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　オイルショックの影響で物価上昇に
よる混沌とした不況の時代であった 43
年前に、私は会社を設立しました。そ
の時から今日まで、税理士先生とは 43
年のお付き合いになります。
　その後、先生主催の勉強会である異
業種交流会に入り、自分の知らなかっ
た他の業種についていろいろと学ぶ機
会を頂きました。講義は、弁護士、司
法書士、前進座の俳優さんなど各業界
で活躍する著名人を招いて行われまし
たが、中でも大手銀行支店長を退職し
て経営コンサルタントになった社長さ
んの講義は忘れられません。支店長時
代に 300 人以上の顧客さんのご家族の
誕生日を記帳しておき、お祝いのメッ
セージを贈った話や、会社の仕事は儲
けることで、安く仕入れて高く売り自
分のために儲ける、小さな会社は社長
が全ての責任を負うのだから、儲ける
ことで家族の生活ができて、税金を納
めることのできる会社になれるのだと
いう話など、若さだけを頼りにただ働
いていて全てが未熟だった私には、新
鮮な言葉に聞こえて納得して聞いてい
たものです。昭和 61 年に梅田五丁目か
ら二丁目に会社を移し、上棟式ではご
近所の大勢の皆さんにお祝いに来て頂
き、親戚の人と一緒に田舎からかけつ
けた父親は、酔いながらも涙を流して
喜んでくれたのを思い出します。会社
設立以来、騒音対策には悩んでおりま
すが、地盤、金、信用がない時代を同
業の仲間や知り合いと競い合って、大
きな事故もなく今日まで来られたのは、
取引先のお客様、地域の皆様、税理士
法人の方との長いお付き合いのお陰と
感謝しております。

　昭和 49 年に会社を設立してすぐ、法
人会の役員さんに入会を勧められて、
私共の会社も法人会に加入できて嬉し
かったです。しかし、入会後は、送ら
れてくる会報誌を読むぐらいで、早く
から入会していた割に会の活動にはあ
まりご縁がありませんでした。そんな
時、大同生命保険㈱担当の方に、㈱梅
田鍍金工業所の永田社長さんを紹介さ
れ、ご近所でしたが初めてお目にかか
りました。そして、支部に欠員が出た
ので役員を引き受けてほしいと頼まれ
社会貢献委員になりました。また、そ
の後、永田支部長から支部長を引き継
いでほしいと頼まれ、そんな器ではな
いと何度かお断りしましたが、熱心に
頼まれ受けることにしました。
　支部長として、会員増強運動、各委
員会への出席と支部活動の内容、支部
長の役割など、事務局に聞いたり、支
部内の安江厚生委員長（当時・現副会
長）にアドバイスを受けたりし、江川
ブロック長（前任）のご協力を頂いて
活動して参りました。今も、支部運営
では永田（広報副委員長）さん、大塚

（税制委員）さんや他の役員さんにご協
力を頂き活動しております。
　私も古希を過ぎ、身体に自信がなく
不安な日々ですが、前任者の江川ブロ
ック長さんより委員長の話があり、一
度はお断りいたしましたが、第 7 組織
委員長に任命され、拝命しました。支
部長との兼任ですので、責任の重さを
痛感しております。会の皆様、微力で
はありますが、組織の一役員として頑
張って参りますので、何卒よろしくお
願いいたします。

会社設立と私と法人会

第7組織委員長
渡辺　善吉

巻頭コラム

小川 節子 書
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　明けましておめでとうございます。
　平成 30 年の輝かしい新春を迎えるにあたり
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。常日
頃より法人会活動にご理解とご協力を賜り心か
ら感謝申し上げます。
　昨年着任されました築城西新井税務署長様始
め幹部職員の皆様の適切なご指導により総会で
承認いただいた事業計画も円滑に遂行することが
できました。心から感謝とお礼を申し上げます。
　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。
　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。前年度は 6 年連続で掲げている念願
の法人会目標加入率 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
とが出来ました。今年度も同じ 79％に設定し
役員の方々には組織を通して頑張っていただき
たいと思います。
　当法人会では会員皆様方のご支援により会員
加入率も大規模法人会では、17 年連続全国一
位を保っております。内面の充実も図って行
き、会員の皆様方に必要な法人会に育てて参り
たいと思います。
　会員の皆様のご協力で平成 29 年度事業計画
も着々と実施され、10 月 4 日には公務ご多忙
の折、講師に築城西新井税務署長様をお招きし
て「お酒のおもしろ講座」と題し、ご講演をい
ただきました。講演中、署長が最も強調された
のは「適正飲酒」のススメでした。毎年恒例の
社会貢献委員会の活動の一環として、青年部
会、女性部会の協力を得てあだち区民まつりに
参加し楽しく税金クイズができ、築城署長様を

始め署の幹部の皆様に応援いただきました。毎
年、雨の日が続いていましたが今年も初日は
雨。しかし 2 日目は晴れまして、大勢の人が参
加してくれました。
　10 月 15 日の「税を考える週間」では、残念
ながら雨天のためにパレードは中止になりまし
たが、電子申告納税制度推進の目的で西新井納
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
コンサートと地元、玉ノ井部屋の力士による税
金クイズが実施されました。
　10 月 24 日には栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部で法人
会ゴルフ大会を実施しました。大型台風で心配
していましたが、お天気にも恵まれ多数の方が
参加され親睦を深めることが出来ました。
　11 月 15 日には西新井税務署主催の「平成 29
年度納税表彰式」が西新井法人会館にて開催さ
れ、当会役員に対し表彰状並びに感謝状が授与
され、受彰者にとっても今後の励みとなると思
います。また受彰者の皆様に心よりお祝い申し
上げます。
　11 月 29 日の「税を考える週間」講演会では

「海老名香葉子氏」を迎え「いつも笑顔で」と
のテーマでとても興味深い内容で役に立つお話
でした。
　今年度の事業予定の 8 割程度を実施して参り
ましたが、会の一大イベントでございます一泊
研修会を今年の 3 月 11日（日）12日（月）に、愛
知県三谷温泉ホテル明山荘にて行う予定です。
　結びにあたり、我々中小企業を取り巻く環境
は依然として厳しいものの、平成 30 年の新春
を迎えるにあたり、今年こそは経済繁栄の年と
なることを願うと共に皆様方のご事業の益々の
発展と素晴らしい年でありますことを祈念申し
上げ新年の挨拶とさせていただきます。

一般社団法人 西新井法人会 会長　　鈴島　健

新年のご挨拶
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西 新 井 税 務 署 長 　築城　尚志

新年のご挨拶

　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会員の皆様方に
は、健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。
　昨年中は、鈴島会長をはじめ会員の皆様方に
は、税務行政に対しまして格別のご理解とご支
援を賜り、お陰様で署務運営も円滑に推移しま
した。改めて、厚く御礼申し上げますととも
に、本年もどうぞよろしくお願い申し上げま
す。

　昨年を振り返りますと、貴会各部会、各ブロ
ックの活発な活動が思い出されます。
　「税を考える週間」におきましては、西新井
納税六団体主催のイベントとして、西新井大師
の境内において“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「西新井大師コ
ンサート」及び玉ノ井部屋力士の協力による

「税金クイズ｣ を実施していただいたほか、「舎
人公園千本桜まつり」に法人会として初めて参
加され、「あだち区民まつり」では税金クイズ
及び鉢花の配布を実施し、区民の皆様に対する
税の広報活動や納税意識の高揚にご尽力いただ
きました。また、女性部が主催した「税に関す
る絵はがきコンクール」におきましても、多数
の小学校に働きかけていただき、税知識の普及
に大いに貢献いただきました。
　さらに、加入割合 79％を目標に掲げた会員
増強運動に全ブロック、支部が一丸となって取
り組まれるなど、鈴島会長をはじめ会員の皆様
方の法人会活動に対するご熱意に、改めて敬意

を表しますとともに、このような多方面にわた
る貴会の積極的な活動に対しまして、深く敬意
を表する次第であります。
　さて、近年の税務行政を取り巻く環境は、経
済取引のグローバル化・ICT 化の一層の進展
などにより、大きく変化しております。そのよ
うな中、私どもは、「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、e-Tax などの
ICT を活用した納税者サービスの充実や、マ
イナンバー制度の定着に向けた周知・広報、さ
らには適正な調査・徴収の実施などの取組を、
納税者の皆様の理解と信頼を得ながら進めてい
くことが重要であると考えております。しかし
ながら、これらの取組を私どもが引き続き推進
していくためには、会員の皆様方のお力添えが
不可欠であります。会員の皆様方におかれまし
ては、引き続きダイレクト納税等を含めた
e-Tax の利用に加え、マイナンバー制度につき
ましても更なる定着に向けて、一層のご協力を
お願い申し上げますとともに、今後も申告納税
制度を支える良き理解者・パートナーとして、
共に歩んでいただきますことをご期待申し上げ
ます。

　結びに当たり、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になりますよう、そ
して、会員の皆様方のご多幸並びにご事業のご
発展を心から祈念いたしまして、年頭のご挨拶
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

新年のご挨拶
足立都税事務所長　清水　健吾

　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、「税に関する絵はがきコン
クール」による租税教育推進活動など地域社会
への貢献活動に取り組まれるとともに、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、現在足立区では、「マイナンバーカー
ド楽々取得キャンペーン！」と銘打ち、マイナ
ンバーカードの交付率向上の取り組みを実施し
ております。本年 3 月 23 日までの期間中に必
要書類を北千住マルイの特設会場にお持ちにな
れば、写真撮影も含めた交付申請ができ、カー
ドは自宅に郵送されます。これまでと比べ格段

に容易な方式となりました。
　マイナンバーカードは、住民票の写し、印鑑
証明、課税証明書などの区が発行する証明書
を、コンビニエンスストアにおいて、夜間・休
日でも、しかも半額で取得することができるた
いへん便利なカードです。
　西新井法人会の皆様方には、給与支払報告書
などにおけるマイナンバーの取り扱いなど、区
内事業者の皆様へのご指導に加えまして、e–
Tax（電子申告）にも必要なマイナンバーカー
ドの普及に向けて、お力添えを賜りますようお
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。
　一般社団法人西新井法人会におかれまして
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。
　改めて、この場をお借りいたしまして、厚く
御礼申し上げます。このような皆様方の日頃の
熱心な取組がたいへん心強く、心から敬意を表
しますとともに、深く感謝を申し上げます。
　引き続き、都税職員が一丸となり、都税への
区民の皆様のご理解を得られますよう最善を尽
くしてまいりますので、ご支援・ご協力をよろ
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、役員並びに会員の皆様方のご
健勝を心からご祈念いたしまして、新年のご挨
拶とさせていただきます。
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　取材に先立ち小川委員長、広報委員会担当　鈴木副会長より本会議の主旨の説明

と挨拶があり、和やかな中で取材がスタートした。

　新田地区はマンションが増え、街の景観が大分変わった。また、環境の問題から
工場が移転する傾向がある。新田支部では単独で日帰り研修会を行っているが、参
加者が多く活発に行っている。	
　本部の委員会は正副の委員がいないので、委員会では支部長が代行で出席するこ
とが多い。	
　会合で集まる場所がなくなってきている。住区センターなどを利用している。
　会員増強運動は法人会の枠を取り払い、法人会にとらわれず、新規の会社を紹介
してもらう。

　第 8 ブロックは荒川と隅田川に挟まれた特有な地域で、同朋意識が強く、会員の
加入率も高い。
　私は法人会活動には、若い時に役員に抜擢され、長く参加している。現在、若手
の役員が少なく、会に参加してもらわないと、衰退する。若手経営者の発掘がこれ
からの急務な課題である。
　町会などの繋がりがあるので、若手経営者に何とか参加して貰うようにしているが。
　会員増強運動はこの地区はマンションの新築が増えているが、なかなかコンタクト
が取れず、また、登記だけで実際は活動していないところが多く、勧誘は難しい。
　ブロックとして合同で研修会を毎年予定し実施している。法人会には一緒に参加
してもらい魅力を伝える。

第 8 ブロック　組織委員長

川上 雅俊

新田支部　支部長

諏訪 法和

写真左から諏訪支部長（新田支部）、鈴木広報担当副会長（宮城支部）、川上第8ブロック長（新田支部）、坂田支部長（宮城支部）、北條支部長（小台支部）、川又広報委員（新田支部）

●川上第8ブロック長

●諏訪支部長（新田支部）

新年あけましておめでとうございます

特集
Vol.8

支部紹介 第8ブロック
（新田支部、宮城支部、小台支部）
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　行事、会合ともに参加者が少ない。昔は法人会以外で会があり、横のつながりが
あり、結びつきが強く、活発であった。高齢化によりそれらがなくなり、法人会以
外での若い人たちの参加する場がなくなった。集まる場もなくなり、リーダーもい
ない。昔からの地元出身の副支部長がいない。
　日帰り研修旅行は女性や子供が参加しやすい企画を考えている。

宮城支部　支部長

坂田 和夫

　いろいろな懇親会等を含め、法人会活動を行っているが、参加者が少ない。役員
の会社が廃業すると、役員の補充がままにならず大変である。未会員の増強よりも
現実には役員の増強が最も急務である。私の代わりに、支部長の受け手がいないの
で、支部長を辞められない。会員増強運動では事前にハガキを送り、実際に存在す
るかどうか確認してから、回っている。	
　小台地区はこの地域から出て行く人は多いが、入ってくる人が少ない。
　日帰り研修は屋形船での天ぷら食事会など、家族が参加しやすい企画を考えている。

	 （広報委員会　副委員長　永田 一雄）

小台支部　支部長

北條　進

王
子

氷川神社

荒川商高
文

江南中

王子生協病院

北豊島三局

王子税務署

ハローワーク王子

王子署

文

江北桜中
文

江北小
文

興本小
文

足立西高

高野小

文
文

文

文

堀船中
文

堀船小
文

王子桜中
文

王子小
文

新田中
文

足立新田高
文

王子自動車学校

足立保健所
江北保健総合
センター

ダイエー

東京成徳大高
（高等部）

東京成徳大高
（中高一貫部）

オーベルグランディオ
ハートアイランド

〒

扇大橋病院

扇
大
橋

中央環状線

荒川

扇
大
橋
駅

高
野
駅

江
北
駅

環七通り

10

4

9

7
5

12
86

3

①皮革財布・小物　サンユウ

②ギフト全般　カントー

③印刷全般　和邑

④電気通信工事 
　常陸放送設備

⑤スチールサッシ製造取付 
　登製作所

⑥自動車販売・整備 
　倉持モータース

⑦ FREEDOM

⑧プラスチック射出成型 
　ケイ・エヌ・エス五十嵐

⑨段ボールケース製造 
　王子段ボール

⑩設備工事業及修理 
　木村設備工業

法人会カード
サービス提供加盟店

●坂田支部長（宮城支部）

●北條支部長（小台支部）

第8ブロック
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秋雨のスウィングも素敵
「街頭広報」

税を考える週間

平成29年10月15日（日）
西 新 井 大 師

　不安定な雨天が繰り返される中、「税を考える週間」
を迎えて、街頭での広報活動が開催されました。
　本年も足立区立第十四中学校吹奏楽部の皆様にお出
で頂きました。奏でる音色とマーチングに磨きをか
け、平成 28 年 11 月 21 日の全国大会で七度目の金賞
を射止める実力校です。（平成 29 年 11 月 19 日今年も
金賞受賞されました）
　生憎の天気のため、広々とした境内でのセレモニー
や参道でのパレードは出来ませんでしたが、迫り出した

美しい本堂の屋根の下、午後 2 時より挙行されました。
　主催者である西新井納税六団体を代表して挨拶され
た鈴島会長は、その中で特に第十四中学校と西新井大
師様の甚大なご協力に感謝とお礼の言葉を述べられ、
その後来賓紹介と進行、この度は一世を風靡した大俳
優「長谷川一夫」氏のご息女で、女優の「長谷川稀
世」様のご臨席も頂きました。
　狭い会場をものともせず、踊るチアーガールに惹き
つけられるや、野外コンサートは「八木節」よりスタ

開会に臨みご来賓並びに主催との記念撮影
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ート致しました。
　音色とダンスで会場を瞬時に魅了する間合いに、税
金クイズの出題を、「玉ノ井部屋」三力士より順番に
出されるなどの趣向も加わり、答える生徒さんや顧問
の玉井先生と会場一体で、楽しみながら、知識として

「税」を知ることができました。
　問題の一部にも「イータ君」登場、もちろん会場に
も「ドーン」と参加、一張羅の緑服で体を張っての活
躍です。
　ジャズ・バラード・サンバ・マンボ・スウィングの
リズムに馴染みの曲目を織り交ぜて頂き、7 曲全て、
聞き入っているうちに閉会を迎えました。

　今回も大勢の方々のご参加を頂き、また皆様と地域
のご協力の中で、西新井納税六団体の活動の一環を披
露させて頂きました。
　日頃より納税道義の高揚や税知識の普及にと活動致
しておりますが、改めて「税」の大切さを感じていた
だけたらと願っております。
　また、役員が手配りした税に関するチラシやパンフ
レットが、受け取られた皆様の話題の一つにでもなっ
たら、それだけで嬉しいですね。
　雨降りの中、お疲れ様でした。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

さまざまな曲目を演奏される十四中の生徒の皆さん躍動感あふれるパフォーマンスに会場が湧きました

主催者を代表して挨拶する
鈴島西新井法人会長

長谷川稀世さん 出題中の玉ノ井部屋巨東 様 出題中の玉ノ井部屋唐津海 様 出題中の玉ノ井部屋芳東 様

（プライバシー保護のため、画像を加工しております。ご了承下さい）
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■ 元気な84歳は ｢良く働き、良く眠り、良く食べる｣

階段を上がってきては、ハアハアなっちゃって、も
う歳だなと思いました。84歳、元気でございます。朝
から晩まで働いております。

病気はたくさんしまして、心筋梗塞もやりました。
お弟子が真打ちになるたびに心筋梗塞をやりまして、
3回倒れました。

あの頃は無我夢中で働き出した頃だったものですか
ら、朝日新聞の連載を集中治療室で寝ながら書いてお
りました。そのぐらい一生懸命やりました。

■  三平師匠からの初デートのプレゼントはジュジュ

クリーム

私は夫とお見合いしました。夫は26歳でした、私は
18歳。「本当に、おまえがその気だったら、あちらさん
が何かくださるから、もらっておいでよ」と言われて
いたのです。帰るときに、どんどん歩きながら、なん
にもくれると言わないの。そうしたら「僕は、どうも
そういう趣味が悪いな」と言いながら化粧品屋さんに
入りました。そこでジュジュクリームを買ってくれた
のですよ。100円のジュジュクリームというのをその

NISHIARAI HOJINKAI Vol.24610

●演題　いつも笑顔で～あの戦争と母の言葉～ 
●講師　海老名 香葉子 先生

「税を考える週間」講演会

講演中の
海老名香葉子さん

代表して挨拶する
鈴島会長

開会の挨拶をする
安江副会長

平成29年11月29日（水）
西 新 井 法 人 会 館

　藤沼研修委員長の司会により、安江研修担当副会長、鈴島会長の挨拶に続き、海老名香葉子さんにご登壇いただき

ました。司会からも講師プロフィール紹介を行い、講演会開始となりました。
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頃売っていました。それが結納品でした。なんにもな
い頃でしたから、100円のジュジュクリーム一つ買っ
てもらって「どうもありがとうございます」って、う
れしかったですよ。それから何十年ってジュジュクリ
ームをつけてます。そのあと、一時化粧品屋さんがお
店を閉めてなくなっちゃったのです。困っちゃったわ
と思いました。どこにも売っていないという噂でし
た。それでも、ものを書いたりするときに、ジュジュク
リームということを書いていました。びっくりしたこ
とに、ジュジュクリームが大きな箱でドーンと送って
きてくれました。私、いままではケチをしてつけてま
したが、いまはいっぱいつけています。だから、少し
きれいになりました。80歳にしてはきれいだと言われ
ます。笑い話ですよ。

■ ｢一子相伝｣ の名人･竿忠に生まれる

私は昭和8年に本所で生まれました。父は職人の竿
師でございました。屋号は竿忠でございました。第1
回目のパリの万国博で入選しまして、一躍名前だけは
名人で通っていました。世界中で、すごい騒ぎで褒め
ていただいたのに、一子相伝で長男しか技を教えな
い。次男、三男は仕事場にも入らないのです。竿忠に
なって、初代、二代、三代、三代が私の父でした。
（御縁で結ばれ金馬師匠と親子関係となる）

■  ｢鼻ぺちゃかよこ｣ 母の口癖 ｢笑顔｣ でいたら ｢えく

ぼ」が出来た

それから、母はいつも私に言うのです。私は本当に
ブスだったのです。いまはジュジュクリームでよくな
りましたけれど、小さいときから「鼻ぺちゃかよこ」
なんて言われましてね。だけど「私はいい日に生まれ
たんだから大丈夫だ。いまにきれいになるわ」と思っ
ていました。自信を持っていました。だけど、本当に
兄は嫌なことを言うのですよ。「がよこ」って呼ぶん
ですよ。

でも、母は「そんなことないわよ。大丈夫よ。あの
ね、いつも笑顔でいればね、絶対にいいことがあるの
よ。だから笑顔でいなさいよ」と、母は口癖のように
言いました。だから、私はいつも、ニコッと笑ったの
です。そうしたら、ここにえくぼが出来まして、いま
はちょっとシワになっちゃいましたけど。えくぼが出
来るようになりました。

■ 親孝行は褒め言葉

戦前の人でないと分からないけれど、1日と15日は
赤のごはんです。仏さまのお花と御榊なんかは、新し
いのを買ってくる。私は新しいお花を買いに行くので
すね。そうしますと、「偉いね。朝からお使いして、偉
い子だね」と言ってくれました。朝からお使いして、
親孝行な子だな」と、大きな声で言ってもらえまし
た。　　

褒め言葉だったのです。いま、親孝行という言葉は
死語になってしまいましたけれど、息子なんかに怒る
ときは「なんだ！親不孝ものめ！」すると「おふく
ろ、そんな言葉は言わないでくれよ」と、せがれたち
は言いますけれど、まだ使っています。ときどき、優
しいことをしてくれると「親孝行してくれてありがと
う」と言ってやるのです。「歳を取ってさ、親孝行し
てもらうとうれしいんだ」って言っていたほうがいい
ですよ、親孝行しますから。

■ おじいちゃんが亡くなって3年7ヶ月後に

昭和16年8月13日、おじいちゃんが亡くなってし
まいました。

告別式があり、お砂糖はもう配給制度になっていま
した。親戚中のおばさんたちがお砂糖を持って来た、
それで葬式まんじゅうを知り合いのお菓子屋さんに頼
んだのです。「これをどうするの？」と聞いたら「皆
さんにお配りするんだよ。おじいちゃんが喜ぶからお
配りするんだよ」ご近所中にまきました。友だちが言
いました「かよちゃん、かよちゃんのおじいちゃんが
死んでくれたおかげで、甘いのが食べられたよ」と大
喜びでした。

父がどんなごあいさつをするのかなと思いました。
職人で無口ですから、大丈夫かなと、子どもの私がド
キドキしていました。そうしましたら、なんと「親父も
とうとうまんじゅう

4 4 4 4 4

になってしまいまして」とあいさ

「税を考える週間」講演会

NISHIARAI HOJINKAI Vol.246 11

研修委員全員で聴講者をお迎えしました
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つしたのです。そうしま
したら、その周りに黒山
の人だかりの人たちが、
みんな一斉に「うわあ」
って泣いたのです。「お
じいちゃんが亡くなっ
て、こんなに大勢の人が
泣くんだ？」と思いなが
ら、私も泣きました。そ

の泣いた大勢の人が、3年7ヶ月後、みんな消えていな
くなりました。戦争です。まさか、3年7ヶ月後に死ぬ
とは夢にも思いません。消えていなくなってしまいま
した。悲しいことです。

■ 躾としての挨拶が生きていた時代

「おやすみなさい」あいさつがきちんとありました
ね。「ごちそうさま、おやすみなさい」お風呂に入る
ときは、子どもでも「お先にいただきます」と言って
お風呂に入りました。一番最後でも、お先にいただき
ます。必ずそうでした。しつけでしょうかね、きちん
とありましたね。

■  思い込んでいた音痴が伯父の形見のハーモニカに

よりヒット歌謡曲をも作り出す

私は三味線を習いに行かせられていたのですが、三
味線の先生がどうもキーキーして、子どもなのに合わ
ない。お師匠さんが「あんたは本当に音痴な子ね」と
言われたのです。水をかぶせられたように「ハアー」
としちゃったのです。「もう絶対に歌を歌うのは辞め
よう」そう決心しました。

母がハーモニカを出して「これはコウタロウおじさ
んの形見なのよ。私だって音痴だと言われたけれど吹
けるわよ」と私の目の前で、母が「♪松原遠く〜♪」
と吹いてくれました。「これだったら、誰でも吹ける
から、これをやってご覧なさい」と言われたら、すぐ
に吹けました。「だから音痴じゃないわよ」と言われ
たとき「私は音痴じゃない」と芯から思いました。
後々『そんな夕子にほれました』という詞を書いてヒ
ット曲も持っています。

■ 税の話とお金の使い方

今日は法人会の皆さまがお集まりで、税の話をする
ことなのでございましょうけれど、税金が上がって大

変ですよね。法人税も上がるのでしょうか、大変です
よね。でも、税金ぐらいは、一生懸命働いて納めて、オ
リンピックのためでも、子どものためでも、お国のた
めに使ってくださるのならいいと思います。いいお金
を使ってくださるのならいいと思います。戦争に使う
ようなお金は使わないで欲しいな、そんな思いです。

■ 疎開と家族の死

父に連れられて沼津に疎開しました。学校が戦争色
で、ほとんど勉強なんかしませんでした。3日にいっ
ぺん、親兄弟から手紙が来ました。なによりの私の励
みでございました。

明くる年、1月23日付けの母の手紙。『いま、空襲警
報が解除になりました。夜更けです。かよこは大事な
国民です。万が一の場合は、おじさんやおばさんの言
うことをよく聞いて、明るく元気で強く生きてくださ
い』

3月9日、学校に行きましたら、すぐに帰宅命令が
出て、慌てて駆けるようにしておばさんの家へ。沼津
の香貫山というところの中腹なのです。急に飛行機が
低空で下りてきまして、ダダダっと。私の前に、自転
車のおじさんが走っていました。畑をやっているおじ
さんとおばさんもいました。私は防空頭巾をかぶっ
て、標準服そのままの格好で、農家の垣根の中に首を
突っ込みました。飛行機が遠ざかったと思ったら、頭
が火のように熱いの。爆弾のかけらでしょうか、ここ
に突き刺さっていました。防空頭巾のおかげで助かっ
た、ふっと見ましたら、自転車の輪っかがくるくる回
っていて、そこのところに血がバアっと広がった。怖
いと思って、飛んで帰っちゃった。なぜ、あのとき

「おじさん、大丈夫？」と言わなかったのかな、子ど
も心に、いまだに悔いが残っています。残念で、悔し
くて、やり切れません。私は自分のことをずっと卑怯
だったと思っています。

帰りついたら、おばさんが「今夜は大変になりそう
だからね」と。夜になりましたら「退避！退避！」獣道
ですけれど、山の中のをどんどん上って行きました。
途中まで行きましたら「東京の空が赤いぞ！」という
声がしました。「大丈夫かな？」凍り付いた地べたに正
座しまして、一心に拝みました。「どうか、神さま、お
願いです。みんなを助けてください。みんな死なない
でください。お願いです」と、明け方になったら「も
ううちに帰ろう」と、おばさんの子どもたちと一緒に

NISHIARAI HOJINKAI Vol.24612

司会担当の藤沼研修委員長
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帰りました。それで、学校に行ったのですね。そうし
たら、お友だちが「かよちゃん、本所深川は全滅だっ
てよ」と。私は、中学に行っている兄が二人、私より
二つ上の兄が一人ですね。その兄と父と母と祖母と
弟、みんな大丈夫だ、大丈夫だと思い込んでいまし
た。

しばらく経ちました。四日目の夕方、おばさんが
「かよちゃん！かよちゃん！早く来なさい」慌てて下
に飛んでいきました。そうしたら、麦畑の向こうで、
すぐ上の兄がボロボロに焼けただれて、唇がめくれち
ゃって、わあって立っているのです。「キイ兄ちゃ
ん！」って行ったら「かよこ、みんな死んじゃったん
だ」、涙をボロボロ流しながら兄は泣いて私に伝えま
した。

逃げ遅れたのです。詳しいことは分かりません。弟
のことを思うとあの子の生きた証はないのです。写真
もないのです。同じ下町に住んでいながら、親兄弟の
骨を拾えないまま終わります。骨だけがないのです。
まったく悲しいことです。

疎開先の沼津から、敵が上陸してきたら、アメリカ
兵を絶対に突き刺してやる。私がいの一番で突き刺し
てやるというくらい気持ちが変わりました。強い子に
なってしまいました。親の敵は絶対に討ってやるとい
う気持ちになったのです。

■ 石川県穴水での日々

おじさんが突然、急きょ海軍省が疎開するから一緒
に行ってくれと言われ、行きました。疎開先でしたけ
れど、いいところでした。こんないいところはないと
思いました。分校で、15、16人の生徒で、私は東京の
本所にいるときの成績は中の下でした。沼津に行きま
したら中の中になりました。穴水に行きましたら優等
生になりました。みんな仲よくしてくれました。

玉音放送が流れたあと、何日か経って、私は生きて
いかなくちゃいけない、もしかしたら、まだみんな生
きているかもしれない。もっと頑張っていかなくちゃ
いけないと思いまして、笑顔でいよう。笑顔のかよち
ゃんと言われるように、母が言ったように、いつも笑
顔でいよう。私はニコニコしていました。

現在、北國新聞というのがございまして、そこで連
載が始まりました。今度は私がマンガになります。

『笑顔のかよちゃん、えくぼのかよちゃん』というの
です。

■ 金馬師匠に拾われて

金馬師匠に拾われました。焼け野原、何を食べてい
いか分からない、お腹はペコペコです。でも、子ども
って強いですよ。お鍋でもなんでも拾ってきまして、
水は水道が壊れていますから出っぱなしです。

その水を入れて、やかんをかけて、煙が立っている
ところには火が「おばさん、火をくれる？」と言っ
て、火をもらって来て炊きましたね。

闇市で一番安いドングリ粉を買ってきて、食べまし
た。いつもドロドロになっちゃうの口に入れました
ら、ハアーというほどしびれちゃいました。どんな時
代が来ても食べないで。次にはふすま粉、麦の皮のと
ころ、それを練り入れるのです。雑草が生えてきまし
た。ハコベラ、アカザとツルムラサキをお鍋に入れ
て、ドロドロをすすって、塩気もなにもないですよ。
それで生きていたのです。

家の焼け跡から、銅像が出てきた。これは大切だと
思い本所から、腰ひもで背負いまして錦糸町の駅まで
出て、中野まで行ったのです。

その銅像は、現在でも朝倉彫塑館（あさくらちょう
そかん）、朝倉文夫先生の第一作目の作品なのでときど
き展示されています。脇に『孤児が焼け跡から拾い出し
てきたもの』と書いてくれて『名人　竿中』と書いてあ
る。私が背負ってきたから、あそこにあるのです。

小さな体で、骨だらけの女の子がですよ、背負って
持って来た。だから、いざとなったら人間って強い。
生き残れる力を持つのです。

■ いけないのは戦争

アメリカに行ったことがありました。ちょうど8月
15日だったのです。黙祷を捧げました。セルフサービ
スの食堂へ行きました。私の横に、あちらの男性が座
っているのです。新聞を広げて見ながらパンを食べて
いる。横にいた美どりが「こちらでも8月15日を大き
く取り上げているわ。お母さんのお隣の男性の方負傷
なさったのですって」と言いました。食事が終わった
らしく気がついたら、私の横にスッと立たれたので
す。背の高い、大きな方が突然、鳥打ち帽子を胸にや
り、私に頭を下げたのです。突然だったもので、私も
中腰になって「どうも」と言ったのです。その方は片
足が無かったの。パールハーバーで負傷し、私が戦災
孤児で悲しい思いをしたということを聞いてくださっ
て、それで帽子を胸に当て、私にお辞儀をしてくれた

「税を考える週間」講演会
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のです。はあー、人と人
が戦ったけど、焼夷弾が
落ちてきてみんな死んだ
けれども、戦争というも
のがいけないんだ。戦争
さえなければこんなこと
にならないんだと、つく
づく思いました。

■ 天皇皇后両陛下に疎開中のお話をする

京都の妙心寺さまからお電話があって「伺います。
天皇陛下、皇后陛下、皆さんの前でお話いたします」
と答えました。

今上天皇は宇都宮に疎開なさったから、下町の惨禍
はご存じです。美智子妃殿下も館林です。あの真っ赤に
燃えた空。戦争だけはしてはならないそんな思いです。

■ 北朝鮮のお友達ともお付き合いをしています

北朝鮮のお友だち、政治的な話は一切しません。そ
の女性が「キムチを漬けたから」と送って来ました。
それから「一度だけつくるからもらってくれる」と、
私に合わせてチョゴリを縫ってくれました。私は大和

魂を持っているから、なかなか着られません。でも
「お心がうれしいわ」と、ずっとお付き合いしていま
す。いまは毎日ニュースも入ってきますし、いろいろ
なことがございます。出来る限り、上の人たちが手を
つないでくれるようにして欲しいと思います。

■ 最後に

私の大好きな歌を歌います。小学校唱歌で小学校5
年のときに歌った『母の歌』を歌ってお別れにします。

― �音痴だと言われたかよちゃんは不安をよそにう
まく歌われ、お別れになりました―

海老名さんの実体験に基づく貴重な講演を聞かせて
いただき、また「母のうた」で締めくくられました。
会場の皆様、ご清聴ありがとうございました。
	 （研修委員会　委員長　藤沼 次男）

♪♪

♪♪

♪♪

♪♪

母の歌

母こそは　命のいずみ　いとし子を　胸にいだきて
ほほ笑めり　若やかに　うるわしきかな　母の姿

母こそは　千年(ちとせ)の光　人の世の　あらんかぎり
地にはゆる　天つ日なり　大いなるかな　母の姿

「税を考える週間」講演会

NISHIARAI HOJINKAI Vol.24614

閉会の辞を述べる
内田研修副委員長

講師へのあたたかい拍手で閉会いたしました
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　10 月 7、8 日に開催されたあだち区民まつり「A －
Festa2017」に、今年も社会貢献委員会、女性部会、
青年部会の共同事業として参加いたしました。
　参加準備では、国税、都税、区税の税金クイズの作
成に、各署の皆様に多大なるご協力をいただいており
ます。社会貢献委員会では、税金クイズ参加者の皆さ
んへのプレゼント用鉢花の選定には昨年より特に力を
入れておりまして、今年も参加者の皆様に喜んでいた
だける鉢花をそろえることができ、準備万端で当日を
迎えることができました。
　あだち区民まつりは、毎年開催期間中に雨天に付き
まとわれることが多く、案の定今年も初日午前中ま
で、雨に見舞われ午後には雨はあがったものの大変足
元の悪いなかの作業となってしまいました。税金クイ
ズ実施にも影響を及ぼすような天気でしたが、2 日間

を通して西新井税務署からは、築城署長、上原副署
長、鈴木副署長、袖山総務課長、本多法人課税第１統
括官、中津留総務課長補佐、西田法人審理上席が来場
され、鈴島会長、清水女性部会長、野口青年部会長と
共に事前準備から税金クイズの採点までお手伝いいた
だきました。誠にありがとうございました。また、税
金クイズのスタートの前には皆様から激励をいただき
ました。
　あだち区民まつりで、西新井法人会が行っている税
金クイズ実施の際にできる長蛇の列は、長年にわたる
実施実績からも区民まつり屈指の風物詩になっていま
す。その要因には我々が参加に際しまして主催者から
用意していただいている場所にも大きな要因があると
思います。まつり会場に足を運ぶほとんどの方が、荒
川土手を越えて「虹の広場」に向かうスロープを下り
て会場に向かいますが、スロープを下りる際に最初に
目にする看板の一つが西新井法人会であり、税金クイ
ズ参加者が長蛇の列を作っている場所がまさにそのス
ロープなのです。本当にありがたいことです。
　税金クイズは、初日は大変足元の悪いなか雨を避け
ながら午前中一回、雨が上がってから午後一回予定通
りに行うことができました。二日目は物凄い紫外線が
降り注ぐ晴天のなかの税金クイズの実施となりまし
た。雨天でないことは大変よかったのですが、これほ
ど晴天となりますと、参加者の皆様は顔を真っ黒にし

NISHIARAI HOJINKAI Vol.24616

平成29年10月7日（土）･ 8日（日）
荒 川 河 川 敷 ･ 虹 の 広 場

社会貢献委員会・青年部会・女性部会共催

開会前に挨拶される築城署長 挨拶する鈴島会長

贅沢な思い 
  ～あだち区民まつりに参加して～

A-Festa 2017
あだち区民まつり
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ながらの活動となりまして、約 70 分間降り注ぐ紫外
線を浴びながら、税金クイズを実施することになりそ
れはそれで困ったことでした。もちろん参加の皆様の
顔も、クイズが終わる頃には真っ黒になってしまいま
した。
　また毎年我々の活動の締めを飾っていただいている
女性部会さんの力一杯の「流し踊り」。参加者全員で
しっかり応援させていただきました。晴天の中、疲れ
を感じさせない素敵な踊りでした。
　毎年のように見舞われる雨空を憂鬱な思いで見上げ

ていた自分が、二日目に「こんなに晴れなくても良い
のだけどなぁ」と思ってしまったことは、贅沢な思い
なのでしょうか。開催終了後、あだち区民まつり主催
者から来場者総数の発表があり、7日（土）14 万人、8
日（日）23 万人で合計 37 万人の来場があったという
ことでしたが、土曜と日曜の違いはあると思いますが、
雨天と晴天ではこんなに来場者に差がでるのですね。
　来年は、程々の天気であだち区民まつりの日を迎えた
いと都合よく思うことは、やはり贅沢な思いですね！

（社会貢献委員会　委員長　松崎 顕治）

挨拶する松崎社会貢献委員長 挨拶する野口青年部会長

流し踊りにも参加しました

挨拶する清水女性部会長

贅沢な思い 
  ～あだち区民まつりに参加して～

1日目

2日目
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平成29年10月24日（火）
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部

　台風一過で秋の青空を仰ぐ中で第 23 回法人会ゴルフ大会が栃木ヶ丘ゴルフ倶
楽部で盛大に開催されました。実は当日台風直撃が予想され開催が危ぶまれまし
たが、台風自身が「OB ゾーンに逸れて」幸いにも好天に恵まれました。29 組
113 名と前回を大きく上回る参加者があり大会の存続が厳しいとの声もある中で
参加頂き改めて感謝を申し上げたいと思います。
　成績は「男女総合の部」で優勝は秋山秀雄氏（本木支部）準優勝は清水幸治氏

（古千谷・伊興支部）第三位は小林満氏（加賀・鹿浜支部）で「女性の部」で優
勝は沢目民智氏（西新井本町支部）準優勝は金本美恵子氏（女性部会）第三位は
高橋光子氏（島根・栗原支部）ベスグロは男子 76・女子 86 と素晴らしいスコア
でした。全体の 7 割強の方がアウトコースのスコアがインコースを上回っていた
事も大きな特徴であったコンペでありました。
　怪我等もなく無事に終了出来更に来年につながるコンペとなりました。ご協力
頂きました関係各位に感謝し、御礼を申し上げ報告と致します。誠にありがとう
ございました。	 （厚生委員会　副委員長　田中 正憲）

【男女総合の部】優勝の本木支部
秋山 秀雄さん（写真左）と鈴島会長

【女子の部】優勝の西新井本町支部
沢
さわ

目
め

民
みん

智
じ

さん

法人会ゴルフ大会
第23回

●男女総合の部
順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 秋山 秀雄 43 45 88 16.8 71.2
2 清水 幸治 42 45 87 15.6 71.4
3 小林　 満 38 39 77  4.8 72.2
4 鈴島　 健 42 40 82  9.6 72.4
5 吉田 眞二 37 39 76  3.6 72.4

●女子の部
順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 沢目 民智 43 43 86 10.8 75.2
2 金本 美恵子 45 45 90 14.4 75.6
3 髙橋 光子 55 55 110 33.6 76.4
4 小川 節子 50 52 102 25.2 76.8
5 高際 テル子 48 53 101 24.0 77.0
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ゴルフ大会参加者の勇姿
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　西新井税務署主催による、平成 29 年度納税表彰式
は国歌斉唱に続き、西新井税務署・築城尚志署長より
表彰並びに感謝状の贈呈が行われた。
　今年度の税務署長表彰状受彰者は法人会より、青木
正勝氏、小川節子氏、白井䕶氏と、青色申告会 3 名、
間税会 1 名。次いで行われた税務署長感謝状贈呈の受
彰者は法人会より、牛込成年氏、江川彰一氏、川名一
重氏、中田輝子氏と、納税貯蓄組合連合会 1 名、青色
申告会 3 名、間税会 1 名の他、広報活動に多大なご協
力をされた玉ノ井部屋と租税教育に熱心に取組まれた
伊興小学校が受彰されました。また財務大臣表彰の矢

ノ倉利明氏（青色申告会）、国税庁長官表彰の清水洋
子氏（間税会）、東京国税局長表彰の野口冨次郎氏

（青色申告会）の紹介と受彰が披露され、式辞で築城
署長は受彰者への祝意と納税六団体の活動に謝意を表
され、また税務行政への協力と各会の健やかな発展を
願うと述べられた。
　結びにあたり、受彰者を代表して青木氏は「栄えあ
る受彰に感激しています。これからもそれぞれの会の
活動の支えとなれるよう力を尽くします」と謝辞を述
べた。

（相談役　小泉 忠男）

平 成 29 年 度 納 税 表 彰 受 彰 者

◆西新井税務署長表彰状
青木 正勝　副 会 長〔副会長〕

小川 節子　常任理事〔広報委員長〕
白井 　䕶　理　　事〔財務副委員長〕

◆西新井税務署長感謝状
江川 彰一　理事〔西新井第一支部長〕
川名 一重　理事〔扇支部長〕
牛込 成年　理事〔梅島支部長〕
中田 輝子　理事〔女性副部会長〕

平成29年度

納 税 表 彰 式
平成29年11月15日（水）
西 新 井 法 人 会 館
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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３名・感謝状４名
合計７名が受彰されました
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　加賀・鹿浜、谷在家・皿沼、鹿浜、堀之内・椿・江
北の 4 支部合同で日帰り研修旅行を開催しました。行
先は、千葉県の南房総・白浜温泉で、4 支部から 46
名の参加者が集まりました。
　配車地を 7 時 30 分に出発し、バスは南房総へ向け
てまっしぐら。
　車中では、まず、井上ブロック長が「4 支部合同研
修で法人会に一層の力をつけよう」とあいさつし、続
いて青木西新井法人会副会長が「会員増強に一段と力
を入れてほしい」旨の挨拶がありました。その後は税
務研修で、「法人と消費税」について CD を一同で見、
研修しました。
　研修後は、ビール等アルコール類が配られ、和気あ
いあいの車内となりました。南房総の快晴のおだやか

な海を見ているうちに「アロハガーデンたてやま」に
到着しました。ここは、トロピカルハワイアンゴール
ドともいわれる南国の植物・動物ランドです。いくつ
もの温室を見学し、最後は動物園を見て巡りました。
　昼食は房総半島の最南端である白浜に立地する海辺
のホテル南海荘です。目前に広がる壮大な碧い海、そ
して白亜の野島埼灯台。一同、景色に目をとられなが
ら宴会場に入りました。また、白浜温泉の湯にゆった
りとつかりました。
　帰りは交通渋滞もありましたが、ビンゴなどで盛り
上がりました。
　「この絆と連体を来春の法人会旅行で再現を」を合
言葉に一同笑顔で足立区に帰ってきました。

（鹿浜支部　顧問　野辺 愼一）

あいさつする井上ブロック長

ホテル南海荘の前で記念写真

ずらり並んだ懇親会料理

第4
ブロック 秋の南房総 平成29年11月12日（日）

千 葉 県 南 房 総 市
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　10 月 28 日（土）曇り空の中、参加人数大人 33 名で 7
時 30 分に梅田を出発しました。バスは首都高速・外
環を経て関越道と新潟へ向かいました。車中では市川
厚生委員の司会で梅田第 2 支部の松本会長、渡辺第 7
ブロック長の挨拶、その後、ビデオの研修テーマは

「他人ごとじゃない、今日から始めよう糖尿病予防」
の研修を受けました。
　あっという間に日本 2 位のトンネルに入りました。
トンネルをぬけ新潟に。「魚野の里」でしかお土産を
買うところがないと言われ、新潟のお土産の品を皆さ
んたくさん買い、15 分程で塩沢宿の散策をし、湯沢
での昼食は「保よし」で舞茸尽くしのお料理をいただ
き、南魚沼のこしひかりはおいしかったです。今日の
メインのドラゴンドラに乗り、赤や黄色に日々色付く
美しい紅葉と雄大な平

たいらっぴょうやま

標山や神秘的な二
ふた

居
い

湖
こ

を眺め
ながらの 5.5km の空中散歩を楽しみました。

　帰路の車中では名司会者がビンゴゲーム・じゃんけ
ん大会で盛り上がり、親交を深め長い車中の中とても
楽しくしていただき、無事到着しました。

（梅島支部　梅田 伍子）

ドラゴンドラ搭乗前に全員で

♪楽しかったわ〜〜♪

第7 
ブロック

日帰りバス研修会
～長さ5481ｍ絶景の紅葉を空中散歩で～

平成29年10月28日（土）
新 潟 県

　平成 29 年 9 月 22 日（金）江北支部、扇支部合同によ
る日帰り研修旅行を行いました。
　当日はあいにくの雨模様のお天気となりましたが、
江北支部 22 名、扇支部 23 名総勢 45 名で各支部の集
合場所を出発。送迎のバス車中にて DVD「経営に差
がつく知って得する税のお話」「これだけは知ってお
きたい決算対策」による研修を実施しました。
　その後、屋形船（濱田屋）に到着し会員交流会を行
いました。浜田屋自慢の天麩羅などの料理に舌鼓。

（今回はテーブル席でゆったりとした席でもあり参加
者の皆様に好評でした）
　続くカラオケでは、東京湾の雨に煙る夜景をバック
に、日頃鍛えた美声を大勢の皆様に披露して頂き、歌
にあわせて、飛び入りの踊りも入り船内は和気藹藹と
なりました。
　会員相互の親睦も行うことが出来、話は尽きないと
ころですが、次回またの参加を約して、無事に終了し
ました。	 （扇支部　田口 昭夫）

第5
ブロック 雨にも負けず和気あいあいと 平成29年9月22日（金）

東 京 都 内
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　今年度の全法連大会は、北陸の中核都市・福井市で
開催され、西新井法人会からは鈴島会長と副会長経験
者等 7 名が参加し、会場の福井県産業会館には全国
410 法人会から 1,750 名が大会に臨んだ。
　第１部記念講演は、毎日新聞専門編集委員・与良正
雄氏の講演「今後の政治と経済の行方」、第２部は佐
川宣寿国税庁長官、西川一誠福井県知事等多くの来賓
を迎えての式典で、全法連・小林栄三会長は「成長戦
略を推し進めるためには、地域経済と雇用を担う中小
企業の活性化が不可欠であることを踏まえて今年度の

“税制改正についての提言”を取りまとめた」と挨拶
された。また式典では、税制改正提言報告及び租税教
育活動の事例発表と、法人会活動の各部門における表
彰が行われた。西新井法人会は、会員増強表彰部門の

「顕著な成果を挙げた単位会に対する表彰」で、特別
最優秀賞（全国 4 単位会）を受賞いたしました。後の
懇親会で、「この受賞は、西新井会法人会全員の努力、
協力に依るものであり諸先輩の方々を含め皆様に感謝
すべき」と喜びを語りあった。
●講演・与良正雄氏「今後の政治と経済の行方」

　大会開催日は、9 月 28 日の臨時国会開催の衆議院冒
頭解散から、自公連立内閣の是非、民進党の分裂、希
望の党の進出、立憲民主党の立党等、3 極対決選挙と

して、連日新聞・TV のマスコミ報道の渦中にあり、
講演はそれらの情報を分析した報告会的なものとなっ
た。この会報誌をご覧になる時は、既に「あの総選挙
の結果」と語り草になってしまっていると思います。
　与良氏の言葉で記憶的なことは、希望の党の小池氏
とは記者としての取材のほか、議論も重ねた経験か
ら、彼女は自分より目立つ人を疎む人であり、選挙結
果によっては自民党分裂による連立政権を視野に入れ
ているのでは ?　と話されたことが印象にある。

（西新井法人会　相談役　小泉 忠男）

平成29年10月5日（木）　福井市・福井県産業会館

法人会全国大会・福井大会第34回 

● 福井県法人会連合会　
福井（福井市）、敦賀（敦賀市）、南越（越前市）、小浜（小
浜市）、奥越（大野市）、坂井（あわら市）の各法人会で組
織され、今大会で会員増強努力賞・高加入率維持優秀賞
を受賞。

●「人口比の社長輩出率」全国 №１
福井県は県人口70人に1人が社長さん
…社長数11, 217人・1.43％で35年連続トップ。
②山梨県（1.27％）、③富山県（1.15％）、④新潟県（1.13％）
全国の社長数は939,334人で社長輩出率 0.74％

［帝国データバンク調べ］

DATA
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　西新井法人会館にて、10 月 6 日（金）午後 2：30 よ
り、平成 29 年度の源泉部会研修会「フィンテックの
基礎知識」、「源泉徴収のポイントⅡ」が開催され 10
名の出席がありました。
　始めに清水源泉部会長から開会の言葉があり、その
後研修へと移りました。研修内容として、初めにビデ
オ上映、次に講演を行いました。
　今回のビデオ内容は①フィンテックの基礎知識（約

26 分）続いて、講師である西新井税務署統括官小島
等様より②演題「源泉徴収のポイントⅡ」「源泉所得
税の誤りやすい事例」（約 60 分）についてでした。
　最後に、跡部副部会長から、閉会の挨拶により閉会
致しました。
　今年度も西新井法人会の源泉部会会員を随時募集し
ております、よろしくお願いします。

（源泉部会　幹事　山田 泰子）

第２回研修会

平成29年10月6日（金）
西 新 井 法 人 会 館

講師を担当した
小島法人第二統括官

講演内容について説明する
小倉副会長

開会の挨拶をする
清水部会長

閉会の挨拶をする
跡部副部会長

司会を担当した
廣田幹事

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 29 年 11 月 9 日（木）〜10 日（金）高知県高知市
の高知県民文化ホール（式典・講演会会場）、三翠園

（懇親会場）において、第 31 回全国青年の集い高知大
会が開催され、当会青年部会からは、野口部会長をは
じめ他 9 名で参加しました。1 日目に開催された租税
教育活動プレゼンテーションでは、各局連代表 11 の
青年部会から発表され、続いて会場を移し、開催され
たウェルカムパーティーでは、情報交換し交流を深め
てきました。2 日目の部会長サミットは、「子供たち
が税の使い道について考える機会を提供する」をテー
マに、円卓会議が行われ、実践するための手法につい
て議論してまいりました。そして、部会長以外の会員

が 10 日から合流し会場近くの高知城を見学し、その
後物産展へ行き高知の名産物を堪能しました。また、
文化ホールにて記念講演では間寛平氏を講師に迎え、

「走ることで伝える大切な事」をテーマにユーモラス
なお話を聞かせて頂きました。大会式典では、前日に
行われた租税教育活動プレゼンテーションの結果発表
が行われ、次回開催地の岐阜大会の PR 紹介し、盛会
に閉会をしました。
　結びに青年部会といたしましては、租税教育活動の
質的向上を新たな目標に掲げ、今後の青年部会のさら
なる活性化を目指して参りたいと思います。

（青年部会　副部会長　後藤 昭仁）

平成29年11月9日（木）〜10日（金）
高 知 県 民 文 化 ホ ー ル

第31回  法人会全国青年の集い
青年部会

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。
　尚、申込いただいても採用出来ない場合もございますのでご了承下さい。

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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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。
　尚、申込いただいても採用出来ない場合もございますのでご了承下さい。

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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　去る 11 月 8 日「第 7 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。
今年は「竹の塚地域学習センターホール」に会場を移
しての挙行となりました。当日は鉄道の遅延があり出
席児童の遅刻が懸念されましたので、10 分遅れの開
式となりました。
　当コンクールの今年度応募総数は 798 通（西新井税
務署管内）となり、昨年に増しての勢いに主催者には
嬉しい限りです。
　優れた作品に選ばれ登壇した児童の顔には真剣さの
中に誇らしさが滲み出ていました。

　当式の為に西新井、足立両税務署署長をはじめ多数
のご来賓の出席を賜り、また御挨拶も頂戴致しました。
御挨拶の中に、児童の皆さんも消費税と言う形で税金
を払っているので、その使い道もしっかり見つめ、将
来、税金の使い道を決めたり、吟味する側になって欲
しいとの話があり、聴いていた私も日本の未来を担う
児童の皆さんに言葉に出さずエールを送りました。
　来年も数多くの小学校で租税教室が開催され、沢山
の児童の皆さんにコンクールに参加してもらいたいと
切願します。

　　　　（女性部会　副部会長　梶 千草）

絵はがきコンクール 表彰式
平成29年度

平成29年11月8日（水）開催 　竹の塚地域学習センター

女性部会

大勢の保護者、児童が出席されました
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西新井第二小学校 西伊興小学校

鹿浜五色桜小学校 西新井第一小学校

栗原北小学校 皿沼小学校

梅島第二小学校 栗原小学校

伊興小学校 梅島第一小学校
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　毎年 4 月に実施していた女性部会の一泊研修旅行を
今年度は秋に行なった。参加者 17 名。
　秋晴れに恵まれた二日間は、車中から富士山が大き
く見え隠れし、その度に車中は歓声で溢れた。
　最初の訪問地は、曹洞宗大雄山最乗寺。樹齢 500 年
以上の老杉が約 2 万本。開創 600 年の歴史を持つ関東
の霊場（パワースポット）である。紅葉の名所として
も名高く眩しいほどの美しさであった。当寺には天狗
伝説があり、夫婦和合の象徴である朱塗りの巨大な高
下駄の前で「ハイ、ポーズ」。

　昼食後は、下田郷土資料館へ。ペリー来港から日米
和親条約締結までの関連書類やアメリカ領事館での生
活で使われていた日用品などが展示されている。
　下田は「唐人お吉」伝説の地でもある。初代米国総
領事として赴任したハリスに看護婦として仕えたお吉
であったが、解雇後は世間の好奇の目に晒され辛く悲
しい人生となった。
　二日目。朝、黒船号に乗船し下田港を遊覧。次の訪
問先は、国指定重要文化財である岩科学校。なまこ壁
や唐破風の日本の伝統的な様式と洋風を取り入れた美
しい校舎である。明治 6 年創立。その後、13 年に岩
科村戸長であった佐藤源吉が私財を投じて開校した。
2 階「鶴の間」の四方の欄間には、鏝絵で有名な入江
長八による 138 羽の鶴が飛翔する姿が描かれており、
その美しさに目を奪われ暫し足を止めた。
　実に楽しく見聞を拡げた旅であった。

　　　（女性部会　副部会長　小倉 雅榮）

（長八の作品は、千住大橋近くの橋戸稲荷神社で観ることができ
る。足立区有形文化財）

平成29年11月19日（日）〜20日（月）
静 岡 県 弓 ヶ 浜 温 泉

伊豆半島一周の旅
女性部会
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　あけましておめでとうございます。旧年中の本誌ご愛読に感謝申し上げます。今年も広報委員会一同、

法人会のパイプ誌として頑張って参りたいと思いますので情報のご提供を宜しくお願いいたします。
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　　〜お知らせ〜

　「特集第二弾」といたしまして、総務委員会を始め
他 7 委員会の紹介を予定しております。
　まだ各関係の皆様には内諾は頂いておりませんが、
順を追い H30 年 3 月発行 Vol.247 号からページを飾っ
て頂く予定でございます。
　各委員会の今の活動状況を広くご周知頂くことは、
全会員様に大きくご理解を頂く弾みになると思います。
　当広報委員会も限られた時間の中での活動は、関係
委員会の皆様同様スケジュールに追われることも必然
となりますが、特集の中で新たな発見や皆様に伝えた
い局面がご披露出来るのではないかと願っております。
　会員同士が理解しあえる広報誌として「特集第二弾」
に是非ともご期待下さいます様お願い申し上げます。

〜結びにあたり〜

　「特集・支部紹介」はこの度の Vol.246 号本誌にて、
第 8 ブロックを最後に会員組織一巡させて頂きました。
　平成 28 年 7 月発行 Vol.238 号よりスタート致しまし
て 8 回 1 年半、地域の会員様の傍らで、法人会の為、
支部の為と絶えずアンテナを張り、仲間作りや交流の
発展にと活躍中のブロック長・支部長の皆様でした。
　また会員増強活動も佳境の時期かと思われますが、
各社訪問の際は特集ページをご利用頂き「安心」と

「親しみを込めた」お声掛けの第一歩にご活用下さい
ます様お願い致します。
　取材のご協力に感謝とお礼を申し上げまして「特集
第一弾」を閉じさせて頂きます。

　（広報委員会　委員長　小川 節子）

次号から紹介する委員会（予定）

総務委員会
財務委員会
税制委員会
広報委員会

研修委員会
厚生委員会
サービス事業委員会
社会貢献委員会

各委員会の　  を報告
乞うご期待ください

今
特集第二弾

西新井法人会報_246号.indd   31 17/12/25   16:10



NISHIARAI HOJINKAI Vol.24632

　西新井優申会では、平成 29 年 10 月 17 日『署長講
話と会員の集い』を開催いたしました。
　当日は、西新井税務署より、築城尚志署長、上原学
副署長、本多文美子法人課税第一統括官、西田直任法
人審理上席のご臨席を賜り、新たに会員になられた㈱
星医療酸器様、小勝工務店㈱様をはじめ会員企業 28
社の参加をいただきました。
　第１部では司会の白井副会長の開会、横瀬幸弘会長
の挨拶で始まりました。署長講話は「茶のくにのはな
し」の演題で、築城署長が以前に勤務された福岡県八
女市のはなしを主にされました。八女市はお茶の生産

で有名（現地の優申会会員はお茶業者が多い）です
が、歴史と伝統文化もちろん自然にも恵まれた魅力あ
る土地柄ということを知ることができました。また署
長自ら八女市より資料をお取り寄せいただき、わかり
易く興味深い講話をいただいたことに感謝申し上げま
す。
　第 2 部懇親会では、署幹部の皆さまや会員の多くの
方々にお話を賜りました。司会者の暴走と参加者の皆
様のご協力にお詫びと御礼を申し上げましてご報告と
いたします。

（西新井優申会　幹事　野口 松一郎）

西新井優申会

「署長講話と会員の集い」
平成29年10月17日（火）　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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西新井税務署からのお知らせ 
 

 
◆ 平成 29年分の確定申告について ◆ 

 申告書の提出・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30年３月15日(木) 

平成30年４月20日(金) 

贈     与     税  

消費税及び地方消費税  平成30年４月２日(月) 平成30年４月25日(水) 

※ 贈与税については、振替納税制度がありません。 
 
◆ 申告書作成会場の開設期間 ◆ 

開設期間 会場 所在地 時間 

２月 13 日(火)～ 

３月 15 日(木) 

※土、日を除きます。 

西新井税務署 
足立区 

栗原３－10－16 

【受付】 

午前８時 30 分から 

（提出は午後５時まで） 

【相談】 

午前９時 15 分から午後５時まで 

※ 上記期間以外は、税務署の申告書作成会場は開設していませんのでご了承ください。 
※ 会場開設日及び最終週は、大変な混雑が予想されますのでご了承ください。 
※ 税務署の駐車場は狭いため、お車での来署はご遠慮ください。 
※ 会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがありますので、なるべ
く午後４時までにお越しください。また、混雑の状況によっては長時間お待ちいただ
くこともありますので、ご了承ください。 

※ ご来署の際は、前年の確定申告書等の控えや源泉徴収票など申告に必要な書類、印

１鑑及びマイナンバーに係る本人確認書類（①マイナンバーカード又は②通知カードな

２どの番号確認書類及び身元確認書類（運転免許証や公的医療保険の被保険者証など））

３の写し等をご持参ください。 
 
◆ 確定申告期間中の休日開庁日について ◆ 

２月 18 日及び２月 15 日の日曜日に限り、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。 

 
 

◆ 医療費控除について ◆ 

平成 29 年分の確定申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必

要となりました（領収書の提出は不要となりました。）。 
※ セルフメディケーション税制の医薬品購入費も同様で、「セルフメディケーション
税制の明細書」の添付となります（「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
は、添付又は提示が必要です。）。 

※ 医療費（医薬品購入費）の領収書は、自宅で５年間保存する必要があります（税
務署から求められたときは、提示又は提出が必要です。）。 

※ 経過措置として、平成 29 年分から平成 31 年分までの確定申告については、医療
費（医薬品購入費）の領収書添付又は提示によることもできます。 

 
◆ ダイレクト納付口座の複数利用の開始について ◆ 

預貯金口座ごとにあらかじめ「ダイレクト納付利用届出書」を提出することで、平成
30 年 1 月 4 日（木）から、ダイレクト納付の際に利用する預貯金口座を選択すること
ができるようになります。 
これにより、例えば、源泉所得税や法人税など、税金の種類別に異なる預貯金口座を

使用して、ダイレクト納付がご利用になれます。 
ますます便利なダイレクト納付を、この機会に是非ご利用ください。 

※ 同一金融機関における複数の預貯金口座のダイレクト納付の利用可否については、
国税庁ホームページに掲載している「利用可能金融機関一覧」（http://www.nta.go. 
jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/kinyu.htm）をご確
認ください。 

※ 各金融機関における複数の預貯金口座の開設の可否については、ご利用の金融機関
にご確認ください。 

※ 詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）をご覧ください。 
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くこともありますので、ご了承ください。 
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１.財政健全化に向けて
○消費税率１０％への引き上げは、財政健全化と
社会保障の安定財源確保のために不可欠である。
国民の将来不安を解消するために、「社会保障と
税の一体改革」の原点に立ち返って、２０１９年１０
月の税率引き上げが確実に実施できるよう、経
済環境の整備を進めていくことが重要である。
○「骨太の方針２０１５」では、歳出面で２０１６年度
から１８年度までの３年間で政策経費の増加額を
１．６兆円（社会保障費１．５兆円、その他０．１兆円）
程度に抑制する目安を示した。この２年間におい
ては目安を達成していることから、最終年度にお
いても政策経費の抑制は確実に行うべきである。
○財政健全化は国家的課題であり、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、また歳出については、聖域を設けずに分野別
の具体的な削減の方策と工程表を明示し、着実
に改革を実行するよう求める。
○消費税についてはこれまで主張してきたとお
り、税率１０％程度までは単一税率が望ましいが、
政府は税率１０％引き上げ時に軽減税率制度を
導入する予定としている。仮に軽減税率制度を導
入するのであれば、これによる減収分について安
定的な恒久財源を確保するべきである。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障分野では団塊の世代すべてが後期高
齢者となる「２０２５年問題」がクローズアップされ
てきた。医療と介護の給付急増が見込まれるた

めで、これを「重点化・効率化」によって可能な限
り抑制し、かつ適正な「負担」を確保していかなけ
れば、社会保障制度が立ち行かなくなる。
○少子化対策では、現金給付より保育所や学童
保育等を整備するなどの現物給付に重点を置く
べきである。その際、企業も積極的に子育て支援
に関与できるよう、企業主導型保育事業のさらな
る活用に向けて検討する。なお、子ども・子育て
支援等の取り組みを着実に推進するためには安
定財源を確保する必要がある。

３．行政改革の徹底
○行政改革を徹底するに当たっては、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。
○国・地方における議員定数の大胆な削減､歳費
の抑制。

４．消費税引き上げに伴う対応措置
○消費税率１０％への引き上げと同時に低所得
者対策として軽減税率が導入されることになっ
ているが、１０％程度までは単一税率が望ましい
ことを改めて表明しておきたい。これまでも指
摘してきたように、軽減税率は事業者の事務負
担が大きいうえ、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極めて問題が
多いからである。
○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。

１．法人実効税率について
○ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率平均は約２５％、
アジア主要１０カ国の平均は約２２％となっており、
我が国の税率水準は依然として高い。今般の税
率引き下げの効果等を確認しつつ、国際競争力
強化などの観点からさらなる引き下げも視野に
入れる必要がある。

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。
○租税特別措置については、税の公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものや適用件数
の少ないものは廃止を含めて整理合理化を行う
必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活
性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、
本則化すべきである。なお、少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例措置の適用期限が
平成３０年３月末までとなっていることから、直ち
に本則化することが困難な場合は、適用期限を
延長する。
①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。　
②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。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。先般、納税猶予制度の改正で要件緩和
や手続きの簡素化などがなされたが、さらに抜
本的な見直しが必要である。
○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
事業に資する相続については、事業従事を条件
として他の一般財産と切り離し、非上場株式を含
めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除す
る制度の創設が求められる。
○相続税、贈与税の納税猶予制度について要件
緩和と充実
上述の本格的な事業承継税制が創設されるまで
の間は、相続税、贈与税の納税猶予制度について
要件緩和と充実を図ることを求める。

①株式総数上限（３分の２）の撤廃と相続税の納
税猶予割合（８０％）を１００％に引き上げる。
②死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免
除されない制度を、５年経過時点で免除する制度
に改める。
③対象会社規模を拡大する。

○地方活性化には、国と地方の役割分担を見直
し、財政や行政の効率化を図る地方分権をさらに
進めねばならないが、同時に現在推進中の地方
創生戦略の深化も極めて重要である。その共通
理念として指摘しておきたいのは、地方の自立・
自助の精神である。
○ふるさと納税制度で一部に見られるような換
金性の高い商品券や高額または返礼割合の高い
返礼品を送付するなどの過度な競争には問題が
あり、適切な見直しが必要である。
○異常な水準にまで悪化した我が国財政を考え
ると、国だけでなく地方の財政規律の確立も欠
かせない。とくに、国が地方の財源を手厚く保障
している地方交付税の改革をさらに進め、地方
は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必要
がある。

○東日本大震災からの復興に向けて復興期間の
後期である「復興・創生期間（平成２８年度～３２年
度）」も２年目に入っているが、被災地の復興、産
業の再生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。

○税の意義や税が果たす役割を必ずしも国民が
十分に理解しているとは言いがたい。学校教育
はもとより、社会全体で租税教育に取り組み、納
税意識の向上を図っていく必要がある。

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Ⅰ

経済活性化と中小企業対策Ⅱ

地方のあり方Ⅲ

震災復興Ⅳ

その他Ⅴ

―― 東京法人会連合会 ――

法人会の「平成３０年度税制改正に関する提言」が、9月２１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税制委員会の

審議を経て、取りまとめられたもので、｢税・財政改革のあり方｣「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８０万会員の声として、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440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。

超高齢化社会に対応した社会保障制度の構築と
中小企業に税制措置でさらなる活力を！

法人会の「平成３０年度税制改正に関する提言」まとまる

NISHIARAI HOJINKAI Vol.24636

西新井法人会報_246号.indd   36 17/12/25   16:10



１.財政健全化に向けて
○消費税率１０％への引き上げは、財政健全化と
社会保障の安定財源確保のために不可欠である。
国民の将来不安を解消するために、「社会保障と
税の一体改革」の原点に立ち返って、２０１９年１０
月の税率引き上げが確実に実施できるよう、経
済環境の整備を進めていくことが重要である。
○「骨太の方針２０１５」では、歳出面で２０１６年度
から１８年度までの３年間で政策経費の増加額を
１．６兆円（社会保障費１．５兆円、その他０．１兆円）
程度に抑制する目安を示した。この２年間におい
ては目安を達成していることから、最終年度にお
いても政策経費の抑制は確実に行うべきである。
○財政健全化は国家的課題であり、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、また歳出については、聖域を設けずに分野別
の具体的な削減の方策と工程表を明示し、着実
に改革を実行するよう求める。
○消費税についてはこれまで主張してきたとお
り、税率１０％程度までは単一税率が望ましいが、
政府は税率１０％引き上げ時に軽減税率制度を
導入する予定としている。仮に軽減税率制度を導
入するのであれば、これによる減収分について安
定的な恒久財源を確保するべきである。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障分野では団塊の世代すべてが後期高
齢者となる「２０２５年問題」がクローズアップされ
てきた。医療と介護の給付急増が見込まれるた

めで、これを「重点化・効率化」によって可能な限
り抑制し、かつ適正な「負担」を確保していかなけ
れば、社会保障制度が立ち行かなくなる。
○少子化対策では、現金給付より保育所や学童
保育等を整備するなどの現物給付に重点を置く
べきである。その際、企業も積極的に子育て支援
に関与できるよう、企業主導型保育事業のさらな
る活用に向けて検討する。なお、子ども・子育て
支援等の取り組みを着実に推進するためには安
定財源を確保する必要がある。

３．行政改革の徹底
○行政改革を徹底するに当たっては、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。
○国・地方における議員定数の大胆な削減､歳費
の抑制。

４．消費税引き上げに伴う対応措置
○消費税率１０％への引き上げと同時に低所得
者対策として軽減税率が導入されることになっ
ているが、１０％程度までは単一税率が望ましい
ことを改めて表明しておきたい。これまでも指
摘してきたように、軽減税率は事業者の事務負
担が大きいうえ、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極めて問題が
多いからである。
○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。

１．法人実効税率について
○ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率平均は約２５％、
アジア主要１０カ国の平均は約２２％となっており、
我が国の税率水準は依然として高い。今般の税
率引き下げの効果等を確認しつつ、国際競争力
強化などの観点からさらなる引き下げも視野に
入れる必要がある。

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。
○租税特別措置については、税の公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものや適用件数
の少ないものは廃止を含めて整理合理化を行う
必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活
性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、
本則化すべきである。なお、少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例措置の適用期限が
平成３０年３月末までとなっていることから、直ち
に本則化することが困難な場合は、適用期限を
延長する。
①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。　
②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。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。先般、納税猶予制度の改正で要件緩和
や手続きの簡素化などがなされたが、さらに抜
本的な見直しが必要である。
○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
事業に資する相続については、事業従事を条件
として他の一般財産と切り離し、非上場株式を含
めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除す
る制度の創設が求められる。
○相続税、贈与税の納税猶予制度について要件
緩和と充実
上述の本格的な事業承継税制が創設されるまで
の間は、相続税、贈与税の納税猶予制度について
要件緩和と充実を図ることを求める。

①株式総数上限（３分の２）の撤廃と相続税の納
税猶予割合（８０％）を１００％に引き上げる。
②死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免
除されない制度を、５年経過時点で免除する制度
に改める。
③対象会社規模を拡大する。

○地方活性化には、国と地方の役割分担を見直
し、財政や行政の効率化を図る地方分権をさらに
進めねばならないが、同時に現在推進中の地方
創生戦略の深化も極めて重要である。その共通
理念として指摘しておきたいのは、地方の自立・
自助の精神である。
○ふるさと納税制度で一部に見られるような換
金性の高い商品券や高額または返礼割合の高い
返礼品を送付するなどの過度な競争には問題が
あり、適切な見直しが必要である。
○異常な水準にまで悪化した我が国財政を考え
ると、国だけでなく地方の財政規律の確立も欠
かせない。とくに、国が地方の財源を手厚く保障
している地方交付税の改革をさらに進め、地方
は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必要
がある。

○東日本大震災からの復興に向けて復興期間の
後期である「復興・創生期間（平成２８年度～３２年
度）」も２年目に入っているが、被災地の復興、産
業の再生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。

○税の意義や税が果たす役割を必ずしも国民が
十分に理解しているとは言いがたい。学校教育
はもとより、社会全体で租税教育に取り組み、納
税意識の向上を図っていく必要がある。

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Ⅰ

経済活性化と中小企業対策Ⅱ

地方のあり方Ⅲ

震災復興Ⅳ

その他Ⅴ

―― 東京法人会連合会 ――

法人会の「平成３０年度税制改正に関する提言」が、9月２１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税制委員会の

審議を経て、取りまとめられたもので、｢税・財政改革のあり方｣「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８０万会員の声として、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440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。

超高齢化社会に対応した社会保障制度の構築と
中小企業に税制措置でさらなる活力を！

法人会の「平成３０年度税制改正に関する提言」まとまる
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　平成 30 年 3 月 11 日（日）・12 日（月）は第 40
回一泊研修会・親睦会が行われます。宿泊は三河湾国
定公園内にある三

み

谷
や

温泉「ホテル明山荘」です。
　10 月 1 日〜2 日にかけて、厚生委員会他担当者
で、旅行の下見に行ってきました。
　まず昼食前に駿府匠宿に到着、3 月になりますと、
大きなつるしびなが飾られる事でも有名です。
　午後からは豊川稲荷（日本三大稲荷の一つ）。こぞ
って商売繁盛の祈願をされると思いますよ。
　翌日は、今回イチ押しの可

か

睡
すい

齋
さい

寺院です。珍しい名

前の由来や、江戸時代は十万石待遇の寺であった事は
更に大きく興味をそそる事になると思います。また、
立派なトイレも話のタネです。「立派って何なのか？」
ですよネ！
　もう一つ見ものは超大きなおひな壇です。何千の人
形が美しい夢幻の世界に招いてくれるはず、ぜひご堪
能あれ。
　夜ききめ抜群！安眠御守があります。私も買ってき
ました。

「可
か

睡
すい

齋
さい

」のひな壇と
トイレとそして？

厚生委員会　副委員長　野辺 愼一

一泊研修旅行 見どころスポット
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開 催 日  :  平成３０年３月１１日(日)・１２日(月) 

場  所  :  愛知県/三谷温泉 七種の湯めぐり三昧！ 

宿  泊  :   

             愛知県蒲郡市三谷町鳶欠１４－１ 

電話: ０５３３－６８－４６４１ 

 

会  費  :  お 1人様 ２６,０００円（現金のみ／小切手不可）  

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下さい) 
                   締 切 日   ２月１４日（水）  

取  消  :  ２月１６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下さい。 

 

法 人 名  氏
名 

 男 

 

女 

住 所 

電話:      （       ） 

氏
名 

 男 

 

女 

平成３０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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４０回 一般社団法人西新井法人会一泊研修会申込書 

 

や み  

 一般社団法人  西新井法人会

◆ 緊 急 連 絡 先 ◆  

駿府匠宿                 0542-56-1521 
蒲郡海鮮市場                   0533-68-7879 
えびせんべいとちくわの共和国  0533-82-4321 

３月１１日(日) 
 

足立区内各地 ― 首都高速 ― 東京ＩＣ ― 海老名ＳＡ（休憩・合流）― 新東名高速  
7:00 集合 7:30 出発                          8:30 ～9:00         

 
― 清水ＰＡ（休憩） ― 新静岡ＩＣ ― 静清バイパス ― 駿府匠宿（観光）  

      10:25 ～10:40                                          11:20 ～12:00   
 

― 焼津さかなセンター（昼食）― 焼津ＩＣ― 東名高速 ― 豊川ＩＣ ― 豊川稲荷（参拝）  
              12:30 ～13:30                                           15:00 ～15:55 
 
     ― 三谷温泉  
         16:30 

３月１２日(月) 
 

― 蒲郡海鮮市場（買物）― えびせんべいとちくわの共和国（立寄り） 
8:50 出発          9:10 ～9:35              10:10 ～10:35 

 
― 音羽蒲郡ＩＣ ― 東名高速 ― 袋井ＩＣ ― 可睡斎（拝観・ひな祭り見学） 

                    11:35 ～12:25 
 
― 袋井観光センター（昼食・解散式）― 袋井ＩＣ ― 新東名高速 ― 駿河湾沼津ＳＡ（休憩） 

                12:40 ～13:55                                 15:30 ～15:45 
 

― 新東名高速 ― 海老名ＳＡ（休憩）― 東名高速 ― 東京ＩＣ ― 首都高速 ― 足立区内各地 
16:40 ～16:55                                             18:30 頃着予定 

 
― 蒲郡海鮮市場（買物）― えびせんべいとちくわの共和国（立寄り）  

9:05 出発          9:25 ～9:50              10:25 ～10:50 
 

― 音羽蒲郡ＩＣ ― 東名高速 ― 袋井ＩＣ ― 可睡斎（拝観・ひな祭り見学） 
                    11:50 ～12:40 

 
― 袋井観光センター（昼食・解散式）― 袋井ＩＣ ― 新東名高速 ― 駿河湾沼津ＳＡ（休憩） 

                12:55 ～14:10                                 15:30 ～15:45 
 

― 新東名高速 ― 海老名ＳＡ（休憩）― 東名高速 ― 東京ＩＣ ― 首都高速 ― 足立区内各地 
16:40 ～16:55                                    18:30 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 

かすいさい 

 

Ａ班 

かすいさい 

Ｂ班 
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開 催 日  :  平成３０年３月１１日(日)・１２日(月) 

場  所  :  愛知県/三谷温泉 七種の湯めぐり三昧！ 

宿  泊  :   

             愛知県蒲郡市三谷町鳶欠１４－１ 

電話: ０５３３－６８－４６４１ 

 

会  費  :  お 1人様 ２６,０００円（現金のみ／小切手不可）  

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下さい) 
                   締 切 日   ２月１４日（水）  

取  消  :  ２月１６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下さい。 

 

法 人 名  氏
名 

 男 

 

女 

住 所 

電話:      （       ） 

氏
名 

 男 

 

女 

平成３０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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４０回 一般社団法人西新井法人会一泊研修会申込書 

 

や み  

 一般社団法人  西新井法人会

◆ 緊 急 連 絡 先 ◆  

駿府匠宿                 0542-56-1521 
蒲郡海鮮市場                   0533-68-7879 
えびせんべいとちくわの共和国  0533-82-4321 

３月１１日(日) 
 

足立区内各地 ― 首都高速 ― 東京ＩＣ ― 海老名ＳＡ（休憩・合流）― 新東名高速  
7:00 集合 7:30 出発                          8:30 ～9:00         

 
― 清水ＰＡ（休憩） ― 新静岡ＩＣ ― 静清バイパス ― 駿府匠宿（観光）  

      10:25 ～10:40                                          11:20 ～12:00   
 

― 焼津さかなセンター（昼食）― 焼津ＩＣ― 東名高速 ― 豊川ＩＣ ― 豊川稲荷（参拝）  
              12:30 ～13:30                                           15:00 ～15:55 
 
     ― 三谷温泉  
         16:30 

３月１２日(月) 
 

― 蒲郡海鮮市場（買物）― えびせんべいとちくわの共和国（立寄り） 
8:50 出発          9:10 ～9:35              10:10 ～10:35 

 
― 音羽蒲郡ＩＣ ― 東名高速 ― 袋井ＩＣ ― 可睡斎（拝観・ひな祭り見学） 

                    11:35 ～12:25 
 
― 袋井観光センター（昼食・解散式）― 袋井ＩＣ ― 新東名高速 ― 駿河湾沼津ＳＡ（休憩） 

                12:40 ～13:55                                 15:30 ～15:45 
 

― 新東名高速 ― 海老名ＳＡ（休憩）― 東名高速 ― 東京ＩＣ ― 首都高速 ― 足立区内各地 
16:40 ～16:55                                             18:30 頃着予定 

 
― 蒲郡海鮮市場（買物）― えびせんべいとちくわの共和国（立寄り）  

9:05 出発          9:25 ～9:50              10:25 ～10:50 
 

― 音羽蒲郡ＩＣ ― 東名高速 ― 袋井ＩＣ ― 可睡斎（拝観・ひな祭り見学） 
                    11:50 ～12:40 

 
― 袋井観光センター（昼食・解散式）― 袋井ＩＣ ― 新東名高速 ― 駿河湾沼津ＳＡ（休憩） 

                12:55 ～14:10                                 15:30 ～15:45 
 

― 新東名高速 ― 海老名ＳＡ（休憩）― 東名高速 ― 東京ＩＣ ― 首都高速 ― 足立区内各地 
16:40 ～16:55                                    18:30 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 

かすいさい 

 

Ａ班 

かすいさい 

Ｂ班 
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＜eLTAX  １月の休日運用日＞      

   1/20（土）、1/21（日）、1/27（土）、1/28（日） 8時30分～24時 

＜eLTAX  通常の利用時間＞ 

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＞ 

【       ホームページ】 http://www.eltax.jp/                                                                

【      ヘルプデスク】 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） 

※ヘルプデスクについても、１月のみ休日対応を実施予定です。 

詳細はホームページをご覧ください。 

＜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。 

 

 

  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。 

  １月は固定資産税（償却資産）の申告月です。休日でも eLTAXをお使いいただける日がございま 

すので、ぜひ電子申告をご利用ください！ 

eLTAXイメージキャラクター 

エルレンジャー 

検索 エルタックス 
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消 防 団 員 募 集 
～首都東京を守る消防団～ 

 
 

１月１５日は「ＴＯＫＹＯ消防団の日」 
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。 

発生が懸念されている首都直下地震では、消防団の役割がとても重要となります。 

地域防災力の要となる消防団に、ぜひあなたのチカラを！ 

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するか、又は勤務している方 

 

 

消 防 団 へ の 入 団 条 件

は・・・ 

西新井消防署 ℡ ３８５３－０１１９ 大師前出張所 ℡ ３８８６－０１１９ 

上沼田出張所 ℡ ３８５５－０１１９ 本木出張所 ℡ ３８８９－０１１９ 

舎人出張所 ℡ ３８５６－０１１９ 

★西新井消防署ホームページ 西新井消防 で検索または 
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東京税理士会　西新井支部
税理士 ●  山﨑 教由

高額特定資産を取得した場合の
納税義務の免除等の特例

　平成 28 年 4 月 1 日以後に高額特定資産を取得した
場合には納税義務の免除がされなくなりました。

　その内容は、事業者が本則課税の適用を受けている
期間中に高額特定資産の課税仕入を行った場合には、
当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の
翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の初
日以後 3 年を経過する日の属する課税期間までの各課
税期間における課税資産の譲渡等については納税義務
の免除がされないというものです。

　高額特定資産とは一の取引単位につき、課税仕入れ
に係る支払対価の額（税抜き）が、1,000 万円以上の
棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
なお高額特定資産を自己建設する場合には原材料費等
の課税仕入の累計額が 1,000 万円以上となった課税期
間において、その自己建設高額特定資産を取得したも
のとして取り扱います。

　この場合における簡易課税の適用についてですが消
費税法では、高額特定資産を取得した場合の納税義務
の免除等の特例により納税義務が免除されない課税期
間において「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出

することができないと規定しています。
　従って既に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提
出がされていて、高額特定資産を取得した課税期間の
基準期間における課税売上高が 5,000 万円を超えたこ
とにより本則課税の適用を受けている課税期間に高額
特定資産を取得した場合の納税義務の免状等の特例に
該当した場合には、翌課税期間以降の消費税額の計算
については、基準期間における課税売上高が 5,000 万
円以下であれば簡易課税制度の適用を受けて仕入税額
控除を計算することができます。

　平成 22 年度改正法に加えて、この規定により設備
投資等による固定資産の取得に関して消費税の還付を
受けようとすることは、その後の消費税の納税も勘案
して慎重な判断が必要となります。

東京税理士会
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　先日、児童養護施設を訪ねて驚いた。入所理由が、保
護者のいない児童でなく、虐待されて入所している

（59.8％）のに驚いた。そして、何らかの障害を持つ子ど
も（28.5％）と、専門的ケアの必要性が増している。
　「社会的養護の必要な子供を、できる限り家庭的な環境
で、安定した人間関係の下で育てることが出来るよう、
施設規模の小規模化等、推進しています」との事でした。
　虐待を受けた子供たちの、心の痛手、障害のある子ど
もたちの心のうちの理解を深める必要を感じ、将来、自
立に向かえる様、少しでも何か応援ができることが無い
ものかと思った次第でございます。

（扇支部　広報委員　榊 榮二）

　新年あけましておめでとうございます
　「初日を仰ぐ」ただそれだけで、身も心も清々しくなん
と心地よい事でしょう。
　今スタートしたばかりの 365 日に大きな希望は膨らみ、
何でも叶えられそうな気持を抱かせてくれる初日の神々
しいこと、素晴らしく思います。
　この新鮮な心を持って進んで参りたいと思います。
　会報誌におきましても皆様の活動や、お知らせ、報告
が興味高まる内容で充実を図りたいと考えます。つきま
しては、今年も更なるご愛読、ご協力宜しくお願い申し
上げます。
　また皆様方のご繁栄とご多幸をご祈念申し上げます。

					（広報委員会　委員長　小川 節子）

大切な子供たち
〜児童養護施設を訪ねて〜

日本が　ここに集まる
　　　初詣 （山口�誓子�作）

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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 募集中！！『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  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
1 月 11 日㈭ 14：00〜16：00 法人会館
3 月 15 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
16 日㈫ 厚生委員会 法人会館
18 日㈭ サービス事業委員会 法人会館

23 日㈫ 西新井納税六団体主催
「新年賀詞交歓会」 法人会館

29 日㈪ 広報委員会 法人会館

１月
日付 内容 場所

 8 日㈭ 総務委員会 法人会館
 9 日㈮ ブロック長会 法人会館
 9 日㈮ 源泉部会役員会 法人会館
 9 日㈮ 源泉部会「第3回研修会」 法人会館
 9 日㈮ 税制委員会 法人会館
13 日㈫ 財務委員会 法人会館

13 ㈫〜16 日㈮ 平成29年度「第2回成人病検診」 法人会館
22 日㈭ 源泉部会役員会 法人会館

24 日㈯ 社会貢献委員会
「第5回恋する婚活パーティ」 清水屋会議室

27 日㈫ 厚生委員会 法人会館

２月

日付 内容 場所
 2 日㈮ 社会貢献委員会 法人会館
 6 日㈫ 三部会合同研修会 法人会館
 7 日㈬ 研修委員会 法人会館

２月

表紙のことば � Vol.246 編　集　後　記

NISHIARAI HOJINKAI Vol.24646

西新井法人会報_246号.indd   46 17/12/25   16:11



西新井法人会報_246号.indd   47 17/12/25   16:11



西新井法人会報_246号.indd   48 17/12/25   16:11


