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�全国法人会総連合 (大橋光夫会長) は10月８日､ 岐阜市の長良川国際会議場で第26回法人会全国大

会を開催した｡ 当会からは４名の出席予定でしたが､ 生憎当日は､ 台風18号が中部地方を直撃し､ 飛行

機が欠航の為､ 参加できませんでした｡

しかし大会は予定通り開催されました｡ 内容につきましては､ 式典に先立ち､ 経済ジャーナリストの

財部誠一氏が ｢日本経済､ これからのキーワード｣ と題して講演｡ 式典には国税庁の加藤治彦長官らの

来賓をお迎えし祝辞を述べられました｡

又､ 全法連 金田達明副会長が､ 法人税率の引き下げと事業承継税制の確立などを最重要課題とする

｢平成22年度税制改正に関する提言｣ を報告｡ 最後に下記の ｢大会宣言｣ が採択されました｡

����������������������������������
� � � �
われわれ法人会は､ 半世紀を超える歴史を通じ､ ｢健全な納税者の団体｣ として､ 税の活動を中心

に広く社会への貢献活動を展開し､ 全国有数の公益法人として地位を固めてきたところである｡
この自負のもと､ 今後は公益法人制度改革を踏まえ､ 租税教育など税の啓発活動を積極的に展開

し､ 広く国民から受け入れられる法人会づくりを目指すとともに､ 自らの公益性と透明性を高める
ための不断の努力をここに誓うものである｡
一方､ 日本経済は､ 危機状態から脱しつつあるものの､ その前途は予断を許さず､ 中小企業を取

り巻く環境は一層厳しさを増している｡ また､ 急速に進む少子高齢化が社会保障費等の急増をもた
らし､ さらに財政再建を困難にしている｡
いまこそ､ 国および地方自治体においては､ 思いきった行財政改革を断行するとともに抜本的な

社会保障制度改革を行い､ 国民に安心感と信頼を回復させることが急務である｡
また､ 税制改革にあたっては､ 地域経済の担い手である中小企業の活性化に資する税制､ 努力し

たものが報われる税制を確立すべきである｡ 具体的には､ 法人税率の引き下げ､ 事業承継税制の確
立を最重要課題として提言するものである｡
納税意識の向上に努めてきた法人会は､ ここに全国の会員企業の総意として､ 以上宣言する｡

平成21年10月８日
全国法人会総連合全国大会
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去る10月８日の第26回法人会全国大会 (岐阜大会) で決議された ｢平成22年度税制改正に関する提言｣
についてその実現を図るべく10月26日､ 当会の税制委員会委員が諫早市､ 諫早市議会､ 大村市､ 大村市
議会へ要望書を提出致しました｡

宮本諫早市長へ提出 並川諫早市議会議長へ提出

������������������ �諫早大村法人会 税制委員会
委員長 井 村 一 男

��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ������ ���������������� ���������������������

日本企業の国際競争力強化や国内産業の空洞化
防止､ さらには外国資本の国内への投資促進の観
点から､ 法人税の基本税率について地方税を含め､
大幅な引き下げが必要である｡ 欧州・アジア主要

国並みの実効税率とするよう求める｡���������������
平成21年度税制改正で､ 中小企業等に適用され

る法人税の軽減税率が２年間の措置として22％か
ら18％に引き下げられた｡ しかし､ 現在の厳しい
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経営環境や中小企業の担税力を考えると､ 中小企
業に適用される軽減税率は２年間の時限措置では
なく恒久化するとともに､ さらに一層の税率引き
下げが必要である｡ また､ 適用課税所得金額を少
なくとも1,500万円程度へ引き上げるよう求める｡�������������������������
中小企業の間で新たな課税の不公平を生んでい

る｡ 申告手続きも複雑で､ 企業に負担と混乱をも
たらしている｡ 以上のような理由からこの制度に
ついては､ 即刻廃止を求める｡������
最近､ 会社法改正､ 企業会計の変更等に伴い､

税制面でも役員給与の取り扱いが大幅に変わり､
しかし､ 利益連動給与について､ 同族会社は適用
対象外となっている｡ 同族会社についても一定の
要件の下で､ 同様の措置を認めるべきである｡���������
2009年の追加経済対策で､ 中小企業に対する交

際費の損金算入限度額が400万円から600万円に引
き上げられたが､ 不充分である｡ そこで､ 損金算
入限度額の更なる引き上げ､ 損金不算入割合の撤
廃､ 資本金の規模に関わらず一定の損金算入を求
める｡������������
特定同族会社に対する留保金課税は存続してお

り､ 引き続き廃止を求める｡������
地方税の電子申告との一体化の検討､ 法人・個

人に対する恒久的な税額控除制度の創設など利用
促進に向けての努力が必要である｡�� �����������������������
基幹税としての所得税の機能を回復させるため､
税負担の歪みを直し､ 広く､ 薄く負担を求めるべ
きである｡ また､ 住民税は応益性の観点から均等
割の更なる引き上げを求める｡���������������������
少子化対策は､ 税制面からの配慮も不可欠であ

る｡ 例えば､ 児童に対する税額控除制度を導入し､
子どもが多くなるほど税負担が軽減される制度の
創設を求める｡�������������������

�� �������������
わが国の相続税の負担率は欧米主要国とほぼ同

じ水準であり､ 改正後も現行水準を維持し､ これ
以上の課税強化とならないよう求める｡ また､ 中
小企業の事業承継とも関連するので､ 事業承継に
充分な配慮を求める｡�����
贈与税のあり方については､ 相続税の見直しと

併せ､ 総合的な見地から再検討するよう求める｡�����������
20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与

(非課税枠2,500万円､ 住宅取得資金の場合は65歳
の年齢制限なしで3,500万円) について､ 贈与時
に軽減された贈与税を納付し､ 相続時に相続税で
精算することになっている｡ この制度については､
非課税枠の拡大と65歳から60歳への年齢制限の引
き下げを求める｡�� ����������
法人会では長年にわたり欧米並みの ｢事業承継

税制の確立｣ を訴え続けてきたところである｡ 欧
米の制度に比べると内容､ 要件等が不充分であり､
とても本格的な事業承継税制と呼べるものではな
い｡ 適用要件の緩和と引き続き欧米並みの本格的
な事業承継税制の確立を求めたい｡�� ���������������������
少子・高齢化による財政需要の拡大などを考慮

すると､ 近い将来､ 消費税率を引き上げざるを得
ないと認識する｡ ただし､ それ以前に行財政改革
の徹底､ 歳出の削減などを行うべきであり､ 構造
改革の進展や景気情勢などについても配慮すべき
であることは言うまでもない｡�������� �������������������������������������������������������� ��������
当面は国内外の議論を注視し､ 環境政策との調

和､ 石油税等既存の税制との調整を図りつつ､ 幅
広い観点から検討するよう求めたい｡
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税務行政の功労に対し�諫早大村法人会関係では
下記の方々が受彰されました｡

税務署長感謝状受彰者

国税局長納税表彰受彰者��� ��� ��� ��� � ����� ��� ������
税務署長納税表彰受彰者��� ��� ���� ��� � ��������� ��������� �� ��� ��� � ������������� ������
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福岡国税局管内法人会連合会の第18回会員大会が､ 11月20日�平戸文化センターで31単位会の役員な

ど約400人が参加して開催されました｡

大会では福岡国税局管内法人会連合会 明石会長の主催者挨拶に続いて､ 来賓祝辞として福岡国税局
藤田利彦局長様､ 長崎県 永吉税務課長様､ 平戸市 黒田市長様､ 九州北部税理会 田村会長様､ 大同生
命保険㈱ 馬場常務取締役様のご挨拶がありました｡
後半の部では地元出身の歴史作家 和田武久氏が ｢教科書に載っていない歴史の裏話｣ の演題での記

念講演が行われました｡�諫早大村法人会からは､ 石坂副会長他４名が参加致しました｡ 最後に次期開催地､ 武雄法人会 馬
渡会長他約20名から来年の招へいを熱くＰＲされました｡

― 11月20日 平戸文化センター ―
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９／３ 役員会 (諫早税務署､ 和田署長

ご出席)

９／16 青年部会役員会

10／６ 県連､ 組織委員会

10／13 決算法人説明会 (９､ 10月決算

法人)

10／23 諫早税務署管内税務連絡協議会

10／26 ｢平成22年度税制改正提言事項｣

要望活動

要望書提出先 (諫早市､ 大村市､

諫早市議会､ 大村市議会)

11／５ 厚生委員会

11／９ 国税モニター会議

11／16 広報委員会

11／19 年末調整説明会(大村市民会館)

９月３日 役員会

10月13日 決算説明会

11月５日 厚生委員会
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11／20 年末調整説明会(諫早文化会館)

11／20 福岡局連大会(平戸文化センター)

12／８ 研修委員会

12／15 決算法人説明会 (11､ 12､ １､

２月決算法人)

12／17 県内事務局長会議

12／22 女性部会役員会

当青年部会から栗林部会長と井上理事が参加しました｡ 大会の主なテーマは ｢あるべき税
制｣ を考え真の納税者意識を定着させること｡ そのためには､ 子どもの頃から税の大切さを
認識する事が大切であり､ そのための租税教育に法人会青年部会も取り組んでいきたいとい
う事でした｡

大会式典 (盛岡市民文化ホール) 栗林青年部会長と井上理事

11月６日� 第23回法人会全国青年の集い(岩手大会) 盛岡市民文化ホール

11月12日� 和田税務署長を囲む懇談会 諫早税務署別館会議室

和田税務署長を囲む懇談会

法人会女性部会 (小野部会長) と青年部会
(栗林部会長) のメンバーによる税に関する
勉強会を開催しました｡
はじめに和田署長の卓話をお聞きし､ その
後､ 意見交換会を行いました｡
なごやかな雰囲気の中で忌憚ない意見､ 質
問が交わされました｡

���� � �����



第41号

諫早大村法人会報

��

税｡ 中学生の私には身近なようで遠くて自分に

は関係のないところにあるような､ とても不思議

な言葉で､ 制度です｡ そもそも何故何かを買うわ

けでもないのにお金を払わなければならないのか

が疑問です｡ そういう話をしていると､ 祖父がこ

ういうたとえ話をしてくれました｡

ある小さな村のお話です｡ そこに住んでいる村

人達はとても働き者で毎日一生懸命に田畑をたが

やし､ 毎年沢山の実りを得ています｡ ところがあ

る年､ 村人の一人が病気にかかり働く事ができな

くなってしまいました｡ 働けないと実りを得る事

はできません｡ 生活に困ったその村人をかわいそ

うに思ったとなりに住む若者が自分の収穫の中か

ら３分の１を分け与える事にしました｡ それから

数年後また一人の村人が病気で働けなくなったの

で若者は更に３分の１を分け与える事にしました｡

若者は毎日一生懸命働きますが､ 手元には３分の

１の収穫しか残らないので暮らしは楽ではありま

せん｡ その様子を見かねた村長が村人全員を集め

て言いました｡

｢なぁ皆の衆､ 働けなくなった村人の面倒を若

者一人に任せるのではなく､ わしらみんなで少し

ずつ米や麦を出し合う事にして村全体で助け合う

ようにしようじゃないか｡｣

村長の提案に反対する人もいましたが多数決の

結果､ 収穫の中からカメ１杯ずつを持ち寄ってそ

れを病気になった村人達に分け与えることになり

ました｡ 村人みんなで少しずつ負担し合うように

なったので若者の暮らしもずいぶん楽になりまし

た｡

村長は更に村人を集めて提案をしました｡

｢なぁ皆の衆､ 今はカメ１杯ずつを持ち寄って

おるがこれを３杯にしたいと思う｡ １杯は今病気

になっている村人のため､ そしてもう１杯は次の

病人にそなえるため､ そして最後の１杯は町に売

り､ それで村の道や田畑の修繕をしようと思う｡｣

この提案には前以上に反対する村人が多かった

のですが､ 結局､ 村人達はカメ３杯ずつを持ち寄

る事になりました｡ 初めは反対していた村人達も

年月が経つにつれて村長の提案が正しかったのだ

と知る事になります｡ 病気で働けなくなっても村

から米や麦がもらえるしよく整備された田畑から

はそれまで以上の収穫を得られるようになり､ 村

の評判も上がり人口も増え大きな村へと発展した

からです｡

この話を祖父から聞いて私は税の仕組が少しだ

け分かった気がします｡ 村長が提案した平等に持

ち寄る米や麦の使い道｡ つまり米や麦が税金であ

り､ 村のため､ 困っている人のため､ そしていず

れは自分自身のために使われるものだというのが

わかりました｡

税という漢字は米が抜け落ちるという意味から

来ているそうです｡ それはつまり収穫の中から一

定量を国に納める事から出来た漢字です｡ 負担は

確かに大変ですが､ とても大切で合理的な制度だ

と理解できました｡

�������� � � ������������ � � ���������� � � � ��������
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2009年５月28日｡ この日をもって全ての国民に

お小遣いが与えられた｡ その名も定額給付金｡ 一

人１万２千円､ 18歳以下と65歳以上には２万円｡

定額給付金の話がテレビで報道されるようになっ

てからというもの､ 友達の間や家族の中でも定額

給付金の話がでてくるようになった｡ 友達の間で

は､ ｢給付金で何を買おう？｣ ｢私はあれを買うよ！｣

と､ 喜びの声があがる｡ 確かに普通に考えれば､

２万円ものお小遣いがいきなりもらえるなんて､

こんなに良いことはない｡

しかし､ 私は家族との話の中で知った｡ これに

も税金が使われているということ｡ 私の家族は給

付金に反対のようだ｡ 給付金の配付には大変な手

続がいるため､ そのための人件費がかかるのでは

ないか｡ 国にはただでさえ多大な借金があるとい

うのに､ この政策によってさらに借金が増えるの

ではないか､ とのこと｡ 実際､ 給付金によって目

に見えて経済が活性化されたというわけではない｡

本当にこの政策は日本のためになったのだろうか｡

世界で最も税金の高いデンマーク｡ ここでは､

教育機関の学費や医療費､ 福祉機器などが全て無

料だそうだ｡ しかしこれは､ 国民が税金を払って

くれないことには成り立たない｡ 国民が､ 高いに

も関わらずきちんと税金を納めているのは､ それ

だけの政策を国が行ってくれるからだろう｡ きっ

とデンマークでは､ 国民と政府が互いに信頼し合っ

ているはずだ｡

日本でも､ 今後税金を上げるという話もあがっ

ている｡ しかし､ 税金が上がるといえば反対する

人も多いだろう｡ それはきっと､ まだ国民が政府

を信頼しきれていないからではないだろうか｡ 多

大な借金がある上に､ 無駄遣いをしている｡ 今国

民がかかえている問題や不安はなかなか解決でき

ず､ 今や国民の不安はどんどん大きくなるばかり

である｡ 私達がおじいちゃん､ おばあちゃんになっ

た頃には､ 年金をもらえなくなってしまうかもし

れない｡ 国民が信頼できるような政府であればそ

れだけ国民のためになる政策を行ってくれるので

あれば､ 国民は税金が高くなってももっと気持ち

良く払えるのではないだろうか｡

税金とは､ 国民の生活を幸せにするため､ 豊か

にするため､ 国民を助けるため､ そういうお金で

はないだろうか｡ 私はそう思っている｡ 国民を幸

せにするための税金が国民を苦しめるものであっ

てはならない｡

今､ 無駄をなくし､ 本当に何をすべきなのか､

税金を何に使うべきなのか､ もう一度考える必要

があるのではないだろうか｡

すべての国民が幸せである日本であってほしい｡

�������� � � ������������ � � ����������� � � � � ����������������
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当店の創業は明治16年で今年で125年になります｡

私の曾祖父の米吉が佐賀の方から諫早に来て本明川
や有明海で獲れる良質の鰻に目を付け蒲焼にして販
売したのが始まりと聞いております｡ それ以来鰻料
理一筋に営業しておりましたが､ 昭和55年店舗をビ
ルに建て替えたのを機会に鰻割烹として宴会料理や
ご法事料理などもいたしております｡� ��������
うまい蒲焼のポイントは ｢活き､ 焼き､ タレ｣ と

言われておりまして､ 当店でもこれを守っておりま
す｡
まずタレは､ やや甘めの薄口でなるべく素材の持

ち味を生かすようにしております｡
又焼きは地焼きと言って､ 生から一気にタレつけ

まで焼き上げます｡ これは関西風なのですが､ 割き
は関東風の背割りとなっております｡ そして焼きな
がら程よく脂を落としてあっさりとした蒲焼に仕上
げております｡ 鰻は生きているものしか使えないの
で店内に生けすを設置し､ 活きの良い鰻を調理して
おります｡
この焼けた蒲焼をひらと呼ぶ陶器の器に入れ火に

かけて軽く蒸します｡ 器の底が二重になっておりお
湯が入っているので､ 蒲焼が蒸されてふっくらとな
りいつまでも冷えずに美味しく食べられます｡� �������������
鹿児島県や宮崎県から仕入れています｡ トラック

便で一昼夜かけて活きたまま店に届きます｡� ��������
一番のお勧めは ｢石焼ひつまぶし｣ でこれは石の

器にタレをまぶしたご飯を入れその上に､ 細く切っ
た蒲焼と錦糸卵やぜんまい､ メンマ､ ごま､ くこの
実等をのせ器を直火にかけ焼いたもので､ だし汁を
かけたりおこげも食べれたりと色々楽しめます｡� �����������������
先ほど紹介した石焼ひつまぶしのほかに､ ｢うな

ぎまんじゅう｣ や ｢蒲の穂焼｣ があります｡
うなぎまんじゅうはまんじゅうの中に具として蒲

焼､ ごぼう､ 人参､ きくらげ､ 黒ゴマなどヘルシー
な野菜類を入れて蒸し上げたもので大変好評を戴い
ております｡ これは持ち帰りやクール便で発送も出
来ます｡ 又蒲の穂焼は鰻を丸のまま切り焼いたもの
で､ 山椒味噌などで食べると大変美味しいものです｡
これは昔の鰻の食べ方を私が色々調べて今の時代の
味覚に合うようにアレンジしたものです｡� �����������
諫早は緑豊かな町で多くの史跡や見どころもあり

ますので､ これと鰻料理を組み合わせて観光客に来
ていただきたいのですが､ 諫早の鰻料理は県外には
あまり知られていないので､ 市内の数店舗の鰻を出
す店と協力してＰＲをしたり共同メニューを考えた
りしています｡ そして将来は鰻料理は柳川と諫早だ
と言われるようにして地元のお客様はもちろんのこ
と福岡や佐賀辺りからも観光に来て食していただき､
少しでも地元の活性化に役立てばと思っております｡
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株式会社 熊菊一商店は､ 大正11年創業の住宅・

建物資材の総合資材販売店として日々努力しており
ます｡
創業時から､ 名称も変わらず ｢熊菊一商店｣ とし

て､ ガラスを主に販売していました｡ 昭和38年に､
｢有限会社 熊菊一商店｣ を設立し､ この頃から新建
材・建築金物の販売施工を行うようになり､ 昭和41
年に住宅用アルミサッシ部門を設立､ 昭和46年に内
外装工事部門を開設､ 翌年47年本町より､ 現所在の
協和町へ事業所開設｡ 昭和55年に商号を ｢株式会社
熊菊一商店｣ と改称しました｡� ����������������
現在では､ 外壁サイディング工事・内装 (クロス・
カーテン) 工事・エクステリア販売施工等もお請し
ております｡ また､ 住宅用アルミサッシ､ ビル用サッ
シ及び､ 内外装工事､ システムキッチン､ ユニット
バス等の住宅設備機器､ リビング建材､ エクステリ
ア､ 建築用板ガラスを中心とした住宅関連資材の卸
販売｡ 創業 (大正11年) 以来､ 地域と共に信頼され
る企業として､ 必要とされる人材としての経営理念
のもと社員と共にめざし､ 地域の工務店支援や各メー
カーとの信頼の絆を深める専門販売店です｡ また､
リフォーム増改築工事やオール電化工事などのご相
談､ 新築の際の工務店紹介などもさせていただいて
おりますので､ どうぞご利用ください｡
創業以来､ 新建材・住宅設備器機の販売施工を通

し､ 皆さまの ｢夢｣ 心和む理想の家創り､ 安全で快
適な住まい創りのアドバイス､ ご提案をさせていた
だいております｡
私たちは､ 皆さまのお役に立てる ｢総合資材販売

店｣ として､ また､ 住まい創りのパートナーとして､
より一層努力して参ります｡
また､ 単に建材等々をメーカーから仕入れ､ 販売・
工事店に供給するだけのサプライヤーではありませ
ん｡ 独立系専門販売店の強みを生かして､ 各有力メー
カーの製品動向を的確に把握し､ 幅広いラインアッ
プを築き上げる一方､ 地域の工務店である販売・工
事店への営業支援を実践｡ 販促ツールの提供や研修
会の開催､ さらには地域の工務店に同伴しての営業
訪問など多面的なバックアップにより付加価値を創
出しています｡

� �����
現在は硝子・サッシ・建材に限らず､ キッチン・

ユニットバス・照明器具・エアコン・建築用ソフト
ウェアまで､ 私たちの携わる商品は“住まい”をテー
マとした多種多様なものとなっています｡ しかし､
住宅をめぐる市場環境は大きな変化のときを迎えて
います｡ 耐震偽装問題から来た消費者の不安増加や
原材料費の高騰など工務店・住宅メーカーの方々の
経営を圧迫するニュースは後を絶ちません｡ その中
で私たちは住宅を建てられる施主様はもちろん､ 建
材を使用される工務店・住宅メーカーの方々に満足
いただけるよう､ 自分たちのできることを常に追求
して参りました｡ その結果､ ムダなく“欲しいとき
に必要なものを”建設現場へとお届けできる独自の
システムをさらに構築し追及していく所存でありま
す｡
また､ 未来への取り組みのひとつとして､ 私たち

はいち早く環境対策にも取組み､ 環境を大切にする
姿勢はこれからも強く意識していきたいと考えてお
ります｡
さらに､ 長崎県大村市を拠点として､“地産地消”
をモットーとした地元長崎に密着を追求し､ 地元の
お客様の満足､ 地場産業の振興もさらに図って参り
ます｡
これからも､ 住まいに携わる企業として､ お客様

が何を求められているか､ 常に自問自答し､ 少しで
も皆さんの幸せと暮らしに貢献できるリーディング
カンパニーを目指します｡
弊社に対しましてのより一層のご支援とご愛顧た

まわりますよう心よりお願い申し上げます｡
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