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公益社団法人今治法人会　会長　菅
かん

　　　道
みち

　男
お

　

ご　挨　拶

　暑中お見舞い申し上げます。
　平素は、会員の皆さま、税務ご当局ならびに関係団体の皆さま方には格別のご支
援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　日本銀行の経済・物価動向の展望によれば、先行きの日本経済はウクライナ情勢
等を受けた資源価格上昇による下押し圧力を受けるものの、新型コロナウイルス感

染症や供給制約の影響が和らぐもとで、外需の増加や緩和的な金融環境、政府の経済対策の効果にも支え
られて、回復していくとされています。
　当地今治においても、感染対策と社会経済活動を両立させる動きが出てきております。今年は、中止と
なっていた「おんまく」、「サイクリングしまなみ」が実施されることが決定しており、また、今治港開港
100周年、今治商工会議所創立120周年に関連する行事もいろいろ予定されていることから、少しでも地域
が活性化していくことを期待したいと思います。
　さて、法人会は「税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援し、地域振興に寄与し、国と社会
の発展に貢献する経営者の団体である」という基本理念のもと、各種税務研修会や租税教室、税に関する
作文事業、税制提言などの「税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業」、税を考える
週間講演会、経理担当者養成講座などの「地域企業の健全な発展と地域社会への貢献を目的とする事業」
および「会員の交流と会員の福利厚生等に資する事業」を実施しております。今後も、税務ご当局はもと
より、経済団体・納税団体の皆さまと共に活動し、地域の振興と会員企業の発展にいささかでもお役に立
てるよう事業を進めていきたいと考えております。
　結びに、会員企業さまをはじめ、地域の皆さま方のご健勝とご繁栄を祈念いたしますとともに、今後も
今治法人会の活動に一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げまして、暑中のご挨拶とさせて
いただきます。

今治税務署長　高
たか

　尾
お

　康
やす

　則
のり

　

ご　挨　拶

　この度の定期人事異動により、今治税務署長を拝命いたしました高尾でございます。
　今治法人会の皆様方には、平素から税務行政の円滑な運営に深い御理解と多大な
御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　今治法人会におかれましては「税のオピニオンリーダー」として、税知識の普及
や納税意識の高揚を図るための啓発活動とともに、地域に密着した社会貢献活動に
も取り組まれ、着実に成果を上げておられます。これもひとえに、菅会長をはじめ

役員の皆様方の御尽力と、会員各位のたゆみない御努力のたまものと深く敬意を表する次第であります。
　さて、ご承知のとおり、消費税のインボイス制度が令和５年10月に導入されることから、適格請求書
発行事業者の登録申請の受付を行っております。
　さらには、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度につきまして、帳簿書類の保存義務者は、
少なくとも令和６年１月以降に行う電子取引については、適切に電子データを保存する必要があることか
ら、各保存義務者において必要な準備を計画的に進めていただくよう周知しているところです。
　これまで、署主催説明会や講師派遣など、制度の周知広報を積極的に実施してきたところですが、適格
請求書発行事業者の登録申請数が法人をはじめとした事業者のごく一部にとどまっているというのが実情
です。原則的な提出期限である令和５年３月が近づくにつれて、申請が増加することが予想され、今まで
以上に申請から登録通知までに時間を要することが想定されます。登録を予定されている事業者の方には、
制度開始に向けた準備をスムーズに進めていただくためにも、e-Tax を通じて早めの申請を行っていただ
きますよう、お願い申し上げます。
　また、新型コロナウイルス感染症を機に、行政全体でもデジタル化を進めることの重要性が再認識され、
国税当局におきましても ICT の活用による「納税者の利便性の向上」と「調査・徴収の効率化・高度化」
など、スマート税務行政に進化していくことが示されており、税務署では、e-Tax や eLTAX、キャッシ
ュレス納付など、ICT を活用した申告・納税の利用を積極的に推進しておりますので、ぜひ御利用をい
ただきますようお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、今治法人会の益々の御発展と会員皆様方の御健勝並びに新型コロナウイルス感染
症の一日も早い収束を心から祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。 
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（公社）今治法人会　第10回通常総会　報告
　公益社団法人今治法人会第10回通常総会が令和４年５月26日（木）午後４時から今治国際ホテルに
て開催されました。
　今年度も、昨年と同様、新型コロナウイルス感染症の影響により、今治税務署長をはじめとする
ご来賓をお呼びせず、総会後の功労者表彰式・交流会を中止、少人数、短時間、座席の間隔を十分
空ける等、感染防止対策をとり、例年より縮小した規模での開催となりました。
　第１号議題として令和３年度計算書類承認の件が全員一致で承認されました。その後、理事会承
認事項として、令和３年度事業報告及び令和４年度事業計画、令和４年度収支予算について報告の
後、下記のとおり令和３年度功労者のお名前をご披露し、約35分で通常総会は終了しました。
　公益社団法人今治法人会は、納税協力団体として、
　１．税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業
　２．地域企業の健全な発展と地域社会への貢献を目的とする事業
　３．会員の交流と会員の福利厚生に資する事業
　を実施しております。

令和３年度功労者　受彰者芳名簿

一、会員増強功労者感謝状
　　金融機関表彰　６ヵ店　様
　　　株式会社伊予銀行
　　　　今治支店・日吉支店・波止浜支店
　　　株式会社愛媛銀行　今治支店
　　　愛媛信用金庫
　　　　今治支店・常盤町支店

二、今治法人会運営功労者表彰状
　　青鬼運送株式会社　　　青野多賀乃　様
　　株式会社ホンダカーズ今治東
　　　　　　　　　　　　　鴨川　安宏　様
　　株式会社アリスタ・木曽　野間　照博　様
　　四国溶材商事株式会社　村上　周子　様

三、租税教育推進功労者表彰状
　◇メイン講師を通年で５回以上実施
　　三和商事株式会社　　　村上　晶子　様
　　株式会社ヘイワード　　大澤匠之輔　様
　　第一印刷株式会社　　　西原孝太郎　様
　　株式会社ワシ屋グループ　村上健太郎　様

　◇今年度租税教室５回以上参加

四、福利厚生制度推進功労者感謝状　
　　大同生命保険株式会社（推進員）
　　　銀賞　　　　　　　　柳原ゆかり　様
　　　銀賞　　　　　　　　和田みゆき　様
　　　銀賞　　　　　　　　大村　優子　様
　　　銀賞　　　　　　　　背古　眞澄　様
　　　銀賞　　　　　　　　堅田　　玄　様

　　ＡＩＧ損害保険株式会社（代理店・推進員）
　　　銀賞　　　　　　　　原田　友二　様
　　　銅賞　　　　株式会社ヘイワード　様

法人会活動報告

（�新型コロナウイルス感染症の拡大防止で参加人
数を絞ったため、今年度は表彰対象としない）
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（公社）今治法人会　第10回通常総会　報告
正味財産増減計算書

（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）
（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
（１）経常収益
　　基本財産運用益 110 790 △ 680
　　特定資産運用益 133 629 △ 496
　　受取会費 12,214,500 12,113,000 101,500
　　事業収益 246,036 319,500 △ 73,464
　　受取補助金等 11,386,628 12,053,710 △ 667,082
　　受取負担金 180,000 459,000 △ 279,000
　　雑収益 212,406 368,367 △ 155,961
　　　経常収益計 24,239,813 25,314,996 △ 1,075,183
（２）経常費用
　　事業費 21,950,815 21,564,197 386,618
　　（税知識普及事業） 1,847,068 2,266,539 △ 419,471
　　（納税意識高揚事業） 3,006,922 4,747,971 △ 1,741,049
　　（税制提言事業） 235,022 48,276 186,746
　　（地域企業発展事業） 2,528,840 1,532,832 996,008
　　（社会貢献事業） 1,615,650 110,000 1,505,650
　　（会員交流事業） 972,569 1,159,636 △ 187,067

　　　共通経費 11,744,744 11,698,943 45,801

　　管理費 2,865,389 2,870,299 △ 4,910
　　　　　　　経常費用計 24,816,204 24,434,496 381,708
　　　評価損益等調整前当期経常増減額 △ 576,391 880,500 △ 1,456,891
　　　評価損益等計 0 0 0
　　　当期経常増減額 △ 576,391 880,500 △ 1,456,891
２．経常外増減の部
（１）経常外収益
　　　　　　　経常外収益計 0 0 0
（２）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
　　　当期一般正味財産増減額 △ 576,391 880,500 △ 1,456,891
　　　一般正味財産期首残高 26,248,654 25,368,154 880,500
　　　一般正味財産期末残高 25,672,263 26,248,654 △ 576,391
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　受取全法連助成金 10,679,800 11,038,500 △ 358,700
　　　一般正味財産への振替額 △ 10,679,800 △ 11,038,500 358,700
　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ　基金増減の部
　　　当期基金増減額 0 0 0
　　　基金期首残高 0 0 0
　　　基金期末残高 0 0 0
Ⅳ　正味財産期末残高 25,672,263 26,248,654 △ 576,391
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令和４年度　事業計画

〈事業目的〉
　公益社団法人として、税知識の普及・納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、
もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域
企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

〈事業内容〉
１．税知識の普及を目的とする事業
　［１］
　　　（１）決算期別研修会（自主点検チェックシートの活用を推進する）
　　　（２）新設法人研修会
　　　（３）年末調整説明会
　　　（４）ｅ−Ｔａｘ・ｅＬ−ＴＡＸ研修会（決算期別研修会等で説明）
　　　（５）青年部会主催税務研修会
　　　（６）女性部会主催税務研修会
　　　（７）租税教室事業・・・小学校・中学校・高等学校など

２．納税意識の高揚を目的とする事業
　［１］
　　　（１）「税を考える週間」広報活動（期間中に広報用チラシを配布する）
　［２］
　　　（１）ホームページ並びに広報誌等による税情報の発信（税制改正などの発信）
　　　（２）新成人への税の資料配布
　　　（３）確定申告の広報活動（花のプランター贈呈）
　［３］
　　　（１）小学生の税の作文
　［４］
　　　（１）親子税金教室（表彰式及びイベントを含む）

３．税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
　［１］
　　　（１）税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出
　［２］
　　　（１）税制アンケート
　［３］
　　　（１）全国青年の集い
　　　（２）全国女性フォーラム
　　　（３）税務研究会
　　　（４）税務署・納税団体等との意見交換会

税に関する研修・指導・講演会等

税に関する広報事業

ホームページ並びに広報誌等による税情報の発信

税に関する表彰事業

税知識の育成事業等

法人会全国大会及び税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出

税に関する調査等

その他税に関する啓発事業等

（公社）今治法人会　第10回通常総会　報告
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（公社）今治法人会　第10回通常総会　報告

４．地域企業の健全な発展に資する事業
　［１］
　　　（１）パソコン教室
　　　（２）経済・経営・文化講演会
　　　（３）経理担当者養成講座
　　　（４）ビジネススキル研修会
　　　（５）簿記講座
　　　（６）経営者自己啓発セミナー
　　　（７）インターネットセミナー
　［２］
　　　（１）経営支援相談会
　［３］
　　　（１）今治地域企業調査事業

５．地域社会への貢献を目的とする事業
　［１］
　　　（１）税を考える週間講演会（今治間税会との共催事業）
　［２］
　　　（１）地域イベントへの参加
　　　（２）花と緑と光の会事業（今治商工会議所・今治経済研究会との青年部会共催事業）

６．会員の交流と会員の福利厚生に資する事業（共益事業）
　　　（１）会員交流会（総会・新規加入先）
　　　（２）部会交流会　　　青年部会・女性部会共に交流会を実施する。
　　　（３）委員会懇親会　　委員相互の交流を目的として実施する。
　　　（４）役員懇親会　　　役員の懇親会として、理事会等の後に開催する。
　　　（５）部会研修旅行（女性部会・青年部会）
　　　（６）各種融資制度の普及（案内・周知）
　　　（７）経営効率化事業の推進（インターネットバンキング等の案内・周知）
　　　（８）経営者大型保障制度の普及推進（案内・周知）
　　　（９）ビジネスガードシリーズの普及推進（案内・周知）
　　　（10）がん保険・医療保険制度の普及推進（案内・周知）
　　　（11）貸倒保証制度（取引信用保険）の普及推進（案内・周知）
　　　（12）会報誌発行事業

※�通常総会で報告しました理事会承認事項「令和４年度収支予算書」につきましては、公益社団
法人今治法人会のホームページ　情報公開欄に掲載しておりますのでご確認ください。

事業者研修・指導・講演会等

事業者支援事業等

今治地域事業調査事業等

税を考える週間講演会

地域社会貢献事業
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公益社団法人　今治法人会　役員名簿（敬称略）

役職名 氏　　名 事　業　所　名

会　　長 菅　　道男 ㈱ケイエーエヌ

副 会 長 井上　裕基 井上タオル㈱

副 会 長 河上　亮一 ㈱河上工務店

副 会 長 河野　通則 マルマストリグ㈱

副 会 長 近藤　正人 日新汽船㈱

副 会 長 野間　建紀 ㈱野間商店

副 会 長 村上　幸司 光陽㈱

副 会 長 渡邉　美子 ㈱常盤モータース

専務理事 森　　和博 （公社）今治法人会

常任理事 相原　正樹 ㈱ＯＫセンター

常任理事 青野多賀乃 青鬼運送㈱

常任理事 大澤匠之輔 ㈱ヘイワード

常任理事 尾越　　優 東石㈱

常任理事 越智佐知子 ㈱志賀商会

常任理事 冠　　康秀 今治ヤンマー㈱

常任理事 小島　秀範 ㈱セトデン

常任理事 西本　信保 波止浜興産㈱

常任理事 原田　啓司 四国ガス㈱

常任理事 平山　俊博 箱助林業㈱

常任理事 八木　伸樹 ㈱八木酒造部

理　　事 阿部　昭彦 日鮮海運㈱

理　　事 伊藤　良臣 伊藤鋼材㈱

理　　事 井本　雅之 ㈱ありがとうサービス

理　　事 大澤　宅也 伊豫運送㈱

理　　事 越智　紀方 ㈱車金商会

理　　事 鴨川　安宏 ㈱ホンダカーズ今治東

理　　事 近藤　聖司 コンテックス㈱

理　　事 坂本　賢一 一広㈱

理　　事 﨑山　俊紀 ㈱﨑山組

理　　事 佐々木　実 ㈱大亀商店

理　　事 佐藤　孝幸 ㈱みずほ銀行今治支店

理　　事 重松　宗孝　 重松建設㈱

理　　事 白石　憲司 ㈱白石石油店

理　　事 白石　美樹 ㈱波止浜鉄工所

理　　事 田窪　孝和 ㈱サンキ

理　　事 竹中　健造　 竹中金網㈱

（任期：令和３年５月24日～令和５年通常総会終了時）
役職名 氏　　名 事　業　所　名

理　　事 田﨑　泰三 愛媛信用金庫今治支店

理　　事 田中　博志 ㈱広島銀行今治支店

理　　事 長井　勝正 ㈱田窪工業所

理　　事 長野　　司 ㈱小松商店

理　　事 仁志川髙雄 �医滴水会　吉野病院

理　　事 西原孝太郎 第一印刷㈱

理　　事 野間　照博 ㈱アリスタ・木曾

理　　事 原　　竜也 ㈱ハラプレックス

理　　事 　垣圭之介 ㈱野間工務店

理　　事 　垣　　史 今治造船㈱

理　　事 檜垣　政重 平和興産㈱

理　　事 藤田　康二 ㈱伊予銀行今治支店

理　　事 光藤　貴志 ㈱光藤

理　　事 見乗　敏章 ㈱愛媛銀行今治支店

理　　事 宮本　彰典 東芝ライテック㈱

理　　事 三好　順之 ㈱三好工芸社

理　　事 村上　敦重 ㈱スジヤ

理　　事 村上　英治 村上秀造船㈱

理　　事 村上　周子 四国溶材商事㈱

理　　事 村上　晶子 三和商事㈱

理　　事 村上　博典 村上石油㈱

理　　事 村上　政嘉 村上パイル㈱

理　　事 村上　　康 ㈱ワシ屋グループ

理　　事 八木　孝之 四国溶材㈱

理　　事 安永　　隆 四国アイビ㈱

理　　事 矢野　英樹 日本食研ホールディングス㈱

理　　事 矢野　暢生 山善㈱

理　　事 山本　敏明 西染工㈱

理　　事 横井　秀哉 四国通建㈱

理　　事 吉井　信吾 BEMAC㈱

理　　事 吉田　　透 吉田建設㈱

理　　事 渡邉さつき ㈲まるよし

理　　事 渡辺　　俊 ㈱渡辺建設

監　　事 長井　　浩 ㈱長井商会

監　　事 中川　知剛 中川税理士事務所
（注）見乗氏は令和３年６月異動され、中村哲也氏が着任されています。

（注）
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公益社団法人　今治法人会　委員会名簿（敬称略）

　総務委員会
委 員 長 村上　幸司 光陽㈱
副委員長 原田　啓司 四国ガス㈱
委　　員 近藤　聖司 コンテックス㈱
委　　員 仁志川髙雄 �医滴水会吉野病院
委　　員 　垣圭之介 ㈱野間工務店
委　　員 村上　敦重 ㈱スジヤ
委　　員 村上　博典 村上石油㈱
　厚生事業委員会
委 員 長 河上　亮一 ㈱河上工務店��
副委員長 小島　秀範 ㈱セトデン
委　　員 﨑山　俊紀 ㈱﨑山組
委　　員 竹中　健造 竹中金網㈱
委　　員 長井　勝正 ㈱田窪工業所
委　　員 野間　照博 ㈱アリスタ・木曾
委　　員 　垣　　史 今治造船㈱
委　　員 檜垣　政重 平和興産㈱
委　　員 光藤　貴志 ㈱光藤
委　　員 安永　　隆 四国アイビ㈱
委　　員 矢野　暢生 山善㈱
委　　員 渡辺　　俊 ㈱渡辺建設
　共益事業委員会
委 員 長 井上　裕基 井上タオル㈱
副委員長 尾越　　優 東石㈱
委　　員 越智　紀方 ㈱車金商会
委　　員 佐々木　実 ㈱大亀商店
委　　員 白石　憲司 ㈱白石石油店
委　　員 長野　　司 ㈱小松商店
委　　員 三好　順之 ㈱三好工芸社
委　　員 矢野　英樹 日本食研ホールディングス㈱
委　　員 横井　秀哉 四国通建㈱
　広報委員会
委 員 長 野間　建紀 ㈱野間商店
副委員長 平山　俊博 箱助林業㈱
委　　員 鴨川　安宏 ㈱ホンダカーズ今治東
委　　員 重松　宗孝 重松建設㈱
委　　員 田窪　孝和 ㈱サンキ
委　　員 村上　周子 四国溶材商事㈱
委　　員 村上　　康 ㈱ワシ屋グループ
委　　員 山本　敏明 西染工㈱

　税制委員会
委 員 長 近藤　正人 日新汽船㈱
副委員長 西本　信保 波止浜興産㈱
委　　員 阿部　昭彦 日鮮海運㈱
委　　員 伊藤　良臣 伊藤鋼材㈱
委　　員 大澤　宅也 伊豫運送㈱
委　　員 宮本　彰典 東芝ライテック㈱
委　　員 村上　英治 村上秀造船㈱
委　　員 村上　政嘉 村上パイル㈱
委　　員 八木　孝之 四国溶材㈱
委　　員 吉井　信吾 BEMAC㈱
　公益事業委員会
委 員 長 河野　通則 マルマストリグ㈱
副委員長 冠　　康秀 今治ヤンマー㈱
委　　員 井本　雅之 ㈱ありがとうサービス
委　　員 坂本　賢一 一広㈱
委　　員 佐藤　孝幸 ㈱みずほ銀行今治支店
委　　員 田﨑　泰三 愛媛信用金庫今治支店
委　　員 田中　博志 ㈱広島銀行今治支店
委　　員 原　　竜也 ㈱ハラプレックス
委　　員 藤田　康二 ㈱伊予銀行今治支店
委　　員 見乗　敏章 ㈱愛媛銀行今治支店
委　　員 吉田　　透 吉田建設㈱

（注）見乗氏は令和３年６月異動され、中村哲也氏が着任されています。

　租税教育推進委員会
委 員 長 渡邉　美子 ㈱常盤モータース
副委員長 相原　正樹 ㈱ＯＫセンター
委　　員 青野多賀乃 青鬼運送㈱
委　　員 越智佐知子 ㈱志賀商会
委　　員 大澤匠之輔 ㈱ヘイワード
委　　員 白石　美樹 ㈱波止浜鉄工所
委　　員 西原孝太郎 第一印刷㈱
委　　員 村上　晶子 三和商事㈱
委　　員 八木　伸樹 ㈱八木酒造部
委　　員 渡邉さつき ㈲まるよし

（令和４年６月）

（注）
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法 人 会
年　月　日 行　事　名　・　議　題　等 場　　　所 出　席　者
令和３年

12月３日 租税教室（３年生　147名） 今治市立南中学校 ３名

12月７日 今治・花と緑と光の会イルミネーション点灯式 今治地場産業振興センター ３名
令和４年１月 税務署新春挨拶 コロナウイルス感染症拡大防止策により【中止】

１月18日 租税教室（６年生　72名）今治市立桜井小学校 コロナウイルス感染症拡大防止策により【中止】
１月20日 租税教室（６年生　20名）今治市立宮窪小学校 コロナウイルス感染症拡大防止策により【中止】

１月22日 小学生の税に関する作文　優秀校・入選者表彰式
親子税金教室 コロナウイルス感染症拡大防止策により【中止】

１月26日

決算期別研修会（対象決算月１，２，３月）
自主点検チェックシート説明会
　講師　今治税務署　南統括調査官　渡邊審理専門官

今治商工会館 13名

新設法人税務研修会
　講師　今治税務署　吉見調査官　松山事務官 今治商工会館 ９名

１月31日 県連　正副会長・委員長会議 松山（オンライン） 菅会長
河上厚生委員長

２月７日 県連　組織委員会 松　　山 河野委員長
２月10日 全法連　厚生委員会 東　　京 河上委員長

２月15日 全法連　税制セミナー 東　　京 菅会長
近藤税制委員長

東京（オンライン） ２名

３月３日
県連　総務委員会 松山（オンライン） 村上委員長

県連　厚生委員会 松　　山 河上委員長
小島副委員長

３月10日 県連　事業研修委員会 松　　山 なし
県連　広報委員会 松山（オンライン） 野間委員長

３月16日 令和３年度第３回理事会 今治国際ホテル 42名
３月23日 全法連　厚生委員会 東　　京 河上委員長

３月25日 県連　第23回理事会 松　　山 菅会長
野間広報委員長

松山（オンライン） 河上厚生委員長

４月11日 県連　厚生委員会 松　　山 河上委員長
小島副委員長

４月12日 令和３年度会計監査 法人会事務局 長井監事
中川監事

４月19日
令和４年度第１回理事会 今治国際ホテル 42名

四国税理士会今治支部定期総会 コロナウイルス感染症拡大防止策により
【来賓出席なし】

５月　　 今治市・越智郡租税教育推進協議会　定期総会 コロナウイルス感染症拡大防止策により
【中止　書面決議】

５月13日 県連　第24回理事会 松　　山 菅会長
野間広報委員長

松山（オンライン） 河上厚生委員長
５月23日 租税教室（６年生　47名） 今治市立国分小学校 ３名

５月26日

第10回通常総会
　・令和３年度計算書類承認の件
　（報告事項）理事会承認事項　令和３年度事業報告
　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度事業計画
　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度収支予算

今治国際ホテル
888名
内委任状
提出者837名

５月30日 租税教室（６年生　78名） 今治市立常盤小学校 ３名
今治・花と緑と光の会定期総会 今治商工会館 10名

６月１日
決算期別研修会（対象決算月４，５，６月）
自主点検チェックシート説明会
　講師　今治税務署　南統括調査官　渡邊審理専門官

今治商工会館 23名

６月２日 租税教室（６年生　100名） 今治市立富田小学校 ３名

６月７日 租税教室（６年生　69名） 今治市立清水小学校 ３名
今治市民のまつり振興会定期総会 今治市民会館 菅会長

６月８日 租税教室（６年生　67名） 今治市立桜井小学校 ２名
公益社団法人今治地方観光協会総会 コロナウイルス感染症拡大防止策により【委任状提出】

６月14日 租税教室（６年生　46名） 今治市立近見小学校 ４名
６月16日 租税教室（６年生　14名） 今治市立宮窪小学校 ２名
６月17日 県連　税制委員会 松　　山 ２名
６月20日 県連　第10回通常総会 松　　山 ７名
６月29日 租税教室（６年生　101名） 今治市立日高小学校 ２名
６月30日 租税教室（６年生　89名） 今治市立立花小学校 ３名

�
�
�

�
�
�
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年　月　日 行　事　名　・　議　題　等 場　　　所 出　席　者
令和３年

12月８日 役員会 今治国際ホテル ８名

令和４年
１月21日 新春税務研修会・交流会 コロナウイルス感染症拡大防止策により

【中止】

１月27日 県連　青年部会連絡協議会新年会 コロナウイルス感染症拡大防止策により
【中止】

２月15日 第27回四国の法人会青年部会長サミット・懇親会（徳島） コロナウイルス感染症拡大防止策により
【中止】

３月15日 役員会 今治商工会館 15名

６月８日

第10回青年部会会員会議・交流会
　◦令和３年度事業報告
　◦令和４年度事業計画（案）

今治国際ホテル 22名

青 年 部 会

部 会 長 八木　伸樹 ㈱八木酒造部 幹　事 佐伯　忠亮 ㈱ティー・トレード
副部会長 大澤匠之輔 ㈱ヘイワード 〃 坂本　考弘 ㈱坂本電子計算センター
〃 西原孝太郎 第一印刷㈱ 〃 清水　英之 四国通建㈱
〃 越智　　元 東予液化ガス㈱ 〃 世良　真教 ㈲世良建設
〃 越智　　戒 ㈱越智工業所 〃 丹下　貴啓 ㈱瀬戸内園芸センター

幹　　事 越智　宏幸 越智宗㈱ 〃 原　　竜也 ㈱ハラプレックス
〃 菊川　琢哉 ㈱キクガワ自動車 〃 村上健太郎 ㈱ワシ屋グループ
〃 木下　　誠 ㈲木下ソ－イング 〃 村上　俊行 ㈱スジヤ
〃 小島　秀範 ㈱セトデン 〃 村上　哲也 かまぼこの村上㈲
〃 小松　正義 ㈱コマ電設 〃 米北　顕規 ㈱米北測量設計事務所
〃 近藤　剛文 コンテックス㈱ 　 　 　

今治法人会青年部会役員名簿

「財政健全化のための
　　　　健康経営プロジェクト」
（日本の未来を担う子供たちのために）

　全国の法人会青年部会では、これまで主要事業として取り組ん
できた「租税教育活動」に加え、「財政健全化のための健康経営
プロジェクト」を開始しています。
　具体的には、「企業の活力向上がもたらす税収の増加」と「適
切な医療利用による医療費の適正化」を目指し、会員企業の「健
康経営宣言書」の提出および実践、「ジェネリック医薬品の使用
促進」に取り組んでいます。
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女 性 部 会

部 会 長 青野多賀乃 青鬼運送㈱ 幹　　事 河野　玉青 マルマストリグ㈱
副部会長 越智佐知子 ㈱志賀商会 〃 高野　伶子 タカノオーニング㈱
〃 白石　美樹 ㈱波止浜鉄工所 〃 田中　弥生 呉服すがたや㈱
〃 村上　晶子 三和商事㈱ 〃 中村　好美 中村汽船㈱
〃 渡邉さつき ㈲まるよし 〃 長野　靖子 ㈱小松商店

〃 渡邉　美子 ㈱常盤モータース

今治法人会女性部会役員名簿

年　月　日 行　事　名　・　議　題　等 場　　　所 出　席　者
令和３年

12月３日 県連　女性部会連絡協議会 松山（オンライン） 青野部会長
越智副部会長

12月７日 役員会 今治国際ホテル ９名
令和４年

２月８日
県連　女性部会連絡協議会
　法人会全国女性フォーラム愛媛大会第１回実行委員会 松山（オンライン） 青野部会長

越智副部会長
２月14日 税務署へ花のプランター贈呈 今治税務署 ７名

２月18日 女性部会　会員会議・研修会 コロナウィルス感染症拡大防止策により
【中止】

３月14日 役員会 今治商工会館 10名

３月23日 県連　女性部会連絡協議会
　法人会全国女性フォーラム愛媛大会第２回実行委員会 松山（オンライン） 青野部会長

越智副部会長

４月14日

全法連　全国女性フォーラム（静岡大会）

静　　岡 青野部会長

６月23日
役員会 今治国際ホテル ７名

県連　女性部会定時連絡協議会 松山（オンライン） 青野部会長
越智副部会長

172023年

日程　令和５年４月13日（木）
場所　アイテムえひめ
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年　月　日 行　　　事　　　名 場　　　所

2022年９月２日
　　～10月25日	 簿記講座（今治商工会議所共催）	 今 治 商 工 会 館

　　　９月13日	 インボイス対策セミナー	 （ オ ン ラ イ ン ）

　　　９月20日	 事業継続力強化計画セミナー	 （ オ ン ラ イ ン ）

　　　10月13日	 全法連　法人会全国大会	 千 葉

　　　11月２日	 法人税・消費税等決算期別研修会	 今 治 商 工 会 館

　　　11月25日	 全法連　全国青年の集い	 沖 縄

　　11月（予定）	 経理担当者養成講座（初級）	 今 治 商 工 会 館

　　11月（予定）	 年末調整説明会	 今 治 商 工 会 館

　　11月（予定）	《講演会》税を考える週間講演会	 今治国際ホテル

2023年１月26日
	 法人税・消費税等決算期別研修会	

今 治 商 工 会 館
	 新設法人研修会

　　　４月13日	 全法連　全国女性フォーラム	 愛 媛

＊やむを得ない事情により、日時・会場が変更になる場合があります。

行事予定

新会員ご紹介新会員ご紹介新会員ご紹介新会員ご紹介新会員ご紹介 ご加入くださった皆様、
　　どうもありがとうございます。

法　人　名 代 表 者 所　在　地
ＲＳＴトレーディング㈱ 山田　陽介 今治市東村1－13－3
㈱エムティ縫製 髙橋　通夫 今治市上徳甲430－11
㈱建匠板金 島田　　智 今治市八町東3－271－1
㈱西条せとうち広告　今治営業所 村上　彰浩 今治市国分3－12－28
㈱作田商事 作田　憲一 今治市別名317－15
㈱さくらソーイング 王　　亜麗 今治市朝倉上甲2241－3
敷島汽船㈱ 田窪　五郎 今治市伯方町木浦甲1618－1
㈲瀬戸内ギフト 荒木　誠司 今治市常盤町6－4－26
野間産業㈱ 野間　政幸 今治市風早町1－2－7
㈲白楽天エンタープライズ 関　　英輔 今治市山路826－13
藤坂建設㈱ 藤坂　信隆 今治市大西町山之内甲1234
（特非）未来バリー 木村　福生 今治市桜井4－15－1
㈲安野産業 安野　健一 今治市中寺字中河原1015－4
㈲友尚建設 田房七七重 今治市桜井2－4－12
㈱Ｌｏｏｐ 西村　正義 今治市野間甲1218－2

※12月11日～７月５日に入会していただいた方です。
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　よき経営者をめざす約75万社が加入する団体です。

　正しい税知識を身につけたい。もっと積極的な経営をめざしたい。社会のお役に立ちたい。そんな経営者の皆
さんを支援する全国組織、それが法人会です。
　現在、約75万社の会員企業、41都道県に440の会を擁する団体として、大きく発展しています。
　あなたに近く、社会と広く。どこまでも人を中心に、さまざまな活動を展開する法人会。
　税のオピニオンリーダーとしての活動はもとより、会員の研さんを支援する各種の研修会、また、地域振興や
ボランティアなど地域に密着した活動を積極的に行っています。
　健全な納税者の団体、よき経営者をめざすものの団体…これが法人会です。

会 員
募 集 中

法人会は、健全な経営・正しい納税・社会貢献
をテーマに活動をすすめる、全国80万社の、よ
き経営者をめざすものの団体です。

公益財団法人　全国法人会総連合
URL http://www.zenkokuhojinkai.or.jp

公益社団法人　今治法人会
URL http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/imabari/

　各地の法人会の研修会や、いろいろな催しに出席するうちに、自ずとさまざまな業種の経営者と知りあえます。
自分とは違う分野で活躍される方との交流。それは、新たな事業展開のヒントを得る絶好のチャンスと言えるで
しょう。また、新しい仕事のつながりができ、繁栄のキッカケがつかめます。さらに積極的な情報交換を通して、
お互いに経営感覚を磨き、視野を広めることができます。

　さまざまな業種の人との出会いは新しい仕事のつながりをうみだします。

　法人会は、少子・高齢化、情報化、国際化がますます進むわが国社会を見据え、さまざまな角度から税制問題
に取り組んでいます。
　また、毎年、会員企業の意見・要望を十分に反映しながら、「税制に関する要望事項」を取りまとめています。
その要望は、政府や国会などへの強い働きかけにより、法人税制の改革が実現されるなど、これまでにも大きな
成果をあげています。

　公平で健全な税制の実現のため　経営者の声を国へアピールしています。

法人会オリジナルキャラクター“けんた ” です。よろしくね！　　

　今治法人会は
　会員の皆様の会費で運営されており地域の企業 ･社会の発展に寄与しております。会費の
他に法人会提携保険会社の加入保険の事務手数料を助成金としていただき､ 公益目的事業の
資金として活用しております。提携保険加入企業の皆様及び提携保険会社のご協力が公益目
的事業の遂行に大きく役立っております。また、今治法人会は収入の中に行政からの補助金
などを受けずに自主運営をしています。

※会費は年額（４月から翌年３月まで）で口数制を取っています。
　〈正会員〉一口　7,000円（一口以上）　〈賛助会員〉一口　4,000円（一口以上）です。
※会費は全額会社の損金となります。
　�　正会員は株式会社などの法人が対象、賛助会員は個人事業主や法人会の趣旨に賛同し支
援いただく方などが対象です。
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　今治税務署職員異動名簿（令和４年７月発令）

官　　　職
異　　動　　前 異　　動　　後

氏　　名 発　令　事　項 氏　　名 現　　官　　職

署　　　　　長 日浦　隆夫 退官 高尾　康則 局　料調二　課長

総　務　課　長 松尾　雅彦 大阪派遣国税庁監察官 大内　満夫 局　会計　課長補佐

総　務　係　長 桐山　　卓 留任 桐山　　卓

会　計　係　長 大崎あゆみ 留任 大崎あゆみ 　

管理運営統括官 近藤　淳平 留任 近藤　淳平 　

管理運営・徴収統括官 山本　正雄 留任 山本　正雄 　

個人一統括官 松本　真治 松山　特官 堀越貴美子 局　査察一　査察審理官

個人二統括官 川原　久志 長尾　個人　統括官 向井　秀志 新居浜　個人二　統括官

資 産 統 括 官 松棟　孝志 留任 松棟　孝志

筆頭特別調査官
（法人税等担当） 三宅　裕介 留任 三宅　裕介

特 別 調 査 官
（法人税等担当） 吉田　直樹 留任 吉田　直樹

特 別 調 査 官
（法人税等担当） 冨田　貴仁 留任 冨田　貴仁

法人一統括官 南　　祥司 脇町　総務課長 重松　　縁 八幡浜　法人　統括官

法人二統括官 古川　敏夫 留任 古川　敏夫

法人三統括官 中塚　泰道 留任 中塚　泰道

審理専門官（法人） 渡邊　博人 留任 渡邊　博人

税務だより

法人課税第一部門統括調査官
重松　　縁〈新任〉

署　長

高尾　康則〈新任〉
審理専門官（法人）
渡邊　博人〈留任〉
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福利厚生制度推進員名 郵便番号 住　所 電話番号

伊予トータルサービス㈱　今治支店 794-0015 今治市常盤町6丁目5－20 0898-25-1400

㈲保険あいらんど 794-0035 今治市枝堀町3丁目1－23 0898-32-2131

㈱プライム 794-0042 今治市旭町4丁目1－10 0898-25-0555

㈱ほけんリンクス 790-0011 松山市千舟町4丁目5－1 089-961-4860

大西　利雄 790-0065 松山市宮西1－1－1 090-4334-7121

南海放送サービス㈱ 790-0811 松山市本町1丁目2番3号 089-993-8111

㈱トーア　四国営業所 790-0924 松山市南久米町145－1 089-948-8870

㈱グッドウイン　松山支社 791-8012 松山市姫原3丁目1－5
WIN	HILLS	HIMEBARA	1F 089-994-8383

㈱ハピネス 799-1341 西条市壬生川448－1 0898-64-2435

〈公益社団法人今治法人会　アフラック福利厚生制度推進員一覧〉

松山支社 〒790－0003 松山市三番町4‒9‒6　NBF松山日銀前ビル5Ｆ

P21193　　AFツール-2022-0056-2207004　2月8日
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今治市「大三島橋」

推 進 運 動
消費税期限内納付

法人会

今治法人会報
第55号・2022年度上期

今治法人会ホームページ

今治法人会インターネットアドレス
http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/imabari/

今治税務署・国税局などにリンクしており、税金のことなら法人会のホーム
ページを活用してください。
これからの税務研修会や講演会などの行事予定も今後充実させ、皆様にさら

にご利用しやすいページにしてゆきます。
インターネットの検索ページからも今治法人会で簡単にさがせますので、積

極的なご活用をお願いいたします。
ホームページ活用に関するご意見を事務局までお寄せください。

公益社団法人 今治法人会

令和３年度　税に関する作品（ポスター）

今治市・越智郡租税教育推進協議会会長賞

今治市立大西中学校　１年（当時）
御手洗　心菜

今治市立大西小学校　５年（当時）
小池　天真


