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Ｂ－１グランプリin豊川

　平成25年11月9日（土）、10日（日）に開催しましたＢ－１

グランプリin豊川は、日曜日が雨天という天候であったに

もかかわらず、予想していた2日間で約42万人を超える58万

１千人もの来場者をお迎えし、大盛況のなか終えることが

できました。

　開催にあたっては、当日の運営に携わっていただいた約

5,000名のボランティアやスタッフの皆さまをはじめとして、

東三河地域の経済界や行政の皆さまと連携し、全国から

の来場者の方々に対し、おもてなしの気持ちで温かくお迎

えし、東三河地域の魅力をPRするとともに、熱く元気なま

ちおこし活動を日本全国に発信することができました。

　また、実施にあたっては東三河地域の企業、団体の皆さ

まには、目標額を大きく上回る協賛金という財政的支援を

いただくとともに、会場内外における企業ボランティアとし

ての人的支援をいただくなど、格別のご理解とご協力をい

ただきました。誌面をお借りしましてご協力いただきました

皆様方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

　Ｂ－１グランプリが大きな事故もなく無事に開催できた

ことは、東三河地域全体のおもてなしの心の賜物であった

と考えています。

年頭のご挨拶
　　一般社団法人東三河法人会　会長　赤井知久 氏
　　豊橋税務署長　北嶋栄治 氏
本部・支部・部会の活動
青年部会主催　第12回小中学生IT税金クイズ　
　　～租税教育東三河モデルとして、認知広がる～
表彰受賞者紹介　
新入会員紹介
税務署だより　
　　記帳・帳簿等の保存義務
税金博士の知って得する経営者情報
消費税転嫁対策特別措置法が成立
講演会レポート
　　冨安　徳久 氏
事務局だより
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一般社団法人東三河法人会　会長　赤井　知久

年頭のご挨拶

　東日本大震災から２年半以上にもなりますが、その復興も十分でないと共に、先の見えない原発問題は相変わ

らずのままと言って良いと思います。数多かった台風による災害も国内の伊豆大島を始め、海外でもレイテ島もひ

どい高潮による大きな被害を受け、このところ毎年散々な目にあっていると共に、安倍政権の経済政策「安倍ノミ

クス」による円安・株高を背景に、輸出の持ち直しに加え、大企業の業績改善はなされたものの、中小企業にとっ

ては政府の掲げる「経済再生と財政再建の両立を図り」消費税を今年４月からの引き上げは、景気を支えるとし

た新たな経済政策や大規模な補正予算案の編成、設備投資や賃上げを促す減税措置も絵に描いた餅にしか見

えないし、外交に関しても首脳会談を韓国、中国からも求められず、景気低迷からも日本が頼りにされる立場を

失ってしまったことを象徴する残念なことであり、突如提出された秘密保護法案など今慌てるほど必要なのか、

今この国にとって本当に大事なのは何なのかといったことを考える政治はこの国には無くなったのだろうかと思

うのは私だけでしょうか。

　近年のグローバル化を考えますと、国内のみならず、海外へも目を向け、近視眼的にことを考えるのみならず、

遠視眼的にもことを見る必要な年になるのではないでしょうか。

　迎える２０１４年は、不安と期待ない交ぜの中、不安を捨て、どんな状況下でも期待と努力でもって、自ら生き

抜く覚悟で道を切り開く年にしようではありませんか。

　独りひとりの英知に期待し年頭のご挨拶とさせて頂きます。

　個々に幸あれ！

。
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税の学習会 青年部会

青年・女性部会合同研修会 青年・女性部会

経営講演会 豊橋支部 市民講演会 豊橋支部

8月22日(木)　■豊橋商工会議所
テーマ　「知って得する、ワンポイント節税アドバイス」
講　師　東海税理士会豊橋支部顧問　天野公道氏
◆消費税率アップの経過措置「工事や製造などの請負契約につい
ての経過措置」｢資産の貸付等の経過措置｣等についての説明が
ありました。受講者は、「消費税についての問題」「小・中学生
向けIT税金クイズ問題」にも挑戦しました。

9月3日(火)　■豊橋商工会議所
テーマ　「税金あれこれ」
講　師　豊橋税務署法人課税第一部門統括官　土屋 隆裕 氏
◆国民の三大義務の一つ「納税の義務」についての説明から、消
費税率の引上げ、経費処理について説明をしていただきました。

調査部所管法人税務研修会 本　　部

女性部会税務研修旅行 女性部会

11月7日(木)　■ウェステージ豊橋
テーマ　「税をめぐる最近の話題から」
講　師　名古屋国税局調査部部長　杉浦　勝美 氏
◆「海外不動産投資への判決」などの事例をとりあげ解説してい
ただきました。加えて木下篤調査部調査審理課課長補佐から
「消費税申告のチェックポイント」、土屋隆裕法人課税第一部
門統括官から「誤りやすい源泉所得税の取扱い」の説明があり
ました。

10月23日(水)～24日（木）　■富士方面
◆会員20名の参加をいただき、本年6月に世界文化遺産に登録さ
れた富士山周辺をバス旅行しました。車中では、税金クイズに
挑戦したり、ビンゴゲームなどで大変盛り上がりました。宿泊は
甲府温泉常盤ホテル。あいにくの悪天候で富士山を眺めること
はできませんでしたが、参加された皆さんは大いに親睦を深め
る事が出来ました。

9月6日(金)　■ウェステージ豊橋
テーマ　「ブラックサンダー物語」
講　師　有楽製菓㈱　代表取締役社長　河合伴治氏
◆人気菓子ブラックサンダーチョコレートは同社の豊橋工場で製造され、
北京五輪男子体操の銀メダリスト内村航平選手の大好物として大ブ
レイク、全国的に有名となった商品。この商品にまつわる話、河合社
長の生い立ちや会社経営の苦労話を語っていただきました。「お客
様や家族、社員のために仕事をしていると天が味方してくれる」「変
えることができるのは、他人でなく、自分である」と語られました。

11月16日(土)　■豊橋市公会堂
テーマ　「あなたの心のお宝は何ですか？」
講　師　西洋アンティーク評論家　岩崎 紘昌氏
◆西洋アンティークの第一人者でテレビ番組の「開運なんでも鑑
定団」などの出演でも知られている。40年に及ぶ鑑定歴から
「物には評価額と思い出の二つの値がある。所有している人の
思い入れがあれば、安物であってもそれはその人にとってはお
宝」と語られました。

本部・支部・部会
の活動
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地域イベント（税金クイズ） 豊川支部税務研修会 豊橋支部

決算期別説明会 蒲郡支部

会員視察研修旅行 渥美支部

視察税務研修会 蒲郡支部

田原市民まつり(税金クイズ)　　 田原支部

10月13日（日）小坂井・葵まつり　
11月24日（日）一宮・本宮まつり
◆豊川支部では、支部内各地で開催された地域イベントへ出店し、
支部独自で作成した一般向けと小中学生向けに分けた税金クイ
ズを実施しました。小坂井・葵まつりでは、一般の方227名、小
中学生の方51名の参加があり、一宮・本宮まつりでは一般の方
273名、小中学生64名が参加されました。

10月21日(月)　■豊橋商工会議所
（第１部）テーマ　「平成25年度税制改正について」
　　　　 講　師　豊橋税務署審理専門官　伊南 眞人 氏
 (第2部) テーマ　「豊橋市の地震防災対策」
　　　　 講　師　豊橋市防災危機管理課　縣　孝昌　氏
◆第1部では、会員事業所の経理担当者を対象に、生産等設備投資促進税制、
雇用促進税制の創設、相続税、贈与税を中心に解説していただきました。

　第2部では、南海トラフ巨大地震による豊橋市の被害想定などを説明し、住
宅や事業所など建物の耐久補強と室内の家具の固定などを訴えられました。

10月17日(木)　■蒲郡商工会議所
講　師　豊橋税務署法人課税第一部門上席国税調査官　
　　　　渡辺 茎都由 氏
◆8月～11月に決算を迎える会社を対象に、税法改正を踏まえて
決算・申告上の留意点について、わかりやすく説明していただき
ました。

11月3日(日)～5日(火)　■台湾（高雄・台南）
◆渥美支部では、台湾第二の規模を誇る港町「高雄」と台湾の古
都「台南」へ視察研修旅行を実施しました。高雄は港有り、超高
層ビル有りと台湾の観光地としても人気が高く、活気に満ちあ
ふれていました。台北では、台湾の伝統文化に触れ、現在の台
湾文化ができあがるまでの歴史を学びました。

11月16日(土)　■静岡方面　日本銀行静岡支店
◆18名の参加のもと、視察税務研修会を実施しました。車中での
税金クイズで知識向上を図り、静岡の日本銀行静岡支店では、
日本銀行の機能と組織、日本銀行券の偽造防止技術などを学
びました。

10月27日(日)　■田原市はなのき広場
◆第11回田原市民祭りに協賛し、新たな目玉イベントとして「花男
子パフォーマンス」、おなじみとなりました「小中学生を対象と
したI T税金クイズ」「田原市内の企業マーク当てクイズ」を実施
し、法人会及び地元企業のPRをしました。

第１部 第2部

本部・支部・部会
の活動
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青年年部会青年部会

応募総数8,500通を超える！！

　東三河法人会の社会貢献事業を代表する青年部

会（浅倉伸治部会長）の小中学生IT税金クイズが

今年度も実施され、豊橋税務署管内の小中学生よ

り合わせて8,582通の応募が寄せられました。

　この応募数は『対象となる管内4市の公立の学校、

小学生（4～6年）中学生（1～3年）の在籍生徒数約

43,000人の20％となる応募率です。

学校一括応募により広がる
IT税金クイズ

　今年度は10月7日（月）～11月20日（水）の約50日

間が受付期間でしたが、毎週1,000通前後の応募が寄せられました。内訳はメールが915通、ファックス674通、一括

郵送6,993通で一括郵送によるものが約80％を占めました。また、中学校からの一括郵送は4,185通で応募全体の

約50％でした。これは数年前から学級、学年あるいは全校での取り組みの傾向が見られ、その取り組みが年ごとに

広がってきていることが伺え、12回の開催の積み上げで個々の先生の取り組みのレベルから学校全体での取り組

みレベルまで、IT税金クイズが学校現場に定着してきたことによるものと考えられます。

税務署・市教委の協力で問題作成

　問題の作成にあたっては税務署および教育委員会からの協力を得て毎回オリジナルな問題が検討されます。今

年度は、9月4日（水）豊橋税務署土屋隆裕法人課税第一部門統括官、森稔宏広報広聴官、豊橋、豊川、蒲郡、田原

各市教委より近藤たか子、松本充弘、遠山祐幸、古越俊光指導主事を迎えて問題作成委員会を開催して、小中学

生各6問のクイズを作成しました。

第12回小中学生IT税金クイズ

租税教育東三河モデルとして、
認知広がる

□応募状況（第1回～12回）

回　数

1

2～3

4～7

8

9

10

11

12

14

15～16

17～20

21

22

23

24

25

2,852

3,427～3,797

4,027～4,535

5,137

5,600

7,514

9,207

8,582

93

96

98

99

100

100

100

100

第7回は全校応募

全校応募

全校応募

全校応募

全校応募

年　度 応募割合（％） 備　考応募数（通）

応募割合は管内公立小中学校全157校（7回以前は158校）の内応募のあった学校数割合
東三河法人会のキャラクター
（平成16年9月3日　商標登録）

クイズ当選者抽選会風景（法人会事務局にて）

本部・支部・部会
の活動
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法人会
役職 支部名氏　名 会社名

副会長

女性部会
相談役

青年部会
顧　問

吉川　一弘

飯嶋美千代

鈴木　　雅

豊橋信用金庫

飯島精密工業㈱

渥美交通㈱

豊橋

蒲郡

田原

法人会受賞者　3名 支部別 50音順　敬称略

平成25年11月13日
於　ホテルアソシア豊橋

新入会員紹介

法人会
役職 支部名氏　名 会社名

理　事

理　事

青年部会顧問

常任理事

監事

副会長
（渥美支部長）

白井　慶造

白井　佳子

大村　幸司

近藤　克義

梅田　重則
　

石本　健一

㈱豊橋魚市場

㈱ユーアイ

㈱豊栄建設

㈱近藤製作所

豊田東海警備㈱

石本マオラン㈱

豊橋

豊橋

豊川

蒲郡

蒲郡

渥美

法人会受賞者　6名 支部別 50音順　敬称略

豊橋
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
豊川
蒲郡
渥美

（平成25年4月～平成25年9月）

支部名 法　人　名 所　在　地 業　種　名

（入会日順）

㈱雨宮豊橋営業所
㈱イーネットビズ
㈱きてん
㈲功和工業
（医）春和会
新起鉄工㈱
伸西自動車㈲
親和原田プリント㈱
㈲創電
大成電気㈱
ダイハツ豊橋㈱
豊橋不動産㈱
㈱フレンチカーブ
よしのベイカリー㈱
㈲佐野組
㈲鳶本
㈱金子鉄工

建設サービス
福祉サービス
福祉サービス
土木工事
内科・小児科
建築工事
自動車修理販売
印刷業
建設業
電機工事業
自動車販売
宅地建物取引業
建築設計サービス
パン・菓子製造
土木工事
とび・コンクリート工事業
建設業

豊橋市牛川町字田ノ上4-19
豊橋市大村町字大ノ前101
豊橋市東岩田2丁目18-8
豊橋市下五井町字沖田58-6
豊橋市牛川通3丁目8-5
豊橋市八通町118
豊橋市羽根井西町15-4
豊橋市西幸町字笠松38-4
豊橋市大崎町字東里中49-1
豊橋市神明町92
豊橋市下地町字橋口45-3
豊橋市松葉町2丁目48
豊橋市前田南町1丁目19-19
豊橋市宮下町7
豊川市蔵子3丁目1-5
蒲郡市港町14-20
田原市江比間町西砂畑141

表彰受賞者紹介
（平成25年度）

納税表彰式

豊橋税務署長表彰 豊橋税務推進協議会長表彰
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税務署だより
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税金博士の税金博士の
知って 経営者情報知って　　　経営者情報得得　すすする得得する得する

税金博
士が

難しい
税情報

を

スッキ
リ解説

！

　金銭又は有価証券の受取書のうち、記載された受取金額が5万円未満（改正前・3万円未満）のものは
印紙税が非課税となりました。

　平成26年4月1日以後発行する「金銭等領収書」

【改正の概要】

金銭等領収書に係る印紙税非課税枠の拡大

平成25年度税制改正

　電子商取引の一般化によって、経済取引のペーパーレス化が進展するなか、紙を媒体とする文書
のみに課税する「印紙税」は経済の実体にマッチしておらず、公平性と合理性に欠けるものであり
廃止とすべきであり、法人会も各経済団体も従来から廃止要望を出しているが、実現していない。
　今回、一部改正で減税となるが、税の大原則である公平性の問題は何ら解決されていない。そん
なことからスッキリ度は50％にも届かず20％かな！

改正前

適　用

30,000円未満の金銭
等領収書印紙貼符不要

その2

印紙税関係

平成26年4月1日以後
改正後

50,000円未満の金銭
等領収書印紙貼符不要

税金博士の
スッキリ
情報

　中小企業の交際費等の損金不算入制度について、次のとおり交際費等の損金算入額が引上げられま
した。
①中小法人に係る交際費等の定額控除限度額が800万円（改正前600万円）に引上げ
②定額控除限度額までの金額の損金不算入措置（改正前10％）を廃止

　平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度

中小企業の交際費課税の特例の拡充

　交際費課税は、昭和29年に法人の内部留保を高めるための特別措置として創設されて以来、そ
の趣旨目的も達成され時代も大きく変わってきており、法人会は永年課税廃止を要望しているが、
実現していない。
　中小法人については、一部を損金として認める課税特別措置で2年3年の延長を繰り返し廃止と
なっていない。今回も過去の繰り返しの改正であり、スッキリ度は50％にも届かないかな?

改正前

適　用

損金算入額
交際費×90％

法人税関係

改正後
800万円までの支出交際
費については、その金額
全額の損金算入が認めら
れる。損金算入が認められる支出交際

費の限度額600万円

税金博士の
スッキリ
情報
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　個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の金額の合
計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これら
の所得を生ずべき業務を行う全ての方（所得税の申告の必要がない方を含みます。）について必要となり
ます。
　記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）に掲
載されていますので、ご覧ください。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

相続税の基礎控除の引下げ

相続税の税率構造の見直し

基礎控除の引下げは以下になります。

相続税の基礎控除及び税率構造の見直し資産税関係

1～2共、平成27年1月1日以後に発生する相続税について適用されます。

　日本の相続税は世界の中でも高いと言われている。そんな中で今回の改正は「基礎控除の引下
げ」で、相続税納税者が拡大となり、「税率構造の見直し」で、税率がアップとなり、いずれも増税で
ある。「改正」でなく「改悪」の中味であり、スッキリ度は0で、逆にマイナス100％かな！！

適　用

税金博士の
スッキリ
情報

【改正の概要】

相続税の税率は以下のように最高税率が55％に引上げられ、税率構造が8段階になります。

【改正の概要】

改正前

5,000万円＋1,000万円
×法定相続人数

3,000万円＋600万円
×法定相続人数

改正後

改正前 改正後

課税標準額※ 税率

1,000万円以下の部分

3,000万円以下の部分

5,000万円以下の部分

1億円以下の部分

3億円以下の部分

3億円超の部分

10％

15％

20％

30％

40％

50％

課税標準額※ 税率

1,000万円以下の部分

3,000万円以下の部分

5,000万円以下の部分

1億円以下の部分

2億円以下の部分

3億円以下の部分

6億円以下の部分

6億円超の部分

10％

15％

20％

30％

40％

45％

50％

55％

1

2
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　消費税転嫁対策特別措置法は、平成25年10月1日から施行されます（同法は、平成29年3月31
日まで適用されます。）。政府としては、この法律に基づき消費税の円滑かつ適正な転嫁に向け
た取組を行っていきます。

　平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されます。
　適用対象となる主な取引及び禁止される行為は以下のとおりです。

　違反行為を防止又は是正するため、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官が必要な指導・助言を
行います。また、違反行為があると認めるときは、公正取引委員会が勧告を行い、その旨を公表します。

消費税の転嫁拒否の行為の是正に関する特別措置

消費税転嫁対策特別措置法が成立しました

Ⅰ

Ⅰに関する問い合わせ先：公正取引委員会取引企画課　03-3581-5471（代表）

　違反行為を防止又は是正するため、消費者庁、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官が必要な指
導・助言を行います。また、違反行為があると認めるときは、消費者庁が勧告を行い、その旨を公表します。

Ⅱに関する問い合わせ先：消費者庁表示対策課　03-3507-8800（代表）

転嫁拒否等をする側（規制対象）（買手） 転嫁拒否等をされる側（売手）

大規模小売事業者 大規模小売事業者と継続的に取引を行っている事業者

右欄の事業者等と継続的に取引を行っている法人
事業者

○資本金3億円以下の事業者
○個人事業者等

禁止される行為 具　　体　　例

①減額 本体価格に消費税分を上乗せした額を対価とする旨契約していたが、消
費税分の全部又は一部を事後的に対価から減じること

②買いたたき 原材料費の低減等の状況変化がない中で、消費税率引上げ前の税込価格
に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めること

③商品購入、役務利用又は
　利益提供の要請

消費税率引上げ分を上乗せすることを受け入れる代わりに、取引先にデ
ィナーショーのチケットを購入させること

④本体価格での交渉の拒否 本体価格（消費税抜価格）で交渉したいという申出を拒否すること

⑤報復行為
転嫁拒否をされた事業者が①～④の行為が行われていることを公正取引
委員会などに知らせたことを理由に、取引の数量を減らしたり、取引を
停止したりするなど、不利益な取扱いをすること

　平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務の取引について、消費税分を値引きする等の宣伝や広告
が禁止されます。禁止される表示は以下のとおりです。

消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置Ⅱ

禁止される表示 禁止される表示の具体例

①取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 「消費税は転嫁しません」
「消費税は当店が負担しています」

「消費税率上昇分値引きします」

「消費税相当分、次回購入に利用
　できるポイントを付与します」

②

③

取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の
額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの

消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であ
って②に掲げる表示に準ずるもの

※消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法



平成25年10月1日以降、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り替えなどの事
務負担に配慮する観点から、表示価格が税込み価格であると誤認されないための措置を講じてい
れば、「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられます。

値札、チラシ、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を
次のように表示する。

※消費者への配慮の観点から、上記の特例を受ける事業者はできるだけ速やかに「税込価格」を表
示するよう努めることとされています。

価格の表示に関する特別措置Ⅲ

Ⅲ（1）に関する問い合わせ先：財務省主税局税制第二課　03-3581-4111（代表）

Ⅳに関する問い合わせ先：公正取引委員会取引企画課　03-3581-5471（代表）

Ⅲ（2）に関する問い合わせ先：消費者庁表示対策課　　　03-3507-8800（代表）

　平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務を対象にした、事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテ
ル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となります（公正取引委員会に対して事前に届け出ることが
必要です。届出書の様式など、具体的な届出の方法については公正取引委員会HPをご覧ください。）。

消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置Ⅳ

中小事業者の範囲 資本金等の額（会社） 常時使用する従業員数（会社又は個人）
製造業、建設業、運輸業

卸売業

サービス業

小売業

政令で定める業種

上記以外の業種

3億円以下

1億円以下

5千万円以下

5千万円以下

業種ごとに政令で定める金額以下

3億円以下

300人以下

100人以下

100人以下

50人以下

業種ごとに政令で定める数以下

300人以下

（1）

転嫁カルテル（消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為）

※税込価格や税抜価格（本体価格）を決めることは、適用除外の対象にはなりません（独占禁止法
　に違反する行為ですので注意してください。）。
※転嫁カルテルについては、参加事業者の3分の2以上が中小事業者であることが必要です。

（1）

事業者が、税込価格に併せて税抜価格を表示する場合において、税込価格が明瞭に表示されてい
るときは、景品表示法第4条第1項（不当表示）の規定は適用しないこととされました。

（2）

（例1）

事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格に、消費税額分を上乗せすること（例1）

消費税額分を上乗せした結果、計算上生ずる端数について、切上げ、切捨て、四捨五入等により合理
的な範囲で処理すること

（例2）

表示カルテル（消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為）（2）

税率引上げ後の価格について、「消費税込価格」と「消費税額」とを並べて表示する方法を用いること（例1）

税率引上げ後の価格について、「消費税込価格」と「消費税抜価格」とを並べて表示する方法を用い
ること

（例2）

個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみ表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択す
る際に目に付きやすい場所に、明瞭に「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示
を行う。

（例2）

又は

【具体的な表示の例】

○○円（税抜） ○○円（税抜価格） ○○円（本体価格） ○○円＋税
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本部講演会

繰り返しの教育

　私の会社では従業員採用時に面接を5回行います。

最初の面接から遺族のために尽くす会社であること

をしっかり伝えます。世界にたった一人のために一回

しかできない儀式をやっている、葬式は失敗したの

でもう一回はできない、自分の命の時間を家族をなく

して悲しんでいる家族の為にささげて尽くすなどです。

　会社での人事の仕事は、採用・教育・評価です。こ

れが会社の将来を左右する一番重要なことだと考え

ています。ですから私どもでは、これにお金も時間も

たくさんかけ、それを最初の面接からやっています。

何のために働くのか、幸せのあり方など面接や研修

だけではなく、3ヶ月に一回繰り返し行うようにしてい

ます。それは、人は頭で考えていることが行動に出る

と言われますが、何のため、誰のために働くのかを常

に頭に入れるようになるとそれが行動に出てくるよう

になるからです。

誠意を尽くす志事

　現場の社員が遺族に誠意を尽くして、感動を与えて、

生涯忘れられないようなお葬式を与えないかぎりは、

（年間扱い数）9千件なんて数字にはなりません。創

業10年で4千件に、その後は5年で9千件にしました。

ひとえに、社員に思いをもって働いてもらうということ

にしているからです。何のために働いているのか、何

のために仕事をしているのかが重要です。仕事の

「し」は「志」の「し」。使命感を持って、志をもって

働くということ。人生とは人のために生きるのではな

くて、尽くすために生きる、誰かの為に何かの為に尽

くすために生きるという人生観をもって働いてもらっ

ています。それがわが社の増収増益につながってい

ると考えています。

社員の成長こそ

　葬祭業はそのほとんどが一族・血縁者だけで経営

している業者です。上場している葬祭業者はほとん

どありません。私は、あえてそれに挑戦して消費者の

ための葬儀社をつくろうと思い、社会性の低い葬祭

業の社会性を高くするために上場という道を選んだ

だけなんです。そのため人に時間と労力とお金をかけ

て、繰りかえしの教育を行うなかで自分の思いで自ら

行動できるということをきちんと理解して行動できる

社員を育ててきました。今になってみますと、そのこと

が、わが社の成長、その強みではないかなとも思って

います。見方を変えるなら、人（社員）が成長してい

なければ（会社も）拡大していけませんし、自ら成長

したいと思う社員を抱え込めなかったら、会社は必

ず空中分解するとも思っています。

決意を公開する

　私がこの仕事に就いて一番最初にやったことは、公

開宣言です。30歳の時、自宅の机に余命10年と書き

ました。40までの命。それまでに必ず独立すると書い

たんです。次いで独立したときには、またそこから余

命10年、それまでに株式上場と書きました。業界に

影響を与えるシェアは11パーセントだといわれていま

す。そこで、業界の11パーセントのシェアを目指しまし

た。

　私は、仕事の目標を明らかにする公開宣言は絶対

に大事だと思っています。人に話してしまうことで責

任や覚悟を伴うからです。ですから仕事の目標は人

に言ってしまうべきです。加えて、これを成し遂げたと

きには誰が喜び、誰の為になるのかも書いておくこと

も大事なことです。

切なる理由があるか

　本気でこの業界を変えたくて、自らの手で自らが描

く葬儀を消費者に届けたかった。そんな切なる理由、

やらねばならないという理由が私にはあったのです。

その切なる理由が、今の私の会社を引っ張っていく

最大の力になっていると思うからです。

尽生と志事
～人生は与えた分だけ与えられる～ ■講　師　冨安　徳久氏

　　　　　㈱ティア代表取締役社長
■日　時　平成25年8月19日(月)
■会　場　ウェステージ豊橋
■参加者　111名　　　　
記事内容は広報委員会で取材編集したものです。　　

（文責　広報委員会）

冨安　徳久 氏講講演演演会会会会会
　レレポポポーーーートトト
講演会
　レポート

じん　 せい し　　ごと

とみ　やす のり　ひさ
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事務局だより

一般社団法人東三河法人会 〒440-0075　豊橋市花田町石塚42－１
TEL.0532-55-1735 FAX.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com

当面の行事等予定
全法連、県連関係

□2月12日（水）
□2月17日（月）
□2月18日（火）
□2月21日（金）
□2月26日（水）
□2月28日（金）
□3月  3日（月）
□3月  4日（火）
□3月12日（水）
□3月20日（木）
□3月20日（木）
□3月11日（火）
□4月10日（木）
□4月16日（水）
□4月17日（木）
□4月25日（金）
□6月24日（火）
□6月27日（金）

12：00
12：00
15：30
12：00
12：00
12：00
12：00
13：30
13：30
13：30
15：00
12：00

16：00
11：00
12：00
15：30

事業委員会
厚生委員会・厚生制度推進連絡協議会
第31回調査部所管法人講演会
税制委員会
広報委員会
総務委員会
組織委員会
第68回東海法人会連合会大会
専務理事等会議
東海青連協　常任理事会
青連協　常任理事会
女連協　常任理事会
第9回全国女性フォーラム香川大会
青連協　定時総会
女連協　定時総会
理事会
第2回通常総会
東海青連協　定時総会・情報交換会

名古屋大同生命ビル2Ｆ
名古屋大同生命ビル2Ｆ
ウェスティンナゴヤキャッスル
名古屋大同生命ビル2Ｆ
名古屋大同生命ビル2Ｆ
名古屋大同生命ビル2Ｆ
名古屋大同生命ビル2Ｆ
ホテルセンチュリー静岡
名古屋大同生命ビル2Ｆ
名古屋大同生命ビル2Ｆ
名古屋大同生命ビル2Ｆ
名古屋大同生命ビル2Ｆ
サンポートホール高松
ホテルキャッスルプラザ
ホテルキャッスルプラザ
名鉄グランドホテル
名鉄ニューグランドホテル
ホテルキャッスルプラザ

本部
□1月  9日（木）
□1月27日（月）
□2月  4日（火）
□3月  7日（金）
□3月13日（木）
□4月17日（木）
□4月28日（月）
□5月  9日（金）
□5月28日（水）

13：30
14：00
11：00
12：00
12：00
10：00
10：30
14：00
15：00

新年税務署あいさつ
新年役員会・講演会
正副会長会（委員長・部会長含）
税制委員会
厚生委員会・連絡協議会
会計監査
総務委員会
役員会
総会・講演会

豊橋税務署
名豊ビル8F
崋山会館（田原市）
本部事務局
ホテルシーパレスリゾート
本部事務局
豊橋商工会議所
豊橋商工会議所
ホテルアソシア豊橋

青年部会
□1月  9日（木）
□1月10日（金）
□2月14日（金）
□4月  8日（火）

13：30
16：00
18：30
14：00

新年税務署あいさつ（部会長）
新春講演会・賀詞交歓会
役員会
役員会・総会・講演会

豊橋税務署
高千穂会館
豊橋市民センター カリオンビル
ウェステージ豊橋

女性部会
□1月  9日（木）
□1月15日（水）
□2月13日（木）
□4月  3日（木）

13：30
16：00
14：00
14：00

新年税務署あいさつ（部会長）
新春講演会・賀詞交歓会
役員会
役員会・総会・講演会

豊橋税務署
ホテルシーパレスリゾート
豊橋市民センター カリオンビル
ホテルシーパレスリゾート

平成26年

　法人を設立されました以後、下記事項に変更等がございましたら、電話、FAX、文書などで
（一社）東三河法人会事務局までご連絡下さるようお願い申し上げます。
◇法人所在地の移転・変更◇資本金等の変更◇法人名の変更◇事業種目の変更
◇代表者の変更◇決算期の変更◇法人の合併・分割・解散・清算結了 等

■事務局からのお願い
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愛知総合支社
〒451-6029 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー29階
　　　　　  TEL.052-586-7682



●この会報は環境対応インキおよび再生紙を使用しております。 Trademark of American Soybean Association
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一般社団法人東三河法人会
〒440-0075　豊橋市花田町石塚42-1　ＴＥＬ.0532-55-1735　ＦＡＸ.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com
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