委員会　上田高砂殿
５月13日	 青年部定時総会　香青軒
５月17日	 本会監査会　上田商工会議所
５月17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18日	 広報委員会　“ごめんなすって”取材
　担　当：戸倉上山田支部
　取材先：㈲御菓子司「青柳」
５月19日	 本会理事会　上田高砂殿
５月20日	 県連「ながの結婚支援センター」
　「無料ハイブリッド結婚相談会」　上田商工会議所
　コーディネーター　溝端　勇二	氏
5月31日	 県連「税制委員会」　ホテルブエナビスタ
　和田委員長　リモート参加


