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表紙の声  

　「白石区ふるさと会」は、人情味と風格溢れる街づくりを目的に

活動を続けています。2020年に迎えた白石命名から150年の記

念事業の企画として編纂された「白石ものがたり」。予期せぬ新

型ウイルスの蔓延により作業が１年ほど先送りとはなりました

が、全4巻の大規模な編集で、地域の詳細な歴史資料が満載で、

後世に残る地域の記憶財産として素晴らしい本となりました。

　白石区ふるさと会　会長の武藤征一氏によると「人情味あふ

れる街とは、優しさと蓋かな心に包まれたまち、風格のある街と

は、趣と味のあるまち、と捉えることができ、このようなまちづく

りを目指すということが「白石区ふるさと会」の各種事業を貫く

背骨であり、基本理念である」と、出版のごあいさつ文に記され

ています。

　地域振興は、区民と区の事業者、区役所、

各種団体などが一丸となって動いてこそ住み

よく賑やかな繁栄がもたらされて行くものだと

前提に考えるならば、白石区ふるさとの会の活動

は、まさしくあるべき地域活動団体の良き手本となる

志と行動力を感じさせる存在と言えましょう。

さっぽろ白石片倉鉄砲隊／仙台藩片倉家に伝わる砲術「不易流」の伝承・保存と白
石市民への伝統文化啓発を目的に活動している「片倉鉄砲隊」が、白石区ふるさと
まつりに初めて初めて登場したのは平成23年のこと。この年に白石区ふるさと会歴
史文化委員会が発足し「さっぽろ白石片倉鉄砲隊」の設立に向けた活動を展開す
ることになりました。実物の火縄銃を構え、20Kg以上もある鎧兜を身にまとい会場
内を闊歩する姿は、白石区ふるさとまつりのハイライトの一つとなっています。

白石開拓の歴史を後世に伝える「白石区ふるさとの会」

白石区ふるさと会による白石150年の記録史編纂

https://www.satsu-higashi.jp/札幌東法人会

　明治4年、北海道を目指して600余人が咸臨丸（か

んりんまる）と庚午丸（こうごまる）に乗り出発。途中、

嵐に見舞われ、咸臨丸が木古内の沖で座礁する事

故に遭いながらも、そのうち67人が最月寒（もつき

さっぷ）と呼ばれていた現在の白石中央付近に移住

しました。移住した彼らは真冬の寒さに耐えながら、

現在の国道12号沿い（白石公園付近から白石神社

までの間）に短期で住まいを完成させました。 開拓

使の岩村判官は、この働きぶりに感心し、彼らの郷

里の名を取って「白石村」と命名。 

　白石村は、現在のJR白石駅と南区定山渓を結ぶ

今はなき定山渓鉄道が大正7年に開業、東区苗穂と

苫小牧市を結ぶ北海道鉄道（後の国鉄千歳線）が南

郷・東札幌地区を通って大正15年に開業する中で、

大きな発展を遂げました。昭和25年7月、白石村は

札幌市に編入。

　札幌市が政令指定都市に移行した昭和47年4月、

行政区の名としての「白石区」が誕生し、地下鉄東西

線が開通しました。昭和48年には横山製粉株式会社

や北川デパートなどの協賛のもと、白石小学校開校

百年祝賀会が、新校舎落成祝賀会と合わせて盛大に

行われました。この同年、白石区の木は「ポプラ」花

は「バラ」に決まりました。昭和49年、廃線となった国

鉄千歳線・月寒、上野幌間のレール撤去跡地に区民

の要望により、約5.9㎞のサイクリングロードをオー

プン。その後、国鉄千歳線は全て廃線となったため、

現在はその跡地を含め24.5㎞の自転車・歩行者専用

道路として整備され、現在も地域の体力作りと憩い

白石開拓150年。そして白石区誕生50年。

の場として親しまれています。昭和51年には、白石

を人情味あふれる街にしたいという当時の大人た

ちの熱い思いが各連合町内会や町内会、各種企業

団体、区役所を結びつけ包括的な団体「白石ふるさ

と会」が誕生しました。

　昭和57年には、地下鉄東西線が白石駅から新札

幌駅まで延伸。同年、北海道博覧会が開催され、白

石区区政10周年記念植樹も行われました。地下鉄

東西線の開通や厚別副都心計画の進展で著しく人

口が増加したため、平成元年、厚別川を境界として

厚別区が分区となりましたが、境界を天の川に見立

てて川岸に、おりひめ像、ひこぼし像を設置すること

で離れても通じ合っていることを表現した分区事業

も話題となりました。平成4年には、JR白石駅前広場

開通式、札幌白石温水プール落成式などが行われ

ました。平成15年は札幌市民防災センター、札幌コ

ンベンションセンター、白石まちづくりハウスがオー

プン、北白石小学校に「学校ビオトープ」が完成。平

成23年には老朽化した白石区役所に代わり、区役

所、区民センター、保健センター、ちあふる・しろい

し、えほん図書館などの施設を合築した白石区複合

庁舎が完成しました。その１階には白石ふるさと会

による白石郷土館がオープンし、郷土愛と地域住民

のコミュニケーションが活発に育つ土壌作りの取り

組みが着 と々身を結んでいます。

▲嵐の中の咸臨丸 写真資料／白石ふるさと会 『白石ものがたり』 より

白石区の歴史は明治4年、仙台藩の白石城主、片倉小十郎の
家臣が開墾のくわを入れたことに始まります。
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税務署からのお知らせ

●令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
●インボイスを発行するためには、登録申請が必要です。
●登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。

知っていますか?インボイス制度
適格請求書発行事業者の登録申請を受付中!

現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、
インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください

インボイス制度 （適格請求書等保存方式）とは・・・
▶買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス（適格請求書）  
　を保存する必要があります。
▶売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者（適格請求書発行事業者）
　の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。



札幌東法人会　会報誌 79号　2022年7月発行　（4）

「適格請求書発行事業者の登録通知書」は、原則として再発行を行いませんので大切に保管してください。

さらに詳しくお知りになりたい方へ
〇インボイス制度についてさらに詳しい情報は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」にて。
〇インボイス制度に関する一般的なご相談は
　「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」で受け付けております。
【専用ダイヤル】 0120-205-553（無料） 【受付時間】 9：00～17：00（土日祝除く）

～ 請求書の対応例 ～ ※ 下線部は、特に注意する項目です
※ 登録番号は、登録後に税務署から通知される番号です

ポイント

制度開始後６年間は、仕入税額の一定割合を控除でき
ます（請求書の保存など、要件があります）
※ 一定割合 ⇒【令和５年10月～令和 ８年９月】80％
　　　　　　　【令和８年10月～令和11年９月】50％

仕入税額控除に関する経過措置
（インボイス発行事業者以外の者からの仕入れについて）

ポイント

※取引対価×10/110

1,000円の控除不可

インボイスがあれば300円
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令和４年４月21日（木）アークシティホテル

札幌東税務署の佐藤署長をお迎えし、前年度
事業報告・決算報告、規程の改訂についてス
クリーンに投映して審議を進めました。

第１回 理事会

前年度の報告ののち、前円山動物園長である
札幌市広報部長の加藤修氏が円山動物園と
アジアゾウについて講演しました。

令和４年５月18日（水）アークシティホテル

女性部会／定時総会

前年度の広報活動と事業報告ののち、今年度
のセミナーや研修に関する事業および予算
についての検討が行われました。

令和４年４月12日（木）アークシティホテル

広報研修合同委員会

令和４年５月26日（木）アークシティホテル

札幌東税務署から佐藤署長をはじめ幹部の
方々をお招きして開催し、令和３年度事業報
告と収支決算報告が承認されました。

令和４年度 通常総会

令和４年４月８日（金） アークシティホテル

前年度の事業報告および収支決算報告が承
認され、今年度の主な事業と定時総会開催に
向けての協議が行われました。

第１回 女性部会／役員会

令和４年５月13日（金）アークシティホテル

前年度事業および決算報告ののち、江別製粉
の代表者である安孫子部会長が「100年に向
けて」と題して講演しました。

青年部会／定時総会

令和４年２/16（水）・３/３（木）北海道経済センター
インボイス制度説明会

札幌国税局と札幌５法人会が連携して、直近
５年間の新設法人を対象にインボイス制度
についての説明会を開催しました。

令和４年４月19日（火）アークシティホテル
総務税制合同委員会

前年度の事業報告ののち、今年度の理事会
および通常総会、税制改正への提言事項など
についての検討が行われました。

令和４年６月４日（土）アークシティホテル
少年選抜野球大会運営会議

８月６日（土）に予定している第２１回少年選
抜野球大会に向けて、関係者が参集して運営
会議を開催しました。

前年度の事業報告ののち、今年度の会員交流
および会員増強運動、福利厚生制度推進につ
いての検討が行われました。

令和４年４月15日（金）アークシティホテル
組織厚生合同委員会

活 動 報 告

前年度の社会貢献活動報告ののち、コロナ
禍の鎮静化を願いつつ今年度の事業および
予算についての検討が行われました。

令和４年４月12日（火）アークシティホテル

社会貢献委員会

令和４年４月12日（火） アークシティホテル

前年度の事業報告および収支決算報告が承
認され、今年度の主な事業と定時総会開催に
向けての協議が行われました。

第１回 青年部会／役員会
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全 道 大 会 ・ 全 国 大 会

租 税 教 育 活 動

全国から多くの女性部会役員が参集した中
で、当会からは２名が参加し、札幌中法人会
の皆さんと行動を共にしました。

会場と小学校の教室をつないだリモート授
業に向けての準備風景。本番では大麻泉小
学校へ向けた授業が予定されています。

税金の種類をを学ぶ教材として、管内の小
学６年生約3,700名にお届けしました。

令和４年４月14日（木）ツインメッセ静岡

全国女性フォーラム静岡大会 全道大会・全国大会

全道青年の集い／記念事業

税の啓蒙用クリアファイル

第30回 
　
第30回 
　
第59回 
　
第38回 
　　
第21回
　
第36回
　

令和４年６月24日（金）

令和４年８月19日（金）

令和４年９月７日（水）

令和４年10月13日（木）

令和４年10月18日（火）

令和４年11月25日（金）

札幌パークホテル

札幌パークホテル

小樽市民会館

幕張メッセ

岩見沢市民文化センター

沖縄アリーナ

全道青年の集い 札幌大会 記念事業

全道青年の集い 札幌大会

税制改正提言全道大会 小樽大会

法人会全国大会 千葉大会

女性部会全道大会 岩見沢大会

全国青年の集い 沖縄大会

と　き　　　　                             と こ ろ

今年度は地元や近隣での開催も予定されていますので多くの参加をお待ちしております。

 大 会 名

令和４年4月26日（火）
札幌市立東橋小学校

令和４年5月12日（木）
札幌市東川下小学校

令和４年4月26日（火）
札幌市立本通小学校

令和４年5月17日（火）
札幌市立米里小学校

令和４年4月28日（木）
札幌市立南郷小学校

令和４年5月19日（木）
札幌市立北郷小学校

令和４年5月19日（木）
札幌市立新札幌わかば小学校

令和４年5月6日（金）
札幌市立南白石小学校

令和４年5月20日（金）
札幌市立小野幌小学校

令和４年5月11日（水）
江別市立大麻東小学校

令和４年６月24日（金）札幌パークホテル




