
1

No.187　平成30年11月発行

杉並納税街頭キャンペーン
平成30年10月28日（日）

発行所　公益社団法人　杉並法人会
〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南1丁目35番23号
第一横川ビル301
蕁　3312－0912
FAX　5377－2274
E-mail : sugiho@ce.mbn.or.jp
http://www33.ocn.ne.jp/~suginamihojinkai/

杉並法人会だより

税制改正に関する提言…………………  2 本部だより……………………………… 16
第３５回　法人会全国大会を開催 ………  4 部会だより……………………………… 18
納税表彰式………………………………  7 都税だより……………………………… 23
税についての作文………………………  9 警察署だより……………………………  24
ビジネス交流会・組織拡大推進大会 … 10 消防署だより…………………………… 26
新入会員紹介……………………………  13 税務署だより…………………………… 28
＜事務局より＞初級簿記講座を開講…… 15 各種説明会のご案内…………………… 32

目
　
　
次



2 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──



3── 会員増強にご協力下さい。──



4 ── 会員募集中です。（一言あなたのお口添えを）──

　第 35 回法人会全国大会・鳥取大会に出席する
ため、10 月 11 日（木）、空路による鳥取砂丘コ
ナン空港に到着しました。あいにくの雨模様で
したが、大会まで時間があるので、鳥取砂丘・
砂の美術館に足を延ばしました。
　砂の美術館は世界トップレベルの砂像を、テー
マを変え展示する世界初の砂像専門屋内施設で
す。入館すると素晴らしい技術力で完成された
砂の造形美が生み出す異次元世界の迫力に圧倒
され、砂像が繰り広げる北欧のドラマにしばし
時間を忘れる感動を覚えました。
　その後、感動の余韻に浸りながら鳥取大会会
場の「とりぎん文化会館」へ。入口では梨やそ
れらを使ったスイーツ、因幡の白兎をモチーフ
にした老舗和菓子、地酒などの鳥取の名産品が
ずらりと並んだ特売コーナに、たくさんの方々
がお土産の品定めをされていました。ロビーで
は鳥取県のマスコットキャラクター「トリピー」
のぬいぐるみがウェルカムショーをしてお出迎
え頂きました。

　大会は劇場さながらの重厚感あふれる施設で、
満席の中14時から第1部の記念公演がスタート。
講師は㈱大山どり代表取締役・島原道範氏「大
山どりの奇跡～ 35 才どん底からの挑戦」という
演題で熱い講演でした。若い経営者である島原
氏の「大山どり」を日本一のブランドにしたサ
クセスストーリーとその水面下での絶望とかす
かな光、そして信用と信頼を勝ち取ったお話、
その原点のすべてが、人財であり、自らが現場
に立つ現場第一主義だったとの内容にはとても
感銘しました。
　第二部の式典では、来賓としてご挨拶した平
井鳥取知事はボディーランゲージを交え鳥取の
魅力を強くアピールし、場内は大爆笑と大きな
拍手に包まれました。平井知事の地方創生、地
域発展にそそぐ並々ならぬ気概を感じました。
その後「税制改正の提言報告」「青年部会による
租税教育活動報告」が行われ、最後に大会宣言
を掲げ、盛会裏に終了しました。
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＜平成31年度　税制改正スローガン＞

	 ◦			 財政健全化は国家的課題。
　　	 	 	 目標の早期達成に向けて全力を！

	 ◦		 少子高齢化の急速な進行は不可避。
　　	 	 社会構造変化に対応した社会保障制度の確率を！

	 ◦		 中小企業向け税制措置を拡充し、真の経済再生を！

	 ◦		 中小企業は雇用の担い手。
	 		 	 	 事業承継税制の改革は地方活性化のためにも重要！

　われわれ法人会は、「税のオピニオンリーダー
たる経営者の団体」として、「税制改正に関す
る提言」や租税教育、企業の税務コンプライア
ンス向上に資する取組など、税を中心とする活
動を積極的に展開しながら、広く社会へ貢献し
ていくこととしている。

　現在、わが国経済は、好調な企業業績など
を背景に緩やかな拡大基調を続けているが、自
律的で力強い好循環に入ったとは言い難い。一
方、国際経済面では、アメリカの保護主義的政
策が各国との経済摩擦に発展しており、わが国
にとっても看過できないリスクとなっている。

　財政健全化は国家的課題である。消費税率引
上げの再延期に伴い、プライマリーバランス黒
字化目標の達成時期が大幅に延期されたが、持
続可能な社会保障制度と財政健全化の両立を目
指した「社会保障と税の一体改革」の理念に立

ち帰り、歳出・歳入の一体改革を着実に実行す
ることが極めて重要である。

　中小企業は、地域経済の活性化や雇用の確保
に大きく貢献しており、わが国経済の礎である。
グローバル経済や厳しい環境変化に対応し、中
小企業の力強い成長を促す税制の確立が不可欠
である。

　われわれ法人会は、「中小企業の活性化に資
する税制」、「本格的な事業承継税制の創設」等
を中心とする「平成 31年度税制に関する提言」
の実現を強く求めるものである。
　創設以来、納税意識の向上に努めてきた法人
会は、ここ鳥取の地で全国の会員企業の総意と
して、以上宣言する。

平成 30年 10月 11日
全国法人会総連合全国大会
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受章者のみなさま、おめでとうございます
11月6日（火）に平成30年度東京国税局長表彰式がＫＫＲホテル東京において執り行われました。	
	
	 ■東京国税局長表彰受章者	 渡　邊　安　雄　会　長

11月16日（金）に平成30年度納税表彰式が大宮八幡宮清涼殿において執り行われました。
杉並法人会会員の受章者のみなさまをご紹介いたします。(敬称略)

■杉並税務署長表彰状受章者　	

	 		 	 松　島　敏　之　常任理事

■杉並税務署長感謝状受章者　	

	 		 	 伊　藤　光　也　副会長	

	 		 	 飯　田　勇　一　副会長

	 		 	 中　村　テル子　理　事
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のニュースで見ました。クーラーも、当たり前
ではないことが分かりました。
　また、部活動費用の補助にも母は驚いたそう
です。私は中学生から吹奏楽部で活動をしてい
ます。杉並区立中学校では、楽器は全て学校の
楽器を使わせてもらえます。楽器には、様々な
演奏用品やお手入れ用品が必要になるのですが、
それさえも税金で買っていただけます。母は地
方の中学校の吹奏楽部に所属していました。そ
こでは重量が軽めで十万円位までの楽器は、す
べて個人で買わなければならず、演奏用品やお
手入れ用品は、全ての部員が個人で購入しなく
てはならなかったそうです。また、プロの先生
が学校に教えに来てくださることもなかったそ
うです。杉並区中学校の吹奏楽部は、プロの先
生が時々教えに来てくださり、その費用の一部
は補助されます。夢の様なことだと言われまし
た。
　第三に、公共施設がとても綺麗です。公園や
図書館では、職員の方々が頻繁に清掃し、整備
されている様子をよく見ます。どちらも快適に
利用できます。
　何故私達がこの様な生活を送れるのでしょう
か。それは税金制度があるからです。私の夢は、
将来定職に就き、税金を自分で納められる人の
なることです。今は、税金を納めてくださって
いる方々に感謝し、勉強に励みたいです。

当たり前ではないこと
　　　　　　　　　　　　　　

杉並区立高南中学校　三年　中田　菜月

　「杉並区の子供達は恵まれているね。」小学生の
頃から、私がしばしば母に言われ続けてきた言葉
です。
　私は小学二年生の時から、父の仕事の都合で杉
並区に住まわせてもらっています。生後二歳位ま
では他の都道府県に住み、それから小学校一年生
までは、東京都の別の区に住んでいました。私の
両親も、杉並区に住むのは今回が初めてでした。
よって、杉並区にずっと住んでいる方にとっては
当たり前のことでも、「何て恵まれているのだろ
う。住民の方々が納めてくださっている税金のお
蔭。」と感じることがたくさんあるそうです。
いくつか例を挙げたいと思います。
　第一に、中学三年生までの通院においての医療
費が無料です。私が二歳まで住んでいた自治体で
は、予防接種以外の補助は無く、高校生以上の方
と同じように支払い義務がありました。母による
と、乳幼児を抱えながら、財布を出し入れするこ
とは一苦労だったそうです。また、子供は大人よ
りも通院する頻度が高めです。この制度どれだけ
ありがたい制度かが分かります。
　第二に、教育にもたくさんの税金を割り当てて
くださっています。
全国の公立小・中学校には、未だにクーラーの無
い教室で授業を受けている学校もあると、テレビ

　杉並納税貯蓄組合連合会・杉並税務署共催：中学生の『税についての作文』で栄えある平成

　30 年度【杉並法人会　会長賞】を受賞された　杉並区立高南中学校　三年　中田　菜月さん

　の作品をご紹介いたします。

平成30年度　第52回　中学生の『税についての作文』
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　9 月 19 日（水）17 時 30 分より、組織委員会
主催による「平成 30 年度ビジネス交流・組織拡
大推進大会」が、中尾組織委員の司会で、新東
京会館で開催されました。本年度は 112 社（う
ち新会員 41 社）、160 名（うち新会員 67 名）の
会員が参加しました。
　第一部の開会に当たり渡邊会長より、「本年度
の会員獲得目標は 120 件であり、今日（9/19）現
在の獲得は 57 件です。年内に 100 件の獲得をめ
ざし、今期 120 件を達成すべく【 元気 ! スピード !

元気 !! 】で頑張りましょう」と力強い挨拶があり
ました。また、組織委員会・深野委員長からも「前
期（H29 年度）都内 48 法人会でトップの成績達
成をフロックに終わらせることなく、確実な数
字にするためにも全員で一つ一つ積み上げ今期
目標 120 を必達しましょう。そのためには各ブ
ロックの力強いフォローが必要です」と参加者
へ強い呼びかけがありました。その後ご来賓の
白石杉並税務署長、田中杉並区長の祝辞を頂き

ました。続いて計数の説明や表彰式が行われ、協
力三社の挨拶がありました。
　第二部の懇親会は関根杉並税務署副署長の乾杯
の音頭で開宴され、法人会のテーマ曲が披露され
たり、会員のフルート独奏もあり、大いなる盛り
上がりを見せました。最後に大村組織担当副会長
から中締めを頂き、参加者は会員増強の更なる推
進と強い連帯感を確認して大会は盛会裏に終了し
ました。

　上記交流大会の開催日程に合わせ、法人会では
会報誌別冊として「アクションすぎなみ」を創刊
しました。会員情報掲載はもとより、税務関係官
庁、杉並区役所・杉並高井戸両警察署・杉並消防
署様等にもご寄稿を頂き、杉並区の暮らしやビ
ジネスの便利帳としてもご利用いただける内容
となっておりま
す。当会会員の
飲食店さんの店
先や公官庁に配
布コーナーが設
けられておりま
す。また、ご希
望がございまし
たら、お送りし
ますのでご連絡
下さい。

    杉並法人会事務局　☎03－3312－0912　

広報委員会担当まで
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第10回　納税街頭キャンペーン
　10 月 28 日（日）午前 10 時より、納税への意
識を高めてもらうための第 10 回杉並納税街頭
キャンペーンが、青梅街道沿いと阿佐ヶ谷パール
センター商店街で展開されました。当日は少し肌
寒い陽気でしたが、天気は快晴とあって、台風で
中止となった昨年の天候との違いに主催者側は
ほっとひと安心しました。
　街頭キャンペーンのスタートに先立ち、杉並区
役所前で主催者代表の田中杉並区長と、杉並税務
懇話会の髙原会長の挨拶がありました。その後、
当会青年部会と女性部会のメンバーを主軸とし、
阿佐谷パールセンター商店街を通り、青梅街道沿
いの杉並警察署前交差点前から JR阿佐ヶ谷駅南
口まで行進し、ふれあう人たちに「税を考える週
間」向けに作成したグッズを配布しました。到着
地点の阿佐ヶ谷駅前では白石杉並税務署長の挨拶
の後、杉並区立杉並第一小学校ジュニアバンドの
皆さんが素敵な演奏を披露して、キャンペーンの
意義づけに一役買ってくれました。

　このように子供からお年寄りまで幅広い世代が
参加しての街頭でのキャンペーンを通して、パー
ルセンター商店街店主の会員さん、買い物客を含
めた区民の皆さんが、納税意識を高めると共に、
税金の正しい使われ方や国政や区政への問題意識
を持つことによって、納税者一人ひとりの意識が

向上し、暮らしやすい社会づくりにつながれば
……と願いながら、私たち法人会の当事者も地域
に向けてさらなる納税への協力をアピールしてい
こうと考えました。

荻窪・杉並法人会合同
特 別 講 演 会

　10月4日（木）午後3時より、杉並公会堂で伊藤
忠商事㈱特別理事であり、（公財）全国法人会総
連合会長の小林栄三氏を講師に招き、当会と荻窪
法人会共催の合同特別講演会が開催されました。
当日はあいにくの雨模様でしたが、全法連の役員
の方や荻窪・杉並両税務署長はじめ、会場は満席
となるほど多くの方々が出席されました。
　はじめに荻窪法人会・小竹会長の挨拶の後、
「グローバル時代の対応と企業経営」をテーマ
に、スライドを用いて小林会長による約90分の公
演がありました。その中で小林講師は世界経済の
今後、日本の現状の課題、ビジネスの原点などに
触れながら、伊藤忠商事ならではのエピソードま
で語り、会社経営の極意を披露しました。講演
後、参加者の方からの質問にも気さくに答えてく
れました。その後、当会の渡邊会長の閉会の辞で
終了となりました。
　日本を代表する大企業の経営者から「どうすれ
ば企業経営は成功するのか？」そのヒントを頂い

富 士 産 業（株）
秦　　　正　男

E-Mail :  fujisan3@syd.odn.ne.jp

静電植毛資材の販売／集塵機のメンテナンス
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た気がしました。よき経営者として、よき納税者
として自己研鑽に励んでいこうと参加者の多くが
感じた90分でした。

東法連第4ブロック合同会議を開催
　11月1日（木）18時より、「ウェストフィフティー
サード日本閣」で東法連・第 4ブロック合同会議
が開催されました。8単位会（板橋・豊島・練馬東・
練馬西・荻窪・中野・新宿・杉並）から 28 名が
出席し、来賓として東法連田中専務理事、提箸事
業第一課長の出席を頂きました。当会からは渡邊
会長、伊藤副会長、笠井専務理事が出席しました。
会議では担当法人会の中野法人会・宮島会長の挨
拶、小竹東法連副会長の挨拶、東法連・田中専務
理事からの挨拶がありました。
　第一部では①法人アンケートシステムの進捗②
特別講演会の講師選び等③厚労省・助成金活用の

現況について各単位会から発表が行われ、それに
関する質疑応答があり、参加者はテーマを掘り下
げ、情報交換を密にすることが出来ました。第二
部懇親会では来年担当法人会髙橋練馬西法人会長
の乾杯の音頭で開宴し、各単位会の運営上の工夫
や悩みなど多くの情報交換が出来ました。最後に
中野法人会横山副会長の閉会の挨拶をもって、盛
会裏に終了しました。
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阿佐ヶ谷支店
〒 166-0004
東京都杉並区阿佐谷南３－１－３６
TEL　03 − 3392 − 4371
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法人・団体・個人事業主名 代表者氏名  住　所 業　種 電　話 ブロック

十川会計事務所	 十川　　稔	 阿佐谷南1−17−17	 	 	 	 　朝倉ビル305	 税理士	 3313−6536		 	
きもの処ひらた	 平田　光子	 阿佐谷南1−33−19	 着付教室	 5913−8137	

（一社）美輝すこやか協会	 北谷　隆泰	 阿佐谷南 1−42−14	 	 	 	 　スヌーロワイヤル阿佐ヶ谷306	 イベント運営企画	 5377−7181		 	 1	

ゆうぎ園薬局	 大野　純子	 阿佐谷南3−34−18	 調剤薬局	 6383−5945	

大髙社会保険労務士事務所	 大髙　絹代	 阿佐谷南3−37−14　第2北原ビル6F
	 	 	 	 　平野弘道税理士事務所内	 社会保険労務士	 6821−5277	

川邉憲一税理士事務所	 川邉　憲一	 高円寺南4−45−4	 	 	 	 　高円寺南サマリヤマンション904	 税理士	 5929−7918		 	 2

㈱アイ	 	 向井　善男	 高円寺北2−2−1　巳善ビル１F	 内装仕上げ	 3338−0006	
ズーム防災㈱	 児島　髙文	 高円寺南2−37−20　小林ビル3F	 消防設備保守	 5305−5735		 	 3
小池歯科医院	 小池　淳美	 梅里2−9−11　小池ビル2F	 歯科医院	 3317−7900	
毛塚板金		 毛塚　義和	 永福2−21−18	 建築・板金	 3328−5323		 	
森下基樹税理士事務所	 森下　基樹	 永福3−15−13　春ハイム302	 税理士	 6265−7650	
㈲千歳堂本舗	 寺島　隆治	 永福4−4−1	 不動産	 3327−0123	
㈱CUD	 	 関　　裕佑	 浜田山4−30−6　パルハイツ202	 建築塗装	 6304−9431		 	
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱	 	 	 	 	 	 	 	 	 4
　杉並営業所	 岡　　正樹	 高井戸東3−7−5	 サービス	 3331−7841	

㈱代田ファクトリー	 熊谷　敏明	 上高井戸1−24−20　	 	 	 	 　霜山第2ビル２F	 写真	 5357−8088	

アメリカン・エキスプレス・
　インターナショナルINC	 関本　　薫	 荻窪4−30−16	 保険	 3220−6100	
鮨　三河屋	 花井　伸次	 和泉3−5−2	 飲食	 3321−1684		 	

5
つり舟割烹三河屋	 花井　正信	 和泉3−13−22	 飲食	 3324−7357	
奥田税理士事務所	 奥田よし子	 和田1−43−3　メネ21　203	 税理士	 3383−1202		 	

6
K−Tax	office	 西嶋　君枝	 和田3−59−10	 	 	 	 　エレガンス東高円寺104	 税理士	 6321−8557	

㈱キド建設	 木藤　哲郎	 久我山4−3−3	 建設	 6356−6057		 	
㈲市川実業	 田原　真樹	 下井草1−29−11	 解体工事	 5303−9560	

（一財）全日本労働福祉協会	 栁澤　信夫	 大田区大森北 1−18−18
	 	 	 	 　サトウ食品東京ビル３Ｆ	 健康診断	 5767−1714	

㈱インシュアランス・	 	 	 	 	 	 	 	
　トータル・サービス	 市川　祐史	

新宿区西新宿8−5−3
	 	 	 	 　アクセス西新宿６Ｆ	 保険代理店	 5338−5235	
上野綜合法律事務所	 上野伊知郎	 新宿区四谷1−18　高山ビル6F	 弁護士	 3355−0251	
小池ビル		 嶋崎　善明	 練馬区高野台5−21−9	 不動産管理	 3904−0345	
㈲熊谷工業	 熊谷　　譲	 練馬区中村2−27−4	 建築	 3999−9860	
㈱佐藤工務店	 佐藤　慶一	 東大和市上北台1−902−188	 総合建設	 042−564−6204	
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＜事務局より＞
初級簿記講座を開講しました
　今年度も8名の受講生を迎え、恒例の初級簿記
講座（区立産業商工会館）を6月からお盆までの
2ヶ月半、全10回にわたって実施しました。
　講師の下田先生によるわかりやすい解説のもと
で、受講生のみなさんがそれぞれの目標に向かっ
て熱心に学ばれていました。その中から、渡部さ
んに受講の感想を頂きました。

初級簿記講座を終えて
　転職を機に経理の知識を身につけるため、法人
会が開催する「初級簿記講座」を受講しました。
　これまで経理に関係する仕事の経験もなく、簿
記についての基本的な考え方すら知らずにいまし
たが、1コマ1コマ講座を受講する毎に理解が深ま
り、「そのまま実務にも活かしていけるな」と感
じています。

　全10回の講座で簿記3級程度の内容を一通り学
ぶことができ、とても得るところがあったと思い
ます。今後も簿記のスキルをさらに深めるよう勉
強し、業務に役立てられるよう努力し、次は3級
簿記検定へのチャレンジに繋げたいと思います。
　一緒に受講したみなさん、講師の下田先生、あ
りがとうございました。		

	㈱三友　渡部　千里

笑いと涙と感動の世界へ！
落語・講談・浪曲

主催：三大話芸杉並協演会
次回　31.2/10　2/17　　お気軽にどうぞ！

【お手伝いします】 • 各種懇親会の余興
 • 総合寄席　落語、講談、浪曲
 • 講演会

　  一般社団法人　美輝すこやか協会
 　　　  代表理事　北　谷　隆　泰
 〒166-0004　杉並区阿佐谷南 1-42-14-306
 tel：03-5377-7181　　fax：5913-7716
 携帯：090-7170-1489

み き

きた　　たに　　たか　　やす

新入会員紹介　　新しい仲間が増えました。

部会だより

税務署だより

都税だより

区役所だより

消防署だより

警察署だより

本部だより

新入会員紹介　　新しい仲間が増えました。新会員紹介
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皆さんも、喜んでのどを潤していました。
　長瀞で川下りをする予定が、台風の影響で船着
き場が損壊したため、行程が変更になり一行は残
念な思いで秩父市にある浦山ダムに向かいまし
た。エレベーターでダムの下部まで降り、上から
下から、ダムの景観を楽しみました。多くの子供
たちは元気いっぱいに、ダムの階段を駆け上った
り降りたりしていました。
　お昼は、森の中でバーベキューでした。盛りだ
くさんの食材、ビールで、夏を満喫しました。バー
ベキューの会場では、魚のつかみ取りの催しがあ
り、氏橋委員長の呼びかけで、急遽子供たちが参
加しました。目をキラキラさせながら、夢中になっ
て魚を追う姿を見て、今年の企画は大成功だなと
思いました。
　帰りは、道の駅花園・フォレストで、パン，菓
子等たくさんお土産を買い、帰路につきました。
　来年も、子供たちの輝いた目が見られるような
企画を立てたいと思います。

親と子の悠々ホリデー in 長瀞
　8月 3 日（金）、厚生委員会は、「親と子の悠々
ホリデー in 長瀞」を実施しました。子供 16 名を
含む 47 名が参加しました。

　最初の行程は、西武鉄道・熊谷駅から、長瀞駅
までのＳＬの旅でした。列車内では、じゃんけん
大会で缶バッジがもらえるという趣向もあり、参
加した子供たちは、思い思いにＳＬの旅を楽しん
でいました。長瀞駅に到着し、蒸気を吐き続ける
ＳＬをバックに、携帯のカメラに、楽しげな笑顔
がたくさん収められていきました。さらに、ＳＬ
とアイスキャンデーのガリガリ君との提携によっ
て、駅では無料でガリガリ君が配られていました。
暑い日ざしのなか、子供たちはもとより、大人の
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きらびやかな化粧回し、そしてテレビでは味わ
えない臨場感たっぷりの迫力ある取組に一同は
大歓声をあげました。そして観戦後は相撲部屋
の伝統料理ちゃんこ鍋を食しました。うかがっ
た『ちゃんこ霧島店』では現役時代 754 勝の記
録を持つ陸奥親方（元大関霧島）がご挨拶に来
てくださるというサプ
ライズもあり、これま
た一同大歓声。
　日本の伝統と文化を
深く感じる盛りだくさ
んな実のある研修とな
りました。

視察研修旅行
　暑さも少し収まってきた 9 月 11 日（火）、厚
生委員会主催による『大相撲観戦と食文化視察
研修』に 42 人が参加して両国国技館で行われま
した。
　この 9 月場所は　鶴竜、白鵬、そして進退を
かけての出場となった稀勢の里の 3横綱の揃い
踏みとなり、一万人を収容できる両国国技館は
満員御礼の垂れ幕が下がっていました。
　相撲には歴史・文化・神事・競技など様々な
側面があり、それぞれ奥深い要素を持っていま
す。江戸時代から続いている勇壮な土俵入り、

遠藤関 横綱　稀勢の里関
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よる懇親ゴルフコンペが開催されました。当会か
らは正副部会長、及び部会員の 8名が参加しまし
た。残念ですが、上位入賞には至りませんでした。
　来年も開催される予定ですので、青年部の皆様
に奮ってご参加頂けますようお願い致します。

第６ブロック・青年部会合同秋期研修会
　平成 30 年 11 月 6 日（火）に産業商工会館の会
議室で、第 6ブロック（和田・堀ノ内）と青年部
会との合同による研修会を開催しました。研修内
容は、杉並税務署長の白石氏より相続税について
のご講演を頂き、その後、杉並税務署法人課税第
一部門上席国税調査官の清水氏を講師に消費税の
軽減税率制度についての研修がありました。

第32回　法人会全国青年の集い　岐阜大会
　平成 30 年 11 月 8 日、9日に岐阜県岐阜市の長
良川国際会議場で「第 32 回法人会全国青年の集

東法連青連協第４ブロック
ゴルフコンペ

	 　　　
　平成 30年 9月 19日（水）
に埼玉県東松山市にある

東松山カントリークラブで第 4 ブロックチャリ
ティーゴルフコンペが開催されました。
　第 4ブロックは、豊島、新宿、杉並、荻窪、板橋、
練馬東、練馬西、中野の 8単会で構成され、当会
からは正副部会長、及び部会員の 12 名が参加し
ました。結果については、残念ながら当会参加者
は上位入賞には至りませんでした。

　来年は当会が幹事を担う予定ですから、青年部
の皆様に奮ってご参加頂けますようお願い致しま
す。

東法連青連協懇親ゴルフコンペ
　平成 30 年 10 月 26 日（金）に埼玉県東松山市
の高坂カントリークラブで都内全ブロック合同に



のチラシ等を頒布）が実施され、当部会より副部
会長 2名が参加しました。
　来年も同時期に広報活動が実施されると思われ
ますので、部会員の皆様の参加をお待ちしていま
す。

今後の予定

◎ 東法連青連協第4ブロックボーリング
 大会・懇親会
日時： 平成 30 年 11 月 29 日　木曜日

場所： 池袋ロサボール（豊島区西池袋 1-37-12　 

  ロサ会館 6・7 階）

時間： 18 時～

会費： 部会負担

◎ 杉並法人会青年部会・荻窪法人会青年
 部会・東京商工会議所杉並支部青年部
 合同忘年会
日時： 平成 30 年 12 月 5 日　水曜日

場所： アンリ・ファーブル　（杉並区高円寺北 

  2-1-2　座・高円寺 2 階）

時間： 18 時 30 分～

会費： 7,000 円

◎ 杉並法人会青年部会　賀詞交歓会
日時： 平成 31 年 2 月 7 日　木曜日

場所： マッシモッタヴィオ（杉並区永福 4-4-4 

  永福町ファイブビル）

時間： 未定

会費： 未定

初秋研修会を開催しました
　女性部会では10月24日
（水）午後5時から、新東

京会館で初秋研修会を開催しました。
　杉並税務署から出席いただいたのは、白石刀八
朗署長、関根吉之副署長、渡邉昌彦第一統括官、
清水恭一上席国税調査官の方々でした。一方、当
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い	岐阜大会」が開催され、当部会より正副部会長、
及び部会員の 9名が参加しました。8日にはウェ
ルカムパーティー、翌日 9日には部会長サミット
が開かれました。9日の午後の式典では、加藤大
会会長より開会が宣言された後、全国各局連から
ノミネートされた 12 単位会による租税教育プレ
ゼンテーションの発表、表彰があり最優秀賞には
金沢法人会が受賞されました。
　今回、初参加の部会員もおりましたが、全国大
会の独特の雰囲気を味わえたことと思われます。
来年の法人会全国青年の集いは大分県で開催され
る予定です。部会員の皆様の参加をお待ちしてい
ます。

東京法人会連合会　山手線一周
税務広報活動（協賛イベント）

　平成 30 年 11 月 13 日（火）、新宿駅西口ロータ
リーで東法連青連協第4・第6ブロックのメンバー
とアイドルグループの芝税務署の広報大使「全力
少女Ｒ」による合同広報活動（法人会、税務関連
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会からは渡邊会長、笠井専務理事、原田部会長を
はじめ35名が出席しました。
　研修会では、白石署長による「相続税につい
て」と題した講話があり、その中で話の進行とと
もに、ポイントが要領よくまとめられたスライド
が上映されました。聴衆を引きつけたのは次のよ
うなことでした。
　国の予算は97兆7000億円に達し、その内、6割
が納税収入で賄われているものの、残りの4割弱
は公債金（国債等の国の借金）が充てられていま
す。この金額はおよそ国民1人あたり700万円借金
していることになるという内容でした。また、
平成28年のケースでは、年間130万人の死亡があ
り、その内8.1％に相続税の申告がされていると
のことでした。相続とは子供が親の財産を継続
し、その額に応じて税金を納付して、孫の世代に
大きな負担がかからないようにすることであると
も強調されました。そして講師は健全な納税への
協力を要請しました。
　渡邊会長からは、「法人会員の増員を目指し
て、目標達成に努力しましょう」との呼びかけが
あり、その後、新会員の紹介が行われて、和やか
な中に美味しい料理を頂きながら会員相互の交
流・親睦を深めました。

『定例研修会』を開催
　源泉部会は、10月11日
（木）午後2時から、杉並

税務署との共催による「定例研修会」を杉並税務
署別館大会議室で開催し、4社から実務担当者を
中心に5名が参加しました。研修会では、杉並税
務署副署長・関根吉之氏および花形部会長から挨
拶を頂いた後、担当調査官より「クイズで学ぶ源
泉所得税」と題し、源泉徴収実務にかかわる注意
点など、詳しく丁寧に解説して頂きました。

『年末調整のしかた』等説明会
を開催
　杉並税務署との共催による「定例研修会」を、
11月5日（月）午後2時から杉並税務署別館大会議
室で開催し、18社31名が参加しました。関根吉之
杉並税務署副署長および花形部会長から挨拶を頂
いた後、年末調整、法定調書、軽減税率、特別徴
収など広範囲にわたって、それぞれの担当者から
丁寧に解説して頂きました。

『管外研修会』を開催
　11月12日（月）午後4時から部会員他6名が参加
して恒例の管外研修会を箱根仙石原温泉「ホテル
箱根パウエル」研修室で開催しました。会議では
当会役員の株式会社コムウェル・濱悠二様による
「終活の準備について」と題して講演をして頂
き、一同興味深く拝聴しました。終了後、懇親会
が開催され、翌日、参加者一同は友誼団体と合同
で親善ゴルフを楽しみました。

第２ブロック研修旅行
　晴天に恵まれた10月26日（金）、第2ブロック
研修旅行が、14名の参加によって行われました。
一行を乗せたバスは高円寺を出発し、茨城県北部
を目指して、常磐道を北へ進むと紅葉に染まる
山々が視界に入ってきました。
　目指すのは久慈郡大子町や常陸太田市などにま
たがる奥久慈の竜神大吊橋です。やがて目的地に
到着した一行は、半袖でも過ごしやすい、澄んだ
大気の中を橋の傍に……。茨城百景の一つになっ
ているこの大吊橋は、湖面からの高さが100メー
トルもあり、阿武隈高地や八溝山地の山並みが望
め、足元に視線を落とすと竜神川の浸食によって
形成された深くえぐれた峡谷が飛び込んできま
す。湖面に向かって橋からダイブするバンジー
ジャンプが有名だそうですが、ジャンプ台の近く
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から湖面をのぞき込み、足がすくんだ参加者もい
たようです。
　昼食は那珂湊漁港へ行き、ご当地名物のあんこ
う鍋を頂き、午後からおさかな市場を見学、新鮮
で大きな魚や貝がずらりと並んだ有様に圧倒され
ました。その後、一行は茨城県特産（国産干し芋
の90%を生産する）の干し芋工場を訪ね、お土産
など買い物を楽しみました。
　また、往復の車中では相続税についての研修が
あり、参加者は相続に関する体験や考え方につい
て意見を交わしました。心を洗われる風景に触れ
たり、貴重なことを学ぶ時間を共有したりして第
2ブロックの結束を深めると共に、得るところの
大きかった旅行となりました。

第４ブロック秋季研修旅行
　第4ブロックでは、11月7日（水）甲府市などを
目的地とした日帰りバス研修を実施しました。他
の地域団体の旅行とも重なったため、参加者は14
人となりましたが、和気あいあいと楽しく充実し
た研修旅行になりました。

　一行は車中で楽しく税務研修をし、紅葉に恵ま
れた昇仙峡や恵林寺などを巡り、また、秋の風物
詩“ころ柿”に舌鼓。昼食は甲府富士屋ホテルで
のランチバイキングを頂きました。
　税と密接に関連する貨幣の歴史を学ぶために一
行が訪れたのは“山梨中銀金融資料館”で、今回
の研修の目玉ともいうべきものでした。同館は
「山梨中銀創立50周年事業」の一環として、1992
年（平成4）年に開設。通常の観光ツアーでは訪
れる場所ではありませんが、研修の趣旨に鑑み
て、特別にプランへ組み込んだわけです。　
　内容は、山梨銀行の歴史だけでなく、日本で最
初の流通貨幣“和同開珎”をはじめ、江戸時代の
貨幣のルーツと言われる甲斐の甲州金、わが国初
の貯蓄預金、国立銀行紙幣なども実物を交えて学
びました。また、本物の千両箱もあり見ごたえの
ある内容でした。
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　パネル展示の説明を受けた後、築地取引史上
最大 496 ㎏の巨大マグロの模型前で記念写真。
残念ながらセリはすでに終了していて見学でき
ませんでしたが、市場内には大きな冷凍マグロ
1 匹（場内の拾得物告知板に記載されていた、
11/3 拾得済みの大間のマグロ！）が残されてい
ました。床面が緑色に統一されているのは、マ
グロの鮮度を確認するためなのだとか。屋上緑
化広場も見学予定になっていましたが、案内係
と警備担当との連絡ミスで屋上に出られず残念。
見学コース内に掲げられている旧築地市場の写
真の前で一同記念撮影。
　その後、変わらぬ賑わいを見せる築地場外市場
で見学・買物（隣接する巨大獅子頭の築地・波除神社、
築地本願寺に参拝する者も）を楽しんだ後、東武レ
バレントホテルでランチバイキングに舌鼓をうち、帰
途へ。　　（広報委員　（有）アヴィラ　髙木功雄）

第 5ブロック秋季研修会
　11 月 8 日（木）、毎年恒例の第 5ブロック秋季
研修会は 44 人が参加して行われました。飲料を
差し入れてくださった渡邊会長、研修会企画に
尽力くださった小宮都議の挨拶とお見送りを受
けて参加者を乗せたバスは豊洲市場へ。　
　秋晴れの首都高速を東進する車内では「例外
的に年次休暇の買取りが認められる 3つのケー
ス」という元国税査察官の税理士によるビデオ
税務研修が行われ、皆熱心に聞き入りました。
　フジテレビ本社、ダイバーシティ東京のガン
ダム、巨大観覧車を横目にバスは豊洲市場に到
着。まず、管理施設棟で一般の見学者と区別す
るためにオレンジとグリーンのビブスを着用し
た後、参加者は 2班に分かれ水産卸売場棟へ向
かいます。
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■	中小企業者向け省エネ促進税制　
　　～法人事業税・個人事業税の減免～
　東京都では、中小企業者が行う省エネ設備等の
取得を支援するため、法人事業税、個人事業税を
減免しています。詳細は、主税局HP「＜東京版＞
環境減税について」をご覧ください。
問：	〇中小企業者向け省エネ促進税制について
　　		 所管都税事務所の各税目担当班
	 	 主税局課税部（法人）03–5388–2963
	 	 主税局課税部（個人）03–5388–2969	
	 〇地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機
	 	 器について
	 	 クール・ネット東京　03–5990–5091

	 	 	 	主税局HP
	 	 	 ＜東京版＞「環境減税について」はこちら

■	便利な電子申告をご利用ください
　東京都では、現在、法人事業税・地方法人特別
税・法人都民税、23区内の事業所税、23区内の固
定資産（償却資産）について、eLTAX（地方税
ポータルシステム）を利用した電子申告等の受付
を行っています。あわせて、法人事業税・地方法
人特別税・法人都民税、23区内の事業所税につ
いて、eLTAXを利用した電子納税も行っていま
す。

＜ eLTAXのご利用時間＞

【各手続きの受付時間】　　	
	 平日　8時 30分～ 24時（土・日・休日、
	 年末年始 12/29 ～ 1/3 を除く）

＜利用手続についてのお問い合わせ＞

【ホームページ】	http://www.eltax.jp/

【ヘルプデスク】	0570-081459（左記電話に
	 つながらない場合：03-5500-7010）
	 平日 9時～ 17時（土・日・休日、年末
	 年始 12/29 ～ 1/3 を除く）

ハイシンコク
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大規模自然災害と備え

　前回の編集後記をもってお役御免となるつもりでし
たが、引き続き仰せつかりましたのでご勘弁を。
　2018年は6月に大阪北部地震、7月に平成30年７月豪
雨、台風12号、9月には台風21号、平成30年北海道胆
振東部地震、台風24号、10月も台風25号と日本列島は
立て続けに自然災害が発生し、損害保険会社では未
だにその対応に追われています。
　北海道に赴任していた保険会社の者ですら、地震
は来ないものと高をくくっていたそうで、個人的には弊
社名と似た安平町の様子が気掛かりでした。　
　10月、AIG新宿代理店会の一員として平成28年に発
生した熊本地震の被災地へ視察復興支援に行ってき
ました。
　天下の名城熊本城も大規模損害を免れませんでし
たが、天守閣は来年のラグビーワールドカップ開催に
間に合わせようと懸命の復旧工事の最中でした。
肥後一之宮阿蘇神社では、「日本三大楼門」の一つと
言われる立派な楼門・拝殿が倒壊し、楼門は基礎が
残っているだけでしたが、拝殿は復旧中でした。
　地震への備えは自助・共助・公助と言われています
が、まず自助です。「アクション!すぎなみ」11頁の“杉並

消防署の家具
転倒対策”は
直ぐにも実行
可能です。我
家では、阪神
淡路大震災の
直後から実行
しています。次
に地震保険です。地震が原因の火災・スプリンクラー
作動による水濡れ損害も火災保険では補償されませ
ん。今後30年以内の地震の発生確率は「アクション!す
ぎなみ」32頁に、地震ハザードステーションJ-SHISの
データが記載されています。東日本、九州、北海道はこ
の杉並区の発生確率よりも全く低く、地震保険料も各
段に安かったのです。
　その一方で、9月30日から10月1日に関東を通過した
台風24号による被害は未だに事故報告を受けている
状況です。火災保険では「風災・ひょう災・雪災」補償
として対応します。実は実家の屋根が一部飛ばされ損
害を受けました。建物数棟所有されているお客様か
ら、屋根・雨樋の損害が報告され、直ぐに事故受付し
ましたが、ご契約の際保険料の関係でこの特約を外し
ていたことが思い出され、対応できずに残念でした。
　現在は10年、20年前とは明らかに気候が変動してい
ます。保険会社は長期のリスクを適正に予測・保有で
きなくなり、長期の火災保険は10年までとなったので
す。最近、火災保険料が来年の6月には5％値上げ予定
と発表されました。自宅が高台に有れば浸水被害は起
こらないだろうと、「水災」補償を外すことも多いです
が、集中ゲリラ豪雨で排水が追いつかず、浸水被害が
発生する事態に至っています。
　自宅・家族、会社・従業員を守るために、ご加入の火
災保険を今一度ご確認願います。
　　　　　　　　　　　（有）アヴィラ　髙木功雄
　

編 集 後 記
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◎1 月に開催が予定されている説明会

◎2 月に開催が予定されている説明会

◎3 月に開催が予定されている説明会

2分の1サイズ広告　　177×128　ミリ

創立60年を機に、社名変更いたしました。

当社は、関東圏内に６センター、2営業所を構える
低温流通食品の取り扱いに特化した総合物流企業でござ
います。
首都圏を網羅するアクセス至便な場所に、24時間、
365日入出庫可能な3温度帯管理の物流センターを構え、
約200台に及ぶ2層式保冷車による配送を行っております。

事業案内

▶ 冷蔵・冷凍倉庫での保管・在庫管理サービス
▶ 流通加工サービス
▶ 輸配送サービス

お問い合わせ先

〒168-0073
東京都杉並区下高井戸5丁目4-45
代表電話  03-3302-0656
FAX 03-3302-7366
http://www.takaido.co.jp
e-mail  info-t@takaido.co.jp

TAKAIDOクールフロー株式会社

創立60年を機に、社名変更いたしました。

当社は、関東圏内に６センター、2営業所を構える
低温流通食品の取り扱いに特化した総合物流企業でござ
います。
首都圏を網羅するアクセス至便な場所に、24時間、
365日入出庫可能な3温度帯管理の物流センターを構え、
約200台に及ぶ2層式保冷車による配送を行っております。

事業案内

▶ 冷蔵・冷凍倉庫での保管・在庫管理サービス
▶ 流通加工サービス
▶ 輸配送サービス

お問い合わせ先

〒168-0073
東京都杉並区下高井戸5丁目4-45
代表電話  03-3302-0656
FAX 03-3302-7366
http://www.takaido.co.jp
e-mail  info-t@takaido.co.jp

TAKAIDOクールフロー株式会社

	　説明会の名称　	　　日　　時	 			場　　所		 　　講　　師	 　　　内　　　　　　　容
　　　　　　　 1月21日（月）	 		 税理士	 申告と決算の基礎知識
 決算法人説明会　	

午後2時～4時30分	
産業商工会館

　	杉並税務署担当官
	 法人税・源泉所得税の改正点と

　　　　　　　　　 		 	 　　　　　　　		 　　　　　　　チェックポイント

	法人税申告書 	 	1月23日（水）・24日（木）	
法人会事務局

	 杉並税務署	 法人税の基礎と
 作　成　講　座	 午後1時～4時30分	 　　 　　　　審理担当官	 　　申告書の書き方　全２回

	　説明会の名称　	　　日　　時	 			場　　所		 　　講　　師	 　　　内　　　　　　　容
	　　　　　　　 2月4日（月）	 		 税理士	 申告と決算の基礎知識
 決算法人説明会　	

午後2時～4時30分	
産業商工会館

	 杉並税務署担当官
	 法人税・源泉所得税の改正点と

　　　　　　　　　 		 	 　　　　	 	 　　　　　　　チェックポイント

  2月6日（水）	 　	 税理士	 会社の誕生と税金について
 新設法人説明会	

午後1時30分～4時30分	
産業商工会館

 杉並税務署担当官
 消費税・法人税・源泉所得税

  	　　　	　　　　　	　　　　　　	 	 　　　　　　　　　　の基礎知識

	　説明会の名称　	　　日　　時	 			場　　所		 　　講　　師	 　　　内　　　　　　　容
	　　　　　　　 3月19日（火）	 	　	 税理士	 申告と決算の基礎知識
 決算法人説明会　

	午後2時～4時30分　 
産業商工会館

	 杉並税務署担当官
	 法人税・源泉所得税の改正点と

　　　　　　　　　 		 	 	　　　	 　　　　　　　	 	 　　　　　チェックポイント
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