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消費税期限内納付 巻頭コラム

逵　親舟 書

　今回、コラム寄稿に際し、内容につい
て色々と考えました。『アインシュタイ
ンの相対性理論とカーナビの到着予定時
間について』、『40年ぶりに解けた小学
3年生算数の宿題』、『地球温暖化とエネ
ルギー問題』、『ゆとり教育と日本語』な
どなど。考えあぐねた末の結論は…『やっ
ぱり温泉』です。
　以下思いつくままに…。

交通手段
　高速道路網が発達し、自家用車でどこ
へでも行けてしまう場合が多いのです
が、風情や気持ちの盛り上がり方を考え
ますと、なんと言っても電車とバス。
　いわゆる湘南電車や東北線と呼ばれた
頃の車輌（旧国鉄80系を起源とする車輌
群）に乗り、旅のお供はもちろん車輌塗
装色のとおり、冷凍ミカンとお茶が理想
です。
　箱根ならロマンスカーに限ります。新
幹線を乗り継いで、日常通勤の延長のよ
うにロングシートに座ったまま目的地に
到着してしまうのはいただけません。何
とか時間のやりくりをしたいものです。
（ただし、この春から北千住までロマン
スカーが来たので試乗しなければと考え
ているところです。）

日帰り温泉の価格設定
　東京駅など都心から出発する場合は、
片道交通費込みで3,000円程度が相場の
ようです。

幼児入浴お断り
　少子化対策の中でありながら、未就学
児お断りの温泉がままあります。裸のつ
きあいの中でそんなに気取らなくてもと
言うのが実感です。（おむつが取れてい
ない赤ちゃんの湯船入浴はご遠慮くださ
いというのは理解できますが。伊香保温
泉の露天風呂では湯守のおじさんがベ
ビーバスを用意してくれたこともありま
した。）

温泉番付と成分泉質
　温泉番付は江戸時代から作成されてお
り、草津温泉と有馬温泉が東西の横綱と
なっています。行司が箱根・熱海と別府
など、なかなか番付作者も苦心した跡
がうかがえます。当時から江戸・東京や
京・大阪からある程度近い温泉地がやは
り上位に来ています。
　ところで、私個人の好みでは、関東平
野の塩化物泉から硫黄のにおいのする
白い濁り湯までえり好みは特にありま
せん。残念なのがレジオネラ菌の事例以
来、塩素が多量に加えられることが多々
ある事です。確かに油断してはいけない
のですが、1,000年以上の歴史を持つと言
われ、今に続く温泉に対しても一律の厳
しい規制を行う必要があるのかと疑問に
感じます。

泉質が良い温泉の簡単な見分け方
　川のそば、くねくね延々と玄関や部屋
から湯船まで歩かされる、古くボロいの
になぜかつぶれず営業している温泉など
は、めったにハズれる事がありません。
（これは、あくまでも泉質の評価であり、
食事まで含めた宿の評価ではないのでご
注意ください。）

鉱泉
　秩父に代表される昔からの鉱泉（ただ
し現在は、成分が一定以上であれば温度
が低くても温泉に分類される）は、一般
的に泉質がよいといわれています。考え
てみると、温度が低い温泉は、致命的と
もいえる不利な条件をはねのけて、生き
残ってこられたなりの理由があるので
す。特に、地元の人が仕事帰りに寄る温
泉は納得感・お得感が高いようです。

　さて、西新井をはじめ、まだまだ新し
い温泉が登場してきます。
　今後とも日本の伝統ある温泉文化を大
切にしていきたいと思います。

表 紙
「日暮里・舎人ライナー」

「やっぱり温泉」
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バス10台総勢430名の一泊研修会
　第30回を迎えた（社）西新井法人会一泊研修会は、
午前7時30分に足立区内各出発地から計10台のバス
が、集結地である中央自動車道の談合坂サービスエリ
アに向けて出発し、スタートしました。
　当日は予報の通り、気温も上がり上々の天気だった
ので、バス内は早くも旅の気分が盛り上がり、和やか
な雰囲気となりました。
　足立区内から出発したバスは、談合坂サービスエリ
アを目指して快調に滑り出しました。各バス内では車
両長から2日間の日程説明に続き、研修委員会が制作
した西新井税務署 篠原正明署長のビデオによるご挨拶
をいただきました（P7参照）。
　2日間の楽しい旅に夢を託し、歓談しているうちに
談合坂サービスエリアへ到着。直ちに各バスの役員が
集合し、腕章などを受けとり、野口会長から「無事
で思い出に残る旅を望みます。」とのご挨拶をいただ
き、続いて堀口担当副会長、後藤厚生委員長から「2
日間の研修会が無事に終了出来るよう、皆さんのご協

力をお願いします」とのことばと、「ドライバー、ガイ
ドさんにも安全運転でお願いします。」と挨拶があり
ました。
　いよいよ、ここからが一泊研修会の始まりです。10
台のバスは談合坂サービスエリアを後に最初の休憩地
である諏訪湖サービスエリアに向いました。諏訪湖サー
ビスエリアで小休憩の後、『飯田・水引工芸館』に到
着。ここで昼食をとり、水引工芸館の見学となりまし
た。ここ『水引工芸館』は日本でも有名な工芸館で日
本の70％以上のシェアを持ち、これが紙で出来てい
るのかと思うくらい精巧な水引工芸品に圧倒されまし
た。午後1時に飯田を後に、途中休憩をとりながら一路
岐阜の『水明館』へ向いました。
　天候に恵まれたおかげで、バスは快調に予定時間の
午後3時過ぎに宿泊地である水明館に到着しました。
　バスから降りた参加者は、そのまま研修会場に誘導
され、それぞれ席に着きました。
　和島研修委員長の司会で研修が始まり、前西新井税
務署署長で現在は税理士の熊谷久先生による、「消費税
のワンポイントアドバイス・Part2」の講演会が開催さ

西新井法人会一泊研修会
ルートマップ

３月16日（日）
足立区内各地 ― 首都高速・中央道 ― 談合坂SA（休
憩・合流） ― 諏訪湖SA（休憩） ― 飯田IC ― 飯田・
水引工芸館（昼食・見学研修） ― 飯田IC ―中津川IC 
― 下呂温泉『水明館』

３月17日（月）
下呂温泉『水明館』 ― 高山市内（朝市・上三之町散
策） ― 飛騨めん処板蔵（休憩） ― アルプス街道平湯
（昼食） ― 道の駅風穴の里（休憩） ― 松本IC ― 諏訪
湖SA（休憩） ― 談合坂SA（解散式） ―  中央道 ― 
首都高速 ― 足立区内各地

西新井法人会一泊研修会スケジュール

研修会
講　演　消費税のワンポイントアドバイス・Part2
講　師　熊谷　久 氏

懇親会
会　場　臨川閣コンベンションホール
　　　　『朝陽の間』

梅の香漂う早春の岐阜
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れました（P6～ 7参照）。午後4時30分に研修会が満
場拍手のうちに終了し、各自それぞれの部屋に落ち着
き、温泉に入るなど日頃の疲れを癒しました。

思い出は名湯と名酒
　午後6時30分からは懇親会が臨川閣2Fコンベンショ
ンホール『朝陽の間』で開催されました。430席が一同
に並びますと、遠くの人の顔がよく見えない程です。
　後藤厚生委員長の司会で赤羽副会長の開宴のことば
があり、続いて野口会長とご来賓の「ヨイショ」の掛
け声で鏡割りが行われました。乾杯には講師の熊谷先
生による「乾杯ッ！」の声で、大盃に注がれた酒を一
気に飲み干し、大拍手を受けました。
　続いて浅井厚生副委員長の司会で、大宴会が始ま
り、恒例のカラオケ大会も大いに盛り上り、午後8時
30分には懇親会もお開きとなりました。
　2日目は、午前8時30分に『水明館』を出発。朝のま
ぶしい日光を受け飛騨高山へ向いました。高山の朝市

と市内上三之町を散策、古えの街並を見学し、午前11
時30分、『飛騨めん処板蔵』でラーメンを試食しまし
たが、これが好評で会員の購買意欲に見る見る宅急便
の山が出来上がっていきました。
　次いで、アルプス街道平湯で昼食となり、乗鞍岳（標
高3,026m）の雪をかぶって真白になった偉容と目前に
ある雪をバックに記念写真を撮り、山の深さを実感し
ました。道の駅『風穴の里』で休憩をとった後、諏訪
湖サービスエリアへ向いました。
　諏訪湖サービスエリアでは目前の諏訪湖の雄大さ
と、湖面の右側に映し出される八ヶ岳、その左に車山、
その隣に霧ヶ峰とそのパノラマに一時見とれました。
　諏訪を後にすると旅も終りに近づき、予定時刻通り
午後5時10分には最終集結地である談合坂サービスエ
リアに全車両が到着し、ジャンパーや腕章を回収後、
野口会長の挨拶を受け解散式を終了しました。
　それぞれ無事に終了し役員の方々もホッとしたこと
と思います。バスはそれぞれの解散地点へ向い、事故
もなく無事終了しました。

第30回一泊研修旅行
飛騨高山、下呂温泉へ（６号車）

　谷在家・皿沼支部をスタートし、加賀・鹿浜支部・堀の内、椿、江北支部、鹿浜支部と順に乗せた６号車は、

AM7：30キッチリに第1の合流地「談合坂サービスエリア」へ向け出発しました。

　車内では当番車両長の堀の内・椿・江北支部の塚本氏を筆頭に活発な行動が展開されていきます。（車両長は

各支部厚生委員による交替制の様です）

　森田副会長、都築第４ブロック長の御挨拶に続き、各支部長、各委員さんの紹介。

　ビデオ研修におきましては、税務署長 篠原正明様より「e-Taxの積極的利用の勧め」と当法人会会員に向けて

は日頃の活動、又、協力にお礼のお言葉をいただきました。そしてe-Taxについてのアンケートの記入。走り始め

たばかりのバスの中、森田さん、都築さん他皆さんのお言葉と車中の心は『ひとつ』になりました。

『無事』という最高のおみやげを持ち帰る事です。『ただいま！　楽しかったよ！』との思いを叶える為の約束は だけ。

　★バスの出発時間の厳守★

　まずは談合坂サービスエリアでもトイレ休憩後も賑やかなランチの後も の約束は守られました。他の車両を後

にして走り出す６号車。たった の約束が余裕から安心安全へと導いてくれました。

　団体行動の基本・その１『時間の厳守』で、温泉よし、高山の散策よしと、この２日間がとても心地良い楽し

い旅となりました。日差しもいっきに春めいて暖かな春の旅でした。

（谷在家 皿沼支部　小川節子）

※６号車の皆様へ…《忘れ物》紳士用ベージュのトレンチコート（ポケットにメガネ）心当たりの方は事務局へお問い合わせ下さい。

同乗記同乗記
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　恒例一泊研修会の主たる目的は「講演会」です。会
場の下呂温泉『水明館』へは、予定時刻の午後３時ピッ
タリに到着して、和島研修委員長の司会によって定刻
に開会されました。細川副会長の開会のことばに続い
て、野口会長は挨拶の中で、「法人会の繁栄は人の心の
繋がりが第一でありその結実が、会員増強運動に表わ
れ、新加入260社、加入率80.3％を堅持できたことに厚
く御礼申し上げます。」と述べられました。

損益科目からみた消費税課否判断

　講師の熊谷 久氏は「430名という大勢の前で話を
するのは、消費税導入時のTV取材による説明会以来
なので、いささか緊張しています」と講演に入られま
したが、時折ジョークも交えた講演に、旅の疲れも忘
れて聞き入ってしまう程、その口調はとても滑らかで
した。
　配布された資料は、消費税の課税対象または仕入控
除対象には○印、不可には×印で示された理解し易い
『損益科目から見た消費税の課否判断』の一覧表と、中
小企業・ベンチャー税制などに関する『20年度税制改
正のあらまし』で、テーマに沿って解説されました。
　熊谷氏は、『41年3ヵ月と10日』の公務員生活の後、
税理士の認可を得るまでの経緯を話され、最近の相談
例として、「個人事業主で独身の息子が死亡し、その
保証人になっていた父親は、土地を売却して保障債務
を果たすべきか？」という場合についてのお話しでし

税理士　熊谷  久 氏

ユーモアを交えた講演に笑顔がイッパイの会場

熱演中の熊谷 久先生

挨拶する野口法人会会長

『演　題』

消費税の消費税のワンポイントアドバイス・ワンポイントアドバイス・Part2Part2

研修会司会の和島研修委員長

研修会・講演
講　師
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た。父が社長、息子が専務という連帯保証人の会社が
倒産した場合、親子の負担割合を明確にしておく必要
がある事や、人材派遣を受ける時、仕入控除になる場
合とならない場合があるので注意が必要であるなど、
幾つかの事例を挙げて説明されました。

巷で流行する「KY語」とは

　「最近、マスコミで「KY語」が取りざたされていま
すが、『NHK』はNihon Ho－so Kyo－kai（日本放送協会）、
『KK』は株式会社など、ローマ字の頭文字をとっての
表し方で、「以前からあったことですが、昨年の安倍首
相退陣に関して揶揄された、『Kuuki ga Yomenai＝空
気が読めない』の『KY』が流行り、『KD』は携帯電
話、『BM』はバカ丸出し、『CB』はチョービミョー、

　足立区内各出発地から全車両集合地点の中央道談合坂
サービスエリアまで約1時間強、この間に各車両長の挨
拶や2日間の旅行案内などに引続き、研修委員会制作の
篠原署長によるビデオのご挨拶を放映いたしました。

　昨年7月に着任して以来、本日ま
で、西新井法人会の活発な事業活動
に驚くとともに、活発な諸行事が
次々に開催されることに敬意を表し
たいと思います。昨年10月に荒川河
川敷で行われた「あだちまつり」へ

の参加は、2日間にわたり税金クイズや鉢花の配布など、
素晴らしい社会貢献活動を実施され、私も区民と直接触
れ合う催しに感動いたしました。11月には遺伝子学の世
界的権威で筑波大名誉教授の村上和雄先生による大講演
会を開催され、また会員増強運動で新たに260社の新入
会員を迎え加入率80.3％を確保していることに感嘆いた
しました。

　野口会長以下全会員の熱意が伝ってくるようです。
　ただ今は、所得税の確定申告期間中ですが、期限内納
税のご協力とe-Taxへのご協力も賜りたいと存じます。
　今回の一泊研修会は30回目とお聞きしております
が、研修会講師に税理士の熊谷久先生の講演が予定され
ており、宿泊先の岐阜下呂温泉『水明館』さんは、天皇、
皇后が宿泊された由緒あるところと聞いております。西
の有馬温泉、東の草津温泉と並び下呂温泉は日本の３名
泉と云われる名湯であり、日頃の疲れを癒していただき
たいと思います。
　最後に、この研修会が
楽しい旅になりますよう
旅路の安全と皆様のご健
勝、ご事業のご繁栄と、
西新井法人会の益々のご
発展を祈念します。

篠原正明  西新井税務署長のビデオでのご挨拶（要旨）

素晴らしい法人会活動と、「e-Tax」への一層のご協力を！

篠原正明署長

ビデオ撮影風景

『DC』はデパ地下などとの意味だそうです」と解説さ
れ、「本日の講演予定は1時間となっています。たっぷ
りお話するつもりでしたが、皆様のキツイ視線が感じ
られ、KY＝空気が読めないと言われそうですので…」
と、軽妙に時間を切り上げて終了されました。

講演会風景
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8号車はここだよ

天気に恵まれ
、いい旅にな

りそうだ

予定通り到着し、研修会場へ

「ヨイショっ！」の掛け声で鏡割り

大盃を見つめる熊谷講師

第2部司会の浅井
副委員長と斉藤副

委員長

高山区議と新藤局長

椅子席なので快適です
熊谷講師と野口会長
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決まったっ！

久し振りの下呂温泉　いい湯だね

食べて飲んで、いい気持ち

今度は水割りだ

酒は旨いし、ネェーチャンは！

美男美女が揃ったこの支部はどこ？

笑顔の宴会

ワーッ上手！

大
宴
会
！

飲
め
や
歌
え
の

踊りはどうでした？

もっと食べましょっ！
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宮城支部の仲間たち

話に花が咲く

酒はいいもんだ

オーイお酒
女性の時代。酒持っ

てこい！

お酒をください

夫婦水入らずで！

赤羽副会長と浅野副会長

ワインはロマンチックね

一泊研修会は毎年楽しいね今日の酒はいい酒だ

盛
り
上
が
る懇
親
会

10 NISHIARAI HOJINKAI Vol. 188
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誰かお酒を！ 楽しい懇親会

まだビール足りないよ～！

会長夫人と記念写真

益々元気

料理は如何でした

もっと飲んで！

壇上の歌も料理も旨い

飲むのはこれからさ

今宵は酔っちゃうわ

あら、手が？ 扇・江北支部のカラオケ道場
盛り上がる二次会場

食欲の春 明
日
も

あ
り
ま
す
よ

NISHIARAI HOJINKAI Vol. 188 11
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高山の駐車場にて みたらしダンゴ

朝市の宮川橋にて

大同生命ご一行

飛騨の地酒を飲も
う

ここに来たらまず飛騨牛よ！

高山朝市にて

研
修
会

　

二
日
目

NISHIARAI HOJINKAI Vol. 18l. 18812

高山、宮川朝市にて
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増えるお土産

高山の街を夫婦で散策

ラーメン試食
少しだから美味いのかな

ラーメン試食後、賑わう売店

講師の熊谷先生と

昼食を終え元気モリモリ

全部食べました

食欲旺盛

扇支部の役員と…

3／16日～ 17日は各委員の方、ご苦労様でした（野口会長）

お
疲
れ
様
で
し
た

NISHIARAI HOJINKAI Vol. 188 13
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興野支部、西新井本町支部、関原支部　1号車

2号車の皆さん

話はハズむ
酒がウマイ

ガイドさんも大変だね

参加してよかったなぁ

雪の壁

乗鞍岳をバックに

お酒はどう！

エイー！

2号車車内

両手に花 連れてきてよかった

笑顔

ビールは旨い 酔わせて！

満腹よ！

二次会

入谷支部、舎人支部　2号車
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5号車の皆さん

記念写真①

3号車の皆さん

バス内の役員記念写真②

のど自慢

3号車の前で

アーン
仲良しの②

仲良しの①

エイ、エイー

仲良しの③

伊興第1支部、伊興第2支部、西伊興支部、古千谷・伊興支部　3号車
3号車の皆さん

高山市街で…

旅の記念に
トイレ休憩

古い街はいいね

さあ着いたわ

西新井第1支部、西新井第2支部　5号車
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7号車の皆さん 2対1

これからどちらへお出まし？

話が弾む
おにぎり食べたい

わたしの顔は？

お酒もどうぞ

全部食べたぞ

おいしい！

マスクおじさん②

もう一杯飲むよ

宴会はいいよ

マスクおじさん①

さあ食べよう

もっと食べる？

湯上がりの一杯は…

二次会の前に腹ごしらえ

谷在家・皿沼支部、加賀・鹿浜支部、堀之内・椿・江北支部、鹿浜支部　6号車

江北支部、扇支部　7号車
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10号車の皆さん

楽しく食べよ

いいホテルでおいしい食事

ご夫婦で

仲良しグループ休憩すると土産が増える

ビールも飲もう

一杯どう

お酒はお猪口に限るわ

8号車の皆さん　諏訪湖サービスエリアにて

お茶漬けにしようか

奥様は蚊帳の外日頃の疲れを癒して

ビールが足りないね

酒も弱くなったな

予は満足じゃ

あら、おいしい①

あら、おいしい②

本木支部、栗原・栄町支部、島根・栗原支部　8号車

梅島支部、梅田第1支部、梅田第2支部　10号車
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旅はいいなぁ！

仲良しと
もう一杯

ジャンジャン酒持って来て

二次会で歌おう

おいしい料理ね

いい気分だ

酒もほどほど

酒はまだあるか？

まだまだ元気だよ

料理もうまい

もう一杯どうですか

両手に狼？
掘出し物はないかな

参加者の面倒をみる厚生委員

お酒を飲んで最高の笑顔

賞品はお米、よかったね

高山市街をブラブラ

さあ、飲んで食べて

さあ、宴会が始まった

高山の街を散策

乗鞍岳をバックに11号車の皆さん

新田支部　11号車

宮城支部、小台支部　12号車
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毎年恒例！のど自慢カラオケ大会

1号車
興野支部・西新井本町・関原
高橋　茂さん　「北の漁場♪」 2号車

入谷支部
小金井勝利さん　「夢芝居♪」

3号車
第二ブロック伊輿第1支部
嶋村秀雄さん　「かえり船♪」

5号車
西新井第2支部
山本　進さん「私祈ってます♪」

6号車
堀の内・椿・江北支部
松下利子さん
「月がとっても青いから♪」

8号車
栗原栄町支部
飯田　篤さん
「佐渡の恋唄♪」

10号車
梅田第1支部
安江ヨネ子さん
「人形（おもちゃ）♪」

11号車
新田支部　奈良原千代さん 他7名
「大阪ラブソディー♪」

12号車
小台支部
木村　操さん　「天命♪」

カラオケ大会特別出演者

堀口副会長さん
「男のこぶし♪」

瀬田監事さん
「思案橋ブルース♪」

國領支社長さん
「星降る街角♪」

浅野副会長さん
「長崎は今日も
　 雨だった♪」

秋山サービス
事業委員長さん
「風港♪」

森田副会長さん
「おゆき♪」

7号車
扇支部
及川マスさん
舞踊「紀伊国屋文左衛門♪」

080425西新井法人会報188.indd   19 08.5.8   10:56:15 AM



NISHIARAI HOJINKAI Vol. 18820

　インターネットにアクセスできるパソコンをお持ちの方は、次の手順で事前準備を行うことにより、
国税電子申告・納税システム（e-Tax）を利用した電子納税ができます。

ご利用開始までの流れ
①　金融機関とインターネットバンキング等の契約をします。
　お取引の金融機関で「税金・各種料金払込みサービス」（ペイジー）が提供されている必要
がありますので、予め金融機関にご確認ください。
　なお、インターネットバンキング等の契約をしていなくても、ペイジーマークの表示がある
ATMを利用して納税することができます。

②　所轄の税務署に開始届出書を提出して「利用者識別番号」を取得します。
　「電子申告・納税等開始届出書」は、e-Tax ホームページの「ご利用メニュー」の「開
始届出はこちら」からオンラインで提出できます。オンラインで提出した場合、利用者
識別番号がオンラインで即時に発行されます。
※「電子申告・納税等開始届出書」は、書面でも提出できます。書面で提出した場合には、税務署
から利用者識別番号及び暗証番号を記載した通知書等が送付されます。

③　パソコンに e-Tax ソフトをインストールします。
　e-Taxソフト（e-Taxを利用するためのソフト）をインターネットに接続したパソコン
にインストールして、電子納税の手続を開始します。「電子納税のしかた」は、裏面をご覧
ください。
※e-Tax ソフトは、e-Tax ホームページからのダウンロードによる取得となります。詳しくは、
e-Tax ホームページ（「e-Tax 導入マニュアル」）をご覧ください。

④　電子証明書を登録します。
（e-Tax を源泉所得税などの「電子納税」に限り利用する場合は不要です。）

○電子証明書を登録することにより、申告所得税、法人税、消費税及び地方消費税などの
電子申告や各種申請・届出の電子提出についてもご利用いただけます。

○電子証明書は、地方公共団体、法務省又は民間の認証局等が発行します。e-Tax で使用
可能な電子証明書については、e-Tax ホームページをご覧ください。

　なお、電子証明書の具体的な取得方法及び費用については、各電子証明書の発行機関へお尋ねください。
※ICカードタイプの電子証明書をご利用になる場合は、ICカードリーダが必要になります。

詳しくは、e-Tax ホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。

この社会あなたの税がいきている

税務ニュース
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1.受験資格
　昭和62年4月2日から平成3年4月1日生まれの者

2.試験の程度
　高等学校卒業程度

3.受験申込書交付及び受験申込受付期間
（1）受験申込書の交付
イ）受験申込書交付期間
平成20年5月12日（月）～ 7月1日（火）（土・日曜日は除く）
交付時間：9時～ 17時

ロ）受験申込書交付場所
東京国税局人事第二課試験係又は最寄りの税務署
人事院関東事務局（事務所）

（2）受験申込書の受付
イ）受験申込受付期間
平成20年6月24日（火）～ 7月1日（火）（土・日曜日は除く）
交付時間：9時～ 17時
郵送の場合、7月1日（火）までの通信日付印有効

ロ）受験申込先
人事院関東事務局　〒330-9712　埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

4.試験日程
（1）第1次試験

試験日 試験種目 合格者発表日

9月7日（日）
教養試験
適性試験
作文試験

10月9日（木）

（2）第2次試験
試験日 試験種目 最終合格者発表日

10月16日（木）～10月23日（木）の
うち、指定する日

人物試験
身体検査 11月13日（木）

※第1次試験合格者発表及び最終合格者発表は、人事院事務総局及び人事院関東事務局に於いて、
合格者の受験番号を掲示する。

5.採用予定者数
未定

足立区鹿浜6－37－1（鳩ヶ谷街道沿い・皿沼交番前）

●家族・親族様の宿泊施設完備●宗教宗派を問わず、どなたでもご利用できます
●霊安室完備（ご自宅に安置できない方、病院から直接安置できます）

内閣府認定 NPO法人全国葬送支援協議会 東京本部指定葬儀社

ホームページ　http://www.adachi-sk.co.jp

足立区の葬儀屋唯一の葬儀設備・式場を持つ葬儀社です。
葬儀、密葬、家族葬、社葬、自由葬、音楽葬、神式葬、キリスト教などのお葬式。
谷塚斎場、町屋斎場など火葬場や集会場、自宅、家でのお葬式。
あせらず、慌てず。まずはご相談ください。ご葬儀のプロが24時間対応致します。
ご安心ください。信頼できるご葬儀の全てを安心の価格でお手伝い致します。
また、「葬儀ローン」も取り扱っていますので、ご相談ください。

2 4時間いざというときの為に

お 気 軽 に お 電 話くだ さ い 。
0120-084-622

“足立区唯一の葬儀設備”が整っている

平成20年度国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験要項
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お問い合わせ・資料請求は

TEL.（03）3357-1641㈹
〒160-0002 東京都新宿区坂町 13－4 全法連会館

FAX.（03）3357-1642

〈東京都知事認可〉

●事業主が毎月一定の
掛金を口座振替で振
込み、退職金の支給
は事業主に代って当
共済会が行うもので
す。（いわば「確定拠
出型」の退職金制度
です。）

●毎月の掛金は税法上、
全額損金算入または
必要経費として処理
できます。
●掛金は1口1,000円
から30口30,000円ま
で任意（従業員1人
当り月額）。

■制度の内容
●東京都所在の事業所であれば、その従業員
を加入させることができます（但し、年齢14
歳6ヵ月以上70歳6ヵ月以下に限ります）。なお、
掛金の払い込みは満75歳までとします。

●この制度に加入する場合には、全従業員を
加入させなければなりません。但し、事業主
自身、役員（使用人兼務役員を除く）、事業
主と生計を一にする親族は加入できません。

●中小企業退職金共済制度や適格退職年金と
の重複加入も認められています。

■退職年金による給付金
の受け取り

退職給付金を長期（支給
期間：5年もしくは10年）
にわたり、少しずつ受け取
ることもできます。（掛金払
込み期間10年、年金年額
24万円をともに超えている
従業員にのみ適用）

■過去勤務期間通算のお
すすめ

この制度に加入する以前の
勤務期間を、10年を限度と
して遡及できます。（新規加入
事業所のみ適用）

制度の特色

従業員の退職金準備に

　今年度最後の研修会が演題「退職所得の源泉
徴収」で27社33名の出席を得て西新井法人会
館にて行われました。
　まず、小倉源泉部会部会長による挨拶、引き
続いて西新井税務署 鳥海法人課税第二部門統括
官による研修に入りました。
　テキストは東京国税局発刊の「源泉所得税ガ
イドブック5 退職金」、国税庁発刊の「源泉徴収
のあらまし」を使用し、具体的事例に基づく設
問・解答形式で非常にわかりやすい解説でした。1時間30分の講義でしたが、テーマを総花的に広
げず具体的に絞ったことが良かったように思えました。
　次に、今年度最後の研修会なので恒例の皆勤賞発表を行い、12社19名の方々が対象になり賞品
授与がおこなわれ、小竹源泉部会副部会長の挨拶にて午後5時に閉会いたしました。
　引き続き、第二部懇親会が行われ盛り沢山のご馳走と飲み物で充分に親睦が深められたと思っ
ております。
　また、新年度に入ることになりますが、年会費（12,000円）に余る有意義な研修内容が毎年豊富
に企画実践されていますのでぜひ新規ご加入いただきますようお待ちしております。

（源泉部会 幹事　石井幸男）

源泉部会研修会　平成20年2月7日（木）

源泉徴収のポイントⅢ 「退職所得の源泉徴収」

源泉部会研修会

源泉部会
研修会
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　石井常任理事の司会により、池田副会長の開会のこ
とばに続き、渡邉会長の挨拶がありました。

西新井税務署長表彰状受彰者
鈴木　　勇　社団法人　西新井青色申告会　支部長
土屋　勝重　社団法人　西新井法人会　常任理事
野口冨次郎　社団法人　西新井青色申告会　理事
畑田　富子　西新井納税貯蓄組合連合会　常任理事
早川　元康　東京小売酒販組合西新井支部　副支部長
横田　健児　社団法人　西新井法人会　監事

　以上6名の方々に、司会者からの紹介と会長
から会員章が贈られました。

　篠原署長は東京国税不服審判所勤務など歴任
しており、この演題については、訴訟が不服申
立ての手続きを経なければ提起できないことを
前提に話を進められました。審査請求は勿論書
面による提出が必要ですが、裁決までの流れや

裁決が合議体による議決（多数決）などを経て決定さ
れること、原則として審査請求の前には異議申立ての
手続きを経る必要があることなどを分り易く説明さ
れました。研修会は根岸副会長の閉会のことばで終了
し、懇親会へ移りました。
　懇親会は西新井税務署・13代署長の菅原氏をはじ
め、法人会一泊研修会で講演をいただいた熊谷前署長
など9名の元署長様が出席され、在任当時の懐しい話
や、現況についての話に花を咲かせました。

○ご出席の歴代署長（敬称略）
　13代　菅原　時夫 氏 16代　須藤　正和 氏
　21代　石山　　弘 氏 22代　五十嵐修二 氏
　26代　佐藤　正男 氏 27代　村上　憲雄 氏
　29代　間部　　功 氏 30代　熊谷　　久 氏
○ご来賓
東京税理士会西新井支部長　安藤政利

DATA　●日時：３月25日（火）　●会場：西新井法人会館

会員研修会

西新井彰友会
講演：「納税者の権利救済」
講師：西新井税務署長　篠原正明氏

講演中の篠原署長

挨拶する渡邉会長 篠原署長

挨拶する13代菅原元署長 出席された歴代の署長方々

５月中に西新井法人会会員の方に限り5,000円以上の
お買い上げで、ダンロップのグローブをプレゼント

※西新井法人会会員とスタッフにお伝えください｡
※サイズが無くなった場合はご了承ください｡

ゴルフサポート
〒121-0831

足立区舎人２－21－10
見沼代親水公園駅東口正面

セブンイレブン２F
TEL. 0120-165-622

営業時間　10：00～20：00あなたに合うゴルフクラブがイッパイ！

約1.5km先　　▲
東京ジャンボゴルフ

尾久橋通り

至日暮里 至鳩ヶ谷

見沼代親水公園駅　
バス停●

●
足立田園
クリニック

舎人1丁目▼
交差点　

▼舎人氷川神社
　交差点

日暮里・
舎人ライナー
見沼代親水公園

（セブンイレブン２F）
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西新井警察署　犯罪抑止対策本部

【税の還付金を理由とした詐欺に注意！】
「税金や国民健康保険の還付金がある。」など
の電話や手紙は「詐欺だ」と疑い、まず相談。

○手口は
・現金自動受け払い機（ATM）のあるコンビ
ニに行って下さい。
・コンビニに着いたら電話をして下さい。
・私の言う通りにATMを操作して下さい。
などと言葉巧みにATMを操作させ、お金を振り
込ませるものです。

〈すぐに振り込まない　一人で振り込まない〉

犯罪発生状況 （平成20年3月末現在）
増減
－  3件
＋  3件
＋36件
－  3件
＋11件
＋  2件
＋10件
±  0件
＋50件
－12件

平成19年
11件
0件
49件
4件
6件
3件
31件
9件

228件
52件

平成20年
8件
3件
85件
1件
17件
5件
41件
9件

278件
40件

重 点犯 罪
ひ っ た く り
強 盗
侵 入 窃 盗
性 犯 罪
振り込 め 詐 欺
子どもに対する犯罪
車上ねらい（車内）
自 動 車 盗
自 転 車 盗
オ ート バ イ 盗

高齢ドライバーによる交通事故増加！！

ドライバーの皆さんへ！！

警 察 だ よ り 警視庁　西新井警察署

西新井警察署管内の高齢ドライバーが関与する交通事故では、
約86％が加害者になっています。
◆慣れた道路でも、油断せず、しっかり安全確認をしましょう。
◆運転時は、運転に集中して追突事故などの防止に努めましょう。
◆交差点で右左折する際は、横断歩道の直前でも自転車・歩行者の安全をチェック
しましょう。
◆自分の運転に自信がなくなったら、他人の命を奪ったり、他人を傷つけるまえに運転を
やめる勇気も必要ではないでしょうか。
◆自動車運転免許の返納制度についてお知らせしています。（一部特典があります）

　高齢者の交通事故を防止するためには、
高齢者の特性を知っておくことも大切です。
◆高齢者の事故では、死亡・重傷などの重大事故
につながりやすい。
◆高齢者は、ドライバーが思うほど車に気が付いて
いない。
◆都内での高齢者の死亡事故では、その８割が
信号無視・横断歩道外の横断など高齢者側に
も原因があるのです。

ウエ
ルカム けいしちょう

ピーポくんファミリー
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消 防 だ よ り 東京消防庁　西新井消防署

西新井消防署　予防課防火管理係　03-3853-0119

大師前出張所 TEL. 3886－0119
上沼田出張所 TEL. 3855－0119
本木出張所 TEL. 3889－0119

西新井消防署
TEL. 3853－0119
FAX. 3857－2369

西新井消防署ホームページ　http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nisiarai/index.html

東京国際消防防災展2008開催
防火 防災 力の限り！　STRIVNG FOR THE BEST
主　　催　東京消防庁、株式会社東京ビッグサイト
　　　　　東京国際消防防災展2008実行委員会
開催期間
　期　間　平成20年6月5日（木）～8日（日）
　時　間　午前10時00分～午後5時00分まで
　　　　　午前10時00分～午後4時00分まで（最終日のみ）
会　　場　東京ビッグサイト 西1・2ホール・屋外展示場

入　場　無　料
最新の消防装備、防災用品の展示・
実演、災害体感シアター、災害時の
知恵を楽しく学ぶ防災キッチンなど
数多くのプログラムを用意して、皆様
のご来場をお待ちしています。

などの水災に備えよう
大雨や台風情報をキャッチした時
○家の周りを一周し、飛ばされそうな物はすべて室内に取り込むか、固定するなど飛散防止策を
講じましょう。
○屋根の瓦やトタンは強風で飛ばされたりしないように補強しておきましょう。
○停電に備えて、懐中電灯や携帯ラジオなどの防災用品を準備しましょう。
○テレビやラジオなどの気象情報に注意しましょう。

台風や雨が襲ってきたとき
○転倒や飛散物が衝突する危険があるので、見回りなど最低限必要な場合を除き、むやみに外出しない
ようにしましょう。
○堤防の近くに住む人は、水かさの増加に注意しま
しょう。
○避難に備えて、貴重品等の非常持出品の準備、数
日分の飲料水、食料を確保しておきましょう。

地下階の浸水に備えて
○地下階に浸水が予想されるときは、エレベーターの
使用は避けましょう。
○複数の避難経路を確認しておきましょう。
○入り口ドアの外側が浸水している場合は、ドアが水圧
で開かないことがあるので注意しましょう。
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平成20年4月1日から
23区の法人二税・事業所税の所管都税事務所が変わります

　平成20年4月1日から、法人二税（法人事業税・法人都民税）・事業所税にかかる都税事務所の所管区域が
下表のとおり変わります。
　足立区の法人事業税に係る申告先は、荒川都税事務所に変更となります。（足立都税事務所においても申告
書の受付は行います）
　なお、荒川都税事務所は、5月7日に移転いたします。

主たる事務所・事業所の
所在区

千
代
田

文

京

荒

川
北

足

立

中

央

江

東

江
戸
川

台

東

墨

田

葛

飾
港

品

川

大

田

新

宿

中

野

杉

並

渋

谷

目

黒

世
田
谷

豊

島

板

橋

練

馬

新たな所管
都税事務所

法 人 二 税 千代田 荒 川 中 央 台 東 港 品 川 新 宿 渋 谷 豊 島

事 業 所 税 千 代 田 中 央 港 新　　　　　宿

〈平成20年4月1日以降の所管都税事務所一覧表〉

※都税事務所の所管区域の変更については、東京都議会の議決を経て確定します。

【お問い合わせ先】東京都足立都税事務所　03-3882-2111

荒川都税事務所は
移転します！

　現事務所での業務は5月2日（金）で終了し、5月7日（水）から新庁舎で
業務を開始します。郵便番号・電話番号に変更はありません。

（現）〒116-8586　荒川区荒川1-50-14
（新）〒116-8586　荒川区西日暮里2-25-1　電話3802-8111
 （ステーションガーデンタワー 6階・7階）
 日暮里駅東口徒歩2分です。

平成20年4月1日から、23区の法人二税（法人事業税・法人都民税）・事業所税にかかる都税事務所の所
管区域が変更となりました。都税の納税に関しては、次の点にご注意ください。

〈納税証明書の発行について〉
納税証明書の発行は、これまでどおり、すべての都税事務所で行います。
ただし、申告・納税と同時（またはこれに準ずる場合）に、納税証明書の発行を希望される場合には、納
税者本人または代理人であることを確認できる書類とあわせて
　①領収証書の原本（領収印のあるもの）
　②申告書の控え（受付印のあるもの）
の両方を、都税事務所（徴収管理係・納税証明担当）の窓口までご持参ください。

足立区入谷1-9-17

パンフレットはすぐお届け致します。お気軽にお電話ください。

会議用のお弁当から、
ご祝宴、ご法要の御料理まで、
町会（住区センター）・会社・ご家族、
それぞれのところまで……

03-3896-6088/FAX 03-5647-0124

御料理をお届けいたします

※座卓、皿、グラス等貸出し無料。
※配膳人の手配も承ります。

都税ニュース
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「長崎の鐘」

東京税理士会 西新井支部 
税理士 松村佳幸

　古い話になりますが、わが国では昭和10年代の初めころから次第に軍事色が強まり、歌の世界においては国民
歌あるいは国民歌謡と呼ばれる歌が歌われました。そして、この国民歌のうち、税に関するものとしては「納税愛
国の歌」、「納税小唄」、「納税奉公の歌」の三曲がありました。
　このうち、「納税愛国の歌」の歌詞の1番を紹介しますと次のとおりです（歌詞は武田昌輔著「人物・税の歴
史」より引用）。

【納税愛国の歌】

日に月に　伸びゆく日本築くもの

わが納税の力なり

一億萬人いまぞ起
た

ちて

盡
つく

せその義務　仰げよ祖國

　これらの歌を歌ったのは、霧島昇、音丸、藤山一郎ですが、彼らの名前は年配の方には懐かしいことでしょう。
　ところで、これらの歌のうち、「納税愛国の歌」と「納税奉公の歌」は、古関裕而が作曲をしています。
　そこで、改めて当時の彼の作品を調べてみますと、彼は、「露

ろ

営
えい

の歌」（勝ってくるぞと勇ましく…）、「若
わか

鷲
わし

の
歌」（若い血潮の予

よ

科
か

練
れん

の…）など、有名な軍歌を多数作曲しています。このことについては複雑な感情を抱く方
もあるかもしれませんが、当時の時代背景を考えますと、やむを得ないことであったと思われます。
　さて、昭和20年8月、広島と長崎に原爆が投下され、わが国は連合国に無条件降伏をしました。そして、人々は
食糧不足等に苦しみながら悲惨な生活を送っていましたが、やがて歌の世界においては、それらの人々を励ます
ように明るく希望に満ちた歌が現れはじめました。
　その第一号は、並木路子と霧島昇が歌った「リンゴの唄」（赤いリンゴに唇よせて…）ですが、その後に続いた
のは、古関裕而が作曲し、藤山一郎が歌った「夢淡き東京」（柳青める日、つばめが銀座に飛ぶ日…）です。また、
その後、古関・藤山のコンビは、平和への祈りを込めた永遠の名曲を世に出しました。それが「長崎の鐘」（こよ
なく晴れた青空を…）です。
　税は、いつの世でも政治と不可分の関係にありますが、戦時体制下においては、著名な音楽家も前記のような
形で税とのかかわりを持たされたことがあったのです。

東京税理士会

財団法人 全日本労働福祉協会　健診センター
本部　〒142-0064　東京都品川区旗の台6-16-11
TEL（03）3786-5848（直通）

くわしい内容等は、ご案内（ハガキ）を
発送いたしますのでご参照下さい。

生活習慣病健診
1日人間ドック型式法人会の法人会の

　2006年9月号より、会報に会員企業
の有料広告を掲載しました。東法連加
入の単位会では、すでにはじめている
ところもありますが、当西新井法人会
も広告掲載を開始いたしました。
　会員企業の皆様をはじめ、広報委員
各位の絶大なるご支援をお願い申し
上げます。　　　　　　  広報委員会

法人会報では広告を募集しています
有料広告を掲載しています ●広告料金

1枠
天地5cm×左右8.3cm
2枠
天地5cm×左右17.5cm

●広告料金
1枠　10,000円（1回）
2枠　20,000円（1回）
掲載は3回、6回単位
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風薫る五月、会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は当法人会の運営につき格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

つきましては、下記により、第32回通常総会を開催いたしますので、
ぜひご出席くださいますようご案内申し上げます。

会員の皆様には別途往復はがきにてご案内をさせていただきました。
出欠席にかかわらず、必ずご返信ください。（4月25日郵送済）
なお、ご欠席の場合は、委任状にご捺印の上、ご返送ください。

記

第1部　第32回通常総会
第2部　祝賀会（会費3,000円）

日時　5月21日（水）　午後3時～午後5時
場所　西新井法人会館2階ホール
　　　足立区栗原3-10-16

キ　    リ　    ト　    リ

西新井法人会社団
法人

キ　    リ　    ト　    リ

西新井法人会社団
法人

申告書に、このシールを切り
取って必ず貼付してください。

第
32
回 

通
常
総
会
の
お
知
ら
せ
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お 知 ら せ
平成20年度の労働保険の更新は5月20日（火）までです。
　平成20年度の労働保険料（労災保険料と雇用保険料）の申告・納税期間は4月1日（火）から5月

20日（火）です。加入事業場には4月当初に申告書が郵送されますので、最寄りの金融機関、郵便局、

労働基準監督署または東京労働局へ早めに申告・納付して下さい（申告書は郵送可）。

　申告書の作成、手続きについては、社会保険労務士および労働保険事務組合制度もご利用でき

ます。

　東京労働局ホームページ（http://www.roudoukyoku.go.jp）には、期間中、「申告書の書き方」

及び保険料自動計算フォームが掲載されていますので、ぜひご活用下さい。

労働保険に関する問い合わせ、申告書の郵送提出先は

〒102-8307

千代田区九段南1－2－1　九段第3合同庁舎12階

東京労働局　労働保険徴収部　適用課

TEL. 03-3512-1628　FAX. 03-3512-1563

会場：大日向カントリー倶楽部

　　　〒329-1411 栃木県さくら市鷲宿3880　TEL.0286-86-3751

 東北自動車道・矢板ICから10分

日時：6月29日（日）

集合・出発：都築運輸（ブロック長）駐車場。午前6時30分

会費：23,000円

　　　（プレー費、往復バス代、キャディフィ、カートフィ、車中パーティ費含む）

参加申込み：6月14日（土）までに各支部長へ電話かFAXでお申込みください。

加賀鹿浜支部 鈴木彬夫 支部長……TEL.3890-2250　FAX.3899-4882

谷在家皿沼支部 関　邦次 支部長……TEL.3890-4363　FAX.3890-4550

鹿浜支部 矢萩隆一 支部長……TEL.3899-6176　FAX.3899-6176

堀之内・椿・江北支部 辻内紘一 支部長……TEL.3853-0031　FAX.3855-5808

会員交流会～ゴルフで親睦

第４ブロック・支部対抗ゴルフコンペ
主催：第４ブロック【加賀鹿浜支部・谷在家皿沼支部・鹿浜支部・堀の内椿江北支部】

奮ってご参加ください。

キ　    リ　    ト　    リ

西新井法人会社団
法人

キ　    リ　    ト　    リ

西新井法人会社団
法人

申告書に、このシールを切り
取って必ず貼付してください。
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第188号 平成20年5月8日
発  　行  社団法人  西新井法人会
 足立区栗原3丁目10-16 
 TEL（3852）2511
http://www.adachiseikatsu.com/nishiaraihoujinkai/

編  　集 広報委員会
印 刷 所 マスカタ印刷株式会社
 足立区江北5-3-2
 TEL（3854）2424

　法人会では、東京税理士会西新井支部にお願いして、会員のあら
ゆる税の相談、記帳指導の相談室を開設いたしております。お気軽に
ご利用ください。
　毎週一回、予約制により、待ち時間のないよう実施しています。
あらかじめ電話で予約してください。

　栗原３丁目１０番１９号　東武大師前サンライトマンション１０３号

　東京税理士会西新井支部（西新井税務署隣り）

TEL（３８８９）４６０８～９

法人会員の税務無料相談室

「日暮里・舎人ライナー」 広報委員会

　足立区西部の住民の夢が叶う！
　JR日暮里駅から見沼代親水公園までの 9.7kmを 13駅、
20 分で走る日暮里・舎人ライナーは、自動列車運転装置
（ATO）で、振動、騒音が少ないゴムタイヤで走り、全て
の駅がバリアフリーに配慮してあるので、環境にも乗客
にも優しい新しい交通機関である。
　昭和 61 年、計画路線と位置づけられてから 20 数年、
平成 9 年 12 月の着工から 10 年余の工事で完成、3 月
30 日開業。4月 12 日、13 日「日暮里・舎人ライナー開
業記念イベント」が舎人公園で行われ開通を祝った。
　足立区内の9駅全てが、西新井法人会の区域にあり、ま
さしく法人会員のための新交通システムと言えるのでは？
　表紙の写真は「足立小台駅」ですれ違うライナー。

　平成20年度第1回目の会報をお届けしました。区の西部
地域は陸の孤島と呼ばれて来ましたが、春風と共に待望の
舎人ライナーが開通し、通勤通学に便利になりました。ま
た区では舎人公園に第2東京タワーの建設計画をしました
が、残念ながら実現は出来ませんでした。それでも沿線に
は大師や舎人公園、親水公園など、名所があるので都心部
より観光客を導入し、舎人をアピールすると良いと思いま
す。さて恒例の春の研修旅行も関係役員の皆様のご苦労に
より盛大に無事終了しました。5月には総会も終り新年度
のスタートとなります。会員の皆様の一層のご支援とご協
力をお願い致します。

（広報委員　斎藤智司）

表紙のことば VOL.188 編 集 後 記

日付 5　　　　　月 場　所 日付 6　　　　　月 場　所

14（水） 広報委員会 法人会館 3（火） 青年部会役員会 法人会館

20（火） 税制委員会 法人会館 5（木） 決算法人説明会 法人会館

21（水） 第 32回法人会通常総会 法人会館 5（木） 青年部会・女性部会合同懇親ゴルフ会 法人会館

22（木） 西新井優申会総会 法人会館 6（金） 源泉部会役員会 法人会館

26（月） 女性部会役員会 法人会館 10（火） 研修委員会 法人会館

16（月） 女性部会役員会 法人会館

20（木） 厚生委員会（福利厚生推進会議） 法人会館

26（木） 総務委員会 法人会館

御存知ですか？　こんな有意義な説明会が、行なわれています。

新 設 法 人 説 明 会
　法人設立時の税務手続、源泉徴収のしかた、及び消費税
等について、西新井税務署の担当者が説明します。

★受講料、テキスト代は無料です。★

決 算 法 人 説 明 会
　法人税、消費税の決算時のチェックポイントを東京税理
士会西新井支部の税理士が説明します。

★受講料、テキスト代は無料です。★

月　日 開催日 場所

6月  5日（木） 14：00～ 16：00 法人会館

月　日 開催日 場所

7月  8日（火） 15：00～ 17：00 法人会館

9月11日（木） 15：00～ 17：00 法人会館
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