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日本一の富士を仰ぎて

巻頭コラム

逵　親舟 書
第3組織委員長

�
高際　保夫

　昭和31年に栃木県藤岡町から上京し、

昭和61年まで勤めていた妹の会社（メッ

キ屋）から足立区栗原に（株）バース金属

として独立しました。何もわからず無

我夢中でここまで来ました。今年で法

人会歴28年になり、現在74才です。

　法人会の役員の方に勧められて法人

会に入会したのが昭和63年です。平成

２年、まだ経営者として未熟だと思い

ましたが、栗原・栄町副支部長のお役を

頂きました。旅行、ゴルフ、勉強会等

の活動を通じて地域の経営者の皆様と

知り合うことができ、会の為にお役に

立つという共通の思いを持つ役員の皆

様と絆を深められたこともよかったと

思います。

　引き続き平成15年に島根・栗原支部長

のお役を頂き、一期２年のところ、通

算六期、 12年間お役を務めさせて頂き

ました。支部長時代は、特に会員増強

活動に力を入れました。皆様のご協

力・ご支援を頂き、毎年度、普及目標を

達成することができました。普及のコ

ツはコツだけにコツコツです（笑）。お

蔭様で昨年度は、会員増強達成支部１

位で表彰されました。

　会員増強目標達成、支部長の後任も

決まり、ほっとしていたところに、今

度はブロック長（第３組織委員長）のお

話を頂きました。４つの支部を束ねる

責任あるお役目です。会社のように仕

事に見合った報酬もなく、しかも皆さ

ん会社のトップで個性豊かな方ばかり

です。

　そのような方々のリーダーとしてき

ちんと責任を果たすことができるのか

不安でした。

　しかし、そのような環境の中でリー

ダーシップをとることこそ学ぶことが

多いと思い、新たなチャレンジとして

お引き受け致しました。まずは自ら実

践することをモットーに皆さんにご協

力をお願いして参りたいと思います。

　西新井法人会は、 5,327社（平成27年

３月末時点）の会員がおります。私は、

法人会で沢山の地域の方と知り合うこ

とができ、大先輩の方々に可愛がられ、

大事にして頂き、一生お付き合いでき

る友人ができました。お蔭様で、会社

の経営も順調です。今の自分があるの

は法人会のお蔭と感謝しております。

これからも法人会活動を通じてできた

人脈を大切にし、地域の皆様と元気に

楽しくやっていきたいと思っておりま

す。そして皆様のお役に立てるように

努力して参ります。今後ともご支援の

程どうぞよろしくお願い申し上げます。

私の法人会の歩み

平成 26 年度納税表彰式にて。受彰者の皆さんと共に
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　新年明けましておめでとうございます。
　2016年の年頭に当たり謹んで新年のご挨拶を
申し上げます。
　会員の皆様におかれましては、お健やかに新
春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は会員の皆様には法人会活動にご尽力
をいただき心から感謝申し上げます。
　また、西新井税務署長齋藤様はじめ副署長三
澤様、幹部職員の皆様には適切なご指導のもと
諸事業を遂行することができました。関係諸団
体の皆様におかれましても、ご理解とご協力を
賜り会の諸事業を円滑に運営することができ、
深く感謝すると共に本年も引き続きよろしくお
願い申し上げます。昨年より、 4年間務められ
た堀口前会長の後任として重責を担い、諸事業
に努力を傾注して参りましたが、本年もより一
層、会の発展の為、尽力して参りたいと存じま
す。何卒宜しくお願い申し上げます。
　昨年を振り返りますと西新井税務署長齋藤様
が新しく着任されました。齋藤署長自ら作成さ
れた署長講演会「トッカンの仕事と訴訟」を解か
り易く講演して頂きました。今年から始まる
「マイナンバー制度と税」について税制委員会、
ブロック支部役員会においても研修会が実施さ
れました。毎年恒例の社会貢献、会の活動の一
環として青年部会・女性部会と共にあだち区民

まつりに参加し楽しく税金クイズができまし
た。10月23日には栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部でのゴ
ルフ大会があり、多数の方が参加され和気藹々
と親睦を深めることができました。10月25日に
は「税を考える週間」、西新井納税六団体との合
同で街頭広報活動を行い西新井大師にて足立区
立第十四中学校吹奏楽部によるパレードもあり
ました。10月27日には西新井法人会源泉部会40
周年の記念式典が行われ多くの来賓の方々をお
迎えし盛大に執り行われました。西新井税務署
主催平成27年度納税表彰式が西新井法人会館に
て表彰状並びに感謝状が授与されました。ま
た、税を考える週間講演会では、池田清彦氏に
よる「がんばらない生き方」の講演会がありとて
も興味深い内容で皆様の人生においても役立つ
ことがあるのではないかと思いました。今年度
予定の諸事業も8割程実施し、昨年10月からは
第39回会員増強推進運動を加入率79％にむけて
役員一丸となり活動して参りました。
　西新井法人会の特色のひとつとして「法人会
カード」があります。地域の活性化、また皆様
のビジネスや交流の一環として有効活用して頂
ければ幸いです。
　本年も輝かしい年になりますよう皆様方の
益々のご活躍とご健康並びに事業の繁栄を祈念
致しまして新年の挨拶とさせて頂きます。

� 一般社団法人�西新井法人会�会長◦　鈴島　健

新年のご挨拶

2016
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　　　　　　　新年のご挨拶

� 西新井税務署長◦　齋藤　博義

　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には、謹ん
で新年のお慶びを申し上げます。
　旧年中は、鈴島会長をはじめ役員並びに会員
の皆様には、税務行政に対しまして格別のご理
解とご支援を賜り、お陰様で署の事務運営も円
滑に推移しております。改めまして厚く御礼申
し上げます。
　昨年の貴会の活動を振り返りますと、「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、更
には“音楽と税”をテーマに、足立区立第十四
中学校吹奏楽部による西新井大師境内でのコン
サート及び参道での街頭パレードなど、他の納
税団体と共催して様々な活動に積極的に取り組
まれました。
　また、大規模単位会の加入割合「16 年連続
の日本一」を目指して、組織の拡充に取り組む
とともに、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
「とことんあだち企業紹介サイト」の開設によ
り西新井地区の経済の活性化にも取り組まれる
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ました。
　更に源泉部会におかれましては、設立 40 周
年という記念すべき節目を迎え、式典が盛大に
開催されましたことは喜びに堪えないところで
あります。
　これも、鈴島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連綿と続く良
き伝統の力であり、大変心強く感じる次第であ
ります。

　ところで、税務行政をとりまく環境は、経済
のグローバル化、高度情報化の急速な進展、少
子高齢化による人口減少の加速など急速に変化
しております。
　私どもとしましては、このような環境の変化
に適切に対応し、「納税者の自発的な納税義務
の履行を適正かつ円滑に実現する。」という国
税庁の使命を達成するため、納税者の皆様の理
解と信頼を得ながら、常に最善を尽くして参る
所存でございます。
　そして、昨年は社会保障・税番号制度いわゆ
るマイナンバー制度が施行され、いよいよ本年
1月から順次利用が開始されます。この制度の
普及・定着に向け、皆様方のご理解とご協力を
賜りますよう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
事務の効率化を図るため、引き続き利用率の向
上に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
を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
　結びに当たり、本年は「丙申（ひのえさる）」
であります。丙申は、それまで曖昧だった物事
がはっきりし、これまでの頑張りが形になる年
と言われています。この新しい年が一般社団法
人西新井法人会の更なる飛躍の年となりますよ
う、そして、会員の皆様のご多幸並びにご事業
のご繁栄を心から祈念いたしまして、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、旧年中は、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、平成 26 年度の足立区普通会計決算で
は、平成 21 年度以降 80％を超えていた経常収
支比率が 79.2％と改善されました。しかし、既
に始まっている法人住民税の一部国税化の影響
による歳入減や、老朽化した公共施設の更新及
び維持管理経費の増大などによる歳出増は明白
で、到底気を緩めることはできません。
　今後厳しい財政状況が予想される中、少子超

高齢社会の進展などの変化に対峙しつつ、活力
を失わない自治体であり続けるために、足立区
は新たな基本構想の策定に着手しております。
策定に当たりましては、区のマイナスイメージ
を払拭し、区民の定住志向を高めていくことが
重要で、今後区では、子どもの貧困対策を通じ
た貧困の連鎖の解消、防災対策の強化、高齢社
会を支える足立区版地域包括ケアシステムの早
期構築などの重要施策を着実に進めてまいりま
す。一般社団法人西新井法人会の皆様方には、
引き続き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。

　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、鈴島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、税に関する絵はがきコンクールの開
催、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。
　eLTAXの普及につきましては、西新井区域

の利用率は、都内において高い水準となってお
ります。今後とも更なるご利用をお願い申し上
げます。
　また、今月から税や社会保障の手続きにマイ
ナンバーの利用が開始されますので、ご理解・
ご協力をお願いいたします。
　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、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。

新年のご挨拶

� 足立都税事務所長◦　塩田　孝一
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街頭広報は
西新井納税六団体で

日時：平成27年10月25日（日）

税を考える週間

［第一部］

　西新井税務署と西新井納税六団体合同による街頭広
報活動を西新井大師境内より開始いたしました。
　今年は西新井大師貫主様の御配慮により本堂境内に
て、第十四中学校吹奏学部による「西新井大師コンサ
ート」が行われました。
　軽快なマーチで聴衆を誘い、「七五三」詣での家族
連れも足を止め、「妖怪体操」や「よさこいソーラン」
の曲に合わせたダンスに魅入ったりです。全国大会で

も１位２位を誇る実力を楽しませて頂きました。
　西新井税務署職員による司会進行にて、税金クイズ
もしっかり準備されており、演奏には最大の自信を持
つ生徒の皆さんは全二問正解、先生も正解され面目躍
如となりました。
　これより境内を出てマーチングに合わせて行進で
す。参道より光明殿に向かい境内前へと一回りです。
　華麗なチアガールの舞いと演奏に参道内の皆様も大
喜びでした。

　六団体の会長方は横断幕を手に行進、私
たちは「税を考える週間」のパンフレット
が入る啓蒙促進グッズを道行く人々に手渡
しして楽しみました。
　参道内には酒販組合による「きき酒会
場」が設置され、日本酒、焼酎、ビールと
各種揃え、銘柄当てにチャレンジする方で
賑わっていました。
　果たして日頃より鍛えし「舌」は実力を
発揮できたのでしょうか？

開会に臨みご来賓並びに主催者との記念撮影

コンサートで税の周知を図る



NISHIARAI HOJINKAI Vol.234 7

［第二部］

　「アリオ西新井」に移動。「小学生税金ウルトラクイ
ズ大会」会場には 50 人からの児童が参加、司会には
タレントの梨本麻里奈さんが、入賞者へのプレゼンタ
ーとして東京・メキシコ両オリンピック金メダリスト
の三宅義信さん。羽織袴の正装で「税のことを少しず
つ覚えながら、日本の歴史や文化を大事にして欲し
い」と話されました。
� （広報委員会　委員長　小川 節子）

主催者を代表して挨拶する
鈴島西新井法人会長

税金クイズに答える
吹奏楽部顧問玉井先生

大師門前からパレードは出発しました

商店街を抜け大師前駅に向かって

Ario 西新井への移動前に、ゲストである三宅義信さん（前列中央）と梨元麻里奈さん（前列右端）を囲んで

吹奏楽部のみなさんお疲れ様でした

大師門前から大師前駅を経て一周しました
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講演中の池田先生 挨拶する鈴島会長

「税を考える週間」講演会
平成27年11月25日（水）�会場：西新井法人会館

●演題　「がんばらない生き方」
●講師　池田 清彦 先生

へ進んでいます。ビートたけしさんが同じ小学校で 2
年先輩。たけしちゃんは中学校も同じでしたが、高校
は彼が足立高校へ行き、僕は上野高校へ行ったので
す。
　校長先生の挨拶の時、なんか首を振っている人がい
るなと思ったら、たけしちゃんだった。たけしちゃん
はチックなのですよ。チックの人は無意識のうちに首
をちょっと動かしたりするのですね。そういう人って
変な才能があるのです。
　「天才って何ですか？」と養老孟司さんに聞いたこ
とがあります。すると「頭の壊れた人だよ」とひと
言。ある能力だけは優れているけど、他の部分はボツ
ボツ。しかし今の世の中、一つだけ凄くできる人のほ
うが生きやすい。うちのかみさんは何でもできます
が、俺のほうが稼ぐからね（笑）。

ストレスになることは受けない
　僕は大学の講義を週数コマ受け持っていますが、英
語でやらなければならないので面倒くさい。学校側は
授業数を増やして欲しいようですが、「面倒くさいか
らやだ」と断るのです。山梨大学にいた時にも、すご
く大変そうな委員会を立ち上げることになり、ある晩
学長から電話がかかってきて「委員長を引き受けてく
れないか」と言われ、即座に「面倒くさいから嫌だ」

まずは、自己紹介
　こんばんは、池田です。今日は「がんばらない生き
方」ということで喋れというのですが、僕はけっこう
頑張っているよってカミさんに言われていて（笑）。
さんまさんも頑張っているように見えるけれど、べつ
にそれぞれキャパの範囲内でやっているから頑張って
いないのです。
　キャパを超えてしまうと、統合失調症になったり体
を壊したり。お酒だって、キャパを超えて飲めば具合
が悪くなるけど、その範囲内で飲んでいればどうとい
うことはない。まあ、どっちにせよ最後は死んじゃう
ので、あまり変わらないかな（笑）。
　僕は梅島第一小学校から足立四中、その後上野高校
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司会を担当した
榑林研修副委員長

挨拶する後藤副会長 講師をエスコートした
高橋研修副委員長

と言ったら、学長があきれて、その間に僕は切ってし
まった（笑）。
　その後真面目な先生が、委員長を引き受けたけど、
しばらくして癌で死にました。
　北の湖さんも 3年前に大腸の手術をしたでしょ。早
期でしたから普通の人なら助かるのですけれど、相撲
協会での難しい立場や、死ぬ前日まで報道陣の前に立
ったり、ストレスから癌が急にでかくなったのではと
思います。

じわじわ増えるがん細胞
　最初癌はたった 1個の細胞から発生するのです。そ
れが半年後 2つになり、その 2つが次の半年で 4つに
なり、更に次の半年で 8つに増えます。通常ナチュラ
ルキラー細胞という細胞が癌細胞を退治しますが、た
まに変な細胞があって、「これは癌ではなく、普通の
細胞ですよ」、と免疫系を騙すのです。免疫系が騙さ
れている間に癌細胞はどんどん大きくなる。
　10 年後には 100 万個、15 年で 10 億個にもなるので
す。10 億の癌細胞は大きさが約 1cm。今の医学でや
っと見つかる大きさで、だいたいは治ります。

がんの転移
　ただ、たちの悪い癌細胞があって、転移しますが、
今の医学では転移する癌と転移しない癌を見分けるこ
とは困難です。医者は最悪の事態を想定して取ってし
まいますが、大元の癌細胞は小さな転移巣をたくさん
持ち、「おまえら、でかくなるな」とシグナルを送り、
癌細胞の増殖を抑えています。ところが大元の癌細胞
を取ってしまうと、そのシグナルがなくなるので、抑
えられていた転移巣がどんどん大きくなる。手術後 3
カ月くらいで亡くなってしまう人がいますが、これは

手術しない方が本当は良かったのですね。ただ、分か
らないのです。だから手術をした後、転移した癌を叩
くために抗癌剤をやるのです。
　抗癌剤で全部死んでくれればいいのだけれど、突然
変異を起こすので種類がどんどん変わります。例えば、
ある抗癌剤で 9割の癌細胞が消えても、その抗癌剤に
対してすごく強い耐性のある癌細胞が 1割残ります。
　それはまた半年で倍になるので、それをやっつける
ために、別の抗癌剤を探します。それで叩くとまた癌
は縮小しますけれど、それでも残った癌細胞は、最初
の抗癌剤にも次の抗癌剤にも耐性があるのです。3回
目をやっても駄目だと、どの抗癌剤も効かなくなって
しまう。

医者に頼らない精神の自由さ
　女房の母は 72 歳のときに乳癌と言われ、手術を強
く勧められました。しかし、その時の義母はちょっと
ぼけ気味で、全身麻酔で手術をすると本当にぼけてし
まう。癌が治ってもぼけてしまっては話にならない。
医者からは、「転移すると大変だよ」って脅されました
が、歳だから大丈夫だよ、と手術をしませんでした。
実は今日が義母の命日ですが、87 歳まで生きました。
結局癌はそのままで、別の病気で死にましたので、手
術しなくて正解だったのです。
　僕は癌検診は 20 年、健康診断も 10 年以上受けてい
ません。渡辺先生という拓殖大学の総長をしていた先
生も、再検査とか、いつも何か色々言われ、その都度
ストレスで具合が悪くなるので、60 歳を過ぎて受け
なくした。そしたら気分がとても晴れ晴れとして、逆
にいつ死んでもいいやと言う心持になり、「かえって
健康になった」って言ってました。
　フィンランドの話ですが、40 歳から 55 歳までの男
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性中間管理職を 1,200 人集め、600 人は検診組として
4カ月にいっぺん検診してもらい、残りの 600 人は、
なるべく自分で一番いいと思う生き方を好きにして頂
き、追跡調査をしました。
　検診組は 5年間、4カ月にいっぺん医者に行って、
色々とやってもらい、残りの 600 人はなにもやらない
で好きにしてる。1974 年に調査を始め、15 年間追跡
して、死んだ人数と死因を調べたのです。すると、4
カ月にいっぺん医者に診てもらった人達は 67 人死ん
だのに対し、診てもらわなかった人達は 46 人しか死
んでいない。医者に診てもらわなかったほうが長生き
している。

谷へ落ち、虫から本へ
　昔ジープで山奥に虫を獲りに行った時、ジープごと
谷に落ちて、死ぬ思いをしました。僕は目がとても良
く、3.5 ぐらいあった。目の検査で部屋に入ると、入
った瞬間に全部見えたし、大学入学試験では 6人ぐら
い前の答案が読めました（笑）。
　それくらい目がいいと、飛んでいる虫が珍しい虫か
どうかすぐ分かる。珍しい虫なら車を止めて網でと
る。谷に落ちた時は、飛んでる虫が珍しいのか珍しく
ないのか分からなかった。あれ？あれ？と思って見て
いるうちに落ちたのです。
　ガタンガタンと、最初はゆっくり落ちるのですが、
途中からすごい勢いになって、全身は痣だらけ、顔か
らの出血もひどく、崖を這い上がって、近くの家まで
行って、崖から落ちたと言ったらおばさんがびっくり

して救急車を呼んでくれた。
　頭が割れてないか心配だったのでレントゲンを撮っ
てもらったら、「頭蓋骨は割れてないみたい。中身は
保証しないけど」（笑）って言われました。入院したほ
うがいいとも言われたけど、面倒くさいから駅まで送
ってもらい、中央線に乗って帰ってきた。帰宅した僕
を見て、さすがに女房も医者に行けと言ったけど、面
倒なのでひたすら家で寝てました。全身青痣で、38.5
度くらいの熱が 1週間ぐらい続いたけど、その後 1カ
月くらいで立ち上がれるようになりました。
　その時、いつ死ぬか分からないと思い、ぼこぼこ
70 冊くらい本を書くのですが、友達からは頭を打っ
て天才になったと言われています（笑）。

繋いで光る、脳のメカニズム
　例えば、視力は、色々なものを見るから見えるよう
になります。生まれた子にアイマスクをして 3年間育
てたら生涯目は見えない。目からの刺激が来ないと後
頭葉の神経細胞は死滅してしまうので、後に開眼手術
をしても見えるようになりません。
　しかし、その間耳から色々な刺激を与えると、通常
は目に使う後頭葉が音の為に使われ始めます。目の見
えない世界的なピアニストがいますが、彼らは後頭葉
が聴覚葉に変化しているのです。
　日本語は、漢字、ひらがな、カタカナに加え、ロー
マ字も混ざっているから複雑で、時々ひらがなだけ読
めなくなる人がいます。新聞を読もうとしたおじさん
が、「おい、変だ。新聞読めん」って。見えて喋ってい
るのに読めない。
　目から入った文字は映像として後頭葉に行き、そこ
から左の言語野で言葉として認識される。このおじさ
んは、その途中で脳梗塞を起こした為、見えているけ
ど情報が言語野に来ないので意味が分からない。喋る
のは言語野で起こしたものを運動野に送って、口を動
かすので喋ることはできるのです。

先生、どんなニクタイが好きですか
　うちの学部のある中国人の女生徒は、日本語で卒論
を書いたのですが、助詞が駄目です。
　英語も中国語も「私は」とか「私が」がないので、
“が”と“は”などの使い方を質問される。しかしそ
んなのは感覚ですから、ここは、“は”にしないと格
好悪いだろとか言っている（笑）。

脳の機能について語る池田先生
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　一方僕らも英語の論文を書いて外国人の先生に見て
もらうと、冠詞が分からない。「ここは aでもThe で
もなく無冠詞です」とか言われる。冠詞がない時は複
数形で sを付けると思っているから、「なんで無冠詞
なんだ」、と言うと「ここは無冠詞のほうが格好いい
でしょ」、と同じことを言われる（笑）。
　ネイティブは、自分の使っている言語を感覚で使い
分けているのですね。
　その中国人の女生徒は、就職が決まり、会社でも卒
論がすごく評価された為、「お礼がしたい！先生は、
どんな肉体が好きか」と聞かれてびっくりしたら、肉
体ではなく“ネクタイ”だった（笑）。

何かができると何かができない
　僕は小児結核で幼稚園に行けず、小学校入ったとき
字が書けなかったので、親父が買ってきた積み木を使
い独学で覚えた。時が過ぎ 37 歳のある時、手紙を書
いていたらかみさんが、「あんた今、“む”をどう書い
た？」と。丸の部分の書き方がおかしかったのです。
正しい書き方を教わりましたが、「こんな“む”を書
く大学教授はあんただけだ」とゲラゲラ笑われまし
た。
　字は歳をとってからでも修正はできますが、言葉は
耳から入るので、子供の頃に耳にした言葉が残りま
す。
　つまり、いい日本語を喋ると、子どもはいい言葉を
喋るようになります。だから、周りが全部英語しか喋
らないような学校に入れておけば、その子は勝手に英
語を喋るようになります。そして家では、お父さんと
お母さんが日本語しか話さなければネイティブバイリ

ンガルになります。
　ただし、ネイティブバイリンガルは、数学が苦手で
す。逆に有名な数学者で英語ができない人もいます。
さんまさんは、お笑いのキャパが大きい分、人の心を
忖度（そんたく）できません。

母の笑顔がコミュニケーション能力をつける
　我々の脳にはミラー（鏡）ニューロンというニュー
ロンがあります。相手の行動を自分に当てはめ刺激を
受けるのです。だから我々はポルノを見ると興奮しま
すが、カブトムシとかはポルノを見ても興奮しない
（笑）。
　お母さんがニコニコ笑って子どもに語りかけると、
子どもはコミュニケーション能力を育み、よく笑う明
るい子になります。
　就職試験でも面接官が見るのはコミュニケーション
力。にっこり笑って微笑みかけるコミュニケーション
能力の元は母親の笑顔です。

健康長寿を目指すには
　世界で一番長生きした人は、フランスのジャンヌ・
カルバンさんというおばあさんで、122 歳 5 カ月まで
生きました。
　85 歳でフェンシングを始め、100 歳まで一人で自転
車に乗り、114 歳まで歩いていたという。一番びっく
りしたのは 117 歳のときに禁煙したのです。吸い始め
たのが 20 歳ちょっと前だというから、なんと 100 年
タバコを吸っていたのですよ。100 年吸っても肺癌に
ならない。
　日本でも 100 歳以上の人は増えており、敬老の日の

当日は 150 名を超える方が聴講に訪れました
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100 歳以上は 6万人。そのうちの 8割は女の人です。
　男の方が早く死ぬ理由は、男性ホルモンが出るから
です。男性ホルモンが出ると元気になるのだけれど、
副産物として出る活性酸素が体をやっつけてしまう。
だから元気になるのだけれど、体も傷み早死にするの
です。男の人を長生きさせる方法は、発情する前に去
勢しちゃうのです。中国の宦官も当時の一般男性と比
べて長寿でした（笑）。

身体の声を聴き、キャパの中で頑張る
　年を取ると脳内の海馬が減り、短期記憶が減退しま

す。実際は食べていても、「うちの嫁は何も食わして
くれない」とか。しかし、海馬は歩けば増えますの
で、健康長寿には歩くのが一番です。
　養老孟司さんのお母様は、94 歳まで現役の医者で
した。そのお母さんが 90 歳の時に歩けなくなり、家
族は入院させようとした。ただ、本人は入院を嫌がる
し、おそらく寝たきりになるので、困っていると、そ
のうち立ち上がって、ぴょんぴょん歩いている。
　おそらく家族があまり面倒をみないので、面倒をみ
させようと歩けないふりをしていたというのです。そ
こにお姉さんがやってきて「だからとっとと入院させ
ていれば、今ごろとっくに死んでたのに」と（笑）。
　入院した人の話を聞くと、入院したとたんに気力が
なくなり病人になっちゃう。看護師とお医者さんの言
いなりになり、生きる力がなくなるのです。
　人間はある程度わがままじゃないと長生きしませ
ん。人の言うことを全部聞いて、約束も全部守ってい
ると、ストレスで早死にしちゃうのです。
　皆さんもわがままで、いい加減に生きて、あんまり
頑張らないで、あまり子どもの面倒もみないで、長生
きしてください。
　今一番長生きして、元気な人に日野原重明先生がい
ます。だいぶ前に会った時に「僕は 5年先の講演が入
っている。すごいだろ」って、威張ってました。すご
いですねと言ったけど、生きていないだろう（笑）。
　では、今日もさっさと終わらせて、うちに帰って酒
を飲みたいと思います（笑）。

＊

　飾らないお人柄で終始楽しい講演をいただきまし
た。会場の皆様方、ご静聴ありがとうございました。

（島根 ･栗原支部　広報委員　名取 鉄朗）

講演に臨む池田先生との記念撮影

スタッフとして活躍された研修委員の皆さん
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●あだち区民まつりに今年も参加
　社会貢献委員会・青年部会・女性部会共催にて参加
の「あだち区民まつり」。年々回を重ねるごとに盛り
上がりをみせて、各会場の発表やイベントからも広が
りが感じられます。来場楽しまれる方々も増加してい
るようです。
　10 日の初日は昨夜の降雨により若干の泥濘がみら
れるも、風もなく、気温も徐々に上がり程よいイベン
ト日和でした。
　2日に亘る朝の挨拶とお疲れ様閉めの挨拶は主催者
側より木本委員長・松崎副委員長、野口部会長、清水
部会長、法人会鈴島会長、塚田副会長、と、頂き、ま
た西新井税務署より齋藤署長、三澤・監物両副署長、
吉村第一統括官の方々より「事故のないように」「楽
しみましょう」等々挨拶とお言葉を頂きました。
　「身近な税金」「いろんな税金」などクイズを通し
て、周知理解を広げ、西新井法人会が税知識の普及に
貢献する場所として活動しております。さて、そのク
イズは国税都税区税にわたり、5色に分けられた問題
用紙となって荒川土手に列を作る参加者に配られま
す。大人と同じように採点テーブルに駆け寄る未来の
納税者にも、今日のこの体験はこれからの成長と共に
大きく芽生えていくことでしょう。
　長蛇の列を誘導する係、行き交う区民に呼びかける
係、駆け込み雪崩くる参加者にあおられる採点者の齋

藤署長、鈴島会長他居並ぶ採点者も。これがあれがと
鉢花を指定され戸惑う女性部会の方々も、その姿は実
に楽しそうでした。
　読者の皆様もご一緒にクイズに参加いたしませんか？

（国税）　

①�租税は両方とも「（禾）のぎへん」になっていますが、

この「のぎへん（禾）」は何を表すのでしょうか？

　1．むぎ　　　　　2．いね　　　　　3．いも
　（稲が実り垂れ下がっている姿を表しています。）
②�公立中学生の生徒一人当たりの国や地方が負担する

（税金）�は一年間でいくら必要になるでしょうか？

　1．約 99 万円　　　2．約 86 万円　　3．約 45 万円
（ちなみに公立小学校では小学生一人当たり約 86 万
円が必要）

（都税）

③自動車税の納期はどれでしょう？

　1．12 月　　　　　2．7月　　　　　3．5月
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開会前にご挨拶される齋藤署長 挨拶する鈴島会長

～今年も多くの参加者に「税金クイズ」を実施し、鉢花を贈呈しました～

A-Festa2015 あだち区民まつり参加
～社会貢献委員会 ･ 青年部会 ･ 女性部会共催～

平成27年10月10日（土） 11日（日）開催
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1日目

2日目

（区税）

④�平成 26年度に足立区に納められた「特別たばこ税」

の金額は、いくらでしょうか？

　1．約 11 億円　　　2．約 53 億円　　3．約 99 億円

　如何でしたでしょうか？ 5色の問題用紙から少しず
つ取り上げてみました。来年は是非「あだち区民まつ
り」の現場で、土手の列に加わり体験をお勧めしま
す。会場の空気が必ずや楽しくしてくれます。
　さて、11 日の二日目は足立区内各地区、各団体の
女性による「流し踊り」が予定されておりましたが雨
模様が心配され中止となりました。

　税金クイズも予定の開始時間を早め、鉢花のプレゼ
ントを終了、急ぎ片付け無事解散式を終える事ができ
ました。この後夕方以降雨は本降りに。
　今回初めて踊りに参加を予定していた女性部会のお
二方は残念なことにお披露目を逃しがっかり、早々に
次の機会が訪れることを願っております。
　今年も西新井税務署より齋藤署長をはじめ署幹部職
員の方々には早朝よりお手伝いを頂きましてお礼申し
上げます。また歴代の署長、職員の多くの皆様方より
訪問、激励見舞いのお運びがありました。有難うござ
いました。参加ご協力の皆様方お疲れさまでした。
� （広報委員会　委員長　小川 節子）

挨拶する木本社会貢献委員長 挨拶する野口青年部会長 挨拶する清水女性部会長
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日時：平成27年10月23日（金）
会場：栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部

第21回 法人会ゴルフ大会

の度のゴルフ大会においても一緒に受付業務を手伝っ
ていただきました。
　受付終了後に安江ゴルフ大会実行委員長と共に、カ
ートに乗って視察されました。後藤副会長も安江委員
長も、プレイヤーお一人お一人に声援を送られ、優し
い眼差しで見守っておられました。
　全組がプレイを終えた後、午後 4時からは表彰式を
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】優勝は澤井
勝治氏（谷在家・皿沼支部）、準優勝は田中光氏（青
年部会）、第 3位は秋山秀雄氏（本木支部）でした。
　【女子の部】優勝は本間栄子さん（本木支部）、準優
勝は大柴たけみさん（本木支部）、第 3位は中村敬子
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）

男女総合優勝の谷在家 ･ 皿沼支部 澤井勝治氏（写真左）と後藤副会長 女子の部優勝の本木支部 本間栄子さん（写真左）と鈴島会長

挨拶する後藤副会長（厚生担当） 挨拶する安江厚生委員長

　木の葉が色づく 10 月の栃木に、総勢 25 組 94 名の
プレイヤーが集い、第 21 回法人会ゴルフ大会が盛大
に開催されました。
　当日、雨になるのかなと心配していたものの、朝は曇
り、午後には晴れて来て、プレイヤーにとってはとても
良いコンディションだったのではないかと思います。
　本年度から、厚生委員会に縁のある後藤副会長
（前・厚生委員長）が、担当副会長として着任され、
その多くの経験から、色々とアドバイスを下さり、こ
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ゴルフ大会参加者の勇姿
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日時：平成27年11月13日（金）� 会場：西新井法人会館

　西新井税務署主催によります「納税表彰式」が盛大
に挙行されました。国歌斉唱の響き渡る会館は、瞬く
間に錦秋の空気漂う荘厳な会場となりました。署長表
彰状、署長感謝状と授与贈呈は粛々と進行、当会から
は署長表彰状を小金井勝利氏（常任理事）、奥泉博光
氏（理事）、辻内紘一氏（理事）、小竹芳男氏が受彰さ
れました。また、署長感謝状を岩野亮一氏（理事）、
井上治男氏（理事）、瀬田治夫氏（理事）、安藤勇三氏
（理事）、松崎顕治氏（理事）、久野茂氏（監事）が受
彰　されました。そして、租税教育推進校として西新

井第一小学校が、署長感謝状を授与されました。
　また、東京国税局長表彰の栄に就かれました西新井
法人会副会長・鈴木勝廣様が三澤副署長より紹介、披
露となりました。
　式典は齋藤署長の式辞に続き、来賓各位よりのご祝
辞を賜り、受賞者代表による謝辞があり閉会を迎えま
した。
　齋藤署長を中心に最前列は晴れがましい受彰者の皆
様、後列には来賓の方々と並び記念撮影になりました。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

「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

平成27年度　納税表彰式
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ブロック・支部・部会／研修会

　11 月 29 日（日）、西新井法人会第 4ブロック（ブ
ロック長　青木正勝氏）では、第 10 回第 4ブロック
ゴルフ大会を開催しました。これには、西新井法人会
本部より、鈴島健会長、都築徹藏副会長はじめ、堀口
宗弘顧問、秋山秀雄相談役を迎え、4支部会員 20 名、
合計 24 名のコンペとなりました。開催場所は、南栃
木ゴルフ倶楽部で、当日は秋晴れに恵まれ、一同美し
い自然の中で伸び伸びとプレーしました。
　優勝は、佐々木弘氏（谷在家・皿沼支部）で、72.6
（グロス 93、ハンデキャップ 20.4）のスコアで回り、
準優勝が和田豊吉氏（鹿浜支部）、第 3位が鈴島会長
でした。ベスグロは、グロス 88（ネット 76.07）で、
さすが会長の貫禄で鈴島会長でした。

　加賀・鹿浜、谷在家・皿沼、鹿浜、堀之内・椿・江
北の各支部対抗戦は、1位が谷在家・皿沼、2位が鹿
浜支部でした。
　ゴルフ場は紅葉のまっ只中。その中をまっ白いボー
ルが飛んでいくさまは、まさに圧巻で、スコアの優劣
にかかわらず参加した方々は最高のゴルフ日和とご機
嫌でした。
　コースへ向かう往復の道路の混雑、それにゴルフ場
の盛況もあり、時間もかかりましたが、主催者の青木
ブロック長は、「ブロックのコンペも少なくなったと
聞いています。10 年も続けたので、来年もぜひ開催
したい」とのことでした。

第4ブロック ４支部合同第10回ゴルフコンペ 平成27年11月29日（日）
南栃木ゴルフ倶楽部

紅葉の中を純白のボールが飛ぶ

（堀之内・椿・江北支部　支部長　井上 治男、鹿浜支部　支部長　野辺 慎一）
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　11月 8日定時 8時に参加者 29名集合場所よりワール
ド観光バスにて出発。首都高速を経て、中央高速道路経
由で、山梨に向かった。車中、塚本厚生委員の司会で、
井上支部長、都築副会長の挨拶、その後ビデオによる研
修「がん治療と仕事の両立」みな真剣に見ていました。
　フジッコワイナリーで見学、試飲、見晴ぶどう園に立

ち寄った後、昼食は春日居温泉で秋の味覚を満喫。温
泉に入り日頃の疲れを取りました。
　山梨県立リニア見学センター見学の後、雲海と紅葉
の素晴しかった甲州街道を上野原まで楽しんだ。車中
ではビンゴゲームなどで親交を深め全員無事に到着し
ました。�（堀之内・椿・江北支部　支部長　井上 治男）

　10月 20日、押皿谷住区センターにて役員17名出席、
第 4回役員会を行いました。
　協議事項①として、新役員小林昇様が、本日より参
加して頂く事になりました。
　早速、研修委員として活躍してもらう事となります。　
協議事項②として、会員増強中間報告となります。始ま
ったばかりの増強ですが、本日2名、新規会員獲得と
の報告がありました。9月29日に 2班に分かれて、自
転車部隊で回った成果がでました。
　協議事項③として、11月 29日に第 4ブロックゴルフ
大会が開催される、お知らせでした。
　協議事項④は、プロジェクトチーム初会合の報告で
す。前回の役員会で、松岡支部長よりプロジェクトチー
ムを立ち上げたいという御話しがありました。役員全員
の賛同があり、本日午後 6時初会合となりました。
　地域に密着した活動をしていく為に、委員の中から8

名メンバーを募って立ち上げました。
　活発な意見交換がなされ、下地を作って新しい事を
どんどんやっていこうという事になりました。
　会員同士の交流がもっと行える企画を、立てていきた
いと思っておりますので、皆様御協力の程宜しく御願い
致します。

（谷在家・皿沼支部　広報委員　久保 和代）

谷在家・ 
皿沼支部 支部プロジェクトチーム誕生 平成27年10月20日（火）

押皿谷住区センター

堀之内・椿・
江北支部

日帰りバス研修会
〜秋のダイゴミ雲海と紅葉〜

平成27年11月8日（日）
山 梨 県 春日居 温 泉

ブロック・支部・部会／研修会

鈴島会長をお迎えして、増強活動にパワーUPなるか
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　11月1日（日）午前 8時、好天に恵まれ、バスは関
原を出発しました。お子様を含め36名は「ココロ、う
きうき」まず「海ほたる」、次に「小泉酒蔵」の見学で
す。最初に試飲した大吟醸のこれまたスッキリ辛口の美
味しさは最高でした。次も次も……はじめから一番を試
飲したのは失敗だったかもしれません。
　いよいよ「漁師料理　館山」に到着！　数種の貝の
浜焼き、肉もおにぎりも、食べ放題、飲み放題、ただし
制限時間があるわけで各々の動きの早いこと、グループ
毎に手ぎわよく分担し材料の運び人、焼く人、貝のフタ

を取る人、配る人、スムーズに進行してお酒もたっぷ
り、〆

しめ

にネギとろ丼やフルーツ、アイスクリームと大い
に楽しみました。
　「四季の蔵」に寄りお土産を求め、バスの中はカラオ
ケ天国、独唱、合唱、お腹いっぱいのはずでしたが、
帰り路の「海ほたる」でラーメンを食している豪傑も何
人かおりました。
　一年ぶり支部の絆は、深まりました。

（関原支部　広報委員　浅井 寛子）

関原支部 日帰り研修
〜食べ放題もチームワークで〜

平成27年11月1日（日）
千 葉 県 館 山 市
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［第1部］パネルディスカッション 
演題日本の里山、こんな仕事・移住企業もありますよ

［第2部］大会式典

　晴天に恵まれた10月 8日（木）早朝、羽田空港より
大会開催地、徳島へと出発しました。式典は徳島県立
産業観光交流センター（アスティとくしま）で行われ、
全国各地の法人会役員が一堂に会し、交流と研修を通
じて、より一層連帯を深めることを目的としており、私
も初めて徳島を訪れ襟を正す思いでのぞみました。
　法人会の果たす役割の重要さに、新たな気付きを感
じた、大変有意義でありすばらしい大会でした。
　徳島県は四国の東部に位置し、剣山、吉野川など豊
かな山河による地形と温暖な気候に恵まれ、古代より粟

が豊かに実る「阿波」の国と呼ばれ四百年の歴史をも
つ阿波おどりが有名です。また、世界最大級の鳴門海
峡の渦潮は目をみはるものであり、その迫力には圧倒さ
れました。特産物も、すだち鳴門金時等、数多くの徳島
ブランドがあり、おおいに満喫させて頂きました。
　本大会にご尽力を賜わりました皆様への感謝と全国
の法人会、会員企業の益々のご発展をご祈念申し上げ
徳島大会の感想といたします。
� （副会長　後藤 信昭）

第32回法人会全国大会
徳島大会

ブロック・支部・部会／研修会
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　10 月 8 日　西新井法人会館にて今年度 2回目の研
修会が開催されました。
　小林幹事の司会進行により清水源泉部会長の開会の
言葉、小倉担当副会長の挨拶を頂いた後研修へ

　研修Ⅰ　「簿記の基礎が 9割わかる動画セミナー
� 〈第 2回〉〜財政状況を明らかにする方法〜」
　研修Ⅱ　「源泉所得税実務のポイント
� 〜非課税給与、経済的利益〜」

　研修Ⅰはビデオ上映により、貸借対照表でのチェッ
クポイント（流動比率や自己資本比率等）をわかりや
すい解説で再認識できました。
　研修Ⅱは西新井税務署法人課税第二部門小島等統括
官を講師としてお招きし、

　Ⅰ　使用人に対する住宅等の貸与
　Ⅱ　役員に対する住宅等の貸与

　Ⅲ　金銭の無利子貸付け等
　Ⅳ　永年勤続者の記念品等

について、解説して頂きました。

　＊��社宅や寮を貸与するときに賃貸料の計算式がある
こと、また使用人と役員によってそれが違うこと

　＊��役員や使用人に無利子で金銭を貸付けるときに課
税上の問題が生じることがあること

　＊��永年勤続者表彰の考え方、時代とともに社会通念
も変化していること

　等、該当事案が発生したときに詳しく覚えていなく
ても概略を知っていれば安易に実施せず、後々困るこ
とが無い講義を頂戴しました。
　最後に跡部副部会長の挨拶で閉会となりました。
� （源泉部会　幹事　小泉 公男）

平成27年10月8日（木）
会場：西新井法人会館

「第2回研修会」

源泉部会

☆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 27 年 11 月 20 日（金）、第 29 回法人会全国青年の集い茨城
大会が茨城県立県民文化センターにて行われました。全国各地から
およそ 2,000 名の青年部員がスローガンである『漫遊いばらき〜常
世の国　魁の地にて　感性を研け！〜』のもと集い、会場は活気で
溢れていました。
　西新井法人会からは青年部会員 7名の参加となりました。

　初日は会場に近い水戸市に入るとまずは腹ごしらえということで
鰻料理が有名な『ぬりや』さんで昼食を堪能し会場に入りました。

　会場についてみると大会エントリー数およそ 2,000 人、それと記
念講演はテレビドラマでも話題になっている宇宙航空研究開発機構
（JAXA）名誉教授　的川泰宣氏ということで一般の方も多く、た
いへん盛り上がっていました。

　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。
　

茨城県立県民文化センターにて

昼食場所『ぬりや』にて

まずは鰻料理で腹ごしらえ

第29回 
法人会全国青年の集い

「茨城大会」

平 成27年11月20日（ 金 ）
茨城県立県民文化センター

青年部会
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　また、的川泰宣氏による記念講演では『こ
の国とこの星と私たち〜「はやぶさ」からの
メッセージ〜』の演題でロケットプロジェク
トを通してチームワークの大切さから子供た
ちが育つ家庭・地域の絆の大切さを実体験を
交えながらわかり易く貴重な話が聴けました。
　その後は土浦市に移動し山本五十六ゆかり
の料亭「霞月楼」さんにて懇親会を行い、茨
城ならではの料理と本場の地酒を美味しく頂
きました。
　翌日はエクスカーションということで親睦

ゴルフコンペをＪＧＭやさと石岡ゴルフクラブにて好天の中、とり行
いました。
　最後になりましたが、大変有意義な研修にエスコートしてくれた影
山副部会長・青木幹事、はじめ事務局の方々に感謝したいとおもいま
す。来年は「北海道大会」ということで今から楽しみです。

（青年部会　副部会長　小倉 哲也）

大会会場にて

水戸の梅大使の皆さんを囲んで

式典終了後に霞月楼にて
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　足立・西新井法人会両女性部会の主催による「税に
関する『絵はがきコンクール』表彰式」が今年も開催
されました。
　足立税務署・西新井税務署管内 19 の小学校から
1943 枚の応募がありました。どの作品も優秀で甲乙
つけ難く、選考にご苦労されたと聞いております。
　今年は、両女性部会が主催するようになりまして五
回目となります。回を重ねるごとに、会場の庁舎ホー

ルは引率の先生方や保護者で賑わいを増して、受賞の
喜びが主催者側にも伝わってまいります。
　当日は、公務お忙しい中、多くのご来賓の方々にご
臨席いただきまして、受賞された児童にお祝いのお言
葉を頂戴いたしました。足立・西新井税務署両署長、
東京都足立都税事務所長、足立区長・教育長。今年度
は、「租税教室」にご協力をいただいております東京
税理士会足立支部・西新井支部各支部長様にもご臨席

第5回　税に関する絵はがきコンクール

伊興小学校

平 成27年11月25日（ 水 ）
足 立 区 役 所 庁 舎 ホ ー ル

梅島第一小学校

女性部会
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高野小学校 鹿浜五色桜小学校

関原小学校鹿浜第一小学校

中島根小学校 西新井第一小学校

を賜りました。
　あらためまして皆様に厚く御礼を申し上げます。
　また、最後になりましたが、コンクールにご参加い

ただきました学校関係者の皆様に深く感謝を申し上げ
ます。

（女性部会　副部会長　小倉 雅榮）
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　みなさんは、個人でゴルフ会員権はお持ちでしょう
か？　バブルの頃はゴルフ会員権が高額で取引されて
いましたが、今やその価格も暴落してしまったかと思
います。
　そのゴルフ会員権を購入時よりも安く売却し譲渡損
が発生した場合、他の所得（給与所得や事業所得）と
合算する損益通算により「所得税、住民税の還付」が
受けられます。
　通常、株式や不動産を譲渡して評価損（損失）が出
た場合は、株式なら株式、不動産なら不動産の譲渡益
としてしか通算ができませんが、ゴルフ会員権の場合
は他の所得（給与所得・不動産所得・事業所得・山林
所得・総合課税譲渡所得）との損益通算が可能です
（損失金額が所得金額を上回った場合には翌年以降へ
その損失を繰越することはできません）。
　ただし、以下の場合は損益通算ができませんのでご
注意ください！
①【預託金の返還による損失】
　⇒ 預託金の返還は、貸付債権の回収行為のため、ゴ
ルフ会員権を譲渡したことにはならず、他の所得
と損益通算できません。

②【預託金切捨てによる損失】
　⇒ 民事再生法、会社更生法等の再建型処理におい

て、預託金の一部が切り捨てられ、優先的施設利
用権が保証される場合は、家事上の損失となり資
産の譲渡には該当しません。

③【ゴルフクラブの破産宣告後の会員権の譲渡】
　⇒ ゴルフ会員権は、破産宣告と同時に金銭債権であ
る配当請求権に転換することとなりますので、破
産宣告後、ゴルフ会員権を譲渡して損失が生じた
場合は、譲渡による損失には該当しませんので、
他の所得と損益通算はできません。

④【ゴルフ場施設の競売後の会員権の譲渡】
　⇒ 競売が行われれば、ゴルフ場経営会社はゴルフ場
施設を会員に提供できないことから、会員とゴル
フ場経営会社との契約は解除されたとみなされ会
員は預託金返還請求権のみを有することとなりま
す。このため、競売後のゴルフ会員権の譲渡は金
銭債権の譲渡となり、譲渡による損失の金額は、
損益通算とはなりません。

　なお、平成 22 年現在ではゴルフ会員権は他の所得
との損益通算が認められていますが、今後政府の方針
により、ゴルフ会員権の損益通算が認められなくなる
可能性がありますので、ご注意ください。

ゴ ル フ 会 員 権 を め ぐ る 税 務
 東京税理士会 西新井支部
 税理士●清水 俊宏

東 京 税 理 士 会
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
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　平成 27 年 10 月 21 日（水）、西新井優申会・署長講
演・会員の集いが行われました。
　当日は、西新井税務署より、齋藤博義署長・三澤成
人副署長・吉村浩次郎第一統括官・福永亮法人審理上
席のご臨席を賜り、出席法人 24 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、齋藤署長より「福井とお酒の話」の演題に
て講話を受けました。福井の地理・指標から見た福井
のすがた（嶺北地方と嶺南地方では方言や気質が違う

事）や福井最大の温泉「芦原温泉」は年間 100 万人が
訪れる福井県の一大スポットである事を伺い大変興味
を持ちました。
　第 2部懇親会では、福井県が誇る銘酒「黒龍」を齋
藤署長より振舞って頂き、大変美味しく頂きました。
�「黒龍」は皇太子殿下御成婚の時にも振舞われた日本
を代表する銘酒との事でした。
　黒龍を頂きながら改めて会員の皆様方と親睦を図る
事ができ、とても良い機会となりました。

（西新井優申会　幹事　白井 護）

平成27年10月21日（水）
会 場： 西 新 井 法 人 会 館

「税を考える週間」講演会

バブルが程なくして弾
けた途端にアメリカの
FRB（中央銀行）が低
金利政策を打ち出して、
起こったのが「不動産
バブル」であり、それ
が一昨年まで続き、「サ
ブプライムローン問題」
となっていったのです。
アメリカ経済はいった
い何時になったら良く
なるのだろうか、これについてはまだまだ予測がつきま
せんが、アメリカ国民の住宅価格・不動産価格が右肩上
がりになって、株価が元に戻ってくれば、アメリカの個
人消費は自動的に戻ってくると思います。それがいつ頃
になるかと言いますと、来年の中頃には株価や住宅ロー
ンが戻り、個人消費は来年のクリスマス商戦の頃になり、
はっきり申し上げて一年後ですから、日本経済の厳しい
状況はあと一年間ぐらい続く予測してます。

景気回復政策と、景気回復予測
オバマ政権が行った 70 兆円の景気対策・経済対策で
とても面白い方針の一つに、「100 日以内に着工できれ
ば、その工事が必要か否かに関わり無くお金を出す」と
いうものです。おそらく後で考えれば「あんなものを造
らなければ良かったな」「あんなものはやめておけば良
かった」というものが続出するはずですが、お金を使っ
て、賃金を払う、原材料を買ってくる、労働者に賃金を
払う、こうしてお金が世の中に回ることを重視してお金
を出す。これが、アメリカの方法論です。私はこれが非
常にスピーディに効果が出て、底割れをしないで済んで
いるのであり、いざとなると動きが早いことがアメリカ
の最大の特徴だと思いました。補正の 15 兆円は、今使

い切らなければ意味がないわけで、景気のカンフル剤が
生かされず途中で息切れしてしまった事が、最近の株価
に出ていると思います。「川下政策」は良いのですが、
大きなマクロ政策が必要なのです。
GDPが成り立つ要素の支出（お金を使うこと）は、4

つの項目があります。「輸出（外国への支出）」「政府支
出（国内の支出）」「企業・法人の支出（設備投資）」、そ
して最後に「個人支出」です。今、輸出は落ち込み、企
業支出は減っています。個人消費も落ち込んでいます。
そこで「政府の支出」が下がってしまったら、GDPは
底なし沼に嵌り込むという事です。GDPがマイナスにな
る事は景気が悪いとすると、同じマイナスでも、より事
態が緩やかな方が良いという事が、政府支出の 15兆円
の持つ意味なのです。だからアメリカは 70兆円、中国
も 50 兆円、ドイツ、イタリア、フランス等、先進国は
政府支出をしました。これは世界各国共通の認識であり、
今年の 4月に一致団結して協調政策をとりましたが、日
本だけが 3兆円無駄遣いを減らしますとした事の外国政
府の見方は、「なんて事をしてくれたのだ」でありました。
いよいよ今週から臨時国会が始まり、そこで第二次補正
予算が作れるのか！、相当難しい事だと考えています。そし
て通常国会で来年度の予算編成に入るわけですが、株式
マーケットは「どうなるのか」と見ているだろうと思います。
3兆円浮かして、鬼の首でも取ったような気分でいる民主党
は、マクロ経済について分かっていないというのが、今日の
マーケットの反応であり、まだまだ二番底、あるいは民主党
不況という事が考えられる状況です。民主党が出してくる政
策あるいは予算内容を見ておいてください。それが、マーケッ
トがどう反応するのか、株価と一緒に見てください。こうやっ
て検証していくと、見誤る事なく今後の経済動向が把握でき
るのではないではないかと思います。

講演中の須田講師
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西新井優申会 会員の集い
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◇ 西新井税務署からのお知らせ ◇ 
 

 

 

 

 

 申告書提出・納税の期限 振替納税における振替日 

所得税及び復興特別所得税 

平成28年3月15日（火） 

平成 28 年 4月 20日（水） 

贈 与 税  

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 平成28年3月31日（木） 平成 28 年 4月 25日（月） 

※  贈与税については、振替納税制度がありません。  

 

 

 

2 月 21 日及び 2 月 28 日の日曜日に限り、西新井税務署は

昨年同様、足立税務署において確定申告の相談や申告書の受付

を行います。  

 

 

 

確定申告期（平成 28 年 1 月 12 日（火）～3 月 15 日（火））のｅ -Tax

の受付時間は、24 時間となります（土日祝日を含みます。）。  

※  1 月 12 日 (火 )は 8 時 30 分から利用可能です。  

※  メンテナンス時間等については、ｅ -Tax ホームページ

をご覧ください。  

 

 

 

事前に税務署に届出をしておけば、ｅ -Tax を利用して電子申告等又は納付

情報登録依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替

により、即時又は指定した期日に納付することができる便利な電子納税の納

付手段です。  

ダイレクト納付の利用方法については、国税庁ホーム

ページをご覧ください。  

 

平平平成成成 222777 年年年分分分ののの確確確定定定申申申告告告にににつつついいいててて   

確定申告期間中の休日開庁日について 

 

e-Tax による申告書等の提出について 

 

国税の納付は「ダイレクト納付」で！ 
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課税事業者の方は、期限内納付のための納税資金の積立てをお願いします！ 

次の表は、簡易課税制度適用事業者の方用に、業種別に積立目安月額を表示したものです。 

※ 例えば、小売業で課税売上高が 2,000万円の場合、月々の積立額は約 27,000円（各月売上高×売上に対する納税額の目安率

1.6％）となります。 

区分 卸売業 

（第１種事業） 

小売業 

（第２種事業） 

農業、林業、漁業、 
建設業、製造業など 

（第３種事業） 

飲食店業など 

（第４種事業） 

運輸通信業、金融業、
保険業、サービス業 

（第５種事業） 

不動産業 

（第６種事業） 

みなし仕入率 90％ 80％ 70％ 60％ 50％ 40％ 

売 上 に 対 す る 
納税額の目安率 

0.8％ 1.6％ 2.4％ 3.2％ 4.0％ 4.8％ 

年間課税
売上高 

各 月 
売上高 

年 間 
税 額 

積立目安 
月 額 

年 間 
税 額 

積立目安 
月 額 

年 間 
税 額 

積立目安 
月 額 

年 間 
税 額 

積立目安 
月 額 

年 間 
税 額 

積立目安 
月 額 

年 間 
税 額 

積立目安 
月 額 

万円 

1,000 
万円 

84 
万円 

8 
万円 

0.7 
万円 

16 
万円 

1.4 
万円 

24 
万円 

2.0 
万円 

32 
万円 

2.7 
万円 

40 
万円 

3.4 
万円 

48 
万円 

4.0 

1,500 125 12 1.0 24 2.0 36 3.0 48 4.0 60 5.0 72 6.0 

2,000 167 16 1.4 32 2.7 48 4.0 64 5.4 80 6.7 96 8.0 

2,500 209 20 1.7 40 3.4 60 5.0 80 6.7 100 8.4 120 10.0 

3,000 250 24 2.0 48 4.0 72 6.0 96 8.0 120 10.0 144 12.0 

（注１）上記積立目安額の計算については、簡便なものとするため、経過措置が適用されるものは考慮していません。 

（注２）平成 27年４月１日以後開始する課税期間のみなし仕入率に基づき計算しています。なお、平成 27年３月 31日までに開始し

た課税期間においては、金融業及び保険業は第４種事業（みなし仕入率 60％）、不動産業は第５種事業（みなし仕入率 50％）

となります。 

（注３）課税事業者の方の申告所得税及び復興特別所得税が赤字申告となるような場合であっても、消費税及び地方消費税を納付して

いただく必要が生じる場合があります。 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

   消消消費費費税税税及及及びびび地地地方方方消消消費費費税税税ののの   納納納税税税ははは期期期限限限内内内ににに   
期限内納付のために 

納 付 方 法 は 

簡単・便利なダイレクト納付をご利用ください！ 

社会保障・税番号制度の詳細やお問い合わせは 
 

・内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html       （マイナンバー） 

・マイナンバーのコールセンター（フリーダイヤル）  ０１２０-９５-０１７８ 
                                                平 日 ９時 30 分～22 時 00 分 
                          土日祝 ９時 30 分～17 時 30 分 
                                                 （年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 
 

 
国税庁ホームページのトップページにある       をクリック
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm 
 

 
社会保障・税番号制度の最新情報やお問い合わせ 

国税に関する社会保障・税番号制度の最新情報 

 

フリーダイヤルの 
運用が開始されました 

 
 国税局・税務署 
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１.財政健全化に向けて
　○財政健全化は歳出、歳入の一体的改革に
よって進めることが重要である。歳入では安易
に税の自然増収を前提とすることなく、また歳
出は聖域を設けず具体的削減の方策と工程表
を明示し着実に実行すべきである。

　○消費税率１０％への引き上げに当たっては、
経済への負荷を和らげる財政措置も必要であ
るが、それが財政健全化の阻害要因とならな
いよう十分注意すべきである。

　○国債の信認が揺らいだ場合、金利の急上昇
など金融資本市場に多大な影響を与え、成長
をも左右すると考えられる。市場の動向を踏ま
えた細心の財政運営が求められる。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
　○持続可能な社会保障制度を構築するには、
適正な「負担」を確保するとともに「給付」を「重
点化・効率化」によって可能な限り抑制するこ
とである。
　○社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すことも重要であ
る。医療費・介護費の抑制につながる客観的な
データ分析に基づく実効性ある取り組みが求
められる。

３．行政改革の徹底
　○消費税率１０％への引き上げは、２０１７年４月
に確実に実施されることになった。これは財政
健全化と社会保障の安定財源確保にとって不
可欠だが、その前提に「行革の徹底」があった
ことを改めて想起すべきである。
　○消費税引き上げは国民に痛みを求めること
に変わりはなく、その理解を得るには地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に
基づき自ら身を削らなければならない。

４．消費税引き上げに伴う対応措置
　○消費税率１０％への引き上げにあたっては、
行政改革の徹底、歳出の見直しに本腰を入れ
るだけでなく、景気動向も十分注視する必要
がある。

　○軽減税率は事業者の事務負担、税制の簡素
化、税務執行コストおよび税収確保などの観
点から問題が多く、当面（税率１０％程度まで
は）は単一税率が望ましい。また、インボイスに
ついては、単一税率であれば現行の「請求書等
保存方式」で十分対応できるものと考えるの
で、導入の必要はない。

　○低所得者対策は現行の「簡素な給付措置」の
見直しで対応するのが適当である。

　○現在施行されている「消費税転嫁対策特別
措置法」の効果等を検証し、中小企業が適正に
価格転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策
をとるべきである。

５.マイナンバー制度について　
　○国は、制度の仕組みなどについて周知に努
め、定着に向けて取り組んでいく必要がある。
また、マイナンバー運用に当たっては、個人情
報の漏洩、第三者の悪用を防ぐためのプライ
バシー保護が十分に担保される措置を講じる
ことが重要である。
　○マイナンバーによる国民の利便性を高める
ためにも、ｅ－ＴａｘやｅＬＴＡＸを利用した場合の
申告納税手続きの簡素化や各種手当等の申
請手続きの簡略化を図るべきである。同時に、
システム構築面などで行政側のコスト意識の
徹底も求めておきたい。

６.今後の税制改革のあり方　
　○今後の税制改革に当たっては、①経済の持
続的成長と雇用の創出②少子高齢化や人口減
少社会の急進展③グローバル競争とそれがも
たらす所得格差など、経済社会の大きな構造
変化④国際間の経済取引の増大や多様化、諸
外国の租税政策等との国際的整合性――など
にどう対応するかという視点等を踏まえ、税制
全体を抜本的に見直していくことが重要な課
題である。

１．法人実効税率２０％台の早期実現
　○アジアや欧州各国との税率格差は依然とし
て残っているうえ、社会保険料を含めた企業負
担は年々高まっており、国際競争力や外国資
本の対日投資面などで懸念が指摘されてい
る。こうした観点から、法人の税負担は地方税
を含めて軽減する必要があり、「２０％台」は早
期に実現すべきである。

　○税率引き下げの代替財源については、財政
健全化目標との関係なども踏まえれば、引き
続き恒久財源の確保を原則とすべきで、具体
的財源は税制全般の改革の中で検討されるの
が望ましい。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
　○中小法人に適用される軽減税率の特例１５％
を時限措置ではなく、本則化する。また、昭和
56年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも１,６００
万円程度に引き上げる。

　○中小企業投資促進税制については、対象設
備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。

　○少額減価償却資産の取得価額の損金算入

の特例については、損金算入額の上限（合計
３００万円）を撤廃する。

３．事業承継税制の拡充
　○我が国企業の大半を占める中小企業は、地
域経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢
献しており、経済社会を支える基盤ともいえる
存在である。その中小企業が相続税の負担等
により事業が継承できなくなれば、我が国経済
社会の根幹が揺らぐことになる。

　○平成２７年１月から納税猶予制度が改正さ
れ、要件緩和や手続きの簡素化など大幅な見
直しが行われたが、事業承継を円滑に行うには
まだ不十分であり、更なる要件緩和と充実、事
業用資産を一般資産と切り離した本格的な事
業承継税制の創設が必要である。

　○地方分権の必要性は、国・地方の財政や行政
の効率化を図るだけでなく、地方活性化という
観点からも強調されてきた。そしてその基本
理念が地方の自立・自助にあることも指摘され
てきた。政府が進める地方創生でもこの基本
理念を十分に認識する必要がある。

　○我が国の財政を健全化するためには、国だ
けでなく地方の財政規律の確立も欠かせな
い。地方交付税改革をさらに進め、地方行政に
必要な安定財源の確保や行政改革について
も、自らの責任で企画・立案し実行していくこと
が重要である。

　○今年は５年間の集中復興期間の最終年とな
るが、被災地の復興、産業の進展はいまだ道半
ばである。今後の復興事業に当たってはこれま
での効果を十分に検証し、予算を適正かつ迅
速に執行するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。また、被災地における企業の定着、雇用確
保を図る観点などから、実効性のある措置を
講じるよう求める。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

税・財政改革のあり方

経済活性化と中小企業対策

震災復興

地方のあり方

―― 東京法人会連合会 ――

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

法人会の「平成2８年度税制改正に関する提言」が、9月１６日の公益財団法人 全国法人会総連合
（以下「全法連｣）の理事会でまとまった。
同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに取りまとめられたも

ので、｢税・財制改革のあり方｣「経済活性化と中小企業対策」「地方のあり方」｢震災復興｣などから
なっている。
全法連では、全国８２万会員の声として、財務省、総務省、中小企業庁、自民党、公明党および国会
議員などに対して実現を求めて要望活動を行っている。
さらに、全国41都道県連および44１単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長
あて広汎な要望活動を行っている。提言（要約）は次のとおり。

法人実効税率２０％台の早期実現と 
中小企業の活性化に資する
税制措置を強く求める！

法人会の「平成 2８年度税制改正に関する提言」まとまる
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１.財政健全化に向けて
　○財政健全化は歳出、歳入の一体的改革に
よって進めることが重要である。歳入では安易
に税の自然増収を前提とすることなく、また歳
出は聖域を設けず具体的削減の方策と工程表
を明示し着実に実行すべきである。

　○消費税率１０％への引き上げに当たっては、
経済への負荷を和らげる財政措置も必要であ
るが、それが財政健全化の阻害要因とならな
いよう十分注意すべきである。

　○国債の信認が揺らいだ場合、金利の急上昇
など金融資本市場に多大な影響を与え、成長
をも左右すると考えられる。市場の動向を踏ま
えた細心の財政運営が求められる。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
　○持続可能な社会保障制度を構築するには、
適正な「負担」を確保するとともに「給付」を「重
点化・効率化」によって可能な限り抑制するこ
とである。
　○社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すことも重要であ
る。医療費・介護費の抑制につながる客観的な
データ分析に基づく実効性ある取り組みが求
められる。

３．行政改革の徹底
　○消費税率１０％への引き上げは、２０１７年４月
に確実に実施されることになった。これは財政
健全化と社会保障の安定財源確保にとって不
可欠だが、その前提に「行革の徹底」があった
ことを改めて想起すべきである。
　○消費税引き上げは国民に痛みを求めること
に変わりはなく、その理解を得るには地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に
基づき自ら身を削らなければならない。

４．消費税引き上げに伴う対応措置
　○消費税率１０％への引き上げにあたっては、
行政改革の徹底、歳出の見直しに本腰を入れ
るだけでなく、景気動向も十分注視する必要
がある。

　○軽減税率は事業者の事務負担、税制の簡素
化、税務執行コストおよび税収確保などの観
点から問題が多く、当面（税率１０％程度まで
は）は単一税率が望ましい。また、インボイスに
ついては、単一税率であれば現行の「請求書等
保存方式」で十分対応できるものと考えるの
で、導入の必要はない。

　○低所得者対策は現行の「簡素な給付措置」の
見直しで対応するのが適当である。

　○現在施行されている「消費税転嫁対策特別
措置法」の効果等を検証し、中小企業が適正に
価格転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策
をとるべきである。

５.マイナンバー制度について　
　○国は、制度の仕組みなどについて周知に努
め、定着に向けて取り組んでいく必要がある。
また、マイナンバー運用に当たっては、個人情
報の漏洩、第三者の悪用を防ぐためのプライ
バシー保護が十分に担保される措置を講じる
ことが重要である。
　○マイナンバーによる国民の利便性を高める
ためにも、ｅ－ＴａｘやｅＬＴＡＸを利用した場合の
申告納税手続きの簡素化や各種手当等の申
請手続きの簡略化を図るべきである。同時に、
システム構築面などで行政側のコスト意識の
徹底も求めておきたい。

６.今後の税制改革のあり方　
　○今後の税制改革に当たっては、①経済の持
続的成長と雇用の創出②少子高齢化や人口減
少社会の急進展③グローバル競争とそれがも
たらす所得格差など、経済社会の大きな構造
変化④国際間の経済取引の増大や多様化、諸
外国の租税政策等との国際的整合性――など
にどう対応するかという視点等を踏まえ、税制
全体を抜本的に見直していくことが重要な課
題である。

１．法人実効税率２０％台の早期実現
　○アジアや欧州各国との税率格差は依然とし
て残っているうえ、社会保険料を含めた企業負
担は年々高まっており、国際競争力や外国資
本の対日投資面などで懸念が指摘されてい
る。こうした観点から、法人の税負担は地方税
を含めて軽減する必要があり、「２０％台」は早
期に実現すべきである。

　○税率引き下げの代替財源については、財政
健全化目標との関係なども踏まえれば、引き
続き恒久財源の確保を原則とすべきで、具体
的財源は税制全般の改革の中で検討されるの
が望ましい。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
　○中小法人に適用される軽減税率の特例１５％
を時限措置ではなく、本則化する。また、昭和
56年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも１,６００
万円程度に引き上げる。

　○中小企業投資促進税制については、対象設
備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。

　○少額減価償却資産の取得価額の損金算入

の特例については、損金算入額の上限（合計
３００万円）を撤廃する。

３．事業承継税制の拡充
　○我が国企業の大半を占める中小企業は、地
域経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢
献しており、経済社会を支える基盤ともいえる
存在である。その中小企業が相続税の負担等
により事業が継承できなくなれば、我が国経済
社会の根幹が揺らぐことになる。

　○平成２７年１月から納税猶予制度が改正さ
れ、要件緩和や手続きの簡素化など大幅な見
直しが行われたが、事業承継を円滑に行うには
まだ不十分であり、更なる要件緩和と充実、事
業用資産を一般資産と切り離した本格的な事
業承継税制の創設が必要である。

　○地方分権の必要性は、国・地方の財政や行政
の効率化を図るだけでなく、地方活性化という
観点からも強調されてきた。そしてその基本
理念が地方の自立・自助にあることも指摘され
てきた。政府が進める地方創生でもこの基本
理念を十分に認識する必要がある。

　○我が国の財政を健全化するためには、国だ
けでなく地方の財政規律の確立も欠かせな
い。地方交付税改革をさらに進め、地方行政に
必要な安定財源の確保や行政改革について
も、自らの責任で企画・立案し実行していくこと
が重要である。

　○今年は５年間の集中復興期間の最終年とな
るが、被災地の復興、産業の進展はいまだ道半
ばである。今後の復興事業に当たってはこれま
での効果を十分に検証し、予算を適正かつ迅
速に執行するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。また、被災地における企業の定着、雇用確
保を図る観点などから、実効性のある措置を
講じるよう求める。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

税・財政改革のあり方

経済活性化と中小企業対策

震災復興

地方のあり方

―― 東京法人会連合会 ――
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法人会の「平成2８年度税制改正に関する提言」が、9月１６日の公益財団法人 全国法人会総連合
（以下「全法連｣）の理事会でまとまった。
同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに取りまとめられたも

ので、｢税・財制改革のあり方｣「経済活性化と中小企業対策」「地方のあり方」｢震災復興｣などから
なっている。
全法連では、全国８２万会員の声として、財務省、総務省、中小企業庁、自民党、公明党および国会
議員などに対して実現を求めて要望活動を行っている。
さらに、全国41都道県連および44１単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長
あて広汎な要望活動を行っている。提言（要約）は次のとおり。

法人実効税率２０％台の早期実現と 
中小企業の活性化に資する
税制措置を強く求める！

法人会の「平成 2８年度税制改正に関する提言」まとまる

NISHIARAI HOJINKAI Vol.234 33



NISHIARAI HOJINKAI Vol.23434



夢 を カ タ チ に
足 立 の 技 術

Make it real!

[会場]シアター1010 北千住駅西口マルイ11階

23日（土）は17：30まで

2016 FriFri SatSat1/22 232016 FriFri SatSat1/22 23
11:00   18:0011:00   18:00

[入場
無料 来場者に記念品プレゼント

足立区の優れた中小企業が、新製品や高度な先端技術、画期
的なサービスなど自社の強みを区内外の産業関係者や消費
者のみなさまにアピールする区内最大の展示商談会です。
詳しくはあだちメッセ公式ホームページもしくはあだちメッセ
運営事務局にお問い合わせください。
ビジネス目的の来場はもちろん、ご家族連れにも見どころ満載
です。ぜひ、ご来場ください。

あだちメッセ運営事務局(サクラインターナショナル(株)内)  
☎050-5804-1761（平日午前10時～午後5時）

問い合わせ　

■ adachi-messe@sakurain.co.jp
  
メール

■ http://www.adachi-messe.org/HP

パネルディスカッションテーマ
「顧客の心をつかむアイデアとは？」

「ガリガリ君の生みの親が語る!
ヒット商品を生み出す強小カンパニーの極意」

セミナー申し込みやイベントの最新情報は、
あだちメッセ公式ホームページを
ご覧ください。

講師 ： 赤城乳業株式会社　監査役

鈴木 政次 さん

1月22日（金）
13時00分～14時30分　〔開場12時30分〕

1月23日（土）
13時00分～14時30分
〔開場12時30分〕

第１回おもちゃ大賞受賞
 

高橋 晋平 さん
元コロコロコミック編集長

村上 孝雄 さん
ヒット商品のキャラクター
文具を開発

桃井 信彦 さん

あだちメッセ 検索

２０２０年東京
オリンピック・パラリンピックの
ビジネスチャンス
　　
社員が辞めないシステム会社
 オレンジアーチ株式会社　本山　功 さん

　　

調心～心を調える経営
 株式会社シマーズ　島津　清彦 さん

　

　　

デジタルヘルスで日本を変える
 オムロン株式会社　竹林　一 さん

　

　　

誰でも簡単にできる、
商品の説明・宣伝

　

　　

地元企業の持続的成長に向けて
 株式会社三井住友銀行

　

　

　　

これからの中小企業に必要な 働き方改革
～経営戦略としてのワーク･ライフ･バランス～

就労支援セミナー
「達人の舞台ウラＤＸ」

中倉ビジネスコンサルティング　
 中倉　誠二 さん

※入場は先着順になります。

みずほ総合研究所株式会社　矢野　和彦 さん

あだち若者サポートステーション

　

※入場は先着順になります。

アビームコンサルティング株式会社
本間　充 さん

1.事業承継について 佐藤　耕司 さん

2.海外進出支援について 采女　行孝 さん

3.産学連携について 清水　浩徳 さん

　

　

11:30–

12:20
11:30–

12:20

14:40–

15:30
14:40–

15:30
15:40–

16:30

15:40–

16:30

15:00–

17:00

16:40–

17:30

特別講演会

公開アイデア爆発会議

ビジネスパーソンに役立つ、多彩なセミナーを開催／定員になり次第締切。事前予約がオススメ！

1本60円のガリガリ君、また、他の商品も200円を越えるものがない中で、年間売
上377億円を計上する赤城乳業。競争の激しいアイスクリーム業界のなかで異彩
を放っている赤城乳業。何故、こんなユニークな企業が誕生したのか？社員1人1人
の力を最大化する方法をお伝えします。

出展企業とのビジネスマッチングを目指した商談申し込み受付中
事前のエントリーが必要です。出展企業の情報や申し込みの詳細は、あだちメッセ運営事務局
までお問い合わせいただくか、あだちメッセ公式ホームページをご覧ください。

1
月
22
日（
金
）

1
月
23
日（
土
）
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開 催 日  :  平成２８年３月１３日(日)・１４日(月) 

場  所  :  福島県/磐梯熱海温泉  

宿  泊  :   ３０種類のお風呂で湯舎めぐり

             福島県郡山市熱海町熱海五丁目８－６０ 

       電話: ０２４－９８４－２２２２ 

会  費  :  お 1 人様 ２６,０００円  

参 加 人 数   :  450 名（大型バス 11 台）予定 

申 込 先  :  各支部厚生委員または事務局(申込みには下記の所定用紙をご使用ください) 
                   締 切 日   ２月１７日（水）  

 

取  消  :  ２月１９日（金）午後 5 時までに法人会事務局へご連絡があった場合は、会費を 

お返し致しますが、以後のキャンセルについてはご返金できませんのでご了承 

ください。 

 
 
第３８回 一般社団法人西新井法人会一泊研修会申込書 

法 人 名  氏
名 

 男 

 

女 

住 所 

電話:      （       ） 

氏
名 

 男 

 

女 

平成２８年      月      日 

一般社団法人 西新井法人会厚生委員会 殿 

申込み 

キリトリ 
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 一般社団法人  西新井法人会

◆ 緊 急 連 絡 先 ◆  

隊士館         0243-22-0123 
猪苗代世界のガラス館  0242-63-0100 
いわき･ら･ら･ミュウ   0246-92-3701 

３月１３日(日) 
 

足立区内各地 ― 首都高速・東北道 ― 佐野ＳＡ（休憩・合流） ― 那須 IＣ ― 
7:00 集合 7:30 出発                 8:40～9:10  

 
― 那須お菓子の城（買物） ― 那須 IＣ ― 東北道 ― 二本松 IＣ ― 隊士館（昼食）― 

    10:20～10:50 11:45～12:45 
 

― 二本松IＣ ― 東北道 ― 郡山ＪＣＴ ― 猪苗代磐梯高原IＣ ― 猪苗代世界のガラス館（見学） 
                                                           13:30～14:00 
   

― 猪苗代磐梯高原 IＣ ― 磐越道 ― 磐梯熱海 IＣ ―   
               
  

― 磐梯熱海温泉  
       14:45 着予定 

 
 
 
 
 
 

３月１４日(月) 
 

― 磐梯熱海 IC ― 常磐道 ― いわきＪＣＴ ― 常磐道 ― 

9:30 出発  
 

― いわき湯本 IC ― 柏屋いわき湯本店（休憩）―かねまん蒲鉾工場（見学）― 
              10:40～11:10              11:45～12:15        

 
― 小名浜 いわき・ら・ら・ミュウ（昼食・買物・解散式）― いわき勿来 IC 

       12:35～14:15                                    
   

― 常磐道 ― 友部ＳＡ（休憩） ―  首都高速 ―足立区内各地 
             16:00～16:15             17:45 頃着予定 
  
 
 
 
 

※コース及び時間は、都合により変更する場合もございますので、ご了承ください。 

法 人 会 事 務 局   
TEL: 3852-2511 

FAX: 3852-4795 

ワールド自 興 ㈱ 
TEL: 3897-2809 

FAX: 3897-2830 

コース予定 

  懇親会１８：００ ～ ２０：００  （予定） 

連絡･問合せ先 
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１．年齢１８歳以上の方 

２．心身ともに健康な方 

３．消防団の区域内に居住、勤務または通学している方 

 
消防団のＰＲや募集活動を実施し、広く都民に消防団を紹介していくため、

平成 20 年 11 月一般社団法人東京都消防協会において、毎年１月 15 日を

「Ｔｏｋｙｏ消防団の日」として制定しました。 

 

「特別区学生消防団活動認証制度」 

大学、大学院、専修学校及び各種学校の学生の

方が、特別区の消防団員として消防団活動を行っ

た功績を東京消防庁が認証し、「特別区学生消防

団活動認証状」を交付する制度です。学生消防団

員が地域に貢献してきた実績を、就職活動で企業

にアピールすることができます。 

学生の就職活動を支援します！ 

 

 消防団は火災などの災害活動をは

じめ、応急救護の普及活動や災害を

未然に防ぐための啓発活動など幅広

い活動を行っています。 

お問い合わせは、西新井消防署・西新井消防団本部まで 

  

    
西新井消防   検索   

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp - nisiarai/index.htm l   

  

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nisiarai/index.html



　最近私が立ち会った税務調査でも、事実認定において争い
になったこともあり本テーマを書かせていただきます。
　税務調査において、会社が外注費として計上したものを人
件費（給与）として否認される場合があります。否認される
と、源泉所得税の徴収漏れ、消費税控除不可当、大きな増差
金額になることも少なくありません。消費税の基本通達にお
いては、一義的には雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく
対価であるかどうかにより判定されることになるため、税務
調査において否認されるリスクに対しては、契約書の作成を
始め、外注費としての判定につながる事実の積み上げが必要
となります。実務上においての指針については、国税庁から
公表されている、“大工・左官・とび職等の受ける報酬にか
かる所得税の取り扱い”が判断の目安になるかと思います。

1、���他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供する
ことが認められるかどうか

　業務を遂行するにあたり、本人以外の他人が入れ替わるこ
とが可能であれば外注費としての判定の一要素となり、不可
能であれば給与としての判定の一要素になります。
　具体的には、会社から業務委託を受けた本人が、何らかの
事情によりその業務に携われない場合、代わりの人間をその
本人の責任の下、他人を手配する場合では外注費、代わりの
人間を会社が手配する場合では、給与と判断されることにな
ります。
　
2、���時間的な拘束（業務の性質上当然に存在する拘束を除く）
を受けるかどうか

　本人が会社から受け取る報酬について、時間の長短の影響
を受けるのであれば給与としての判定の一要素となり、影響を
受けないのであれば外注費としての判定の一要素となります。
　具体的には、その日の業務が当初の予定よりも早く終わっ
て切り上げる場合に報酬金額を減らされるということや、予
定よりも業務が長引いた場合にいわゆる残業手当に準ずるよ
うな報酬の増額があるということであれば、給与であり、時
間の長短にかかわらず業務を完了した事実に対して決まった
報酬を受け取れるのであれば、外注費と判断されます。

3、���指揮監督（業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く）
を受けるかどうか

　業務の最終的な目標、結果のみの指示を受け、具体的な方
法、手段、過程については本人に委ねられている場合には、
外注費としての判定の一要素となり、業務において会社が配
置した責任者等の下、業務の具体的な指示を受け、その指示
通りに従事するのであれば、給与としての判定の一要素とな
ります。

4、���引渡が完了していない完成品が不可抗力のために滅失す
るなどした場合において、自らの権利として既に遂行し
た業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できる
かどうか

　完成品の引渡の有無、完成品の滅失の有無等にかかわら
ず、働いた時間に対して報酬が支払われる場合は給与として
の判定の一要素となり、契約に基づいて本人が仕事を完成
し、会社がその結果に対してのみ報酬を支払う場合には外注
費としての判定の一要素となります。

5、���業務で必要な材料又は用具等を報酬の支払者（会社）か
ら供与されているかどうか

　業務で必要な材料又は用具等を本人が準備している場合は
外注費としての判定の一要素となり、会社から支給されてい
る場合は給与としての判定の一要素となります。
　実際に、本人が材料・用具等を準備しているかどうかについ
ては、予め会社との業務委託契約に条項として記載する等し
て、その事実を客観的に準備しておくことが必要となります。
　
　その他、税務調査において否認主張される事実としては、
本人が会社の名刺を持っている、座席表や組織図の中に本人
の名前が入っている、本人の専用のロッカーがある、労働保
険・社会保険・厚生年金等の資格取得をしている、出面表・
出勤簿において他の従業員と同じように管理されている、等
が挙げられ、それらの否認主張についての反論・反証、より
外注費であるとの判断に結び付く事実認定をされるための事
前の準備が必要であると考えます。

東 京 税 理 士 会
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� 東京税理士会　西新井支部

� 税理士  ● 秋元和広

給与か？外注か？

　野口節氏は、去る平成 27年 10月 27日にご逝去されました。
　野口節氏は、平成 5年に研修副委員長に就任し、平成 7年 5月には
理事（広報副委員長）、平成 11年には常任理事、平成 13年には副会長
（総務・広報担当）に就任し、平成 15年には第 7代会長として、4期
に亘って当会の組織基盤の強化にご尽力されました。
　また、平成 17年には東京国税局長表彰、平成 22年には国税庁長官
表彰を受彰されました。
　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
第 7代会長・顧問

野口 節氏

ご逝去　享年 80 歳
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　あ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会報「表紙」は世界遺産であ
ります、「山は富士」から平成28年のスタートと致します。
　「光輝く真白き嶺」「雄大な姿」の表紙を何も思わず、
考えずお手にして「ジーッと」ご覧ください。心を無に
して見つめる神々しい写真の奥から、沸々と湧きあがっ
たその思いこそ今年取り組む課題でしょうか？
　「一年の計は元旦に有り」と申します。会員の皆様、表
紙に誘われ１ページ１行でも多くお読みください。まず
は見ること、知ることで法人会をご理解下さい、そして
広報委員会の「ご意見番」として、本年も宜しくご指導
くださいますようお願い申し上げます。
� （広報委員会　委員長　小川 節子）

編　集　後　記

絶叫マシーン
　寒さが、身にしみる季節が来ました。今年は、温度の変化が激
しく、体調を崩してしまった人たちが、周りにたくさんいる中、
噂の絶叫マシーンを乗りに中学生の孫二人と、富士急ハイランド
へ行ってきました。車で近くまで来るとあの豪快なマシーンの音
と絶叫が、聞こえて興奮。三人は、早く乗りたいと、駐車場から
駆け足で入場しそして、総回転数世界一のローラーコースター�最
高速度 126km「ええじゃないか」に乗りました。それから次々と
絶叫を乗り続け最後は、やっぱり「FUJIYAMA」すべてが規格
外のキング・オブ・コースター最高でした。でもこの乗り物たち
は、年齢制限が 60 歳までが多く、孫たちと一緒に乗れなくなる
カウントダウンも近づいて、楽しさの後は、寂しさで終わりまし
た。でも、また、次回の期待をして体調を万全にする決意もでき
てチャレンジは、続きます！　やっぱり身体が一番ですね！

（江北支部　広報委員　神林 京子）

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 8日
発　　行　 一般社団法人�西新井法人会
� 足立区栗原三丁目 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
� 足立区鹿浜三丁目 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━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　2 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
3 月 17 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

18 日㈪ 厚生委員会 法人会館
21 日㈭ サービス事業委員会 法人会館
22 日㈮ 広報委員会 法人会館
27 日㈬ 総務委員会 法人会館
29 日㈮ 女性部会幹事会 法人会館

１月
日付 内容 場所

 4 日㈭ 源泉部会「第３回税務研修会」 法人会館
 5 日㈮ 研修委員会 法人会館
10 日㈬ ブロック長会 法人会館
12 日㈮ 財務委員会 法人会館
19 日㈮ 厚生委員会 法人会館

16 ㈫〜19 日㈮ 平成 27 年度「第２回成人病検診」 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

27 日㈯ 社会貢献委員会
「第３回プチ街コン in 西新井」 清 水 屋

27 日㈯ 女性部会「新春観劇会」 明 治 座

２月

日付 内容 場所
 3 日㈬ 社会貢献委員会 法人会館
 4 日㈭ 源泉部会役員会 法人会館

２月
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