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　会員の皆様、新年あけましてお
めでとうございます。御家族お揃
いで輝かしい新春をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
　昨年中は会員の皆様を始め、役
員各位並びに税務当局や関係友誼
団体各位の深いご理解とご協力を
いただきまして心より感謝申し上
げます。
　今はIT産業の発達に伴いグ
ローバル化が進み、世間の景気の
動向は地球単位で瞬時に世界中を
覆いつくす時代です。
　昨今の新聞、ニュース及び経済
雑誌等において、世界は100年に
一度の大恐慌、大不況と報道され
ています。
・金融の危機
・日経平均株価の下落及び円高状
　態の市場
・中小零細企業の資金繰りの悪化
・消費の低迷
・失業、雇用問題及び就職内定の
　取消し
など、特に中小零細企業はバブル
の崩壊、大店法の成立や規制の緩
和政策の影響を受けて以来、ずっ

と元気になれぬまま依然厳しい環
境の中におります。
　中小零細企業が生き延びるため
には知恵、知識、創造、改革及び
サービス等をフル回転させて経営
していくことが必須条件だと思い
ます。
　私は会社の士気を高める為に
まずは足もとからと思い、十数
年前から社員一同で、交互に毎
朝街路の向こう三軒両隣の掃除
に取り組んで現在も進行中です。
このことにより近隣の人たちと
の時節の挨拶、心のふれ合いが
でき、会社の廻りの街路はきれ
いになり、また、汚す人も少な
くなりました。ほんとうに些細
なことですが会社にとっては最
大の明るいニュースです。
　平成21年度はみなさんが安心
して笑顔で「社会、経済が明るく
なったね」と言えるような年にし
たいものです。
　おわりに会員企業の益々のご発
展と会員皆様のご活躍、ご健勝を
お祈り申し上げ年頭のご挨拶とさ
せていただきます。
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巻頭コラム

逵　親舟 書

「不況対策は足もとから」
第六組織委員長　渡辺  正昭



　新年明けましておめでとうございます。
　平成21年の年頭にあたり謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。
　旧年中は、会員の皆様を始め、役員各位並
びに税務当局や関係友誼団体各位の深いご理
解とご協力のおかげをもちまして、本会の諸
事業活動が、円滑に運営することができまし
た。心から感謝申し上げます。
　さて、我が国経済は、昨年のアメリカでの
サブプライム問題から端を発し、景気が後退
しつつあります。
　先導役は、世界的な金融危機で輸出に打撃を
受けた自動車産業です。特に今は、不安心理が
先行して、生産縮少、雇用の悪化、消費の縮少
という負の連鎖が加速しているようです。
　昔から個人消費は戦後ほぼ一貫して伸び続
け、不況の時に経済を下支えする縁の下の力
持ちでした。このような実体経済の収縮が、
世界的危機で緊張状態にあった金融市場を一
段と縮み上がらせていると思われます。
　それにしても、このような経済を前に政治
はむしろ足を引っ張ってはいないでしょうか。
景気対策を盛り込んだ第２次補正予算案の国
会への提出は、麻生首相が政局的な判断から
見送られました。本年は、現内閣の求心力が
大きく揺らぎ始めた政権がどうかじ取りをす
るのか注目したいところです。
　このような政治情勢の中、我が法人会は、
昨年10月２日、法人会全国大会で「税制改正
に関する提言」をまとめ、全国の法人会の総意
として提言し、西新井法人会も鴨下一郎衆議
院議員や近藤やよい足立区長に陳情しており
ます。
　税務行政に対する提言は、全法人会員の要
望するところでありますが、法人会を取り巻
く環境も本年は、大きな変革がもたらされる

新
年
の
ご
挨
拶

ことと思います。昨年12月から施行された新
公益法人制度の下、今後５年間に社団法人と
しての資質が問われ、公益社団か一般社団に
なるのか、の方向性を見定めることになると
思います。
　また会員増強運動は、会の存続にかかわる
一大運動でありますが、今回は運動期間を３
月末日までとしてじっくり取り組むことと
なっています。
　今後は、本部役員、支部役員、各部会員と、
これらを支えている会員の皆様の、より一層
のご支援とご協力を仰がねばならないと存じ
ております。
　終りになりますが、会員企業の今後益々の
ご隆盛と、会員皆様のご活躍、ご健勝をお祈
り申し上げ年頭のご挨拶といたします。
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西新井法人会 会長　野口 節

変革がもたらされる年!
一丸となって取り組みたいたい
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　新年明けましておめでとうございます。
　平成21年の年頭に当たりまして、社団法人
西新井法人会の皆様に謹んで新年のお慶びを
申し上げます。
　旧年中は、野口会長はじめ役員並びに会員
の皆様には、税務行政全般にわたり、格別の
御理解と温かな御支援、御協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。おかげさまで、当署の事
務運営も順調に推移しております。これもひ
とえに皆様のお力添えの賜物と、心から感謝
申し上げます。
　西新井法人会におかれましては、税知識の
普及と納税道義の高揚、地域社会への貢献を
目的として、幅広く大変充実した事業活動を
展開されております。昨年の貴会の活動を振
り返ってみますと、社会貢献事業の一環とし
て社会貢献委員会・青年部会・女性部会が中
心となって参加した「あだち区民まつり」での
税金クイズの実施、「税を考える週間」の行事
として、西新井大師前や西新井駅周辺での街
頭広報、足立区長を講師にお迎えしての講演
会など、会員及び地域の皆様に喜ばれ信頼さ
れる各種事業活動を積極的に企画・実施され、
大変充実した一年であったことと存じます。
　また、会の組織の発展と充実につきまして
も、活発な会員増強運動を進められ、会員数
5,000社以上の大規模単位会の加入割合におい
て、９年連続の全国第一位を目指し、高い目
標を掲げ、皆様が一丸となって取り組まれて
いるところです。
　これら精力的な会活動は、野口会長はじめ
役員並びに会員の皆様の法人会活動に対する
並々ならぬ熱意と長年にわたる献身的な御尽
力の賜物と心から敬意を表しますとともに、
大変心強く感じております。
　さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、
経済の国際化・高度情報化の進展、経済取引
の複雑・広域化、少子・高齢化の進展と、大

きく変化する中で、税務の仕事は一層複雑・
困難なものとなる一方、公務員の定員につい
ては、厳しい対応が求められております。
　このような状況の中、私ども税務行政に携
わる者といたしましては、税務行政の透明性・
公平性・効率性を確保しつつ、納税者の皆様
の利便性の更なる向上と適正・公平な課税の
実現のため、最善の努力をしてまいる所存で
ございます。また、国税庁では行政の更なる
効率化等を進めるため、国税電子申告・納税
システム（e-Tax）など、IT（情報通信技術）の
活用とともに内部事務の一元化・電話相談の
集中化といった取組が進められているところ
でございます。
　しかしながら、税務行政の円滑な遂行のた
めには、税の良き理解者であります皆様の御
理解と御協力が不可欠であります。今後とも、
皆様のお力添えを賜りますよう、お願い申し
上げます。
　特に、e-Taxにつきましては、国税庁にお
ける当面の最重要課題として、納税者の皆様
の利便性の向上や行政運営の一層の効率化に
資するため、当署におきましても、その普及・
利用促進に向けた様々な取組みを行っている
ところでございます。皆様には、e-Taxの趣
旨をご理解いただき、利用しやすい手続きか
ら積極的にご利用いただきますよう、重ねて
お願い申し上げます。
　ところで、昨年12月には「公益法人制度改
革関連３法」が施行されました。新制度下にお
きましても、全国の単位会から注目を集める
西新井法人会が公益法人として充実した事業
活動を展開されることを期待しております。
　結びにあたり、社団法人西新井法人会のま
すますの御発展と、会員の皆様の御健勝並び
に御事業の御繁栄を心から祈念いたしまして、
新年の挨拶とさせていただきます。

西新井税務署長　鍋内 幸一

e-Tax普及へのご理解と
公益法人制度対応に期待待
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　新年明けましておめでとうございます。社団法
人西新井法人会の皆様には、健やかに新春をお
迎えになったことと心よりお慶び申し上げます。
　昨年中は、野口会長をはじめ役員、会員の皆
様には、東京都の税制行政に対しまして深いご
理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　東京都は、2016年の夏季オリンピック・パラ
リンピックの招致運動を強力に推進しておりま
す。引き続き、皆様のお力添えをよろしくお願
い申し上げます。
　さて、日本経済は金融危機の深刻化など、厳
しい状況が続いており、景気動向を注視してい
かなければなりません。こうした中、東京都主
税局は、納税者の皆様の信頼・期待に応えるべく、
納税者サービスの向上、社会情勢の変化に対応し
た新たな施策の推進などに鋭意努めております。

　明けましておめでとうございます。社団法人
西新井法人会の皆様には、晴れやかに新春をお
迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
　昨年は、「日暮里・舎人ライナー」の開業や駅
前・周辺地区の拠点開発を進めるなかで、東京
電機大学の北千住駅東口進出の決定など、足立
区の将来を力強く牽引する、うれしいニュース
が続きました。充実する社会基盤の活用や、本
格的な産学公の連携などを通じて、足立区が賑
わいや、活気に溢れた街として、更なる発展を
とげるために、今こそ知恵と汗を絞って、区民・
議会・行政が一致団結してつき進まなければな
らない、重要な時期を迎えております。

　しかしながら、日本経済の先行きの不透明感
は一層深まっており、区と致しましても、現場
の声を十分に伺って、できる限り早急に緊急経
済対策を取りまとめ、国や都との整合性を図り
ながら、施策の強化充実に向けて鋭意努力して
参ります。
　また、景気の低迷が区の歳入面に与える影響
も深刻であり、来年度の予算編成にあたっては、
基金（貯金）を取り崩し充当せざるを得ない状況
でございます。職員一同危機意識を持ち、一層
の効率化、施策の重点化を図り、困難な時期を
乗り切っていかなければなりません。皆様にも、
一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　まず、地方税の電子申告、エルタックスです
が、昨年９月22日から、従来の税目に加え、事
業所税の電子申告、更に法人都民税・事業税、
事業所税の電子申請・届出のサービスも開始い
たしました。また、「十年後の東京」が目指す、災
害に強い東京の実現を税制面から支援していく
ものとして、耐震化促進税制を創設いたします。
　本年も、適正・公平な税務行政の推進、納税
者サービスの向上に一層努めてまいります。税
の良き理解者である社団法人西新井法人会の会
員の皆様には、引き続きご支援・ご協力を賜り
ますよう、お願い申し上げます。
　最後になりましたが、社団法人西新井法人会
の益々のご発展と会員皆様のご健勝と事業のご
繁栄を心からご祈念申し上げまして、新年のご
挨拶とさせていただきます。

足立区長　近藤 やよい

活気溢れた街づくりは
区民・議会・行政の団結かから

足立都税事務所長　印藤 潔

2016年 オリンピック招致に
皆様の熱いお力添えを
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　「税を考える週間」のメイン行事である税の街頭広報
が西新井税務署と納税六団体によって行なわれました。
　街頭広報は正午に西新井大師門前に納税六団体の
方々が集合し、記念撮影のあと風船と税のPR資料や
シャープペンなどの入った袋を持って、早速税のPR
に大挙して出発しました。
　道行く人に配る門前には七五三参りの子供連れも多
く、納税六団体が企画した着ぐるみ「ゲキレンジャー」
が子供達に人気で親達が記念撮影に大わらわでした。
　今回は大師横の空地にて恒例の「きき酒会」を行いま

した。長い列ができ、焼酎や日本酒の銘柄６種類を当
てる大会は左党には嬉しい企画でした。
　午後１時から昨年オープンしたアリオ西新井の店頭
と場内広場で風船の配布を行い、店内放送が入ると人、
人、人で、２時間掛けて準備した風船はアッという間
に配り終わりました。アリオ側の協力放送もあり、揃
いのハッピ姿の鍋内西新井署長ほか幹部職員と、野口
西新井法人会会長をはじめ、納税六団体の役員80名
が七色の風船などを配りながらの税の街頭広報は大盛
況のうちに終了いたしました。

い
ざ
街
頭
広
報
へ
…
。
鍋
内
署
長
以
下
署

幹
部
と
納
税
六
団
体
の
代
表
の
方
々

大
師
門
前
に
て
記
念
撮
影

門前を出発 きき酒会会場 あーこれが、今試飲したヤツか

税を考
える週

間この社
会、

あなた
の税が

生きて
いる 11月11日

～17日

門
前
入
口
に
て
ゲ
キ
レ
ン
ジ
ャ
ー
と 揃いの揃いの

ハッピでハッピで「「街頭広報街頭広報」」
11月
16日（日）
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今日は良かったね!
ウー、これは旨い

アリオ西新井前にて

アリオ店内。鍋内署長と

今回の風船は、持つのに

楽だ
赤い風船（CMじゃないよ）

風船一色の店内

イータ君に人気が集まる

風船もらったぞ

鍋内署長とイータ君

アリオ支配人、お世話になります

何色がイイかな?

揃いの
ハッピで「街頭広報」



平
成
20
年
度
納
税
表
彰
式
が

盛
大
に
挙
行
さ
れ
る 　菊薫る晩秋の佳き日、西新井税務署主催により、平成20年度納税表彰式が、

西新井法人会館において盛大に挙行されました。
　式典は国歌斉唱につづき、署長表彰状、及び署長感謝状と租税教育推進校、
また中学生の「税についての作文」などにそれぞれに西新井税務署長賞が贈
られました。
　次いで東京国税局長表彰受彰の赤羽敬司氏（（社）西新井法人会副会長）が
壇上にてご披露されました。
　引き続き、鍋内西新井税務署長の式辞と印藤足立都税事務所長、近藤や
よい足立区長（代理）そして納税六団体を代表して池田NPO法人西新井間税
会長の祝辞がありました。
　最後に受彰者を代表して、鈴木貞子氏（NPO法人西新井間税会副会長）が
謝辞を述べられて式典を終了いたしました。

表彰式に参列した受彰者の方々

謝
辞
を
述
べ
る
鈴
木
貞
子
氏（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
西
新
井
間
税
会 

副
会
長
）

祝
辞
を
述
べ
る
印
藤
都
税
事
務
所
長

式
辞
を
述
べ
る
鍋
内
署
長

納税表彰式風景
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受彰おめでとうございます 
東京国税局長表彰に赤羽敬司氏（㈳西新井法人会副会長）

平成20年11月13日（木） 
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●租税教育推進校
　西新井税務署長感謝状受彰校
足立区立皿沼小学校

●
東
京
国
税
局
長
表
彰
受
彰
者

赤
羽 

敬
司 

氏

（
社
団
法
人 

西
新
井
法
人
会 

副
会
長
）

●酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行
55周年記念西新井税務署長感謝状受彰者
清水 幸藏 氏（東京小売酒販組合西新井支部 副支部長）

●中学生の「税についての作文」
　西新井税務署長賞受賞者

●西新井税務署長表彰状受彰者

石川 安南さん（足立区立入谷中学校）
大場 花未さん（足立区立江北中学校）

【団体関係】
新井 謙蔵（社団法人 西新井青色申告会 常任理事）
小倉 英夫（社団法人 西新井法人会 常任理事）
庄山 栄一（社団法人 西新井法人会 常任理事）
鈴木 勝広（社団法人 西新井法人会 常任理事）
鈴木 貞子（NPO法人 西新井間税会 副会長）
圓谷 和久（社団法人 西新井青色申告会 理事）

【租税教育関係】
森永 德一（足立区立上沼田中学校 校長）
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●西新井税務署長感謝状受彰者
秋山 秀雄（社団法人 西新井法人会 常任理事）
江川 善弘（社団法人 西新井法人会 理事）
小林 英司（NPO法人 西新井間税会 常任理事）
下川 正夫（社団法人 西新井青色申告会 支部長）
杉山 　清（東京小売酒販組合西新井支部 会計）
瀬古 　奬（社団法人 西新井青色申告会 支部長）
塚田 　彰（社団法人 西新井法人会 常任理事）
牧野 孝司（社団法人 西新井青色申告会 支部長）
山辺 幸平（西新井納税貯蓄組合連合会 常任理事）
渡邉 豊子（西新井納税貯蓄組合連合会 常任理事） 
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　平成20年「税を考える週間 記念講演会」は、講師に足立区長 
近藤やよい氏を迎えて開催されました。記念講演会は、和島研修
委員長の司会で進行し、野口会長が「今回のご講演は公務ご多用
の中、近藤やよい足立区長にお願い致しました。世の中、アメリ
カから始まった金融の動乱の余波を受けて、大変な時代を迎えて
います。当地域のように中小零細企業が多いところの来年度の景
気は、悪くなるであろうというのが大方の見方でありますが、た
だ一つだけ喜ばしいのはこれからご講演いただく近藤区長の大変
な努力によって、足立区はこれから先の見通しが良いということ
です。『足立区に住んでいて良かった』という街づくりが進んでい
く感じがします。」と、近藤区長を紹介されました。
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㈳西新井法人会 税を考える週間 記念講演会

講演中の近藤足立区長

【出生地】
東京都足立区

【学　歴】
青山学院大学大学院経済学博士前期課程修了

【職　歴】
警視庁女性警察官（国際捜査課を最後に退職）
（昭和58年４月～平成元年１月）
税理士（平成８年８月～）として幅広く活躍
東京都議会議員（平成９年７月～平成19年３月）
足立区長就任（平成19年６月20日～）

近藤やよい プロフィール

○日時：平成20年10月23日（木）
○会場：西新井法人会館
○参加聴講者：330名
○講演：足立区長 近藤 やよい氏
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おりますが、行政も例外ではなく、23区が横並びに
同じ住民サービスを提供する時代は終わりました。例
えば子育ての分野、福祉の分野、衛生の分野でも、そ
の区が何処に力を入れて運営をしていくのかによって
区民へのサービスが大きく異なっております。分かり
やすい例では、福祉や子育て支援等のサービスがあり
ます。女性の妊娠や出産までの施策にも大きな差があ
ります。妊娠期に何度無料で検診を受けられるのか、
国は少なくとも年5回、望ましいのは14回だという方
針を出しましたが、去年まで足立区は5回です。お隣
の葛飾区では無料で14回の検診を実施していました。
財政的には厳しさがさほど変わらない足立区は５回で
良いのかと突き詰めていった時、行政のサービスと自
治体間の競争を見越してゆけば足立区としても14回
に踏み切らざるを得ないとの判断で、この4月からは
妊産婦検診14回、プラス超音波検診2回で16回検診
が実現致しました。
　これから結婚して家庭を持ち、子育てをしていこう
という方々は、自分たちが求めているサービスと、ど
んな家庭を築きたいか等に合わせて住む場所を決める

ことができます。自由に住居を移しな
がら、若いときは「子育て支援のしっか
りしたところに住もう」、そして家を買
うときには「物価や地代が安いところに
住み替えよう」というように、それぞれ
のライフサイクルに合わせて自治体を
選ぶ時代、即ち自治体は住民から選択
される時代に入ったのです。もちろん
住んでいる区民の皆様に満足して頂く
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イッパイの講演会場
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新たな飛躍期を向かえて
　足立区のこれから進むべき方向について、庁内で
今どのような計画が進んでいるかなどをテーマに、
西新井法人会の皆様にお話をさせていただくことを
有り難く思っております。皆様も実感していらっしゃ
ることだと思いますが、足立区はここ数年で目を見
張るようにさまざまな基盤が整ってまいりました。
今年になり日暮里・舎人ライナーの開業、北千住へ
の帝京科学大学と東京電機大学の進出など、これか
らの足立区の牽引役、推進エンジンとなるような様々
な基盤が整いつつあります。私たちが、本当に求め
られるものは何なのかを真摯に受け止めながら、次
の世代に向かって何を残して行くのか、「区民の皆さ
んとの協働で作る力強い足立」という理念があります
ので、是非私ども行政と皆様方と手を携えて、明日
の足立区の未来を拓いて行くための大きな一歩を踏
み出したいと思っております。
　今、さまざまな分野で競争激化の時代だと言われて
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と同時に、区外から足立区を選択して頂けるように区
のイメージを上げてゆくことも、これからの足立区に
課せられた大きな使命であると思います。これからの
足立区をいかにイメージアップしていき、区民の満足
度を上げてゆくのか、これからは、足立区内で今具体
的に進行している政策の中身が大きなテーマになると
思います。

足立区の長所と弱点を
見極めた戦略

　今までの足立区は他の自治体に追いつくということ
が至上命題でありました。他の自治体にあって当然の
施設や整備が足立区には無かったという時代が長く続
いて参りました。例えば上下水道や、道路の整備、交
通基盤の整備。いわゆる交通不便地域が多く、自転車
がなくては生活できないような地域が多かった時代も
ありますが、昨今大分解消されてきております。また
社会基盤ばかりでなく、大学が無いことや、劇場も無
いことで新しい文化を発信する拠点もありませんでし
た。昨今では、決して120％、200％満足とはいかな
いけれど、とりあえず他区と横並びレベルに立ったと
言えるのが今の足立区でございます。今までは整備す
るのが目的でしたが、今は整備されつつある様々な条
件、パーツをどうやって組み合わせて次の段階へ進ん
でゆくのか、これらの基盤をどう利用して確実な発展
につなげていくのかが求められる時代になってきまし
た。やっと足立区もスタートラインに立つところまで
来たということです。他区と同じことをやっていたの
では足立区の強みは発揮されませんから、戦略重視
で、弱いところをカバーしつつ強いところを伸ばして
いく最高の戦略を練らなければなりません。私たちが

今持っている武器は何なのか、長所は何か、弱点は何
かをきちっと見つめ直すことも必要ですし、区の現状
から目をそらしてはいけないと思っています。
　次に財政の問題ですが、足立区は今でも貧乏区とい
うイメージで語られることが多い訳ですが、その理由
を直感的に説明できる方は少ないだろうと考えます。
平成19年度決算ベースですが一般会計決算額は2,359
億円で、区民の皆様から税金としていただくつまり自
主財源の特別区税は435億円で18.4％、約５分の１で
す。これをもって貧乏区と言われます。不足分は東京
都から来る財政調整交付金、国から来る財源、つまり
他人頼みで予算を編成するわけで、従って国と都の経
済状況に大きく左右されています。この財政状態は急
転直下に好転ということは難しいことです。
　政策を進める上で命題としたいのは、短い時間で変化
が現れるような、また身体で体感できるような変化を
早いうちに起こすようなことから取り組もうという視点
と、もう一つは足立区の未来を考えた時に、直感的に変
化を感じることができなくても、将来に対する投資とし
て今確実に打って行かなければならない中長期的な政策
は何かとの二つの視点です。

「三つの鍵」で拓こう足立の未来
　そこで20年度の予算の中で３つの鍵を設けていま
す。それが「子ども・環境・治安　三つの鍵で拓こう
足立の未来」です。環境と治安は短期的なスパンで結
果を出してゆく視点から導入を決めました。例えば
地球温暖化のCO2のような目に見えないものではな
く、街の中に花や緑が増えたとか、ゴミが無くなり公
園が綺麗に整備されるようになったとか、街が明るく
清潔になってきた、という感覚を区民の皆さんに持っ
て頂きたい。その総合的な戦略として立ち上げたのが

講演会場風景

手話で説明する



NISHIARAI HOJINKAI Vol. 192 13

もをどのように公教育の中で育ててゆくかが足立区の
子ども施策の中心です。自分で人生を切り開いていく
ことのできるスキルを身につけさせるということが目
標だと考えていただければと思います。
　区内産業の活性化をしながら新時代に入るという点
で期待できるのが、帝京科学大学と東京電機大学で
す。両大学とも、机上の空理空論ではなく一緒に町お
こしをやりましょうというアプローチがあります。特
に東京電気大学の学長は地雷撤去のロボットの大家で
あり、開発したロボットが現在も実際に地雷の撤去に
活躍しています。また理事長は通信、アンテナ、地上
デジタル放送等の権威ということで第二東京タワーの
技術提携に関わっておられ、足立区の産業に大いに関
心を持っていただいていることから、絵に描いた餅で
ない、産・学・公の連携で次の突破口を開いていくた
めに、法人会の皆様にも新しい輪の中に入って頂けれ
ば、大変有り難いと思っています。
　もう一つの足立区の強みは農業だと考えています。
日本での食料の自給率が4割を切っていることに深刻
な問題が提言されています。区内に農地、生産農家が
あることが、23区の中で強みになると思います。東
京の中心区には生産農家は無いわけですから、区内に

プロジェクターを使って丁寧に説明する講師

「ビューティフル・ウインドウズ作戦」です。以前、街
がスラム化した犯罪都市、ニューヨーク市を建て直し
たのが当時のジュリアーニ市長で、考えの根幹にあっ
たのが「ブロークン・ウインドウズ理論（割れ窓理論）」
という考え方で、窓が一つ割れたのを放置しておくと
二つの窓、三つの窓となり街の荒廃に影響し犯罪の多
発につながる。だからジュリアーニ市長は窓を全て替
えさせ、駐車違反という身近な犯罪を徹底的に押さえ
込むことから始めて、短期間でニューヨークを治安の
良い街に変えました。足立区は、残念ながら刑法犯の
認知件数は23区でワースト・ワンであり、一日も早
く返上しなければならない看板であります。たとえ
ば私たちの足となっている自転車の盗難問題がありま
す。チェーン錠をつけることで盗難を大きく抑えこむ
ことができると考え、一つの自転車に二つの錠をつけ
る「ワンチャリ・ツーロック作戦」を展開しています。
区民が自分たちのまちは自分たちで守るという意識
で次の世代によりよい足立区をバトンタッチするため
に立ち上がってもらおうという区民運動です。緑が多
く、タバコのポイ捨てを無くし、綺麗で安心安全な街
で、イメージ・チェンジをはかっていく作戦ですから
「ビューティフル・ウインドウズ」という考えには「環
境」と「治安」の問題が入っています。「子ども」について
は中長期的な視点で施策転換をしています。足立区で
生まれ育って学校に行き、足立区で結婚して子どもを
持つ。つまり他区へ出ないで区内で一生を終える方の
数が23区の中でも多いと言われます。ですから今の
小中学生をキチンと教育し、生活規範のしっかりした
大人へと育ってもらうことが、20年30年後の足立区
の安定や治安に対して大変重要です。ですから優しい
子ども、勇気のある子ども、コミュニケーション能力
のある子ども、国際感覚のある子ども等々、想いはい
ろいろありますが、未来を自分で切り開いていく子ど

明日明日足立足立
拓く拓く
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於ける地産、地消に拘らず、足立区ブランドとして中
心区で売られていくことも想定し、一産業として農業
を位置づけすることで、次の世代の大きい求心力とな
ると考えております。

信頼いただける意識改革を
　「環境、治安、子ども教育」と「産・学・公との連携」
で新しい可能性を探ってゆくわけですが、ただ忘れ
てならないのはこれに関わっている区政、私たち足
立区役所の職員の意識改革です。まだまだ窓口の応
対が横柄である、敬語が使えない、服装が華美であ
るとか、様々な区民の方々からの意見が寄せられま
す。ここにメスを入れない限り区民の皆さんに信頼
して頂き、「一緒にやっていこうよ」というところまで
機運が高まってこないと思っております。区政を拓
くとは4,000人近い職員が意識の改革を持ってこそ、
足立区が生まれ代わり、本当に信頼して頂くに足り
る職員が未来を拓くという自覚のもとに、前進して
いきたいと思っております。
　プロジェクトは始まったばかりですが、誇りの持て
る街とか、住みよい街とか抽象的なことをいくら言っ
ても区政は拓けません。これをもって「皆様に住みよ
いと感じていただける街を作ります」という戦略をプ
ロジェクトの中に埋め込んであります。戦いはこれか
ら始まる、ベルが今鳴りつつあるところです。これば
かりはいくら行政ばかりが旗を振っても前に進みませ
ん。皆さんにも同じスタートラインに立って頂き、前
向きな、常に進化する自治体としての足立区にしたい
のです。誇りの持てる、故郷としても胸の張れる足立
区として次世代にバトンタッチしてゆくことこそ、今
を生きる私どもの責任だろうと思います。法人会はご
自分のお仕事や、また社会的に大きな責任を背負って
様々な分野で足立区を引っ張って頂くリーダーばかり

のお集まりです。是非私どもの、協働の最良のそして
最大のパートナーとして今後の足立区作りにご協力頂
けますようお願いを申し上げて私の話を終わらせてい
ただきます。

明日明日足立足立
拓く拓く
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地元『足立区』の新刊

区内書店で好評発売中

『江北の五色桜』
定価：2,000円

『昭和30年代・
40年代の足立区』

定価：1,995円



NISHIARAI HOJINKAI Vol. 192 15



　雲に覆われた空を眺めながら各役員担当者が朝７時
30分～８時にそれぞれの持ち場に集合し、２日間の行
事が始まりました。８時過ぎには市場から鉢花を積ん
でトラックが会場に到着し、皆で鉢花をトラックから
降ろす作業開始。時々小雨の降る中、着々と準備が整い、
ビニール袋に鉢花と税のPR冊子やチラシをセット。皆
さん汗を拭きながら作業に邁進しています。
　税金クイズは西新井税務署、足立都税事務所、足立
区課税課から各10問ずつ作成いただき各２問ずつをワ
ンセットに５種類の用紙に６問を設定、来場者に挑戦
してもらいました。
　税金クイズと鉢花の配布は好評で、開始前からブー

スの前は長蛇の列ができて、係がロープで列の整理を
しました。並んでいる間にクイズの解答をしてもらう
ので、クイズ配布係、ペンシル配布係、列の整理係と
大わらわでした。
　また、租税教室を当会と足立法人会両青年部会で開催
しました。区青少年委員会主催のSLに子供達を乗せて、
降車した子供達に税金クイズを実施しました。参加賞に
はグライダーセットやお菓子を配り、税の解説とクイズ
をやった後、解答を渡すと一喜一憂していました。
　午後からは天気も回復、２日間の人出も46万人との
ことで、大盛況でした。

（青年部会幹事　後藤 昭仁）

社会貢献委員会・青
年部会・女性部会

平成20年10月1
1日（土）～12日（

日）

大好評の税金クイズと鉢花2,500鉢を贈呈!

記念撮影
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渡部一統括官を中心に「さあいらっしゃい」

配布を待つ鉢花

さあ、2日間頑張りましょう（野口会長挨拶）

子供対象の租税教育（足立法人会と共催）

税金クイズの採点をする鍋内署長と瀧澤、小野寺副署長

終点で降りたら税金クイズに挑戦

鉢花のセットに忙しい部会員

土手まで連なった税金クイズの回答者たち

今日も頑張りましょう

２日目を終え３本締め

２
日
目
を
終
え
３
本
締
め
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セットを次々追加する女性部会員

順次採点!  出来たかな?
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第５ブロック（扇・江北支部）／平成20年９月４日（木）

最新鋭の進化型屋形船に乗船して

　まだ暑さも残る日、扇41名、江北35名
合計76名という多数の方々の参加をいた
だき開催いたしました。
　車中の研修も越中島桟橋までには終了し
て、いざ、出航。お台場～レインボーブリッ
ジ～東京ディズニーリゾートを回り、見晴ら
し抜群の屋上にて花火も見られました。とて

も大きい船で、大きさは、4.9tで70名～120名も乗れる
そうです。船の中の懇親会では、会員のみなさんが楽
しそうに時を過ごしていました。初めて参加した方も
ぜひ次回も参加したいと親睦の深まった１日でした。

（江北支部　神林 京子）

ブロック
支部・部会
研修会

西伊興支部／平成20年10月25（土）

アマダの鉄板工作機械の見学と鎌倉

　総勢38名で工作機械メーカー「アマダ」の厚木展
示場を見学しました。
　アマダの展示場部長に誘導されながら、それぞれ
の機械の説明を受け実際に機械が動かしているとこ
ろを見て、こんな製品ができるのだと解って大変感
心しました。そして、土産に鉄板からプレス等の機
械を使ったはさみの組み立てキットを頂きました。
　昼食は、鶴巻温泉の陣屋という店で、とても豪勢
な懐石風の昼食をいただきました。
　その後、江ノ島を抜け鎌倉の鶴ケ岡八幡宮に参拝し
ました。この日は土曜日だったので参拝客がずいぶん
来ていました。その途中、境内で結婚式の行列があり、
皆の祝福を受けていて和やかな雰囲気の鎌倉でした。

　最先端の機械と歴史のある鎌倉の風景に触れ、有
意義な1日でした。

（第２組織委員長　加藤 勝久）

　平成20年度の本木支部研修会が行われました。前
日が激しい雨天であったため、当日の天気が心配さ
れましたが、１日中曇りで、まずまずの天候でした。

本木支部／平成20年10月25日（土）

アサヒビール神奈川工場にて研修会

　当日は、渡辺ブロック長様、本部サービス事業委
員長の秋山様、本部監事、本木支部顧問の瀬田様の
ご参加をいただき24の企業、合計43名にて定刻の１
時にバスは本木を出発いたしました。参加企業の紹
介に続き、「税務調査とは何か」というテーマで研修が
行われました。その後バスは、神奈川県南足柄にあ
るアサヒビール神奈川工場に到着。ビールの製造工
程を見学し、試飲をさせていただきました。夕食は
真鶴半島の活魚料理屋にて、新鮮な海の幸を堪能い
たしました。帰路の車中では、ゲームで盛り上がり、
予定より早い時刻に本木に戻ることができ、無事に
研修会が終了いたしました。

（研修委員　菊地　豊）

アサヒビール神奈川工場にて
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源泉部会／平成20年10月9日（木）　講師：八巻法人課税第1部門審理上席

源泉徴収のポイントを学ぶ

　雨模様の日が続いてい
ましたが、当日は久しぶ
りの秋晴れの中、午後3
時より、平成20年度第2
回・西新井法人会源泉部

会研修会「源泉徴収のポイントⅡ」が法人会館で開催さ
れ、小倉源泉部会長の挨拶のあと、研修に入りました。
　西新井税務署八巻法人課税第１部門審理上席より、
減価償却制度の改正点Ⅱを「耐用年数等の見直し（平
成20年度税制改正）に関するQ&A」、「参考資料」等を
もとに、解かり易く説明していただきました。
　引き続いて、西新井税務署鳥海法人課税第２部門

統括官より、「はじめよう!  e-Tax」をもとに、e-Tax
の簡便性を詳細に説明された後、年末調整の中の「配
偶者控除」、「配偶者特別控除」について、解かり易く
説明していただきました。
　今回の研修会の演題は参加者、特に実務経験者にとっ
て、大変参考になったのではないかと感じられました。
今後の実務に十分に活かしていただければ幸いです。
　最後に、毎回お願いしているアンケートを参加者
全員から提出していただきました。
　次回以降も大勢の方の参加をお待ち申しあげてお
ります。

（源泉部会幹事　福田 謙三）

堀之内・椿・江北支部／平成20年11月16日（日）／ラウンドワンボウリング

ボーリング大会と会員交流会

　日曜日ということもあり会社関係のみならず、家
族、友人等も参加し、辻内支部長のスタートを合図
に若者から元若者まで真剣なプレーで大熱戦を繰り
広げました。ゲームの途中で行われたイベントタイ
ム（ストライクを出した競技者にはボウリング場から
記念品と記念写真が贈られる）では見事ストライクを
出した女性参加者がおり大変盛り上がりました。

　競技終了後にはレスト
ラン・マーガレットに会
場を移し、表彰式を兼ね
た懇親会を行いました。

　来賓の都築ブロック長より法人会の現況
説明及び、会員増強運動の協力依頼等の話
をいただいた後、表彰式に移り、辻内支部
長より入賞者が発表されるたびに盛大な拍
手で盛り上がりました。今大会は女性会員
が総合優勝を獲得するなど女性軍強しで、
男性軍は降参の大会でした。表彰式後も美
味しい料理と美味しいお酒が用意されてい
たことから皆さん会話も弾み大変楽しいボ
ウリング大会が開催できました。

（サービス事業委員　中島　勇）

ブロック
支部・部会
研修会

統括官より初心者にも分かりやすく説明が行なわれま
した。また、給与支払関係では、自己の居住の用につ
いて特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を
行った場合の取扱いについての説明が浜主任主事より
行なわれました。
　最後に、小竹副部会長の閉会の言葉で、充実した内
容の年末調整説明会を終了いたしました。今後とも、
部会員企業の各研修会への積極的なご参加をお願いす
るとともに、企業運営に必要な実務・知識修得のため、
源泉部会未加入企業の入会をお待ちしています。

（源泉部会副部会長　山下 義己）

源泉部会／平成20年11月５日（水）　講師：鳥海法人第２統括官・村松調査官

源泉部会　年末調整説明会

　各地域別の説明会に先立ち、
恒例の源泉部会主催の平成20年
分年末調整説明会が開催されま
した。参加者は55名で、最初に

主催者を代表して小倉部会長、西新井税務署瀧澤副署長
にご挨拶をいただいた後、具体的説明会に入りました。
最初に年末調整関係の映像説明・補足説明を鳥海法人第
２統括官、続いて法定調書関係の映像説明・補足説明を
資料担当の村松調査官、最後に給与支払報告書関係の説
明を足立区役所課税課の浜主任主事が行いました。
　年末調整関係では年末調整の仕方を、鳥海法人第２



　当日は今年一番の寒い朝でしたが、部会員の皆さん
の日頃の心がけにより、快晴に恵まれました。
　北澤部会長から、多くの方々から、西新井法人会女
性部会の活躍を讃える声があることが報告されまし
た。本日の研修会もアラフォー世代から87歳まで39
名の参加者が集まり、ますます活動が盛んになってい
ます。
　西新井税務署 渡部法人課税第一統括官が早朝７時
40分に、遠いご自宅から、手作りの紫芋の和菓子を
差し入れてくださり、お見送りもしていただきました。
今流行りの「税務署王子」の出現に一同、大変盛り上が
りました。車中はおむすび一つの朝食とお茶が配られ、
各自持ち寄ったお新香や「税務署王子」お茶菓子で楽し
みました。車中で「e-Tax」のビデオを見て、アメリカ
のサブプライムローンから始まった、100年に一度の
未曾有の金融危機について、各々生活を振り返り、不

安なこのご時世について語り合った２時間でした。
　その後、予定時刻の10時に相模原市の東洋羽毛工
業㈱に到着し、工場見学が始まりました。過去、様々
な工場を見学してきましたが、今回はまたひと味違っ
た興味深いものでした。ピンクの上着を着た20名近
くの若い社員に迎えられました。工場内は清潔第一
で、まず土足をスリッパに履き替え、会議室で工場長
から、赤い羽根共同募金の赤い羽根を考案し、提供し
ている会社であることを聞き、一同ひとしきり感心し
ました。その後２グループにわかれて、縫製から羽毛
を詰める作業を見学しました。羽毛は手作業で詰めら
れ、縫製もしっかりしていました。
　次の部屋では、身体にぴったり合う羽毛の敷布団を
体験しました。体験者はみな、大変満足していました。
２時間足らずの見学でしたが、羽布団の感触の良さ
に、この不景気もどこ吹く風といった様子で、多くの

女性部会租税教室
一日研修

!!!!羽毛羽毛のの敷布団敷布団をを体験体験

羽毛布団の制作過程の説明を聞く女性部会員
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東洋羽毛工業㈱

平成20年
11月10日（月）



方が布団を購入しました。
東洋羽毛の工場では、大
安吉日に届くといったき
めの細かいサービスをし
てくださいました。この
気配りは見習いたいもの
です。
　昼食は横浜中華街「華正
楼」にて旬の上海ガニを頂
き、紹興酒も嗜み中華料
理を満喫しました。沢山
食べた後は、「横浜人形の
家」へ。館長が石坂浩二さ
んになってから初めての
見学でしたが、以前とは
また違った様子の新しい
陳列で、可愛らしいお人
形たちを楽しみました。
その後、元町周辺を散策
したところ、建物などは立派になっていたのに、多く
の店が閉まっていて、開店しているのはセール中の店
ばかりでした。賑わった元町もこの不景気でシャッター
商店街になってしまったかと思いましたが、その後、
月曜日は定休日ということがわかり安堵しました。

　有意義な一日を過ごし、帰りの首都高からみた足立
区の夜景はいつもよりグッと素敵に見えました。次回
の研修旅行もより、有意義なものになると思いますの
で、皆さん、ふるってご参加ください。

（女性部会相談役　関口 則子）

!!!

羽毛布団に横になって体圧測定。あなたの体圧はどのタイプ?
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東洋羽毛工業㈱にて記念撮影
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青年  の
第22　

　海外交流の古く長い歴史を有する長崎で「全国
青年の集い」が開催されました。
　21世紀ネオ「出島」宣言―世界に拓く地域力―
をメインテーマに盛大に行われました。
　20日（木）は午後１時から部会長サミットが開
催され「租税教育活動」と「地域経済の活性化」を２
大テーマとして取り上げ、日本の未来を担う子供
たちへの「租税教育活動」の推進を図ります。
　第２部の円卓会議では、「地域経済の活性化」を
テーマに部会長の方々に地域経済を担う法人会青
年部会員が活発な議論を展開しました。
　21日（金）は午前９時から世界に拓く地域力と
題し、㈱マサキ・エンヴェック代表取締役社長眞
﨑建次氏の講演を行いました。
　午後からの大会式典では、大橋光夫全国法人会
総連合、田口全国法人会総連合青年部会長の主催

長崎大会

大
会
会
場 

長
崎
ブ
リ
ッ
ク
ホ
ー
ル
前
で

法人会 
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 集い
回　

者挨拶、地元鈴木長崎県連会長、村木法人会全国
青年の集い長崎大会会長の挨拶がありました。
　続いて荒井国税庁課税部長、金子長崎県知事、
田上長崎市長などの祝辞をいただきました。
　次いで、記念講演でした。講師に長崎を代表
する歌手「さだまさし氏」を迎えその絶妙なトー
クとライブは会場を拍手の渦に巻き込み、大変
盛り上りました。特に「関白宣言」「関白失脚」は
圧巻でした。
　式典会場を後に大懇親会は「ホテルニュー長崎」
に会場を移し、長崎文化を一言で表す「和・華・蘭」
織田、豊臣、徳川の世、日本の国際都市をテーマ
に長崎の夜は更け、午後８時に閉会しました。

大懇親会場にて

熱唱のさだまさしさん

平成20年11月20日（木）、21日（金）

大会会長挨拶

   全国
●租税教育活動
●地域経済の活性化

テーマ



●成績表（総合順位）　※敬称略
順位 　氏名 GROSS HDCP NET
優勝 日下部勉 　  74   7.2 66.8
準優勝 笹尾　薫   　89 19.2 69.8
３位 田中祐治 　  89 19.2 69.8
４位 高橋秀行 　  77   7.2 69.8
５位 土屋吉男 　  82 12.0 70.0
６位 島倉　隆 　  82 12.0 70.0
７位 土屋勝重 　  87 16.8 70.2
８位 渡邉　浩 　  81 10.8 70.2
９位 新井健二 　  86 15.6 70.4
10位 荒木英敏 　  68  -2.4 70.4

●成績表（女性順位）　※敬称略
順位 　氏名 GROSS HDCP NET
優勝 梶冨美子 　  99  27.6 71.4
準優勝 中島由美子 　104  30.0 74.0
３位 　和子 　109  34.8 74.2
４位 佐藤久江 　106  31.2 74.8
５位 金本美恵子 　  94  19.2 74.8
６位 下川満智子 　  91  15.6 75.4
７位 菊池きみえ 　102  26.4 75.6
８位 鈴島朱実 　100  24.0 76.0
９位 鈴木貞子 　105  28.8 76.2
10位 松本満子 　  93  16.8 76.2

第14回

法人会
ゴルフ大

会
開催!!
法人会
ゴルフ大

会
開催!!

日時：平成
20年10

月17日（
金）

場所：千代
田カントリ

ークラブ日時：平成
20年10

月17日（
金）

場所：千代
田カントリ

ークラブ

さあ午後の部も頑張ろう 小台支部の庄山ブロック長と 元気な青年部会の方々 スコアを確認するプレーヤー

ホールインワン達成の斉藤 正さん（右） 女子の部優勝の梶 冨美子さん 優勝の日下部 勉さん（代理）

挨拶する細川副会長 乾杯の発声をする
後藤厚生委員長

女性の参加も年々増えている コース内では熱戦が…

赤羽副会長の
　力強いショット!!

NISHIARAI HOJINKAI Vol. 19224

　好天に恵まれた今大会は、参加者184名で、朝
７時15分から西、中、東の３コースからスタート
し熱戦の火蓋が切られました。どのコースも最高
のコンディションで、素晴らしいスコアが期待さ
れそうです。
　女性プレーヤーには総合順位の他に、女性の優
勝、準優勝、第３位に別途豪華賞品が用意されま
した。午後４時30分からパーティが始まり、ほど
なく順位表ができたので早速成績発表に移り、あ

ちこちで一喜一憂の輪が広がりました。
　優勝は、日下部勉氏（鹿浜支部）、準優勝は笹尾
薫氏（鹿浜支部）、第３位は田中祐治氏（西新井第
２支部）でした。女性の優勝は梶冨美子さん（江北
支部）、準優勝は中島由美子さん（小台支部）、第
３位は 和子さん（東京税理士会）でした。また今
回は斉藤正氏（栗原栄町支部）が西コース７番ホー
ルでホールインワンを達成しました。それぞれお
めでとうございました。
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警視庁　西新井警察署警 察 だ よ り

交通死亡事故ゼロをめざして
日没が早まり夕暮れどきから夜間にかけて高齢者交通事故が多く発生しています。

◆ 午後４時から午後８時にかけては、歩行者の死亡事故が多く発生しています。
◆ 主な原因は、信号無視や横断歩道のない場所を横断したことによるものです。
◆ 夜間は、歩行者から見えていても、運転者から歩行者が見えにくくなる事も原因です。
◆ 交通事故を防止するために、外を歩くときや自転車に乗るときは明るい服装で、夜間は
反射材を身に付けて運転者に存在をアピールしましょう。

～依然として振り込め詐欺が発生しています～
● 平成20年中の西新井警察署管内
　 振り込め詐欺発生状況

11月末現在 ......................................................................51件

被害総額 ....................................83,801,696円

消 防 だ よ り 東京消防庁　西新井消防署

防災とボランティア週間 ─１月15日～１月21日─

　東京消防庁災害時支援ボランティアは、登録制のボランティア
で、都内に在住又は勤務若しくは通学している15歳以上（中学
生を除く）の方であればどなたでも登録できます。
　登録後、消防活動の支援に従事するために必要な講習を受けて
いただきます。
　現在、東京消防庁管内では18,000名の方が災害時支援ボラ
ンティアに登録しており、平常時には消防署が行う救命講習、防
災訓練などで指導の支援にも尽力しています。
　詳しくは、西新井消防署防災係までお問い合わせください。

　平成7年１月17日に発生した阪神・淡路大震災では、全国各地からボランティアが駆け
つけ、その活動の重要性が社会に広く認識されました。
　同年12月の閣議において、防災ボランティア活動への理解を深めるため、全国的に毎年
１月17日を「防災とボランティアの日」、15日から21日を「防災とボランティア週間」とす
ることが定められました。

 西新井消防署  TEL 3853-0119　 FAX 3857-2369
 http:///www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nisiarai/index.html

 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

倒壊建物からの救出訓練をする
ボランティアのみなさん

免許を返納する勇気
都内では、65歳以上の高齢運転者が原因となった
事故が増加しています。

○ 運転に自信がなくなったら
○ 家族から「運転が心配」と言われたら
最寄りの警察署の窓口までご相談ください。
各種講習・運転免許証の返納手続きについて
ご案内いたします。
西新井警察署交通課　☎3852-0110

ストップ!  振り込め詐欺!

家族で合言葉を決めておきましょう。
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16歳から50歳位の青壮年は防衛のため召集されまし
た。島民は相次ぐ敵の砲爆撃に全財産を失いました。
しかも若い婦人は率先して軍に身を捧げ、砲弾運び挺
身斬り込み隊に申し出るものも相当数にのぼった、と
ありました。沖縄についての歴史の中で起ったことを
踏まえ、現在の沖縄、日本がある、と大変興味深いお
話しでありました。
　第２部「会員の集い」は、初めに瀧澤副署長からご
挨拶をいただき、続いて渡部法人第１統括官から署
幹部の方々のご紹介があり、続いて木村会長より表
敬法人４社のご紹介とお祝いの言葉がありました。
　各社の自己紹介では、建設工機㈱、西新井相互自動
車㈱、東京養豚農業㈿、菊池運輸㈱が各社５分の持ち
時間で各社の概要、経営理念などが披露されました。
その後、署幹部と会員の名刺交換会が行われ、横瀬副
会長の閉会の言葉で終了しました。
　第３部の「懇親会」は司会が八木幹事に変わり会員
同志のコミュニケーション、情報交換を図りました。
有意義な時間を過し、五十嵐前会長の中締めでお開
きになりました。

　燈火親しむさわやかな時季の10月、西新井優申会
の「署長講演・会員の集い」が、39名の会員を集め、
法人会館ホールで開催されました。
　第１部「署長講演」は午後４時から渡邉幹事の司会で
開会され、最初に木村会長のご挨拶がありました。木
村会長から、優申会のあるべき姿、「納税者の模範とし
て納税理念の高揚普及に努めること。優申会行事には
一人でも多くの皆様にご参加いただき、会を盛り上げ
ていただきたい」とのお話がありました。
　鍋内署長の講演は、以前赴任していた沖縄について
のお話しで、沖縄の気象、風土、土地柄、習慣、食べ物、
文化、気質、歴史等それぞれの分野について、在任中に
体験した全てを、細かく説明されました。特に太平洋
戦争末期の米軍との官民一体となって日本本国の防波
堤の役割を尽したことは、正しく受け止めなければな
らないことと思います。参考資料の中に県にはすでに通
信能力がなく現状を見過ごすことができず、知事に代っ
て緊急通知をしたと次の如き歴史（一部）がありました。
　沖縄本島が敵に攻略され始めて、陸海軍は防衛戦に
専念せざるを得なくなり、県民を顧みる余裕はなく、

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。

西新井優申会  会員の集い

鍋内署長 講演 「私の見た沖縄」
平成20年10月14日（火）

会場風景

鍋内署長
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署長講演に聴き入る会員 鍋内署長、瀧澤副署長を囲んで

建設工機㈱
佐々木 興一 氏
（表敬法人）

西新井相互自動車㈱
宇留野 廣男 氏
（表敬法人）

東京養豚農業㈿
中村 信夫 氏
（表敬法人）

菊池運輸㈱
菊池 八郎 氏
（表敬法人）

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。

署幹部と優申会の役員

　毎年恒例となっている会員研修会が開催され、本年
は横浜税関及び“みなとみらい”地区の視察と懇親会を
行った。参加者は17名。当日は生憎の雨天であった
ため、西新井法人会館前をバスにて出発後、まずは横
浜税関の前に立ち寄る予定であった三溪園に代えて三
菱みなとみらい技術館を訪問した。
　その後、今回研修の主目的地である横浜税関に到着。

西新井優申会会長
木村 公年 氏のご挨拶

税関庁舎の1階に設置されている資料展示室にて横浜
開港からの歴史や貿易の変遷、輸出入通関の流れ、麻
薬・拳銃などの密輸の手口、偽ブランド商品、ワシン
トン条約該当品（絶滅保護が指定されている動物の剥
製など）を実物の展示やVTRの映像により研修した。
　特に今回は横浜税関広報広聴室の係官の方に展示室
のご案内をいただき、詳しい説明を受けながらの見学
であったため、密輸摘発時の現場の状況や巧妙な手口、
密輸情報の提供の存在などの興味深いお話を聞くこと
ができた。横浜税関での研修終了後は新設となった横
浜赤レンガ倉庫や、海上保安資料館にて北朝鮮工作船
の実物を見学した。
　夕刻には、ヨットの帆形をした建物が特徴的な横浜
インターコンチネンタルホテルへ移動し、31階にあ
る中華レストランにて横浜港の夜景を一望しながらの
懇親会を開き、研修会の締め括りとした。美味しい料
理とロマンチックな横浜の夜景を楽しみながら、会員
間の親睦を深める楽しい時間となった。

（西新井優申会 幹事　渡邉 浩）

西新井優申会　会員研修会

横浜税関と横浜港の夜景を一望
平成20年11月27日（木）

横浜インターコンチネンタルホテルで会食
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都税ニュース／都税についてのお知らせ

【お問い合わせ先】東京都足立都税事務所：償却資産係　☎03（3882）2111（代）

～23区内に償却資産を
　お持ちの方へ～

1月は固定資産税（償却資産）の申告月です（23区内）

　平成20年税制改正において耐用年数省令の見直
しが行われ、機械及び装置を中心に減価償却資産
の耐用年数表が変更されました。固定資産税（償却
資産）においては、既存資産を含めて、平成21年度
分から、改正後の耐用年数表が適用となります。ま

た、申告に際して、省令改正の適用に関する記載が
必要になります。
詳しくは、「申告の手引き」または主税局ホームページ
をご覧いただくか、資産が所在する区にある都税事
務所へお問い合わせください。

償却資産の申告には、電子申告（eLTAX：エルタックス）もご利用できます

【電子申告についてのお問い合わせ先】

エルタックス 検索
サポートデスク ☎0570-081459（IP電話・PHSから ☎03-5339-6701）
※午前８時30分から午後８時まで（土日祝・年末年始を除く）

償却資産とは
会社や個人で、工場や商店などを経営している方が、事業のために用いる
ことができる構築物、機械、器具、備品等

申告が必要な方 平成21年１月１日現在、償却資産を所有している方

申告先 償却資産が所在する区にある都税事務所の償却資産係

申告期限 平成21年２月２日（月）

（地方税ポータルシステム） http://www.eltax.jp/

ホームページ

会報『にしあらい』制作に関する
西新井法人会

印刷会社見積り参加のお願い

西新井法人会では、年6回　会報『にしあらい』を発行しています。
会員企業の中には、多数の印刷業の方々が活躍されていると存じますので、
このたび、下記により、見積りにご参加くださるよう、お願い申し上げます。

制 作 期 間： 平成21年5月号～平成23年3月号まで（各奇数月発行）12回
見積り書締切： 平成21年1月26日（月）午後3時到着分まで（見積り書は封をし、のり付けして下さい）
業者の選定： 広報委員会で審議の上、決定させていただきます。
発 行 部 数： 5,300部
見積り資料： ㈳西新井法人会 広報委員会事務局までご連絡いただければ郵送いたします。
宛先及び問合せ： 社団法人西新井法人会 事務局　　担当　高橋　功

〒123-0842  足立区栗原3-10-16  TEL 3852-2511  FAX 3852-4795

記
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東京税理士会

裁判員制度と税金について
東京税理士会　西新井支部

税理士　姜 英寿

　国税庁がいわゆる裁判員制度で支払われる日当につ
いて、所得税法上の「雑所得」にあたるということを最
高裁判所からの照会で明らかにしました。
　裁判員制度は今年５月21日から実施されることに
なっています。
　それに伴い、今年分の「裁判員候補者名簿」はすでに
作成され、名簿登録者には「裁判員候補者名簿への記載
のお知らせ」が昨年11月28日に発送されました。
　この名簿はあくまでも裁判員「候補」の名簿ですか
ら、登録されたからといって、裁判員になることが決
まったということではありません。事件ごとに名簿登
録者の中からクジ引きで当該事件の裁判員候補が選ば
れ、さらに質問票への記載などの手続きを経た後に、
実際の裁判員が選任されるのです。
　裁判員や裁判員候補者等に選任され裁判所に行った
場合には、旅費（交通費）と日当が支払われます。また、
裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければな
らない場合には、宿泊料も支払われます。裁判員に選
任された場合、日当が「一日一万円程度を上限に支払
われる」ことになっています。また、事件ごとの候補
者に選ばれ、裁判所に呼び出された場合も最高８千円
の日当が支払われます。なお、日当は、裁判員や裁判
員候補者等の職務に対する報酬ではなく、それらの職
務を行うにあたって生じる損害（例えば、裁判所に来

るための諸雑費や一時保育料等の出費、収入の減少な
ど）の一部を補償するものですので、源泉徴収は行い
ません。
　この日当の税務上の取り扱いについて、国税庁は最
高裁判所から以下の照会を受け、「貴見のとおりで差し
支えありません」と文書回答しています。

■裁判員等に対して支給される旅費等について
は、その合計額を雑所得に係る総収入金額に
算入する。
■実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判
員等が出頭するのに直接要した費用の額の合
計額については、旅費等に係る雑所得の金額
の計算上必要経費に算入する。

　雑所得とは、他の所得区分に該当しない所得のこと
をいい、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金
の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、
講演料や放送謝金などがこれに該当します。
　雑所得については、事業所得、給与所得など他の所
得と合算した総合課税として課税されますが、年間の
給与収入が2000万円以下の給与所得者の場合には､雑
所得が20万円以下であれば確定申告する必要はあり
ません。
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　昨年10月２日、第26回法人会全国大会「山口
大会」は全国各地から1,900名が参加して山口市
で開催されました。全国から参加した会員によっ
て「平成21年度税制改正に関する提言」が報告さ
れ、承認されましたので、全国の法人会では、こ
れを地元国会議員及び地方自治体の長に陳情いた

しました。当会では鴨下衆議院議員と近藤やよい
足立区長に対し、鈴島税制委員長が両者に直接手
渡し陳情いたしました。これらの提言は国会にて
２月頃までに審議されることになっています。新
聞、テレビなどで税制関係のニュースに注目して
ください。

平成20年12月１日（月）／税制委員会

平成21年度 税制改正要望事項を陳情

1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）

鴨下 一郎事務所にて、戸張秘書に要望書を手渡す鈴島税制委員長 近藤区長に要望書を手渡す鈴島税制委員長（左は山浦課税課長）
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ワールド自興㈱ TEL：3897-2809
FAX：3897-2830

TEL：3852-2511
FAX：3852-4795

及び時間
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第192号 平成21年1月9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.nishiarai.biz/

編  　集 広報委員会
印 刷 所 弘和印刷株式会社
 足立区本木南町15-17
 TEL（3880）6446

　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

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。★

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。

月　日 時間 場所

2月3日（火） 14：00～16：00 法人会館

3月17日（火） 14：00～16：00 法人会館

月　日 時間 場所

 1月22日（木） 15：00～17：00 法人会館

3月19日（木） 15：00～17：00 法人会館

会報づくりが楽しくなりました

　支部研修会や、ブロック研修会など参加した事が広報紙
に載っているのを楽しみにしている方がいるのを、広報
委員になって耳に入るようになりました。そんな話を聞く
と、とてもうれしいものです。
　自分も参加する側だけの考えでは、いけないんだなと考
えました。これから、会員の方が楽しみにしていただける
会報づくりに貢献できるよう、努力をしていきたいと思い
ました。

（広報委員　神林 京子）

編 集 後 記表紙のことば VOL.192
西新井ギャラクシティ 丸山 英雄

　東武線西新井駅東口から、大型スーパーの横を通り、環
七の陸橋をくぐり抜けると、巨大な団地の一角に「ギャラ
クシティ」があります。そこには都内でも有数のプラネタリ
ウムや一流アーチストが出演するコンサートホールなどが
あり、いつも歓声が聞こえています。

切り絵講座③
　下図が完成したら、下図の後で切り落してしまう部分の
裏側に、両面テープを丹念に貼ります。両面テープをすべて
貼り終えたら、下図を黒い和紙に重ねて貼り合わせます。下
図と黒い和紙はしっかりと固定されていて、次はいよいよ
切り始めます。

日付 1　　　　　月 場　所 28（水） 女性部会 幹事会 法人会館

13（火） 財務委員会 法人会館 30（金） 第5ブロック 税制研修会 法人会館

14（水） サービス事業委員会 法人会館 日付 2　　　　　月 場　所

15（木） 東法連新年賀詞交歓会 帝国ホテル 3（火） 青年部会役員会・決算法人説明会 法人会館

16（金） 納税六団体主催新年賀詞交歓会 法人会館 5（木） 第142回定例理事会 法人会館

21（水） 広報委員会 法人会館 6（金） 源泉部会役員会 法人会館

22（木） 総務委員会・新設法人説明会 法人会館 10（火） 研修委員会 法人会館

23（金） 厚生委員会 法人会館 17（火） 税制委員会 法人会館

28（水） サービス事業委員会 法人会館 24（火） 厚生委員会 法人会館






