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巻頭コラム

小川 節子 書
第4組織委員長
井上　治男

　当社は石油販売業を営んでおり、
本年（平成 29 年 9 月）で創業 62 年
を迎えました。この間、地元、地域
に愛され支えられ今日までの営業に
至っております。御礼申し上げます。
　法人会においても、先代の社長、
田辺道夫は長い期間支部の役員とし
て大変お世話になっておりました。
　当初の支部役員会でのこと、出席
者自己紹介の後、出席役員で面識の
有るかたは都築さん（当時支部長で、
後に私を支部長に推薦して下さる）
と管谷さんの 2 人だけでした。この
支部役員会が法人会に関わる最初の
出会いでした。
　その後は毎月第 3 金曜日の 18：30
から開催される役員会に欠かさず出
席をし先輩でそして異業種の皆様か
ら、貴重なお話を伺い交流を深めて
行く事が出来ました。
　総務委員として、㈱関東ディーゼ
ルサービスの辻内支部長の下で役員
を務め、会員の皆さんが支部活動を
円滑にできるように進めてまいりま
した。
　その後、堀之内・椿・江北支部長
となりました。異業種の集りの多い
法人会ですので特に
・経過と現状を
・伝えるべき情報は早く伝える
・良い方法が有れば必ず導入を
　「報告・連絡・相談」の 3 点を基本
にしてまいりました。

　毎月実施している支部役員会に参
加の、
　前島正　　㈱猩々精機
　仁平悦郎　㈱ロイヤルサービス
　清水洋一　清水商事㈱
　小泉忠男　㈲コイズミ
　都築徹藏　㈱都築運輸
　辻内紘一　㈱関東ディーゼルサービス
の皆さんと歴代の支部長に貴重なア
ドバイスを戴き、また一方で支部役
員の皆様の御協力により 4 期 8 年間
支部の運営が出来ましたことに厚く
御礼申し上げます。
　この度、第 4 組織委員長に任命さ
れました。支部長を兼任となり強く
責任を感じております。微力で有り
ますが、全力で頑張っていきたいと
思います。
　今回は法人会に関わってからの期
間を顧みても、これからは社会環境
が激しく変化すると予想され、地域
における会社運営、設立に影響が出
ると思います。
　法人会の、より一層活発な運営を
するには、会員の増加はもとよりで
すが支部役員の仲間を多くするのが
肝要かと思います。折しも会員増強
月間、訪問活動等頑張っていただい
ております。
　新しい仲間と早く法人会活動を一
緒にしたいと思います。
　結びにあたり、会員の皆様のご活
躍をお祈り申し上げます。

私と法人会
推 進 運 動

消費税期限内納付
法人会



第41次会員増強運動はじまる
 「実績維持に」ご協力を！

　一般社団法人西新井法人会の皆様方には常日頃より
法人会活動に際し格別なる御理解と御協力を賜り厚く
御礼申し上げます。
　今年の夏は例年にない異常気象ともいえる 7 月 8 月
でした。7 月には梅雨の真最中にもかかわらず雨量が
極端に少なく、8 月には日照時間が記録的に少なく局
地的なゲリラ豪雨にみまわれ大きな被害を受ける事に
なりました。また、テレビ、新聞等で毎日のように報
道されておりますとおり北朝鮮の核ミサイルの強行実
験、無謀な挑発に深刻さを増している現状です。
　さて、当法人会では例年通り10 月 1日より11 月
30 日迄、組織委員会を中心に会員増強運動に取り組
んでおります。
　昨今の日本経済は大企業を中心に業績が上向いて
いるなか、未だ中小企業を取り巻く環境は厳しいです
が加入率アップを期待するところです。
　前年度は 6 年連続で揚げている念願の目標加入率
79％を、本部役員はもとより支部役員の方々の努力の
おかげで達成することができました。
　本年度の目標も前年度と同じ加入率 79％に設定し、
本部、支部、役員の方々には大変な努力と苦労をお願

いすることとなりました。
　平成 29 年 9 月 13 日現在、管内の法人数は 5,334
社、未会員 1,743 社、合計 7,077 社です。転出、休業、
解散、退会などの社会情勢を反映して 9 月 13 日現在
75.4％の加入率になっております。本年度、目標加入
率 79％を達成するには前年度より7 社多く259 社の
加入が必要となります。
　これらの状況をご理解していただき誠に恐縮ではご
ざいますが御協力いただきたいと思っております。
　加入率 79％に向けてすでに増強運動前に活動して
いる支部もあると聞いており大変心強く感じておりま
す。
　また、全法連では現在「ふやそう2 万社 GOGO キ
ャンペーン」を推進中です。当会入会の際には是非ご
案内下さいますようお願い致します。その他、法人会
では法人会カードをはじめ会員のメリットを最重視し
且つ効果的な事業を展開中です。
　是非、会員増強に活用していただければと思ってお
ります。
　会員 5,000 社以上の大規模法人会では 17 年連続会
員加入率全国 1 位を保っていることは会員の諸先輩
方々の努力の賜であり本年もその実績を維持し更に気
を引き締めて大きな一歩を進めてまいりたいと思いま
す。
　結びにあたりまして会員の皆様方の御事業の益々の
繁栄と御健勝を御祈念申し上げ挨拶とさせていただき
ます。

　第 41 次会員増強運動が 10 月 1日より開始されまし
た。目的は未加入法人並びにこの 1 年間に転入、新設
された法人に対して法人会に加入してもらうための運
動です。
　もし会員を増やす努力を怠ると、転出、休業、解散
などで法人会そのものが衰退することになりますの
で、この運動は非常に大事なことといえます。

　この運動を通して各支部の会員相互の連携を深める
とともに、新入会員の方々が法人会に加入して本当に
良かったと思える和やかな支部を作りたいと思いま
す。
　そのことが法人会全体の活性化につながることだと
確信しております。また、全法連でも現在「ふやそう
2 万社 GOGO キャンペーン」を推進中です。入会後
の福利厚生制度も充実していると自負しています。本
キャンペーンへのご理解ご協力をお願いいたします。
　役員の皆様には、この期間一社一社戸別訪問し法人
会の趣旨を説明の上、加入を勧めることは大変なこと
だと思います。「すべては企業の発展に寄与するため」
になお一層協力をお願いいたします。

第９代会長

鈴島　健

第 3 組織委員長

齋藤　正
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特集
Vol.7

支部紹介

　まずは取材に先立ち、笑顔で集合写真を撮影。小川
委員長より主旨をご説明頂き、和やかな雰囲気の中、
取材がスタートしました。

　梅田第一支部の支部長を兼務される渡辺第 7 ブロッ
ク長より、第 7 ブロックの特徴やの地域性などをご説
明頂きました。

渡辺第 7 ブロック長

　東京都や足立区は、都市の機動性や渋滞緩和、災害
対策などを目的に、複数個所で同時並行的に道路整備
を進めています。梅田地区は、東京都が進める 36 号
線と、足立区が進める 38 号線の整備に伴い、多くの
企業が移動を余儀なくされ、地域内の企業数が減少し
ています。
　ただ、企業数は減少していますが、支部長を中心
に、会員同士のコミュニケーションは良く、各種委員
会への出席率も高く。信金の協力も仰ぎ、会員増強に
も力を入れています。

梅田第二支部（松本支部長）

　会員増強では貢献できていませんが（涙）、各種委

員会の出席率は 100％です（喜）。但し、支部長自身
が出席している場合も多いのですが…（悔）。
　印象としてですが、法人会よりも、商工会の方が活
発な印象があります。誰のための何のための法人会な
のか、法人会のあり様に付いて、一度立ち止まって考
える必要があるのではないでしょうか。

梅島支部（櫻井副支部長）

　本日は牛込支部長の代行として参加致しました。
　足立区の中心に位置する梅島支部には、町会の役員
を兼務する人が多い為、情報収集に活かせています。
支部と町会とが連携して動くことは、双方にとっての
メリットであり、相乗効果を高めると思っています。
女性役員が多いのも活発な要因の一つと思っています。
　その後、法人会を活性化するための様々なご意見を
頂戴いたしました。
○�かつては、会議を行う場合、飲食のできる場で懇親

会を兼ねた形で行うことがあったが、会議と懇親会
のメリハリをつけるようにしている。

○��委員会の活動は、会員さんからの貴重な会費で運営
されていることを今一度認識する必要がある。

○��委員会は、委員が参加できないときには、副支部長

第７ブロック
（梅島支部、梅田第一支部、梅田第二支部）

写真左から松本支部長（梅田第二支部）、渡辺
ブロック長、櫻井副支部長（梅島支部）
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が参加する。副支部長が参加できないときには支部
長が参加する、といった流れが出来ている為、委員
会の出席率が高く、一部では梅島モデルと呼ばれて
いる（笑）。

○�梅田第二支部は、梅田町会と梅島町会にまたがって
いる為、支部は梅田第二、町会は梅島町会、といっ
たケースがある。

　�梅島町会に属する会員は梅島支部に、残りの梅田第
二と梅田第一を梅田支部として一つにすることで地
域性が発揮され、活性化に繋がるのではないか。

○��会員増強では、まずは知り合いを回る、知り合いが
いなくなったら、相手のメリットになる話を持っ
て、未加入の会社を回る。

○�では、入会するメリットとは何か？

　�積極的に参加することにより人間関係が広がる。人
間関係が広がり始めた時、自分の会社にとってのメ
リットが見えてくる。

○�一泊研修などで親しくなり、会議やイベントに誘い
ながら、徐々に役員に引き入れていく。

○�青年部の場合など、上に色気があると人が集まり、
活動も活発になる。

　その他、話は尽きませんでしたが、支部長後就任の
頃の苦労話、思い出話などにも花が咲き、和やかな雰
囲気のまま、インタビューを終えることが出来まし
た。
　渡辺第 7 ブロック長、松本支部長、櫻井副支部長、
お忙しい中、本当に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）
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足立区役所

島根

満願寺前

足立消防署

都立足立高校

第四中学校

弥生小学校

梅田病院

第九中学校専念寺幼稚園

関原小学校
足立区地域学習
センター興本

東京朝鮮学園（学校法人）
東京朝鮮第4初中級学校

あだち共生病院

いずみ記念病院

梅島第二小学校

ビッグ・エー

首都中央環
状線

足立関原郵便局

亀田小学校

第七中学校
足立西郵便局

栗原小学校

足立西新井栄町郵便局

警視庁西新井警察署

東京共誠病院
アリオ西新井

西新井駅前郵便局
西新井大師前

西新井病院

西新井小学校

第十中学校

梅島第一小学校イオン西新井店

東武スカイツリーライン

足立弘道郵便局

栗島中学校

環七通り
大師
前駅

西
新
井
駅

梅田

梅田2

梅田7

梅田1

梅島小前

梅田2

梅田3

エル・ソフィア前

梅島小前

関原小入口

西新井駅入口

五
反
野
駅

梅島駅

荒川

6

7

1

2

5

43
318318

京都丹波黒地鶏  かずき1

（有）手打ちそば  やぶ忠2

福祉用具販売
あおばライフケア

3

オートバイ販売修理オートショップ
ヤマナカ

4

ネーム刺繍  たむら5

総合建築  堀真建設6

産業廃棄物業
トキオエンバイロメント

7

梅島支部
支部長

牛込 成年

今後の支部の有り方
①地域社会にどの様にしたら社会貢献することが出来るか。

例  街路地等を中心に「美しい街」づくりを促進する。

② 2 世（若い人）・女性経営者が希望がもてる会の運営の仕方のすすめ。
例  皆が“希望がもてる”コラボレーションのすすめ。

法人会カード
サービス提供加盟店

法人会カード
サービス提供加盟店

【ドンレミーアウトレット】・【ホテル ココ・グラン】…足立区千住 3-40-2北千住駅周辺
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10月15日 11月14日以前 11月15日 11月16日以降

税 理 士 会

6団体共催
・こども税金教室
〔11：00〜11：30〕
・こども税金クイズ
〔11：30〜12：30〕
【ギャラクシティ】

・第十四中吹奏楽部演奏
①コンサート（境内）

〔14：10〜15：10〕
②パレード（参道）

〔15：15〜15：35〕
【西新井大師】

※ ②は雨天により中止
になりました。

10/28・29
足立区消費生活展
税の無料相談

【エルソフィア】

6団体共催
納税表彰祝賀会

〔17：30-18：30〕
【法人会館】

納 連

10/4
署長 講演会（法人会主催・4団体後援）

【法人会館】

11/28
中学生の税の作文表彰式

【法人会館】

日付：未定
中学生の税の作文展示

【場所：未定】

青 申 会

10/4
署長 講演会（法人会主催・4団体後援）

【法人会館】

10/10〜27
税務研修（支部別）

【各支部住区センター等】

法 人 会

10/4
署長 講演会（法人会主催・4団体後援）

【法人会館】

10/7・8
足立区民まつり
税のPR活動と税金クイズ実施

【荒川河川敷「虹の広場」】

11/8
「税に関する絵はがきコンクール」表彰式
【竹の塚地域学習センター】

11/29
海老名香葉子氏講演会

「いつも笑顔で」
【法人会館】

日付：未定
「税に関する絵はがき」展示
【場所：未定】

間 税 会

10/4
署長 講演会（法人会主催・4団体後援）

【法人会館】

10/7・8
足立区民まつり
税のPR活動と税金クイズ実施

【荒川河川敷「虹の広場」】

10/27〜11/30
歩道橋横断幕掲出

【西新井歩道橋】

11/1
「税の標語」コンクール表彰式
【エル・ソフィア】

日付：未定
「税の標語」展示
【場所：未定】

酒 販 組 合

10/4
署長 講演会（法人会主催・4団体後援）

【法人会館】

11/12
きき酒会

【西新井大師門前広場】

税 務 署
10/28・29
足立区消費生活展参加

納税表彰式
【法人会館】

日付
主催団体名

平成29年度
「税を考える週間（11月11日〜17日）」行事予定
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　署長講演会に先立ち、午後 4 時より助成金推進セン
ターの藤田理事長兼センター長より 3,000 種類にも及
ぶ助成金についての概要説明がありました。厚生労働
省管轄の助成金と、似ておりますが経済産業省管轄の
補助金の違い。興味のある方は、社会保険労務士、ま
たは当センターへお問い合わせくださいとのことでし
た。
　第 2 部は、青木組織担当副会長、鈴島西新井法人会
会長、矢ノ倉西新井青色申告会会長よりご挨拶をいた
だいた後、築城西新井税務署長に「お酒のおもしろ講
座」と題し、ご講演をいただきました。
　奈良・伊丹・高千穂・出雲の 4 カ所が日本酒発祥の
地とされているが、本当の発祥地は？　から始まり、
焼酎・泡盛のルーツ、都道府県成人 1 人当たりの酒類
販売数量表に基づき、清酒は新潟、ビールは東京、果
実酒は山梨、発泡酒は高知、リキュールは青森がそれ
ぞれ首位。合計では飲食店関係の消費も含まれるた
め、東京がトップとの説明がありました。

　また、アルコール体質遺伝型（NN 型）（ND 型）
（DD 型）の組み合わせでお酒に強い人と弱い人に分
かれるとのことです。N 型は酒豪の遺伝子、D 型は
下戸の遺伝子です。講演中で署長が最も強調されたの
が「適正飲酒のススメ」でした。自分の適量を知り楽
しくお酒と付き合うことで、ストレスを緩和し、コミ
ュニケーションを図り円滑な人間関係を築くこともで
きる。適正飲酒は、お酒を全く飲まない人や大量に飲
む人に比べて死亡率が低いデータもあります。今日か
ら是非参考にされては？　との助言がありました。
　中味の濃い講演会もあっという間に終了し第 3 部の
懇親会へ。茂木第 6 組織委員長の乾杯で始まり、一時
間程度懇親。署長は多くの方々より写真撮影の依頼を
うけるという和やかなムードの中、小金井第一組織委
員長の中締めで終了。参加者も多くとても充実した一
日を過ごしました。

（第二組織委員長　星野 賢治）

署長講演会
組織委員会

「お酒のおもしろ講座」  演題

平成29年10月4日（水）
西 新 井 法 人 会 館 
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　10 月 6 日（金）午後 6 時より、鹿浜いきいき館に
おいて加賀・鹿浜、谷在家・皿沼、鹿浜、堀之内・
椿・江北の 4 支部合同により研修会ならびに、第 4 ブ
ロック 4 支部合同出陣式を行いました。
　激しい雨にもかかわらず各支部より役員約 30 名が
集まり、来賓として西新井税務署からは上原副署長、
本多法人課税第一統括官、講師として西田法人審理上
席が出席されました。協力会社からは、大同生命保険
㈱、リステージ㈱、メットライフ生命保険㈱がご出席
くださいました。
　橋本副委員長（本部税制委員会）の司会により、ま
ず井上ブロック長（堀之内・椿・江北支部長兼任）よ
り挨拶並びに増強運動の目標が話されました。続いて
来賓として上原副署長より「西新井法人会が加入率 1
位を維持するのは大変でしょうが、皆さん頑張ってく
ださい」と励ましのお言葉を頂き、本多第一統括官か

らも「西新井法人会は、すばらしい法人会なので是非
1 位を守ってください」と激励を頂きました。
　西田上席による消費税軽減税率制度の講習の後、4
支部長それぞれの決意表明！各支部長の頼もしい言
葉、そして役員一同による「がんばるぞ！」コールで
皆さん、気持ちを一つにしたようでした。
　引き続き懇親会となり、小林支部長（加賀・鹿浜支
部）の司会により、小山支部長（鹿浜支部）の乾杯の
挨拶、各協力会社から、増強への協力の言葉を頂きま
した。お酒の入る中、各支部の懇親も深まり、第 4 ブ
ロックとしての目標達成に向けて、役員同士の結びつ
きも強くなったようです。
　結びに、野辺厚生副委員長の中締めにより閉会とな
りました。

（鹿浜支部　副支部長　鈴木 俊明）

第4
ブロック

4支部合同
増強出陣式＆研修会

平成29年10月6日（金）
鹿 浜 い き い き 館 

上原副署長 西田法人審理上席本多法人課税第一統括官 井上ブロック長
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　前日からの雨で、台風の余波が心配され、朝も目が
覚めたら大雨。
　ところが、バスに乗ってからは小雨になり、阿見の
予科練に着いた頃は台風もどこ吹く風。雨が上がりま
した。なんと運の良い日でしょう !?
　予科練では故人の方々のお別れの手紙を読み、涙が
止まりませんでした。世が世ならと考え、本当に今の
世は幸せだと思いました。
　予科練を後にし、道の駅で買い物。すてきな庭、素

晴らしい建物の中での昼食、ごはんも美味しく頂きま
した。
　午後は 100 万本を誇るひまわり畑の散策、ひまわり
の切花を 5 本頂き、最後は、ぶどうの食べ放題、一
房、おみやげを頂き、また、帰りのビンゴゲームでの
盛り上がり、再会を約束して帰路に着きました。
　ご参加頂きました皆様、有難うございました。

（舎人支部　支部長　岩野 亮一）

舎人支部
予科練の故人に涙

100万本のひまわり畑に微笑む
平成29年9月2日（土）
茨 　 城 　 県

　第 6 ブロック合同で会員増強出陣式を行いま
した。
　茂木ブロック長はじめ、各支部、支部長を筆
頭にたくさんの方にお集まり頂きました。
　昨年度より、１社でも２社でも多く会員にな
っていただけるよう皆で力を合わせようと確認
を致しました。
　皆で力を合わせ一致団結！
　頑張ってまいります。

（西新井本町支部　支部長　汲田 浩昭）

第6
ブロック ４支部合同会員増強出陣式 平成29年10月13日（金）

狐 塚 会 議 室
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　平成 29 年 9 月 2 日（土）午後 2 時に入谷を出発。
バスの中では横矢支部長の挨拶、添乗員さんの本日の
行程の説明があり一路、日本橋にある日本銀行金融研
究所貨幣博物館に向かいました。�� � 　

お金の歴史を展示している博
物館で実物の古銭や小判など
と写真を使いとても興味深く
展示されています。
　紹介されているお金にまつ
わるエピソードもとても面白
いものです。
　その後はお待ちかねのヨコ
ハマグランドインターコンチ
ネンタルホテルの「ディナー
バイキング」です。お酒をい
ただきながら豪華なお料理を
皆さん楽しまれていました。
　そして定刻通り入谷に戻り
解散となりました。

（入谷支部　副支部長　浅野 義行）

　18 時より鹿浜いきいき館にて堀之内・椿・江北支
部、谷在家・皿沼支部、鹿浜支部、加賀・鹿浜支部、
4 支部合同出陣式が行われました。雨の中 30 人以上
の役員・会員の方や協力会社の方々が集まってくれま
した。
　来賓として西新井税務署上原学副署長、本多文美子
第一統括官、西田直任法人審理上席がお忙しい中出席
いただきました。
　橋本税制副委員長の司会で始まり井上第 4 ブロック
長の挨拶の中で「今年度は必ず各支部の目標である会
員増強を達成したい」という挨拶がございました。
　次に講師として西田法人審理上席のとても分かりや
すい説明があり参加されました皆様より忌憚のない質
問がございました。
　その後、各支部長の紹介と会員増強決意表明がござ
いまして各支部の意気込みが伝わりました。その中で
も私が加賀・鹿浜支部長として初めて参加し、少し緊
張しましたが目標達成できるように役員の皆様のお力
を借りて頑張りたいと思います。
　加賀・鹿浜支部の目標は「新入会員 15 社、各委員

会会議 100％出席、役員の補強」です。
　懇親会では全員の皆様が参加をしていただき、まず
初めに協力会社の紹介でリステージ㈱、大同生命保険
㈱、メットライフ生命保険㈱、㈱アイワコピーが出席
くださいまして、代表のリステージ㈱穐本様よりお言
葉を頂戴いたしました。
　乾杯の挨拶は鹿浜支部小山支部長が会員増強頑張ろ
うの掛け声で懇親会が始まり、私が司会進行役でした
ので各テーブルに回り皆様の意気込みや意見交換をさ
せていただきました。またせっかく参加してくれてま
すので協力会社一人ひとりのお話をいただき、会社の
PR と今後も 4 ブロックのお手伝いをしてくれる約束
もしていただきました。
　野辺厚生副委員長中締めで楽しかった懇親会も閉会
となりました。
　第 4 ブロックは井上ブロック長を中心に目標に向か
って各支部仲良く協力しながら頑張って参りたいと思
います。

（加賀・鹿浜支部　支部長　小林 満）

加賀・鹿浜
支部 支部長としての私の意気込み 平成29年10月6日（金）

鹿 浜 い き い き 館 

入谷支部
お金の歴史を学び、

ホテルでディナー満喫
平成29年9月2日（土）
日本銀行金融研究所貨幣博物館
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　足立成和信用金庫皿沼支店にて、井上ブロック長を
迎え、11 名にて谷在家・皿沼支部役員会を開催いた
しました。
　午前中の集まりでしたので、いつもより参加される
方が少なかったのですが、本日は会員増強出陣式も兼

ねておりましたので、いつも
より意気込みが感じられる会
になりました。
　増強カードが松岡支部長よ
り配られ、情報交換を行い午
前中の短い時間でしたが、早
速グループごとに分かれ、未
会員の方のところへ訪問とな
りました。
　お昼に再度集合し、ビジネ
スランチならぬ支部会ランチ
を行い、増強のパワーチャー
ジをしながら、回りきれなか

ったところは早速明日にでも訪問し、一人でも多くの
方にお会いする旨を確認し合いました。最後に皆で

「会員増強がんばるぞー」と天高くこぶしを上げ、閉
会となりました。

（谷在家・皿沼支部　広報委員　久保 和代）

　9 月 28 日（木）午後 5 時 30 分より江北支部・扇支
部合同の税務研修と会員増強出陣式が行われました。
司会は、川名扇支部長、そして、齊藤ブロック長の挨
拶、上原副署長、7 月に就任された本多法人課税第一
統括官の「目標達成を期待しています」と挨拶をいた
だきました。
　そして、第 1 部の税務研修は、高橋法人審理官より
マイナンバーカードを用いて e-Tax へログインする

だけで、簡易な設定で e-Tax
の利用を開始し、申告データ
の作成・送信が出来るように
なる説明と、軽減税率対策補
助金について説明をいただき
ました。
　次に福利厚生・収益事業協
力企業担当の大同生命保険
㈱、メットライフ生命保険
㈱、リステージ㈱、協同組合
アイ・ネットサービス各社か
ら挨拶をいただきました。

　第 2 部は、各支部に分かれて会員増強出陣式が行わ
れました。毎年役員の方たちの大変な時期がいよいよ
開幕です。大変厳しい増強を今年は、どう達成して行
くか話し合いました。
　第 3 部、懇親会、司会は下川江北支部長、乾杯は、
小倉副会長で始まり美味しいお料理に舌鼓をしなが
ら、中締めは、本部相談役の塚㟢さんで、和やかに終
わりました。� （広報委員会　副委員長　神林 京子）

江北支部
扇支部

合同役員税務研修会
会員増強出陣式

平成29年9月28日（木）
西 新 井 法 人 会 館

谷在家
皿沼支部 会員増強がんばるぞー！ 平成29年10月6日（金）

足立成和信用金庫皿沼支店
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関原支部 お好みも色々 秋の一日研修 平成29年10月9日（月）
神 奈 川 県

梅田第一支部
梅田第二支部 合同会員増強出陣式  開催 平成29年10月3日（火）

足立成和信用金庫中央支店会議室

　朝からパーと晴れ、関原支部の一日研修は 12 時に
スタートしました。バスは一路日本銀行の貨幣博物館
へむかいました。

　厳重な持ち物検査を受け少し緊
張して展示スペースへ進みました。
古いお金のコーナーでは、小判よ
りも聖徳太子のお姿の壹萬圓札な
どちょっと前の紙幣が人気でした。
　次はキリンビール横浜工場見学
で新しいスタイルでビールについ
て知識を得ていよいよお楽しみの

「試飲タイム」。3 種のビールを味わ
って、いい気分！個人的には、プレ
ミアムが抜群のおいしさでした。
　そして今日のメイン、品川プリ
ンスホテルでのバイキングディナ

ー、2 時間豪華な多種のお料理と各々のお好みの美酒
で大満足の一日でした。

（関原支部　広報委員　浅井 寛子）

　梅田第一支部、梅田第二支部合同会員増強運動出陣
式を足立成和信用金庫中央支店 2 階会議室にて午後 6
時より行った。出陣式の司会は永田一雄副支部長が行
った。冒頭、第 7 組織委員長（梅田第一支部長兼任）�
渡辺善吉様、梅田第二支部長　松本一郎様より、会員
増強月間について挨拶があった。今回の合同会員増強
出陣式には西新井税務署より御来賓として副署長　上
原学様　法人課税第一統括官　本多文美子様、法人審
理上席　西田直任様をお招きした。� � �

　司会者より御来賓の紹介があり、代表して副署長　

上原学様より会員増強月間への激
励の挨拶があった。次に東法連よ
り「法人会活動についてのアンケ
ート」について出席者に記入して
頂いた。
　次に参加して頂いた法人会提携
会社、大同生命保険㈱上野支社様、
リステージ㈱様、東京都火災共済
協同組合様、足立成和信用金庫中
央支店様、梅田第二支部役員の第
一生命保険㈱佐藤泰子さんから自
社基幹商品について、それぞれプ

レゼンテーションがあり、御来賓を含めた全員の集合
写真撮影を行った。その後、それぞれの支部に別れ、
会員増強運動について説明、訪問会社割り当て等の打
ち合わせを行い、出陣式は 1 時間ほどで終了し、上海
亭梅島店に場所を変えて懇親会を行った。
　懇親会の乾杯の発声は佐藤仁美副支部長が行った。
御子柴勝彦副支部長の中締めまで和やかな中、時を忘
れて話が盛り上がり、楽しいひと時であった。懇親会
は午後 9 時に終了した。当日の参加者は御来賓を含め
て 22 名であった。

（広報委員会　副委員長　永田 一雄）

NISHIARAI HOJINKAI Vol.24512



新田支部
日帰り研修旅行 

（巨大メロンGET ! ）
平成29年9月3日（日）
茨 　 城 　 県 

宮城支部
小台支部

会員増強出陣式
〜存在と価値観を〜

平成29年10月6日（金）
城北信用金庫会議室

　新田支部の親睦を目的に日帰り研修旅行へ茨城に行
ってきました。朝 8 時新田町会会館前を出発。車中安
藤前支部長、諏訪新支部長の挨拶後、税務関連のビデ
オを見た後、1 回目のビンゴ大会を行い最初の目的地
岩瀬農場のメロン狩りへ。
　去年好評だったので今年も岩瀬農場さんにお世話に
なりました。今年は 8 月の天気が悪く生育状況が心配

されましたが、皆さ
ん直売所で売ってい
るものより一回り位
大きな物を採ってお
られました。
　その後、昼食会場
である大洗パークホ
テルへ。宴会での美
味しい料理、カラオ

ケ等楽しい一時でした。そして那珂湊で海産物の買い
物を楽しみ、帰路へ。車中 2 回目のビンゴ大会では豪
華景品も出て大いに盛り上がり、途中渋滞に合うこと
なく予定より早めに新田に到着しました。
　今回の日帰り研修で諏訪新支部長の下、新田支部の

『和』が一段と強くなったことを実感した一日でした。
（新田支部　広報委員　川又　浩）

　小雨で肌寒くなった日に城北信用金庫の三階会場で
平成 29 年度会員増強出陣式を開催した。宮城支部と
小台支部が同じ会場で開催するので、宮城支部長の挨
拶の後、各支部に分かれて平成 29 年度の対策を検討
した。両支部とも加入率が高いので、残された法人は
多くはないが、その分新規加入が難しい状況になって
きている。
　小台支部では、例年突然の戸別訪問を行っている

が、マンションでは
不在のことも多く、
入口での暗証番号の
問題で立ち入ること
も難しい現状を抱え
ていた。実際に活動
しているかどうかの
確認さえ難しいこと

もあり、平成 29 年度は、法人会の案内を郵便物で送
付し、その存在と価値観をお知らせするところから増
強することになった。
　平成 29 年度の会員対策終了後の懇親会は、鈴木副
会長の挨拶と小台支部長の乾杯から始まり、ささやか
ながら懇親を深めることができ、更なる加入率アップ
に向けて前進することになった。

（小台支部　広報委員　矢崎 義光）
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宮城支部
小台支部 合同 「船上も楽し 日帰り研修会」 平成29年9月2日（土）

都 　 内

　千葉県沖の台風 15 号は今朝 11 時迄の大雨を呼びまし
た。天気予報通りに昼には秋晴れになり、公園の濡れた
ベンチもグングン乾いて、皆さんも船宿さんも安堵感を
もって迎えた夕方 5 時でした。
　城北信用金庫前に送迎バスも時間通りに現れ、5 時 10
分に出発しました。足立区を南西から北東へ環七で移動
です。
　西新井税務署前を通過して進行方向東の空の茜色に反射
した台風の置き土産、雲を追いかけるように進み、車中では

「日光街道を越えたら足立税務署の管轄だね」とか、昔の出
来事や町に越してきた頃の四方山話など。80 代から10 代後
半の若者もジッと聞くコミュニケーションが始まりました。
　2 つのエスカルゴみたいな、円形の加平インター前を過
ぎて左折、佐野の中川土手まで 40 分程で着き、船着き場
には、直接集合の方々が待っていました。
　21 名の参加者は船底天井の和室に一列のテーブル席、
右舷・左舷に分かれて奥の舳先側から順に好きな椅子に
腰掛け、テーブルには造りたて刺身の鮪・イカ・ハマ
チ・甘エビなど盛り合わせが賑やかに並んでいます。
　丁度良い大きさのこの屋形船は「右に回っての面舵出航
かな」と思いきや、オットットの振りも無くいつの間にか
舳先を南に向け直していて、予定通り6 時の出船です。
　揺れも無く滑らかに、全速力で南へと進む「船十九丸」

の中では、会計の城北信金宮城支店長の佐久間さん
が集計を終わり、宮城支部長の坂田さんの司会と小
台支部長の北條さんから西新井法人会 27 支部 8 ブ
ロックの構成談議、第 8 ブロック長の川上さんの挨
拶を頂き、元ブロック長の庄山さんによる乾杯のご
発声。日頃と違う景色の心地良い中で、次々に揚が
ってくる天麩羅の海老・穴子・野菜、貝佃煮串刺
し・玉子焼き等、電気の無い懐かしい時代から続く
和食メニューが「おなかの中に入れて」と、話しか
けているかのように箸も進みます。
　大画面を活用してのカラオケ大会も始まりまし
た。
　船窓のボンボリ提灯の向こうにはスカイツリーが見

え、窓を開けると爽やかな川風とすれ違う屋形船。
　7 時 45 分、いつの間にか停船して荒川河口にある東京
ゲートブリッジを北に洋上見物。TDL のビッグサンダー
マウンテン「あれは何？」。TDS のプロテウス火山を北側
に観てると、時々山頂から小噴火表現の噴煙と光のアト
ラクションがありました。
　船中では船や波に因んだ楽曲、胸キュンの歌、切ない
歌、気持ちのすれ違いを唄った歌、振りを交えたスピー
ド感ある歌とカラオケは大いに盛り上がりました。
　今日は「やらないかも」という TDL の花火大会が 8 時
30 分に始まった。洋上からの花火見物も「今のはミッキ
ーさんだ」と目に焼き付け思い出になりました。
　花火が南側に観えたのは「葛西臨海水族館」の沖にい
つの間にか操船していたからでした。
　5 分間の花火大会を見終えて帰路に向かう頃には、遠慮
してた方も唄い出し、拍手喝采が贈られました。
　10 時 10 分、「船十九丸」は元の桟橋にピタリ戻りまし
た。
　「もっと乗っていたい！」という声もむなしく「船十九
丸」の送迎バスに乗る組と、ご自宅がここから近い組と
に手を振って分かれ、研修会の楽しい夕べのひと時が無
事に幕を閉じました。

（宮城支部　広報委員　鈴木 浩一）
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　西新井法人会 2F ホールで 4 時より税制講演会が開
催されました。はじめに司会担当の私、市川より開会
のことば、続いて木村副会長の挨拶と続き、西新井税
務署法人 1 部門上席長友崇幸様に講演していただきま
した。
　今回のテーマは「消費税の軽減税率制度について」
でありました。ここで軽減税率制度導入における消費
税の歴史をふりかえってみます。
　日本で最初に消費税法が成立したのは 1988 年 12 月
で、その後、
1989 年 4 月�竹下政権時に消費税率 3％で始まりました。
1997 年 4月�橋本政権時に消費税率 5％に引き上げられ、
2014 年 4 月�安倍政権時に消費税率 8％になりました。
2015年10月���消費税率 10％への引き上げを 2017 年 4

月に 1 年半延期、
2016 年 6 月���消費税率 10％への引き上げを 2019 年 10

月に 2 年半延期、
　という流れで今回の軽減税率導入という運びになり

ました。
　軽減税率に関しましては、すでにヨーロッパでは日
本の消費税にあたる付加価値税をいち早く導入し食料
品などに軽減税率を設け、消費者の税負担を軽くして
います。日本でもこれらを参考にして、
○酒類・外食を除く飲食料品
○�週 2 回発行される新聞（定期購読契約に基づくも

の）
が軽減税率の対象品目となります。
　なお、税務署での面接による個別相談も受け付けて
おりますので、希望される方は税務署への電話により
面接日時等を予約していただくこととしておりますの
で、ご協力をお願いいたします。
　最後に、今回講演いただきました長友様におかれま
しては、公務ご多忙の中、準備していただき誠にあり
がとうございました。

（税制委員会　委員長　市川 貞弘）

講師を担当した
長友上席

挨拶をする木村副会長
（税制担当）

司会を担当した
市川委員長

演題「消費税の軽減税率制度について」
講師：西新井税務署法人1部上席　長友崇幸　殿

　

税制講演会

平成29年9月11日
西 新 井 法 人 会 館
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未使用タオル・新年用カレンダー
〜回収協力のお願い〜

社会貢献委員会

　社会貢献委員会では、毎年末 12月に各支部ご協力のもと「未使用タオル及びカ
レンダー」回収運動を実施し、回収後は取りまとめて社会福祉法人足立区社会福祉
協議会を通じて区内社会福祉施設へ寄贈しております。本年も、11月中旬から
12月中旬まで支部の社会貢献委員が中心になり、回収を行う予定です。
　皆様の会社にあります「未使用タオル」や「新年用カレンダー」を是非この機会
に提供していただければ幸いに存じます。回収運動へのご理解とご協力をお願い申
し上げます。
　尚、オールシーズン回収しているエコキャップについては、会員企業において回
収箱を設置して回収し、洗浄・乾燥等を行った上で提出していただいております。
　提出後は取りまとめて足立区役所計画課資源化推進係へ寄贈しております。
　今後も会員皆様のご協力を賜り、活発な社会貢献活動に邁進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。

社会貢献委員会
委員長

松崎顕治

平成30年（2018）年カレンダー 未使用タオル エコキャップ

※ エコキャップはオールシーズン
回収しています

会員企業
〔回 収〕 法人会

〔取りまとめ〕

足立区
社会福祉施設
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当委員会は、西新井法人会会員企業のメリットを第一として会員を対象に、経費節減
の推進を目的としている委員会です。
現在、火災保険や自動車保険・複写機やその他のOA機器導入・生命保険等の事業を、
収益事業協力会社として数社に御協力いただいております。
この度、新たに法人会会員企業の皆様の中から収益事業協力会社を募集するはこびと
なりました。
法人会会員企業の皆様の中で、収益事業協力会社として挙手をいただければ幸いと考
えております。詳細は法人会事務局までお問い合わせ下さい。

一般社団法人 西新井法人会 サービス事業委員会

収益事業協力会社募集のご案内

問い合わせ先　西新井法人会事務局
東京都足立区栗原3-10-16
受付時間：月曜日〜金曜日（土日祝日を除く）
午前9時〜午後5時 15分迄

TEL：03-3852-2511
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　定刻にガード下付近を出発しました。足立区内の環
状七号線は短い区間でも渋滞がありましたが、高速道
路は、順調に進めて行きました。
　高速に入り車中では、恒例の小林幹事の名調子の司
会にて朝のご挨拶タイム。源泉部会担当小倉副会長、
清水部会長とご挨拶を頂きました。終了かと思いき
や、サプライズ好きな名司会者小林幹事より突然の指
名にて、組織担当の青木副会長よりご挨拶を頂き、名
調子名司会ぶりに車内は和みました。
　これまた！源泉部会恒例！税金クイズのお時間とな
り、お茶を飲みながら頭を悩ましながら研修時間とな
りました。
　車内では、クイズの答えを必死に考え、中には携帯
電話などでカンニングしようとした人も注意受けなが
ら回答を記入、このクイズからの司会進行は、小泉幹
事にバトンタッチ。昨年もクイズ司会の担当だったた
め、昨年以上に皆様への詳しい解説付き回答を行うた
めに事前予習をされたそうです。実にわかりやすく

『税金クイズの池上彰 !!』と思えるくらい感じたのは、
私だけでは、無かったと思います。
　バスは、中央道の勝沼インターを降りて、金原園に
てぶどう狩りを実施しました。今回は、基本のベリー
Ａ組とオプション料金にて巨峰狩り組の 2 班に分かれ
てのぶどう狩り体験です。
　勝沼に到着しましたら、日差しも強くなり盆地の勝
沼は、蒸し暑くなり、バスに早めに戻り、喉を潤し、
次の見学のワイナリーへ行く前に体内にてワイン作り
を始めた方も中に居りました。
　あいにく富士山方面は、雲が厚く富士山のすその
は、見えた時もありましたが、頂上付近は、見えずじ
まいでした。

　今回のワイナリーは、山梨県内に色々ある中で厳選
されたシャトー勝沼ワイナリーです。到着時に天候も
良かったので、参加者全体写真を撮りました。
　撮影後、現地のご案内の方と一緒にワイン工場見学
から見てまわり、売店にて試飲を行い個々に気に入っ
たワインをお買い求めになっていた方も多数見受けら
れました。当然、アルコール飲めない方用にもぶどう
酢やぶどうジュースの試飲も行われ、ぶどう酢を買わ
れていた方もいらっしゃいました。
　バスは、河口湖方面へ進み、いよいよホテル鐘山苑
に到着しました。
　昼食場所では、司会を跡部副部会長が行い、元・源
泉部会担当副会長の細川様にて乾杯の御発声で昼食が
スタート致しました。昼食の途中では、車内で実施し
た税金クイズの表彰式も行われ、デザートまで食べら
れた方から館内の温泉へ入浴に行かれ、入浴しない方
も庭園にて足湯やお抹茶券付きだったため、お抹茶を
飲みに行かれる方など出発時間までゆっくり過ごされ
ました。
　帰りの高速道路は、比較的順調に進み、司会も女性
の仁平幹事に替わりまして、小竹副部会長の閉めのご
挨拶を頂き、予定時間より 20 分遅れにて帰着場所へ
到着しました。
　多くの参加者が見込める日程やコ－スなどを役員会
にて協議しご案内して参りますので、是非とも日帰り
研修会へのご参加をお待ちしております。
　来年度も良い日帰り研修会が実施できるよう役員一
同、頑張って協議し、多くの参加者をお待ち申し上げ
ております。

（源泉部会　幹事　藤谷 貴史）

日帰り研修会
〜ぶどう狩りとワイナリー見学へ〜

源泉部会

平成29年9月8日（金）
山 梨 県 富 士 山 温 泉
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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？～

　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 42 期目（会員数 62 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
毎年度実施しております。

　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
いただけますよう、お待ち申し上げております。

源泉部会研修会の風景

■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

6月 源泉徴収のポイントⅠ 9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

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29年度の研修会予定〔実施済含む〕
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青年部会

　青年部会恒例の家族交流会を開催致しました。
　今年も総勢 74 名様と大勢の方にご参加いただくこ
とが出来ました。野口青年部会長による挨拶の後、清
水女性部会長にご挨拶いただき、小倉青年部会担当副
会長からご挨拶と乾杯のご発声により開会致しまし
た。
　今年も子供達に喜んでもらえるよう、ゲームコーナ
ーを一新しました。射的はグレードアップし、そして
ボーリングからストラックアウトに変更しました。ど
ちらも本格的で安全性の高い物です。幹事が時間をか
け作成設営した子供達への思いが、伝わったようで大
盛況でした。楽しみながら学べる税金クイズでは、〇
か×で悩んで笑って税法に少し触れてもらえたかと思
います。
　女性部会によるフラダンスが始まりました。素敵な
衣装を身にまとい華麗な踊り、しなやかな手先と流れ
るような動き、素晴らしかったです。引き続き、小倉
担当副会長が作詞・作曲された歌を 3 曲お聞かせいた

だきました。胸に飛び込んでくる歌詞と曲に心地のい
い歌声が会場全体を包み込み、心温まりました。
　そんなまろやかな空気の中登場したのが、ものまね
芸人の JP さん。TV で見るより迫力があり子供達も
最初は唖然、さすがプロです圧倒されました。沢山の
ネタやトークを披露していただきました。その後ビン
ゴゲーム開始。今年も豪華景品の数々で、引き続き会
場は大盛り上がりでした。
　楽しい時間はあっという間です。JP さんを呼んで
いただいた高際幹事から締めの挨拶にて閉会となりま
した。
　今後も、楽しい時間と懇親の場をご提供出来るよう
努力して参ります。OB 諸兄、女性部会、青年部会、
数々多くのご協賛頂戴致しまして誠にありがとうござ
いました。感謝しております。
　来年も振るってのご参加お待ちしております。あり
がとうございました。

（青年部会　副部会長　青木 崇憲）

平成29年8月28日（月）
西 新 井 法 人 会 館

家 族 交 流 会
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（03）5767-1714（直通）
〒143-0016 東京都大田区大森北1-18-18

　毎年恒例になりました、ゆうあいの郷特別養護老人
ホームと扇町会共催の納涼祭にご招待を受けました。
台風 5 号の影響ではっきりしない日々が続いていまし
たが、お昼頃より日が差し、ホッといたしました。
　施設の広場には、やぐらを飾る提灯の明るさと太鼓
の音が響き、やっぱり日本の夏ですね、本当にいいも
のです。音頭に合わせホーム利用者のご家族、町会の
皆様が楽しそうに踊られていました。いよいよ私達の
出番となり、浅井さんの挨拶後に 2 曲踊らせていただ

き、その後、やぐらの上にあがり、大石さんの素敵な
歌声とともに「夕焼けダンダン」「葦立ちあだち」を
合唱いたしました。
　アンコールのお声がかかる程、喜んでいただけまし
た。やぐらより夜空を見上げると、お月様も今日の納
涼祭を応援しているようでした。
　これからも皆様が楽しんでいただける社会貢献がで
きますように努力していきたいと思います。

（女性部会　幹事　瀬田 勝子）

社会貢献活動
歌って踊って納涼祭

女性部会

平成29年8月5日（土）
ゆ う あ い の 郷
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　税務署及び区役所では、年末調整のしかた及び法定調書・給与支払報告書の作成と提出方法などの事務手続
を円滑に行っていただくため、下記の日程にて説明会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。
　なお、説明会では「年末調整のしかた」などを用いて説明いたしますので、関係書類等をご持参の上ご来場
ください。

記

開 催 日 開 催 時 間 説明会会場 対象地域（注）

11月20日（月）

用紙配布
説 明 会

９時30分〜10時00分
10時00分〜12時30分

西新井法人
会館ホール

梅島・梅田・興野・栗原・島根・関原

用紙配布
説 明 会

13時00分〜13時30分
13時30分〜16時00分

伊興・伊興本町・入谷・入谷町・古千谷
古千谷本町・舎人・舎人町・舎人公園・
西伊興・西伊興町・西竹の塚・東伊興

11月21日（火）

用紙配布
説 明 会

９時30分〜10時00分
10時00分〜12時30分

加賀・江北・皿沼・鹿浜・新田・椿・堀之内
谷在家

用紙配布
説 明 会

13時00分〜13時30分
13時30分〜16時00分

扇・小台・西新井・西新井栄町・西新井本町
宮城・本木・本木北町・本木西町・本木東町
本木南町

（注）対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席されても差し支えありません。

【注意事項】
　１　説明会の開始 30 分前から、会場の受付で年末調整関係用紙を配布いたします。
　２　お車でのご来場はご遠慮ください。

【問合せ先】
　◎　説明会及び用紙請求など、ご不明な点がございましたら、下記までお願いします。
　　○　説明会、源泉所得税関係について
　　　　西新井税務署　源泉所得税担当　03-3840-1111　内線 322・323
　　○　用紙請求、法定調書関係について
　　　　西新井税務署　管理運営部門　03-3840-1111　内線 224〜229
　　　※�　税務署へのお問合せは自動音声案内に従い、説明会（会場案内）、用紙請求（源泉所得税関係・法

定調書関係）については「２」番（税務署）を選択してください。
　　　　�　なお、年末調整のしかたなど国税に関する一般的な相談については「１」番を選択し、電話相談セ

ンターをご利用ください。
　　○　用紙請求（区役所関係）、給与支払報告書及び住民税特別徴収について
　　　　足立区役所　区民部　課税課　課税第１〜４係　03-3880-5111

平成29年分  年末調整等説明会の開催のお知らせ
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　平成 31 年 10 月から実施予定の消費税軽減税率制度について、下記の日程にて説明会を開催いたします。

記

開 催 日 開 催 時 間 説明会会場 留意事項

11月９日（木） 14時00分〜15時30分
足立区梅田７－33－１
梅田地域学習センター（エル・ソフィア内）
４階ホール

説明会場には駐車
場はございません。
ご来場の際には、公
共交通機関をご利
用ください。11月10日（金） 14時00分〜15時30分

足立区綾瀬１－34－７－102号
足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ内）
２階　第一ホール

11月20日（月） 14時00分〜15時30分
足立区中央本町１－17－１
足立区役所
南館13階　大会議室Ｂ

ご来場の際には、な
るべく公共交通機関
をご利用ください。

【問合せ先】
　西新井税務署　法人課税第一部門　03-3840-1111
　　※　お電話の際は、音声ガイダンスに沿って「２」を選択してください。

　また、消費税の軽減税率制度（軽減対象品目の内容、税額計算の方法など）に関するご質問やご相談につき
ましては、消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）で受け付けております。

消費税軽減税率制度説明会の開催のお知らせ

消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）

【受付時間】

9：00 から 17：00（土日祝除く）

【電話番号】ナビダイヤル（全国一律市内通話料金）

tel.0570-030-456

NISHIARAI HOJINKAI Vol.245 27



NISHIARAI HOJINKAI Vol.24528



NISHIARAI HOJINKAI Vol.245 29



詳しい解説は次頁へ

個人情報保護委員会

2017年2月
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個人情報保護委員会2017年2月
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法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 事業所税（23区内）
固定資産税（償却資産）

（23区内）

電子申告
○予定申告　　　　　○中間申告
○確定申告　　　　　○均等割申告
○清算確定申告　　○修正申告　など

○納付申告　　　○修正申告
○免税点以下申告
○事業所用家屋貸付等申告

○償却資産申告

電子申請・届出

○法人設立・設置届　　　○異動届出
○中小企業者向け省エネ促進税制による減免申請
○申告書の提出期限の延長の処分等の届出・承認申請
○法人税に係る連結納税の承認等の届出　　など

○事業所等新設・廃止
○事業所税減免申請
○みなし共同事業に関する明細
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

―

電子納税
○本税の納税　　　　○見込納付（確定申告分のみ）
○加算金の納付　　 ○延滞金の納付

○本税の納付　　○加算金の納付
○延滞金の納付

―

 
―都税についてのお知らせ― 

 

 
 
 
 
 
 

  東京都では、現在、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税、23区内の固定
資産税（償却資産）について、eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用した電子申告等の受付を行っ
ています。 

  東京都で現在利用できる手続きは下表のとおりです。 

＜eLTAXのご利用時間＞ 

【各手続きの受付時間】   平日 8時30分～24時（土・日・休日、年末年始12/29～1/3を除く） 

＜利用手続についてのお問い合わせ＞ 

【       】 http://www.eltax.jp/ 

【      】 0570-081459
ハイシンコク

（左記電話につながらない場合：03-5500-7010） 

              平日 9時～17時（土・日・休日、年末年始12/29～1/3を除く） 

＜申告内容や納税についてのお問い合わせ＞ 

【電子申告、電子申請・届出】 所管都税事務所の各税目担当班 

【電子納税】 所管都税事務所の徴収管理班 

●国税の電子申告・電子納税等については、 

 e-Taxホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp/）をご覧ください。 

 

検索 

 
 

エルタックス 

eLTAXイメージキャラクター 

エルレンジャー 
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秋の火災予防運動 
１１月９日（木）～１１月１５日（水） 

西新井消防署  
 

  
西新井消防 検索 

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

 

火の用心 一人一人の 心掛け 

平成２９年度 東京消防庁防火標語 

（向井 洋平さん 葛飾区在住） 

 

警察だより

消防署だより
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東京税理士会　西新井支部
税理士 ●  木村 吉成

一般社団法人、公益社団法人とは

　社団法人は、人の集まりに法人格が付与されたもの
です。法人そのものが人の集まりで、生き物みたいな
ものであり意思がありますので社団法人の目的は変更
することができます。
　株式会社も同じように人の集まりに対して法人格を
与えたものですので社団法人と言われており、同じく
生き物のように意思がありますので目的を変更するこ
とが出来ます。
　ちなみに財団法人は、財産の集まりに法人格が付与
されたものとされています。財産ですので意思はあり
ませんので、「拠出した人や寄付者の意思」を守って
いくことが必要となるために原則として目的変更する
ことができません。
　さて、一般社団法人、公益社団法人とはどういう法
人でしょうか。現行の公益法人制度は平成 20 年 12 月
よりスタートしました。それまでの公益法人制度は、
主務官庁の許可が必要で、公益性についても判断基準
が曖昧でした。そこで設立を簡素化し、まずは、一般
社団法人・一般財団法人を登記のみで設立できるよう
にし、公益性、つまり公益社団法人・公益財団法人へ
移行するには、民間有識者が審査を行い、行政庁（内
閣府）が認定する仕組みに変わりました。
　公益社団法人は公益と言うくらいですから公益事業
を主たる目的としている法人です。公益法人になるた
めには、例えば、理事の総数のうち親族の占める割合
が 3 分の 1 以下であることや、法人が行う事業のうち

50％以上の公益事業を行っていること等の制約があり
ます。
　現行の公益法人には、旧制度の公益法人である社団
法人又は財団法人が ｢移行認定｣ を受けて現行の公益
法人に移行したものと、一般社団法人、一般財団法人
を設立しその後で ｢公益認定｣ を受けて新制度の公益
法人に移行したものがあります。内閣府が平成 27 年
7 月に発表した「公益法人に関する概況」によると、
平成 26 年 12 月 1 日現在の公益法人数は 9,300 法人で
す。
　9,300 の公益法人の内訳は、移行認定を受けた法人
が 8,938 法人、一般社団法人、一般財団法人を設立し
てから公益認定を受けた法人が 362 法人となっていま
す（さらにその内訳は、公益社団法人が 4,089 法人、
公益財団法人が 5,211 法人となっています）。
　もう少し詳しく見てみると、実は旧制度の公益法人
が全て現行の公益法人に移行できたわけではありませ
ん。旧制度の公益法人数は平成 20 年の時点で約
24,000 社ありましたので、旧公益法人から現行の公益
法人へ移行できた法人数は約 4 割弱ということになり
ます。
　さらに現行制度の下で設立された一般社団法人・一
般財団法人は平成 26 年末で約 44,000 社ありますが、
公益認定を受けた法人はわずか 362 法人です。この数
字から公益認定を受けるのは、いかにハードルが高い
かということが分かるかと思います。

「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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11 月

催 し も の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

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

山門より秋迫りくる

　喧騒のバス通りから伊興中学前の住宅地に入ると
「薬師寺」伊興 5 ─ 4 ─ 3 にあります。
　現住職 44 代の浅川元之様は中学の時「椿と紅葉」の
寺にしようと意を決し、自転車で植木の町、安行へ通
い植樹し、春の芽吹きから、花を、実をそして秋の紅
葉、落ち葉と育て、楽しんで来られたそうです。今で
はご住職の分身のような木々が四季を称えています。
　厳かな本堂を囲む、鮮やかな紅葉は 11 月下旬から 12
月初旬が見頃だそうです。是非山門にお立ち下さい。
　表紙は近在の画家「家泉英世」氏の作品です。上品
な紅葉の盛りを納めた絵画の世界と門の奥より迫る、燃
えるような紅葉と光と風の戯れる世界。静と動の対比。
必ずやお楽しみいただけるスポットとなるでしょう。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

平和な時代の礎を

　先日、靖国神社の遊就館を訪れましたが、入館して
直ぐ、以下の和歌が目に飛び込んできました。
　君がため　世のため何か　惜しからむ　
� すててかひある　命なりせば　
　ますらおの　悲しきいのち　つみかさね
� つみかさねまもる　大和島根を　
　�海ゆかば　みずくかばね　山ゆかば　草むすかばね
� 大君の　辺にこそ死なめ　かへりみはせじ　
　北朝鮮の弾道ミサイルが日本の上空を飛び越える昨
今、平和な時代の礎を、命を懸けて築いて下さった先
人のご苦労に思いを致し、平和な日本を後世に引き継
ぐために、今我々は何をしなければならないのか、考
えて行きたいと思いました。

（島根栗原支部　広報委員　名取 鉄朗）

＊ 前号（第 244 号／9 月発行）p.12 に掲載しました「アフラック」の押尾昇治郎推進員は当会担当ではありませんので訂正さ
せていただきます。

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
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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
12 月 12 日㈫ 14：00〜16：00 法人会館

2 月 8 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
11 月 6 日㈪ 14：00〜16：00 法人会館
1 月 11 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
2 日㈭ 第 171 回定例理事会 法人会館

8 日㈬ 女性部会「絵はがきコンクー
ル表彰式」

竹の塚 地域
学習センター

17 日㈮ 源泉部会役員会 法人会館
17 日㈮ 源泉部会 ｢年末調整説明会｣ 法人会館

19日㈰〜20日㈪ 女性部会「秋の一泊研修旅行」 静 岡 県
28 日㈫ 広報委員会 法人会館
29 日㈬ 研修委員会 法人会館

日付 内容 場所

29 日㈬

税を考える週間講演会
（講師）海老名 香葉子氏
（演題）いつも笑顔で

〜あの戦争と母の言葉〜

法人会館

12 月
日付 内容 場所

14 日㈭ 源泉部会役員会 法人会館

『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を
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