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本日は第8回通常総会に多くの皆様にご参加い

だき誠に有り難うございます。

又、公務ご多忙の中、玉川税務署　小原署長様

はじめ多くのご来賓の皆様にご臨席賜り厚く御礼

申し上げます。

平成29年度は法人会事業の基本である税知識

の普及活動、納税意識の高揚、情報通信技術（ICT）

利用の普及推進に努めるとともに昨年度より導入

された納税時のマイナンバーの利用促進の広報活

動を実施致しました。又、社会貢献活動にも積極

的に取組みました。特に租税教育の一環として女

性部会が中心となり小学生の児童を対象にした絵

はがきコンクールは玉川税務署、都税事務所、世

田谷区や地域の皆様のご協力により優秀な作品が

多く出品され、この中から東法連優秀賞に八幡小

学校の青木美乃さんが選出されました。又、地域

貢献活動では献血活動や救急救命講習会を実施す

るとともにシンポジウム、和太鼓コンサート、産

業フェスタヘの参加など多くの会員企業の皆様に

ご協力をいただきました。この他、東京都から要

請されております地球温暖化防止対策にも協力し、

東法連より報奨金を頂戴しております。

毎年福利厚生事業と会員増強を図る為、玉川絆

プロジェクトを実施しております。福利厚生事業

は会員の皆様の万一の備えにご加入いただく保険

制度で法人会が保険会社に要請して出来た制度商

品です。この事務手数料収入は、全法連、東法連

より助成金として当会に配布されており、当会の

収入予算の30％弱を占めており大変重要な財源

になっております。会員の皆様の全面的な協力で

更に充実した制度商品の提供を進めて参りたいと

考えております。

又、保険会社の皆様には日頃より会員増強に積

極的にご協力をいただき感謝申し上げます。会員

増強には玉川税務署の皆様にもご支援いただき、

お陰さまで会員の減少数も年々少なくなって参り

ました。財政基盤の強化と会員増強は会発展に欠

かすことの出来ない事業です。引き続き皆様のご

協力を宜しくお願い申し上げます。

ところで私達中小企業を取り巻く経済状況は財

政投融資や金融の大幅な緩和等もあり、輸出企業

を中心に回復の兆しが見られるようになりました。

ところが雇用問題や働き方改革等の問題で大変苦

労されている企業が多くなって参りました。急激

な環境変化にも対応出来る中小企業経営として発

展できるように法人会でも議論してみる必要があ

りそうです。

少子高齢化社会や経済のグローバル化が進む中、

社会保障費の増加は財政状況を益々悪くしていき

ます。社会保障の充実・安定化とともに財政健全

化を目指すには国民一人一人が痛みを伴わなくて

はなりません。行財政改革を実施し無駄をなくす

とともに社会保障と税の一体改革をどのようにし

て進めていくのが良いか考えなくてはなりません。

今年度当会では、特にe-TAX並びにマイナン

バーの利用促進を図るとともに来年10月の消費

税率UPに合わせて導入される軽減税率の研修会、

講演会を実施したいと考えております。又、法人

事業概況説明書に自己申告チェック欄が導入され

ることになりました。自主点検チェックシートの

取組みにもしっかりと対応して参りたいと存じま

す。我々中小企業を取り巻く経営環境は厳しい状

況が予想されますが、個々の企業が成長に向けて

自助努力を積み重ねていく事が必要です。皆様の

力で将来安心して生活できるような国を目指して

いきましょう。

結びにあたり、会員の皆様のご健勝、ご多幸と

ご事業の益々のご繁栄をご祈念申し上げ、挨拶と

させていただきます。
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ご挨拶

第８回
通常総会

公益社団法人
玉川法人会　
会長

阿部　友太郎
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玉川税務署
署長

小原　清志

本日は公益社団法人玉川法人会第８回通常総会

おめでとうございます。玉川法人会の皆様には、

税務行政に対する日頃の深いご理解ご協力を賜り、

この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

本日の総会におきましては、皆様の熱心なご審

議の中滞りなく成立されましたことを心からお慶

び申し上げます。会員の皆様におかれましては、

平成30年度の事業計画達成に向けて一致団結さ

れ、事業活動が活発に行われますようお祈り申し

上げます。

また、会員増強におきまして顕著な成績を収め

られた方々への表彰状、感謝状が授与されるとと

もに、全国法人会総連合及び東京法人会連合会よ

り表彰された方もご披露されました。これらのご

労苦とご業績に対し心から敬意を表しますととも

に、今後とも玉川法人会発展のためにご活躍され

ますことをご祈念いたします。

さて昨年度における玉川法人会の事業内容を振

り返ってみますと、税務研修会や税を考える週間

に合わせた未来シンポジウムと献血活動、確定申

告期における各種広報や来署者の案内、玉川間税

会との共催による消費税セミナー等様々な事業活

動を通じて、税知識の普及、納税意識の高揚に務

めてこられました。また、地域行事への参加など

様々な社会貢献活動にも尽力され、小学生に対す

る租税教育として実施していただいた絵はがきコ

ンクールには多くの優秀な作品が寄せられ、11

月に実施しました納税表彰式にて金賞３作品の表

彰とその後金賞以外の優秀作品も含めた表彰式を

挙行いたしました。いずれの作品も素晴らしく、

優秀な作品が多数寄せられたことは、女性部会を

中心とした玉川法人会の皆様のご努力によるもの

と敬意を表します。さらに、和太鼓コンサートで

は「太鼓で日本を元気に、太鼓による地域の絆」

をテーマに４つの楽体による若さと迫力と巧みな

ぎる力強い演奏に、会場にいた全ての方々が感動

されたことと思います。このようなコンサートを

毎年円滑に実施されていることは、偏に玉川法人

会の皆様の優れた企画力と組織力よるものと敬服

する次第です。和太鼓コンサートや尾山台フェス

ティバル、世田谷産業フェスタなど地域に根ざし

た事業活動は、地域社会の健全な発展に大きく寄

与されています。このような活動は、税務行政の

円滑な運営に欠くことができない大きな役割を果

たしています。ここに深く感謝いたしますととも

に重ねて敬意を表したいと思います。

さて、私ども税の執行に携わる者といたしまし

ては、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正

且つ円滑に実現する。」という国税庁の使命を果

たし、皆さまから理解と信頼を得るためe-Tax等

ICTの活用により納税サービスの向上に努めると

ともに適正･公平な課税の実現のため、納税者皆

様の権利保護を図りながら、適正な申告を行った

納税者に不公平感を与えないよう大口、悪質な事

案には組織的に厳正な対応を行っているところで

す。

ところで平成31年10月には、消費税アップと

軽減税率導入などが見込まれていますが、制度の

円滑な導入に向けて関係省庁が連携して円滑に推

進できるよう取り組んでいくこととしており、国

税当局としましても只今制度の広報周知に向けて

取り組んでいるところです。玉川税務署としまし

ては９月５日と10月10日の世田谷産業プラザに

おきまして商工会議所と共催の上、世田谷税務署

並びに北沢税務署と合同で説明会を行います。軽

減税率制度の説明は税務署が行い、法人等の事業

者におきましては商工会議所が説明を行っていき

ます。ホームページにスケジュール等の広報周知

を行いますので、玉川法人会会員の皆様にも研修

会等で情報収集され、適切な運用をされますよう

お願いいたします。

これまで玉川法人会の皆様にはe-Taxや自己点

検チェックシートを活用した税務コンプライアン

スの向上に多岐にわたるご支援をいただいてまい

りました。これからも意見交換等を行いながら、

連絡協調関係をより深めてまいりたいと考えてお

りますので引き続きご協力を賜りますようお願い

いたします、結びにあたりまして玉川法人会の

益々のご発展と会員皆様のご健勝並びにご事業の

ご繁栄を祈念いたしまして挨拶とさせていただき

ます。

ご祝辞
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挨拶する阿部会長

信江第一統括官　　　　木村副署長　　　　　　　　小原署長

公益社団法人玉川法人会の第8回通常総会（定

時社員総会）が、玉川税務署の署長をはじめ多数

のご来賓ご臨席のもと、去る6月6日(水)午後5時

30分より、駒澤大学深沢キャンパス120周年アカ

デミーホールにおいて開催されました。司会の三

條常任理事により議事が進行し、村田副会長の開

会のことば、阿部会長による挨拶と続きました。

阿部会長が議長になって行われた第一部の「総

会」では、法人正会員総数1,393社の過半数を超

える735社(委任状含む)の信任のもと、無事に成

立したとの報告がなされ、その後各号議案の審議

に入り、全議案全会一致で承認されました。

続いて第二部の「表彰その他」では、会員増強

に貢献のあった功労者の方々に対する表彰状・感

謝状・記念品の贈呈が行われました。また増強に

貢献があった協力団体、協力企業への感謝状の贈

呈。平成29年度納税表彰式における受賞者の披

露も行いました。また世田谷区制施行85周年記

念表彰者、全法連、東法連の功労者表彰者の披露

も行われました。最後に田畑名誉会長が藍綬褒章

を受賞されたこともあわせて披露されました。そ

の後、来賓の祝辞として玉川税務署小原署長より

ご挨拶いただき、平山副会長の閉会の挨拶で総会

は滞りなく終了しました。

第三部の「会員懇談会」は午後６時50分から

同じ敷地内の「洋館大ホール」で開始されました。

玉川税務署木村副署長はじめご来賓からご挨拶を

いただき、井部弥八郎相談役の乾杯のご発声で始

まりました。懇談会は毎年盛大に執り行われ、大

変活気にあふれ大いに盛り上がりました。恒例の

新入会員の紹介なども行われ一段と和やかな懇談

会となりました。

通常総会は議決権を有する正会員と議決権を有

しない賛助会員に別れますが、懇談会には同じ会

員として自由に参加できます。懇談会は法人会の

日頃の活動の様子を知り、他会員との異業種交流

を行うことのできる、またとない機会となってい

ます。来年１月にも新春記念講演会や新年賀詞交

歓会を開催いたしますので奮って参加し、大いに

お楽しみ下されば幸いです。

第8回通常総会（定時社員総会）開催公益社団法人
玉川法人会

小原署長よりご祝辞をいただきました

日　時　６月６日㈬　17:30～

場　所　駒澤大学深沢キャンパス　120周年アカデミーホール

参加者　735社（委任状含む）



5

　　　　　　　　　　　　司　会　三條　正人

１．開会のことば　　　　副会長　村田　宣政

２．会長挨拶　　　　　　会　長　阿部友太郎

３．議長選出

４．議事録署名人選出　第２支部　出澤素賀子

　　　　　　　　　　　第３支部　森　功一郎

５．決議事項

　第１号議案　平成29年度事業報告承認の件　

　　　　　　　　　　　　副会長　坂東　義治

　第２号議案　平成29年度収支報告承認及び

　　　　　　　監査報告承認の件

　　　　　　　　　　　　副会長　平山　武司

　　　　　　　　　　　　監　事　久野　豊仁

６．報告事項

　第３号議案　平成30年度事業計画報告の件

　　　　　　　　　　　　副会長　森　　　栄

　第４号議案　平成30年度収支予算報告の件

　　　　　　　　　　　　副会長　松浦　政幸

第１部　定時社員総会 午後５時30分～6時20分

第2部　表彰・その他 午後6時20分～6時50分

１．表彰状・感謝状の贈呈（敬称略、順不同）

　　　　　　　　　　　　（※）受賞代表者

（１）会員増強功労に関する表彰状・感謝状及び

　　　記念品の贈呈

　　　　表彰状の部（５件以上）１名

　　　　　橋田　千恵※

　　　　感謝状の部（２件以上）10名

　　　　　兼益　宏行※･井上　俊治・出澤素賀子

　　　　　和田　敦思・鈴木準之助・守永　文子

　　　　　上平　　亮・廣瀬　幸子・大鎌　　博

　　　　　森　　　栄

　　　　特別功労賞（受託保険会社推進員による

　　　　　　　　　　会員増強に対し）

　　　　　大同生命保険株式会社　渋谷支社

　　　　　　岩間  千江美（9件）※

　　　　　　三溝  真由美（5件）･吉田  祐子（2件）

（２）協力団体・協力企業に対する感謝状の贈呈

　　　　大同生命保険株式会社　渋谷支社　

　　　　（福利厚生制度、並びに会員増強に貢献）

司会の三條常任理事 開会挨拶する村田副会長

事業報告の坂東副会長 監査報告の久野監事

閉会挨拶する平山副会長収支予算報告する松浦副会長第８回　通常総会（定時社員総会）の様子



会場：駒澤大学深沢キャンパス洋館大ホール

　　　　　　　　　　　司　会　兼益　宏行

１．開会のことば　　　　　　　松浦　政幸　

２．会長挨拶　　　　　会　長　阿部友太郎

３．来賓祝辞　　

　　玉川税務署　　　　副署長　木村美由紀様

　　世田谷都税事務所　所　長　土屋　信三様

　　世田谷区　　　　　区　長　保坂　展人様

４．来賓紹介　　　　　　　　　村田　宣政　

５．乾杯　　　　　　　　　　　井部弥八郎

６．中締め　　　　　　　　　　星谷　悦子

７．閉会のことば　　　　　　　坂東　義治

第３部　会員懇談会 午後6時50分～8時30分

盛大に開催された懇談会
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☆平成29年度納税表彰式等における受賞者の披露

　１）玉川税務署長　表彰状受賞　　佐藤　壽夫

　２）玉川税務署長　感謝状受賞　　平山　武司

　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　伸二

☆東京都主税局長　税務功労者表彰　坂東　義治

☆世田谷都税事務所長　感謝状受賞者の披露

　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　政幸

　　　　　　　　　　　公益社団法人玉川法人会

☆世田谷区制施行85周年記念表彰　団体功労表彰

　　　　　　　　　　　公益社団法人玉川法人会

☆世田谷区制施行85周年記念表彰　功労表彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　坂東　義治

☆（公財）全国法人会総連合・

　（一社）東京法人会連合会表彰受賞者の披露

　１）（公財）全国法人会総連合　功労者表彰

　　　　　　　　　　　森　　　栄・大島　光隆

　２）（一社）東京法人会連合会　功労者表彰

　　　　　　　　　　　市川　光昭・大嶽　公彦

　　　　　　　　　　　船本　貴一・星谷　照子

　３）（一社）東京法人会連合会　会員増強表彰

　　　　　　　　　　　兼益　宏行・上平　　亮

　　　　　　　　　　　廣瀬　幸子

２．来賓祝辞　　　玉川税務署長　小原　清志様

全法連功労者表彰　森副会長 全法連功労者表彰　大島さん

東法連功労者表彰の大嶽さん 東法連功労者表彰　船本さん

東法連会員増強表彰　廣瀬さん



「第 6回東法連通常総会　感謝状及び記念品贈呈式」に参加

挨拶する阿部会長 開会挨拶　松浦副会長

来賓挨拶の土屋都税事務所長 乾杯のご発声は井部顧問

ご挨拶する木村副署長 来賓挨拶　世田谷区経済産業部長　久末様

7

日　時　6月13日㈬　16:00～18:00

場　所　明治記念館

参加者　７名

今年は玉川法人会から坂東副会長、森副会長、

松浦副会長、大島税制委員長、第８支部からは上

平支部長、廣瀬、青年部会からは兼益部会長の7

名の受賞者がご招待をいただきました。

会は小池都知事がサプライズゲストとしてご登

壇され、今後の東京都について熱く語り、東法連

の活動に称賛をいただきました。

食べきれないほどのお料理が振舞われ、多くの

受賞者が阿部会長を始めとした東法連役員と懇親

を深めることができ、２時間の表彰式と懇親会も

和やかなうちに閉会いたしました。来年もご招待

いただけるよう、日々の活動に精進しようと感じ

る会となりました。

（第８支部　広報委員　廣瀬 幸子）

新入会員の㈱豊通オールライフの皆様と挨拶する阿部会長（左）と小原署長（右）
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