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今年も講座は 10日開催。後半５日分の申込受付を開始しました。（詳しくは同封のチラシをご覧下さい）

第６日　【西郷どんに学ぶ敬天愛人の経営】
　　　　　講師：戦国マーケティング㈱　代表取締役　福永雅文氏
　 第７日　【ここだけは押さえておきたい税務　印紙税実務のポイント】
　　　　　講師：税務署　担当官
　 第８日　【会社の社会保険手続きの基礎知識】　
　　　　　講師：特定社会保険労務士　鈴木かおり氏ほか
　 第９日　【会社における労務リスク管理】
　　　　　講師：特定社会保険労務士　鈴木かおり氏
　 第10日　【源泉徴収票作成と年末調整の実務】
　　　　　講師：税理士　髙井正樹氏 第10回新税務経営大学講座の様子

新中津川税務署長様ご紹介新中津川税務署長様ご紹介

後半申込受付開始!

一言
　このたびの定期人事異動により、岐阜南税務署から
中津川税務署に着任しました三山でございます。どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
　中津川法人会の会員の皆様方には、日頃から税務行
政に対し、深い御理解と多大なる御協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　当地は、恵那山をはじめとする山々の懐に抱かれ、
中央を木曽川が流れる自然豊かな地域であり、古くは、
東山道、中山道、飛騨街道など交通の要衝として、近隣
地方の中心地であった歴史と、地歌舞伎など伝統文化
の根付く、魅力あふれる地域であると感じております。
　また、2027 年にはリニア中央新幹線の開業が予定
され、それを見据えた地域振興の発信に取り組まれる
など、将来に渡って、その発展が楽しみでもある、この
地に赴任できたことを大変うれしく思っております。
　中津川法人会の皆様方とは、これまで培って参りま
した信頼と協力関係を更に高めていきたいと思いま
すので、職員一同よろしくお願いいたします。
　結びに当たりまして、中津川法人会の会員の皆様方の
益々の御発展と、御健勝並びに事業の御繁栄を祈念いた
しまして、私の着任のあいさつとさせていただきます。

第10回 新 税務経営大学講座第10回 新 税務経営大学講座

お  名  前　三山　琢司
ご  出  身　岐阜県下呂市（旧益田郡金山町）
生年(年齢)     昭和33年生、59歳
ご職歴等　昭52年４月　採用
　　　　　平26年７月　名古屋中税務署　特別国税調査官
　　　　　平27年７月　岡崎税務署　筆頭副署長
　　　　　平29年７月　岐阜南税務署　筆頭特別国税調査官
　　　　　平30年７月　現職



と　き　平成30年５月25日（金）
ところ　恵那峡グランドホテル
出　席　774名(内委任状704名）

）

　平成30年度定時総会は郷原副会長が開会を宣
言し始まりました。丸山会長の挨拶のあと議事に
入り、平成29年度決算の決議を行い全員異議なく
承認されました。続いて、理事会決議事項であった
29年度事業報告、30年度予算計画等を報告して
議事は終了し、功労者表彰、来賓祝辞も滞りなく
行い総会は終了いたしました。
　その後の記念講演では、リオ五輪競泳女子金メ
ダリストの金藤理絵氏を講師にお迎えしました。
一般にも公開して行い、水泳関係者らが聴講され
ました。（内容は次ページ）

平成30年度定時総会

収支決算・予算の概要
平成29年度事業報告と収支決算
　29年度の社会貢献事業では元プロ野球選手の「小
久保裕紀氏講演会」を開催しました。多くの少年野球
チームが来てくださり大盛況でした。
　新税務経営大学講座は、毎年5回開催だったものを、
10回に増やし、税務署、税理士、社会保険労務士、中
小企業診断士の方々に講師をお願いして様々な講座を
開催いたしました。

(一社)岐阜県法人会連合会からは福利厚生制度の
発展に努めたことが認められ、「福利厚生制度部
門」で表彰を受けました。（写真下）

平成 30 年度功労者表彰
下記の皆さんが表彰されました
おめでとうございます
（公財）全国法人会総連合功労者表彰
　今井 紀世子　　株式会社 いまい物流
　矢頭 善次　　　有限会社 大矢コンサルタント

（一社）岐阜県法人会連合会　会長表彰
　後藤 大作　　　新栄石油 株式会社
　小木曽 輝栄　　有限会社 菱小 小木曽商店

（一社）中津川法人会　会長表彰
事業部関係
　丸山 輝城　　　丸山木材工業 株式会社
　古田 耕司　　　恵那ダイハツ  株式会社

厚生部関係
　吉田 信助　　　有限会社 長多喜
　楯　勇巳　　　 株式会社 高峰楽器製作所

収入の部
会費等収入
事業等収入
助成金収入
収入合計

19,490
1,017
6,060
26,567

支出の部
事業費
管理費

支出合計
※当期経常増減額（745千円）

19,200
6,622

25,822

（単位：千円）

平成30年度事業計画と収支予算
　今年も効率の良い事業展開と力強い組織づくりを心
掛け活力のある事業活動を推進いたします。
　また新たな取組として「会員交流会」を実施し、より
魅力的な法人会を目指します。
　青年部会・女性部会では今年も「租税教育活動」に
取組み、未来を担う子供達に「税」の大切さを伝えてい
きます。

収入の部
会費等収入
事業等収入
助成金収入
収入合計

21,118
420
6,043
27,581

支出の部
事業費
管理費

支出合計

20,710
6,871

27,581

（単位：千円）

（敬称略）



中津川法人会だより中津川法人会だより

新税務経営大学講座　第３日

記念講演
リオデジャネイロ五輪　競泳女子200Ｍ平泳ぎ

金メダリスト 金藤 理絵 氏

『あきらめない心』
　2008年北京オリンピックでは7位に入賞し、翌
年の日本選手権水泳競技大会では日本新記録を
樹立するなど日本だけではなく世界が注目する選
手であった金藤氏でしたが、ケガによりその未来に
影を落とすことになりました。2012年ロンドンオリ
ンピック出場を逃し一時は引退も考えたそうです
が、“このままでは応援してくれている人たちに対
して本当に申し訳ない“と一念発起し自己改革に
取り組みました。
　①初心にかえる→過去のレースの振り返り
　②練習に取り組む姿勢→とにかくがむしゃらに
　③勝ちへの執着→強い「金藤理絵」になりきる
　④ケガを恐れない→原因を探り理解する
　⑤キャプテンの役割→One for all All for one
　するともう一度明確な目標が本心から持つこと
ができ、その目標を達成するために誰よりも練習
に励むなどの自己改革に成功し、遂には金メダル
を獲得されました。
　「金メダルを取ることは一人の力だけでは決し

てできない。激を飛ばしてくれる人、甘やかしてく
れる人、一緒に笑ったり泣いたりしてくれる人、ライ
バルなど色々な方の支えがあって、はじめてできる
ことです。金メダルを取ったことよりも、応援してく
れる人がいて一緒に歩めたことが私の宝です」と
金藤氏は話されました。
　また、目標を達成するためのアドバイスとして、
目標設定の仕方は先ずは『最終目標』から決める
こと。50年後/30年後/10年後/5年後/1年後/半
年後/今月/今週/明日･･など。そしてリアルで具体
的な目標にすること。何ができて何ができなかった
のか？原因を分析し明確にすることで、今何をすべ
きかが見えてきます。と自身の経験を踏まえお話し
して下さいました。

と　き　平成 30年７月１１日（水）
テーマ　『小さな会社でもできた！働き方改革・残業ゼロの労務管理』
講　師　社会保険労務士法人ビルドゥーミー・コンサルティング　代表社員
　　　　特定社会保険労務士　望月 健吾 氏

金メダルをお披露目する金藤理絵さん

　『働き方改革』は現場にとって“楽しくない”のが実情です。それは
なぜか？①全てを現場に丸投げで管理職らが疲弊して“楽しくない”
②従業員へのメリットが見えなくて”楽しくない“からです。では、ど
うしたらいいのか？経営者は現場への丸投げを止め、長時間労働し
なくても「まともな賃金」を支払える仕組みを作りだすことが必要で
す。よく「他人と過去は変えられない」といいます。だったら自分を変
えるしかありません。出来ることから「行動を変える」のです。従業員さんにもイメージが湧く「手のひ
らサイズの目的」を労使共同で設定し、その達成に向けて経営者自らが行動するのです。そしてそれを
社内報などで写真付きで従業員さんに示すのです。頻度は月 2 回くらい。はじめは成果が出ないかも
しれませんがやり続けます。改革には長ければ 5 年位掛かるかもしれませんし、お金も結構掛かるか
もしれません。しかし将来の事を考えれば、今やるしかありません。決断は経営者にしかできません。こ
れから 5 年間がカギです。（内容抜粋）
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                       女性部会

社会貢献活動　
今年も出店します！

　　　　　　　中山道まつり
と　き　平成30年11月４日（日）
ところ　喫茶 縹  駐車場
<出店内容 (予定 )>
◆宮城県女川町の物産販売

◆フリーマーケット
◆季節のお花販売
◆子供ゲームコーナー

はなだ

税務署のコーナー

青年部会

社会貢献活動『租税教室』
　青年部会では今年も中京学院大学と中津高等
学校で『税金』と『選挙権』についての租税教室を
開催予定です。2016 年より選挙権が 18 歳から
に引き下げられ、更に2022年には成人が18歳
になります。こんな社会状況の中、当部会が行う
『税金』と『選挙権』とを絡ませた租税教室はとて
も意義あるものだと考えます。

↑中京学院大学講義の様子（昨年）

中津高等学校講義の様子。　→
「増税党」「減税党」架空の政党を作り
模擬演説を行っている様子（昨年）

第32回法人会全国青年の集い『岐阜大会』

【記念講演】※一般公開
日　時　11月 9日（金）16：15～ 17：30　於：長良川国際会議場　　講師　女優　紺野美沙子氏

中津川駅前付近
新町通り・本町通り
西太田町通り
にて開催!

EventEvent

開 催 日　平成30年 11月 8日（木）・9日（金）
開催場所　岐阜市内ホテル　他
※11月 8日の「租税教育活動プレゼンテーション」は
　中津川法人会青年部会が担当します。


