平成 28年 1月1日

第204号

No. 204
2016
発行所 高山市花里町３ （公社）飛驒法人会 発行人 岡田贊三／編集人 鍋島道雄
ウェブサイト
メールアドレス

目

次

http://hida-hojinkai.com/
hidahojn@siren.ocn.ne.jp

TEL 0577-34-2201
FAX 0577-33-1093

新春

■
■
■
■

岡田会長 新年挨拶 ……………………………………………………………… 2
名古屋国税局 課税第二部長 挨拶 ……………………………………………… 3
署長さん訪問記 新春よもやま話 ………………………………………… 4〜 7
税務署からのお知らせ ……………………………………………………… 8〜11

■
■
■
■
■
■
■
■
■

年男・年女（申歳）今年の抱負………………………………………………… 12〜13
休憩室…………「飛騨から世界へはばたく」……………………………… 14〜15
事業所訪問……有限会社 たか喜 ………………………………………… 16〜17
とんなんしいぺい（支部短編ニュース）…………………………………… 18〜19
青年部会だより …………………………………………………………………… 20
女性部会だより …………………………………………………………………… 21
読者の窓 …………………………………………………………………………… 22
事務局だより ……………………………………………………………………… 23
編集後記 …………………………………………………………………………… 24

「財産債務調書」の提出制度が創設されました

スマート！確定申告

─ 消防出初め式 宮川一斉放水 ─

高山市街 宮川 宮前橋付近

公益社団法人 飛驒法人会だより

年頭のあいさつ
（公社）
飛騨法人会

会長

岡田

贊三

平成28年の年頭にあたり、
（公社）飛騨法人会の会員の皆様には謹んで新年のご挨拶を申し上げるとと
もに、日頃からの法人会活動に対しまして、深いご理解と温かいご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
飛騨地域は近年、JR高山線の他に岐阜・名古屋・大阪そして新宿からの高速バス、また北陸新幹線
の開通により金沢から白川郷経由の高速バス等の路線が高山に直結し、「交通アクセス」が見違えるほど
良くなりました。
そして、ノーベル賞を受賞された東京大学宇宙線研究所長梶田隆章教授の研究施設でありまた、「飛
騨法人会だより」第203号の表紙を飾った飛騨市神岡町の「スーパーカミオカンデ」も、受賞発表時から
多くの人たちで賑わっています。
飛騨地域は「平成の大合併」から10年を迎え、１市３郡から３市１村に集約され広範囲な行政区画が誕
生しました。国も新たな大臣ポストを定め
「地方創生」
の施策を進め、かつアベノミクスの成果がまだ到達
していない地方経済や中小企業などに、
さらに新たな息吹を吹き込む政策を進めると報道されております。
私たち法人会は、税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社
会の繁栄に貢献する経営者の団体であります。これまで税知識の普及、納税意識の高揚など「税」を中心
とした活動や、地域社会の発展を図る事業など幅広い事業を展開してまいりました。
なかでも、児童・生徒を対象とした「租税教室」は、青年部会員や女性部会員が中心となり、今年度も
昨年度と同数の17校の小学校や中学校に対して開催しております。
また女性部会にあっては「税に関する絵はがきコンクール」を開催し、「租税教室」と相まって、未来を
担う子供たちに税の役割やその重要性を理解してもらう貴重な機会であると認識し、積極的に事業活動
を実施しております。
昨年、高視聴率を保った「下町ロケット」も新たな異業種部門に挑戦を始めました。
飛騨地域は広範囲な地域であり、製造業であれば外国の企業と見劣りしない技術力で競争を乗り切っ
ている会社や、観光業にあればお客様への心を込めたおもてなしで観光客の「リピーター化」に努力され
ており、どの業種の会社にも数多くの飛騨人の心意気が感じられます。
（公社）飛騨法人会も広範囲な地域のため、本会の下に９支部を置き各地域のニーズに合った活動をし
ております。どうか皆様には、このような法人会活動に対しご理解とご支援を賜りますよう、お願い申
し上げます。
本年が皆様にとりまして幸多き年でありますよう、そして益々のご健勝とご発展を心からお願い申し
上げ私の年頭のあいさつとさせていただきます。
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年頭のごあいさつ
名古屋国税局

課税第二部長

栗原

克文

平成 28 年の年頭に当たり、公益社団法人飛驒法人会の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
会員の皆様には、平素から税務行政につきまして深い御理解と格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
新しく迎える年が、会員企業の皆様にとって希望の多い充実した年となりますことを祈念いたしますとともに、貴
会が引き続き魅力ある事業活動を展開され、会員企業と地域社会の発展に一層の貢献をされますことを御期待申
し上げます。
さて、昨年の管内の経済情勢を振り返りますと、設備投資の増加、住宅投資及び個人消費の持ち直しにより、
景気は着実に回復を続けております。
一方、経済以外の面に目を向けますと、昨年も 2 名の科学者にノーベル賞が授与され、中でもノーベル物理学
賞は、当局の管内にありますスーパーカミオカンデから生まれた研究成果によるものであり、宇宙の謎に迫る最先端
の研究を身近に感じた出来事でした。更に、ラグビーワールドカップでは、当局の管内のチームに所属する五郎丸
選手の大活躍により日本代表が歴史的な勝利を挙げたことや、国産初のジェット旅客機「MRJ」が初飛行に成功す
るなど、世の中の注目を集め、国民が歓喜に湧いた出来事もありました。
そして、本年は、当地域の大きなトピックスとして、伊勢志摩サミットが開催されます。風光明媚な伊勢志摩地域
はもちろんのこと、豊かな自然に恵まれ、日本経済を牽引する産業が集積したここ東海地方が、世界に知られる又
とない機会となることを期待しているところです。
ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済取引の複雑化・広域化及び経済社会の国際化・高度情報
化の更なる進展により大きく変化しております。
このような状況の下、昨年 10 月から導入されました社会保障・税番号制度につきましては、納税者の皆様の利
便性の向上につながるものであり、国税庁が法人番号の付番機関であるとともに、個人番号及び法人番号の利
活用機関であることから、国税庁ホームページや法人会をはじめとする関係民間団体が開催する説明会を通じて、
積極的な周知・広報を行ってまいりました。法人会の皆様におかれましては、引き続きお力添えを賜りますようお願
い申し上げます。
このほか、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という使命を果たすため、不正に
税金の負担を逃れようとする悪質な納税者に対しては、厳正な実地調査を実施する一方で、限られた人員等の中
で適正かつ公平な課税が図られるよう、実地調査以外にも多様な手法を用いて、納税者の皆様に自発的な適正
申告を促す取組を進めております。
法人会におかれましては、企業の税務コンプライアンス向上のための取組として、「自主点検チェックシート」等を
活用した、企業における内部統制面や経理面に関する自主点検を推奨しておられます。この取組は、納税者全
体の税務コンプライアンスを向上させるものであり、国税庁の使命にも合致することから、国税庁後援事業とさせて
いただいており、更なる普及に向けて後押しをさせていただくこととしておりますので、今後も積極的な取組をよろし
くお願いいたします。
また、e-Taxにつきましては、4 月から、添付書類のイメージデータによる提出などの更なる利便性向上施策の運
用開始が予定されております。
貴会におかれましては、かねてからe-Tax の普及・定着に多大な御尽力をいただいており、深く感謝申し上げま
すとともに、引き続き御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
最後になりますが、公益社団法人飛驒法人会の更なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業のますます
の御繁栄を祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。
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高山税務署長

後 藤
ききて

――

署長

明けましておめでとうございます。

邦 之 氏
広報委員長

鍋島道雄

広報副委員長

住

女性部会広報委員長

中谷敬子

青年部会部会長

山腰哲也

事 務 局

森眞砂美

宏夫

まずは管内が広いなあと思いました。実

本日は「新春よもやま話」と題しまして、署

は高山署は、本州のなかでは一番管轄する面積

長さんにいろいろとお話をお聞きしたいと思

が広い署となります。そのため、遠方の出張に

います。

は移動に時間がかかりますが、道中での山々等
自然の風景には目を惹かれます。

よろしくお願いします。

飛騨地方は豊かな自然に恵まれていますの
で、とてもよい環境にあると感じています。

署長 明けましておめでとうございます。
昨年7月に高山税務署に赴任して半年になり

赴任前は山登りに興味があったもののなかな

ますが、旧年中は法人会の皆さまには大変お世

か機会がなかったのですが、先日五色ヶ原を散

話になり、ありがとうございました。

策しました。8キロメートルくらい歩きました
が、途中でトレッキングシューズの底がとれて

今年も引き続きよろしくお願いします。

しまいました。しかし、美しい自然を感じるこ
――

とができ、良い経験だったと思います。あまり

高山税務署に赴任されてどうですか

にも良い景色でしたので携帯電話で写真をたく
さん撮りました。

署長 歴史と伝統のあるすばらしい場所で仕事
ができることをうれしく思いました。また赴任

――お酒についてはどうですか

して色々な人と出会いましたが、飛騨の皆様は
人柄のよい人が多く、飛騨地区が好きになりま

署長

した。

酒税に関する仕事にも従事していたこと

もありましたので、
お酒については興味もあり、
――

いろいろ嗜んでいますし、先日はどぶろく祭り

高山税務署の、管内の印象はいかがですか
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ことが今までで一番印象に残っています。まだ

にも行ってきました。

若いころですが、不正を行っている相手の前で

また、これからの酒蔵めぐりも楽しみにして
います。

机を叩いて怒ったこともありました。

――

――

署長さんの出身地を教えてください。

今の温厚な署長さんからは想像もつかな

いですが…
署長 愛知県岡崎市です。雪のない場所で生ま
れ育ったので、雪の多い高山で冬を越せるのか

署長

社会正義に燃えて少し過激な対応をし

心配です。
（笑）

てしまったこともありますが、本音を言えば
自分でも机が叩けるものだなと当時思ったも

現在は名古屋市に自宅があります。高山へは
単身赴任で、
自宅には妻、
あと京都に息子
（二男・

のです。
具体的な調査の話をすることはできません

大学院生）
の三重生活をしています。

が、現在国税庁のホームページにマルサ
（査察）
――

を始め、調査等の税務の仕事の動画が掲載され

署長さんのこれまでの職歴を教えてくだ

ていますので、そちらを御覧いただければ雰囲

さい。

気がわかると思います。
署長

昭和58年に大学を卒業してこの職場に
――

高山税務署の税収はどのくらいですか

税第二部門に配属になりました。今年で32年

署長

平成26年度の徴収決定税額は263億円で、

目になります。

昨年の収納済税額は259億円です。

入りました。そして税務大学校で3カ月の国税
専門官の研修を経て58年6月に静岡税務署の間

高山税務署は、規模から名古屋国税局管内に

この間、税務署勤務17年、国税局勤務15年

おける納税額が上位の署ということはありませ

という感じで勤めてまいりました。

んが、
以前副署長をしていました刈谷税務署は、

主には酒税に関する仕事に従事していまし
て、国税局の酒税課課長補佐や筆頭酒類業調

自動車関係企業が多いこともあって、刈谷署の

整官、署においても酒類指導官として、酒類

税収は名古屋国税局管内でも常に2〜3位の上

業の健全な発達を図るための指導等を行って

位にあったことを覚えています。

いました。
そのほかに国税局資料調査課で
法人調査に従事していたこともあ
ります。
また、豊橋税務署や刈谷税務署
では副署長、沼津税務署では総務
課長を務めていました。
――

いろいろな仕事を経験さ

れた様子ですが、今までにされ
た仕事で印象に残ったものはあ
りますか。
署長

やはり調査を担当していた
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――

――

署長さんの座右の銘がございましたら教

休日はどのように過ごされていますか。

えてください。
署長 単身赴任ですが、休日もほとんど自宅に
署長

特別にこれというものはありませんが、

帰らずにこちらで過ごしています。
妻が高山に遊びに来てくれるので、そんな時

「七転び八起き」
という言葉を今は気に入ってい

は色々な場所を一緒に訪ねたりしています。秋

ます。
「七転八倒」
ではありませんよ。
（笑）
最近の朝のドラマで、
どんな苦境にも諦めず、

の高山祭りにも来てくれましたので、色々な屋

「九転十起」
の精神で頑張るヒロインの物語があ

台を見たりして、二人で祭りを堪能しました。

りますが、自分も何度失敗しても諦めずに、挑

また、先日はひとりで金山の筋骨めぐりをし
てきまして、家の路地裏などの細い道を通りな

戦していきたいものです。
また、そのドラマのヒロインの「まだ七回転

がら、情緒ある風景を楽しんできました。その

んでいない」というセリフは、すごい名言だと

日は、高山線に乗って行ったのですが、帰りに

思いました。

飛騨金山駅前でおいしい鶏ちゃんを食べたのも
印象に残っています。

―― 「署長」
として取り組まれていることを教
えてください。

――

今後行かれる予定のところはありますか

署長

社会保障・税番号制度の導入や消費税率

署長 白川郷の放水は先日見に行ってきました

の引き上げなど税をとりまく環境や、社会経済

が、今度はライトアップをぜひ見たいと思って

情勢は常に変化しています。それらの変化に対

いますし、氷点下の森や平湯のライトアップに

し常に対応できるよう署の職員に対し指導する

も行きたいと思っています。
飛騨地区は広く、地域ごとに季節ごとの様々

とともに、自分もそうであるよう意識していま

なイベントがあるとのことですので、時間の許

す。

す限り参加したいと考えています。

税に関する広報につきましては法人会をはじ
めとする関係団体と協力しながら努めていきた

――

いと考えています。先日の税を考える週間のパ

趣味についてもおしえてください

ネル展や各種行事におきましても皆様の協力の
下盛大に開催できたことに関して、大変感謝し

署長 趣味は、渓流釣りですが、以前から小坂

ているところであります。

川や馬瀬川、
小八賀川、
高原川などへ釣りに行っ
ていました。話は外れますが、先日岡崎の実家
へ帰ったときに、子供のころに現在の小坂の下
島温泉の鉱泉を飲んだことあると親から聞きま
して、以外なところで飛騨と縁があったと思い
ました。この鉱泉の効能はあるようで、この時
におじいさんが鉱泉を飲んで胃潰瘍が治ったと
聞いています。
――

本年から社会保障・税番号制度が導入さ

れますが、この運用についてはどのように考え
ていらっしゃいますか。
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署長 いわゆるマイナンバーについては、従来
から税務署で用いていました納税者毎に付番し
た整理番号と今回導入された個人番号それぞれ
を二重管理することになりますので、取扱者と
してしっかり管理しなければと思います。
マイナンバー制度については、導入されたか
らといっても今まで正直に申告納税されている
人に対しては全く影響ないものであり、逆に不
正な手段を用いて税金を逃れている者に対して
は影響があるものと考えています。
――

最後に法人会に対する意見や要望をお聞
り組んでいただければと思います。

かせください。

また、飛騨法人会様にはいままでも租税教室
署長 最近の税制改正のなかで東京圏から本社

に大変熱心に取り組んでいただいているわけで

機能を移転したり、地方において拡充しようと

ありまして大変感謝しているところです。児

する法人に対する特別償却や税額控除の制度が

童・生徒に対する租税教育は、将来に向けて納

創設されました。これは、総務省の話でもあり

税意識を高めるための良い機会であると認識し

ますが、
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
に

ております。今後も租税教室を始めとした地域

おける「地方にしごとをつくり、安心して働け

の皆様へ税の啓蒙活動に取り組んでいただくよ

るようにする」「地方への新しい人の流れをつ

う期待しております。

くる」
「若い世代の結婚・出産・子育ての希望
をかなえる」
「時代に合って地域をつくり、安

――

心なくらしを守るとともに、地域と地域を連

聞かせていただきありがとうございました。

携する」ための施策として「企業の地方拠点強
化等」が掲げら
れ、「 地 域 再 生
法」の改正とと
もにこの制度が
措置されたとの
ことです。
この制度の背
景から地方に
おける企業の強
化が期待されて
いるところであ
り、法人会の皆
様が中心となっ
て飛騨地域の産
業の発展・活力
向上のために取

（7）

本日はお忙しいところ、いろいろな話を

公益社団法人 飛驒法人会だより

「財産債務調書」の提出制度が創設されました
制度の趣旨
平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及
び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書
の提出を求める制度が創設されました。

制度の概要等
◎ 財産債務調書を提出しなければならない方
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得
金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が３億円
以上の財産又はその価額の合計額が１億円以上の国外転出特例対象財産（注）を有する方は、その
財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出
しなければなりません。
（注） 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の２第１項に規定する有価証券等並びに同条第２項に規定
する未決済信用取引等及び同条第３項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。

◎ 財産の価額
財産の「価額」は、その年の12月31日における
「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」
によることとされています。
（注） 「時価」
とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われ
る場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の
公表する同日の最終価格（同日の最終価格がない場合には、同日前の最終価格のうち同日に最も近い日の価額）
などをいいます。「見積価額」
とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売
買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいいます。なお、「見積価額」の具体的な算定方法
につきましては、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）
に掲載している法令解釈通達等でご確認ください。

◎ 財産債務調書への記載事項
財産債務調書には、提出者の氏名・住所（又は居所）に加え、財産の種類、数量、価額、所在
並びに債務の金額等を記載することとされています（財産及び債務に関する事項については、「種
類別」
「用途別」
（一般用及び事業用）、「所在別」に記載する必要があります。）。
（注） 「事業用」
とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、
「一
般用」
とは、当該事業又は業務以外の用に供することをいいます。

◎ 財産債務調書提出の期限等
財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出していた
だく必要があります。
（注） 法施行後の最初の財産債務調書の提出期限は、平成28年3月15日（火）になります。

（8）
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財産債務調書（合計表）の記載例
財産債務調書の提出に当たっては、別途、「財産債務調書合計表」を作成し、添付する必要があ
ります。
（調書）

（合計表）
XX
1 0 0

XX

0 0 1 3

コクセ゛イ

国税

東京都千代田区霞が関３−１−１

東京都千代田区霞が関３−１−１

タロウ

太郎

会社役員
3

国税

3 5

1 2

03 XXXX XXXX

1 0

太郎
03

XXXX

XXXX
2 5 0 0 0 0 0 0 0

事業用 東京都千代田区○○１−１−１

土地
預貯金

普通預金

有価証券 有価証券

事業用
一般用

1
250㎡

○○銀行△△支店

一般用 △△証券△△支店

5,000株

3 1 0 0 0 0 0 0
250,000,000

9 0 0 0 0 0 0

38,961,915
6,500,000
6,450,000

3 8 9 6 1 9 1 5
6 4 5 0 0 0 0
6 5 0 0 0 0 0

財産の区分ごとに
価額の合計額を記入

8 0 0 0 0 0 0 0

8 9 0 0 0 0 0 0
5 0 4 4 1 1 9 1 5

34,000,000

504,411,915

3 4 0 0 0 0 0 0

89,000,000

全ての財産の価額と債務の
金額の合計額を記入

65,000,000

4 0 4 5 0 0 0 0

6 5 0 0 0 0 0 0

6 5 0 0 0 0 0 0

※

財産債務調書を提出する方が、「国外財産調書」を提出する場合には、その財産債務調書には、国外財産調
書に記載した国外財産に関する事項（当該国外財産の価額を除きます。）の記載は要しないこととされています。

その他の措置
①

財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務

に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が５％軽減さ
れます。
②

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に
記載すべき財産又は債務の記載がない場合（重要なものの記載が不十分と認められる場合を含
みます。）に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ（死亡した方に係るものを除きます。）

が生じたときは、過少申告加算税等が５％加重されます。
○

国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)には、調書や合計表の様式のほか、制度についてのＱ＆Ａ、
法令解釈通達等を掲載しております。

○

税務署での面接によるご相談を希望される方は、お待ちいただくことなく相談に対応できるよう、あらか

じめ電話により面接日時を予約（事前予約制）
していただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。
なお、ご予約の際には、お名前、ご住所、ご相談内容等をお伺いいたします。

（9）
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スマ ート！ 確 定 申 告
確定申告会場へ行かなくても、ご自宅のパソコンを使って、
国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」から
「スマート」に申告書が作成できます！
！

国税庁ホームページ

金額等を入力

作成が
終わったら

インターネットで送信
※ご利用には事前の準備が必要です。
送信に当たっては、一部送信のでき
ないメンテナンス時期があります。
詳しくは、e-Taxのホームページを
ご覧ください。

（ 10 ）
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所得税の確定申告書を作成する場合
「作成開始」を選択！

「給与・年金画面」
新登場！

「所得税」を選択！

イータ君からのイー情報

給与、公的年金のみの方はこちらを選択！
初めての方でも操作がしやすい画面となっておりますので、
是非ご利用下さい。

給与、公的年金以外の
所得がある方は、こちら
を選択！

※画面イメージは、実際の画面と異なる場合があります。

平成29年1月以降、個人の方がe-Taxでご自宅から申告書を送信する場合については、
電子証明書やICカードリーダライタを利用しない新たな認証方式が導入される予定です。
（従来の認証方式も利用することが可能です。）
●申告の内容についてのお問い合わせは、最寄りの税務署にお尋ねください。
●作成コーナーの操作に関するお問い合わせは、

e ー コクゼイ

「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」
（☎0570ー01ー5901）
にお尋ねください。
【受付】月曜〜金曜（祝日等及び12月29日〜1月3日を除く。）
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年男・年女
申 歳

（順不同）

年男を迎えて

新年を迎えて

萩原石油㈱

アルプス自動車㈱

松 山
則 樹
（萩原支部）

森 本
俊 一
（古川支部）
振り返ると長いようでもありあっという間だったような…

おかげ様で元気に6回目の年男を迎えられたことに感

気持ちはまだまだ若いつもりではあるのですが体は年

謝です。会社も満55才となりました。
私達が決して忘れてはならない、あの東日本大震災
当時、地域住民の方々が一番必要とされたのが、ガソ

相応で正直なものです。けれど特に大病もなく人並み
に生活できている今日、親に感謝の気持ちです。
弊社は飛騨市古川町で自動車整備・販売業を営んで

リン・灯油等の石油製品でした。
今、業界はSS数が半減し、再生可能エネルギーの

いて今年創業から67年目を迎えます。創業当時とみる

導入が急がれていますが、依然として石油の果たす役

と自動車の性能は大きく向上し、整備に求められる技

割は大きいと思います。

能・技術も変わってきたことを実感します。

地域の皆様の暮らしを支える、身近なエネルギーを

人口減少、保有台数減少と取り巻く環境は厳しさを

安定して提供する責務を自覚し、7回目の年男も赤い

増すばかりですが、これまでお世話になった地域・皆

制服を着て店頭でスタッフと一緒にお客様を迎えられる

様に感謝し、地元密着の自動車業者としてサービスを

よう、元気で頑張りたいと思います。

提供できるよう心掛けていきたいと思います。

新しい年を迎えて

新しい年を迎えて

㈲下呂ひごや

飛騨法人会 小坂支部 事務局長

井 上
一 徳
（下呂支部）

小 林
浩 二
（小坂支部）

私は靴とバッグの小売業を営んでおり、数年前から

はたと気づけば、齢（よわい）60年。このところ還暦

ネット販売も行っています。最近強く感じる事に、以前

同窓会や還暦旅行に参加する機会もあり、懐かしい仲

は大きなお金をかけなければ出来なかったいろんな事

間との再会もまたうれしいもの。自分たちの容姿・風貌の

が、クラウド技術によって本当に安くできるようになったと

変節は棚に上げ、テレビCMじゃないけれど、むかし乙

言う事です。我社でも大手チェーン店しか出来なかっ

女でいま太目のマドンナちゃんや、白髪頭を禿げちらかし

たような事、例えば複数店舗の商品一元管理等いろん

たかつてのモテ男くんのお話で大いに盛り上ります。
いよいよ還暦。人生も終盤です。私の今までのちっ

な挑戦が低コストでできるようになりました。
自分にとっても今年は節目の還暦を迎える年です。ま

ぽけでささやかな人生の中でさえ、悲しい出来事や挫

だまだやりたい事がイッパイあります。これからもどんどん

折がありました。そんな時いつも支えてくれたのは、大

便利になって行く現代に生きている価値を感じて、世の

切な家族や友だち。そして誰よりもご縁をいただき出会

中のシステムが変わって行く波に乗り遅れないよう、会

うことの出来たたくさんの皆さんです。ただただ感謝で

社の繁栄と社会への貢献、そして自己の実現に向け

す。これからは今まで背負ってきた物を脱ぎ捨て、身の

て楽しく頑張って行ければ幸いです。

丈に合った小さくても何かご恩返しができればと思って
います。
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新年を迎えて

新年を迎えて

㈱ひらゆの森

㈲大宮自動車整備工場

山 田
幸 一
（上宝支部）

大 宮
和 司
（高山南支部）

『○○さんは、なにどしですか？』アルバイトに来る方々にや

高山市久々野町で自動車整備業に携わっていま

んわりと年齢を尋ねる一つの手段。今から18年前、小生満

す。現在私たちの業界では、若年の整備士不足をは

30歳、干支で言うところの一回り若いスタッフが遠方より赴任

じめ、自動車保有台数の伸び悩みや車両の電子化に

して参りました。近所の高校生に手伝ってもらう以外では最

伴う高度な整備対応など、多くの課題に直面してい

年少！当時、現役大学1年生がとうとう自分より12歳も若いと

ます。また、自動車の性能が向上し、故障が少なく

言うことにショックを受けたものです。

なって来ている上に、整備工場の数も多いため入庫

今では、2回り若くてももう立派な成人さん。干支が何であ

競争も厳しいのが現状です。これらの問題は簡単に

ろうとショックはありませんが、自分の年からアルバイトの方々

解決できることではありませんが、お客様が望むこ

の年を計算するのが大変になりました。

とを考え、それに応えていくことを地道にコツコツ

18年前と比較しますと、新しいことにチャレンジする事が大
変難しくなってきた気がします。歳をとって自分のモチベーショ

と積み重ねていくことで、少しずつ良い方向へ進ん
で行ければと思います。

ンが下がったこともありますが、災害、事故、事件、クレーム

大変厳しい経済状況の中ではありますが、新年を

のたびに、リスク回避を第1に考え、いろんな法の整備が次か

迎えるにあたり、新たな気持ちでお客様に安心・安

ら次へと行う日本国の姿勢も大きな要因となっております。近年

全で確実なサービスをお届け出来るよう一層努力し

は、新しい年を迎えるごとに『皮肉や、グチばかり言っていない

ていきたいと思います。

で今年こそは…』と意気込みますが結局大義をなしえず年末を
迎えております。本年は年男につき控えめに、
『当たり前に感謝』
しながら何事もなく1年が過ぎ去る
（申）事を願います。

新年を迎えて

「申年」
を迎えるにあたって

㈱林工務店

林

㈲老田屋

俊 宏
（高山支部）

老 田
英 司
（神岡支部）
明治34年より飛騨市神岡町で「中華そば」「うどん」

おかげさまで健康に還暦を迎えることができました。
今年は丙申で6 0 年前は昭和 3 1 年になります。少し

「蕎麦」など、飛騨の美味しい水で練り込んだ【麺】を

調べてみましたら、この年は神武景気の中で「もはや

作りつづけております。今年は私も4回目の年男になりま

戦後ではない」と経済白書に記載されてその言葉が

した。ここまで来られましたのも、一緒に進んできた仲

流行語になり、戦後の復興が明確に示された年とのこ

間や、ご愛顧くださるお客様のおかげです。
今なお、飛騨の経済状況も停滞して久しく、厳しい

とです。
それから60年。私たちは経済成長と共に幸せに年を

経営状況が続いております。
しかし、申年の申は本来「しん」
と読み、
「もうす」や「の

重ねてきたと思います。今年、人生の節目で定年を迎え
る同級生がたくさんいますが「ほんとうにお疲れさま」と言

びる」
という意味があります。
今年もさらに飛騨ならではの美味しい麺を作り、地元

いたいと思います。
私はまだまだ仕事を続けないといけない身なので、あ
らためて私たちの世代が成長してきた時代がいかに幸

はもとより飛騨以外の地にも、飛騨の良さや飛騨のおい
しさを発信してまいります。
そして、仲間やお客様に感謝もうし上げ、業績がの

せだったかを思い、周りの人に感謝しながら、人生の再
スタートを切っていきたいと思います。

び、飛騨が盛り上がるように頑張ってまいります。
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「 飛 騨 から世 界 へはばたく」
宇宙まるごと創生塾 飛騨アカデミー
事務局長

産

石橋 祥二

声

ご存知ですか、東京大学宇宙線研究所の梶田
隆章教授を？…そうです！今年のノーベル物理
学賞の受賞者です。それでは、小柴昌俊東京大
学特別栄誉教授がノーベル物理学賞を受賞され
たのがいつだったのか覚えているでしょうか？
…2002年です。夢のたまご塾・飛騨アカデミー
は、小柴先生の
「夢のたまごを育てよう！」
の言
葉に呼応して、設立されました。また、2004
年の4町村の合併に向けての住民会議で、新し
スーパーカミオカンデの見学

い市に向けての提言【明日への羅針盤】の中に
「教育」
を大切な一つとしました。その提言を実

ジオ・スペース・アドベンチャー（GSA ）

現するために、行政に任せるのでなく、 自分

スーパーカミオカンデの設置のために掘削さ

たちでやろう！ と2004年から高校生向けの夏

れた空洞を利用して、1994年に始まりました。

セミナーを始めました。

地下空間を活用した大イベントでしたがスー
パーカミオカンデの完成や更に多くの研究施設

宇宙まるごと創生塾

が出来るとともに、少しずつ成長しつつ現在の

今でも、壮大な名前を付けたものだと思って

形になりました。2日間で延べ200名のボラン

います。飛騨市内で活動しているジオ・スペー

ティアに支えられ、約800人のお客さまを迎え

ス・アドベンチャ―（ GSA ）、夢のたまご塾・

て、今年で22回目のGSAを開催しました。少

飛騨アカデミーの事務局を統合して出来たのが

しずつ変身を遂げたGSAは現在、当地での素

「宇宙まるごと創生塾・飛騨アカデミー」です。
GSAは、神岡鉱山の坑内にある東京大学のスー
パーカミオカンデの見学と東北大学のカムラン
ドのセミナー、更に、坑道や鉱山の歴史や重機
を楽しむイベントです。夢のたまご塾は、日本
だけでなく世界の一流の講師を招き、春（ 1泊
2日）と夏（ 3泊4日）に全国の中高生向けのセミ
ナーを開催しています。又、宇宙まるごと創生
塾の設立以来、スーパーサイエンスハイスクー
ル（SSH ）校の飛騨での研修の支援活動も行って
ジオ・スペース・アドベンチャー

います。
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粒子物理学・宇宙物理学の研究成果に触れる機
会となっています。更に、鉱山の歴史
（ 赤ふん
どし での熱演も人気なのです）
、迫力ある重機
の実演、全く明りの無い世界を体験する暗黒体
験、涼しい地下空間など、非日常を体験できま
す。また、一般の方がスーパーカミオカンデを
見学できる唯一の機会で、毎年、定員の倍近い
方の応募があります。梶田先生のノーベル物理
学賞受賞を受けて、次の開催に向けてのパワー
アップしたGSAの準備も始まりました。
講義風景

素晴らしい子供たち

人。それぞれの夢に向かって歩み続けていま

夢のたまご塾・飛騨アカデミーでは、小柴昌

す。修了生の2人が講師として戻ってきました。

俊先生が飛騨市神岡町で研究されていたことも

続けてきたことへのご褒美でしょうか？毎年、

あり、小柴昌俊先生
（東京大学特別栄誉教授）に

修了生がチューター（運営のアシスタント）とし

名誉総長、J.フリードマン先生
（マサチューセッ

て戻ってきているのも特徴の一つです。同期の

ツ工科大学教授：ノーベル物理学賞受賞者）に

修了生のネットワークも出来ているようです！

名誉セミナー長を務めて頂いています。
小さな市でのセミナーに関わらず、多くの

SSH（スーパーサイエンスハイスクール）支援

素晴らしい講師の方にお出で頂いております。

科学技術振興機構が全国で200校以上の高校

ノーベル賞受賞者が延べ4人。昨年、ノーベル

を指定し、先進的な理数教育を実施し、高大接

賞を受賞された天野浩先生も2005年にお出で

続のあり方について、大学との共同研究や、国

になり、もちろん、青色ダイオードの講義をし

際性を育むための取り組みをしています。飛騨

て頂きました。

市にある東北大学のカムランドや東京大学の

参加した子供たちが素晴らしいのです！夢の

スーパーカミオカンデへ、多くの高校生が見学

たまご塾の夏セミナーは、2004年から高校生

に来ております。また、近くにある京都大学の

向けのセミナーとして始まり、2006年からは

飛騨天文台の見学の日程調整などもしておりま

春セミナーも開催しております。これまでに、

す。また、地元の中学校や高校の見学や事前学

北は青森県から南は沖縄県の約550人の子供た

習のお手伝いもしており、地の利を活かして、

ちが修了証
（山中和紙製）
を手に巣立って行きま

子供たちが理科への興味を持って貰う活動も

した。ある大学教授が「大学の授業より反応が

行っております。

沢山あり、面白い！」と言うくらい、沢山の質

全国からの高校生が飛騨で泊り（部屋にエア

問があります。また、セミナーの特徴は、宿泊

コンが無いのに驚きますが、納得して帰りま

される先生方が生徒と同じ宿舎に泊ることで

す）
、飛騨の自然を含めて楽しみ、食事を楽し

す。講義の時間以外にも、食事の時にも、先生

んで帰ります。

方に質問が出来ます。飛騨アカデミーから巣
立った子供たちは、
大学で研究を続けている人、
学校の先生になった人、企業で研究職に就いた

これからも、小さな町で、全国の子供たちの
夢探しの応援を続けていきます！
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事業 所 訪 問

有限会社
概

たか喜
要
店舗外観

代 表 者：代表取締役 今井 敬典
所 在 地：下呂市萩原町萩原1343−1
会社設立：平成５年９月 創業・設立
従業員数：３名（パートを含む）
事業内容：和食料理店
営業時間 昼間（11：30〜13：00 ）
夜間（17：00〜22：00 ）
※出前は上記の時間外も対応

対

談

ききて 本日はお忙しい中ありがとうござい
ます。はじめに会社の沿革からお聞かせくだ
さい。
社 長 当店は平成5年9月に私と山北喜義
の２人で寿司やうどんを提供する和食店とし
て創業しました。
２人とも下呂市の出身ですが、それぞれ寿
司とうどんの名店で修業を積んで来ました。
私は18歳の頃から36歳までの18年間を岐
阜や名古屋で、山北は28歳から８年間を大
阪のうどん専門店で修行をしました。私も山
北もいつかは地元で店を開きたいという思い

創業者のおふたり

がありましたが、お互い踏み切れずにいまし
た。そのような中、あるときその話を聞いた
同級生から２人で店を開いてはどうかと提案
されました。戸惑う私達を余所に、同級生の
電気屋や、建具屋、建築屋たちがあっという
間に話をまとめ、今の場所にお店を開く事に
なりました。そうした同級生たちの協力のお
蔭で、当初は周囲から３か月で閉まる、もっ
ても半年だという噂とは裏腹に、順調なス
タートをきる事ができました。
一時期、O−157事件が連日報道された事
で、生ものを避ける雰囲気が社会的に生まれ、
当店も影響を受けました。苦労を重ねる時期
でしたが、日ごろからのお客様の信頼や、メ
ニューを工夫する事で乗り切りました。
創業から23年。これまで多くの地域のお
客様に支えられてきたお蔭で大きな経営危機
を迎えることなくやってこれました。
ききて ２人で初められたという事ですが、
社名はどのように決められたのですか。
社 長 社名は考え始めると意外とあっさり
決まりました。どうしようかと悩んだとき
に、せっかくなので、２人の名前をヒントに
考え、私の旧姓の小林敬典と山北喜義を合わ
せた「たか喜」と「喜林」の２つの案が挙がりま
した。
「喜林」は中華料理屋みたいだという声
が多かったので、現在の「たか喜」という社名
になりました。ちなみに、「たか」は「敬喜」だ
と初めて見る方には読みづらいという事でひ
らがなとしました。
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親しみやすい良い社名になったと自負して
おります。
ききて お店のメニューやお客様についてお
聞かせください。
社 長 メニューは当店の看板である寿司や
うどんをセットにした定食などが充実してい
ます。他にもお客様の要望に応えるかたちで
次第に一品料理も増やし、今では幅広い年齢
層が食事のできる和食と居酒屋を両立させた
お店となっています。当店では店舗営業とあ
わせて、出前も行っており、高齢者や地域の
イベント等での利用があるほか、周辺の公官
庁の利用も多くあります。また、宴会用の個
室も備え、ご法要や歓送迎会などの宴会の依
頼もあります。
ききて お店のこだわりや強みをお聞かせく
ださい。
社 長 １つ目はやはり味にあります。
創業以来の看板メニューの寿司は新鮮で良質
なネタを見極め仕入れ、丁寧に握っています。
うどんは味の決め手になる「だし」の味を年間
通じて変化のないように細心の注意を払って
います。また、お客様は一人ひとり好みの味
が異なります。それぞれの好みを見極め、そ
れに合わせて提供する事もお客様から評価を
いただいている点だと思います。
２つ目に店内の雰囲気です。
当店では女性スタッフの活躍が著しい事で

看板メニュー・たか喜定食と
人気の一品料理・かき揚げ

リニューアル後の店内

店内の雰囲気が非常に明るく家庭的な雰囲気
を生んでいます。カウンターの私たちだけで
なくスタッフの女性たちがお客様と独自のコ
ミュニケーションを図り活躍する事で今の店
内の雰囲気を作っています。いままでも、そ
してこれからは女性が輝ける職場である事が
大切だと考えています。
これからも店の味と雰囲気を守っていきた
いと考えています。
ききて 昨年、店舗の一部をリニューアルさ
れたとお聞きしました。
社 長 当店は創業以来の設備が多く、年季
の入った設備ばかりであった事と下呂市の高
齢化が年々進んでいる事を踏まえ、これから
の時代には高齢者に優しいお店づくりが必要
だと感じ、思い切ってリニューアルしました。
小規模に営業しているので大がかりな改修
はできませんでしたが、トイレの洋式化や、
床や畳を張り替えて足が滑りにくいようにし
ました。今後は、寿司ネタなどの調理方法も
研究を重ね工夫したいと思います。
若者からお年寄りまで幅の広い年齢層に愛
される店でありたいと思っています。
ききて 最後に一言お願いします。
社 長 今の季節、大ぶりのカキや、美味し
い赤貝が入るので、是非一度お越しください。
ききて 日頃からお客様と気さくに話をされ
る姿が浮かぶ取材であったと思います。本日
はご多忙の中、お時間を頂きありがとうござ
いました。
（ききて：桂川）
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高山支部

飛騨高山 冬のライトアップはじまる

平成27年12月1日から市内の宮川中橋周辺で冬の
飛騨高山ライトアップがはじまりました。雪化粧し
た赤い中橋が白銀の世界に幻想的に浮かび上がりま
す。また、平成28年1月9日からは、飛騨の里にお
いてもライトアップが行われます。冬の静けさの中
に浮かび上がる雪化粧の合掌集落は、この季節にし
か見ることのできない世界です。
いずれも「雪化粧」がキーワード。除雪や屋根の雪
飛騨の里

下ろしなど、なにかと厄介な雪の存在ですが、古都

高山に雪がもたらす風情は、地元の私たちでさえも魅了する雪のプレゼントです。温かい格好をして、
冬の飛騨高山を再発見に出かけてはいかがですか？

（高橋 記）

★中橋周辺ライトアップ

平成27年12月1日〜平成28年2月29日
（17：00〜21：30 ）

★飛騨の里ライトアップ

平成28年 1月9日〜平成28年2月29日
（17：30〜21：00 ）
夜間入館料

大人300円

小人100円

ライトアップ時駐車場無料

（高山市民の方は、住所がわかる物をご持参いただければ入館無料です。）

小坂支部

4人の女将たちの冬の共同プラン

全国的にも珍しい炭酸泉が湧く下呂市小坂町の下
島（したじま）温泉、湯屋温泉。古くは400年の昔か
ら、湯治場として愛され親しまれてきました。この
炭酸泉、入浴はもちろん、飲泉や湯豆腐や鉱泉粥、しゃ
ぶしゃぶなどの料理にも利用できる優れものです。
今回ご紹介するのは、下島、湯屋温泉の４軒の旅
館の女将さんたちが考えた冬の共同宿泊プランです。
2014年御嶽山の噴火後の風評被害を吹っ飛ばそう
と始まった冬のプランは今年で２回目。１泊２食付
9,000円〜で炭酸泉や炭酸泉料理を満喫でき、無料

奥田屋

ニコニコ荘

仙游館

泉岳館

シュワシュワ会 女将四人衆
（プランは平成28年3月31日までです。）

宿泊券が当たる抽選や近隣の日帰り入浴施設無料券プレゼントなど特典が盛り沢山です。
４人の美人女将たちの会の名前は、炭酸泉にあやかって
「シュワシュワ会」といいます。
みなさん。この冬は「浸かってよし」
「飲んでよし」
「食べてよし」の、飛騨小坂の炭酸泉宿にお越しく
ださい。

（小林 記）
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下呂支部

下呂温泉で冬花火を楽しもう！
！

下呂温泉では、1月9日から3月26日までの毎週土曜日
に「冬の下呂温泉花火物語

花火の歳時記」を開催いたし

ます。
世界トップレベルの花火師さんが、日本特有の四季の
行事や風習を、和の風情ある花火で表現します。
★ 1月のテーマ【始まりの章】では、
成人花火、花餅花火、春よ来い来い寒明け花火、健康
祈願・節分花火。
★ 2月のテーマ【願いの章】では、
冬の星座花火、バレンタイン花火、がんばろう花火、
合格祈願花火。
★ 3月のテーマ【旅立ちの章】では、
お雛様花火、ホワイトデー花火、卒業・旅立ちの応援
花火、桜花火。
その時期に合わせたテーマが毎回設定されるので、毎
回違った演出が楽しめます。冬から春の下呂温泉を彩る花火大会をぜひお楽しみください。（千田 記）

上宝支部

日本一の地熱発電所 八丁原の視察研修

奥飛騨温泉郷源泉所有者協同組合によ
る、地熱事業勉強会が九州大分熊本県で実
施されました。 出力11万キロワットの八丁
原のスケールの大きさには参加者20名全員
が圧倒されましたが、今春開業したばかりの
【わいたバイナリー発電所】は、その東芝製
タービンが本来なら奥飛騨中尾温泉に設置
予定であったというだけに、土砂降りの悪天
候の中、熱心に視察・質疑がなされました。
最後の訪問地、熊本県阿蘇村（人口1万2
千人弱）では、行政が主体となって全国でも
画期的な『地熱資源の活用に関する条例』を
わいたバイナリー発電所

作り、JOGMECが事業採択した九電三菱

グループなど2つの事業体と地表調査、温泉モニタリング等の事業を進めていることが報告されました。
今秋、小規模な爆発のあった阿蘇山ですが、過去最大の噴火があった時は、九州全域の生物が死滅し
た等、九州の地熱エネルギーの巨大さを思い知らされた視察でした。
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（中田 記）
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青年部会だより
税務署長と語る会
平成27年11月12日
（木） ところ：高山観光ホテル
（公社）飛騨法人会青年部会連絡協議会は、後
藤高山税務署長を講師に招き【語る会】を開きま
した。
当日は 41 名の参加があり、後藤税務署長か
ら醸造の話から酒税に関する話、そしてマイナ
ンバーへと幅広い話題に移り、
「税務署長と語る
会」が盛大に進行しました。
また、「語る会」が始まる前に、後藤高山税
務署長から「租税教育推進団体」としての（公社）
飛騨法人会の顕著な功績に対して表彰があり、青年部会員とくに租税教室講師担当者は教室
に向かって更なる決意を感じました。

第 2 9 回 法 人会全国青年の集い
平成27年11月19日
（木）〜20日（金） ところ：茨城県立県民文化センター
法人会は、税のオピニオンリーダーたる経
営者の団体として、国と社会の繁栄に貢献す
ることを新たな「理念」として掲げました。こ
の「理念」とともに定められた「行動規範」にお
いても、税のオピニオンリーダーとして「租税
の理解、望ましい税制・財政のあり方の提言
納税意識の高揚と税知識の普及啓発」に努める
ことを責務としています。
私たち青年部会の租税教室は、12 月 4 日（金）
高山市立栃尾小学校から始まります。
租税教育のさらなる充実と発展には、日本の未来を担う子供たちに正しい税知識を伝え
る、より多くの仲間が必要です。この大会では「いかに青年部員を増やし、定着してもら
うか」をテーマに真剣に議論しました。
この大会で得たものを地元に持ち帰ることが、租税教育活動をはじめとする青年日会活
動の発展に寄与し、ひいては国と社会のより一層の繁栄につながっていくことを確信しま
した。
なお、大会において行われた「部会員増強表彰」について、われら青年部会連絡協議会が
「青年部会員増強表彰」を受けたことをこの紙面を借りてご報告いたします。
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女性部会だより
第 34 回 県 下法人会女性部会連絡協議会
平成27年10月19日
（月） ところ：シティホテル美濃加茂
名古屋国税局課税第二部法人課税課課長
岩田和之氏 岐阜北税務署長 中西哲氏
をはじめ多数の来賓・会員 160 名出席により
（一社）中濃法人会女性部会の主管でシティ
ホテル美濃加茂を会場に開催されました。
今年の協議会テーマは昨年に引き続き
「魅力ある★法人会女性部会活動」〜楽しん
で、活性化しましょう！〜 と題して、それ
ぞれの単位会が活発な活動の様子を発表し
ました。
記念講演は講師に地元出身の講談師 神
田京子さんをお招きし、昔ながらの講談という手法の中に現代的でユニークなお話を聞き、
楽しいひとときを過ごしました。
来年度は当部会が主管を務め県下のみなさまをお招きします。会員みなさま方のご協力を
よろしくお願いいたします。

昨年に引き続き「税金クイズ」開催
平成27年11月29日
（日） ところ：バロー萩原店
女性部会主催の「税金クイズ」が、今年も
南飛驒「萩原」の地で開催されました。
朝早くから、後藤税務署長様を始め税務
署幹部の皆様もお越しになり、バロー店舗
内において開催案内とお客様の招致を賜り
「税金クイズ」
コーナーが盛り上がりました。
今年の「税金クイズ」の景品は、１等がお
米２キロ・２等が飛騨リンゴ２個入り・３
等がお菓子・４等がクリアファイルなどの
文具と、種類が多くなりました。
また昨年好評であった「綿菓子」の配布も
あり、多くのお子様連れの皆様が集まり「ノーベル賞の賞金」が課税になるか否かの話に花が
咲いていました。
当日は220名以上の「クイズ解答者」を募り、来年への開催意欲が湧く一日でした。
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読者の窓
（35）

このコーナーは、読者の皆さんのコーナーです。
税金への色々な主張・ご意見・アイディア・気の利いた
写真等を広く会員のみな様より投稿していただきたく、多くの
投稿をお待ちしています。
投稿は（公社）飛驒法人会まで、FAX・Eメールにてお願い
します。

F A X 0577-33-1093
E-mail hidahojn@siren.ocn.ne.jp

コスパ（コストパフォーマンス）
下呂市

70代

男性

現代の若者の間で流行っている言葉にコスパという言葉がある。コスパとはコストパフォーマンスのことである。
これは日本語では費用対効果ということのようだ。何かにつけて、すべてコストパフォーマンスで片づけてしまう現
代の若者の考え方には違和感が残り、おかしいと思う。先日あるところで、若い娘達の会話が聞こえてきたのだ。
「子供はほしいよネェ」、「 3 人位いたら楽しいと思うけれどネェ」、「でも子供をつくるということは、育てるのが大
変だし、どこから計算してもコスパに合わないよネェ」…とのこと。また、
「結婚するこということも、自分の時間も無
くなり、お金もかかるし、とてもコスパには合わないよネェ」とのこと。世の中のすべてをお金で割り切る。また、コ
ストパフォーマンスで考えてしまう現代の若者たちの考え方はどこかおかしいと思う。
人が人として生活していく時、幸せな人生を送る時、楽しい人生を送る時、その場その場で費用対効果が合
うのかどうかで生活している理由ではない。人生の中にはコスパで考えられないこと、考えるべきでないこと、そ
れはたくさんあると思う。
現代の少子化の問題はすべてお金で計算して割り切ってしまう考え方、またこの考え方が世の中にはびこって
いるところに問題の一面があるように思える。
数字で割り切った人生、コストパフォーマンスで考える人生など、楽しくも幸せ感ももてないと思うのは私だけだ
ろうか。
（おまけ）
結婚とは2 人で人生を作り上げていく作業であり、子育てとは人生をかける程、やりがいのある仕事である。

租税教室が子供たちの未来につながる
高山市

40代

男性

飛騨地区は租税教育活動が活発に行われています。中でも学校の児童生徒たちに、税に対する理解や興
味を持てるようにと行われている租税教室は素晴らしい活動と思います。児童生徒たちが税について関心をもち、
納税の義務を果たす責任を自然と身につけられる様子は明るい未来を感じさせてくれます。こうした活動の成果も
あってか、作文や習字、税に関する絵はがきコンクールへも多くの子どもたちが応募されたようです。
税への正しい理解は社会全体の生活の向上につながり、納税に対する責任をおのずと確認できるようになると
思います。その中で国策への不満や満足があるとすれば、それらは日本の政治への関心や、積極的な社会活
動への原動力にもなるかと思います。
租税教室は、そうした基盤を子供たちに植える活動であり、子供たちにとって自分の未来社会をより良いものに
していける力になるのでしょう。
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事務局だより
須 田慎一郎氏 講 演会を開催いたしました
平成27年11月24日
（火） ところ：高山市役所地下ホール
（公社）飛騨法人会では、毎年社会貢献活
動の一環として講演会を開催し、今年度は「今
後の政治経済をどう読むか」を主テーマとして、
ジャーナリストの須田慎一郎氏を招きました。
講演会の冒頭「景気は回復するのか、いつ回
復するのか」について聴衆者に投げかけがあっ
た後、戦後の日本経済の発展を踏まえた講演会
に移りました。
講演は、日本は戦後 8 回の景気拡大期があり、

講演会の様子

「人並みの事をしておればよかった時代・人並み以上の努力をすればもっとよくなった時代」から、
「バブル期」の経験と日本経済の構造変化による「失われた 20 年」を経験し現代へと変遷して
きた。また、人口減少による「労働力不足」が個々の地域のみで起こるのではなく、日本全国に
目前に迫りくる現実を踏まえ、経営陣として勝ち組・負け組の「2 極化」を意識し「国内の人材を
活用」
し、かつ「経済の土壌を造り、活用する時代」に立ち向かう心を持つべき、というテレビジョ
ンを通した発言と同じ「力強い講演会」でありました。
講演会開催に当たり、会場設営から撤収までご協力を賜った役員の方々に感謝申し上げます。

税制改正要望活動 実施報告
原田勝由樹税制委員長が「平成28年度税制改正に関する提言」
を平成27年11月19日
（木）
に金子一義衆議院議員、平成 27 年 11 月 24 日（火）
に國島芳明高山市長、中田清介高山市議
会議長に手渡しました。国税においては法人税率の引下げ、地方税にあっては固定資産
税の評価額の引下げ、償却資産課税の基礎控除額の引上げ等々について要望をしました。
面談の中で、近年多くなった外国人観光客に対する販売店での「免税」手続きが話題とな
り、国際空港や港町を持たない高山市においても、外国人に対する「免税手続き」がこん
な身近に感じられたことはありませんでした。
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■新年あけましておめでとうございます。皆さまには希望に満ち
た新年を健やかにお迎えのことと拝察しお慶び申し上げます。
■高山税務署長 後藤邦之さんを広報委員２名、女性部会
広報委員長 中谷敬子さん、青年部会部会長 山腰哲也
さん、専務理事 森眞砂美さんにて訪問し、恒例の 新春よもやま話 の
お話を伺いました。
「社会正義に燃えて少し過激な対応をしてしまったこともありますが、本音を言えば
自分でも机がたたけるものだなと…」淡々と話されました。
■年男・年女申歳 今年の年男の抱負はそれぞれ気合いがこもっていますが、年女の抱負がないのが
さみしく思います。
■休憩室の 宇宙まるごと創世塾 飛騨アカデミー 全国の子供たちの夢探しの応援をしています。新年
号にふさわしくうれしい記事です。
■「シュワシュワ会」へ行って、４人の美女女将に会い宿泊し楽しんで来たいものです。
■広報委員一同、今年も元気できちんと広報活動を行なってまいりますので、ご支援、ご批判のほども
よろしくお願い申しあげます。
（M.N ）

平成28年1月 公益社団法人 飛驒法人会 広報委員会
鍋島 道雄

住

宏 夫

長瀬 栄二郎

高橋 厚生

矢島 俊彦

千田 純弘

桂川 典輝

細江 和彦

森前 三弘

廣田 耕作

追分 英輔

中田 昭彦

中谷 敬子

今井 美佐子

村井 智子

中谷 朋子
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