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　「ミツカンの酢づくりの歴史と食文化を楽しく学ぶ体験型博
物館。オリジナルラベルづくりの「マイ味ぽん」や、全長約２０
メートルの「弁才船」に乗っての疑似航海体験が人気。地元の
イベントと連動した企画も実施している。
　「地域の観光にも役立つ存在として、また、将来を担う子供
たちの学習機会の場としても活用していただけるよう、現状に
満足することなく、様々な工夫を重ねていきたいと考えていま
す。」と MIM館長 高木宏氏は語る。
　グローバル企業となった今も、200年以上を共に歩んできた
地元・半田へのまなざしは変わることなく受け継がれている。

ミツカンミュージアム（MIM）



公益社団法人 半田法人会 会長　牧野 克則

半田法人会 会長挨拶

　日頃は、半田法人会の活動にご理解を賜り、心よりお礼を申し上げ
ます。
　法人会の活動をようやく復活できるかと期待しておりましたが、コロナの感染が再び拡
大の兆しがあり、予断を許さない状態です。職場で活躍されておられる50歳代以下の現
役世代の方々の感染が増えており、職場接種や若い人々への接種加速で感染拡大の抑え込
みを期待しています。
　法人会の事業の開催につきましては、引き続き３密を避け会食を伴う会合はリスク回避
のためにも中止とさせて頂きたく、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、このような中、「ビジョン委員会の設置」と「事業承継を目的とした若手経営者
のための経営塾の開設」を予定しております。会員減少という現実を正面から捉え、地域
により認められ、会員に役に立つ団体として新たなスタートをすることが急務です。その
ためには法人会の存在意義を再確認し、税を戦略的に経営に活かした新たなビジョンを作
成し活動に取り組む委員会を設置し、法人会のあらゆる課題を見える化をして、さまざま
な活動に反映していきたいと思います。
　次に、半田法人会は税のオピニオンリーダーとして「税」を通じて地域への社会貢献
活動を行い、会員各社の発展を目指すと共に若手経営者の育成にも取り組んで参りまし
た。知多半島には偉大な先輩方を輩出した「鈴渓義塾」などの人材育成の風土があるこ
とからも、経営後継者の育成を目的とした経営塾を開設して、研鑽の場づくりを目指し
て参ります。
　これからの時代は与えられた課題をこなす力よりも、課題を見つけだす力が求められる
と思います。アフターコロナの時代に生き残るためには、今、自分たちが置かれている立
場で何をすれば、自分たちの社会環境を変えことにつながるのかを絶えず考えることが必
要ではないでしょうか。
　最後に、コロナ禍で昨年度実施できなかった半田法人会創立70周年記念事業を引き続き
開催して参ります。今後もご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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■表紙
ミツカンミュージアム（愛称：MIM） 
〒 475-8585　愛知県半田市中村町 2-6
0569-24-5111
https://www.mizkan.co.jp/mim/
営業時間／ 9:30 ～ 17:00 [ 完全予約制 ]
休館日／木曜日（木曜日が祝日の場合は開館、
翌金曜日が休館）、年末年始
料金／大人 300 円、中高学生 200 円、小学
生 100 円、乳幼児 無料

※現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め休館中

ホームページ



半田税務署長　齊藤　泰 氏

半田税務署長挨拶
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１　着任あいさつ
　この度の人事異動で署長を拝命しました。齊藤泰と申します。公益社団
法人半田法人会の皆様には、平素より税務行政に対しご理解とご協力を賜りまして厚くお礼
申し上げます。村松前署長同様、どうぞ、よろしくお願いいたします。
　まずは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているすべての皆様に心からお見舞い申
し上げますとともに、一日も早くこの状況が終息いたしますことを、心よりお祈り申し上げ
ます。
　私の出身地は、江戸時代に「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」と歌わ
れ、今はリニア新幹線工事で話題の静岡県島田市です。
　今年で勤続42年目となりますが、半田署の勤務は平成７、８事務年度に法人課税第四部門
の調査官でお世話になって以来、２回目であり、とても懐かしく、最後に署長をさせて頂き
大変光栄に感じております。
　今は、中部国際空港及び周辺商業施設や太田川駅周辺の再開発など目覚ましい発展を遂げ
ていますが、当時はそれも計画段階で、北は東海市から南は南知多町まで管内を官用車、カ
ブ、自転車に乗って調査で走り回っておりました。

２　仕事に取り組む基本の姿勢、モットー
　今まで国税の職場で調査、徴収、人事、厚生、監察、税大など様々な部署の仕事をさせて
頂きましたが、国税庁の使命である「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実
現する」ためには、何よりも人が大切であり、職員には、「明るく、楽しく、元気よく」
仕事をしようと常々お願いしています。一人一人がそうすることで、職場の風通しが良くな
り、チームワークが取れ、高いパフォーマンスを発揮できればと考えます。

３　法人会への思い
　平成18事務年度に津税務署の法人課税第一部門の統括官の時に法人会を担当させて頂いた際
には、ｅ－Ｔａｘの利用勧奨や子供サッカー教室などの社会貢献活動を通じた税の啓蒙など多
大なるご協力を頂くとともに会員の皆様が真摯に会活動に取り組む姿に感銘を受けました。
　税務行政にとって法人会はなくてはならない存在であります。
会員企業並びに法人会が税のオピニオンリーダーとして今後、益々発展されることを祈念し
て着任のごあいさつとさせて頂きます。

官　　職 氏　名 前　任　地　等
署 　 長 齊藤　　泰 氏 税務大学校　名古屋研修所　所長
筆 頭 副 署 長 石丸　真吾 氏 熱田税務署　副署長
副 署 長 中村　武雄 氏 （留任）
総 務 課 長 真野　芳彰 氏 （留任）
法人課税第一部門
統 括 国 税 調 査 官 伊藤　律子 氏 岡崎税務署　法人課税第一部門　統括国税調査官

半田税務署人事
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第3回 通常総会
　6月2日（水）アイプラザ半田 講堂において、公益社団法人半田法人会第３回通常総会
を開催しました。今回は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と、来場される皆様
の安全を確保するために規模を大幅に縮小して役員のみで執り行いました。会員の皆様に
は、縮小開催へのご理解と委任状提出に多大なるご協力を賜りましたことにお礼申し上げ
ます。
　来賓には村松進半田税務署長と村田善博法人課税第一統括官をお迎えし、また大同生命
保険㈱・AIG損害保険㈱・アフラック生命保険㈱の皆様にもご出席を賜りました。　

　総会は竹内稔幸副会長の開会のことばで始まり、議案事項「第1号議案 議事録署名人選任
の件」「第２号議案 2020年度収支決算報告承認の件」「第3号議案 任期満了に伴う役員選
任の件」について審議され、満場一致で原案通り可決承認されました。引き続き、臨時理事
会を開催し、代表理事並びに副会長、専務理事、常任理事の選任について一括審議され、可
決承認されました。臨時理事会終了後には、「2020年度事業報告」「2021年度事業計画」
「2021年度収支予算」について報告がなされ、橋詰副会長の閉会のことばをもって通常総
会を滞りなく無事に閉会しました。第2号議案並びに報告事項の詳細につきましては、当会
ホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

祝辞を述べられる村松半田税務署長 審議の様子

会長あいさつ
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　通常総会において、永年半田法人会の
要職を務められ、法人会活動の発展と
税の知識の普及に大きく貢献された方々
に、牧野克則会長より感謝状が贈呈され
ました。

氏　　名 法人名 支　部 法人会での役職
岡戸　利直 株式会社 岡戸組 阿久比 監事
筒井　保司 株式会社 経世リサーチセンター 半田第２ 税制委員会顧問
今津　哲次 株式会社 アグメント 阿久比 常任理事
加藤　金吉 有限会社 加藤鉄工所 半田第１ 常任理事
濱田　剛徳 美浜ガス 株式会社 美浜 常任理事
竹内　孝良 有限会社 トロン 半田第２ 常任理事
大橋　利康 合資会社 丸中運送店 半田第１ 理事
間瀬　　正 有限会社 榊宗モータース 半田第１ 理事
竹内　久樹 株式会社 竹内設計 阿久比 理事
野杁　智之 アイコーサービス 株式会社 東海 理事
川口　　潤 株式会社 豊浜モータース 南知多 理事
坂本　拓也 サカモト乳販 株式会社 東海 理事 ( 青年部会 ) 
今津　悠見 株式会社 アグメント 阿久比 理事 ( 青年部会 ) 
林　　恒子 株式会社 かどた 東浦 理事 ( 女性部会 ) 
京才　喜代 濱田電機工業 株式会社 常滑 理事 ( 女性部会 ) 
森田　恵子 富川建設 株式会社 武豊 理事 ( 女性部会 ) 
森下　　豊 森下製土 株式会社 常滑 厚生委員
永田　明世 榊原工事 株式会社 半田第１ 厚生委員
清水　昭博 太産自動車 株式会社 常滑 組織委員
岩竹　親司 株式会社 山石工務店 半田第４ 組織委員
安藤真由美 株式会社 安藤商店 半田第３ 会務委員
榎本　年克 大博建築 有限会社 半田第３ 事業委員
間瀬のりえ 株式会社 かめさきカホリン 半田第４ 事業委員

受賞者の皆様(順不同　敬称略)

公益社団法人 半田法人会　

会長感謝状 贈呈
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表彰式の様子

受賞者の皆様

　受賞された皆様を代表して、お二人よりコ
メントを頂戴しました。

(株)岡戸組　岡戸利直様
　顧みれば30代後半に青年部会への誘いを受
けたことがご縁でした。当時は税務に関し興
味の薄い私でしたが、法人会活動を通じて出
会う皆様の経営姿勢や感覚に刺激を受け、ま
た任される役職が私自身に変革をもたらし、
そして成長させて頂いたと心から感謝してい
ます。

(株)経世リサーチセンター　筒井保司様
　40年前、当時の渋谷専務に誘われて入会し
ました。数年後に消費税が新設され、会議や
研修会に何度も駆り出されましたが、若さで
何とか乗り切りました。長い間有難うござい
ました。

　永年にわたり適正な申告と納税を続け、法人会活動を通じて税務行政に多大な貢献を
し、この度退任される役員6名に対して「半田税務署長感謝状」が村松署長より贈呈され
ました。

前常任理事の皆様

左から岡戸様、牧野会長、筒井様

前理事並びに前委員の皆様

半田税務署長 感謝状 贈呈

氏　　名 法人名 法人会での役職

岡戸　利直 株式会社 岡戸組 監　　事

今津　哲次
株式会社
 アグメント

常任理事

加藤　金吉
有限会社
加藤鉄工所

常任理事

榊原　　肇
株式会社
チェリー半田販売

常任理事

大橋　利康
合資会社
丸中運送店

理　　事

間瀬　　正
有限会社
榊宗モータース

理　　事

受賞者の皆様(順不同　敬称略)
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　1月21日理事会終了後の半田市福祉文化会
館（雁宿ホール）講堂において、村松半田税
務署長を講師に迎え役員研修「半田税務署長
講演会」を開催しました。
　相撲界における税について、わかりやすく
そして楽しく講演をいただき、参加者は興味
深く耳を傾けていました。

半田第１支部 事業報告会　中止 東海支部 事業報告会　中止
半田第２支部 事業報告会　中止 知多支部 総会　中止・書面決議
半田第３支部 事業報告会　中止 常滑支部 事業報告会　縮小開催
半田第４支部 事業報告会　中止 武豊支部 総会　縮小開催
阿久比支部 総会　縮小開催 美浜支部 総会　中止・書面決議
東浦支部 総会　中止・書面決議 南知多支部 総会　中止・書面決議
大府支部 事業報告会　開催

　愛知県に3回目となる緊急事態宣言が5月12日に発令されたことを受け、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、各支部の総会・事業報告会は中止または規模を縮小しての
開催となりました。

半田法人会　 本部・支部・委員会活動報告

本　部

支　部

阿久比支部総会

大府支部事業報告会

武豊支部総会

講演の様子
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《厚生委員会主催チャリティーゴルフ大会（レディースゴルフ大会・親睦ゴルフ大会）》
　強い日差し対策と熱中症予防、何よりコロナ感染防止対策を万全にして多くの方々に参
加いただきました。とても暑い日の開催となりましたが、時折吹く風を心地よく感じなが
らプレーされていました。競技をされているその姿に会社やご家族を支える皆さまの力強
さを感じました。
　また、当日はチャリティー募金に協力をい
ただきましてありがとうございました。募金
総額は72,998円でした。9月開催予定のチャ
リティーゴルフ大会の募金と合わせ、愛知県
立半田特別支援学校へ贈る予定です。

総務委員会　4/19　中止・書面決議　2020年度事業報告・収支決算報告承認の件
会務委員会　4/15　委員長打合せ　通常総会の準備・運営について
事業委員会　6/11　委員会　今年度事業計画について
　　　　　　6/29　正副委員長会　Zoomセミナー開催について
　　　　　　7/14　委員会　Zoomセミナー開催について　
税制委員会　4/  6　三役会　税制改正提言事項のとりまとめについて
　　　　　　6/10　委員会　税制セミナーについて
組織委員会　7/14　委員会　2021年度会員増強活動の取り組みについて
広報委員会　5/24　委員会　広報誌281号発刊について
　　　　　　7/20　正副委員長会　広報誌281号初稿打合せ
厚生委員会　4/  7　正副委員長会　レディースゴルフ大会・親睦ゴルフ大会について
　　　　　　6/30　委員会　レディースゴルフ大会・親睦ゴルフ大会について

委員会

半田法人会　 本部・支部・委員会活動報告

《知多支部》
　半田法人会創立70周年記念事業 新年税務講演会を1
月19日じろきん本店において、三菱UFJ銀行 藤田東海
支店長をお招きして、「2021年の展望とアフターコロ
ナ」と題し、コロナ禍と収束後の経済と経営について
の講演会を開催しました。

《阿久比支部》
参 加 費の 一 部（2
万円）を阿久比町
社会福祉協議会へ
寄附しました。

《会員親睦支部ゴルフ大会》
　コロナウイルス感染防止策を徹底し、半田第
1・半田第2・半田第3支部、阿久比・東浦・大
府支部が会員の親睦を図るため支部のゴルフ大
会を開催しました。梅雨の時期での開催で、雨
の中プレーした支部や梅雨の晴れ間に恵まれた
支部など様々でしたが、参加者のみなさまは交流
を深めながら気持ちの良い汗を流されていました。

知多支部新年講演会

レディースゴルフ大会
優勝 小笠原伊津味さん

親睦ゴルフ大会
優勝 石川宏之さん
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半田法人会　 部会活動報告

　青年部会では、時代を担う子どもたちに税がこの社会で果たしている役割の重要性
を正しく理解し、関心をもってもらうために、租税教育活動の一環として地元の小学
校を訪問する「租税教室」を開催しています。
　昨年はコロナ禍により租税教室の開催が見送られましたが、今年度は小学校からの
ご要望を受け、部会員も感染防止策を徹底することで多くの小学校で租税教室を開催
することができました。（小学校17校・38コマ、計1,241名の児童）

《中日新聞（2021年7月10日）に「租税教室」の記事が掲載されました。》

青年部会「租税教室」を開催しました
部　会

◎ 租税授業後の児童の感想 ◎
・あまり税のことを考えていなかった

が、今後は考えたい。（岩滑小 都築
杏日さん）

・税がないとごみも収集されないし、公
園もなくなると知り、税は大切なんだ
なと思った。（岩滑小 浅井鞠花さん）

・税の種類の多さにびっくり！税の大切
さに気づきました。

　　など、たくさんの声を頂戴しました。

◎ 先生からのお言葉 ◎
・クイズあり、視覚的な工夫あり、小話

ありで子ども達がひきつけられる授業
だった。

・児童が興味を引きやすい内容や数字を入
れることで、税金の大切さがより分かり
やすく伝わってきた。

・税金のない世界が見え、税金の大切さが
しっかり伝わったと思う。

・消費税などは支払っているので払うもの
と分かっているが、今後どのような税金
を払っていくのか教えていただけると見
通しがもてるかなと思いました。

　　など、温かく励みになるお言葉や今後
の参考になるご意見などたくさん伺うこ
とができました。 大府小学校
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《青年部会》

《女性部会》 《調査部会》

12/10　健康経営勉強会・保険勉強会

4/13　新旧支部長会 8/3　新署長表敬訪問・役員会

4/13　総会・講演会

 ◎ 森脇租税教育推進委員長　「租税教室を終えて一言」◎
　租税教室では「税金」の大切さや税を身近に感じてもらえる
ように、タイムリーな事例をもとに「どのような事にどれだけ
の税金が使われているか？」を説明し、また講師（経営者）の
仕事がどう税金と関わっているかなど、納税する企業側ならで
はのエピソードや知識、経験を交えて租税教室を行っていま
す。ＤＶＤや１億円のレプリカなどを授業で使用し子どもたち
の関心を引き出す工夫をすると、たちまち表情が明るくなり、
前のめりになって興味深く授業を受けてくれるので、より実り
多い租税教室を行うことができています。これからも心と頭に
残る授業を行うことを心掛けていきます。

旭北小学校 卯丿里小学校

半田法人会　 部会活動報告

講師：大同生命保険(株)
　　　浅野半田営業所長

講師：愛知県連広報大使 佐藤奈織美氏
テーマ：「租税教育活動で得られた
　　　　 “大切なこと”」
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１億円のレプリカを披露
する森脇委員長



支部 事業所 業種名 事業所 業種名

半 田１
(宗)白山社 宗教法人 大和電機工業（株） 電気工事業

(株)ＡＴＳ 卸売業

半 田２ 西建設工業(株) 建設業

半 田３
(株)ティ・エイ・ティ 製造業 (有)竹内商会 製造業

(株)いえだでんき 電気工事業 (株)杉浦工業所 鉄工業

阿久比

(株)和桜工房 建設業 (株)るぽぜ サービス業

(株)井手川板金 建築板金業 (株)相建 建設・土木工事業

ファームシステム技研(株) 小売･卸売業 (同)リンクス 内装及び塗装業

東 浦 (株)建人 建設業 (株)ポルト 美容業

大 府
(株)naturemind 健康商材サービス業 (有)豊絆 建築業

ジェーテック(株) 建設業 (株)神田サービス 福祉業

東 海

(株)ニーテック 建設業 (株)最溶工業 金属製品製造業

(株)希晶 飲食業 (有)秀建 一般建設業

(一社）東海ドローン協会 サービス業 (株)ZIZAI 管工事業

(株)ONE-H 小売業 (株)ミランダエステート 不動産業

(同)フローラ エステ業 （一社）地域人財ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ協会 サービス業

(株)菱清 板金工事業 (資)榎本設備 管工事業

(株)デザインコアテック 内装業 (株)アサミ 塗装業

大日食品(株) 製造業

知 多 (株)小桜測量 測量業

常 滑
ジャスモックワークス(株) 木材製品（製・販）業 (株)マルカ事務機 卸売業

(株)テンガイ 不動産管理業 (株)知多ホーム 建設業

武 豊 (株)トリイハウジング 建築業

美 浜
(株)和をん建設 建設業 カズ電機(株) 電気工事業

(株)大宗設備 建設業 (株)近藤建築 建設業

南知多
(株)はずのほし 旅館業 マル伊冷凍(株) 水産加工業

マル伊リテール(株) 小売業

2020.10.1～2021.6.30にご入会された法人新入会員の紹介
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企業版ふるさと納税

　正式名称を「地方創生応援税制」といい、２０１６年に地方創生の充実・強化に向け、地方への資金の
流れを高める観点から内閣府によって創設されました。国が地域再生法を基に認定した地方公共団体の
地方創生プロジェクトに対して、企業が寄附を行った場合に税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。
　損金算入による軽減効果（寄附金額の約3割）と合わせて、寄附金額の最大6割を法人住民税、法人税、
法人事業税から税額控除でき、企業は最大で寄附額の約9割が軽減されます。
※税額控除の特例措置は、２０２４年度までの期間となっています。

　企業のＣＳＲ活動に取り組む姿勢をＰＲでき、企業価値の向上や企業独自の魅力を確立することができ
ます。
　よりよい世界を目指す国際的な取り組み「持続可能な開発目標　ＳＤＧs」に貢献でき、地方自治体
が抱える社会課題解決への取り組みに対し、寄附を通じて応援することができます。

SDGs（エス・ディ・ジーズ）とは、Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標
の略です。2030 年までに「誰一人取り残さない」社会を実現するための世界共通の目標で、健康
や教育、生産・消費、気候変動などに関する17の目標があります。

通常の寄附の軽減効果

損金参入による軽減効果
国税＋地方税

①法人住民税＋②法人税 ③法人事業税 企業負担

約3割 約1割4割 2割

企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果
寄付額

企業と個人のふるさと納税の比較

①法人住民税…寄附額の4割を租税控除。（法人住民税法人税割額の20%が上限）
②法人税…法人住民税で4割に達しない場合、その残額を租税控除。ただし寄附額の1割を限度。（法人税額の5％が上限）
③法人事業税…寄附額の2割を税額控除。（法人事業税額の20%が上限）
※控除割合が最大9割となる寄附限度額は企業の課税所得や資本金等によって異なります。

目的
寄附者

地方創生
企業
内閣府による認定を受けた地方自治体の地方創生プロジェクト

故郷の応援
企業版ふるさと納税 個人のふるさと納税

個人
地方自治体

2,000円
その地域の特産品・名産品等

寄附金額の最大6割を「法人住民税」「法人税」「法人事業税」から
税額控除。かつ約3割の損金算入が可能

寄附金額の1割
なし（寄附企業への経済的な見返りは禁止）

※1回あたり10万円以上の寄附が対象
※本社が所在する地方自治体は対象外
※地方交付税の不交付団体である東京都、不交付団体でその全域が地方拠点強化
　税制における地方活力向上地域以外の地域に存する市区町村は対象外

寄附対象

租税控除

自己負担額
返礼

寄附金額から2,000円を差し引いた
金額を「住民税」と「所得税」から税
額控除

企業版ふるさと納税とは

2020 年度の税制改正にて、税額控除の割合が大幅に拡充されました

税制上の優遇の他にも、企業にとってメリットがあります

知多半島で、企業版ふるさと納税対象事業として
認可を受けて寄附を募っている市町

企画部企画情報課

総務部政策協働課

企画政策部企画政策課

総務部企画課

企画部企画政策課

0569-84-0605

0569-47-6111

052-603-2211
0562-33-1111

0562-47-2111

0562-36-2639

0569-48-1111

0562-83-3111

0569-82-1111

0569-72-1111

たとえば、1,000 万円を寄附すると、最大約900万円 の法人関係税が軽減されます。

事務局からのお知らせ
コロナウイルス感染症拡大における各種助成金などについて、最新の情報を当会
ホームページに掲載しております。また、国税庁からのお知らせや活動報告など随
時更新しております。リニューアルした半田法人会ＨＰをぜひご覧ください。

をご存じですか？

軽減効果最大

約9割に!
控除 控除

外務省
「Japan SDGs Action Platform SDGsとは」

国際連合広報センター
「持続開発可能な開発 2030アジェンダ」

半田法人会HP

半田市

常滑市

東海市

大府市

企画部企画課

企画部企画課

企画部企画政策課

企画政策部財政課財政係

知多市

阿久比町

東浦町

美浜町

武豊町
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制度導入までのスケジュール

登録申請は、e-Taxをご利用 
いただくと手続がスムーズです。

令和５年10月１日から
「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書
（インボイス）を交付することができます。

個人事業者の方はスマートフォンからでも申請できます。

登録申請書の
受付開始

インボイス制度
の導入

令和５年10月1日令和3年10月1日 令和5年３月31日

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

31＋T「は方の者業事の外以れそ、」号番人法＋T「は方の者業事るす有を号番人法、はていつに号番録登　 ※ 桁の数字（新
たな固有の番号）」が登録番号となります。

登録申請書
受付開始！

令和３年１０月１日から
事業者の方へ 消費税　インボイス制度

登録
申請

登録申請書は、
令和3年10月１日
から提出が可能です。

令和５年10月１日から登録を受けるためには、原則として、
令和５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
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