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第1組織委員長

 
竹村　勝己

　私の会社が法人会に入会したのは多

分37年位前だと思います。独立して間

もない時でしたので何も分らずに入会

したような気がします。法人会とはど

んな活動をしているのかまったく分ら

ずそれより自分の会社をどうやって伸

ばして行く事が出来るかそちらのほう

が先決でした。そんな時に先輩２人が

私の会社に来まして、法人会の説明を

して頂きぜひ仲間になろうと勧めて頂

きました。私自身友達が回りにいてく

れアドバイスして頂ければ有難いと思

っていましたので何も分らずに入会し

た覚えがあります。入谷支部は毎月定

例会がありました。支部長さんが色々

の話をして頂き各部の報告もありまし

た。今思いますとあの頃の支部長が雲

の上の人に見え大変だと思いました。

あの頃の入谷支部は立派な先輩が大勢

いました。私も５年位経ちますとだん

だんと法人会と云う組織が分かるよう

になりまして最初に頂いたお役は厚生

委員だったと思います。

　厚生委員は本部の旅行と支部の日帰

り研修旅行が主な仕事でした。入谷支

部の皆さんが協力的で人集めは楽しか

ったです。その次に、総務のお役を頂

いた時がありましたが良く考えますと

支部長に近いのでこれを続けていると

あぶないので一期でやめさせてもらい

ました。また厚生委員にもどりました。

するとなぜか厚生委員長と云うお役が

回って来てしまいまして大変でござい

ました。

　結局厚生委員長を３期６年務めさせ

て頂きました。やれやれと思っていた

時先輩達がどんどん卒業されて人材が

少なくなってしまいましたので、とう

とう私の所に支部長の役が回ってくる

はめになりました。大変苦労しました

商売と、やらなくてはいけない法人会

を手ぬきは出来ない大変な犠牲を払わ

して頂きました。

　支部長を２期４年務めさせて頂きま

したが、まだその上の役があるんです

ね。今度はブロック長と云う役を頂き

ました。ブロック長は各支部を担当し

なくてはいけないのでこれも大変です。

　考えて見ますと私も法人会のお役を

頂いて、 30年以上に経ちますが色々な

方々との出会いがありコンタクトを取

る事が出来ました。

　このお役を頂いた事により私を成長

させて頂いたのだと思います。

　ブロック長も５期10年長過ぎました

が75才になりましたので卒業させて頂

き、感謝して終らせて頂きます。

法人会での私の歩み
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 一般社団法人 西新井法人会 会長●　堀口　宗弘
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　法人会員の皆様、新年明けましておめでとう
ございます。平成 27 年の輝かしい新年を迎え
るにあたり謹んでご挨拶申し上げます。
　会員の皆様に於かれましては、ご家族と共に
つつがなく新しい年をお迎えの事と心よりお慶
び申し上げます。
　旧年中は法人会活動の全般に亘りご理解をい
ただきご協力を賜りました事、誠にありがたく
心より厚くお礼申し上げます。
　西新井税務署田中署長様を始め、三澤、大谷
両副署長様、並びに幹部職員の皆様の適切なご
指導をいただき、法人会の諸事業も滞りなく遂
行する事が出来ました。改めてお礼を申し上げ
ます。特に西新井納税六団体が共催で実施した
行事については、広く地域の皆様に税に対する
ご理解をいただけた事と心より感謝申し上げま
す。今後ともなお一層のご協力、ご指導を賜り
ますようお願い申し上げます。
　今期の会員増強は昨年の 10 月より始まり法
人会カードについて理解していただきたく、本
誌 227 号（平成 26 年 11 月発行）の表紙に法人
会カードを扱い、会員全体に興味を持っていた
だこうと考えました。しかし、会員全体に理解
していただく事がいかに難しい事であるかを今
更ながら知る事になりました。『韓非子の経営

学』（鈴木善治著）から幾つか引用させていた
だければ、説

ぜい

難
なん

に人を説得する事ほど難しいも
のはない。余人の追随を許さぬ知能も立板に水
を流すような弁舌も、権力の前に臆せぬ胆力も
必ずしも役に立つとは限らない。人を説得する
ためには先ず相手の心をつかむ事が先決であ
る。ところが目に見えぬ人の心をつかむ事が難
事中の難事なのだ。人を説得する事の困難なの
はこのために他ならない。例えば物を相手に売
る場合、どんな品物でも相手が必要としなけれ
ば買って貰えない。人を説得する場合も同様で
ある。いかなる名論卓説も人によっては三文の
値打ちも無い事がある。自信満々の論客が説得
に失敗するのも相手の心を捉え得ない論客自身
である。「名高」を求める者に「厚利を説き」、
「厚利」を求める者に「名高」を説くような者
には、そもそも人を説く資格が無いのである。
　法人会カードの事を思い浮かべているうち
に、中小企業の経営もまず人を説得する事が成
功への近道である事を改めて知りました。
　本年が皆様にとって輝かしい年になりますよ
う祈念し、今年も法人会活動に対して会員各社
の更なるご理解、ご協力をお願いし、各社の更
なる発展を祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

新年のご挨拶
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　　　　　　　新年のご挨拶

 西新井税務署長●　田中　洋二

　新年明けましておめでとうございます。
　一般社団法人西新井法人会の皆様方には、謹
んで新年のお慶びを申し上げます。
　旧年中は、堀口会長はじめ役員並びに会員の
皆様には、法人会活動を通じまして税務行政全
般にわたり、格別のご理解とご協力を賜りあり
がとうございます。お蔭をもちまして、当署の
事務運営も順調に推移しており、これもひとえ
に皆様方のお力添えの賜物と心から感謝申し上
げます。
　貴会におかれましては、「あだち区民まつり」
における税金クイズの実施や「税に関する絵は
がきコンクール」の開催により税知識の普及活
動にご尽力をいただいております。更には、消
費税完納推進運動として「消費税完納推進宣言
式」の開催並びにアリオ西新井及び西新井大師
門前における街頭キャンペーンによる納税道義
の高揚、「税と災害と私たちのくらし」をテー
マとしたギャラクシティにおける租税教育イベ
ントの実施など、西新井納税六団体の一員とし
ましても様々な活動に積極的に取り組まれてお
ります。
　また、会員企業相互の繁栄と地域社会の活性
化を目的とした「法人会カード」の普及や 15
年連続の大規模単位会加入率日本一を目指して
組織の拡充にも取り組むなど、会員及び地域の
皆様方の期待に応える充実した活動を実施され
ています。
　更に、青年部会並びに女性部会におかれまし
ては、設立 35 周年という記念すべき節目を迎
え、式典が盛大に開催され、新たな歴史の一歩
を歩み出したところであります。
　これらは、堀口会長はじめ役員並びに会員の
皆様方の法人会活動に対する熱意と法人会設立

から脈々と受け継がれている良き伝統の力であ
り、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、昨年 4月に消費税率の引上げを含む改
正消費税法が施行されておりますが、これまで
のところ大きな混乱もなく概ね円滑に実施され
ていると言われております。しかしながら、改
正後の取引にかかる申告や納付は、これからが
正念場と考えております。
　署といたしましては、既に本格化してきてい
る消費税の申告や納付につきまして、事業者の
皆様が自ら適正に申告し、納付できますよう、
引き続き会員の皆様と緊密な連携・協調を図り
ながら的確に対応したいと考えておりますの
で、よろしくお願い申し上げます。
　また、ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税シス
テム）につきましては、納税者の利便性の向上
と事務の効率化につながることから、引き続き
一層の普及・定着に向けて取り組むこととして
おります。今までも、会員の皆様方のお力に負
うところが大きいところ、法定調書や源泉所得
税関係などにもご利用を拡大していただくな
ど、より一層のお力添えを賜りますようお願い
申し上げます。
　結びに当たり、本年の干支は羊（未）年で、
羊は家族の安泰や平和をもたらす縁起物とされ
ているようです。一般社団法人西新井法人会の
ますますのご発展と、会員の皆様にとって良い
一年となりますことを心からお祈りいたしまし
て、新年のご挨拶とさせていただきます。
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新年のご挨拶

 足立区長●　近藤　やよい

　新年明けましておめでとうございます。
　一般社団法人西新井法人会の皆様方には、晴
れやかに新春をお迎えのことと、心よりお慶び
申し上げます。また平素から、様々な地域社会
への貢献活動を通じて、区の行財政運営にご理
解とご協力を賜り、心から御礼申し上げます。
　さて、区内経済は一部好転の兆しは見られる
ものの、多くの企業は依然として厳しい経営状
況にあり、特に、人件費や材料費の高騰がその
活動に深刻な影響を与えております。
　さらに、平成 26 年度税制改正により法人住
民税法人税割の税率の一部が国税化されたこと
に伴う、区の財政調整交付金への影響額を推計
したところ、平年度ベースで 60 億円程度の減
収となることが明らかになりました。将来、消
費税率が 10％になる段階で、重ねて国税化が
進められようとしており、区歳入の約４割を占

める財政調整交付金の原資である法人住民税が
恒常的かつ大幅に減少すれば、当区は極めて大
きな打撃を被ることになります。東京都と連携
し、今後なお一層国に対して見直しの要請活動
を強化してまいります。
　このような厳しい状況のもと、区民サービス
の水準を維持・向上させていくには、行政改革
を果断に進め、人口減少・少子超高齢社会を乗
り切っていく人材や財源を生み出していくこと
が不可欠です。
　一般社団法人西新井法人会の皆様方には、本
年も引き続き税務行政へのさらなるご理解とご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
　最後になりますが、年頭にあたり、皆様方並
びにご家族のご健勝とご多幸を心からご祈念い
たしまして挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶

 足立都税事務所長●　塩田　孝一

　新年明けましておめでとうございます。
　一般社団法人西新井法人会の皆様方には、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。
　旧年中は、堀口会長をはじめ役員並びに会員
の皆様方には、東京都の税務行政に対しまして
深いご理解と多大なるご協力を賜り、厚く御礼
申し上げます。
　貴会におかれましては、「健全な納税者団
体」、「良き経営者をめざす者の団体」として、
あだち区民まつりにおける税金クイズの実施を
はじめ、租税教育活動の一環としての税に関す
る絵はがきコンクールの開催、消費税完納推進
運動や税を考える週間の街頭広報などに積極的
に取り組まれ、税知識の普及と納税意識の高揚
に大きく貢献していただいております。

　特に、eLTAXの普及につきましては、西新
井区域の利用率は、都内屈指の高い水準となっ
ております。皆様方のご協力に感謝を申し上げ
ますとともに、今後とも更なるご利用をお願い
申し上げます。
　本年も、足立都税事務所は、適正・公平な賦
課徴収を確実に行うとともに、納税者サービス
の一層の向上に努め、都民の信頼と理解を得な
がら、都税収入の確保に向け努力してまいりま
す。皆様方には、引き続きご支援・ご協力を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びにあたり、一般社団法人西新井法人会の
益々のご発展と会員の皆様方のご健勝と事業の
ご繁栄を心から御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。
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設営スタッフは午前 8時 30分から Ario 西新井 2階に集合し
絵はがきコンクールの受賞作品を展示しました

当日は午前 10時から Ario 西新井前にて街頭広報をスタートしました

NISHIARAI HOJINKAI Vol.2288

税を考える週間「街頭広報」
～この社会 あなたの税が 生きている～

日時：平成26年11月16日（日）

　平成 26 年 11 月 11 日～17 日までの「税を考える週
間」キャンペーン期間を迎え、西新井税務署にて、西
新井法人会他納税六団体の代表の方々による「消費税
完納推進宣言式」が執り行われました。宣言書は西新
井税務署田中署長、並び都税、区税の 3機関長へ手渡
されました。
　街頭活動は今回より、アリオ西新井店様店頭からの
スタートとなり、休日を返上、参加者全員納税六団体
の青い半纏を着て開始となりました。
　道行く人々、アリオ店頭の人々にキャンペーングッ
ズをお配りしながら、税金や納税に対して意識の高揚
と理解の一助になるようにと声を掛けていきました。
又ゆるキャラの先駆者的な「イータ君」の登場で小さ
なお子様は近寄り、女子中高生にも喜ばれて握手や記

念撮影にと存在を大きくアピールしておりました。
　店頭行動予定の 30 分は瞬く間に経過、西新井大師
門前までの移動もグッズの配布とお声掛けと進むう
ち、環七大師前横断歩道橋に掲げられた「消費税滞納
防止」呼びかけの横断幕を見上げることもできまし
た。
　本日の西新井大師参道は「七五三」祝いの家族連れ
を迎え、好天にも恵まれ大きな賑わいとなっておりま
した。税のオピニオンリーダーを自負する納税六団体
の街頭広報活動はこの人出の中、それぞれが税への理
解を呼び掛けました。また、この一角には小売酒販組
合運営によります「きき酒会」のテントが張り出され
ており、大勢の参拝の方々と共に私たちも楽しませて
いただきました。
　「税を考える週間」の街頭広報日はここ例年天候に
恵まれ人出にも恵まれてまいりました。良い環境条件
に恵まれたせいか「キャンペーングッズ」や「税を考
えよう」の言葉掛けのタイミングも非常にスムーズに
なってきたように見受けられます。そしてそれは幾ば
くかの自信として大きな活動力の下支えになってきて
るように思います。
　企画活動に至るまでには各関係方面方々により準備
から当日、その後とご尽力頂きます。お陰様にて私た
ちも其々の立場と自覚を持ってイベント参加すること
が出来ております。そこから得る知識と力を蓄え、次
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大師門前から＜きき酒会場＞に移動しました

Ario 西新井前の後は大師門前に移動しPRしました

イータ君も一緒にPR中です

きき酒会場の視察を終えて

国税・都税・区税の各担当者の皆様も配布活動を行いました

の機会に役立てていきたいと思っております。
　又ここ近年は消費税や他の税についても変動変化を
大きく体験するところであります。今の時期こそ「納
税の意義」と「その行方」をしっかり捉え、「税を考
える週間」をアピールするに相応しい時であったかと

思いました。
　最後になりましたが、今年も「足立よみうり」「J：
COM足立」さんより足立区内外へ当日の活動を報道
して頂きました。ご理解にお礼申し上げます。

（広報委員会　委員長　小川 節子）



　亀井研修委員長司会により、小泉研修担当副会長、

堀口会長の挨拶に続き、三橋貴明氏のご登壇となりま

した。司会者より講師のプロフィール紹介となりまし

て、いよいよ講演開始です。

　先の 11月 18 日に国会解散があり、４月の消費税

引き上げに続く第２段「消費税増税の見送り」を決め

て、再度安倍首相の経済対策「アベノミクス」の支持

を問う方向へと進みました。

　このタイミングで、三橋氏の経済学を間近で拝聴す

ることになりました。

　みなさん今晩は、なかなか面白い時期に呼んでいた
だけたと思います。
　今日はまさに税について考えていただく、そういう
講演なのですが、税金とは何ですかね？

　今日お話しするのは、皆様が思われている個々人の
或いは、個別企業の税金ではありません。
　なぜ安倍政権が消費税増税を延期しなければいけな
かったのか？
　これは国民経済、日本経済を理解しようとすると確
実に分かります。
　この種の国民経済と税金について語る論者がほとん
どいないから、増税がどんどん推進されて来ているの
です。
　ということで、国民経済にとっての税金について語
ります。

　消費税増税後の日本経済です。
　皆さんは企業経営者ですので、利益という企業の目
的を知っています。損益計算書でいう黒字にすること

●講師　三橋　貴明 先生
●演題　消費税増税後の日本経済
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「税を考える週間」講演会
平成26年11月28日（金） 会場：西新井法人会館



です。
　では、政府の目的も利益かと思ってしまいますが、
「世を経

おさ

め、民を済
すく

う」四文字熟語の『経世済民』が
目的です。
　つまり、皆さんを豊かにするための政治をすること
です。国民を豊かにするということは、国民の所得を
増やすことです。政府の規制を緩和したり強化した
り、公共投資を拡大したり削減したり、増税したり減
税したりといった政策という手段を用いてです。
　ところが、日本を含めた最近の主要国は財政の黒字
化とか増税とかを目的化してしまった結果、国民がど
んどん貧しくなっているのが現在の世界なのです。

　経済成長率（実質 GDP）を比較しました。1996 年
から 1997 年に増税され、一時落ち込み、その後V字
回復に戻したのですが、2014 年は駆け込み消費から
増税でガクンと落ち込み、10 月期もマイナスでV字
回復は起きませんでした。私はいろいろな所で「4月
に増税をしたら、国民経済は崖から落ちますよ」と警
告をしてきたのです。

　更に、名目 GDP（生産から販売までの仕事の量）
は過去 1996 年 1997 年期の増税時には、その後も一応
増えて行き、一時の落ち込み後も何とか伸ばして行っ
た経過がありました。しかし、今回 2014 年は 1・3月
期の駆け込み需要で仕事が増えた後、日本経済、国民
経済全体は 4月以降仕事が減っているのが現状です。

　更に加えて、細かくは家庭の実質経済を 2012 年 9
月から 2014 年 9 月まで見てみますと、2014 年 3 月は
絶好調、1年前と比べて 6％以上消費が増えていた。
予想どおりでした。その後「崖に落ちます」とこれも

また予告どおりに消費が落ちました。甘利経済再生大
臣など「V字回復します」と言いながら、自然災害
が起きたの、台風の影響などですと。現状は消費税増
税の悪影響で、L字の横ばいです。

　政治の目的である「経世済民」の「豊かにする」と
いうことは、所謂「所得を増やす」ということを定義
とします。それは「実質賃金」が上がっているかどう
かで確認できます。

　では、実質賃金とは例えば給料が 5％ずつ上がる、
ところが、物価上昇率が 10％だとしたら働いて給料
で買える物は減って来る、貧困化するわけです。この
物価の変動率を加味すると、「実質賃金が低下した」
ということになるのです。
　また給料の伸び率を 2％、物価上昇率が 1％となれ
ば、2％ 1％は大したことはないけれども、物価より
は高い給料の率を見れば、給料は上昇して行く、つま
り「実質賃金が上がっている」ということです。
　我が国の実質賃金を見ますと、2012 年 8 月から
2014 年 9 月の間で、2013 年の 4月を唯一の例外とし
て、常に 1年前と比べてマイナスを続けていました。
　そして、2014 年 4 月、崖から落ちた状態を引きず
りながら、「V字」上昇はおろか、「L字」のままで
す。
　大企業とかのベースアップはありましたが、中小企
業は簡単に給料を上げられる状況ではない中で、消費
税増税による物価の上昇に、賃金の上昇が全く追いつ
かずにいる、目下日本の実質賃金は下落中でございま
す。

　さて、家計貯蓄率とは、給料から税金・保険料を差

「税を考える週間」講演会
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開会挨拶をする
小泉副会長

主催者代表挨拶をする
堀口会長

司会担当の
亀井研修委員長

閉会の辞を述べる
榑
くれ

林
ばやし

研修副委員長



し引き、可処分所得より何％貯蓄に回したかを見るこ
とです。1997 年頃はこの家計貯蓄率が 10％ぐらいあ
ったのですが、今は 1％を切っている。国民に全く余
裕がなくなっている。そのタイミングでの増税でし
た。野田政権時の三党合意で増税は決められていたこ
とでしたが、延期することもできたのです。でも、や
っちゃいました。

　税金と言いますと、まずは所得創出のプロセスであ
ります。働いている人が全員生産者で付加価値を生産
された物に別の誰かが、お客さんとして消費、投資と
してお金を払う。購買された時、生産者に所得が発生
する、この所得を持った者が別の生産者から購買す
る、ここでも所得が発生し、この所得者が購買者とな
り、所得が発生する。このサイクルが経済です。

　今の日本経済は所得が足りない。実質賃金で見ると
1997 年に比べて所得が 12％減っている。所得が小さ
くなった私たちは購買者としてお金がない、すると、
生産した物やサービスが売れない。「値下げ」をした
生産者の所得は小さくなる。この所得の縮小と物価の
下落「負のスパイラル」が 15 年間続いて来ました。
この現象を『デフレーション』というのです。

　人口が減っている国は多くありますが、日本だけが
デフレになったのです。そして最近は南欧 4ヶ国が揃
ってデフレになっています。人口とは何の関係もなく
『バブル』を経験、その『崩壊』で、絶対デフレにな
ります。投機（スペキュレーション）が爆発的に回転
するのがバブルです。1637 年、人類史上初のバブル
崩壊がオランダでした。チューリップの球根の値上が
りに投機をし、球根 1個に今の日本円にして 2億 4千
万円が 100 分の 1以下に下落してバブル崩壊。バカ
だ！なんて笑えません。
　日本のバブルも土地や株式以上にゴルフ会員権が値
上がりしました。崩壊すると不景気になりました。国
民一斉に借金の返済と銀行預金にコツコツと向き合
い、お金は銀行に移りますが、消費でも投資でもない
ので、誰の所得にもならず、所得が減るというプロセ
スが始まる。
　この時点で、政府が節約をしたことで、100％デフ
レになりました。

　デフレになるとGDPが格段と減ります。GDPは国
内総生産、仕事による所得の合計でありますので、
GDP が増えないと国民も政府も困るのです。国民は
所得より税金を払っていますので、税収は減る、デフ
レ脱却しないといけません。名目 GDPを拡大して行
けば、税収は増えます。

　デフレギャップを克服するには、追加的に生産、消
費を増やすことと理解はされても、個々としては果敢
に投資を増やせない。政府のみが出来るのです。政府
の消費、公的固定資本形成、公共投資を拡大してギャ
ップを埋めることです。

　政府の消費とは、税金として政府に分配された所得
から、国民が消費した税務・行政・治安維持・安全保
障・医療・介護などのサービスの支払いです。
　公共固定資産形成とは、公共投資、道路を敷き、高
速道路、ダム・港を造り、投資することでギャップが
埋まります。
　首都直下型地震、南海トラフ巨大地震、高知県室戸
市に 34 メートルの津波など、これら将来の予測され
る自然災害に対する公共投資。インフラの整備も
1960 年代の高度経済成長期、東京五輪の時に造って
50 年を経て、コンクリートの腐食、鋼材の劣化とメ
ンテナンスの時期が今来ているのです。

　スイスにある保険会社のための再保険会社が、世界
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今後の日本経済について語る三橋先生今後 経済 橋



で一番危険な都市を調査した結果、ワースト 1は「東
京」、4位は「大阪」、6位「名古屋」と日本三大都市
がワースト 10 に入っていては、外国からの投資は来
ませんよね。

　1966 年に 44 兆円あった公共投資は、削られ削ら
れ、民主党政権時では半分未満になっていました。公
共投資の実績値は約 30 年前の 1980 年代と同じで、日
本は全然やっていません。1990 年代に倣って、公共
投資を 40 兆円くらいで維持していれば、「我が国はデ
フレになっていなかったのです」。
　我が国は国民の生命と安全を守ります。世界危険度
No.1 を返上するための努力をします、そのための投
資をします。政府がお金を使います、当然民間もお金
を使い始めます。デフレギャップが埋まると、名目
GDPが増えます。GDPが増えると税収が増えます。
　政府がお金を使う、「そのお金はどこから出てくる
のだ？、国の借金が・・・？」

　国の借金問題って何ですか？センセーショナルな問
いですが、日本政府は財政が破綻するのではないかと
いうこと、政府の債務不履行です。
　国の借金が 2014 年で 1,000 兆円突破しました。
1986 年の 200 兆円から 5倍です。「国民一人あたり
800 万円の借金になります」と 3ヶ月に 1回必ずこの
文言が紙面に載ります。

　日本の国が外国から借りている借金は 500 兆円です
が、外国に対して 820 兆円のお金を貸し付けていて、

その純資産が世界最大なのが日本国家です。

　国の借金は政府の負債、デフレで借り手がないの
で、世界最低の金利で金融機関などが政府にお金を貸
している。日本国債を所有する（買う）という形で。
金融機関のお金は、預金者（国民）が貸している、と
いうことが財務破綻をしない理由です。

　日本国債は 100％日本円建てです。国民の皆さん
が、円で銀行に預金する、そのお金で国債を買い取
る。日本政府は日本銀行という上場子会社を持ってい
ます。政府が 55％の株式を保有しています。

　日本銀行は通貨発行をして、銀行などから国債を買
い取るので、その代金として新しい通貨「円」の発行
をしました。アベノミクス第 1の矢〈量的緩和・金融
政策の拡大〉となったわけです。日本銀行を持つ日本
政府の財政破綻はあり得ないのです。

　安倍政権はデフレ対策として通貨発行をした、この
時点で、皆さんの仕事は増えましたか？　消費や住宅
投資、設備投資、公共投資に使われれば、誰かの所得
が増える実体経済に向かった筈です。ところが、金融
経済に向かって、為替取引でドルが買われ、円が安く
なった、日経平均は上がっても国民の所得は全然増え
ませんでした。

　今の日本経済がやるべき政策は 1つ。デフレギャッ
プを埋めること。我々を豊かにする政治をやりなさ

「税を考える週間」講演会
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当日は200名を超える方が聴講に訪れました



▶講演前のひと時、自著にサイン
される三橋先生と主催者

◀当日はスタッフとして活動した
研修委員の皆さん

い。実質賃金を引き上げる政策をやる、これで国民経
済・所得が豊かになれば、税収は勝手に増える、財政
も健全化できます。

　そのためにも、12 月 14 日の投票日には、声を届け
て下さい。絶好のチャンスが来るのです。
　ご静聴ありがとうございました。

〈お礼〉

　税を考える週間にあたり、研修委員会は年に 1度講
演会を開催しております。講師・テーマ等検討の上、
理事会の承認を経ての運びとなります。
　諸々の社会情勢など背景を鑑みての選考になります
が、時に堅く、また柔らかく会員の望みに先んじての
考慮と実行をして下さる研修委員会の活躍にお礼申し
上げます。

（広報委員会　委員長　小川 節子）
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研

◆三橋貴明先生プロフィール
【経歴】
　東京都立大学（現：首都大学東京）経済学部卒業。外資系
IT企業、NEC、日本IBMなどを経て、平成20年に中小企業
診断士として独立、三橋貴明診断士事務所を設立した。平
成19年、インターネット上の公表データから韓国経済の
実態を分析し、内容をまとめた『本当はヤバイ！韓国経済』
（彩図社）がベストセラーとなる。
　その後も意欲的に新著を発表している。当人のブログ
「新世紀のビッグブラザーへ」の1日のアクセスユーザー数
は12万人を超え、推定ユーザー数は36万人に達している。
平成26年2月時点、人気ブログランキングの「政治部門」１
位、総合ランキング1位（参加ブログ総数は約100万件）で
ある。単行本執筆と同時に、雑誌への連載・寄稿、各種メデ
ィアへの出演、全国各地での講演などに活躍している。

〈web上の文筆活動〉
●ブログ「新世紀のビッグブラザーへ」
●メルマガ「三橋貴明の『新』日本経済新聞」
●メルマガ「週刊三橋貴明～新世紀のビッグブラザーへ～」
●Web連載「三橋貴明の『経済記事にはもうだまされない！』」
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日時：平成26年10月22日（水）
会場：サミットゴルフクラブ

第20回 法人会ゴルフ大会

　今年度で 20 回目を迎えた法人会ゴルフ大会は、茨
城県サミットゴルフクラブに実施会場を移し、総勢
27 組 97 名の参加をいただきました。当日は、午前か
らあいにくの雨。それも時間が経つ度に強くなり、一
時はハーフで競技を終了すべきかどうか、実行委員の

間でも悩みましたが、今回参加された皆様の気迫と祈
りが通じたのでしょう、雨も次第に弱まり、プレイヤ
ー全員がラウンドすることができました。
　全組がプレイを終えた後、午後 5時 00 分からは表
彰式を兼ねた懇親会を行い、配付された順位表を各人
様々な思いで見つめておられました。
　【男女総合】優勝は坂田和夫氏（宮城支部）、準優勝
は阿出川忠義氏（宮城支部）、第 3位は冨岡眞一氏
（梅島支部）でした。
　【女子の部】優勝は久保田奈都代さん（西新井第一
支部）、準優勝は下村和子さん（興野支部）、第 3位は
菊池きみえさん（舎人支部）でした。
　100 名近い方が参加され、怪我等もなく無事に幕を
閉じることが出来たのは、この上もない喜びです。ご
協力をいただきました各界・関係者の皆様に対し、心
から御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

（厚生委員会　副委員長　辻内 紘一）
男女総合優勝の宮城支部  坂田和夫氏（写真右）と堀口会長

坂田氏は現在広報委員として活躍中です

表彰式開会の挨拶をする
堀口会長

挨拶する鈴木副会長
（厚生担当）

表彰式司会を担当した
辻内副委員長
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雨天でのプレイお疲れ様でした

☆くわしい内容等は、ご案内（封書）を発送いたしますのでご参照ください。

一般財団法人
本部 〒 143-0016 東京都大田区大森北1-18-18
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平成平成2626年度年度　　納税表彰式納税表彰式
日時：平成26年11月13日（木）
会場：西 新 井 法 人 会 館

　晩秋の候、西新井税務署主催による「平成 26 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、国歌斉唱に続き、署長表彰状、署長感謝状
の授与が行われました。
　ご来賓の紹介の後、田中署長の式辞に続き、塩田足

立都税事務所長代理藤原副所長、近藤足立区長代理鈴
木区民部長、西新井納税六団体を代表して、当会・堀
口会長の祝辞がありました。
　最後に、田中署長を中心に表彰状受彰者、感謝状受
彰者で記念撮影を行いました。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

平 成 26 年 度 納 税 表 彰 受 彰 者

◆西新井税務署長表彰状
塚﨑文夫　常任理事〔第５組織委員長〕
木村公平　常任理事〔税制委員長〕
齋藤　正　理事〔栗原 ･栄町支部長〕
高際保夫　理事〔島根 ･栗原支部長〕
藤沼次男　理事〔総務副委員長〕

◆西新井税務署長感謝状
渡邉　浩　常任理事〔青年部会長〕
井出欽一　理事〔北足立市場支部長〕
元井一壽　理事〔伊興第二支部長〕
足立賢一　理事〔西新井第二支部長〕
松本一郎　理事〔梅田第二支部長〕
市川貞弘　理事〔広報副委員長〕
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「西新井税務署長表彰状」受彰者

「西新井税務署長感謝状」受彰者

当会から表彰状５名・感謝状６名
合計11名が表彰されました
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ブロック・支部・部会／研修会ブロック・支部・部会／研修会

　第 3ブロック4支部合同のイベントは、昨年までゴル
フコンペを開催していました。
　35回続いているゴルフに代わっての日帰り研修会と
いうことで、異論もありました。しかし、大勢の会員が
参加できて法人会の活性化が図れることをテーマとして
開催することになりました。
　今年 6月に世界遺産に登録されたばかりの「富岡製
糸場と絹産業遺産群」は、まさにタイムリーな目的地に
なりました。
　見学して思ったことは、良質な生糸を大量に生産す
ること。それが明治の日本の原動力になりました。その
気概、技術力が今日まで脈々とつながっているように感
じました。

　昼食は、舌きり雀で有名な磯部温泉での昼食、温泉
にゆったりとつかり会員の交流を深めました。そして、
マンナンライフでおなじみの「こんにゃくパーク」内の
工場では、原料の蒟蒻芋から製品が完成するまでの工
程を見学しました。
　また館内では、蒟蒻料理のバイキングが無料で食べ
ることができました。味噌田楽、さしみ、ラーメン、カ
レーなどなど、どの料理も大変おいしく時間が足りない
くらいに味わってきました。
　帰路の車中では、来年も楽しい企画を考えてほしい、
また出席させてほしいとの言葉を頂戴し有意義な一日が
終わりました。

（栗原栄町支部　支部長　齋藤 正）

第３ブロック 第3ブロック4支部合同日帰り研修会 平成26年11月11日（火）
群 馬 県 富 岡 製 糸 場

世界遺産　富岡製糸場へ！

西新井法人第 3ブロック日帰り研修会　平成 26年 11月 11日（火）　世界遺産　富岡製糸場
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　10月 8日（水）、第 4ブロックでは、谷在家・皿沼、
加賀・鹿浜、鹿浜、堀之内・椿・江北の 4支部合同で
38次支部・ブロック会員増強の出陣式および税務研修
会、続いて第 2部懇親会を開催いたしました。これに
は 4支部より約 50名の出席がありました。
　井上堀之内・椿・江北支部長の司会でまず、都築徹
藏ブロック長よりあいさつがありました。都築ブロック
長は、「西新井法人会は大規模単位会の中では、全国一
位の加入率を15年間も続けている。これはどこにも渡
せない。また、メリットがないと断られたら、法人会カ
ードがあると大きな声で言ってほしい」と激励しまし
た。
　続いて田村法人課税第１統括官が「日本一の加入率
を15年間も維持しているのは並大抵のことではない。
皆様の意気込みを感じている。目標達成を祈る。今年
は法人会カードもあり、会報にも特集されている。その
メリットを生かしていただきたい。それと同時にe-Tax
の加入率も上げていきたいのでよろしくご協力をお願い
したい」旨の激励のごあいさつをされました。

　税務研修の講師は小堀法人審理上席。小堀法人審理
上席は、相続税、特に祖父母などからの教育資金の非
課税額上限（1,500 万円まで）、消費税法改正のあらま
し、簡易課税制度のみなし仕入率の見直し、そして
e-Taxについてのご講義をされました。参加者はメモを
とるなどして聴きました。
　最後は橋本加賀・鹿浜支部長より閉会のあいさつが
あり、「年に一度と言わず、常に増強の意識でがんばろ
う」と締めくくりました。
　ここで会場を移して懇親会に入りました。
　2部の司会は野辺鹿浜支部長。まず、青木谷在家・
皿沼支部長があいさつし、そのあと、大同生命、メット
ライフ生命、アイワコピー、リステージからあいさつが
ありました。
　乾杯後は、4支部の出席者がそれぞれ入り混って増
強の方法などの意見交換をしました。
　最後に青木支部長の「ガンバルゾ！」コールで幕と
なりました。

（鹿浜支部　支部長　野辺 慎一）

4支部力を合わせて〈合同出陣式〉 平成26年10月8日（水）
会場：鹿浜いきいき館

加賀・鹿浜支部、鹿浜支部、谷在家・皿沼支部、堀之内・椿・江北支部

熱心に聴き入る出席者

第4ブロック
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　江北支部・扇支部合同にて、9月 26 日午後 5時 30
分やぐるまにて、「第 38 次会員増強出陣式」を開催し
ました。
　初めに、江北支部、扇支部、それぞれ、支部ごとに
会員増強打合せ会を開催、その後、合同会議を開催し
ました。
　田村裕二法人課税第１統括官・小堀博司法人審理上
席より、会員増強目標達成に向けてブロック長、支部
長、皆さん、一丸となってすすんでいただきたい。
　消費税納税についてもお問合せ下さい。e-Tax の利
用を少しでも多く広げて行きたい。等ご挨拶いただき
ました。
　塚﨑文夫ブロック長は、挨拶で、冒頭、田村裕二　
法人課税第１統括官・小堀博司法人審理上席、のご出
席いただきました事に御礼を申し上げました。
　そして、今日の会議を「会員増強戦略会議」とし
て、今年も、江北支部 9社（82.8％）、扇支部 9社
（80.3％）のノルマを何としても達成したい。
　未加入者への訪問には、ブロック長、支部長が同行
します。積極的に同行の依頼を、申し出てください。

と力強く決意を表明されました。
　田村統括官、小堀上席ご退席後、懇親会は石井顧問
の「頑張りましょう」乾杯、の発声にて「会員増強目
標」達成を全員で「声高らかに誓い」スタートさせま
した。
　活発、和やかな、懇親会も、後藤信昭組織委員会担
当副会長の、必ず、目標を達成超過して行きたい。と
のご挨拶と、三本締めにて「会員増強戦略会議」を締
めくくりました。

（扇支部　広報委員　榊 榮二）

「会員増強戦略会議」　力強くスタート 平成26年9月26日（金）
会場：やぐるま会議室

江北支部・扇支部

支部ごとの打合せ風景

活動を労う田村統括官達成を願って挨拶する塚﨑ブロック長

第5ブロック
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　10 月 22 日（水）、午後 6時 30 分より、ひよこ会議
室にて会員増強出陣式を開催致しました。出席者は
13 名。本年度加入目標は 10 社。
　ここ数年、目標に届かず、悔しい思いをしてきまし

た。今年は役員一同更に協力を深め、知恵を絞り、
「クリア出来る様頑張ろう」という声が上がりました。
さて結果は……？

（伊興第一支部　支部長　星野 賢治）

　集合場所より定時 8時に参加者 32 名、ワールド観
光バスにて出発。首都高速を経て常磐道、北関東自動
車道経由で大洗へ向かった。車中、塚本厚生委員の司
会で、井上支部長、都築第４ブロック長の挨拶、その
後ビデオによる税務研修（税制改正という真面目なタイ
トルに驚いた参加者も…）、みな真剣に見ていました。
　大洗アクアワールド水族館前で集合写真、館内では

子供達が十分楽しんだ、様子。
　大洗メンタイパークで買物をした後、昼食は大洗海
岸で海の料理を満喫、温泉に入り日頃の疲れを取りま
した。
　帰路の高速道路は大渋滞、車中でビンゴゲームなどで
親交を深め、予定より2時間遅れ午後 8時、無事到着。

（堀之内・椿・江北支部　支部長　井上 治男）

会員増強出陣式 ～協力と知恵の集結～ 平成26年10月22日（水）
会場：ひよこ会議室

日帰りバス研修会 ～大洗を楽しむ！～ 平成26年10月19日（日）

伊興第一支部

堀之内・椿・
江北支部
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　本年も会員増強月間の季節になりました。
通常、第 7ブロックでは支部単独で出陣式を
行い、未会員の勧誘の割り当て等の打ち合わ
せを行っていました。本年は、西新井税務署
より法人課税第１統括官の田村裕二様並びに
法人審理上席官の小堀博司様をお招きして、
梅田第一支部（渡辺善吉支部長）と梅田第二
支部（松本一郎支部長）との、合同での出陣
式を行いました。
　出陣式は平成 26 年 10 月 14 日、足立成和
信用金庫中央支店会議室にて 6時半から開催しまし
た。藤沼次男総務副委員長の司会により執り行われ、
浅野恭秀組織担当副会長から挨拶がありました。田村
様からは税に関するお話とご挨拶がありました。引き
続き、小堀様から「相続税及び贈与税の税制改革、消
費税の＜みなし仕入れ率の改正＞、e-Tax 推進のお願
い、電話による国税相談」などのお話がありました。

　その後、各支部に分かれ会員増強の打合せを行いま
した。江川善弘第 7組織委員長から挨拶があり、渡辺
支部長の乾杯の後、懇親会を行いました。最後に松本
支部長の中締めにより出陣式は閉会しました。当日の
出席者は関係者を含め 23 名でした。

（梅田第一支部　副支部長　永田 一雄）

　11月 8日、曇り空の中参加人数大人 37人、幼児 2人
のバスが出発しました。
車内では、アニメのDVD研修を行い、チビッコ2人は
釘付になってました。
　花園の道の駅の農産物直売所に到着、ガイドさん曰
く午後は野菜が空っぽになる程の人気との事。確かに

多くの人で混雑していました。
　皆さん多くの野菜、果物を買ってバスに積み込んで
います。
　その後は長瀞の岩畳、造り酒造を見学、ここの武甲
酒造さんは地元の消費がほとんどで、中々他では買えな
い酒だそうです。そして昼食は石器焼きのBBQ。石の
上で肉、キノコなどを焼きます。特に串焼きされた塩焼
のシイタケ焼きは絶品でした。食後に同じ場所でシイタ
ケ狩り、帰りにデザートのアウトレットへ寄りました。
　帰りの車内では名司会者のじゃんけん大会で盛り上
がり、無事に到着しました。支部長をはじめ参加者、
幹事の皆様大変お疲れ様でした。ありがとうございま
した。

（本木支部　広報委員　小宮 享）

日帰り研修会 ～秩父・長瀞を巡って～ 平成26年11月8日（日）

会員増強出陣式開催
平成26年10月14日（火）
会場： 足立成和信用金庫

中央支店会議室

本 木 支 部

梅田第一支部
梅田第二支部
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　10 月 1 日（水）18 時より役員 14 名で会員増
強出陣式を、寿し政会議室にて開催しました。
　支部長・ブロック長の挨拶に続き、この為に
お越し頂いた田村法人課税第１統括官より激励
のお言葉を頂き、小堀法人審理上席からは
e-Tax 推進と消費税法改正等のご説明を頂きま
した。ご公務ご多忙のところ、誠に有難うござ
いました。
　田村統括官・小堀上席をお見送りした後、増
強出陣式に入りました。新田支部は 1～3丁目
のリーダーを決めて作戦を立て、10 月に 2日
に分けて役員全員で手分けして訪問します。引
き続き各丁目のリーダーを中心に可能性のある未加入
会員をプッシュすることにし、城北信用金庫さんは全
丁目を担当することとなりました。
　出陣式後には懇親会を開き、未加入会員リストを見

ながらの話し合いに終始しましたが、目標の 9社を達
成することを祈念し、19 時 45 分に小森副支部長の締
めで解散となりました。

（新田支部　広報委員　安藤 勇三）

会員増強出陣式 平成26年10月1日（水）
会場：寿し政会議室

新 田 支 部
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源泉部会源泉部会

　去る 10 月 8 日午後 3時より、西新井法人会にて平
成 26 年度源泉部会研修会（源泉徴収のポイントⅡ）
が開催されました。早いもので、来月には年末調整説
明会が開催される時期になってしまいました。今回の
研修会も 28 名の参加があり、みなさん熱心に聴講さ
れていました。
　開会の挨拶の後、西新井税務署法人課税第 2部門統
括官の藤田光雄様より新任のご挨拶をいただき、その
後「税の歴史と源泉徴収制度」という演題にて講演を
していただきました。前任でありました奈良統括官様
に変わり今回から新たに藤田統括官がこの源泉部会研
修会の担当となり、今回はその講演の第１回目でした。
　演題も趣向を変えて、心機一転「税の歴史」を振り
返るということで、新たな気持ちで研修できたと思い
ます。源泉部会という名前にもありますように税につ
いて学ぶ研修ではありますが、その歴史や制度となる
と恐らく熟知している人は少なかったのではないでし

ょうか。弥生時代にはすでに税の制度となるものがあ
ったことには驚きですが、時代とともに移り変わる税
制度の変化も非常に興味深いものでした。
　また世界の税についても目を向けるきっかけとなり
ました。世界の税制度となると知らないことが多いよ
うに思いますが、基本的には源泉徴収制度があるこ
と、また国際源泉課税については身近にはないです
が、とても面白く勉強になりました。
　講演の後、「中小企業の税務調査～ここがポイント、
2日間の税務調査～」前回の続きのビデオをみて、無
事今回の研修会も終了いたしました。
　今回は気持ちも新たに楽しい研修となり、学ぶこと
ができました。これを機に色々な方向から税を学ぶき
っかけとなるよう、今後も清水源泉部会長始め一同頑
張って参りますので、一人でも多くの皆様のご参加を
お待ちしております。

（源泉部会　幹事　仁平 久美子）

清水源泉部会長 閉会の辞を述べる小竹副部会長司会を担当した小泉幹事

平成26年10月8日（水）
会場：西新井法人会館「第2回研修会」

講師の藤田法人第 2統括官
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　一般社団法人西新井法人会・源泉部会は昭和 50年 6
月、36 社の会員でスタートしました。設立趣旨は源泉
所得税に関する法規や通達による取扱いの研修を行
い、会員各社が誤りのない源泉徴収事務を進めていた
だくこと、また同時に、研修者相互の連絡及び親睦を
図り、優良な源泉徴収義務者として税務行政に協力す
ることを目的としています。
　本年は設立後 39 期目（会員数 72 社）となります
が、設立の趣旨は一貫として変わらず、毎年中身の濃
い研修が行われ、会員相互の連絡及び親睦も年々充実
してきております。
　研修会は、給与・報酬・料金・退職金などの源泉徴
収事務の基本から専門的な知識の習得、それらに関す
る税法改正があった場合の説明を中心としています
が、必ずしも源泉所得税関係に限定せず、会員の皆様

のアンケート等による要望にも積極的にお応えし、社
会保険・住民税・労働基準法・法人税等、その時々で
関心の高いタイムリーな事柄も取り上げております。
また近年は、勉強と親睦を兼ねた日帰りバス研修会も
毎年実施しております。
　当源泉部会は、西新井法人会の専門部会として、西
新井税務署のご協力を得ながら幅広く活動しており、
研修会には部会員企業内の社員でしたら、どなたでも
参加できます。研修の場を通じて他業種の方々との交
流も広がることから“異業種・他企業との交流の場”
として、また新任の“給与・税務事務担当者の教育の
場”としても継続的かつ経済的に（下記年会費のみの
ご負担で）ご活用いただけるものと確信しております。
　貴社におかれましても、ぜひ当源泉部会にご加入い
ただきますよう、心よりお待ち申し上げております。

6月  源泉徴収のポイントⅠ　09月  日帰り税務研修会
 10月  源泉徴収のポイントⅡ　11月  年末調整のしかた
   1月  税務研修会　　　　　　2月  源泉徴収のポイントⅢ
■入会資格　一般社団法人西新井法人会の会員であること
■年会費12,000円
■入会メリット
（1） 研修会は年間予定表に従って開催し、毎回有意義な

資料を配付しております
（2） 年末調整説明会を、年1回、他の団体に先駆けて開催

しております
（3） 毎年参考資料として優良図書を無料で配付します

お問合せ先　TEL.03-3852-2511
 （一社）西新井法人会源泉部会担当まで

平成26年度の研修会予定〔実施済含む〕

源泉部会入会のご案内
～企業運営に必要な実務・知識習得のため、一緒に勉強しませんか？～
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青年部会青年部会

　今回の青年部会海外研修会はミャンマーに行きまし
た。参加者は渡邉部会長・野口副部会長・湯川副部会
長ほか総勢13名で出発。ヤンゴン市内及びバゴー近郊
を視察。躍進するミャンマー経済の現況を体感してきま
した。
9月26日（金） 

　午前 0時 20分のフライトと言う事で、前日の午後 10
時 30分に羽田空港に集合となった。今回の研修の成功
を祈念し、軽く祝杯をあげてからＴＧ661便にて出発。
機内で迷子になるという珍事もあったが無事に乗継地
であるバンコクに到着した。約 3時間トランジットのた
め、空港内で待機し、予定時刻になったが、なんと飛
行機が飛ばないというハプニングが発生。どうも機体の
トラブルによるもので別の機体を使用し、1時間遅れて
ヤンゴン国際空港に到着した。
　ミャンマーは日本の国土の約1.8 倍で人口は 5,141 万
人。南北に細い国土で北部が温帯、中部と南部が熱帯
に属している。我々が訪れた時期は雨季でヤンゴンの9
月の平均温度は 27.4℃平均湿度は 86％とジメジメして
かなり蒸し暑い気候。実際空港から研修会場に向かう
途中スコールに見舞わてバケツをひっくり返したような

強い雨が降ってきました。その影響もあり研修時間は遅
れてスタートになったが、逆に中身の濃い内容となった。
　講師の宍戸氏は住友銀行の出身で数多くの日本企業
のアジア進出の実務サポートを行っており、営業拠点と
してシンガポール・ヤンゴンに事務所を構えている。宍
戸氏によると「なぜ今ミャンマーが注目されているの
か？」と言うと以下の3つの視点が挙げられた。
　1.  消費市場としての可能性の大きさ 

　2.  労働市場の競争力

　3.  豊富な天然資源

　民主化による経済制裁解除が行われ、外国投資が活
発化。これにより雇用の創出と国民所得が向上してい
る。ミャンマーの人口構成の大半が 40歳以下の若年層
となっており、労働力としても消費者としても大きな影
響力を持っているとの事。また農村部も含めた国民全
体の平均賃金は月給 90ドル程度、マネージャー職で月
1,000～1,500ドルとなっているようだ。
　天然資源も豊富で、天然ガス・石油をはじめレアメタ
ル・プラチナ・金・銅・ルビー等の鉱物資源も多く有し
ている。またかつて米の輸出で世界一になった事もある
農業国で現在も国民の7割が農業従事者で国土の約半

ミャンマー視察研修ミャンマー視察研修
アジアのラストフロンティアと言われる国。㈱アジアリーガルリサーチアンドファイナンスのアジアのラストフロンティアと言われる国。㈱アジアリーガルリサーチアンドファイナンスの
宍戸代表を講師に招いて研修会を実施。宍戸代表を講師に招いて研修会を実施。

平成26年9月26日（金）
　～9月29日（月）
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分を占めている森林には高級家具に使用されているチ
ーク材が豊富に温存されているとの事。
　このように非常にポテンシャルの高い将来性のある国
である事がわかった。以上の点を踏まえて、ヤンゴン市
内等の現地視察を行う事となり町へ繰り出した。巨大な
寝仏で名高いチャウッターヂー・パヤー、イギリス植民
地時代から続くマーケットのボーヂョーアウンサン・マ
ーケットでミャンマーのフォーマルな民族衣装のロンジ
ー（腰巻）を全員で購入し、それを身に纏ってヤンゴン
を見守るミャンマー最大の聖地「シュエダゴォン・パヤ
ー」を見学した。黄金に輝く仏塔のきらびやかさとスケ
ールの大きさに圧倒され、特にライトアップされた夜の
姿は気品さと妖艶さを兼ね備えた麗人のようであった。
また、バコー近郊の山頂にあるチャイティーヨー・パヤ
ー（ゴールデンロック）も大変素晴らしかった。大岩の
上に、ひとつの岩があやうい様子で鎮座しており、落ち
そうで落ちない不思議な、金箔が貼られた岩だ。機会

があれば是非一度、訪れる事をお勧めする。 
　今回のミャンマー研修は日程的にもタイトなスケジュ
ールではあったが内容的には非常に充実したものとなっ
た。食事もミャンマー料理をメインに頂いたが日本人の
舌に合うものが多く、とても美味しく食べる事が出来
た。また、お酒も「ミャンマービール」をメインに飲ん
だが、これも他の東南アジア諸国のビールと違い、アサ
ヒのスーパードライよりも美味しいのでは？と感じた。
また、アジア一の親日国と云われ、市民の方とも交流す
る機会を得たが、とても親切で心温かく対応して頂き感
動しました。ミャンマーと呼ぶよりビルマと言った方が
わかる人も多いと思うが、少年の頃に「ビルマの竪琴」
という映画を観た事を思い出した。物語の中の水島上
等兵のモデルとなった中村一雄さんもこの地の日本人墓
地に眠っている事を教えてもらった。「おーい水島！一
緒に日本へ帰ろうよ！」と仲間に誘われても水島上等兵
は決して日本には帰らなかった。このシーンはとても印
象に残っている。私も水島上等兵の気持ちが少しわか
ったような気持ちになった。
　このような素晴らしき地へと導いてくれた橋本副部会
長に改めて感謝の意を表したい。また、実務を取り仕切
って活躍された青木幹事、ご苦労様でした。次回の海外
研修にも期待しています。ありがとうございました。

（青年部会　幹事　白井 正道）

チャイティーヨー・パヤー（ゴールデンロック）にて

講演後に（株）アジアリーガルリサーチアンドファイナンスの宍戸代表を囲んで



NISHIARAI HOJINKAI Vol.22830

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。

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会

　平成 26 年 11 月 21 日（金）、第 28 回法人会全国青年の集い秋田大
会が秋田県民会館にて行われました。全国各地からおよそ 2,100 名の
青年部員がスローガンである『ユタカな国へ、あきた美じょん』のも
と集い、会場は活気で溢れていました。
　西新井法人会青年部会からは 2泊 3日の行程で渡邉部会長を団長に

野口副部会長・瀬田副部会長はじめ総勢 8名の参
加となりました。
　初日は上野駅から秋田新幹線「こまち」で約 4
時間かけて秋田駅まで行き、市内の大会会場に入
りました。
　会場に着いてみると大会エントリー数 2,100
人、記念講演はメディアなどへの露出も高く、著
名な橋本五郎氏ということで一般の方も多く、た

秋田県民会館前にて

市街に映える竿灯
秋田新幹線「こまち」で秋田駅へ向
かいました

第28回 第28回 
法人会全国青年の集い法人会全国青年の集い
「秋田大会」「秋田大会」 平成26年11月21日（金）平成26年11月21日（金）

会 場： 秋 田 県 民 会 館会 場： 秋 田 県 民 会 館
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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。

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会

いへん盛り上がっていました。
　大会式典では租税教育活動のプレゼンや事例発表が行わ
れ、他地域では様々な活動をされていることを知り大変参考
になりました。
　また橋本五郎氏による記念講演では『リーダーはいかにあ
るべきか～ユタカな国・美しい心をつなぐために～』という
演題で地方の過疎化の問題や地方創生への思いを時に秋田弁
を交え、わかり易く、貴重な話が聴けました。
　その後の大懇親会では「きりたんぽ・稲庭うどん・比内地
鶏など」の料理と本場の地酒を美味しくいただき、また夜の
市街にはこの日のために特別に竿灯を流してもらい、たいへ

ん満足な夜となりました。
　2日目・3日目はバス移動での観光で鈴木酒造店・角館武家屋敷・田
沢湖などを見学し、途中、雪景色の乳頭温泉での露天入浴は格別で秋田
ならではの体験となりました。
　最後になりましたが今回の全国大会を大変有意義な研修にエスコート
してくれた瀬田副部会長はじめ事務局の方々に感謝したいとおもいま
す。来年は「茨城大会」ということで今から楽しみです。

（青年部会　幹事　小倉 哲也）

田沢湖・辰子姫像にて

鈴木酒造店にて

田沢湖乳頭温泉郷にて
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　去る平成 26 年 11 月 26 日、西新井法人会館におい
て青年部会・女性部会の設立 35 周年式典が開催され
た。当日は、西新井税務署田中署長様、東京都足立都
税事務所塩田所長様、東京都足立区近藤区長様を始め
とするご来賓の皆様、西新井法人会正副会長を始めと
する役員の皆様、そして青年部会・女性部会の部会員
の皆様の総勢約 120 名の皆様にご列席を賜り、盛大な
がら厳粛な雰囲気な中での式典となった。
　西新井法人会青年部会・女性部会担当の秋山副会長
の開会の辞により式典が開始され、堀口会長による式
辞、渡邉青年部会長、清水女性部会長による部会長挨
拶が行われた後、これまで青年部会・女性部会の発展
に尽力して来られた功績に対し、堀口会長様より青年
部会白井顧問、女性部会北澤顧問には表彰状が、青年
部会・女性部会長の各正副部会長の皆様には感謝状が
手渡された。加えて、女性部会の設立以来、35 年間
の永きに亘って女性部会の活動に貢献されて来られた

8名の皆様方には特別功労賞が送られた。
　続いて、田中税務署長様、塩田都税事務所長様、近
藤区長様より来賓のご祝辞を頂いた後、司会の青年部
会野口副部会長による来賓紹介があり、最後に青年部
会湯川副部会長の閉会の辞を以って無事に記念式典が
終了した。

　式典終了後、引き続き祝賀会が催され、女性部会鈴
島副部会長の開会のことば、西新井税務署三澤副署長
様による乾杯のご発声により祝宴が開始された。
祝賀会では、秋山副会長による尺八、お仲間による歌
と三味線のご披露や、女性部会の皆様によるフラダン
スと日舞のご披露もあり、参加者の皆様の笑顔に包ま
れた和やかな祝賀会となった。最後に女性部会鈴木副
部会長より閉会のことばがあり祝賀会は盛況のうちに
幕を閉じた。

（青年部会長　渡邉 浩）

青年部会・女性部会

設立35周年記念式典設立35周年記念式典
平成26年11月26日（水）　西新井法人会館

青年部会／女性部会青年部会／女性部会
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ご挨拶される
田中署長

挨拶する秋山副会長
（青年部会・女性部会担当）

ご挨拶される
塩田所長

挨拶する
渡邉青年部会長

祝賀会では女性部会フラガールの披露がありました

左から、演奏された春日法子さん
椿 元一さん、川崎マサコさん、秋山副会長

凜々しい
秋山副会長の演奏

日舞を披露された
吉田恵美子さん（女性部会）

ご挨拶される
近藤区長

挨拶する
清水女性部会長

挨拶する
堀口会長

司会を担当した
野口青年副部会長
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女性部会女性部会

　11月 5日足立区役所庁舎ホールにて、西新井法人会、
足立法人会両女性部会共催による、「第 4回税に関する
絵はがきコンクール」の表彰式が行われました。
　今回は昨年を上回る1,348 名の応募となりました。主
催者にとりまして大変に嬉しい応募数の増加でした。
応募作品はどれも力作で甲乙付け難いものでしたが、
68作品が優秀作品として当日表彰されました。選ばれ
た作品を描いた子供達は皆嬉しそうににこにこ笑い、同

席された保護者の誇らしげな顔も印象に残りました。
　足立区では租税教室等を通して子供達に税の大切さ
を教えています。7月に小学生と一緒にこの授業に参加
する機会を得ました。子供の心をしっかりと掴んだ授業
運営で、税の大切さをきちんと知ることが出来るように
作られていました。歴史を絡めて、お米で税を払ってい
たものがお金になっていった事、子供達が毎日通ってい
る学校の校舎や教室の机、教科書、通学路等、全て税

第4回　第4回　税に関する絵はがきコンクール税に関する絵はがきコンクール

伊興小学校

平成26年11月5日（水）
足立区役所庁舎ホール

上沼田小学校
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で賄われている事など、子供達に分かり易く、なるほど
と思わせるお話しでした。税の基本ですが、意外と気
が付いていない大人も多いのではと感じ、児童向けの
内容ではありますが、機会があれば一般の大人の方に
も聞いて戴きたい内容だと感じました。
　次回のコンクールにも、税の大切さを知った子供達の
素晴らしい作品に出会える事を楽しみにしています。

（女性部会　梶 千草）

栗原小学校

栗原北小学校 鹿浜小学校

西新井第一小学校 西伊興小学校
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女性部会一日研修会に参加して

　11月19日、雲一つない快晴に恵まれて予定通り午前
8時 30分満願寺前を出発しました。総勢 29名です。
　富士山・東京タワー・スカイツリー等を眺め乍ら、
新装なった東京駅・皇居等ベテランのガイドさんの巧
みな話術に“へー”とか“なるほど”とか感心し、最
初の目的地へ。
　東京地方裁判所では普段入る事のない法廷に入り、
傍聴席、又一段高い裁判長の席にも座らせて頂き、裁
判員制度のお話し等、厳粛な気持ちで説明をお聞きし
ました。
　その後、お台場ホテルグランパシフィック東急にて
和食の昼食をゆっくりと美味しく戴きました。もう大
きなクリスマスツリーも飾られており、ああーそうい
う時期なんだなーと改めて思いました。
　最後に品川アクアスタジアムにて水族館を見学、ア
シカショー・イルカショーを童心に帰りキャーキャー
と歓声をあげたり、アシカやイルカの頭の良さに感心
して拍手をしたり楽しませてもらいました。
　とても楽しい有意義な一日でした。
　幹事の皆様、本当に有難う御座いました。

（女性部会　鳥部 祥子）

東京地方裁判所前にて

ホテルグランパシフィック東急のロビーにて
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　平成 26 年 10 月 21 日㈫、西新井優申会・署長講
話・会員の集いが行われました。
　当日は、西新井税務署より、田中洋二署長・三澤成
人副署長・田村裕二第 1統括官・小堀博司法人審理上
席のご臨席を賜り、出席法人 28 社と共に盛会となり
ました。
　第 1部は、中村副会長の司会で始まり、横瀬会長の
挨拶の後、田中署長より「沖縄と税～わたしの見た沖
縄～」の演題にて講話を受けました。沖縄の地理・指

標から見た沖縄のすがた（婚姻率も離婚率も高い・開
業率も廃業率も 1位など）や、かりゆし着が正装とな
るためにスーツ姿でいる期間が短い事などを熱く語っ
ていただきました。
　第 2部懇親会では、第 1部での新表敬法人・再表敬
法人の紹介を引き継ぎ、参加者全員より会社紹介をい
ただき、改めて会員の方々を知る良い機会となりまし
た。

（西新井優申会　副幹事長　野口 松一郎）

挨拶する横瀬会長 ご挨拶される田中署長

西新井優申会 西新井優申会 会員の集い会員の集い西新井優申会 西新井優申会 会員の集い会員の集い

平成26年10月21日（火）
会場：西新井法人会館
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を利用しよう！
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※ホテルにより除外日がございます。　　　
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あなたにも、マイナンバー。
はじまります。

マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

マイナンバー（個人番号）は、法律で定められた目的以外での使用、他人への提供が禁じられています。

1 2 3
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が
削減され、手続きがスムーズになります。

行政の効率化

申請時に必要な課税証明書といった
資料の添付を省略できるようになります。

国民の利便性の向上 公平・公正な社会の実現

マ      イ   ナン   バー

0570-20-0178 マイナンバー 検索

行政機関が国民の所得状況などを把握
しやすくなり、不正受給を防止できます。

マイナンバー（個人番号）とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のこと。 ！

※行政の効率化や国民の利便性向上のため、平成29年1月から行政機関などでの情報連携が順次始まる予定です。  ※外国籍でも住民票のある方は対象となります。

・平成28年１月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まりますので、大切にしてください。
・法人にも13桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。

10
27

マイナンバー
一人ひとり

！
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会費改訂のお知らせ
　平成 23 年 11 月 28 日の臨時総会決議により、会費規程が従来の資本金制度から、以下のとお
りに変更となります。
　平成 24 年４月１日以降に入会された会員は既に新会費適用となっておりますが、平成 24 年３
月 31 日以前に入会された会員は、以下のとおり新会費基準となりますのでご了承下さい。

記

（臨時総会決議事項）
　平成 24 年４月１日以降入会する会員は、新会費を適用する。但し、既存（平成 24 年３月 31 日以前
に入会した）会員については、平成 27 年４月１日より、この新会費基準を適用することとする。

旧 会 費
資本金（万円） 月額（円）

300 未満 500

300（組合含） 800

300 超～500 以下 1,200

500 超～1,000 以下 1,800

1,000 超～3,000 未満 2,500

3,000 以上 3,000

支店法人 1,500

その他（関連会社等） 500

新 会 費
１ ．会費は1口100円とし、資本金及び法人形
態等により月額10口以上 30口以内とする。

２ ．会員で以下の項目を満たす関連会社につい
ては、会費を月額 5口とする。

　⑴ 代表者が同一の者である法人で、その従
たる他の法人

　⑵ 該当法人の株式を次の者が 50％以上所有
しているその法人

　　① 該当法人の主たる法人の代表者及びそ
の代表者の一親等の親族

　　②その代表者の配偶者

　　③その主たる法人　

　茂出木久義氏は、去る平成26年11月16日にご逝去されました。
　茂出木久義氏は、昭和60年5月に理事（青年部会長）に就任し、
昭和61年には新田支部長・研修副委員長を歴任し、平成5年には
常任理事（第8組織委員長）、平成9年からは3期に亘って副会長を
務め、当会の組織基盤の強化にご尽力されました。
　改めて、氏の生前の法人会へのご功績並びに各界へのご功績に
対しまして感謝申し上げますとともに謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。

〈訃報〉
一般社団法人西新井法人会
元副会長

茂出木 久義氏　
ご逝去　享年 77 歳

　吉田　武氏は、去る平成26年12月7日にご逝去されました。
　吉田　武氏は、平成21年5月に副支部長（梅島支部）に就任し、
平成23年5月には理事（梅島支部長）に就任し、支部の運営並び
に組織基盤の強化にご尽力されました。
　改めて、氏の生前の法人会へのご功績並びに各界へのご功績に
対しまして感謝申し上げますとともに謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。

〈訃報〉
一般社団法人西新井法人会
理事

吉田　武氏　
ご逝去　享年 76 歳
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『西新井法人会報』制作に関する
印刷会社見積り参加のお願い

　西新井法人会では、年６回（奇数月発行）『西新井法人会報』を発行しております。このたび、下記によ
り、印刷会社選定のために見積りを募集します。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、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

記
制作期間：第 206 号〔平成 23 年５月発行〕～第 217 号〔平成 25 年３月発行〕 （奇数月発行）全 12 回
応募資格：社団法人西新井法人会の会員企業であり、西新井税務署長管内に本店を有すること。
業者選定：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：各号 5,500 部位。
応募方法：募集要項を本年１月 24 日まで配付しておりますので、お電話の上、ご来館ください。
　　　　　※募集要項に従って、提出期限までに見積りを提出願います。
お問合せ：社団法人西新井法人会　広報委員会
　　　　　〒 123─0842　足立区栗原 3─10─16　　　TEL 3852─2511　FAX 3852─4795

第 230 号 27 第 241 号 29
一般社団法人西新井法人会の会員企業であり、西新井税務署管内に本店を有すること。

31

一般社団法人西新井法人会　広報委員会

必ずお電話の上、ご来館ください。
5,000

（奇数月発行）全 12 回
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東 京 税 理 士 会

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様もご存じの通り平成 27 年より相続税の基礎控
除額が大幅に改正されました。
　改正点の主なものは以下の通りです。

　では相続税法上の遺産はどうやって計算するのでし
ょうか？
　財産から債務・葬式費用を差し引いたものが遺産総
額になります。
　財産とは、現預金・土地・家屋・貸付金・死亡保険

金・退職金・有価証券・宝石などをいいます。
　債務・葬式費用とは借入金・葬式費用・未払いの医
療費などをいいます。
　上記設例（ご主人が亡くなり、相続人が奥様・子供
二人の場合）で計算してみます。
　土地 132 平米（40 坪）　建物 500 万円　預金 1,000
万円と仮定します。
　土地は路線価によって評価します。例えば、弊所前
（足立区西竹の塚 2丁目尾竹橋通り沿い）の路線価は
平米当り 255,000 円（平成 26 年分）になります。132
平米（40 坪）だとすると 132 平米× 255,000 円＝
33,660,000 円になります。
　家屋は固定資産税評価額によって評価します。固定
資産税の納付書に評価額が載っておりますので参考に
して下さい。今回は仮に 500 万円とします。
　財産は土地 33,660,000 円、家屋 5,000,000 円、預金
10,000,000 円で 48,600,000 円になり基礎控除額 4,800
万円を超えてしまいます。
　今まで相続税は金持ちの税金と思われていました。
　実際平成 24 年の統計によりますと死亡者数
1,256,254 人。このうち相続税の対象となった被相続
人は 52,572 人と、率にして 4.1％になります。
　しかし平成 27 年以降は誰にでもかかる可能性があ
る税金へと変わりつつあります。
　ご自分の財産がいくらあるか、その財産を相続人に
いかに分割するかをしっかり把握する時代に入ってき
たのだなと実感致します。

平成26年12月31日までにお亡くなりになった方

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
＝基礎控除額
※例えば、ご主人が亡くなり、相続人が奥様・子供
二人の場合
5,000万円+1,000万円×3人＝8,000万円
8,000万円以下の遺産なら税金は
かかりません。

平成27年1月1日以後お亡くなりになった方

3,000万円+600万円×法定相続人の数
＝基礎控除額
※例えば、ご主人が亡くなり、相続人が奥様・子供
二人の場合
3,000万円+600万円×3人＝4,800万円
4,800万円以下の遺産なら税金は
かかりません。

※ 基礎控除額を超えても、相続税法などの特例を受ければ相続税がかからない場
合があります。
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 東京税理士会　西新井支部

 税理士  ● 森　俊夫

相続税新時代へ



表紙のことば Vol.228

 新しい力
 広報委員会
　大正3年、辰野金吾氏の設計にて建設され100年の時を人と
経済と社会の遍歴を見つめてきた「赤煉瓦の東京駅」、重要文
化財としての格調と重厚感はそのままに平成24年10月3日に
リニューアルオープンしました。復元は忠実に免震工法で保
存は確実に威風堂々としたフォルムは新年号の表紙にふさわ
しいかと思いご紹介申し上げました。さて、当法人会も今年よ
りコミュニティサイト開設に踏み出しました。法人会カード
の拡大と更なる内容の充実を図るためにもコミュニティサイ
トとの活用両立に成功を託したいと思います。利用すれば「お
得」が増える新しい力に期待を乗せて、今後も皆様と共に楽し
い活動ができるようにしたいと願っております。
　尚、表紙の作品は高松修 様（谷在家・皿沼支部会員）制作の
油絵よりご協力を頂きました。

編　集　後　記

自転車事故多発

　発行にあたり御協力いただいた皆様に感謝致します。
　先日私の業界で西新井警察署交通課担当の人を招き
交通安全の講習会を致しました。
　西新井地域は、相変わらず事故が多いそうです。特
に老人の運転する自転車の接触事故、大回りに曲った
り、一時停止の無視など自転車は、我物顔で走って来
ます。
　車を運転する人は、充分注意をしましょう。

　「一瞬のルール違反で一生涯の加害者に！」

（梅田第二支部　支部長　松本 一郎）

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

催 し も の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

第 228 号 平成 27 年１月 9日
発　　行　 一般社団法人 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

会員の皆様から

 募集中！！『西新井法人会報』の表紙を飾る『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を風景画・風景写真を『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を

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
２月　6日㈮ 14：00～16：00 法人会館
３月17日㈫ 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
１月21日㈬ 14：00～16：00 法人会館
３月18日㈬ 14：00～16：00 法人会館

※上記日程については、急遽変更になる場合もありますので、ご了承ください。

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。

日付 内容 場所

15 日㈭ 西新井納税六団体主催
新年賀詞交歓会 法人会館

19日㈪ 厚生委員会 法人会館
21日㈬ 総務委員会 法人会館
22日㈭ サービス事業委員会 法人会館
23日㈮ 広報委員会 法人会館
27日㈫ ブロック長会 法人会館
27日㈫ 支部長会 法人会館

１月
日付 内容 場所
 ４日㈬ 源泉部会役員会 法人会館
 ４日㈬ 源泉部会 ｢第３回税務研修会｣ 法人会館
 ６日㈮ 研修委員会 法人会館
 ９日㈪ 三部会合同研修会 法人会館
12日㈭ 社会貢献委員会 法人会館
13日㈮ 財務委員会 法人会館

17㈫～20日㈮ 平成 26年度第２回成人病検診 法人会館
20日㈮ 厚生委員会 法人会館
23日㈪ 源泉部会役員会 法人会館
24日㈫ 税制委員会 法人会館

２月
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