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■旭川で育った野球少年

　大正14年、スタルヒン一家３人が旭川市八条

通８丁目に転入、ロシア革命で王朝側の将校だ

った父親が戦に敗れ、ロシア・支那大陸を７年

間に亘り逃亡し日本に亡命、日本政府は旭川市

を指定、当時の岩田旭川市長は「日本人も近々

外国に行った際には厄介になるのだから…」と

住所を定め、スタルヒン少年を現在の日章小学

校１年生に入学を認め地域の人達にも協力を要

望しました。母親は

ミルクホールを開

店、ロシアパンを焼

き、スタルヒン少年

も学校から帰ると手

籠にパンを入れ、近

所や日章小グラウン

ドの学友に売り歩き

母親を助ける色白の

美少年でした。放課

後のパン売りが縁で

先輩に誘われ野球チームの一員に、速球に威力

があり一躍日章小学校のエース。６年生の時、

全道少年野球大会に出場し相手チームから17〜

18個の三振を奪い「怪童ウィジャー（愛称）」

の名が全道に広がったのです。

■凄腕に託された甲子園出場の夢

　旭川中学（現在の旭川東高校）に入学した「怪

童」は、四戸監督の指導で更に上達、公式戦のデ

ビューは昭和７年「旭川市営球場」が新築、これ

を記念し旭川市初の全道中学（高校）野球大会で

す。市民の「ウィジャー！ウィジャー！」の大声

援を背に３回戦まで勝ち進むも惜敗、昭和８年、

９年は決勝まで進みましたが守備の乱れで準優

勝、「次は必ず甲子園だ！」旭川市民の夢と期待

は大きくなるばかり、しかしその夢が幻と消える

大事件が起きます。昭和９年10月の読売新聞は

「全日本軍」のメンバーにスタルヒン投手の名前

を報じたのです。本人もびっくり、勿論チームメ

ートも旭川市民も猛反対、しかし報道以来強引な

交渉が繰り返されます。これは読売新聞社が企画

『球神』
ヴィクトル・スタルヒン投手
生誕１００周年記念

八条スタルヒン通り会会長　杉 尾 　  昇

剛速球の怪童少年は旭川市民の誇り
日本プロ野球史上、今も輝く数々の記録は市民への恩返し
　●日本プロ野球史上初の300勝投手
　●年間最多勝利42勝(プロ野球タイ記録)
　●完投・完封勝利試合83勝(プロ野球記録)
　●野球殿堂入り競技者第１号

大正14〜15年頃、来旭時の
スタルヒン少年

日章小学校では「ウィジャー」の愛称で怪童ぶりを発揮する
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した「第２回日米対抗野球」チームの編成で日本

プロ野球の草分けでもあったのです。「無国籍だ

からチームに入らないと国外追放にする」との言

葉は母親思いのスタルヒンにとっては一番厳しい

決断を迫られたのです。「野球を捨て画家に」と

決意し父親の友人で画家の故髙橋北修先生に相

談、「君は野球が好きなのだろう、好きな事をや

り遂げるのがお世話になった人達への恩返しにな

るのではないか…」と諭され、意を決し逃げるよ

うに母親と２人夜汽車で東京に旅立ったのです。

■歓喜と苦難のプロ野球人生

　昭和11年「東京巨人軍」に名称が変わり日本

プロ球団が誕生します。「エース沢村栄治」が

支那事変で招集されると登板回数は激増、昭和

14年には68回、巨人軍の第１期黄金時代を築い

た貢献者です。昭和15年に入るとスポーツにも

軍の介入が始まり球団から「須田博」と改名を

命じられ、その後も英語廃止令で全てが日本語

（例えばストライクは良し、アウトはひけ）、

昭和19年戦火が激しくなり「敵性外国人」に指

定され球団からも追放、収容所に入れられまし

た。「スポーツこそ平和のシンボル」ボールを

失ったスタルヒンの悲痛な叫びでした。

■プロ野球に復帰し日本初の300勝

　終戦後は通訳で裕福な生活でしたが「野球一

筋」の強い信念は消えず、昭和21年、藤本定義

監督の太平パシフィックに入団、以来弱小球団

を転々として昭和30年トンボ球団で念願だった

300勝投手になり、この年更に３勝、303勝とし

て19年間のプロ野球人生で散々の偉業を残して

日本野球界を去り、昭和32年交通事故で40歳の

短い波瀾に満ちた人生を閉じ、今は秋田県横手

市の崇念寺で長女ナターシアの建てた野球ボー

ル型のお墓で最愛の夫人と共に日本野球を見守

っています。

■「八条スタルヒン通り」の認定

　平成23年３月、旭川市はスタルヒンの居住

地、八条通８丁目〜９丁目本通りを認定、会員

は「八条中央親睦会」会員で構成しています。

この地で育ったスタルヒンが「いつも笑顔でい

なさい」「お世話になった人に感謝と恩返しを

昭和８年全道大会で準優勝「次は必ず甲子園！」

昭和30年トンボ球団で300勝達成

信頼と真心で応える地域社会貢献企業

測 量 調 査 全 般
土 木 設 計
補 償 コ ン サ ル タ ン ト
地 籍 調 査

土 地 区 画 整 理
開 発 行 為 許 可 申 請
空 中 写 真 撮 影 ・ 解 析
シ ス テ ム 開 発

本 社　〒070-0811 旭川市川端町1条6丁目1番17号 電話（0166）52-1550番
FAX（0166）52-7298番

E-Mai l  info@dp-ask .co . jp
URL    http ://www.dp-ask .co . jp
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すること」と母親の躾けを守り、贈ってくれた

偉大なプロ野球記録は地域の誇りです。昭和７

年新築のスタルヒンがデビューした「市営球

場」は、昭和59年「スタルヒン球場」と命名、

道北の拠点球場として活躍しています。しかし

世代の移り変わりで「人間スタルヒン」に対す

る記憶が薄れた今日、一緒に生活し、学び、遊

んだ人達が誇りを持って「人間スタルヒン」を

愛し語っていた事を後世に「語り継ぐ」ことを

目的にささやかな活動を続けています。

　郷土を愛し誇りを持っ

て語り継ぐことは「地域

まちづくり」の原点だと

思います。願わくば子ど

も達のスポーツの振興に

も役立ち、旭川の大地か

ら第２第３のスタルヒン

が飛び立つことを願って

います。

■100周年記念事業の取り組み

　今年１月18日、旭川市は関係８団体に呼びか

け、周年事業に係る各団体の計画について意見

交換、協力を確認、現在作業が進められていま

す。「記念交流野球試合」「講演会」「パネル

展示会」「八条スタルヒン通り夢構想」などが

主な事業になると思います。

　この度、旭川中・東法人会の広報誌に「ヴィ

クトル・スタルヒン」を紹介する機会をいただ

き心から感謝申しあげます。会員並びに地域の

皆様のご健勝とご繁栄をお祈りしお礼の言葉と

いたします。

お祭りには「八条スタルヒン通り」
の旗を立てる

毎年東高野球部員も餅つき大会の
お手伝い

生誕100周年のぼり旗も完成

平成27年９月15日、俳優の山田雅人さん
夫妻が「スタルヒン物語」の取材

平成25年10月「ドキュメンタリー映画（未発表）」撮影

本　　社　070-0034 旭川市４条通１０丁目２２３３番地１１　TEL（代）0166-23-6101
東京支店　101-0047 東京都千代田区内神田１丁目５番11号セントラル大手町605号　TEL（代）03-6684-7232
札幌支店　060-0909 札幌市東区北９条東２丁目２番３号ＪＰＴ北９条ビル　TEL（代）011-790-6401

株式会社　廣　野　組
HIRONO

代表取締役　中　谷　　　登
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平成27年度 
「税を考える週間」 ～この社会あなたの税がいきている～

　国税庁では毎年11月11日〜17日までを「税を

考える週間」として全国一斉に税の啓蒙活動に

取り組んでいるが、当会でもこの期間にあわせ

て地域参加型のイベントを長年にわたり開催し

てきた。近年は『おもしろ税ミナ〜ル』と題し

て、児童やその家族らを対象に楽しみながらも

税や社会のあり方を共に考えてもらおうと租税

教育と地域社会貢献をテーマとしたイベントを

実施している。

　昨年は11月15日(日)にアートホテルズ旭川に

おいて開催したが、当日は400名を超える来場者

に会場は大いに賑わった。毎年好評の「やさし

い税金クイズ大会」では全問正解者にクオカー

ドがプレゼントされることもあって、旭川東税

務署の飯塚副署長が扮する“税金博士”から出

題される難問珍問に真剣な眼差しで挑戦した。

　また、児童を対象に行った「租税教室」や

「税に関する絵はがきコンクール」も、普段あ

まり馴染みのない税についてあらためて考える

機会となった模様で、さらには他校の児童たち

が一堂に会し大観衆の前でスポットライトを浴

びること自体が、新たな出会いや経験を生んだ

一日となったようである。他にも旭山動物園飼

育員さんによるトークショー「動物の子育て」

では動物の生態を通して命の大切さや家族愛に

ふれ、お楽しみ抽選会では税にかけた「年貢

米」や地場産品の数々に大いに沸き上り、会場

で募った盲導犬育成基金への募金活動にも多く

の浄財が寄せられた。今後も公益法人として関

係諸機関と協力を得ながら地域に根付いた活動

を目指す。

プログラム
★やさしい税金クイズ大会
★小学校６年生の｢租税教室｣
★｢税に関する絵はがきコンクール｣
　  作品展＆表彰式
★旭山動物園飼育員さんによるトークショー
★盲導犬育成基金への募金活動
★お楽しみ大抽選会
★税金なんでも相談会（税理士会主催）

地域と共に… 租税教育と社会貢献！
｢税を考える週間｣にあわせて多彩な催し

アートホテルズ旭川 ３階（旭川市７条通６丁目）
PM1:00 PM4:00

おもしろ

税ミナ～ル
20152015
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平成27年度 
「税を考える週間」 ～この社会あなたの税がいきている～おもしろ

税ミナ～ル
20152015

①400名を超える来場に会場は大賑わい、楽しみながら

も税や社会のあり方を共に考えた。

②毎年好評のやさしい税金クイズ大会、イータ君は何

歳？独身税ってホントにあるの？

③盲導犬育成基金への募金

活動ではキャンペーン犬

のハリー君も登場、多く

の浄財が寄せられた。

④約90本の地場産品、さ

らには年貢米と銘打った

道産米120本を用意した

お楽しみ抽選会の様子。

⑤共催の間税会が実施した

税の標語コンクール。

⑥税に関する絵はがきコン

クール表彰式の様子、応

募総数212点から選ばれ

た入賞者には審査員長の

菅沼館長より１人ずつ賞

状と記念品が贈呈された。

⑦小学校６年生を対象に行

われた租税教室の様子、

知っている税金の名前を

教えて下さい？

　初めは緊張の面持ちも

徐々に積極的な発言が印

象的でした。
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　女性部会では全国的に租税教育活動の一環とし

て「税に関する絵はがきコンクール」を実施して

いる。当部会では小学校高学年を対象に夏休みに

あわせて募集し、管内41校より212点もの応募作

品の中から、審査員長に道立旭川美術館の菅沼肇

館長を迎え、大賞や関係諸機関からの特別賞など

入賞34点を選出した。また、11月15日(日)・ア

ートホテルズ旭川において開催した法人会『おも

しろ税ミナ〜ル』で作品展と優秀作品の表彰式を

行った。表彰式では大スクリーンに映る自身の作

品をバックに登壇してもらい菅沼審査員長より賞

状と記念品が贈呈されたが、大観衆を前に少し緊

張した面持ちの児童たちが次第に表情が和らぎ誇

らしげな姿に変わっていくのが印象的であった。

また、学校として積極的に取り組んでくれた大

有・旭川第二・比布中央の３校には学校賞も贈呈

した。

　本年も個性豊かな作品の数々と当日ご家族連れ

で多くの方々が来場してくれたことに、租税教育

の重要性と意義を実感するとともに学校関係者や

税務当局をはじめ関係諸機関の協力に支えられ、

年々参加学校数も広がりを見せていることに深く

感謝し、今後も女性部会の最重要事業として全力

を傾注することを誓った。

第7回

菅野　涼介さん

(愛宕東小学校５年)

石田　港大さん

（近文小学校６年）
大賞 大賞

表彰式にて栄えある大賞受賞の様子と

素敵な記念品♪

作品展の様子と審査員長の菅沼館長
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髙山　駿太さん

(附属旭川小学校５年）

上田香奈子さん

(神楽小学校４年）

松尾　望愛さん

(比布中央小学校５年）

河端　心美さん

(朝日小学校６年）

堀川　美優さん

(旭川小学校６年）

植竹　彩香さん

(大有小学校６年）

酒井　　華さん

(東五条小学校４年）

松本　　華さん

(東五条小学校４年）

菅野　結斗さん

(愛宕東小学校６年）

若林　笑見さん

(神居東小学校６年）

安孫子結希さん（春光小学校４年）

石川　心愛さん（陵雲小学校４年）

岩間　萌恵さん（北鎮小学校５年）

青木　映実さん（大有小学校６年）

岡崎　耕大さん（大有小学校６年）

尾崎　天音さん（大有小学校６年）

戸浪　聖彩さん（大有小学校６年）

田中　桃瑚さん（新富小学校４年）

長登　有美さん（日章小学校４年）

藤井　歩美さん（附属旭川小学校５年）

上川総合振興局長賞 旭 川 市 長 賞 旭川中税務署長賞 旭川東税務署長賞

旭川市教育長賞 旭川市PTA連合会会長賞 旭川商工会議所会頭賞 税理士会旭川支部長賞

旭川中法人会会長賞 旭川東法人会会長賞

武田莉彩子さん

(旭川小学校６年）

平間　楓人さん

(春光小学校５年）

準　大　賞 準　大　賞

優

秀

賞

井口　大樹さん（東五条小学校５年）

大谷　彩水さん（比布中央小学校６年）

小田　雄斗さん（比布中央小学校５年）

河村　ゆらさん（春光小学校５年）

木村　真凜さん（啓明小学校５年）

小松　愛来さん（永山小学校４年）

酒井　佑颯さん（愛宕東小学校５年）

菅原　瑞生さん（神居東小学校６年）

坪田　準輝さん（大有小学校６年）

吉川　リコさん（正和小学校６年）

奨

励

賞

管内41小学校より応募総数212点、個性豊かな作品の数々に租税教育の重要性を実感

優秀作品紹介
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　青年部会は昨秋11月15日(日)に開催した『お

もしろ税ミナ〜ル！ 2015』において租税教室を

実施した。当日は管内20の小学校から6年生37

名と保護者等73名が参加し、講師役に酒井部会

長(旭川東法人会)、アシスタントは福居氏が務め

た。

　租税教室(出前授業)の実施も積極的に行ってい

る青年部会では旭川市租税教育推進協議会の一

員として旭川東法人会との協同により管内の小

学校を訪問している。今年度は、神居東小学校

(10月28日)、鷹栖北野小学校(12月3日)、西神楽

小学校(12月4日)、北光小学校(2月15日)の4校に

おいて6年生を対象に授業を行った。

　当部会からは、東堂部会長・鳥海幹事・本間

幹事が講師を務めた。また、企画・運営にあた

っては、租税教室講師養成研修に出席して検討

を重ね、青年部会の最重要事業として役員を中

心に取り組んだ。

　当日は税務当局より提供してもらった資料を

参考にしながら、科学館｢サイパル｣などの身近な

施設を題材にクイズなども出題して児童が興味

や関心を持つように工夫した。

　小学校6年間で児童1人あたり約600万円もの

税金が使われていることを学ぶと児童たちは驚

くとともに学校という場所の大切さに改めて気

付いたようであった。また、はしご車が約1億5

千万円もすることや億単位で建設される公共施

設には信じられないといった表情を浮かべてい

た。

　尚、学校側の要望によりキャリア教育の一環

として講師が自らの経験を通してこれからの生

き方や働くことについてなどを語りかけると、

児童はとても熱心に聞き入っていた。

　授業の最後には、巨額の金額を少しでも体感

してもらおうと1億円のレプリカを用意して児童

全員に持ってもらい、重量を当てるクイズを行

って租税教室を締めた。　

西神楽小学校の租税教室の様子

鷹栖北野小学校の租税教室の様子

『おもしろ税ミナ〜ル！2015』においての租税教室の様子

経営者の視点からキャリアアップ授業もプラスアルファ

次代を担う児童たちへ『租税教室』を開催!!

〒070-0056 旭川市6条西１丁目1−11

大切な方への想いをカタチに。



9（公社）旭川中法人会だより MARCH number 82

租税教室に
参加した児童たちの

私は、租税教室の話を聞いて、税金の大事さ、どこに使われているのか、いい大人になる

ためについてのことがよく分かりました。税金の話では、税金は公共施設の橋やサイパル、

人々 の安全のために消防署の車や、いろんな物にたくさんの税金が使われていることを知

って、税金の大切さがとても分かりました。何より驚いたのは私たちの教育に使われてい

る税金が1ヶ月に1人あたり約8万円も使われているということです。1人だけでも8万円も使

うので、改めてちゃんと授業に取り組もうと思いました。これからは税金の大切さを考えな

がら生活したいと思います。

今日は、日本に約50種類の税金の名前があることや、いろいろな施設にたくさんの税金が

使われていることがわかりました。税金は、私たちの安全を守るため、健康で快適に暮ら

すため、平等に教育が受けられるために、活用されていることがわかり、自分たちのために

使われているから自分たちでも納められる消費税は、しっかり納めようと思いました。北海

道の学校で使われている税金は、1人あたり1年で約100万円だとわかり、机やいすをこれ

からも大切に使おうと思いました。今日の租税教室を通して、私が大人になったら今の大人

のように働いてしっかり税を納めたいです。そして、すばらしい社会をつくるための会費と

して使ってもらいたいと感じました。

法人会のみなさんへ

今日は、北光小学校6年生のためにわざわざ｢租税教室｣を開いて下さりありがとうございま

した。税金についてまだまだ知らないことばかりの私たちですが、こうした機会のおかげ

で知ることができました。わかりやすい説明、後ろの方々 のサポート、パソコンの方の画像

表示、誰か1人でも欠けるとできないことだったと思います。私が一番心に残ったのは、税

金の種類が｢50種類｣もあったことです。これからも｢租税教室｣を開いて下さい。本職も頑

張って下さい。

租税教室の皆さんへ

今日は、本当にありがとうございました。勉強になった事がいっぱいありました。いろんな

税金がありその税金で私たちがこうやって暮らせたり、橋や駅などが作られていて、改め

て税はすばらしい物なんだと思いました。ですが、税はすばらしい物だけではありません。

消費税で生活がきびしくなる人もいるので、これからは国のためだけではなく生活がきび

しい人たちのためにも税を使っていって欲しいと思いました。
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春期講演会にショーンＫが来旭

　３月４日(金)旭川グランドホテルにおいて春期

講演会を開催した。毎年恒例の事業で様々な分

野で活躍する著名人を講師に迎えており、会員

のみならず一般市民にも広く開放し好評を得て

いる。

　今回はテレビ等でもお馴染みの経営コンサル

タント、ショーン・マクアードル川上氏を招き

「自分力を鍛える」と題して、経営者あるいは

消費者の立場から混沌とする今の世の中を生き

ぬく術を独自の視点から鋭く解いた。いま話題

の経営コンサルタントの来旭に会場は500名を超

える聴講者が訪れ、テレビ同様ショーンＫ流の

穏やか且つ説得力のある口調に来場者は一気に

引き込まれ熱心に耳を傾けた。

実務セミナーを開催
　当会では定期的に経営に役立つ様々なセミナ

ーを開催しているが、昨秋11月25日(水)には吉

岡経営センターの池内孝行氏による給与制度改

革セミナー、本年３月９日(水)には旭川中税務署

の法人担当官による実務者向け税務研修会を開

催した。

講師のショーンＫ氏と春期講演会の様子

infomaton&report

新設法人説明会
　２月18日(木)旭川商工会議所において会社設立

後約１年未満の企業を対象とした研修会を開催

した。当日は17名が出席し、講師には税務署よ

り法人担当官を招き、会社設立から決算・申告

までのポイントや法人税・消費税・源泉所得税

等の経理処理など実務に関して講義を受けた。

来場者は500名を超える…

・ドトールコーヒー買物公園通店

・ベビーフェイス・プラネッツ旭川忠和店
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輝く栄誉!
　永年にわたる申告納税制度の普及発展と納税

道義の高揚、税務行政への協力、さらには法人

会活動などに対して尽力された方々が平成27年

度納税表彰を受彰されました。受彰者の皆様に

はその功績に対しまして衷心より敬意とお祝い

を申しあげます。また、建設業界の社会的地位

の向上と発展等に対する貢献から当会太田副会

長が北海道産業貢献賞の栄に浴しました。

新春講演会を盛大に開催
　近年は暖冬が続いているが今年は局地的には

豪雪など悪天候に見舞われ穏やかとは言い難い

新年の幕開けとなったが、恒例の旭川東法人会

との合同による新春講演会を１月26日(火)アート

ホテルズ旭川において開催した。両法人会あわ

せて約150名が出席し、講師には北海道新聞社旭

川支社長の地田哲哉氏を招き「旭川の底力を考

える」と題して講演を行った。講演会終了後に

は税務当局や旭川市長はじめ関係諸機関の幹部

を来賓に迎え新年交礼会を華やかに開催、青年

部会より当地で本年９月に開催される「全国青

年の集い北海道大会」のＰＲも行われた。

新年交礼会にて受彰者へお祝いの花束贈呈

新春講演会の様子

青年部会による全国大会ＰＲの様子

infomaton&report

◆札幌国税局長表彰

　(公社)旭川中法人会常任理事(全法連青連協顧問)

　盛　永　喜　之 氏　（㈱盛永組）

◆旭川中税務署長表彰

　（公社）旭川中法人会副会長

　佐々木　徹　雄 氏　（旭川食糧㈱）

　（公社）旭川中法人会常任理事

　千　葉　新　次 氏　（大地コンサルタント㈱）

　（公社）旭川中法人会理事（旭川中間税会理事）

　森　本　　　弘 氏　（㈱ダイイチプラニング）

◆北海道産業貢献賞

　(公社)旭川中法人会副会長

　太　田　秀　明 氏　（赤川建設興業㈱）
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税務研修会＆きき酒会

　12月３日(木)アートホテルズ旭川において青

年部会・女性部会合同による税務研修会を開催

した。講師には旭川中税務署の佐藤副署長を招

き「税とお酒のよもやま話」と題して講義を受

けた。恒例のきき酒会では日本酒はもちろんウ

イスキーや焼酎・ワイン・ビールなど趣向を凝

らしたきき酒に挑

戦し、今年の名人

には青年部会の渡

辺雅人幹事(新谷建

設㈱)が輝いた。

青年部会＆女性部会　活動報告

女性部会全道大会＆研修会
　11月10日(火)名寄市民文化センターにおいて

第16回女性部会全道大会が開催され、旭川中・

東法人会あわせて35名が参加した。大会では租

税教育活動の一環である「税に関する絵はがき

コンクール」の表彰式や女性経営者としての資

質向上を目的に記念講演などが行われた。

　３月２日(水)には旭川グランドホテルにおいて

税務研修会を開催、例年３月に期末テストと題

して行っているクイズ形式の研修で、講師の岡

田統括官・折野上席から出題される難問珍問に

頭を悩ませながらも楽しく取り組んだ。

第29回全国青年の集い茨城大会
　11月20日(金)茨城県水戸市において開催され

た第29回全国青年の集いに北海道30単位会から

約200名、旭川中・東法人会からは45名の大所

帯で参加した。次年度の北海道大会を主管する

にあたり大会運営の視察も兼ね大半の参加者は

開催日前より水戸市に入ったが、2,200名を超え

る全国の青年部会員が一堂に会する大会の意義

や大きさをあらためて実感するとともに次年度

へ向けてオール北海道の団結を強く誓った。

四団体合同新春研修会
　四団体合同(両法人会青年部会・女性部会)によ

る新春研修会を２月１日(月)旭川グランドホテル

において開催した。当日は100名を超える部会

員が出席し、佐藤副署長(旭川中署)と飯塚副署長

(旭川東署)が講師を務め、税制改正大綱や国税の

防犯対策などについて講話を行った。

 研修後には恒例のニューイヤーパーティを開催

し、アイデア溢れる各部会のアトラクションな

ど新年の門出を賑やかに祝った。

北海道大会のＰＲも行った茨城大会の様子 四団体合同新春研修会の様子

名寄市で開催された全道大会の様子
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　この他に国税庁、総務省、中小企業庁などに対

して提言活動を行いました

行動する法人会
平成28年度税制改正に関する提言

　全法連では、平成28年度税制改正に向け、政

府・政党に対して提言活動を行いました。

財政金融部会税制改正要望等ヒアリング
11月10日

財政金融部会長

西田　実仁 氏　　斉藤　鉄夫 氏　　上田　　勇 氏

杉　　久武 氏　　平木　大作 氏　　新妻　秀規 氏

伊藤　　渉 氏

公 明 党
財務・金融部門会議税制改正要望等団体ヒアリング

11月6日

座　長

鈴木　克昌 氏　　古川　元久 氏

前原　誠司 氏

民 主 党

11月10日

財務副大臣

左から　岡田財務副大臣、柳田税制委員長、
　　　　横山専務理事

岡田　直樹 氏

財 務 省
予算・税制に関する政策懇談会

11月16日

財政・金融・証券団体委員長

西村　明宏 氏　　上野賢一郎 氏　　鈴木　馨祐 氏

小田原　潔 氏　　勝俣　孝明 氏　　中山　展宏 氏

神山　佐市 氏　　小林　鷹之 氏　　北村　誠吾 氏

松島みどり 氏　　國場幸之助 氏　　滝波　宏文 氏 他

神田　憲次 氏

自 民 党

　法人会では毎年税制改正について、政府・政

党・関係省庁等に対して建設的な意見を提言し

ています。本年も10月８日に開催された全国大

会において｢平成28年度税制改正に関する提言｣

が決議され、旭川中・東法人会でも地元選出の

国会議員をはじめ市長・市議会に対して提言活

動を行いました。
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　今年6月1日（公社）旭川中法人会女性部会設立

30周年記念式典が開催されます。

　女性部会は昭和61年8月に島﨑部会長のもと「税

への理解を深め会員相互の親睦を図る事を目的」

に設立されました。

　私もチャーターメンバーの一人として歴代部会

長をはじめ、多くの会員の皆様からご指導を受

け、副部会長を16年間務めさせて頂きました。現

在は監事を仰せ付かり、全国、全道大会、又、各

種イベントに出席し、広く税制を学び、会員の皆

様と楽しい一時を過ごしております。

　当社も主人伸夫が昭和41年に「仕入先無し」

「販売先無し」「銀行取引無し」で一人独立し本

年50周年を迎えます。

　翌年何の知識も無いまま嫁ぎ、呉服用語、鯨

尺、紋名等に戸惑い、お客様に鍛えられ、併せて

本場関西にて5年間修業を積んできた主人と共に和

装業界で頑張って参りました。

　現在2代目社長和幸は、毎月全国各地の産地を訪

ね厳選に仕入、研究を重ねております。特に振袖

展開に意欲的に取り組み「成人式会場へ徒歩1分」

との地の利もあり当社店舗1F～4F全館を活用、ヘ

アーセット、メイク、着付、写真撮影等トータル

で対応し、成人式当日には会場の市民文化会館周

辺にて、当社の振袖を多数見かける様になりまし

た。

　尚「着付、茶道教室、定期的なお食事会」等気

軽に着物に親しんで頂ける様な集いを開催、多数

の生徒さんを輩出しております。

　厳しい和装業界だからこそ「豊かな心と喜び

を」発信に努め、誠心誠意お客様をお迎え、安心

して着物をお求め頂き、良きアドバイスが出来ま

すよう、社員一同日々努力を重ねております。

　現在私は多忙時要員として会社から少し離れ、

旅行、美術館巡り、又、脳のトレーニングにとパ

ソコンに挑戦し、新たなスタートを楽しんでおり

ます。

　30代まではそれほど気にもならなかった体重が

40歳を境に高値安定、ポッコリおなかに二重あ

ご、高コレステロール、もともと体を動かすこと

は好きで今もゴルフは続けていますが最近のゴル

フ場はカートでの移動がほとんどで、「カートに

乗らないで歩けよ」と言われそうですが、そうは

思っていてもつい乗ってしまいます。

　そこで、これではマズイと思っていたところ

に、第1回旭川ハーフマラソンの記事が目にとまり

マラソンブームに乗りエントリーしようと思いま

したが、まだ練習も何も始めていないわけですか

ら、さすがにそれは無謀、翌年の第2回大会から出

場することにし昨年の第7回大会まで6年連続で出

場しています。

　練習は春から秋にかけて、平日は会社から帰宅

してから、ほぼ毎日、河川敷を北彩都ガーデンに

向かって往復12ｷﾛほど走っていますが走っている

途中でジョギングをしている人や犬の散歩、パー

クゴルフを楽しんでいる人など夕暮れの短い時間

をエンジョイされている人をたくさん見かけま

す。

　また、第7回大会からハーフ部門のコースが石狩

川河川敷から公道に変更になり旭川自衛隊の駐屯

地内（コースの両脇には隊員の方々のたくさんの

応援）を走り北海道遺産の旭橋やロータリー、常

盤公園など旭川を象徴する名所を巡るコースとな

っています。他にも河川敷のコースとは違い沿道

からのたくさんの応援、旭川西高の吹奏楽部の演

奏等、とても感動しました。

　そして、レース中は何度も、なぜこんなにきつ

い思いをしてまで走るのかと自問自答を繰り返す

のですがゴールをすると達成感からか、また走り

たくなってしまい昨年は旭川近郊の大会など北海

道マラソンも含め6レースも出場しました。家族か

らは「参加料を出してまで走る気持ちがわからな

い」と言われています。

　ちなみにサブ3とはフルマラソン（42.195キロ）

を3時間を切るタイムでゴールすることです。私の

ベストタイムは3時間20分台ですので、まだサブ

3.5ですが、いつの日かサブ3達成を夢見て、もう

若くもないので、あまり無理せずチャレンジして

いきたいと思います。

株式会社すぎを
取締役

杉　尾　富美子

旭陽電機株式会社
総務部部長

玉　井　利　一

「30周年＆50周年」
「メタボから
  目指せサブ3へ…」

メッセージ
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　私は、帯広市内で個人事業として飲食店を経営していたのですが、経営難によって、借金の返済

が困難になったため、Ａ弁護士に依頼して、裁判所に自己破産の申立をしました。ところが、この

たび「破産管財人」として、Ｂ弁護士が選任されたとの連絡がありました。いったい、「破産管財

人」というのはどのような立場の人なのでしょうか、教えてください。（Ｍさん・64歳）。

今回は、破産手続における「破産管財人」についてのご質問です。
　「破産管財人」（はさんかんざいにん）とは、破産手続において破産財団に属する財産を管理・

処分し、換価し、届出のあった債権について必要があれば異議を述べ、換価金を破産債権者に配当

するなどの事務を行う者をいいます（破産法第2条第12項）。

　破産手続が開始されると、破産者は自らの財産を管理処分する権限を失いますが、破産者が不動

産・預貯金等の一定のめぼしい財産を有している場合、それらの財産を清算・換金するとともに、

債権者に対し、公平な分配をしなければなりません。

　そこで、破産者にそのような財産がある場合には、裁判所は、選任候補者として登録されている

弁護士を、破産管財人として選任し、その役割にあたらせることになります。破産管財人に必要な

資格については、破産法上特に規定はありません。しかしながら、破産をめぐる処理には法的知識

と経験が不可欠であり、実際には，弁護士が選任される場合がほとんどです。

　結局、破産管財人の最も重要な役割は、破産者に代わって財産を管理し、財産を処分・換価し、

債権者への公正・公平な配当を迅速に実現することにあるといえます。

　破産管財人は、破産者の財産を手続終了まで管理していかなければならないため、その過程で、

必要であれば、訴訟を提起したり、逆に起こされた訴訟を受けたりする立場に立つこともありま

す。

　相談者のＭさんのケースも、過大な債務があった反面、不動産・預貯金等の一定のめぼしい財産

があったために、裁判所が破産管財人としてＢ弁護士を選任したものと考えられます。Ｍさんとし

ては、今後の手続において次の点に注意してください。

①まず、破産者Ｍさんには破産管財人に対する説明義務（破産法40条）があることから、破産管

財人の調査に協力しなかったり、破産管財人の質問に対して虚偽の事実を伝えたり、免責の有無

に関わる重要な事実や債権者の存否・財産の有無について秘匿したりすることは免責不許可事由

となり、場合によっては、破産犯罪に当たりうることに注意が必要です。

②また、破産者Ｍさん宛ての郵便物は破産管財人に転送されて破産管財人が開封すること（破産法

81条・82条参照）になります。これは、破産管財人が破産財団に属すべき財産を発見し、また

破産者の財産隠匿行為を監視・防止して、破産財団の充実を図るためです。

③さらに、破産者Ｍさんには住居制限が課され、転居や長期の旅行には、裁判所の許可が必要です

（破産法37条1項）。

経営者のための

法律相談 旭川総合法律事務所弁護士　皆川 岳大
永山南中学校、旭川東高校、北海道大学法学部卒業。地元企業の顧問弁護士業務と医療機関の経営コンサルタント業務のほか、

借金問題等の消費者問題にも取り組んでいる。好きなアーティストは長渕剛、吉川晃司。趣味は、居酒屋めぐりとワイン。Profile

̶̶̶̶̶̶ 破産管財人とは？ ̶̶̶̶̶̶

A

Q
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申年経営者インタビュー

　申年になって、還暦という感慨も実感もないま

ま、あっという間に２カ月が過ぎ去りました。

　年明け早々から株価が急落、金利は異常に下が

り、円高も進んで金融市場の動揺が続いています。

隣の国は核実験、ミサイル発射を強行、政治経済、

国際情勢に暗雲がただよいます。元プロ野球スター

選手の覚せい剤事件まで起きて、年男としては肩身

の狭い、やるせない思いです。

　でも、ここでめげてはいられません。災難が早く

サルよう、巻き返しをはからねば。

　さて、私が旭川に転勤して来たのは昨年の６月下

旬です。その１年前まで旭川支社の報道部にいたの

で「ただいま、もう帰ってきました」という感じで

した。

　北海道新聞に入って34年になりますが、旭川勤

務は３年前に報道部に来た時が初めてです。これ

までは、道内第二の都市なのに、いつも通り過ぎ

るばかり。じっくり歩いたことはありませんでし

た。さほど関心がなかったというのが正直なとこ

ろでしょうか。

　ですが、暮らし始めてすぐ、旭川の持つ力に驚か

されました。住環境、食、自然、産業、そして人。

どれをとっても素晴らしい。昨年亡くなったカンデ

ィハウスの長原實さんが「北海道が自立するための

最もよい条件が、ここにはそろっている」と語って

いたのを思い出します。

　個人的には、３・６街で豊かな食と地酒を堪能

し、まちの人たちと語り合っています。忠別川や美

瑛川、石狩川沿いを歩いたり、きままに自転車で走

りまわったりするのも楽しみです。大雪の山々にも

登り、お花畑や白銀の世界に癒されています。

　さて、北海道新聞は来年、創刊75周年を迎えま

す。源流をたどると1887年（明治20年）に札幌で

創刊した北海新聞にいきつき、創業だと130周年の

節目になります。

　この間、私たちは北海道とともに歩み、道民のみ

なさんに育てられてきました。少子高齢化や地域産

業の衰退によって道内自治体は疲弊しています。上

申年経営者インタビュー

支社長　 地田　哲哉 氏

新聞を通じて
元気な地域づくりをお手伝い

北海道新聞旭川支社

（昭和31年生まれ）

今年は 申年

旭陽電機株式会社
電設資材綜合卸

本社　旭川市１条通15丁目右1号　TEL 0166－26－0111
FAX 0166－22－2901

取締役社長　金　谷　和　文
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申年経営者インタビュー

川地域も例外ではありません。かつてない危機的状

況のなかで、地域が生き残るためにはどうすればい

いのかを皆さんと一緒に考え、地域を元気にする取

り組みを北海道新聞は進めます。

　さいわい、道北地域ではさまざまな地域活性化の

動きが出ています。新しい農業・水産業の取り組

み、森林資源や自然環境を生かした事業、観光資源

を活用したイベント、さらに地域の文化を生かした

まちづくりもあり、本当に多種多様です。

　中核都市の旭川もまちの姿を大きく変えようとし

ています。ただ、しっかりとした基盤があるがゆえ

に、それが危機感を薄めさせているようにも見えま

す。「せっかくの秘めた力を、このチャンスにもっ

と有効に使ったらいいのに」と思うことがありま

す。ちょっと前の流行語でいえば「いつやるのか？

今でしょ！」といったところでしょうか。

　私たちは地域の一つ一つの動きに目を凝らして丁

寧に報道し、事業のお手伝いをしてまいります。

　もちろん、日本の針路の大きな転換点となるＴＰ

Ｐや安保法制といった問題についても、私たちの社

会にどんな影響をもたらすのかをしっかりした視点

でお伝えします。

　地域が元気でなければ私たちの新聞も成り立ちま

せん。皆さんの中で「こんなことをしたい」「こん

な取り組みを一緒にできないだろうか」といったご

要望がありましたら、お気軽に声をかけていただき

たいと思います。私どももどんどん皆様のもとに出

向いてまいります。

　よりよい北海道、道北、旭川の未来を築くため

に、年男としてしっかりがんばります！

　2016年の干支は、十干が「丙(ひのえ)」、十二支が

「申(さる)」なので『丙申』となります。

　干支と十二支は同じものと思いがちですが、本来は十

干の10と十二支の12を組み合わせたもので60通りから

なります。あまり馴染みのない干支の周期ですが、有名

なものには生まれた時の干支が一周した記念にお祝いす

る｢還暦｣がありますね。

　さて、一般的に申年生まれの人は、頭がよくて好奇心

旺盛、明るい性格で超ポジティブな盛り上げ担当、人気

者になりやすくみんなの輪の中心的人物、何事も器用に

こなす反面やや飽きっぽい性格で目立ちたがり屋とかお

調子者の一面もあるとか…。

　申年生まれの有名人には、歌手の桑田佳祐さんや長渕

剛さん、役者の竹中直人さんや大地真央さん、芥川賞を

受賞したお笑い芸人の又吉直樹さんなど、人を引きつけ

る魅力的な人物が多いように思われます。なかでも「サ

ル」と呼ばれた豊臣秀吉が申年というのは出来過ぎのよ

うな気もしますが、織田信長の下で出世し一夜城(戦場

にて１日で城を建てたという伝説)から見える回転の速

さと行動力、そして天下人となった抜け目の無さはもっ

とも申年らしい特徴を持つ人物と言われています。

　縁起の良いものでは、「病が去る」など語呂も良いこ

とから申年に「赤い下着」を身につけると幸運とか…。

食では平安時代に疫病に苦しむ人々が梅を食べたことで

回復したとの言い伝えや「天明の飢饉」の際に梅干によ

って紀州藩だけはほとんど死者が出なかったと言われて

いるそうなので、縁起の良い今年の梅で何か美味しい一

品を考案してみてはいかがでしょうか。

　2016年はおさるさんのような行動力を発揮して元気

よく楽しい年にしたいものですね。

申年生まれの人はどんな人…？

代表取締役社長　高　橋　孝　次

本　社：旭川市大町3条7丁目2397番地43　TEL52-4851／ FAX51-9625
支　店：網走　　　営業所：北見・美幌・富良野
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　労働安全衛生法の一部改正により、平成27年12

月より50名以上の従業員を抱える事業所では従来

の二次予防としての“身体的疾病”に対する定期

健康診断に加え、自記式調査票を用いた“ストレ

スチェック”の実施が義務化されました。本案は

そもそも、増加傾向にあるうつ病患者への対応と

して発案されたものですが、厚生労働省はその目

的を、精神疾患患者の抽出ではなく、あくまでメ

ンタルヘルス不調を未然に防止するための一次予

防と位置付けています。また検査結果は、検査を

実施した医師、保健師等から直接本人に通知さ

れ、本人の同意なく事業者に提供することは禁止

されています。検査の結果、一定の要件に該当す

る労働者から申出があった場合、医師による面接

指導を実施することが事業者の義務となります。

また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止さ

れています。面接指導の結果に基づき、医師の意

見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じること

が事業者の義務となります。この様に事業者に対

する義務付けが定められた一方、労働者に対する

チェックの受検を義務付ける規定はありません。

　調査票は「仕事のストレス要因」、「心身のス

トレス反応」、「周囲のサポート」、「満足度」

の４領域57項目の質問に○付けする形式となって

います。

　ストレスという言葉はもともと物理学の用語で

すが、20世紀になってから医学用語としても使わ

れるようになりました。病気の発症にはストレス

という一元的な刺激のみではなく、遺伝子の形質

も含めた多元的な要素が含まれますが、通常、人

はストレスにさらされると、それによるストレス

反応（悪影響）を緩和するため様々な工夫をしま

す。これをストレス対処といいこれが適切に対処

されている場合は心理面、身体面、行動面のスト

レス反応が次第に低下します。しかし対処能力を

上回るストレスを経験したり長期間続いたりする

と、ストレス反応は改善されず慢性化しメンタル

ヘルス面での疾患や身体面での病気の発症に至り

ます。厚生労働省のホームページに記載されてい

るストレス関連疾患は約30種に上ります。その代

表的なものは胃および十二指腸潰瘍、過敏性大腸

炎、本態性高血圧症、片頭痛、緊張性頭痛、メニ

エール病、円形脱毛症、不眠症、自律神経失調

症、反応性うつ病などです。

　

　耳鼻咽喉科領域ではメニエール病が関連疾患に

挙げられていますが、それ以外にもストレスが強

く関与する疾患が知られています。そのターゲッ

トとなる部位の内耳と咽喉頭における典型例をい

くつかご紹介します。

● ストレスチェック制度 ● ストレス関連疾患

● ストレスが関与する耳鼻咽喉科疾患

HEALTH MATTER

ストレスと関連する病気

院長　大 橋 伸 也

健康
問題 医療法人社団　大橋耳鼻咽喉科医院

旭川市9条通7丁目左2号  TEL 0166-26-0161

The Next innovation
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突然、耳が聞こえなくなった。

塞がれた感じがする。めまいがする。

　『突発性難聴』や『低音障害型感音難聴』の多

くの部分がこれにあたります。耳の一番奥に内耳

という器官があり、ここは音の振動を電気的信号

に変換し脳に伝える精巧かつ繊細な器官です。内

耳には音を処理する部分と平衡感覚を司る部分が

あり、聞こえとめまいに関する症状が現れます。

メニエール病も内耳の病気です。

≪Aさん、40歳代、男性、会社役員≫

　朝、起きたら突然右耳にキーンという大きな耳

鳴りがして耳が聞こえなくなった。洗面中に目が

まわり動けなくなった。ご本人は「脳梗塞だ、も

うおしまい。」と思ったそうです。これは脳の病

気ではなく典型的な突発性難聴の発病パターンで

す。会社の事業拡大で平日も休日も昼も夜も多忙

を極めていたようです。

≪Bさん、30歳代、女性、教員≫

　３、４か月前から時々、耳が塞がれた感じがあ

り数日で改善するという症状を繰り返していた

が、ここ10日くらい塞がったままである。この方

は低音障害型感音難聴で、聴力検査を行うと低い

周波数のみ３割程度聞こえが悪くなっていまし

た。夏休みが終わり新学期を迎え何かと大変そう

でした。

急に声が出なくなった。

　『心因性発生障害』は、喉頭に炎症や器質的異

常がなくストレスを契機に急激に発症します。

≪Ｃさん、20歳代、女性、受付案内係≫

　半年前に現在の職に就いてから、時々のどが絞

まって声が出しにくいと感じていた。連休の多忙

な時間に外国人に接客している最中、急に声が出

なくなった。受診したときは、小さなささやき声

でしか話せませんでした。いつもミスをしないよ

う緊張気味で仕事をしていたようです。

のどがつまって、何かできている感じがする。

　『咽喉頭異常感症』と呼ばれ、実際につかえる

病変がないにもかかわらず、それを感じます。以

前は更年期障害の代表的な症状として知られてい

ましたが、男性や若年層にもみられるようになり

ました。

≪Ｄさん、30歳代、女性、パート職員≫

　２，３か月前から、のどが狭くなっている。何

となく苦しくなる。第２子の産休明けから再就職

したが、２人の子供はカゼをひきやすく職場と保

育所を往復している。夜中もよく起こされる。職

場にも迷惑をかけている。　

≪Ｅさん、50歳代、女性、介護施設職員≫

　半年前から、のどがつまって何かひっかかって

いる。仕事や食事の時はそうでもないが、家にい

る時はかなり気になる。内視鏡などで検査をして

も、ひっかかりの原因となる器質的な病気は見当

たりません。１年前に夫が脳梗塞で入院した。幸

い大事には至らなかったが今もリハビリ等で通院

している。自分の親は認知症である。

　

　これらは特殊なケースではなく、耳鼻咽喉科医

であっても毎日、何らかのストレスに関連する疾

患に遭遇します。ヒポクラテスやプラトンも心と

病の関係について述べていますが、東洋医学では

「心身一如」、総合医療と心身医学では「心身相

関」という言葉を使い、それぞれ「心と体はお互

いに強く影響しあう」、「心と身体は相互に関係

しあう」という概念がその中核にあります。いつ

の時代にも不安、ストレスのない生活はあり得ま

せん。会社経営の不安、健康の不安、家族の不

安、老後の不安と立場は違っても不安だらけで

す。冒頭のストレスチェック制度が有効に運用さ

れ、ストレス関連疾患を未然に防ぐ一助になるこ

とを期待します。
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ーー 平成28年度税制改正の大綱が平成27年12月24日に閣議決定されましたので、概要をお知らせいたします。 ーー

平成28年度税制改正の大綱の概要

　現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする観点から成長志向の法人税改革等を行うとともに、

消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度を導入する。あわせて、少子化対策・教育再

生や地方創生の推進等に取り組むとともに、グローバルなビジネスモデルに適合した国際課税ルールの再構築を行

うための税制上の措置を講ずる。このほか、震災からの復興を支援するための税制上の措置を講ずる。具体的には、

次のとおり税制改正を行うものとする。

○空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入

・相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修

又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除（3,000万）を導入。

○三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の導入

・三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金で

リフォームを行った場合の税額控除制度の導入（借入金：住宅借入金等の年末残高の1〜2％、自己資

金：標準的な工事費用相当額の10％）。

○スイッチＯＴＣ薬控除（医療費控除の特例）の導入

・検診、予防接種等を受けている個人を対象として、いわゆるスイッチＯＴＣ医薬品の購入費用（年間

1.2万円を超える部分の金額）についてセルフメディケーション推進のための所得控除制度（医療費控

除の控除額計算上の特例措置）を導入。

○個人の寄附税制の包括的な見直し

・国立大学法人等の行う学生の修学支援事業のために充てられる個人寄附について税額控除制度を導入。

・公益法人等について、個人寄附に係る税額控除の対象となるために必要な寄附者数の要件を事業規模に

応じて緩和。

個人所得課税

○農地保有に係る課税の強化・軽減

・農業委員会から農地中間管理機構との協議の勧告を受けた遊休農地について、通常の農地より固定資産税

の評価額を引上げ。

・所有する全農地を農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合には、固定資産税等の課税標準を最初の

３年間価格の２分の１等とする特例措置の創設。

○機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設

・中小企業の生産性向上に関する法律（仮称）の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行の日から平成

30年度末までに、一定の機械及び装置の取得をした場合には、固定資産税の課税標準を最初の３年間価

格の２分の１とする特例措置を創設。

資 産 課 税

○成長志向の法人税改革

　・法人税率の引下げ等

法 人 課 税

※平成28年度までは、地方法人特別税を含む。

法人税率

法人事業税所得割※

（参考）国・地方の法人実効税率

平成27年度

23.9％

6.0％

32.11％

平成28・29年度

23.4％

3.6％

29.97％

平成30年度

23.2％

3.6％

29.74％
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　・課税ベースの拡大等：

　　－租税特別措置の見直し（後掲）

　　－減価償却の見直し（建物付属設備・構築物の償却方法を定額法に一本化）

　　－欠損金繰越控除の更なる見直し（大法人の控除限度　平成28年度：所得の65％⇒60％、平成29年

度：所得の50％⇒55％）

　　－法人事業税の外形標準課税の更なる拡大（現行（平成27年度）：3/8⇒平成28年度：5/8）

○租税特別措置の見直し

・生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止（現行：即時償却等⇒平成28年度：特別償却率50％等⇒平

成29年度：廃止（平成28年度税制改正法案において明確化））

・環境関連投資促進税制の見直し（売電用の太陽光発電設備の除外等）

・雇用促進税制の見直し（対象地域・対象雇用者の限定）等

○地方法人課税の偏在是正（平成29年度〜）

　・法人住民税法人税割の税率の引下げ及び地方法人税の税率の引上げ

　・地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃止

　・法人事業税交付金の創設

○地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の創設

・地域再生法の改正を前提に、地方公共団体の行う同法の認定計画に記載された一定の事業に関連する寄

附金を支出した場合の税額控除を創設

○復興支援のための税制上の措置

・復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、一定の見直し

を行いつつ、適用期限を５年延長（その際、被災地の実情等を踏まえ、一部要件緩和）等

○消費税の軽減税率制度の導入

　・平成29年４月から軽減税率制度を導入。

　・対象品目は、①酒類及び外食を除く飲食料品、②新聞の定期購読料

　・軽減税率は８％（国分：6.24％、地方分：1.76％）

・平成33年４月から適格請求書等保存方式を導入。それまでの間は簡素な方法とするとともに、税額計

算の特例を設ける。

　※軽減税率制度の導入にあたり、安定的な恒久財源を確保するとともに、軽減税率制度の円滑な導入・

運用のために必要な措置を講ずる旨を、平成28年度税制改正法案に規定する。

○外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充

・外国人旅行者向け消費税免税制度につき、免税販売の対象となる一般物品の購入下限額を引下げ（１日

１店舗あたり「10,000円超」→「5,000円以上」）。

○車体課税の見直し

・平成29年４月の消費税率10％への引上げ時に、自動車取得税を廃止するとともに、自動車税及び軽自

動車税において、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能割をそれぞれ導入。

・平成28年度に適用される自動車税及び軽自動車税におけるグリーン化特例（軽課）の見直し・延長。

消 費 課 税

○日台民間租税取決め

・「日台民間租税取決め」（租税条約に相当。法的効力は無し。）（平成27年11月に署名）に規定され

た内容（日台間で支払われた配当等の源泉地における課税の税率の10％への引下げ等）を日本で実施

するための国内法を整備。

○多国籍企業情報の報告制度等の構築

・多国籍企業のグローバルな活動・納税実態の把握のため、各国が協調して情報収集・共有する枠組等を

構築。

国 際 課 税
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○国税のクレジットカード納付制度の創設

・インターネット上でのクレジットカードによる国税の納付を可能とする制度を創設。

○加算税制度の見直し

・短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置（無申告加算税・重加算

税を10％加算）等を導入。

納税環境整備

○暫定税率の適用期限の延長

○輸出入申告官署の自由化等

・ＡＥＯ（認定事業者）について輸出入申告官署を自由化するとともに、通関業制度の見直しを行う。

関　　　　税

詳しくは、財務省ホームページをご覧ください。

財務省ホームページ （http://www.mof.nta.go.jp/） 

　札幌国税局では、国税局や税務署において、税のスペシャリストとして活躍する国税専門官を募集

しています。

　平成28年度の採用試験の概要は、次のとおりです。

①受験資格
（1）昭和61年４月２日から

　 　 平成７年４月１日生まれの者

（2）平成７年４月２日以降生まれの者で

　 　 大学を卒業したなど別に定める者

②申込受付期間
申込みはインターネットにより行って

ください。

４月１日(金)９：00〜

４月13日(水)〔受信有効〕

③第1次試験

５月29日(日)

【基礎能力試験、専門試験（多肢選択式及び記述式）】

④第1次試験合格者発表日
６月28日(火)　9：00

⑤第2次試験
７月12日(火)〜７月20日(水)のうち
指定する日

【人物試験及び身体検査】

⑥最終合格者発表日
８月22日(月)

ご不明な点は、札幌国税局人事第２課採用担当（℡011-231-5011内線2315）又は、

旭川中税務署（℡0166-90-1451）、旭川東税務署（℡0166-23-6291）にお尋ねください。

国税専門官募集!

申込専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
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平成27年度　中学生の「税について」の作文

北海道知事賞

｢人々の安心・安全と税金｣

北海道教育大学附属旭川中学校　一年

　　山　越　　　怜

　僕の伯父は北海道開発局の局員です。天候が

悪くなるといつでも仕事にいけるように準備し

ています。開発局は洪水の被害を減らすための

堤防建設や、道路の管理など安全に生活するの

に欠かせない仕事を行っていると知りました。

安全と言えば警察や消防の仕事もそうです。警

察官は、事件や事故が起こった際に、すぐに来

てくれます。消防士は、消火や救助を行ってく

れます。だから安心安全に暮らせるのです。こ

れらの大切な仕事に税金が使われているのを最

近知りました。そしてそれが、税金の使われ方

に興味を持つきっかけでした。税金は色々なよ

いことに使われていると思っていたのですが、

税金のむだ使いのニュースもよく聞きます。赤

字になっている巨大な公共事業等も税金のむだ

使いです。これらが「本当に今必要なのか」

「何年か先にも役立つ物なのか」を考え、税金

の使われ方やむだ使いに関心を持つことで、未

然に防げると思います。

　僕は数年前に足を骨折して、救急車で病院に

運ばれた経験があります。その時の時点では、

まだ本当に骨折かどうかがはっきりとわかって

いなかったので、母が救急隊員さんに「こんな

状態で救急車を呼んで良かったですか。」と聞

いていたのを覚えています。それに対して救急

隊員さんが「こういう時こそ呼んでください。

動かすと悪化することがあるんです。」と言っ

ていたのが印象的でした。最近は風邪を引い

た、手足を軽く切った、更には病院に行きたか

ったというタクシー代わりに救急車を使う人が

増えているそうです。そして、緊急性の無い人

の所への救急車の出動によって、一刻を争うよ

うな命に関わる状態の人の所へ救急車が向かえ

ず、命を救えなかったことも起きています。タ

クシー代わりに救急車を呼ぶ人の所に向かうの

には税金を使い、命を守るという本来の目的を

果たせなかったこの救急活動にも税金は使われ

ています。これも立派な税金のむだ使いだと思

います。このようなことも税金に関心を持ち、

税金の使い道をしっかりと考えることによって

防ぐことができると思います。そして、今本当

に必要な公共事業に税金を使い、救助活動や病

院の設備の向上など、社会がより良くなってい

くと思います。

　税金は本来、国民が納めれば納めるほど国民

のためになることとなって返ってくるものだと

思います。しかしそれが良いこととなって返っ

てこないのは、税金への関心のうすさが原因か

もしれません。自分たちの生活をより良く向上

させるため、そして安全に暮らすためには、ひ

とりひとりが税金について関心を高め、税金の

むだ使いを未然に防ごうということを考えて生

活することが、これからとても重要になってく

ると思います。
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産業カウンセラー　柏 木 勇 一

〝職場の窓〟は割れていませんか〝職場の窓〟は割れていませんか

柏木勇一（かしわぎ・ゆういち）
1941年生まれ。大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在ＥＡＰ企業でカウンセラーとして活動。厚生労働省認定産業カウンセラー、日本産業カウンセラー協会認定

キャリア・コンサルタント、家族相談士、交流分析士。

　いきなりこんなタイトルに接して驚かれたか

もしれません。窓が割れていたら風雨が入って

仕事どころではありませんね。まあ、読んでく

ださい。

　自動車部品メーカーで主に経理事務を担当す

るＡさんは30代前半。ていねいな仕事を買われ

て総務部門全体の仕事も手伝うようになりまし

た。人事、労務、工場の勤怠管理など仕事の幅

が広がってきました。大手企業ではないし、簡

単に人員も増やせない、という会社の方針を理

解し、自分の将来も考えて受け入れていきまし

た。仕事のコントロールに悩んで１回相談を受

けた方でした。

　会社が実施した社員研修で、Ａさんは講師が

語った「会社が人を必要としているのではな

い。仕事が必要としているのだ」という言葉に

感銘を受けました。さらに「人の価値観、考え

方はみんな違う。その違いを受け入れることも

大切。自分が、こうすべき、と考えてそれを通

そうとしてもうまくいかない」という言葉にも

納得できました。

　とはいっても、工場の勤怠状況を自分の目で

みて、価値観や考え方の違いでは片づけられな

いという現実に接しました。

　実はこの２、３年、会社の業績は伸び悩んで

いました。赤字ではなかったので、上層部は真

剣に対策は取っていません。仕事上ミスはつき

ものです。社員全員が体調万全で仕事をするこ

とも理想論です。そこを分かった上で、Ａさん

が感じたのは、工程に影響するほどではない小

さなミスが生じた時や、風邪気味でも休まない

で出社し、何となく怠慢気味に見えても、誰も

声をかけていないことへの疑問でした。ミスや

怠慢には理由があるはず。当事者が許されてい

ると感じた場合、これではダメだという意識が

薄れ、それが工場内に広がっていくことへの不

安も感じました。深刻なミスへの抵抗感もなく

なっていくのではないか、とまで考えたので

す。

　

　Ａさんが感じた不安は実は大変重要なことで

す。ここでタイトルの説明をします。アメリカ

の犯罪心理学者ジョージ・ケリングが1970年代

に発案したのが〝割れ窓理論〟です。窓が割れ

た建物を見た時、人は防犯対策を取っていない

と感じる。犯罪が起きる環境、という考えで

す。その後職場にも広がっていきました。2011

年56歳で逝去したスティーブ・ジョブズが、い

ったんは追われたアップル社再建のために戻っ

た時、遅刻が常態化し、ペットを持ち込んでい

る社員もいたことを即座に改め、落ち込んでい

た業績を改善していきました。何でもないよう

な当たり前のことを徹底的に行うことが〝割れ

窓〟を防ぐ手段です。

　Ａさんは、この理論を知っていたわけではあ

りません。社員の意識改革が大事という考えで

上層部に接し、「これでいいや」という考えが

浸透することを防いでいくよう、様々な対策を

会社ぐるみで話し合えるように進めています。

　Ａさんの行動はまだ道半ばです。いかがです

か？皆さんの職場にもひょっとしたら〝割れ窓〟

つまりルーズさの温床になる小さなほころびがあ

るかもしれません。

人それぞれ、
といっても我慢できなかったＡさん

職場のほころびをチェックしていく
ことを忘れないように

小さなミスや怠慢が
このまま許されていいのか…
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　「ドイツよ、お前もか」―。ドイツの自動車

メーカー大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）の不

正な排ガス規制逃れは、有名会社の相次ぐ不祥

事に慣れっこになっている日本人にも大きな衝

撃を与えた。

　2015年１〜６月のグループ世界販売台数でト

ヨタをしのいで世界一の座についていたし、ド

イツは環境問題への取り組みで世界の範になっ

ていたからである。

　ＶＷはヒトラーの「国民車（フォルクスワー

ゲン）構想」に基づき1937年、国営企業として

発足、60年に民営化した。主力車種は「ゴル

フ」「パサート」で、傘下に「アウディ」や

「ポルシェ」など12ブランドを持つ。

　敗戦後に生産を始めたカブトムシ型の「ビー

トル」は、ドイツだけでなく世界中で人気を集

め、日本でも親しまれた。

　グループ全体で欧州20か国（ロシア、トルコ

を含む）に72工場と43万８千人の従業員を抱え

る。14年末の世界販売台数は1014万台。

違法ソフト組み込み

　発覚のきっかけになったのは、米ウェストバ

ージニア大が2013年春、ＶＷのディ―ゼル車の

排ガスに含まれる窒素酸化物（ＮＯｘ）を測定

してみたところ、ハンドルを動かして走行中に

は米国の基準より最大40倍数値が高いのに、動

かしていない時には低いことが分かり、違法な

ソフトが組み込まれていることが判明したから

である。

　ＶＷは当初、この事実を認めなかったもの

の、15年９月初め正式に不正を認めた。

　ディーゼル車への米国のＮＯｘ規制は、ガソ

リン車と同じレベルで、欧州や日本よりはるか

に厳しい。ＶＷはこの規制をクリアする技術を

備えていたのに、このソフトを使ったのは、例

のない悪質さで聞いたことがないと専門家は指

摘する。

　リコールの対象になる不正車は、米国で48万

台、ＥＵ28か国で850万台（うちドイツ240万

台）で、最大1100万台。「ゴルフ」「パサー

ト」などのほか系列メーカーの高級車「アウデ

ィ」「ポルシェ」にも疑惑が持たれている。幸

い日本はガソリン車が大半なので、極めて少な

い。

ＶＷはまた、二酸化炭素（ＣＯ2）の排出量デー

タを少なく見せる不正行為もあったと発表、対

象車80万台のうち９.８万台がガソリン車（ドイ

ツ政府）とされ、排ガス不正問題はさらに拡大

の様相を見せている。

　リコール費用、米当局の制裁金約180億ドル

（約２兆円）、株保有者の集団訴訟などＶＷの

負担費用は全体で約780億ユーロ（約10兆円）

に上ると、クレディ・スイス証券は試算する。

　なぜ、いつから始まったのか、経営陣の誰が

関与しているのか、不明な点はまだまだ多い。

 ジャーナリスト　大 津 彬 裕

独フォルクスワーゲンの排ガス不正独フォルクスワーゲンの排ガス不正

大津彬裕（おおつ・よしひろ）
東京教育大学卒。昭和３７年読売新聞社入社。社会部・外報部・解説部記者を経て、共同PR社顧問。元PRコンサルタント。慶応、玉川、相模女子大学非常勤講師を歴任。

「ブランドは広告でつくれない」(翔泳社、共訳)など、著訳書多数。

違法ソフト組み込み
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●親　会

㈲アルペジオ〈自動車整備業〉

　〒070-0082 旭川市亀吉2条1丁目1番25号

　代　表　者　　福　本　健　一

えびすけ㈱〈専門サービス業〉

　〒070-0043 旭川市常盤通2丁目1970番1号

　代　表　者　　海老子川　雄介

シンヤ不動産㈱〈不動産賃貸業〉

　〒070-0036 旭川市6条通3丁目2473番地

　代　表　者　　新　谷　龍一郎

㈱トラスポジャパン〈一般貨物自動車運送業〉

　〒071-8136 旭川市末広6条1丁目3番8号

　代　表　者　　塚　本　信　樹

㈱ノヴェロ旭川支社〈広告代理業〉

　〒070-0031 旭川市1条通11丁目左1号

　代　表　者　　田　島　雅　史

㈱北海道通信特機〈電気通信サービス業〉

　〒070-0032 旭川市2条通9丁目373番地1

　代　表　者　　大　貫　亮　介

㈱マイスターサービス〈保険媒介代理業〉

　〒070-0814 旭川市川端町4条9丁目8番13号

　代　表　者　　北　橋　　　完

●青年部会

㈱ノヴェロ旭川支社〈広告代理業〉

　〒070-0031 旭川市1条通11丁目左1号

　営業本部第２課長　　大　西　晃　弥

えびすけ㈱〈専門サービス業〉

　〒070-0043 旭川市常盤通2丁目1970番1号

　代表取締役　　海老子川　雄介

㈱北海道通信特機〈電気通信サービス業〉

　〒070-0032 旭川市2条通9丁目373番地1

　代表取締役　　大　貫　亮　介

㈱旭川あんしんプランナー〈保険媒介代理業〉

　〒070-0039 旭川市9条通8丁目2486番地の4

　専務取締役　　佐々木　直　人

●女性部会

㈱Ｔ−ａｉｍ〈保険媒介代理業〉

　〒070-0054 旭川市4条西7丁目2番2号

　代表取締役　　赤　松　浩　恵

新入会員です　ヨロシク！

この度、当会に入会いただきました新会員の方々をご紹介いたします。(H27.10.1～H28.3.4)

　左の２枚の絵を見比べ、７ヶ所の違った部分を

探して下さい。どちらかの絵に○印をつけ、ハガ

キに貼り応募して下さい。住所、企業名、氏名、電

話番号を記入のうえ、４月30日（土）（必着）まで

　〒070-0043　旭川市常盤通１丁目

　　　　　　　道北経済センタービル１階

　　　　　　　（公社）旭川中法人会事務局宛

　料金不足、封書の方は失格です。正解者から30名様

にクオカードをプレゼントいたします。

■作者紹介…神谷一郎（かみや・いちろう）
イラストレーター、デジタルイメージ会員、日本出版美術家連盟会
員など。専修大法学部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。
現在はフリーランスのイラストレーターとして、雑誌・広告・
WEB 等で活躍中。第 35 回集英社 YJ 新人賞、第５１回講談社漫画賞
などを受賞。第４回デジタルアートコンテスト佳作。著作に「マニ
アックサイバー」（グラフィック社刊）。

西地区

TEL 29-7888

FAX 23-7889

中央地区

TEL 85-6014

FAX 85-6041

西地区

TEL 22-6209

FAX 24-4978

春光末広地区

TEL 59-5722

FAX 59-5723

大成地区

TEL 24-5285

FAX 24-5291

中央地区

TEL 27-1212

FAX 27-1919

北星地区

TEL 54-5532

FAX 56-0418

大成地区

TEL 24-5285

FAX 24-5291

中央地区

TEL 85-6014

FAX 85-6041

中央地区

TEL 27-1212

FAX 27-1919

中央地区

TEL 23-5005

FAX 74-4001

西地区

TEL 74-3955

FAX 74-3956
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10月から３月迄開催致しました当会の主な事業についてご報告いたします。

事　業　報　告

10月　October

11月　November

12月　December

１月　January

２月　February

３月　March

第１回厚生委員会※

青年部会税務研修会／第19回親睦ボウリング大会※

第32回法人会全国大会<徳島大会>

第１回組織委員会※

第２回女性部会役員会※

特別講演会(旭川東法人会青年部会設立30周年記念講演)※

広報誌｢旭川中法人会だより第81号｣発行

第３回理事会

法人会『おもしろ税ミナ〜ル! 2015』第２回実行委員会※

第29回法人会全国青年の集い茨城大会参加者会議※

第16回北海道法人会女性部会全道大会<名寄大会>

法人会『おもしろ税ミナ〜ル! 2015』※

第29回法人会全国青年の集い茨城大会

給与制度改革セミナー※

鷹栖北野小学校における租税教室※

青年・女性部会合同税務研修会／第23回ミニきき酒会

平成28年度税制改正提言活動※

第３回女性部会役員会

第１回事業研修委員会※

第２回広報委員会※

新春講演会／新年交礼会※

四団体合同新春研修会／2016年ニューイヤーパーティ※

北光小学校における租税教室※

新設法人説明会※

女性部会税務研修会／懇談会

春期講演会※

第30回法人会全国青年の集い北海道大会幹部会議※

実務者向け税務研修会

第４回理事会

広報誌｢旭川中法人会だより第82号｣発行

第４回女性部会役員会※

　１日(木)

　７日(水)

　８日(木)

　８日(木)

　13日(火)

　19日(月)

　20日(火)

　27日(火)

  ４日(水)

　６日(金)

　10日(火)

　15日(日)

　20日(金)

　25日(水)

　３日(木)

　３日(木)

　８日(火)

　10日(木)

　21日(月)

　13日(水)

　26日(火)

　１日(月)

　15日(月)

　18日(木)

　２日(水)

　４日(金)

　７日(月)

　９日(水)

　14日(月)

　22日(火)

　28日(月)

注）※印は旭川東法人会との共催

▲女性部会全道大会<名寄大会>懇談会

▲旭川東法人会との合同新年交礼会

▲青年・女性部会合同懇談会の様子

▲青年の集い茨城大会での次年度ＰＲ

▲四団体合同のニューイヤーパーティ
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地域
逸品

比 布 町

１．地域の特徴

　比布町は、上川盆地の北東部にあり、道北の

中心部旭川市のほか、愛別町、当麻町、和寒

町、士別市に隣接しています。

　上川盆地の内陸的気候を帯びて寒暖の差が大

きく、７月中旬から８月上旬にかけては摂氏30

度を超える日が続き、１月から２月にかけては

氷点下25度以下に下がることもあります。

　面積は86.90平方キロメートルで、南北17.1キ

ロメートル。その約半分は山林ですが、そのほ

かはおおむね平坦、まとまりの良い地勢で、石

狩川、比布川、蘭留川、比布ウッペツ川などの

流域一帯に、上川地方有数の米生産地が形成さ

れています。

２．泥んこだらけのバレー大会の始まり

　ぴっぷ丸ごと水田！泥んこだらけのバレー大

会（以下、「泥んこバレー」という。）は、

「比布町夢創塾※１」が農業を身近に感じても

らうことや地域の活性化、さらには、比布町や

農産物のＰＲ・観光の振興等を目的に、休耕田

（北７線15号特設会場）を活用し、比布町の観

光拠点「良佳村エリア」で2009年に開始され、

翌年には、夢創塾が主体となり、実行委員会を

組織し企画・運営が行われました。

　

　また、2012年（第４回大会）からは、比布町

の友好交流提携都市「滋賀県湖南市」からの参

加もあり、母村との交流イベントにも発展し、

翌年からは、湖南市で泥んこバレーを含めた

「泥りんピック」も開催されています。

　しかし、このような背景とは裏腹に、夢創塾

の塾生が農業経営者の継承や、新規後継者不足

等の理由により、継続が困難となったため、５

回目の2013年を以って実行委員会は解散となり

ました。

ぴっぷ丸ごと水田!
泥んこだらけのバレー大会

泥んこフェスティバル実行委員会事務局

※１　比布町夢創塾

　2004年に農業後継者４人で、塾生相互の連

携や情報交換、研修・交流、更には学習・研

究、作物栽培・販売等、主体的に運営を行い、

将来の地域農業の担い手になることを目的とし

発足。さらには、農業者を育むことや、作るだ

けの生産者ではなく、積極的に町づくりにも参

加し、新規生産者と消費者の関係を築き、比布

町の振興に寄与することを目的として活動を展

開。2013年に活動を休止。
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３．観光イベントとして

　比布町の基幹産業、水稲の休耕田を活用した

泥んこバレーは、町内外を問わず比布町の夏の

一大イベントとして定着しつつあることや、実

行委員の中から継続開催を求める声が上がりま

した。

　そこで、企画・運営等を一部の役員に偏らな

い新たな実行委員会を、比布商工会青年部が中

心となり賛同者を募り「ぴっぷ泥んこフェステ

ィバル実行委員会」が2014年５月12日に設立さ

れ、泥んこバレーが継続開催される運びとなり

ました。

　新実行委員会体制での2014年（第６回大会）

には、選手登録人数等が見直され、翌年（第７

回大会）には地元企業等の地域貢献事業の一環

でコートの増設や、シャワー設備の整備等が行

われ、過去最大の５コート（１コート縦16メー

トル、横８メートル）45チーム（選手約300

名）が優勝賞品の比布産米２俵をかけて熱い闘

いが繰り広げられました。

　これまでの参加チーム数等は、以下のとおり

です。

４．泥んこバレーが目指すもの

　ここ数年は募集開始から１週間程度で募集チ

ーム数に達し、キャンセル待ちをいただくチー

ムが出ています。常連のチームでは、標津町か

らの参加もあり、札幌市や紋別市からと道内各

地からの参加者や観客で延べ来場者は700人を

超え、比布町の夏の一大イベントとして定着し

ました。

　泥んこバレー実行委員会は、地元住民の交

流・情報交換の場であると同時に、参加者との

仲間づくりの場でもあります。

　これからはチーム数の拡大も検討し、多くの

方に参加をいただき楽しんでいただくことだけ

を目的とするイベントに収まらないよう、更な

る比布町の魅力を発信し、一人でも多くの方に

良佳村エリアへ足を運んでいただき、地域にプ

ラスの効果をもたらすイベントとしての発展を

目指します。

　2016年（第８回大会）は、７月17日（日）の

開催で、開催日は７月３連休の中日で固定をし

ています。募集チーム数や受付開始日等の詳細

は未定ですが、大人になってからはなかなか触

れることの無い「泥」の感覚に身をゆだね、大

自然で童心に返り、良佳村エリアで終日楽しん

でいただきたいです。

　本年も多くの皆さんに楽しんでいただける内

容となるよう計画を進めますので、皆さんの出

場、観戦を実行委員一同お待ちしております。

泥んこフェスティバル実行委員会事務局

〒078-0392 上川郡比布町北町1丁目2番1号

比布町産業振興課観光係内

TEL：0166-85-2111　FAX：0166-85-2389
HP：http://www.town.pippu.hokkaido.jp/
Facebook：https://ja-jp.facebook.com/pippuichigochannel/

2009年(１)

2010年(２)

2011年(３)

2012年(４)

2013年(５)

2014年(６)

2015年(７)

7月19日(日)

7月18日(日)

7月17日(日)

7月15日(日)

7月14日(日)

7月20日(日)

7月19日(日)

17チーム

27チーム

30チーム

32チーム

22チーム

36チーム

45チーム

２コート開催

３コート開催

ミニゲーム導入

２部門で募集

バレーのみ開催

５コート開催

年(回数) 開催期日 参加チーム数
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