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「税に関する絵はがきコンクール」　広島県法人会連合会会長賞
福山市立深津小学校　新田　晄さん
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　広島県内１６法人会に提出された「税に関する絵はがきコンクール」作品１９ , ５１２
点の中から優秀作品２４０点を対象に審査を実施し、各賞を決定したものです。
　各賞は、以下のとおりです。
　県知事賞・県連会長賞・女連協会長賞・県教育委員会賞・県租税推協代表幹事賞
　金賞（５点）・銀賞（１５点）・銅賞（２０点）・入選（５５点）　合計１００点
　なお、当福山法人会からは、３８点を出品し、県連会長賞・銀賞（１点）・銅賞（５点）・
入選（６点）計１３点が入賞しました。
　銅賞以上の入賞者は、下記のとおりです。

広島県法人会連合会(広島県内１６法人会)主催

「税に関する絵はがきコンクール」

賞　名 学校名 氏　名

県連会長 福山市立深津小学校 新田　晄

銀　賞 福山暁の星小学校 関根　琳生

銅　賞 福山市立神村小学校 小林　愛満里

銅　賞 福山市立幕山小学校 原　萌桃

銅　賞 福山市立山南小学校 季平　爾子

銅　賞 福山市立湯田小学校 河相　歩希

銅　賞 ぎんがの郷小学校 北田　碧



　次代を担う子どもたちに、税の重要性を正しく理解し、
関心を持ってもらうことを目的として、当会青年部会が
中心となって、平成１８年９月から実施しております小
学生を対象にした租税教室で青年部会講師による租税
教室累計が５００教室、受講者３万人突破をしました。
　平成１８年９月７日初回開催(福山市立西小学校)か
ら、１５年間で、他の追随を許さない偉業達成です。

当会では、その記念として、租税教材本を購入し、小・中
学校に配賦（寄付）しました。

　当会の活動目的に、「税知識の普及、納税知識の高揚」を掲げております。
　租税教室講師派遣は、活動目的に最も則した社会貢献活動の重要な活動の一つです。
　福山市租税教育推進協議会と連携し、青年部会員を中心とした、当会会員を講師と
して、小学校に派遣し､さまざまな工夫を凝らして、租税教室を開催しております。
　租税教育の目的ですが、租税に関する意義、役割、機能、仕組み等の租税制度を知る
とともに、申告納税制度の理念や納税者の権利及び義務を理解し、社会の構成員とし
ての正しい判断力と健全な納税者意識を持つ国民を育成することです。
　当会会員講師による租税教室は、開始から１５年経過し、最初の受講者（当時６年生）
は、既に２７歳です。立派な社会人になっておられ、租税教室受講経験を生かした
健全な納税者に育っておられるのではないかと思います。
　今後とも、より一層、積極的な租税教室講師派遣活動に尽力いたします。

　公益社団法人福山法人会におかれましては、令和３年度においても積極的に租税教
室の講師派遣に尽力され、平成１８年度に始まった青年部会が講師の租税教室は
延べ５４５講座となり、その受講生徒数は３１ , ０６７人に達したと伺っております。
　福山地区における租税教育が貴会に大きく依存している状況といっても過言ではなく、
過去から教育機関との連携協調の下、取り組まれた成果であり、深く敬意を表すると
ころであります。
　引き続き、税務行政の良き理解者として、御支援、御協力を頂きますとともに、貴会
の今後益々の御発展を祈念しまして、あいさつの言葉とさせていただきます。

　先日は常石小学校に来て、税の授業をしてくださり、
ありがとうございました。
　私は、消費税と、仕事の給料からひかれる税と、車の
税くらいしか知りませんでした。プロ野球選手で３～
５億円給料をもらっていても、税金で１億円ぐらいと
られるようです。仕事をして働いていない私が言うの
も何ですが、いくら去年勉強して、税の事を知ってい

青年部会員講師による租税教室 「500教室・受講者3万人突破」

『知ろう！学ぼう！税金の働きセット本』 ７５セット
(①税金の基本と仕組み・②税金の種類と使い道2冊セット)

『マンガと図解「暮らしの税金百科」』 ２００冊

公益社団法人 福山法人会

内海　康仁会長

会長挨拶

税務署長挨拶

「ありがとうございました。」

租税教室開始当時の生徒の感想文
平成１８年９月１２日 福山市立常石小学校

福山税務署

斉藤　安史署長

るといっても、給料からとられるのはいやだなぁと思い
ました。でも今日、もう一度授業を受けてみて、改めて税
の大切さが分かりました。税がないと公園や森林がなく
なったり、通行料をはらわなくてはいけないとか、まるで
ちがった世界になってしまいます。ビデオを見て、
こんな世の中になるのは、いやだなと思いました。だか
ら税って大切なんだな、はらわなきゃなと思いました。
もう一度勉強して改めて税の大切さが分かりました。
なので私はこれからは、税はいやだと思わず、税は大切
だと思って、はらっていきたいです。いろいろ勉強にな
りました。本当にありがとうございました。
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　当青年部会長として、「租税教室開催５００講座・受講者数３万人」の節目を無事通過
させることが出来ました。
　平成１８年当時の横藤田青年部会長から、７代に渡り、青年部会の最重要な活動とし
て引き継がれ実施されてきた行事です。
　本年度、コロナ禍の中、租税教室の開催が危ぶまれましたが、５５講座・受講者数２,５
５１人の開催実績を上げることが出来ました。
　このことは、諸先輩の皆様が１５年の長きに渡り、福山法人会の社会貢献活動の一つ
として、地域に密着した地道なご努力・ご活動の賜物であると感謝しております。
　今後とも、先輩方を見習い、情熱を持って、活動を続けて参ります。今後とも、皆様方の
ご指導をよろしくお願いいたします。

青年部会長挨拶

公益社団法人 福山法人会

門田　治己
青年部会部会長

【租税教室実施状況】

青　　年　　部 女　　性　　部 合　　　計

実施小学校数 (教室数） 受講生徒数 実施小学校数 （教室数） 受講生徒数 実施小学校数 （教室数） 受講生徒数

平成 18 年度 8 8 368 0 0 0 8 8 368

平成 19 年度 8 8 436 3 3 214 11 11 650

平成 20 年度 8 8 324 6 6 330 14 14 654

平成 21年度 18 18 1,566 2 2 116 20 20 1,682

平成 22 年度 31 38 2,101 0 0 0 31 38 2,101

平成 23 年度 32 35 2,323 6 6 405 38 41 2,728

平成 24 年度 33 36 2,114 6 7 244 39 43 2,358

平成 25 年度 35 37 2,375 5 6 241 40 43 2,616

平成 26 年度 36 39 2,289 5 5 245 41 44 2,534

平成 27年度 37 42 2,369 5 5 239 42 47 2,608

平成 28 年度 38 44 2,477 5 5 240 43 49 2,717

平成29 年度 39 46 2,347 5 5 233 44 51 2,580

平成30 年度 40 47 2,702 5 5 217 45 52 2,919

令 和 元 年度 40 47 2,633 5 5 205 45 52 2,838

令 和２年 度 33 37 2,092 3 3 92 36 40 2,184

令 和３年 度 40 55 2,551 4 4 194 44 59 2,745

累　　　 計 476 545 31,067 65 67 3,216 541 612 34,282

1　租税教室は、青年部平成18年 9月から・女性部平成19年 9月から実施した。
2　平成 26年度高校1校（246人）実施

令和４年　Vol.7
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租税教室の実施状況
令和３年度

担　当 小学校（対象児童） 実施年月日 講師・会社名
青年部会 福山市立千年小学校 （6年生 70名） 2021年4月26日 小林政嗣 備福運送㈱・村上弘毅 ㈱プランサーパ―・桑田聖一 ㈱アクトシステムズ

福山市立新涯小学校 （6年生 138名） 2021年4月28日 外野浩志 ㈱外野会計・山口哲男 朝日環境衛生㈲ ・大畑拓也 （同）OfficeCUBE

福山市立曙小学校 （6年生 66名） 2021年5月6日 小林政嗣 備福運送㈱・桑田聖一 ㈱アクトシステムズ・濱畑亮太 ハマ不動産㈱

福山市立常石小学校 （6年生 10名） 2021年5月11日 本原徹志 ㈲関西運送・村上恭久 ㈱備後ムラカミ

福山市立松永小学校 （6年生 105名） 2021年5月18日 池上和寿 ㈲池上モータース・岡田祥平 ㈱エースシステムズ・岩本徹 ㈱岩本不動産・
村上恭久 ㈱備後ムラカミ・畑　明宏 ㈲ホームリビング

福山市立幕山小学校 （6年生 66名） 2021年5月26日 緒方重樹 ㈱緒方塗装・大畑拓也 （同）OfficeCUBE

福山市立長浜小学校 （6年生 34名） 2021年6月1日 籔田健一 ㈱ガスエナジーヤブタ・荒木栄作 SR ホールディングス㈱・
藤本　俊 宝和ホールディングス㈱

福山市立御野小学校 （6年生 59名） 2021年6月1日 重政延知 ㈲重政石材店・猪原一平 ㈱ほけんのポム・小林　晃 ㈲ピュアオート

福山市立竹尋小学校 （6年生 23名） 2021年6月4日 重政延知 ㈲重政石材店・猪原一平 ㈱ほけんのポム・小林　晃 ㈲ピュアオート

福山市立御幸小学校 （6年生 148名） 2021年6月8日 水主川嘉範 ㈱かこ川商店・安原武宏 ㈲安原商店・小林　晃 ㈲ピュアオート

福山市立深津小学校 （6年生 74名） 2021年6月8日 立石　稔 ㈱たていし園・後藤和幸 ㈲ゴトウ工房

福山暁の星小学校 （6年生 48名） 2021年6月15日 原田憲太郎 原田鋼業㈱・佐藤大悟 二葉印刷㈲

福山市立水呑小学校 (６年生 126名) 2021年6月22日 池上和寿 ㈲池上モータース・佐藤大悟 二葉印刷㈲

福山市立川口小学校 (6年生 101名) 2021年6月23日 黒田治寿 黒田工業㈱・栗原裕典 ㈲エルフォルグ

福山市立樹徳小学校 (6年生 96名) 2021年6月24日 小林孝章 大福ホーム㈱・徳原秀昭 ㈲アユミ総合保険・塩出喬史 大和屋製パン工場
村上弘毅 ㈱プランサーバ―・畑　明宏 ㈲ホームリビング

福山市立川口東小学校 (6年生 56名) 2021年6月25日 越智寛高 ㈲青葉設計事務所・渡邊将弘 昌和産業㈲・松坂篤 松坂産業㈱

ぎんがの郷小学校 (6年生 46名) 2021年6月26日 大目憲正 ㈱大目商店・高橋真木 ㈱経済リポート・占部寛 占部建設工業㈱

福山市立久松台小学校 (6年生 58名) 2021年6月28日 外野浩志 ㈱外野会計・塩出喬史 大和屋製パン工場

福山市立津之郷小学校 (6年生 33名) 2021年6月30日 岡田祥平 ㈱エースシステムズ・東晃弘 ㈲東看板店・橋本裕太郎 ㈱ブリッジ

福山市立広瀬小学校 (6年生 3名) 2021年 7月5日 占部拓志 占部水産㈱・緒方重樹 ㈱緒方塗装

福山市立山南小学校 (6年生 16名) 2021年 7月6日 北村太郎 北村自動車㈱・濱畑亮太 ハマ不動産㈱

福山市立内浦小学校 (6年生 １名) 2021年 7月6日 徳原秀昭 ㈲アユミ総合保険

福山市立湯田小学校 (6年生 137名) 2021年 7月7日 立石稔 ㈱たていし園・黒瀬貴之 ㈱黒瀬ペットフード・繁山和典 ㈱繁山興業

福山市立大谷台小学校 (6年生 24名) 2021年 7月8日 末永貴久 フジキチ㈱・籔田健一 ㈱ガスエナジーヤブタ・松坂篤 松坂産業㈱

福山市立神辺小学校 (6年生 73名) 2021年 7月9 日 北川直喜 ㈲北川工作所・重政延知 ㈲重政石材店

福山市立手城小学校 (6年生 88名) 2021年7月12日 岡田祥平 ㈱エースシステムズ・工藤将大 ㈱仲心

福山市立緑丘小学校 (6年生 137名) 2021年7月13日 藤永忍 ㈱サンレコ・村上達彦 ㈱鞆スコレ・コーポレーション・
大畑拓也 （同）OfficeCUBE・山崎育洋 山崎建設㈱

福山市立赤坂小学校 (6年生 39名) 2021年7月15日 喜多村祐輔 丸加ホールディングス㈱・小島健一 小島鉄筋工業㈲

福山市立山野小学校 (6年生 2名) 2021年7月16日 藤永忍 ㈱サンレコ

福山市立藤江小学校 (6年生 21名) 2021年7月16日 山田芳正 ㈱ハクスイ・西岡芳仁 ㈱広島ヤマニシ・森尾幸治 森尾工業㈱

福山市立伊勢丘小学校 (6年生 98名) 2021年7月19日 小林政嗣 備福運送㈱・平前有史 ㈲シンエイ空調

福山市立中条小学校 (6年生 28名) 2021年7月20日 北川直喜 ㈲北川工作所・重政延知 ㈲重政石材店・安原武宏 ㈲安原商会

福山市立千田小学校 (6年生 104名) 2021年7月21日 徳原秀昭 ㈲アユミ総合保険・北野仁康 共和実業㈱・佐藤泰之 ㈱サトケン

福山市立西深津小学校 (6年生 55名) 2021年10月5日 後藤和幸 ㈲ゴトウ工房・藤原知克 福三商会㈱

福山市立山手小学校 (6年生 63名) 2021年10月19日 佐藤大悟 二葉印刷㈲・緒方重樹 ㈱緒方塗装

福山市立加茂小学校 (6年生 106名) 2021年10月26日 山田芳正 ㈱ハクスイ・岩本徹 ㈱岩本不動産

福山市立熊野小学校 (6年生 16名) 2021年11月9日 門田治己 ㈲勉強堂・西岡芳仁 ㈱広島ヤマニシ

福山市立野々浜小学校 (6年生 22名) 2022年1月14日 北村太郎 北村自動車㈱・占部寛 占部建設工業㈱

福山市立大津野小学校 (6年生 55名) 2022年1月17日 上田茂則 ㈱タイム・小島健一 小島鉄筋工業㈲

福山市立道上小学校 (6年生 95名) 2022 年 2 月2日 重政延知 ㈲重政石材店・小林晃 ㈲ピュアオート

女性部会 福山市立明王台小学校 （6年生 32名） 2021年5月7日 村上康恵 ㈱鞆スコレ・コーポレーション・内海由子 光和物産㈱

英数学館小学校 （6年生 47名） 2021年6月21日 内海由子 光和物産㈱・小林眞理子 日東製網㈱

福山市立霞小学校 (6年生 49名) 2021年6月29日 佐藤清子 ㈱サトウシステム・藤井尚子 ㈱フジイ大理石工業

福山市立蔵王小学校 (6年生 47名) 2021年7月21日 板野壽子 ㈲板野塾・前原園江 （医）慈生会

【租税教室実施状況】
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　本年度も役員をはじめ関係者の皆様には、多大なお力添えを賜り、会員増強運動
において、８年連続の純増を果たすことが出来ました。また、合わせて最優秀賞も獲
得できましたことに心から御礼申し上げる次第です。
　もはや、福山法人会の伝統になりつつある会員増強運動は、会長以下役員が一致
結束して、目標に向かって懸命に取組み、そして結果を出すことにより、誇りを感じて
おります。そのことは経営者としての資質を磨きながら、税知識の普及にも繋がるという
大変にありがたいものです。昨今のコロナ禍は、法人会加入勧奨の妨げとなっていま
す。それを乗り越えて拡大にご尽力頂いた、各支部長のご熱意には敬服いたしており
ます。私も引き続き先頭に立って、輪を広げてまいる所存です。今後とも皆様方のご
理解とご支援賜ります様、お願い申し上げます。

公益社団法人 福山法人会
副会長  金光　憲正

会員増強運動月間の報告

法人会活動を充実させるためには組織基盤強化が重要であることから、
全ての会が会員数の純増を目標に掲げ、

法人会一体となって法人会員数８０万社の回復を目指した諸施策を実施する。
また、引き続き、役員一人一社以上の獲得を目標に全国的な入会活動の展開に努める。

【全　国】

会員増強運動のまとめ（結果）

コロナ禍の影響により、法人会員数は、令和2年12月末より､12,755社減少
（会員数のピーク平成7年以後長期に渡り減少 令和3年12月末時点73万9千社）

【当　会】
法人会員数は、令和2年12月末より､30社増加　令和3年12月末（4,840社)

平成26年12月末～8年連続純増
※当会の会員減少の底は、平成20年12月末(会員数4,290社)

いまだ会員減少が長期間続いている全国と比較し、
8年連続での会員増加を成し遂げており、驚異的な復活を見せています。

組織委員会（拡大）担当副会長挨拶
　法人会活動は納税意識の啓蒙はもちろんですが、公益のために地域や社会に貢
献する活動であると定義されています。また、私たちは社会貢献活動を、様々な視点
で実施しておりますが、その基盤を盤石にするためには会員の増強が大きな礎となって
いることは、論をまたないことでもあると考えます。
　そういった状況下で組織委員会を中心に、全員体制で８年連続で会員拡大を継続
している法人会は、全国でも福山法人会のみであります。これらは、会員各位のお力
添えのお陰であると考えておりますが、これからも知恵を出し、汗をかいて活動する福
山法人会として、全員結集して活動を深化させていければ思います。

公益社団法人 福山法人会
組織委員長  榊原　哲也

会員増強御礼

（令和３年９月１日～１２月31日）
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福山法人会へようこそ、新しい仲間をご紹介します。
令和３年会員増強月間（９月～１２月）にご入会された皆さんです。
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パワーストリームエンジ㈱

㈲晩久

㈱Ｂ・ｗａｖｅ

ＶＩＳＩＯＮ㈱
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石田　和寛

㈱ウッドライフ

㈱オーテック

専門学校 広島国際ビジネスカレッジ

田中　健一

山本左官

同

同

同

同

同

同

同

医

医

同

法人会員

賛助会員
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福山市草戸町1688-6

福山市地吹町17-9

福山市神辺町川北1453

福山市柳津町638-7

福山市水呑町4290-4

福山市沼隈町大字草深1902-1
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㈱アイオービー

㈱ＩＷＣ

㈱ｉＷｏｒｋｓ

㈱アウル

㈱旭総業

㈱池田アルミセンター

㈱一檎

伊藤ハムミート販売西㈱福山営業所

㈱いろは

㈱上杉工業

㈱占部工作所

㈱永桜会

㈱Ａｉ－Ｍａｔｒｉｘ

㈱エクステリアサカモト

㈲エスティー運輸

㈱エフテックサービス

㈱エムライン

㈱ＬＴＤ

㈲エルドシック

大塚技研㈱

㈱大平製作所

　Ｏｐｅｎ　ＵＰ

㈱オーワークス

㈱ＯＧＡＭＯＣＣＡ

㈲オリーブハウス オリーブハウス千田

㈲カーサービスオガワ

㈱ＣａｒＢＡＫＵ

㈱皆成

　一凡

桂産業㈱

㈲金尾工務店

㈲かの石材

㈱カルコ

㈲川島組

㈱吉川

共栄サービス㈲

草戸印刷㈲

クラブン㈱福山営業所

　くるまや

㈱クレアーレ

㈱クレスト

㈱グローバルエイト

㈱クロスプラットフォーム

㈱ケイ・エムズ

警備保障エナジー㈱福山営業所

㈱Ｋ鉄工業

幸陽鈑金塗装㈲
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㈱佐々木

佐藤工機

㈲佐藤工作所

㈲佐藤包装

㈱サンナ水道

㈱山陽情報システム

山陽精機㈱

㈱山陽地質コンサルタント

山陽陸運㈱

三陸工業商事㈱

㈱シーエスピー

㈱シールド

㈱ジェイ・イー・ティー

㈲シザーズワーク

㈱清水建設

㈱勝栄

㈱ＳＨＯＹＡ

㈱白濵石彫

シンセイ㈱福山営業部

㈱スキップス福山支店

㈱スリーシーパートナーズ

㈱スワロウネスト

㈲Ｓｅｎｓｅ

㈱相続コネクト

高橋製作㈱

高橋冷機㈱

㈲匠建総

ＴＡＧ㈱

㈱タッケン

㈲田辺モータース

㈲たにい

　達磨会

長尾寺

ツー・ワイテック㈱

㈲土屋木工

㈱ＴＫ　ＯＮＥＳＴＥＰ

㈱ディープライントリップ

ｄｉｐｏｒｔｏ

社会保険労務士法人テトラ

㈱東栄

東部電工㈲

㈱トータルクリーン

トキメイト㈲

㈱ＤＲＥＡＭーＫＴＨ

㈲仲井測量

㈱ナガヒロ

なかむら㈱

㈲西日本アームテック

㈱西平工作所

日進塗商㈱

日本高速カッター㈲

日本食研㈱福山支店

日本精機㈱

バードツーリスト㈲

㈱Ｐｉｎｅ Ｈｉｌｌ

㈱はじめ

㈱ハシモト

畑建設㈱

㈱花建運送 神辺営業所

㈱ハマダ宝石時計店 ヴァニラ

パワーストリームエンジ㈱

㈲晩久

㈱Ｂ・ｗａｖｅ

ＶＩＳＩＯＮ㈱

ビッグボーン商事㈱

㈱ひととき

樋吉不動産㈱

㈱ヒラタニ工業

広島信用金庫福山支店

福建㈱

㈲フクショウ

㈻福山暁の星学院

（一社）ふくやま社中

㈲福山セラミック

福山丸果青果㈱

　藤井コンサルティング

㈱フジタ石材

フジタ電工　

㈱藤野瓦興業

ふたば産業㈱広島営業所

Ｐｌａｑｕｅ㈱

㈱フルーヴ

㈱北西電工

㈲マイロード

前田工業㈲常石支店

㈱松本建設

㈱マルケン工業

丸眞運輸㈲

マルヨシ急便㈲

㈱ミズホ

㈱ミフネ

㈱ミヤジ福山支店

三幸工業㈱

㈲無限企画

㈲メガネの原田

㈱森工業

㈲山岡鈑金塗装

㈱大和

㈱ヤマノ

ゆうりディライトサービス

㈲ユナイテッド・クローバーズ

　ＬＡ　ＬＩＮＯ

㈱ＬＩＳＥ

行政書士法人リスナッツ

㈱レトア

ロイヤル㈱

㈱ＹＭコーポレーション

㈱枠建

渡辺パイプ㈱福山住設サービスセンター

石田　和寛

㈱ウッドライフ

㈱オーテック

専門学校 広島国際ビジネスカレッジ

田中　健一

山本左官

同

同

同

同

同

同

同

医

医

同

法人会員

賛助会員
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証 明 の 種 類 納付税額証明書 未納なし証明書 

証 明 の 内 容 

 

 

申請のあった税目、年度等についての税額、納付

済税額、未納税額の証明 

（建設業の許可申請、決算変更届など） 

納付すべき県税について、延滞金、加算金等も含

めて未納がない証明 

（入札参加資格申請、融資の申請など） 

請求・交付場所 広島県内の県税事務所（本所・分室）   【受付時間：８時 30分～17時】 

※いずれの事務所でも交付できますが、管轄以外の法人の場合は時間がかかる場合があります。 

提  出  書  類 納税証明書・県税に関する証明書交付請求書 （用紙は広島県ホームページからダウンロードできます。） 

請求に必要なもの １ 代理人が請求する場合は、交付請求書の委任者欄又は委任状への記入・押印（委任者が法人の場

合は、登録された代表者印）   ※ご家族や従業員の方が来られる場合も委任状等が必要です。 

２ 請求者（窓口に来られた方）の身分証明書（運転免許証、パスポート等） 

３ 県税申告書の写し （申告納期限の翌月 15日までに請求する場合） 

４ 領収証書の原本 （納税後２週間以内に請求する場合） 

証 明 手 数 料 事業年度、税目ごとに１件につき 400円 １件につき 400円 

そ   の   他 詳しくは広島県ホームページで確認してください。      
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会報

コロナ禍が収束しないことから、
子どもたちの学習発表の場が無く、子どもたちのモチベーションが低下しています。

　今年も、福山法人会では、地元社会貢献活動の一つとして、
地元FM ふくやまさんの協力を得て、

引き続き、オンライン(放送)での子どもたちの学習発表の場を提供します。

今年もやります　当会提供によるラジオ番組提供

放送局：FMふくやま

公益社団法人 福山法人会プレゼンツ

令和４年度放送予定

第１月曜　月曜♪きらリズム １０：３５頃～

第３火曜　GO!GO!Bびんご～ ８：３０頃～

第３火曜　子育て応援ラジオ「ママラジ」 １0：４０頃～
放送時間

右記のQRコードから、過去放送分をYouTubeでいつでも視聴できます。

なお、出演していただいた内容等につきましては、月間 こども新聞にも、掲載されます。

令和5年３月末まで、引き続き、月３校、年間３６校程度に発表の場を提供します。

※放送開始は５月より予定しております。

配布部数 約42，000部

福山市内の市立幼稚園、
小学生・中学生全員に配布をしています。

Supported by 福山市教育委員会

〈制作コンセプト〉
・子どもたちに役立つ情報を掲載
・子どもたちの未来と地域をつなぐ
・「知る・学ぶ・参加する」

〈発行月〉
・毎月1日発行(年10回発行)
・合併号 7・8月号と3・4月号

〈掲載のメリット〉
①福山市内の小中学生全員に情報提供できます。
②保護者へ向けた情報をダイレクトにお届けできます。
③ラジオ番組・SNS・動画と連動した展開ができます。
④ママラジサポーターとの共同企画ができます。

Supported by 福山市教育委員会

発 行 ： エフエムふくやま
企画編集 ： (一社)備後おもしろ企画部
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　池上彰先生の講演は、当初、令和元年６月１３
日実施予定でしたが、先生のご病気により、急遽
延期となり、その後もコロナウイルス感染症の
拡大による緊急事態宣言等により、再三の延期
となっておりました。
　今回も、年明けからのオミクロン株によるまん
延防止措置等により、実施が危ぶまれましたが、
①講演会場をふくやま芸術文化ホール「リーデン
ローズ大ホール」、②開催定員の大幅な縮小、
③東京からのリモートによる開催に変更し、講演
会参加希望者には、大変なご迷惑をお掛けした
ところですが、無事開催することが出来ました。
　講演会には、まん延防止措置発令中に、約４００
名の受講をいただき、誠にありがとうございました。
　「ニュースから未来が見える」を演題として、
コロナ感染問題・台湾・北朝鮮・中国・ロシア
等の国際情勢を幅広く東京のスタジオから１時

間３０分の講演をいただきました。
　講演会終了前には、質問時間等も設けていた
だき、参加者からの質問にも丁寧な回答をいた
だき聴講者一同満足の講演会になりました。
　聴講者からは、今後、コロナ禍が終息したら、
オンラインで無く、是非、生の講演会との希望
の声が相次ぎました。

時局講演会 (講師 池上彰 氏 ) 開催について

目　　次

◯　会長あいさつ・署長あいさつ　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P1

◯　個人の方の確定申告について

　  ご自宅からの e-Tax 申告のご案内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P2

　  QRコードを利用したコンビニ納付ができます ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P4

　  国税のクレジットカード納付 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P6

　  「スマホ申告」にチャレンジしよう ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P8

◯　法人事業者のみなさんへ

　  e-Tax ホームページから源泉所得税をダイレクト納付 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P36

令和4年1月作成

a

こんな時だからこそステイホーム電子申告・
電子納税を活用しましょう

　当会では、コロナ禍の中、確定申告期を迎え、
コロナウイルス感染症リスクから、会員企業・
役員・従業員の皆様を守るため、非接触型によ
る電子申告（e-Tax や eLTAX）・電子納税を積
極的に活用することとしています。
　本年も昨年に続き、１月初旬には、「電子申告・
電子納税」手続きをまとめた冊子「こんな時だか
らこそステイホーム電子申告・電子納税を活用
しましょう」を当会で作成し、1月中旬に全会員
企業に配付し、積極的活用をお願いしました。
　なお、税務署・確定申告会場にも配置し、訪れ
た一般納税者の方に配布し、大変好評でした。

「こんな時だからこそステイホーム電子申告・
電子納税を活用しましょう」の表紙

（令和４年１月作成）
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社会貢献活動

食品ロスへの取組

新入会員募集

社会福祉協議会への寄付

女性部会

　食品ロスの問題を各人の問題意識として醸成する

ため、また、地域社会貢献活動の一環として、福山

市社会福祉協議会が行っている「フードたすけあい

ネット」活動に参画することを会員に呼び掛け、

家庭内にある不要な食品・賞味期限が近い食品等の

提供を受け、持込（寄付）運動を行っています。

　１２月２２日には、間税会女性部と連携し、第２

回目の持ち込みを行いました。

　女性部会では、年間を通じて収集活動を行っているリングプル･使用済み切手等について、毎年３月

に福山市社会福祉協議会に寄付を行っています。

　本年度も、３月２３日に女性部会 村上部会長・内海副部会長が社会福祉協議会を訪れ、親会・青年

部会が開催した親善ゴルフ大会のチャリティと併せて、寄付をしました。

【リングプル･使用済み切手等は、社会福祉協議会で売却し、車椅子の購入資金に充てられています】

女性部会では、新入会員を募集しております。
加入資格は、福山法人会会員企業の女性経営者・経営者の奥様・女性従業員の皆様です。

研修会・交流会・サークル活動・社会貢献活動を通じて、同じ女性の立場で、
相互研鑽・親睦を深め、教養を高め、企業経営の発展を図ることを主な目的に活動しています。

ハワイフラダンス グループ 

グルメ グループ
（ヘルス料理の研究・発表、食文化の追及）

読書 グループ
（朗読・話し方、マナーの心得研修）

グランドゴルフ グループ

ゴルフ グループ

「税に関する絵はがきコンクール」

「租税教室の講師」

「食品ロス」への対応

フードたすけあいネット活動への参画

サークル活動

（以上５グループ）
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　当会は、公益社団法人として、地域社会貢献活動の１つとして、福山市社会福
祉協議会の地域福祉活動に積極的に協力しております。
　福山市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス禍等による生活困窮世帯に対
する食糧品の支援（フードたすけあいネット）活動等を実施しておられます。
　活動財源は、皆様方の心温まる寄付で賄われておりますが、経常的に不足が生じ
ております。
　つきましては、会員（事業所、従業員の皆さま）、本件趣旨にご賛同・ご支援い
ただける方は、同封の専用振込用紙より、積極的なご支援をお願いいたします。

青年部会

全国青年の集い佐賀大会開催される

　年１回、全国の青年部会員が集まり、地域社会に対す

る活動や租税教育を中心テーマに情報交換や研鑽の場

として、全国青年の集いを開催しております。本年は、

「つなぐ維新の力　輝ける大切な未来」を大会スローガ

ンに１１月２６日から２７日、租税教育・健康経営等の

プレゼンを中心に佐賀県において実施されました。コロ

ナ禍であることから、当会からは、門田青年部長は現地

にて参加、他の役員はリモート参加となりました。

　令和４年度は、１１月２５日に沖縄において実施され

る予定です。

青年部会（研修会・親睦ゴルフ）を実施しました

　初日は、岡田総括幹事を講師とした「健康経営研修」、懇親会、

翌日はゴルフの日程で、参加者一同有意義な１泊２日を過ご

しました。会員相互の絆をより一層強めること出来ました。

（コロナ禍の中での実施であり、参加者が少なかったことは残

念です）

新入会員募集
　青年部会では、新入会員を募集しております。

　加入資格は、５０才以下の法人代表者、役員及び幹部等です。
研修会・交流会・サークル活動・社会貢献活動を通じて、

相互研鑽・親睦を深め、教養を高め、
企業経営の発展を図ることを主な目的に活動しています。

皆様へのお願い
福山法人会より

令和４年　Vol.7
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　「日頃考える事も無い税制について考える機会をいただけて本当にありがたい」とある女性
委員の発言。これで硬かった雰囲気が一気に和む。
　柿原邦博委員長の下、昨年５月に開かれたコロナ禍最中での税制委員会である。毎年常
任理事（監事）以上及び税制委員に対して行っている「税制改正に関するアンケート」の取り
まとめの場である。
　① 「軽減税率には反対」　② 「事業継承税制の更なる拡充」等々。
　この取りまとめた案の実現可能性は低い事は判っていますが、少しでも会員企業の皆様の
意見や要望が企業の活性化に資する税制の構築に繋がる事を願い、取りまとめが出来ました。
　アンケートに答えて下さった企業様、事務局、税制委員の皆様、本当にありがとうございました。

副会長紹介

ホームページリニューアルのお知らせ

（税制担当）副会長

藤原　眞司

　担当しております厚生委員会は、当会の理念である「企業の発展を支援する」ため、
経営者および社員の健康を大切にし、持続的な企業発展に寄与する、特別な会員向け
各種保険を保険３社よりご紹介しています。また会員企業社員の福利厚生事業とし
て、毎年のゴルフコンペ開催と、今年は「劇団四季」福山公演の特別割引チケットを用
意しています。
　未だコロナ禍の最中ですが、「転ばぬ前の杖」で、ぜひ法人会推奨の各種保険へのご
加入お願いいたします。 （厚生担当）副会長

佐藤　卓己

　福山法人会では、会員の皆様に対し広く、税務・政治・経済および経営に関する講
演会や研修会を実施しております。
　本年度はそのひとつとして、フリージャーナリストの池上彰氏をお迎えし、「ニュー
スから未来が見える」と題しての講演会を行いました。ロシアの軍事侵攻前の時期で
のご講演でしたが池上さん曰く、常識では軍事侵攻は考えられないが、プーチン大統
領はKGB時代に東ドイツの壁が崩壊するのを現地で経験し、またソビエト崩壊の時、
レニングラードで大変苦労した経験をし、それがトラウマになっている。このことを
考えないといけない。ということでした。未来を予想するに参考になるお話でした。
　来年度も元広島カープの黒田博樹氏など有意義な講演会、研修会を行ってまいりま
すのでご期待ください。

（研修担当）副会長

藤本　慎介

　当会ホームページにつきましては、長期間に渡り、ご利用の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしました。３月末に、ホームペー
ジのリニューアル作業が終了し、運用開始いたしました。
　今回のリニューアルでは、情報発信機能等を従事させ、スマートフォンに対応させ、わかりやすく使い勝手が良くなるように、
デザインを全面的に見直しました。当会では、今後ともホームページのコンテンツの充実に努めてまいる所存であります。ご意
見等ございましたら、事務局までお願いします。
　今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

ホームページリニューアルのため
アドレスが変更になりました。 https://fukuyama-houjinkai.or.jp新規アドレス

なお、以下の3名は、既に掲載済みです。
柿原(総務担当)副会長 第４号５ページに掲載、寺田(広報担当)副会長 第６号１３ページに掲載、金光(組織)副会長 本号４ページに掲載

藤原（税制担当）副会長

佐藤（厚生担当）副会長

藤本（研修担当）副会長
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〒720－0067  福山市西町2丁目10番1号
TEL.（084）921-7815　FAX.（084）931-1580

公益社団法人 福山法人会

E-mail.fy-hojin@ninus.ocn.ne.jp

４月 ７日㈭
４月 １２日㈫
４月 ２６日㈫

５月 ３１日㈫

６月 ２日㈭
６月 ２日㈭
１１月 ５日㈯ ～１１月１０日㈭
１１月 ６日㈰

青年部第45回定時総会
女性部第46回定時総会
第１回理事会

大型保障制度還元事業
劇団四季【ロボット・イン・ザ・ガーデン】

第11回通常総会
特別講演会（黒田博樹氏）
絵はがきコンクール作品展示
ハロータックスフェスタ（絵はがき表彰式）

福山ニューキャッスルホテル
福山ニューキャッスルホテル
福山ニューキャッスルホテル

福山リーデンローズ

福山ニューキャッスルホテル
福山ニューキャッスルホテル
福山ポートプラザ天満屋２F
福山ポートプラザ

日　　時 行　　事 開催場所

令和４年当面の行事予定表

通常総会及び特別講演会の開催案内

（1８時）
（1１時）
（11時）

（1８時30分）

（1４時３０分）
（1６時）

4月 14日㈭
4月 21日㈭
4月 26日㈫
5月 18日㈬
6月 2日㈭
6月 28日㈫
7月 12日㈫
7月 19日㈫
7月 28日㈭
8月 9日㈫
9月 13日㈫
10月 13日㈭
11月 24日㈭

（全）女性フォーラム（第１６回静岡大会）
（県）正副会長会議
（県）広島県青年の集い  
（県）理事会
（県）税制委員会
（県）県法連総会
（県）研修委員会
（県）広報委員会
（県）総務委員会
（県）組織委員会
（中）中法連総会
（全）全国大会（千葉大会）
（全）青年の集い第３６回沖縄大会

静岡市（ツインメッセ静岡）
広島市
ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
千葉市（幕張メッセ）
沖縄市（沖縄アリーナ）

日　　時 行　　事 開催場所

嵜本　渉福山法人会　理事（春日支部長・広報委員） ㈱都編集後記
　本事業年度も、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染
症の影響を受けた１年間でした。特に年明には、オミクロン
株の猛威により、当県において、まん延防止措置が出され回
復傾向にあった経済活動も急な冷え込みとなりました。
　当福山法人会広報委員会においては、感染防止対策を強化
し、この１年間、広報活動が停滞することの無いよう、広報
事業を推し進めて参りました。
　なお、速報ですが、皆様にご迷惑をお掛けしておりました、

ウイズコロナに連動させたホームページのリニューアルが終了
し、今月末より、稼働しましたのでご利用をお願いいたします。
　現在は、３回目のワクチン接種の拡大、また、新規治療法
（新薬・飲み薬等）の開発等により、新規発生患者数は、減少
傾向、まん延防止措置も一応解除され、明るい兆しが見えて
参りました。
　次年度におきましても、コロナ感染防止策を十分に行った
うえ、広報事業を推し進めて参ります。

通常総会 

●当会行事

●全法連・県法連行事

※令和６年４月１８日㈭第１８回全国女性フォーラム広島大会（グリーンアリーナ広島・リーガロイヤルホテル広島）

特別講演会（トークショー）　第１１回通常総会終了後

なお、会員以外の方も聴講できますが数に限り
があります。参加申込書は、５月１６日以降に法
人会事務局で配付します。５月１６日～２０日の
間、申し込みを受け付け、抽選を行います。

　　　  黒田　博樹氏　（野球解説者・元大リーガー・元広島東洋カープ投手）
　　　  令和４年６月２日㈭ １６時～
　　　  福山ニューキャッスルホテル
（特別講演会案内は、総会案内に同封送付いたします）

　　　  令和４年６月２日㈭ １４時３０分～
　　　  福山ニューキャッスルホテル
　　　  （総会案内は５月初旬に送付いたします）

日 時
場 所 日 時

講 師

場 所

第１１回通常総会
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広島支社　福山営業所/
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