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／会長挨拶 ：石黒隆夫会長                 
 

 皆さんこんにちは。先週は休会

でしたので２週間ぶりですが、そ

んな中先週末に地区ガバナーよ

り例会での会食を行わないよう

にとの要請がありました。内容は

次の３点を４月末日までです。 

1．クラブ例会（クラブ事業等） 

での会食を中止してください。 

2．会員間での会食については極力控え、今まで以

上の十分な配慮をお願いします。 

3．会員に感染者が発生した場合に備え、クラブの

対応について検討願います。 

ということで本日の例会は食事をしないで帰りに

お弁当を持ち帰る事としました。また、来週からは

例会開始時間を３０分早め１２時からとするよう

に先程の理事会で決定致しましたので間違いのな

いようご協力をお願い致します。 

 そして、私が４月から新しい米山奨学生のカウン

セラーを担当することになり、先週の土曜日にカウ 

ンセラーのセミナーに ZOOMで参加致しました。今回、北クラブの受け入れる奨学生は、ハンガリー出身

で事業創造大学院大学のサボーペーテル君男性です。先日たまたま知ったのですがハンガリーは世界で

一番消費税が高い国のようです。セミナーで強調されていたのがハラスメントです。こちらがいいと思

ってした会話や行動が相手にとって不快であればハラスメントになります。自分自身の過去の言動を振

り返るとハラスメントがあったかもしれないと反省しています。 

本日の職場紹介は石川勝行さんです。食事をしないで卓話をしていただくとこになってしまいました

がよろしくお願い致します。 
 

／幹 事 報 告： 本田芳久幹事                                             

・佐藤ガバナーより｢地区大会参加者変更のご案内｣クラブ会長幹事は、オンサイン参加に変更 

オンライン配信案内は地区大会プログラム冊子 3ページ目に掲載されています。 

・米山奨学会より、米山功労クラブ感謝状【第 34回米山功労クラブ】 

・地区米山奨学委員長より、｢米山記念奨学生オリエンテーション分散開催のご案内｣ 

日時：4月 17日(土)14：30～16：00 三条北 RCは長岡会場(長岡ベルナール) 

・地区社会奉仕委員長より、｢社会奉仕活動に関するアンケートのお願い｣ 

・地区事務所より、｢2021年バーチャル国際大会：ロータリーは機会の扉を開く｣案内 

 期間：6月 12日～16日 登録：4月半ば開始 特別登録料：49ドル 

・地区ローターアクト委員長より、｢第 51回地区大会オンライン参加のお願い｣ 

例会日 ２０２１．４．６ №１６１９ 

 

会 長 ： 石 黒 隆 夫  幹 事 ： 本 田 芳 久  Ｓ Ａ Ａ ： 中 原 尚 彦 

◆本 日 の 行 事：｢職場紹介｣ 

◆本 日 の 出 席：５６名中３３名 

◆先々回の出席率：５６名中４４名 78.57％ 

（前年同期 80.00％） 

◆先週のメークアップ(敬称略)：  

3/29 三条南 RC 田中耕太郎、樋口勤 

3/30 クラブ３役・会長エレクト打合せ 

石黒隆夫、本田芳久 

中原尚彦、石川一昭 

4/3  米山記念奨学生カウンセラー研修会 

石黒隆夫、中原尚彦 

 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信 4 月号(閲覧) 

・週報 No.１６１８ 

｢ロータリーは機会の扉を開く｣   

｢ロータリーで良いことをしよう｣  

｢ 親 睦 を 深 め よ う ｣  

 No.31
●例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０  ●例会場：三条ロイヤルホテル ℡ 0256-34-8111 

三条北ロータリークラブ週報 
 ＲＩ：ホルガー・クナーク会長  

第 2560 地区：佐藤真ガバナー  

三条北 RC：石黒隆夫会長     

事務局：三条市本町 3-5-25 三条ロイヤルホテル内  TEL 0256-35-7160 / FAX 0256-35-7488 

ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org 
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第１０回  役員理事会議事録  

開催日時 令和 3年 4月 6日（火）11：30～12：30 

開催場所 三条ロイヤルホテル 

出席者 

出席数 15名（委任状 1名） / 16名  

石黒隆夫、石川一昭、丸山 勝、本田芳久、中原尚彦、外山裕一、渕岡 茂、佐藤義英 

渡辺 徹、渋谷義徳、梨本文也、羽賀一真、森 宏、福岡信行、岡田大介 

協議事項 協議結果 

1. 次年度役員理事の件 2021-2022年度 副幹事 武田恒夫 会員 承認 

2. R地域協働ネットワークセンター  

次年度クラブ連絡員の件 
石黒隆夫 会長 承認 

3. 米山記念館｢全国一人 100円募金運動｣の件 米山ＢＯＸ会計拠出 56人×100円寄付 承認 

4. にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 

｢会員継続についてのお願い｣の件 
会員継続 会費 10,000円 承認 

5. 佐藤ガバナーより、｢COVID-19 感染に関する 

注意喚起のお願い｣の件 

・例会の開催時間 12：00～12：45 

・会食はせず、お弁当の持帰り 

・感染者発生時には保健所の指示に従う。 

承認 

6. お花見夜例会開催について 夜例会→昼例会に変更｢クラブフォーラム｣ 承認 

7. その他 報告  報告 

 

 

 

 

 

 
 

／委員会報告： 出席委員会 浅野潤一郎 委員長                                                                                     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

長谷川哲昌 君 笹原聖人の葬儀に際しまして、沢山のロータリーの皆さんのお参りを 

いただきありがとうございます。ロータリー財団に協力させていただきます。 

外山 晴一 君 早川君の隣に座りましたので。 

早川 瀧雄 君 ＢＯＸに協力。 

長谷川哲昌 君 笹原聖人の葬儀に際しまして、ロータリーの皆さんのお参りをいただき 

ありがとうございました。米山奨学会に協力させていただきます。 

丸山  勝 君 米山ＢＯＸ協力。 

坂内康男、羽賀一真、早川瀧雄、本田芳久、星野義男 

石黒隆夫、石川一昭、松山浩仁、森 宏、梨本文也 

岡田大介、大野新吉、金子太一郎、斎藤 正 

佐藤義英、渋谷義徳、高橋研一、浅野潤一郎(敬称略) 

６日現在累計  １７５，０００円 

ロータリー財団 BOX 

６日現在累計  ２１１，０００円 

米 山 奨 学 B O X  

 

●委嘱状伝達  
 

 

 

 

 

 

米山記念奨学委員会 

奨学生・学友委員会委員 

 中原尚彦 会員 

 

2021-22年度  

第 4分区ガバナー補佐 

 外山晴一 会員 

 

1月～3月ホームクラブ皆出席表彰 賞品は椎茸の栽培セット 

栽培開始から９日目でここまで成長します 



‐ 3 ‐ 

 

 

 

・本 日 の行 事 ： ｢職場紹介｣                                   
 

｢会計事務所の独り言｣  石川公認会計士事務所 所長 石川 勝行 会員 
 

Ⅰ.会計の歴史 

１.簿記会計の発生 

 〈15 世紀ベニスの商人〉 

一回ごとの東方貿易で利用 

１）現場の簿記をまとめたのが 

ルカ・パチョーリ(レオナルド・ダ・ヴィンチの先生) 

２）イタリアの黄金期を支えた。 

①対外的な証拠 ②儲けを明らかに 

２.産業力国家等の変遷で大陸式から英米式へ 

３.今後の変化 

〈帳簿を作る：簿記>→ 

〈決算書を読む：財務会計>→ 

〈未来を描く：管理会計ファイナンス> 

Ⅱ.日本における現状の会計等業務内容 

１.法定等業務 

１）金融商品取引法 

①金融商品取引法等 

②金融商品取引法施行令 

③その他  

２）会社法等 

①会社法 

②会社法施行令 

３）その他,銀行法,社会福祉法,医療法,農協法等 

４）会計基準等 

①企業会計原則 

②金融商品会計基準 

③学校法人会計基準 

④公益法人会計基準 

⑤社会福祉法人会計基準 

⑥医療法人会計基準 

⑦消費生活協同組合法施行規則 

２.税法等～｢公平、中立、簡素｣｢担税力｣ 

１）国税 

①法人税法、〃施行令、〃施行規則 

②所得税法、〃施行令、〃施行規則 

③相続税法(贈与税含)、〃施行令,〃施行規則 

④消費税法、〃施行令、〃施行規則 

⑤登録免許税法 

⑥印紙税法 

⑦酒税法 

⑧租税特別措置法、〃施行令、〃施行規則 

⑨基本通達(法人税法,所得税法,相続税法,財産評価 

⑩その他 

 

中原 尚彦 君 石川勝行会員、本日の職場紹介、よろしくお願いします。  

米山 忠俊 君 ＢＯＸに協力。石川会員いつもお世話になっています。本日は卓話宜しくお願いします。  

長谷川哲昌 君 先日は笹原聖人の葬儀に際しまして、ロータリーの皆さんからたくさんの 

お参りをいただきまして、誠にありがとうございました。笹原聖人が一番 

喜んでいる事と思います。ロータリーの皆さんに感謝申し上げます。 

石川 勝行 君 本日は貴重な時間を私の卓話に使って頂き大変ありがとうございました。 

石黒 隆夫 君 石川さん食事前に卓話していただく事になり申し訳ございません。よろしくお願い致します。 

本田 芳久 君 石川勝行会員の卓話楽しみです。ＢＯＸに協力です。 

森  宏 君 三之町病院もお世話になっている石川勝行会員の卓話に感謝して。 

羽賀 一真 君 石川勝行さん、卓話を引き受けてくれて感謝します。今日は税制の勉強をさせていただき

たいと思います。 

外山 晴一 君 春です。桜です。ゴルフです。 

渋谷 義徳 君 石川勝行会員の卓話ありがとうございます。 

石川 友意 君 石川先生の卓話に感謝して!! 

齋藤孝之輔 君 石川さんの職場紹介楽しみです。 

今井 克義 君 石川勝行さんの職場紹介楽しみです。 

中原 尚彦 君 委員長に協力します。 

佐藤 義英 君 ＢＯＸに協力!! 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力。 

落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

岡田 大介 君 協力。 

石川 一昭 君 ＢＯＸに協力。本日の卓話、石川勝行会員に感謝して!! 

６日現在累計  ８３０，０００円 

ス マ イ ル B O X  

B O X  

④会社計算規則 

⑤その他 

 

⑧農業組合法施行規則 

⑨労働組ム計其準 

⑩宗教法人会計基準 

⑪その他 

 

③会社法施行規則 
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２）都道府県民税 

①都道県民税 

②事業税 

③地方消費税 

３）市町村民税 

①市町村民税 

②固定資産税 

③事業所税 

３.任意等業務～法的強制はないが。 

コンサルタント等業 

Ⅲ.2021年度税制改正改正時における先送りされ

た宿題 

1本格的な検討をする(甘利会長)110万円贈与の廃

止か。 

2電子申告を大法人以外にも罰則等で推進か。 

3炭素税(C02排出そのものに課税)の導入。 

4金融所得の 20%分離課税を累進課税に。 

但し、株式市場への影響で先送り。 

5公的年金、個人年金、金融所得と給与課税のバ

ランス等の見直し。 

6働き方の多様化、所得の再配分機能の回復の観

点から各種控除のあり方を検討。 

7検討事項にも挙がらなかった(金融庁が要望;上

場株式の評価を、非上場株式と同様に死亡前年

の年平均株価等も選べるように)。 

Ⅳ.2021年度税制改正～主に中小企業分 

１.法人 

１）ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)に

対する税優遇。～｢クラウド｣サービスの導入等 

①事業計画(産業競争強化法)に沿って取得→ｿﾌﾄ、機械

装置等の取得価額 30 %特別償却 or3 %税額控除。 

② 〃  自社グループ以外でもﾃﾞｰﾀ共有→〃 

30%特別償却 or5%税額控除。 

２）研究開発税制～中小企業の優遇 

①試験研究費の増加割合に応じ、研究費総額の

12～17%税額控除の拡充と 2年間延長。 

②コロナで前期比売上 2%以上減かつ前期に比し

試験研究費が増加→法人税額 25%を 30%税額

控除に。  

３）｢中小企業投資促進税制;特別償却。｢税額控

除｣の対象拡大と 2年間延長→物品賃貸業,料

亭,バー,キャバレー,ナイトクラブ,商店街振興

組合等 

４）｢中小企業経営強化税制;即時償却 or税額控

除｣の対象拡大と 2年間延長→経営資源集約化

措置に沿う設備(D類型)の追加 

５）｢脱炭素｣設備に破格の取得価額 10%特別償却

or10%税額控除。 

６）Ｍ＆Ａ推進税制～｢経営資源集約化税制｣が導入 

①買収時に事前に買収費用の一部準備金を積立

てた場合、損金を認める。 

②Ｍ＆Ａの 5年後から→均等に益金参入 

 

７）雇用維持を支援～中小企業の優遇 

①給与等支給額が前期比 1.5%以上増加→増加額

の 15%を税額控除 

②給与等支給額が前期比 2.5%以上増加→増加額

の 25%を税額控除 

③新卒中途等新規採用者給与等が前期比 2%増加

→支給額の 15%の税額控除 

８）中小企業の法人税率のうち所得 800万円以下は原

則 19%から 15%への特例一 23年 3月末までに延長 

９）｢エコカー減税｣の期限 2年延長→一部対象車

を絞込み 

10）固定資産税は 3年に一度の見直しが 1年限定で

土地は据置→地価が上がっていても据置,下落は

下げる。 

11）税務手続きのデジタル化 

①押印義務の一部廃止 

②税務署類の電子保存の要件の緩和 

２.個人 

１）一括贈与の非課税特例の延長等 

①住宅資金の一括贈与の特例は新型コロナ対策

として据置 

②子孫への教育資金の一括贈与→23年 3月末ま

で 2年延長。要件の厳格化。3年縛りの撤廃。

2割加算の適用。 

③結婚出産育児資金の一括贈与→ 23年 3月末

まで 2年延長。要件の厳格化。3年縛りの撤

廃。2割加算の適用。 

２）育児を税金で後押し 

①ベビーシッターや認可外保育所の利用料→ 

自治体の助成は非課税に 

②自治体が提供する産後ケア事業の利用料→ 

消費税は課税しない 

Ⅴ.令和 2年度第三次補正予算(1/28成立)～主に

中小企業支援  

１.事業再構築補助金の創設～上限 100万円～1億円。 

・申請直前 6カ月の売上高のうち任意の 3カ月

売上高が、2019又は 2020/1～3の同売上高と

比較して 10%以上減少していること。 

・支援機関と事業計画を作成すること他。 

２.一時支援金の支給～法人上限 60万円。個人上

限 30万円。 

・R3/1～3のいずれかの月の売上高が対前年比

(又は前々年比)50%以上減少していること。 

・緊急事態 言発令地域の飲食店と直接間接取

引業者並びに不要不急の外出移動の影響を受

けた旅館タクシー事業者等。 

３.ものづくり・持続化ヨ T導入補助金の特別枠～

上限 100～1,000万円。 

・通常枠のほか感染対策と経済活動の両立に役

立つ設備や投資等を支援。 

４.新たな融資-保証制度の創設。 

・前向きな設備投資は当初 2年間金利 0.5%引下げ。 

・伴走型特別保証 0.65%補助。

④不動産取得税 

⑤その他 

 

④国民健康保険税 

⑤その他 

 


