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　「足立区の記憶」から…
　私が結婚したのは昭和 44 年３月。
今年で 41 年になります。その 41 年
間に増えたもの、無くなったもの、
変化したもの、事件等々がたくさん
あります。私自身の変化では、子ど
も３人、孫２人。両親は逝きました
が、今では大世帯になりました。
　私の記憶の中から順不同で引っ張
り出してみましたので、皆様もその
時々にいろいろな思い出があると思
いますので、記憶の扉を一寸開けて
みてはいかがですか。
　◇足立区の人口・昭和 45 年は
571,791 人、平成 22 年は 665,283 人。
◇東武鉄道の複線化。千代田線（昭
和 47 年・代々木まで開通）、つくば
エクスプレス（平成 17 年）、日暮
里・舎人ライナー（平成 20 年）が開
通。◇東武線と日比谷線の相互乗り
入れ。◇環七、尾竹橋通り（昭和 46
年）、尾久橋通りの全面開通。◇首
都高速・川口線、中央環状線の開
通。◇足立区本庁舎千住新館及び、
保健センター完成（昭和 53 年）◇
足立区役所中央本町庁舎落成（昭和
61 年）と全館オープン（平成８年）。
◇舎人公園の開園（昭和 56 年）、ベ
ルモント公園開園（平成５年）。◇
北足立市場と流通団地の完成。◇北
千住駅西口前、西新井駅西口前の大
規模再開発。西新井警察署移転（平
成 21 年）と、パサージオ開店（平
成 22 年）。◇西新井税務署の新設。
◇綾瀬警察署、竹ノ塚警察署の新
設。◇コミュニティバス「はるか
ぜ」開業（平成 12 年）。北足立市場
花き部開業（昭和 63 年）。◇マルエ
ツ西新井店（昭和 45 年）、ラウンド

ワンボウリング場（平成 12 年）、千
住ミルディス（平成 16 年）、アリオ
西新井オープン（平成 19 年）。東京
未来大学開学（平成 18 年）、東京藝
術大学千住キャンパス、帝京科学大
学開学（平成 22 年）、東京電機大学
（建設中）等々。
　そして、生活の面からは、◇パソ
コン、薄型テレビ、デジタル製品の
普及。◇大型家電量販店、ドラック
ストア、コンビニ、スーパーの開
店。◇マンションの増加。◇銀行、
学校、企業の週休２日制。◇ATM
（銀行）、ETC（高速道路）の普及。
◇ DVD、デジカメ、携帯電話、カ
ーナビの普及等、足立区の文化も生
活も大きく変わってきました。

　昔の足立から、未来の足立へ
　西新井大師の開基は、天長３年
（826 年）、「舎人」の歴史は戦国時代
に遡り、幾つかある「新田」は、江
戸時代に開墾された証です。そして
人口が急激に増えたのは、戦後の復
興期であり、1950 年代以後の都営住
宅、公団住宅建設によるベッドタウ
ン化によって移り住んだ人達の第二
世代、第三世代も増え、新しい足立
区に変わってゆく。自虐的に、貧乏
区と言う足立区は、デフレ地代の寵
児とも言える激安店が地域を支え、
流入人口との同化が町を創り、山ほ
ど抱えた問題を明るく解決してきた
エネルギーが、未来の足立区を予感
させる。母なる川・荒川と隅田川
は、100 年、200 年後も変わること
はないと思うが、せめて、何十年後
の故郷・足立も見たいですね。

第２組織委員長　加藤勝久

41年の変化
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湯けむりと梅薫る草津の春
バス 10台・総勢 403 名の一泊研修会

　第 32 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、集結地である関越自動車道の高坂サービスリアに
向けて出発し、スタートしました。
　各バス内では車両長から２日間の日程説明に続き、
研修委員会が作成した西新井税務署　鍋内幸一署長の
ビデオによるご挨拶をいただきました。２日間の楽し
い旅に夢を膨らませ、歓談している間に高坂サービス
エリアへ到着。直ちに各バスの役員が集合し、オレン
ジ色のジャンパーを羽織り、鈴島厚生担当副会長から
「無事で、参加者の思い出に残る旅を」とのご挨拶を
いただき、続いて後藤厚生委員長から「２日間の研修
会が無事に終了できるよう、皆さんのご協力をお願い
します」とのお言葉がありました。
　10 台のバスは「卯三郎こけし工房」を見学した後、
「水澤観世音」に向かいました。「水澤観世音」は坂東
十六番礼所でもあり、その縁起は約 1300 年前とのこ
とで歴史の重みを感じました。次に向かった八ツ場ダ
ムは、政権交代により連日テレビ等で注目されるよう
になりましたが、このダムの大きさを実際に車窓から
眺め、未完成の橋と、この地域の住民が体験した半世
紀に想いを馳せました。
　天気は快晴！バスは快調で、予定通り午後２時 20
分には「ホテル櫻井」に到着しました。午後６時から

懇親会がコンベンションホール「パレルージュ」で開
催されました。403 席が一同に並びますと、遠くの人
の顔がよく見えないほどです。
　後藤厚生委員長の司会で、浅野副会長の開宴のこと
ばに続き、鈴島副会長とご来賓を代表して石川支社長
［大同生命保険㈱上野支社］にご挨拶いただき、浅野
副会長、赤羽副会長、渡辺副会長、鈴島副会長、堀口
副会長の「ヨイショ」の掛け声で鏡割りが行われまし
た。赤羽副会長は「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、辻内厚生副委員長、斎藤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、朝のまぶしい日光を受け、バスから浅間
山を眺めて、「マンズワイン小諸ワイナリー」、「小
諸・懐古園」へ。懐古園は、島崎藤村ゆかりの「千曲
川旅情のうた」の詩碑や、武田信玄の重臣・山本勘助
が城郭を整備したことでも知られています。
　「おぎのや横川店」での昼食の後、「秋間梅林」にて
観梅を堪能しました。
　この秋間梅林にて、２日間の旅の解散式を行いまし
た。バスはそれぞれの解散地点へ向かい、事故もなく
無事終了しました。

酌む酒は是風流の眼なり 　　　
　　　 月を見るにも花を見るにも

鍋内幸一　西新井税務署長のビデオでのご挨拶（要旨）

　すばらしい法人会活動と、「e─Tax」への一層のご協力を！
　足立区内各出発地から全車輌集合地点の関越道高坂サービスエリアまでの約１時間
強、各車輌では車輌長の挨拶や２日間の旅行説明などに引続き、研修委員会制作の鍋内
署長によるビデオのご挨拶を放映致しました。

　平成 20 年７月に着任して以来、現在迄の西新井法人会の活発な事業活動に驚く
とともに、諸行事が精力的に開催されていることに敬意を表したいと思います。
　また、昨年 10 月に荒川河川敷にて開催された「あだちまつり」では、社会貢献
委員会・青年部会・女性部会が中心となり、２日間に亘って「税金クイズ」や
「鉢花の配布」など、素晴らしい社会貢献活動が実施され、区民と直接触れ合う行
事に感動致しました。
　10 月には経済ジャーナリストの須田慎一郎先生による講演会を開催され、１月
には西新井納税六団体の一員として、「e─Tax 利用推進宣言式」を執り行ってい
ただきました。11 月には「青年部会・女性部会 設立 30 周年記念式典」が盛大に開催され、野口会長以下全
会員の熱意が伝わってくるようです。
　明日３月 15 日が確定申告最終日となり、会員の皆様には期限内納税にご協力いただきまして誠にありが
とうございました。またこの後、バス内では「e─Tax 利用」についてのビデオ放映が予定されております。
今後とも「e─Tax 利用推進」に向けて、更なるご協力を賜りたいと存じます。
　今回の一泊研修会は 32 回目とお聞きしております。目的地の群馬県草津温泉は、有馬温泉・下呂温泉と
並び、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致します。

▲録画中の鍋内署長
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◆３月１４日（日）◆行程表
足立区内各地　─　首都高速・外環道・関越道　─　高坂SA（休憩・合流）　─
─　渋川伊香保 IC　─　卯三郎こけし工房（見学）　─　水澤観世音（見学）　─
─　八ツ場ダム建設中（車窓）　─　浅間酒造観光センター（昼食）　─
─　草津温泉　ホテル櫻井（懇親会）

卯三郎こけし
　卯三郎こけしの創設者・岡本卯三郎は昭和25年からこけしの製造を始めました。こけし製造に特殊機械を用い、絵付けに彫刻やニ
クロム線で焼く技法を取入れ、美しい木目のケヤキや栗材などもミズキに加えて生かし、新しい感覚のこけしを作りました。卯三郎こ
けしは木の自然の木目を生かし、彫刻や焼き絵の技法を取入れ落着いた中にも新しさがあるのが特徴といえるでしょう。

思い出の見学地①

▲仕上げはやはり人の手で…… ▲かわいいこけしになりました
▲ 403名の参加者がいたはずですが、

とりあえず２人で

水澤観世音（坂東十六番札所・水澤寺）
　水澤観音は、1300年ほど昔の推古天皇・持統天皇の勅願により、高僧恵灌僧正の開基です。東京へ36里、日光へ36里、善光寺
へ36里という枢要な霊場として、また歴代天皇の勅願として、さらに上

こう

野
ずけ

の国司の菩提寺でもありました。ご本尊は十一面千手観世
音菩薩であり、七難即滅七福即生のご利益があります。朱色に塗られた御堂と三つ葉葵は、徳川家の祈願寺として名を馳せたゆえんです。

思い出の見学地②

▲やってきました、水澤観世音へ ▲清々しい気分でご一緒に一枚 ▲一念発起、一発ついてみました……

　西新井本町支部と関原支部の二支部で１号車は和気あいあい、１泊研修
旅行に出発しました。
　鍋内署長様の VTRで研修、終了と同時に前から飲物、後からおかずと、
バス内はガイドさんもビックリの大盛り上がりでした。水澤の観音さまに
手を合わせ、車中より話題の八

や

ツ
ん

場
ば

ダムを見て、こけし工房ではスベスベ
の木地に魅せられ、また、お買い物。浅間酒造の日本酒。翌日、マンズワ
イナリーのワイン、秋間の梅干し等バスに戻って来る方は、沢山お土産を
買い求め地方経済に大いに貢献いたしました。
　日本一の草津の湯で日頃の疲れもとれ、お肌ピカピカで足立へ帰って来ました。 （関原支部　浅井寛子）

✐

旅 ◆日 ◆ 記 　　　　　　　　　　草津の名湯でお肌ピカピカ

▲小諸懐古園で１号車の記念撮影
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八ツ場ダム
　民主党政権になったあと、テレビでおなじみとなった八ツ場ダム。これは利根川の支流の吾妻川中流部で建設が進められていた多目
的ダムです。2015年の完成予定でしたが、公共事業の見直しや予算などの面から事業中止の声明なども出されています。
　それにしても、八ツ場ダム周辺の道路をバスで走っていて、その橋脚の大きさなどに一同びっくり。

思い出の見学地③

▲橋脚もかかり、使わないのももったいない気がします ▲工事もほとんど終わっているように見えます

浅間酒造観光センター（昼食）

▲食べる前にちょっと飲みすぎたかな…… ▲まず一杯 ▲写真をとるだけで、ホホが紅らみます

草津温泉・ホテル櫻井
　草津温泉は、日

やま

本
と

武
たけ

尊
る

や行
ぎょう

基
き

、源頼朝が開湯したという伝説をもつほど、古くから知られた湯治場です。草津の名の由来「臭
くさ

水
うず

」が
なまったものであるなどの諸説があります。江戸時代から日本三名泉に数えられています。
　私たちが泊まったホテル「櫻井」は草津を代表する超豪華な施設で、宴会後の「湯もみ」ショーなど、充分に楽しませてくれまし
た。

思い出の見学地④

▲草津温泉に到着しました ▲浴衣に着替えて「さ～風呂に行くか……」 ▲ 折角、湯畑を見学に来たんだから、この前
で一枚撮らないとね
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◆３月１５日（月）◆行程表
ホテル櫻井　─　浅間酒造センター（買物）　─　浅間山を車窓より　─
（A班）マンズワイン小諸ワイナリー（見学）　─　小諸・懐古園（見学）
（B班）小諸・懐古園（見学）　─　マンズワイン小諸ワイナリー（見学）

─　おぎのや横川店（昼食）　─　秋間梅林（梅祭り見学）　─　松井田妙義 IC　─
─　上信越道・関越道　─　三芳PA（休憩）　─　関越道・外環道・首都高速　─　足立区内各地

小諸城址・懐古園
　懐古園は、小諸城の跡です。三の門には徳川家

いえ

達
さと

公の筆になる「懐古園」の大額がかかっています。小諸城は、全国的にも珍しく城
下町より低い穴城で、浅間山の火山灰でできている谷と丘を利用して作られています。崩れやすい断崖が堅固な要塞になっています。
　また、文豪・島崎藤村の『千曲川旅情のうた』の「小諸なる古城のほとり…」でも知られる信州の名園です。

思い出の見学地⑤

▲三の門 ▲見学前に記念撮影 ▲懐古神社

小諸ワイナリー
　小諸市のある長野県東部は、その気候風土がワイン造りに適しているということで、キッコーマンがこの地にマンズワインの工場を
作りました。高品質ワインのための「レインカット方式」の畑や、ワインができるまでの工程などを見たあとは、試飲。おいしいから
と何杯も試飲を重ね、ほろ酔い加減の方もいらしたようです。熟成されるワインと同様、ぜいたくな一時を過ごしました。

思い出の見学地⑥

▲熟成されるワインの樽 ▲このワインは味がいいわ ▲いろいろなワインがありました

　始発一番乗車は谷在家・皿沼支部 17名、順次加賀鹿浜
支部、堀之内・椿・江北支部、鹿浜支部の仲間が乗り合
い、計 43名無事スタートです。
　車中は４支部厚生委員の方々により進行。
　森田副会長さんのご挨拶では特に厚生委員さんへのねぎ
らいと感謝の言葉、また都築第４ブロック長さんは、会員
増強月間ラストスパートに入り、最後の一押しをお願いし
ますとのお言葉でした。
　車も関越道に入りますと「ビデオによる研修会」となり
ました。
　鍋内税務署長様の挨拶で始まり、
○税知識の高揚と納税意識
○ 行政事務の効率化等を計るための『e─Tax』の利用の拡
大等、つかの間の勉強タイムでした。
　バスも順調に走り、卯三郎こけし工場の見学も楽しみま
した。
　未熟で未勝手な国政が作り出した悲惨な ｢八ツ場ダム建
設中止｣ 現場の横を走り抜けて来ました。恋人同士が無理

やり引き離
されたよう
な完成目前
の工事（胸
が痛みます
ねー）。
　昼食時間
はかなりヅ
レましたが
浅間酒造で
取り、ホテル櫻井に到着となりました。
　和やかに１次会も終え、こちら７号車の２次会は「そっ
くり美川憲一ショー」で笑い転げました。
　もの真似そっくりさんの看板通り、歌もトークも本物を
超えるものがあり、何も考えず無心に笑ってきました（笑
いは脳と心の活性に繋がるとか）。
　〆（しめ）は日本の名湯 ｢草津温泉｣ に入り、脳と心と
体が癒されました。 （谷在家・皿沼支部　小川節子）

▲小諸・懐古園で７号車の記念撮影

✐
旅 ◆日 ◆ 記 

 
一泊研修旅行会─こちら７号車─
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　待ちに待った西新井法人会自慢の一泊研修旅行の、総勢
400 名を超す参加者は、異口同音にいや増して、異顔同欣の
恵比寿顔でありました。日頃の皆様方の行いの善さが天に通
じたのか、抜けるような青空に一片の雲もない、将に「本
日、天気晴朗にして波のどか？」なのでありました。
　さて、我が面々はと見渡せば、８ブロック新田支部、バス
一台、41名の兵共、これまた、いずれ劣らぬ華やかさ～っ
……？　車中ではビデオ研修を始め、お偉いさん方のスピー
チもつつがなく終了（この類は万事短い方がいい＝笑っ！）。
バスは一路、草津温泉・ホテル櫻井にまっしぐら～っ！
　近くて遠きは田舎の道？　遠くて近きは男女の仲？　諸々
方々を廻りながら、予定の３時には無事到着であります。誰
言うとなく「近いと楽ねっ！」は、けだし名言であります。
　圧巻は 400 名を超す大宴会。その消費エネルギーは超ド
級。近頃流行りの「エコ何とか？」も顔色なし。「その喰ら
うこと貪（とん＝むさぼる）、その飲するところ耽（たん＝
おぼれる）、その態、禽獣と云えども可なり…（菜根譚）」と
は、少々言葉が過ぎる勇み足？
　でも、流石は西新井法人会の面々、酒池肉林？の宴が終わ
れば、元の紳士・淑女に即変身。その立ち居振る舞いは、礼
に順い、仁に順い、大団円の終宴となった次第なのでありま
～す（大爆笑っ！）。三々五々の自由時間、二次会よし、三
次会よし、温泉三昧更によし。…やがて…流石に一騎当千の
兵も、夜更けと共に白川夜船、桃源郷の眠りに就いたのであ

りました。
　一夜が明ければはたまた快晴、まっこと目出度き旅日よ
り。ただただ感謝々々の道中記、いかが相成りましょうか？
……
　我が新田の車内では、昨夜に劣らぬ阿鼻叫喚？（噓！、
噓！＝笑っ！）。皆さん、お行儀よろしく和気藹藹！。縞の
合羽に三度笠、振り分け荷物を肩にかけ、粛々進む上州路！
　突然、車内に響く大音声！　「番数も取り進みましたると
ころ～っ！　西新井法人会一泊研修旅行記念大公演！　出し
物は、ご存知、国定忠治＝名月赤城山～っ！……」くっさい
口上、何のことかと目を白黒？　間髪入れずビデオの放映。
もとよりド素人のドタバタ劇、間違い、気狂いお構いなし、
場違い沙汰の抱腹絶倒？　お代は見てのお帰りだよ～っ！　
わずか 15分ほどの寸劇ビデオでしたが、他では絶対見られ
ない珍企画？　満員御礼、大盛況の一幕でありました～っ！
　皆々様の温かいお心に接し、唯の物見遊山だけでない充実
した一泊研修旅行になりました。旅の感謝の最後は、飛び切
り別嬪のガイドさん、大いにメタボのドライバーさん、ご無
事が何より、アリガトウ・ゴザイマシタ！　バスは不測の事
故もなく、ようやく暮れなずむ懐かしい我が新田の街に、滑
るように帰投したのでありました。メデタシ！　メデタシ！
　「のどかさや　法人会の春の顔　バス十台に　満つる歓声」
……清心謹詠
 （新田支部　岡　健次）

✐

旅 ◆日 ◆ 記  酔
すい

夢
む

譚
たん

（よっぱらいのゆめものがたり） 

峠の釜めし
　峠の釜めしは、群馬県安中市松井田にある「おぎのや」が製造・販売している駅弁です。おぎのやは明治18年に横川駅の開業と同
時に創業しました。現在の峠の釜めしは昭和33年に発売されたものです。昭和42年にはテレビドラマにもなりましたが、新幹線が
通って横川駅は廃止となり大打撃となりましたが、国道18号線沿いにドライブインをつくり、現在に至っています。

思い出の見学地⑦

▲うぅ、おいしい ▲「早く席について」「つきましたよ」

秋間梅林
　安中市の秋間川の上流の山あいに広がる約50ヘクタールの満開の梅を見学。紅白の梅林の下を山道に沿って歩き、途中で立ち止ま
ると、上も下もまた向かいの山も梅の花いっぱいで、その香りにつつまれました。この秋間梅林は関東一の規模だそうで、まるで桃源
郷といったところでしょうか。

思い出の見学地⑧

◀ 梅の香りも写ればいいの
に……残念



１号車１号車
関原支部関原支部

西新井本町支部西新井本町支部

２号車２号車
宮城支部宮城支部
小台支部小台支部
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３号車３号車
新田支部新田支部

５号車５号車
梅島支部　梅田第一支部梅島支部　梅田第一支部

梅田第二支部梅田第二支部
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６号車６号車
栗原・栄町支部　島根・栗原支部栗原・栄町支部　島根・栗原支部

本木支部　興野支部本木支部　興野支部

７号車７号車
加賀・鹿浜支部　谷在家・皿沼支部加賀・鹿浜支部　谷在家・皿沼支部
鹿浜支部　堀之内・椿・江北支部鹿浜支部　堀之内・椿・江北支部
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８号車８号車
江北支部江北支部
扇支部扇支部

10号車10号車
西新井第一支部西新井第一支部
西新井第二支部西新井第二支部
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11号車11号車
古千谷・伊興支部　西伊興支部古千谷・伊興支部　西伊興支部
伊興第一支部　伊興第二支部伊興第一支部　伊興第二支部

12号車12号車
舎人支部舎人支部
入谷支部入谷支部
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懇
親
会



♪ 毎 毎年恒恒例！！のどど自慢慢カララオケケ大大会 会 ♪♪

11 号車11号車
伊興第二支部伊興第二支部
田中正次さん田中正次さん
「さざんかの宿」「さざんかの宿」

11号車11号車
伊興第二支部伊興第二支部
野島良子さん野島良子さん
「ジェラシー」「ジェラシー」

5号車5号車
梅田第一支部梅田第一支部
安江ヨネ子さん安江ヨネ子さん
「夢女」「夢女」

2号車2号車
小台・宮城支部小台・宮城支部
木村 操さん木村 操さん
「はぐれコキリコ」「はぐれコキリコ」

6号車6号車
本木支部本木支部
土屋吉男さん土屋吉男さん
「雪の渡り鳥」「雪の渡り鳥」

8号車8号車
江北支部江北支部
神林京子さん神林京子さん
「ごめんね」「ごめんね」

10号車10号車
西新井第二支部西新井第二支部
宮崎一成さん宮崎一成さん
「ブラボーすいこでん」「ブラボーすいこでん」

7号車7号車
堀ノ内・椿・江北支部堀ノ内・椿・江北支部
森井文子さん森井文子さん
「ラブイズオーヴァー」「ラブイズオーヴァー」

1号車　関原支部1号車　関原支部
関原少女合唱団  10 名関原少女合唱団  10 名

「瀬戸の花嫁」「瀬戸の花嫁」

堀口副会長堀口副会長
「祝い船」「祝い船」

女性部会
菊池きみえさん／浅井寛子さん／鈴木貞子さん菊池きみえさん／浅井寛子さん／鈴木貞子さん
「フラダンス」「フラダンス」

12号車12号車
舎人支部舎人支部
新井健二さん新井健二さん
「祭り」「祭り」

3号車　新田支部
奈良原千代さん 他奈良原千代さん 他
踊り「さくら音頭」踊り「さくら音頭」

◀二次会で登場した◀二次会で登場した
　“そのまんま美川”さん　“そのまんま美川”さん
　カラオケではありません。　カラオケではありません。
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チリ大地震の
　被災地へカンパ
 新田支部

　一泊研修旅行の帰路、和
気藹々の雰囲気のバスの中
で、チリ大地震の被災地へ
カンパしようとの声が上が
り、「応分のご寄付を…」
と帽子が車内を巡りまし
た。ご芳志は翌日、西新井
法人会新田支部有志とし
て、日本赤十字社を通じて
チリ大地震の被災地へ寄付
された。
　「なっ・何と、合計 21,726
円也の莫大な浄財です。噂
に違わず、新田支部面々の
太っ腹に大感激。優しい心
遣いに涙、涙の大感謝」
は、岡ブロック長の感想で
す。

旅の思い出

社団法人社団法人西新井法人会西新井法人会

青年部会 ・ 女性部会青年部会 ・ 女性部会
入会のお誘い入会のお誘い

■青年部会■青年部会
　４月　総会・懇親会　４月　総会・懇親会
　７月　海外研修会　７月　海外研修会
　８月　家族交流会　８月　家族交流会
 10月　足立まつり参加 10月　足立まつり参加
　　　　（税金クイズ鉢花配布）　　　　（税金クイズ鉢花配布）
　　　　ソフトボール交流大会　　　　ソフトボール交流大会

■女性部会■女性部会
　４月　一泊研修会　４月　一泊研修会
　７月　講演会　７月　講演会
 10月　足立まつり参加 10月　足立まつり参加
　　　　（税金クイズ鉢花配布）　　　　（税金クイズ鉢花配布）
　1月　賀詞交歓会　1月　賀詞交歓会
　　　　新春観劇会　　　　新春観劇会

～主な年間事業（平成21年度参考）～～主な年間事業（平成21年度参考）～

年　　会　　費：12,000円年　　会　　費：12,000円
申込・問合せ先：（社）西新井法人会事務局申込・問合せ先：（社）西新井法人会事務局
電 話 （3852）2511～3電 話 （3852）2511～3
FAX（3852）4795FAX（3852）4795

満開の梅の下で解団式満開の梅の下で解団式──お疲れさまでした。お疲れさまでした。
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　西新井法人会の源泉部
会・青年部会・女性部会
の三部会合同研修会の講
師を務めさせていただく
にあたり、各部会長を中
心に皆様の数々の活動に
深く感謝の意を表しま
す。源泉部会が開催され
た年末調整の説明会や資
産税のダイレクト納付研
修会などは非常にタイム
リーな内容の研修会であり、青年部会・女性部会は、
昨年 11 月の設立 30 周年の記念式典を盛大に開催され
ましたが、日頃の活発な活動の集大成として非常に立
派な式典であったと思います。足立区民まつりの税金
クイズの実施やエコキャップ運動なども、内容と規模
においても他に類を見ない素晴らしい社会貢献活動を
実施されていると実感しております。

●「一期一会」を実感
　さて、私事ですが、昨年の暮れに身内に不幸があり
名古屋の三河地区に行きました。葬儀の運営は地元の
花屋さんが仕切っておられました。その方は地元の法
人会の女性部会長を務めておられ、私が西新井税務署
の副署長をしていることを聞いてご挨拶に来てくれた
とのことでした。私が西新井法人会の皆さんの活発な
活動の様子をお話しますと、その女性社長は感心して
メモを取りながら熱心に話を聞いておりました。そし
て、葬儀の後、私が葬儀場を出ようとした時にもう一
度来られ、次回のご転勤の際は、自分達の管轄の税務
署に是非ともいらしてくださいとのお言葉をいただき
ました。一期一会と言う言葉がありますが、私が税務
署の副署長という役職をさせていただいているからこ
その出会いであり、感慨深い出来事でした。

●財政の現状と、安定的財源
　税金には直接税と間接税があることは皆さんご承知
の通りです。直接税は納税義務者と実質的負担者が一
致する税金のことで、所得税や法人税がこれにあたり
ます。一方で、納税義務者と実質的負担者が異なるの
が間接税であり、たばこ税、揮発油税、印紙税などが
ありますが、本日の演題である消費税もこの間接税に
あたります。
　我が国の財政事情に話を移しますが、先のリーマ
ン・ショックにより多大な影響を受けております。今

や我が国の借金は平成 21 年度末で 872 兆円（国民一
人当たり 684 万円）に上りましたが、平成 22 年度末
には 973 兆円（国民一人当たり 763 万円）にまでなる
見込みです。
　また、平成 21 年度の我が国の一般会計税収は当初
予定が 46 兆円でしたが、実績は予定よりも９兆円も
下がって 37 兆円に留まりました。そして、国債発行
総額は 53.5 兆円で税収よりも多い状況で、国家予算
の半分以上を借金に頼る状況にあります。また、37
兆円という税収額は、60 数年前の昭和 21 年の水準で
す。
　税収額が９兆円下がった内訳を見てみると、所得税
が 15.6 → 12.8 兆円（△ 20％）、法人税が 10.5 → 5.2 兆
円（△ 50％）、消費税は５％のうち４％が国税で１％
が地方税であるが 10.1 → 9.4 兆円（△７％）という状
況です。特に法人税については、本日お集まりの皆様
にはその卓越した経営手腕によって、これまで多くの
所得を出して納税してきていただいておりますが、さ
すがに現在の社会情勢では、苦戦されておられます。
最近の法人税申告状況を見ておりますと、欠損金繰戻
還付制度により前年度の法人税を還付するケースが非
常に増えており、皆様方のご苦労の様子がよく解りま
す。
　一方、法人税に比べますと、消費税の方は減少率が
△７％と比較的少ない状況です。従って、国の財政に
とって消費税は安定的な財源であると言えるのではな
いかと思います。

●来年、是非この話の続きを……
　消費税のお話に迫ってきたところではありますが、
残念ながら講演の残り時間が少なくなってきてしまい
ました。この続きは来年お話しさせていただきたいと
思います。本日はご清聴まことにありがとうございま
した。 （青年部会　副部会長　渡邉　浩）

▲講師の谷口副署長

源泉部会・青年部会・女性部会／研修会

消費税「？」の話 講師：西新井税務署副署長
谷口哲也殿三部会合同研修会 平成 22年

２月 18 日木

▲左から堀口副会長（青年部会・女性部会担当）、北澤女性部会長、森田副会長
（源泉部会担当）、谷口副署長、白井青年部会長、金子源泉部会長
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　組織委員会主催による全
ブロック 27 支部による、
「ブロック合同研修会」は、
今年も３月に開催され、
200 名を超える方々が出席
されました。
　司会の都築第４ブロック
長の進行により、安江第７
ブロック長の開会の辞に続
き、赤羽組織担当副会長が
「会員増強期間を３月 31 日
迄延長しましたので、１支部２社・計 54 社の更なる
増強をお願い致します」と述べ、ご来賓の谷口副署長
からは「今日の講師である早野統括官は以前、国税局
の資料調査課というセクションにおり、会社を訪問し
て調査する部署に長年在籍しておりました。本日は、
その経験を踏まえた〈生〉の話が聞けると思います」
とのお言葉をいただきました。

　冒頭、早野統括官よりNHK大河ドラマで放送中の
「龍馬伝」を交え、出身地である長崎県長崎市につい
てお話しされ、自身の経験を踏まえた講演をいただき
ました。

●税務調査の目的
　税務行政には４つの柱があります。それは、「広報」
「相談」「指導」「調査」です。「調査」は、決して「税
収を増やす」ことが目的ではなく、「正しい申告を増
やすこと」が目的であり、不正な申告をさせない「不
正な申告の抑止」につなげることを目指しています。
そして、「税金を逃れようとする意図」の有無にかか
わらず、隠蔽などがあった場合は、重加算税というも
のがかかってしまいます。

●税務調査の種類
　税務調査の種類は２つあります。一つは、「任意調
査」であり、もう一つは国税局査察部が令状を持って
執り行う「強制捜査」です。
　前者の「任意調査」ですが、調査を受けるかどうか
が「任意」という意味ではありません。これは、法律
に定められた質問検査権に従って任意調査を行うもの
で、調査拒否などには罰則規定があります。税務調査
の根幹にあるのは、「正しい申告がなされているかの
確認」ですので、ご理解いただきたくお願いします。

●調査の現状
　国税庁の資料によれば、全国約 300 万社在る法人の
内、５％程度が税務調査を受けているとのことです。
その、調査を受けている内の、４分の３の法人が、何
らかの指摘を受けて修正申告等をしています。税務調

査を行って「会社の社長様
や部長様のパソコンや手帳
を見せて欲しい」というこ
とを伝えたこともありま
す。手帳には沢山の情報が
詰まっています。調査で
は、会社の取引関係や渉外
関係を知りたいのであっ
て、プライベートな情報は
一切関知しません。調査の
内容によっては、金庫の中

や財布等を見せていただいたこともありました。

●税務調査 イコール 会社の健康診断
　税務調査を行う前には、事前段階として選定作業と
いうものがあります。「不正をしていそうだ、怪しい
から行くぞ！」ということではなく、「幾つかの疑問
点があり、確認したい」ために訪問します。一種の
「会社の健康診断」だと思っていただければありがた
いです。実際に、税務調査を行ったことによって、会
社の役員さんや従業員の方が横領していた事実が判明
したこともありました。

● 「脱税したら、必ず見つかりますか？」 
～子どもたちへの租税教育を経験して～
　子どもたちへの税務教育を実施し、最後の質疑応答
に入った際に、ある子どもから、このような質問を受
けました。
　「脱税したら、必ず見つかりますか？」
　当初その質問に驚いたのですが、「必らず見つける
というのは無理です。しかし、皆さんが脱税をしない
ような大人になれば、私たちが見つける必要は無くな
ると思います」と答えました。

　本日出席された会員の方々には、税に対する正しい
知識を持っていただき、会社の経営に当たっていただ
ければと思います。
　講演会の後、竹村第１ブロック長が閉会の辞を述
べ、第２部の懇親会へと移りました。

▲講師の早野統括官 ▲赤羽組織担当副会長

▲研修会のお世話をいただいた幹部のみなさま

ブロック合同研修会

第１部 講演会「税務調査の『今』と『受け方』」　法人会館 講師：法人課税第一部門　
統括官 早野喜良殿ブロック合同研修会 平成 22年

３月５日金
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　岡第８ブロック長の司会で、会員 200 名を超える大
規模な懇親会が開催されました。浅井第６ブロック長
の挨拶に続き、壇上に陳列された協賛各社からの寄贈
品を目前に、加藤第２ブロック長の乾杯でスタートし
ました。しばし歓談しながら、このあと開催される
「抽選会」と「ビンゴゲーム」に皆胸を躍らせました。
　今年は、昨年に比べてブロック長賞である「自転
車」の台数も増えました。
　抽選会では、まず塚田第３ブロック長が壇上に上
り、抽選番号の発表が行われました。皆、自分の抽選
番号札を見ながら、いつ呼ばれるかとブロック長の発
表に耳を澄ませました。
　特別賞「自転車」第１号の抽選に際し、西新井税務
署・鍋内署長に引いていただき、見事、信川安子さん

が獲得しました。また、会長賞「腕時計」５本には、
朝日信金・百瀬秀明さんのほか４名の方が幸運の女神
に微笑まれました。抽選会の後、興奮冷めやらぬ内に
ビンゴゲームが行われました。

　賞品寄贈会社（順不同）
　◆㈱野口製作所
　◆㈱丸鈴　　　　　　◆㈱ドンレミー
　◆㈲関原ショッピングプラザ
　◆㈲渡辺建設　　　　◆㈱大江戸
　◆㈱イガラシ
　◆大同生命保険㈱ 上野支社
　◆AIU保険会社
　◆ アメリカンファミリー生命保険 東京総合支社

自転車獲得者

▲信川安子さん ▲永田一雄氏 ▲刈谷夏子さん ▲瀬戸善雄氏 ▲吉田武氏

▲穴澤信子さん▲齋藤日出子さん ▲田中トシ子さん

ブロック合同研修会

第２部 懇親会　法人会館ブロック合同研修会 平成 22年
３月５日金
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　総勢 18 社出席のもと、
午後２時に、北足立市場
支部「税務研修会」が開
催されました。
　北足立市場支部山﨑支
部長の開会のことばに続
き、法人課税第一部門・
早野統括官からご挨拶を
いただき、講師である八巻法人審理上席官に早速講演
に入っていただきました。
　今回の研修内容は、平成 21 年度法人税関係法令改

正の概要を中心に、「軽
減税率の時限的引き下
げ」や「中小企業者等の
欠損金の繰戻し還付の復
活」等の説明をいただき
ました。また後半、「国
税関係手続のオンライン
利用促進に向けた目標」
並びに「国税電子申告（e─Tax）代理申告・送信」
の説明をいただき、出席者全員静かに耳を傾け、真剣
そのものでした。とても実りある研修会でした。

　今年度最後の研修会が、笠井個人課税第一部門上席
調査官より、「サラリーマンの確定申告について」ま
た、田中法人課税第二部門統括官より「現物給与の源
泉徴収」についてのお話を伺いました。特に確定申告
では、医療費控除と住宅借入金
等特別控除に関する内容で、な
かでも興味深い医療費控除の対
象に含まれるものを詳しく説明
いただき、また、現物給与につ
いても具体的事例に織り込み、
解りやすい解説でした。１時間
30 分の研修でしたが大変に有
意義な研修内容でした。
　今年がんばった出席者には、

皆勤賞の発表があり、対象の方々に賞品の授与があり
ました。受賞者の方々は喜んでいました。
 （源泉部会長　金子俊二）

▲山﨑支部長

▲ご挨拶する早野統括官▲八巻法人審理上席官の講演

▲熱心に耳を傾ける出席者

ブロック・支部・部会／研修会

「税務研修会」　東京北足立市場会議室 講師：法人課税第一部門　　　　
法人審理上席　八巻貴之殿北足立市場支部 平成 22年

２月 22 日月

▲北足立市場支部の出席者

源泉徴収のポイントⅢ　西新井法人会館 講師：法人課税第二部門　
統括官　田中晴男殿源泉部会 平成 22年

２月５日金
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　東京法人会連合会招集による「平成 21 年度広報研
修会」がグランドアーク半蔵門において午後３時より
開催されました。
　今回は初の試みとして「グループディスカッショ
ン」方式にて実行されました。
　各円卓に 10 人ずつAグループ５卓、Bグループ１
卓、Cグループ１卓、各支部法人会が近々の会報誌を
持ち込み 10 人に配り資料としました。
　どの会報誌も長い年月と多くの広報委員の努力の成
果が見られる味わい深いものでした（まるで熟成ワイ
ンのような！）。
　従来の研修会ですと、各方面で活躍の講師をお招き
し、全参加委員が同じ方向を見据え聴く形式であり、
質疑応答１～２件の挙手程度ですが、今回は輪になっ
て和になれました。
Aグループ「法人会会報について」

　　○ 会報誌の発行の件。12 回から 10 回とか６回と
かに変更。

　　○ 財政不足の補充を広告等で資金の確保と扱い
方。

　　○ クイズや企業案内で会報に魅力を持たせる工夫
（応募は少な
く、同じ人に
なってしまう
が）。

　　○ 会報誌のサイ
ズ　A4、B5
とあり、右開
き左開きとあ

り、横罫、縦罫あり　─等々─
B グループ「法人会のホームペ

ージについて」

　　○ 会員個々のリズムで即座
に確認できる。

　　○ 企業、個人の情報の流失
懸念。

　　　 第３者による悪意ある意図的利用。
　　○ ファイル機能は高く、増減がいつでも可能であ

り、すっきり整理できる。　─等々─
C グループ「メディアなど外部に向けた広報につい

て」

　　○ その他の広報方法について
　　　ラジオ、新聞広告、車内広告等。
　　○ インターネット利用拡大方向に合わせ、支部ご

との社会活動を今後『東法連』『全法連』とし
て 100 万人規模の一律行動へと展開していくこ
と。

　　○組織の体制に「公益法人化の件」　─等々─
　まだまだ多くの意見や発表がありました。
　それぞれが自分の言葉で語り合った研修会でした。

心もほぐれて第２部
懇親会へと入りまし
た。
（広報委員会
 副委員長　小川節子）

▲東法連・金子広報委員長

▲ディスカッション中の神林委員
（右より３番目）

東法連広報研修会

〈初のグループディスカッション〉…和（輪）になって…平成21年度
東法連広報研修会

平成 22年
３月２日火

▲ディスカッション中の小川副委員長
（左から３番目）
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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
　◆小原誠一　　 西新井納税貯蓄組合連合会 常任理

事
　◆荒瀬美知夫　社団法人西新井青色申告会 支部長
　◆堀内恭治　　社団法人西新井青色申告会 理事
　◆竹村勝己　　社団法人西新井法人会 常任理事
　◆都築徹藏　　社団法人西新井法人会 常任理事
　◆吉田昌弘　　NPO法人西新井間税会 副会長
　以上６名の方々の紹介と会長から会員章が贈られま
した。

講演「我が国の財政事情」
●平成 21年度補正後の予算について
　政府の中で、消費税増税について論議があります。
その原因は財政が悪いからであります。平成 21 年度
補正後の予算について、「歳入」が 36 兆８千６百億
円、「その他収入」が 12 兆２千４百億円、「公債」が
53 兆４千５百億円であり、税収が公債金を 16 兆６千
億円も下回っているのは、我が国では異常な事態で
す。平成 22 年度当初予算では、「税収」が 37 兆３千
９百億円、「公債金」が 44 兆３千億円で、これでも歳
入が公債金を下回っております。
●財政法第４条を踏まえて
　国債は２種類に分けられます。まず「四条国債」、
次に「特例国債」というものです。「財政法」という
法律で明記されているのですが、「国の歳出は、公債
又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければ
ならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財
源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公
債を発行し又は借入金をなすことができる」というも
のです。別名「建設国債」とも言います。
　また、公債特例法を毎年制定することにより特例国
債（別名：赤字国債）を発行することができます。
●税収と現行税制は
　税収入は昭和 50 年から平成２年まで右肩上がりの
上昇傾向でした。平成２年の 60 兆円がピークで、そ
の後は少なくなっています。つまり、この 20 年間は
税収が減少傾向になっています。
　現行税制では、景気を良くすることに着眼していま
すが、平成２年のバブル期ですら税収は 60 兆円しか
なかったので、いくら景気が良くなっても、今の予算
をこのまま組んで行けば、国債発行額が増えて行くの
は明らかです。毎年の予算規模は 92 兆円です。税収
の不足分は借金をして行くことになります。
●国債発行額の推移
　平成 10 年以降は、国債依存度が高く、その後も増
加の一途を辿っています。毎年度末の公債残高に目を
向けますと、特にこの 10 年間は倍増しています。
　平成 22 年度末の公債残高は、約 637 兆円の見込み
です。これは、国民１人あたり約 500 万円になり、4
人家族では約２千万円になります。これを勤労者世帯
の平均年内可処分所得である約 531 万円と比較すると、
莫大な借金を国民１人あたりが抱えていることです。
　平成 22 年度の税収予想は約 37 兆円です。平成 22

年度末の公債残高・約 637
兆円は、この税収の約 17 年
分に相当します。これを見
ても、国民１人あたりが莫
大な借金を抱えていること
になります。
● 国債利払費と金利の推移
　金利は昭和 50 年で 7.4％
でした。その後右肩下がり
で、現在は一番低い金利で

す。国債発行額が増えているのに、利払費は目立って
増えていません。
　平成 22 年度一般会計利払費は、約 9.8 兆円です。
これは１日に換算すると約 267 億円、１時間で約 11
億円、１分間で約１千 856 万円になります。
　こうして見ますと、相当莫大な利払費が支払われて
いることに気付くと思います。
● 一般会計歳出に占める主要経費の割合の推移
　近年目立つのは、社会保障費が伸びていることで
す。高齢化社会がますます進んで行くと考えると、今
後とも社会保障費は増えて行くと思います。
● 先進７ヶ国・債務残高の国債比較（対GDP比）
　1995 年（平成７年）における日本の債務残高の
GDP 比は、86.2％です。他国と比べ突出して率が高
いわけではありません。その後は毎年上昇し、2010
年（平成 22 年）の債務は GDP の 197.2％と、約２倍
以上に膨らんでいます。
　これを見ても分かるとおり、我が国の国債発行額
（国の借金）は、膨張に膨張を重ね、他国と比べて抜
きん出ています。最近財政赤字で報道されたギリシャ
ですら、債務残高のGDP比は、110％に過ぎません。
　日本の、この率の高さの要因としては、バブル崩壊
後の度重なる経済対策や高齢化社会に準じた社会保障
関係費の増加もあると思います。
●消費税の増税
　増税には「タイミング」と「社会保障制度の将来像
（ビジョン）の明確化」が重要だと思います。平成 17
年のドイツの総選挙でメルケル党首は「医療保険の拡
充のため、付加価値税を増税する」ことを公約に掲げ
ました。その結果、付加価値税は 16％から 19％に上
がりましたが、経済成長率は特に大きくなりませんで
した。このことからも、増税と社会保障制度の将来像
は、セットにして考えなければならないと思います。

　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。
　懇談会は西新井税務署・第 13 代署長の菅原時夫氏
をはじめ、６名の元署長様が出席され、在任当時の懐
かしい話や、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
　第 13 代　菅原 時夫 様　　第 26 代　佐藤 正男 様
　第 16 代　須藤 正和 様　　第 27 代　村上 憲雄 様
　第 21 代　石山 　弘 様　　第 30 代　熊谷　 久 様
　第 22 代　五十嵐 修二 様
○ご来賓　東京税理士会西新井支部長　安藤正利様

▲講演する鍋内幸一署長

西新井彰友会／研修会

演題「我が国の財政事情」　法人会館 講師：西新井税務署長
鍋内幸一殿

西新井彰友会
「会員研修会」

平成 22年
３月 29 日金
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お 知 ら せ
西新井法人会報の「表紙」でお馴染みの

切り絵作家「丸山英雄・切り絵作品展」開催 !!

切り絵作家、丸山英雄先生の第８回『切り絵
作品展』が開催されます。
　丸山先生は、西新井法人会報・第 189 号（平成
20 年７月発行）から 200 号（平成 22 年５月発行）
まで、表紙として計 12 作品を掲載されており、今
後も引き続き表紙を飾ります。
　ぜひ、皆様ご来場ください。

●丸山英雄先生プロフィール
　53 歳。学生時代に、切り絵
作家・宮田雅之さんの作品展で
美しさに魅了され、独学で始め
る。以来、30 年以上創作を続
け、作品数は 300 点以上に及
ぶ。丸山さんの切り絵は、黒い
和紙を切って、裏に色和紙と台

紙を張って仕上げる。顔料は用いず、黒い和紙と白
い台紙のコントラストで光と影を表現する伝統的な
手法。現在、足立成和信用金庫勤務。

● 　平成 22年６月５日（土）、６日（日）
●　西新井ギャラクシティ

▲丸山先生の作品群▶

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34回通常総会を開催したしますので、
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28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34回通常総会 　　　
第２部　会員増強表彰式 　　　　
第３部　祝賀会（会費3,000円）

日時　５月21日（金）午後４時～
場所　西新井法人会館２階ホール　

足立区栗原３-10-16　

第
34
回 

通
常
総
会
の
お
知
ら
せ
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社団法人 西新井法人会　e─Tax 推進協議会からのご案内
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平成22年度　国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験のお知らせ

　人事院では、下記のとおり「平成 22 年度　国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験」を行います。興味のあ
る方は、税務署までお気軽にお問い合わせください。

記

◇　受　験　資　格　　平成元年４月２日から平成５年４月１日生まれの者

◇　申込書交付期間　　５月 10 日（月）～６月 29 日（火）（土・日曜日は除く。）

◇　申込書受付期間　　６月 22 日（火）～６月 29 日（火）（土・日曜日は除く。）

◇　試　　験　　日　　第１次試験　９月５日（日）
　　　　　　　　　　　第２次試験　10 月 14 日（木）～10 月 21 日（木）のうち指定された日

※詳細については、人事院ホームページの「国家公務員試験 採用情報NABI」
　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］　または、お気軽に西新井税務署・総務課
　（TEL　03─3840─1111　内線 115）までお尋ねください。

中小企業者向け省エネ促進税制
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警 察 だ よ り 警視庁　西新井警察署

自転車安全利用五則

１　自転車は車道が原則、歩道は例外です。
２　車道を通行する場合は、左側を通行する。
３　歩道は歩行者優先、自転車は車道寄りを徐行する。
４　安全ルールを守る。
　　 ○　飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　　 ○　夜間は、必ずライトを点灯する。
　　 ○　交差点では、信号の厳守・一時停止や安全確認の励行

５　子供には、ヘルメットを着用させましょう。

最近西新井警察署管内では、自転車が当事者となる事故が増加してい
るとともに、自転車が車道・歩道を無秩序に通行している状態が多く
みられます。自転車利用者は自転車安全利用五則を守って正しい通行
をしましょう。

東京消防庁　西新井消防署消 防 署 だ よ り
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　生命保険は個人契約が良いのか、それとも法人契約
が良いのか？
　生命保険の受取時には税金がかかるのか？
　節税対策として生命保険を考えているが何から手を
つけるべきなのか？
　このような悩みをよく聞きます。
　普段は税務代理や税務書類作成が専らな税理士です
が、このような納税者の身の回りにある悩みを共有解
消することも税理士の使命です。具体的な保険の決定
については個々の状況によって変わるため明言は避け
ますが、上記悩みについて私が最初にお伝えすること
を記載致します。
　死亡保険金を受け取る際には税金がかかる場合があ
ります。課税される税金は「所得税・住民税」「相続
税」「贈与税」のいずれかで、契約者、被保険者、受
取人の関係で税金の種類が変わってきます。簡単に示
すと次のとおりです。

契約者（支払者） 被保険者 受取人 税金

A氏 B氏 A氏 所得税・住民税

A氏 A氏 B氏 相続税

A氏 B氏 C氏 贈与税

上記は個人契約の場合で、争点のほとんどは保険金受取時です。

　法人契約の場合は保険金受取時に加え保険料支払時
もポイントとなります。具体的な法人税法上の取扱い
については難解なためお近くの税理士に相談すること
をお勧めしますが、生命保険を決定する際にはまず生
命保険の種類を押さえておくべきと考えます。
　生命保険商品は多数ありますが、次の３つに分けら

れます。
①　死亡保険
　 　保険加入者（被保険者）が死亡した場合に限り、
保険金が支払われます。
　 　「終身保険」は生涯を保障するもので満期はあり
ません。逆に期間を定めた場合「定期保険」と呼び
方が変わります。この場合、定めた期間中に死亡し
た場合に限り、保険金が支払われ、不幸なことが起
らなければ、保険金は支払われることなく保険料も
掛け捨てになります。
②　生存保険
　 　生存保険は死亡保険とは逆で保険期間の間生存し
ていれば支払われる保険です。年金保険が該当しま
す。
③　生死混合保険
　 　保険期間内に死亡した場合は死亡保険金が支払わ
れ、契約満了した場合には満期保険金が支払われる
仕組みの保険です。具体的には養老保険で、これに
は一定の期間が定められていてその保険期間内に被
保険者が死亡しても生存しても同じ保険金を受け取
ることができる保険です。
　上記のように生命保険は３種類に分けられます。数
多くの生命保険があるように思えるのは、３種類の基
本的な生命保険に色々なオプションが付加されている
ためです。
　派手なオプションに振りまわされすぎることなく、
基本を押さえた上で必要な保険を選択することが肝要
です。

生 命 保 険 に つ い て
 東京税理士会　西新井支部

 税理士●村井康将

財団法人 全日本労働福祉協会　健診センター
本部  〒143-8790  東京都大田区大森北1-18-18  NJビル3階
TEL（03）5767-1714（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

東 京 税 理 士 会
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表紙のことば Vol.200

西新井大師　「鐘楼と牡丹」
 丸山英雄
　毎年我が家では正月の３日に、西新井大師に初詣に
行くことが恒例になっている。その時必ず立ち寄る場
所が境内にある「鐘楼」です。長い行列に並び家族全
員で順番に鐘を突いてから帰路につく。春の西新井大
師には牡丹園に大輪の花が咲く。手入の行き届いた園
内には多くの花が深紅、純白、ピンク色に染まり、そ
の名前も島大臣、吉野川、春興殿、太陽、藤娘、雪月
花、旭光、島乙女等々、音の響きのイメージに添った
色とりどりの牡丹が、参拝者を迎えてくれる。

編　集　後　記

次の時代に向かって進もう！

　「企業の寿命は 30 年」という言葉をよく耳にしま
す。通常のことだけをやっていては衰退していくとい
うことだと思います。企業には「株主」「従業員」「社
会」に対する３つの責任があります。
　日本経済は依然として厳しい環境にありますが、環
境変化に柔軟に対応して、次の時代に向かって生き残
っていくことこそ「３つの責任」を果たすことになる
のではないかと思います。
 （梅島支部　広報委員　坂巻義一）

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 時　　間 場　所
６月 3日（木） 14：00～16：00 法人会館
8月 3日（火） 14：00～16：00 法人会館

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。★

月　　日 時　　間 場　所
5月 11日（火） 15：00～17：00 法人会館
7月　6日（火） 15：00～17：00 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。

法人会員の税務無料相談室
　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

第 200 号  平成 22 年 5 月 10 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.tohoren.or.jp/nishiarai/
編　　集  広報委員会
印 刷 所  株式会社のべる出版企画
  足立区鹿浜 3丁目 4─22
  TEL（3896）6506

し の ン ォ ー ョ催 も イ フ メ シ ン

日付 ６月 場所
　1日（火） 青年部会役員会 法人会館

　2日（水） 女性部会幹事会 法人会館

　8日（火） 研修委員会 法人会館

11日（金） 源泉部会役員会 法人会館

18日（金） 厚生委員会 法人会館

24日（木） 総務委員会 法人会館

日付 ５月 場所
11日（火） 青年部会役員会 法人会館

14日（金） 女性部会幹事会 法人会館

18日（火） 税制委員会 法人会館

19日（水） 広報委員会 法人会館

21日（金） 第 34回通常総会 法人会館
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