
（千葉県佐倉市 七井戸公園にて　小野幹幸氏）

F O R  T O M O R R O WF O R  T O M O R R O W

URL.http://www.tohoren.or.jp/shibuya   E-mail:info@houjinkai.shibuya.tokyo.jp

2008.12

No.490
平成20年

－平成20年度納税表彰式－
税務コーナー（法人税・源泉所得税・消費税・都税）──────4
法人会事業アラカルト────────────────6
環境問題をどう考えるか──────────────12
都税コーナー───────────────────14

しぶや法人第490号 平成20年12月１日発行（毎月１回１日発行）平成６年３月30日第三種郵便物認可



22008.12 No.490

12月�走�師�

定定例例説説明明会会等等ののおお知知ららせせ

《税務無料相談》
日時　12月３日（水） 午後１時～４時

日時　12月17日（水） 午後１時～４時

日時　１月14日（水） 午後１時～４時

日時　１月21日（水） 午後１時～４時

場所　渋谷法人会館　渋谷区神泉町9－10

TEL 3461－0758

《決算法人説明会》
日時　12月３日（水）午後１時30分～４時

場所　渋谷区立商工会館　２Ｆ

該当の会社は是非ご出席下さい。

●申告書用紙等発送予定日

法人税・消費税の確定申告書等

決　算　期 発送予定日

20年11月 20年12月下旬

12月・（１月）実施する主な事業

● 12月２日　20ブロック税務講習会
● 12月４日　広報委員会
● 12月11日　青年部会役員会
● 12月18日　理事会
● 12月18日　年末役員懇談会

簿記日程

（中級）２日、４日、９日、11日

●１月９日　新年賀詞交歓会
●１月19日　相続税セミナー
●１月27日　経営安定セミナー
●１月28日　女性部会新年会
●１月29日　６ブロック税務講習会
●１月30日　所得税確定申告書の書き方講習会

平平平成成2211年年１１月月のの
無無料料税税務務相相談談日日ににつついいてて

通常毎月第１・第３水曜日に無料税務相談日を

実施しておりますが、平成21年１月は、第２・第

３水曜日に変更させていただきます。１月14日、

１月21日となりますので、ご注意下さい。

新新新年年賀賀詞詞交交歓歓会会ののおお知知ららせせ

◆日　時　平成21年１月９日（金） 午後５時45分～

◆場　所　セルリアンタワー東急ホテル　B２F ボールルーム

渋谷区桜丘町26－１　TEL 3476－3000

◆会　費　10,000円／１名

詳しくは同封のチラシをご参照下さい。



正しい税知識を学ぼう
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伊藤　長市
（評議員）
㈱丸伊工務店

山田　英治
（理事）
㈲喜楽

二渡　永八郎
（理事）
㈲二渡運送

佐伯　英文
（理事）
佐伯設備㈱

手川　一雄
（評議員）
㈱川口屋本店

鈴木　清久
（理事）
㈱福禄

天野　長光
（評議員）

天野自動車工業㈱

大平　秀則
（常任理事）
㈱プランナーズ

西尾　多惠子
（女性部会副部会長）

㈲モロ

名取　政俊
（青年部会副部会長）

名取不動産㈱

沼田　和子
（女性部会幹事）
尚永ビルサービス㈱

渋
谷
税
務
署
長
表
彰
状
受
彰
者

渋
谷
税
務
署
長
感
謝
状
受
彰
者

東
京
国
税
局
長
表
彰
状
受
彰
者

平成20年度納税表彰式が11月14日（木）、午後２時より原宿東郷記念館で開かれ、約200名の参加者を前に、本

会関係者を含め、表彰状10名、感謝状10名の方々が税務行政に功労があったとして、受彰の栄に浴されました。

また、11月６日（木）当会副会長石田重仁氏が東京国税局長表彰、さらに11月17日（月）当会常任理事堀内利夫氏

が渋谷都税事務所長感謝状を受彰されました。 （敬称略）

石田　重仁
（副会長）
㈱信友商事

渋
谷
都
税
事
務
所
長
感
謝
状
受
彰
者

堀内　利夫
（常任理事）
（資）ホリウチ 緊張の面持ちの西尾女性部会副部会長

平成20年度渋谷税務署長納税表彰式
（本会関係者）表彰状5名、感謝状6名受彰



法人会はよき経営者をめざす者の集まり
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法人税
ひとくちメモ

今回は、「輸出物品販売場における物品の譲渡」につい

てのQ＆A第２弾です。

輸出物品販売場における免税対象物品

当社は、電気製品、時計、カメラからフィルム、電

池、化粧品などの雑貨に至る商品を取り扱うディス

カウントショップですが、最近、外国人旅行客の利用が増

え、また消費税は以前の物品税に比べ課税範囲も広がった

ことから、輸出物品販売場の許可を受けることとしました。

これによって当社の販売場では、外国人旅行客等に対し

てすべての商品を免税で販売することができますか。

輸出物品販売場において外国人旅行者等（非居住

者）に対して販売する物品で、消費税の輸出免税の対

象となるのは、次の要件のすべてを満たすものとされます。

①輸出するために非居住者が購入する物品

②通常生活の用に供される物品

③その対価の額の合計額が１万円を超える物品

ただし、この場合の「通常生活の用に供される物品」に

は、食料品、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びに

フィルム、電池その他の消耗品類を含まないこととされて

いますので、御質問の場合、フィルム、電池、化粧品などの

消耗品については免税の対象とならないことになります。

また、「その対価の額の合計額が１万円を超える」かど

うかについては、その日に販売した複数の物品について対

価の額の合計額が１万円を超えていれば、一括して免税の

対象とすることができ、消耗品以外の物品であっても、そ

の対価の額の合計額が１万円以下である場合には免税とは

なりません。

なお、これらの免税対象物品は、最終的に輸出される

（国外へ持ち出される）ものであれば、購入者である外国

人旅行者等（非居住者）が出国するまでの間、国内で使用

しても差し支えありません。

（注）「通常生活の用に供される」とは、事業用に購入する

場合を排除する意味です

詳しくは、法人課税第３部門までお尋ねください。

TEL 3463-9181（内線 5032～5034）

定期給与の額を改定した場合の損金不算入額
当社（年１回３月決算）は、平成20年５月に開催

した定時株主総会において、取締役甲に対し月額50

万円の役員給与を支給することを決議していますが、甲の

統括する営業部門の業績が好調であることから、平成21年

２月に臨時株主総会を開催し、同月分の給与から月額20万

円ずつ増額して支給することを決議しました。

このように、定期給与の額を事業年度の中途で改定した

場合には、その全額が定期同額給与に該当しないこととな

るのでしょうか。

なお、当社は、事前確定届出給与の届出は行っていません。

役員に対して支給する定期給与（その支給時期が

１月以下の一定の期間ごとであるものをいいます。

以下同じ。）の額につき事業年度の中途で改定が行われた

場合は、その改定に係る定期給与のうち、次に掲げるもの

については、定期同額給与に該当し、原則として損金の額

に算入されることとされています。

①定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計

期間開始の日から３月を経過する日までにその改定がさ

れた場合における次に掲げる定期給与

（1）その改定前の各支給時期（当該事業年度に属するも

のに限ります。（2）において同じ。）における支給額が

同額である定期給与

（2）その改定以後の各支給時期における支給額が同額で

ある定期給与

②定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化

したことその他これに類する理由によりその改定がされ

た場合（減額した場合に限り、①に該当する場合を除き

ます。）の当該事業年度のその改定前の各支給時期にお

ける支給額及びその改定以後の各支給時期における支給

額がそれぞれ同額である定期給与

したがって、事業年度の中途で定期給与の額を改定した

場合であって、それが上記①及び②のいずれにも該当しな

いときには、原則として、その事業年度における定期給与

の支給額の全額が、定期同額給与に該当しないこととなり、

損金不算入となります。

ただし、定期給与の額について、ご質問のような事業年

度の中途の増額改定が行われた場合であって、増額後の各

支給時期における支給額も同額であるようなときなどは、

従前からの定期同額給与とは別個の定期給与が上乗せされ

て支給されたものと同視し得ることから、上乗せ支給され

た定期給与とみられる部分のみが損金不算入になるものと

考えられます。

したがって、貴社の場合には、当初、定期給与の額とし

て定めていた金額（50万円）に、別途20万円を上乗せして

支給するとのことですから、増額改定後の支給額（70万円）

のうちの50万円部分に関しては、引き続き定期同額給与の

支給が行われているものと考えられますので、平成21年３

月期における損金不算入額は、40万円（平成21年２月分及

び３月分の各20万円）となります。

詳しくは、法人課税第１部門審理担当にお尋ねください。

TEL 03-3463-9181

国税庁ホームページ「http://www.nta.go.jp」もあわせて

ご覧ください。

Q

A

Q

A



【法人事業税（地方法人特別税）】
地方法人特別税の具体例を教えてください。

この社会あなたの税が生きている
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地方法人特別税

の創設に伴い、平

成20年10月１日以後に開

始する事業年度から、法

人事業税（所得割・収入

割）の税率が引き下げら

れました。（１表）また法

人事業税とあわせて地方

法人特別税の申告納付が

必要となります。（２表）

法人事業税の一部を分

離し、地方法人特別税と

する制度となっているた

め税負担が増えることは

ありません。下記をご覧

ください。

ただし、超過税率が適

用される法人の場合、地

方法人特別税の課税標準

額を算定するための「基

準法人所得割額及び基準

法人収入割額に関する計

算書」が必要となり、基

準法人所得割額の算出が

異なります。詳しくは、

渋谷都税事務所事業税課

へお問い合わせくださ

い。

Q

平成20年分の年末調整事務について
昨年と比べて変わった点（その2）

～長寿医療制度の保険料に係る
社会保険料の取扱いについて～

長寿医療制度の保険料の支払いについては、

平成20年10月以降は年金から特別徴収に代えて

世帯主等が口座振替により支払うことができることと

されましたが、特別徴収の場合と口座振替の場合の社

会保険料控除の取扱いについて教えてください。

平成20年４月から実施されている長寿医療制

度においては、原則としてその保険料が年金か

ら特別徴収されています。この場合、その保険料を支

払った者は年金の受給者自身であるため、その年金受

給者が社会保険料控除をすることになります。

なお、長寿医療制度の見直しにより平成20年10月以

降の保険料については市区町村等へ一定の手続きを行

うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険

者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払

うことを選択できるようになりました。この場合には、

口座振替によりその保険料を支払った世帯主または配

偶者が社会保険料をすることができます。

※詳しくは、法人課税第４部門（源泉所得税担当）ま

でお尋ねください。TEL 3463-9181（内線 5042）

Q

A

A

地方法人特別税額は、

基準法人所得（収入）割額×税率＝地方法人特別税額　　となります。

【地方法人特別税の税額の算出例（所得（収入）金額が1,500万の場合）】

●外形対象以外の法人（軽減税率不適用法人、分割基準適用後の所得が1,000万）

所得割額：10,000,000×5.3％＝530,000円

地方法人特別税額：530,000×81％＝429,300円
計959,300円

地方法人特別税創設前の
法人事業税額（標準税率）
10,000,000×9.6％
＝960,000円

ほとんどかわりません
基準法人所得（収入）割額



e-Taxを利用しよう

平成20年度初級簿記講習会終了！

９月16日の初日から数えて16日間、11月６日最終日

を迎えた。

仕事を終えてからの講習でもあり、受講者の皆さん

本当にお疲れ

様でした。皆

さんには終了

証をお渡しし

ました。

11月11日か

らは中級簿記

講習会を開催

中です。13名の方々が受講中です。体調に気をつけて

頑張って下さい。

社会保険制度改革および
労働法規セミナーを開催

11月７日（金）午後１時30分から渋谷区立商工会館に

おいて、社会保険制度改革および労働法規セミナーを

開催した。

本セミナーでは、改正点の最新情報とともに各項目

ごとについて解説した。講師は、社会保険労務士の安

藤貴裕氏にお願いした。
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浅井信雄氏特別講演
－世界経済の焦点と盲点－

去る10月28日午後３時より、セルリアンタワー東急

ホテルにおいて、国際政治学者浅井信雄氏を講師に迎

え、「世界経済の焦点と盲点」と題して講演会を開催

した。

アメリカのサブプライムローンに端を発した、世界

的な金融不安についての今後の見通しや日本の対応

策。北朝鮮問題など多方面の話題について講演してい

ただいた。

この講演会は、昨年から会員

だけではなく、一般の方々にも

新聞の折り込み広告でお知らせ

して参加を呼びかけ、昨年18名、

今年24名の方にご出席いただい

た。

講演会の総出席者は、191名。会長挨拶

五月女組織委員長挨拶

司会：石田副会長

講師：浅井信雄氏

乾杯：宇野澤顧問

講演風景

懇親会余興：東京ガールズ

修了証を手渡す手塚先生（右）

社会保険セミナー

講師：安藤氏



法人税確定申告書の書き方講習会を開催

去る10月、21日、23日、27日の３回に亘り、各午後１

時30分から４時まで、渋谷法人会館研修室に於いて、講

師渋谷税務署登坂審理担当調査官により法人税確定申

告書の書き方基礎編を開催した。出席者は延べ124名。

引き続き11月４日、６日、11日、13日の４回に亘り、

二野審理担当上席調査官より応用編として、申告書作

成の実務について講義を受けた。出席者は延べ114名。

パソコン研修会を開催

渋谷法人会では、パソコン常設の富士通オープンカ

レッジ渋谷校において、パソコン入門コースを１回、

エクセル入門コースを３回企画開催した。既にパソコ

ン入門コースとエクセル入門コースの２回は終了し、

残る１回は12月３日に開催する。

それぞれ定員10名での募集だったが、各回ともすぐ

に定員に達してしまった。

法人会では、e-Tax普及の為にも、パソコン研修を

推進してい

きたい。

合同ブロック税務講習会を開催

改正税法に関する講習会を第

７、８ブロック合同で10月23日

（木）午前10時45分から渋谷法人

会館研修室において開催した。

講師は、渋谷税務署法人課税

第一部門二野審理担当上席調査

官。出席者は、第７ブロック27

名、第８ブロック24名

植樹式に向けて社会貢献委員会を開催

去る10月27日（月）午前11時より法人会館において、

社会貢献委員会を開催した。

11月19日、美竹の丘で開催するシブヤキープグリー

ン植樹式の内容について検討した。出席者は八木原社

会貢献委員長他11名。

法人会の事業活動に積極的に参加しよう

72008.12 No.490

基礎編講師：
登坂審理担当調査官

応用編講師：
二野審理担当上席

受講風景

パソコン講座

講師：二野審理担当上席

講習会風景

町田統括官
ご挨拶

真剣に取り組んでます

八木原委員長挨拶



税を考える週間協賛事業
渋谷区くみんの広場（ふるさと渋谷
フェスティバル2008）に参加

「税を考える週間」（11／11～11／17）行事の一環と

して、去る11月２日（日）、３日（月）（文化の日）の２日

間、渋谷税務署管内税務関係六団体の一員として、渋

谷区くみんの広場（ふるさと渋谷フェスティバル2008）

に参加。今回も来場者に税金クイズに挑戦していただ

き、賞品のパンジーの鉢植え（２個入り3,000セット）を

プレゼントした。他に法人会として、クリアファイル、

マーカーペン、

水木プロ作画全

法連租税教育用

のマンガ本「税

ってなんだ？」

等を各3,000セ

ット提供しまし

た。

クイズに参加さ

れた皆さんは、改

めて税に対する認

識を深められたよ

うだった。

柳田会長、女性

部会員の皆さん、

早朝より花のセッ

トや税金クイ

ズ、鉢植えのプ

レゼンターまで

お疲れ様でし

た。

来場者は、２

日間で90万人で

した。

会員の増加は、会員のメリットに通じる

第18ブロックバス研修会

今年のバス研修会は、月末の忙しい時期だったにも
関わらず満席となり、計44名での10月31日（金）東京・
代々木を出発しました。
秋らしく涼しげな気候の中、まずは那須森のビール
園に向かいます。移動しているバス内では、毎年恒例
の税金クイズが行われました。今回のクイズはかなり
難問で全問正解者こそ出ませんでしたが、配られた解
答を読んでいる方が多く、税について楽しく学ぶ事が
出来ました。
那須森のビール園
ではビール飲み放題
という事で、レスト
ラン横に設置された
工場から作りたての
ビールを堪能しまし
た。飲み放題に加えて、和洋中の様々な料理からスイ
ーツまで幅広く揃えたランチバイキングでみなさん大
満足のご様子でした。
昼食後は那須ロープウェイに移動します。移動の最
中には九尾の孤伝説で有名な殺生石の前を通り、バス
内からも観光を楽しみました。ロープウェイ乗り場は
那須五峰の一つ茶臼岳の山麓にあり、高山の新鮮な空
気を吸いながら全員で記念撮影。ロープウェイは111
名乗りの日本でもかなり大きいもので、紅葉した木々
や街の景色などを観覧しながら約４分間の快適な登頂
時間を楽しみました。山頂付近に到着した後は、望遠
鏡で景色を見渡す方や、実際に登頂していらっしゃる
方など様々な楽しみ方をされていた様でした。
山での観光で足も疲れてきた所で、いよいよお待ち
かねの温泉へ移動します。紅葉を見ながらのんびりと
温泉に浸かって、仕事や家事で忙しい日々の疲れを癒
し、心も体もリフレッシュする事が出来ました。また
温泉ではお土産コーナーもあり、みなさん思い思いの
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くみんの広場入口

花を準備中

盛況のテント前

ブロック通信



お土産を購入した所で帰路につきました。
今回は天候にも恵まれ、好きなだけお酒を飲んだり
のんびり温泉に浸かったりと、普段より少し贅沢な時
間を過ごして満足した旅となりました。

ブロック長　稲垣俊勝

第9ブロック研修会

日　時　10月20日（月）８時30分～16時
行き先　衆議院議員会館、造幣局
参加者　17名

第16ブロック研修会

日　時　11月６日（木）８時15分～19時
行き先　四方温泉、榛名湖
参加者　24名

青年部ダーツ大会

去る10月29日、青年部第２回ダーツ大会を開催。道
玄坂にある現トッププロが経営するお店を20名の参加
者で貸切、途中トッププロのパフォーマンスも見せて
もらい大変盛りあがった。大同生命保険の田淵早苗さ
んが優勝となった。

税制セミナーと意見交換会を開催

渋谷税務署・高副署長様をお迎
えして、「予算折衝よもやま話」
と題し、税制改正関連法案成立ま
での経緯を60日ルール等事細かに
ご説明頂き、抜本改革の主要課題
では、庶民の一番の関心事、社会
保障（年金・医療・介護）費用が
毎年約1兆円増加していくのに安
定した財源の確保やそれに伴い道
路特定財源の一般財源化の使途の
問題、プライマリー・バランス
（基礎的財政収支）の黒字化等沢
山の資料の詳細説明に加え、財政
と社会保障の国際比較や、受益と
負担のバランスを解り易いグラフ
で説明して頂きました。
休憩を挟みグループディスカッ
ションに移り、
１．高負担になる前に「無理をし
ないで無駄を省く努力をする」
２．景気対策の一環で、一時金を
預ける様ですが、子孫に負の遺産

を残すのは気が重いので、消費税値上げも止むを得
ない。
３．高負担、高福祉
には、明確な財源
が必要になるの
で、庶民に役立つ
政治家の選択基準
が決まる
と概ね多少の負担増
は止む無しとの意見
が多かった。

（沼田記）
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まいど青年部

女性部会便り

▼榛名湖

司会：松本監事

森部会長挨拶

多治見女性部会担当
副会長挨拶

講演会風景

第2部 3つのブースで意見交換

高副署長を囲んで意見交換
第1部講演会
講師：高副署長
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手が自分にとって、かけがいのない情報を持っているのだ

と、認識しておくと、素直な気持ちとなり、相互にコミュ

ニケーションも円滑になっていくことになるものである。

■「つき合い」上手になるポイント

①自分のウイークポイントを補完する姿勢を

どんな人でも弱点はあるものである。それだけに一人で

悩んでいても何ら解決することはない。したがって、得意

な人の力を借りることである。

②失敗を恐れないこと

たとえ失敗しても、素直に謝罪する気持ちがあれば“好

感人間”として、つき合いも円滑にいくことになる。

③すべての人と満遍なくと考えないこと

自分の意志に逆らってまでも、つき合うことはない。そ

れだけに価値観を共有している人だけで、十分だといえる。

④「ずぼら」心を排除せよ

つき合いを継続していくには、“アバウト人間”では、

人間関係の中で、たちまち陥没していくことになろう。

■経験が性格を超えていく

自分の性格は、内気だからと決めつけないで、経験を積

んでいくと、“アクティブ人間”にだんだんと変身してい

くことになる。

「つき合い」力を高めよう！
■他人は貴重な情報を持っている

人はだれでも、座学では得ることができない、多くのこ

とを他人と接触していくことで学んでいくものである。そ

れだけに、つき合い下手ということであれば、そのチャン

スを逃しているということができよう。

しかし、生まれつき人に

弱い人はいないものであ

る。いるとすれば、自分勝

手に思い込んでいる場合が

多いようだ。「食わず嫌い」

ともいうことができよう。

これらは、自分の性格では

なく、失敗したりするので

はないかと、自分の思い込

みに起因しているようだ。一度人の波に飛び込んでみると、

そうでもないことに気づくことになろう。

確かに、どんな人でも初対面の人と会うとなると、緊張

したり、気後れすることは当然である。しかしながら、相

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネス評論家）

損損損益益計計算算書書とと
貸貸借借対対照照表表ととのの関関係係

これまで損益計算書（P／L）と貸借対照表

（B／S）とを別々に説明してきましたが、今回は

両者のつながりについて説明します。

まず、元手として資本金１千万円で会社を設立し

たとします。そうすると、現預金1,000万円、資本

金1,000万円という状況にまずなります。

次に、300万円の車を現金で購入しますと、現金

700万円（1,000万円－300万円）となり、車両300万

円が新たに資産として加わります。

この時点で、B／Sについては、資産＝700万円

（現金）＋300万円（車両）＝1,000万円、資本金

1,000万円でバランスしています。

さらに、買った車両を利用して運送サービスを始

めたとします。

売上10万円が現金入金されれば、現金は710万円

（700万円＋10万円）、売上10万円はP／Lに計上され

ます。

そこから、さらに５万円の消耗品購入のため現金

支出したとしますと、現金は705万円（710万円－５

万円）、P／Lには消耗品費５万円が計上されます。

ここで決算になりますと、B／Sの純資産の部の

「繰越利益剰余金」は705万円（現金）＋300万円

（車両）－1,000万円（資本金）＝５万円、P／Lの

「当期純利益」は10万円（売上）－５万円（消耗品

費）＝５万円となります。

そして、この５万円は翌期に繰越され、例えば翌

期にP／Lの当期純利益50万円であれば、B／Sの繰

越利益剰余金は55万円（50万円＋５万円）となりま

す。

この過程は、「株主資本等変動計算書」でみれば

わかり、55万円は繰越剰余金の当期末残高に提示さ

れます。

サラリーマンが最低限知っておきたい会計知識 ⑥ 実藤 秀志（公認会計士・税理士）

振替納税を利用しよう
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今日的要因として、ファストフードな

ど軟らかいものばかり食べることによる

そしゃく不足がある。かむ回数が少ない

と唾液が減り、あごの筋力も低下する。

●ストレス過多の生活は口が渇く
ストレスも無視できない。緊張時には

交感神経が優位になって唾液の分泌が抑

えられる。リラックスした状態では副交

感神経が分泌を促す。ストレス過多の生

活はどうしても口が渇く。

治療は、軽い場合はかみごたえのある

ものをよくかむ、口の中を清潔にするな

どのセルフケアで改善する。口を湿らす

保湿ジェルや人工唾液のスプレー噴霧に

よる対症療法もある。

ドライアイが根をつめたパソコン作業

により誘発されるように、ドライマウス

もそしゃく不足、ストレスが関与した現

代病である。

●味覚障害を招くこともある
女性に多いとされる眼が乾燥する「ド

ライアイ」はよく知られる。最近は、口

腔外科の領域で、「ドライマウス」が話

題になっている。口の中のネバネバ感と

のどの渇きを主訴とする。

ドライアイは涙不足が原因になるが、

ドライマウスは唾液の分泌低下により起

こる。

軽いうちは口やのどが渇くため、よく

水を飲む程度であるが、次第に口がネバ

ネバしてしゃべりづらい、乾いた食品が

飲み込みにくくなる。

口臭も感じられ、進行するにつれ、舌

が痛くなる舌痛症（ぜっつうしょう）や

唇の端が切れる口角炎を発症し、味覚障

害を招くこともある。

●噛む回数が少ないと唾液が減る
一時的な口の乾きはだれにもある。唾

液腺は自律神経に支配されており、緊張

すると口は乾く。試験や大事を前にして

食べ物がのどを通らないという経験の持

ち主は多いだろう。それが慢性的に続く

と問題になる。口の乾きが３ヵ月以上継

続すると「ドライマウス」と診断される。

ドライマウスの原因で多いのは、降圧

剤や抗うつ剤、鎮痛剤など薬の副作用で

ある。

後藤 有能�
（医学ジャーナリスト）�

斎藤由紀夫（東京薬科大学キャリアセンター長／産業カウンセラー）

［生活編］
人の人が取り分けて勧めることもある。

できれば皆がとり終わってから料理に箸

をつける。また、お代わりなどでターン

テーブルを回すときには、一言声をかけ

る。大皿は動かしてはいけない。

③レンゲの持ち方、使い方

正しくは、レンゲの窪んだ部分に持ち手

の人さし指をあて、親指と中指で支えて

つまむように持つ。スープを飲むときや

麺類など汁の多いものの受けとして使う。

④お皿の取り替え

取り皿は、汚れていれば料理ごとに取

り替える。汚れた取り皿は、重ねたり、

ターンテーブルに乗せてはいけない。ま

た、汚れていなければあえて取り替える

必要はない。

⑤ひと回りして少し残っている料理

周りに「召し上がりませんか」と勧め

てみる。「いえ、もう十分です」といわ

れたら、「いただいてもよろしいでしょ

うか」と言ってから食べる。

特に難しい決まりはないが、両脇の人

との会話も忘れてはいけない。

中国４千年の歴史ともいわれ、中国の

歴史と文化には目を見張るものがある。

食についても広大な陸地のなかで、特色

を生かした料理が生まれ、日本において

も私たちの味覚を楽しませてくれてい

る。日本では中国料理を中華料理とも言

っている。それぞれの地方によって、味

と食材に特色がある。代表的な料理とし

ては、北の地方では塩味を主体とした北

京料理、北京ダックでも有名である。東

の地方では黒酢を使った上海料理、上海

蟹などの食材がある。西の地方は辛い料

理が多く麻婆豆腐などの四川料理があげ

られる。南の地方はさっぱりとした味の

広東料理がある。中国料理は大皿で盛り

付けられ、大勢でテーブルを囲んで食べ

るため、他の料理とはマナーも少し異な

る。中国料理のテーブルマナーの留意点

を次にあげてみた。

①座席は上座下座がある

円卓は普通８名から12名くらい座れる

もので、人数によっていくつも並べられ

ている。座る席は入口に遠いところが上

座、近いところが下座である。席が決め

られていない場合や目上の人やお客さま

の場合には座る席に気をつける。

②料理は、上座（主賓）から時計まわり

に回す

ターンテーブルに乗せられた料理は、

主賓時計回りにゆっくり回して、とる量

は人数を考え控えめにとる。たまに人の

分までとってあげている人がいるが、そ

の人の好き嫌いもあるので、余計なこと

はしない。ただしスープなどの場合は一

中国料理とテーブルマナー

唾液不足が
原因の現代病
「ドライマウス」

この社会あなたの税が生きている
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規制の根拠を示す科学

環境問題は人間活動が原因で生じている以上、

防止するためにはそれに何らかの規制を加えなけ

ればいけません。

もちろん、新たな規制で不利益を被る人は反対

します。民主主義社会では、政治家が新制度を導

入するためには、有権者にそれを必要とする根拠

を示し、多数に賛成してもらわなければいけませ

ん。

環境問題の場合、根拠は科学です。科学的デー

タをもって、今、何が起きているのか、このまま

放置するとどうなるのか、新制度を導入するとど

こまで問題解決ができるのかを示さなければいけ

ません。また、新制度がどれほどの「痛み」を伴

うものかも示す必要があるでしょう。

複雑系の問題

しかし、最先端の科学をもってしても、明快に

「こうである」と結論を出すことはまずできませ

ん。せいぜい、「こういう条件では、こうなる可

能性が高い」というまでです。

科学は単純な問題には明快な答えを出すことが

できます。パチンコ玉を窓から落としたらどこに

落ちるかを予測することはできます。そのときの

風や温度、湿度などはほとんど無視できるからで

す。

しかし、さまざまな要素がからみ合う複雑系の

問題となると、話は変わります。窓から落とした

ティッシュペーパーの行方を予測することはでき

ません。風や湿度などが無視できなくなるからで

す。「風が吹かなければ、だいたいこの付近に落

ちるだろう」というくらいが限界です。

環境も複雑系です。環境科学は、ティッシュペ

ーパの行方を予測する作業に近いものがありま

す。「風が吹かなけ

れば」というような、

さまざまな仮定・条

件を付けないと、問

いに答えることがで

きません。

その結果、環境科学が示す知見は、あいまいで

わかりにくくなります。

温暖化の科学

地球温暖化は複雑系の科学の典型です。最新の

科学をもってしても、人間活動によって地球が温

暖化しているとまでは断言できません。温暖化の

科学の集大成であるIPCC報告書も、歯切れはよ

くありません。ただし、科学の進歩に伴い、確信

の程度が深まってきていることは、報告書の表現

からうかがうことができます。

第一次報告書（1990年）

「地球規模の気候に人間の影響が認められると考

えられる。」

第二次報告書（1995年）

「気候に及ぼす人為的効果の寄与について、より

説得力のある証拠が近年得られてきている。」

第三次報告書（2001年）

「近年得られた、より確かな事実によると、最近

50年間に観測された温暖化のほとんどは、人間活

動に起因するものである。」

第四次報告書（2007年）

「20世紀半ば以降に観測された全球平均気温の上

昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガスの増加

によってもたらされた可能性がかなり高い。」

ただし、これも、温暖化を研究する科学者の

「総意」でありません。そのような不確実性が残

されているため、「痛み」を伴う温暖化対策を実

施することは容易ではないのです。

科学の不確実性
（その1）

法政大学教授　藤倉 良
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みんなの力で法人会を大きく育てよう

�神戸港
1867（慶応３）年12月７日、外国船

の出入りを行う「神戸港」が開港した。

当時は「兵庫港」と呼ばれ、「神戸」

は一帯の村の名前だった。外国人居留

地などができ、西洋文化の入り口とし

て発展したため、「神戸」の名前が広まり、1892（明

治25）年に勅命で「神戸港」となった。

開港によって、神戸では国内初のジャズのプロバン

ドやゴルフ場が誕生し、洋菓子や洋服など、西洋のハ

イカラな文明を積極的に取り入れた。六甲山の山麓付

近には、外国人たちが住んだ「異人館」が立ち並び、

モダンな街として発展した。

この神戸港からブラジル移民のための最初の船「笠

戸丸」が、出港したのが1908（明治41）年４月28日。

28年に国立神戸移民収容所が開設され、神戸には全国

から移住希望者が集まり、南米を中心に約40万人が出

港したという。

�ミカン
三人の子の好き嫌いなみかん　　稲畑汀子

こたつの上の山盛りのミカンは、冬の日本の家庭の

だんらんを象徴する光景だ。皮を手でむきやすく種が

ない温州ミカン。温州という中国の地名がついている

がれっきとした日本産だ。小ぶりで種の多い紀州ミカ

ンが江戸時代初期、鹿児島県で突

然変異して生まれたとされる。

アメリカでは、テレビを見なが

ら食べられることから「テレビオ

レンジ」と呼ばれて、人気だとい

う。ひと昔前は、年の暮れになる

と、正月用に箱入りのものを買う家庭が多かったが、

核家族化などで、食べきれる量だけを買うようになっ

た。一世帯当たりの年間購入量（2005年）も15.9キロ

と25年前の約４分の１に。それでも、ミカンを食べな

がら家族でおしゃべりする冬の夜を大切にしたい。

言葉の落とし穴──────────●

●足の人さし指 人を指し示す？

人さし指というのは、文字通り「人をさす指」の意。だか

ら「足の人さし指のツメが割れた」などと使われると違和

感を覚える。あなたは、足で人を指し示すのですか──？

なんだかいちゃもんをつけているようだが、広辞苑で

「人さし指」を引くと、「手の指の一」とはっきり記してあ

る。ただ、では足の場合、何と呼べばいいのか。

「第二指」あたりが無難だろうが、いかにもしゃくし定

規的で冷たい感じはぬぐえない。結局、「人さし指」でも目

くじらを立てることもないだろう、ということになるのか。

●年寄りの冷や水 冷たい水を浴びること？

老人が年齢に不相応なむちゃな振る舞いをするのを、冷

やかしたり警告したりする言葉。江戸系いろはかるたの定

番だ。

この「冷や水」を水浴びだと思っている人も多いかもしれ

ないが、もともとは水飲みのことだという。老人が冷たい

生水をがぶがぶ飲むと腹を壊すというところかららしい。

国語辞典には水浴び説を採るものもあるが、「岩波こと

わざ辞典」によると、江戸・明治期の文例や図像資料など

を見る限り、水飲み説を裏付けるものばかりだという。水

浴びは比較的新しい解釈のようだ。

●なげうって　「投げ売り」ではありません。

「私財を投げ売ってでも会社を守りたい」──心掛けと

しては感心だけれど、「なげうって」の字が正しくない。

これでは、どこかのお店の在庫一掃セールみたいだ。

「なげうって」は投げ売りとは無関係。元の形は「なげ

うつ」で「擲つ」「抛つ」などと書く。安値で売りさばく

ということではなく、惜しげもなく差し出す、捨てて顧み

ないという意味だ。

放り出す、打ち捨てるという意味のホウテキという語は、

これらの字を使って、「放擲」「抛擲」などと書く。

●やむをえない　「やむ」＋「おえない」？

「やむおえない事情により…」「中止もやむおえないが…」

──インターネット上でよく見かける表記だが明らかに間

違い。当然「やむ終えない」「やむ負えない」も誤用だ。

これは「やむをえない」と「を」を使う。「止む（已む）

ことを得ない」の「こと」が省略された形で「を」は助詞。

全体で「そうするよりほかに方法がない」「仕方がない」

という意味だ。

「やもえない」「やもうえない」という誤用もあった。そ

れも、自治体の議事録や地方議会議員のホームページにま

で…。気をつけよう。

■正解「黒先白死」
黒１、３が好手順。黒５が

急所になり黒７と仕留めます。

途中白６をａは、黒６で白死。

黒３を５は異筋です。白a、黒

３、白６、黒７、白bとコウに

なり黒失敗。初手を３は軽率。

白１、黒７、白４で生き。
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法人�渋谷法人会員� 社団�

法人�渋谷法人会員�法人税確定申告書提出の会員の方は、この会員証を切
り取り申告書の別表下欄に貼付して提出してください

ブロック
１
２
２
２
２
３
９
９
11
12
13
14
14
14
15
15
15
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20

法　人　名
㈲ハイプロジェクト１級建築士事務所
ベストネイバ㈱
㈲TAホールディングス
㈱明和建設
㈱クリップ
㈲サウザント
㈱中国料理　井門
㈱サンクスネイチャーリビング
㈲造園会館
㈱徳屋
㈲キャラッツ
㈱かなえ
㈱秀城
㈱それからデザイン
合同会社　Opus 55
村山電機㈱
アイピーネットフュージョン㈱
㈱蘭蘭
㈱日本プロダクツ
㈲へのへのもへじ 代々木営業所
㈱空間コム
㈱アネスティ
㈱CSP建築総合研究所
㈱シルバー商事
㈱地創社
ビークリエイト㈱
戸塚社会保険労務士事務所
司法書士法人 大城節子事務所
㈱メディアパーク
春秋映画㈱
㈱ I  do
東京正大華日㈱
㈱リバデンス
㈱フィル・カンパニー
㈱コラソンインターナショナル
㈱内田産業
㈱クリハウ
㈱日本都市環境研究所スマイル・ジャンキー原宿ベースカフェ

代表者名
伊藤　寛明
外堀　裕次
玉置　実花
中川広太郎
成富　彰夫
三上　蔵明
井門　憲俊
斉藤　光彦
前田　宗正
水流添　卓
高崎　勝二
佐々木政勝
山之内美惠子
佐野　彰彦
松本　和人
村山　立志
川中　仁志
田中　秀典
朝倉　　昭
田中英次郎
濱田　和成
�本　隆夫
三瀧みち子
佐藤　晴男
矢倉　敏雄
古渡　徹也
戸塚　剛志
大城　節子
齋藤　祐二
中川　千早
深川　元紘
土肥　健一
北川　　豊
高橋　伸彰
萬木　雄伸
内田　武彦
菊池　文明
佐藤　信哉

連　絡　先　住　所
渋谷区恵比寿１－26－19－２F
渋谷区恵比寿南２－12－４－105
渋谷区恵比寿西２－２－８
渋谷区恵比寿西２－２－８
渋谷区恵比寿西２－15－９
渋谷区桜丘町25－１
渋谷区道玄坂２－28－４
渋谷区道玄坂２－10－１
渋谷区神南１－20－11
渋谷区富ヶ谷１－46－４
渋谷区西原３－１－７
渋谷区笹塚１－56－６
渋谷区笹塚１－56－６
渋谷区笹塚２－25－１－509
渋谷区幡ヶ谷３－８－10
渋谷区幡ヶ谷３－55－５－３F
渋谷区幡ヶ谷３－80－10
渋谷区初台１－39－12
渋谷区代々木１－23－７
渋谷区代々木１－23－７－111
渋谷区代々木１－23－７－B02
渋谷区代々木１－23－10
渋谷区代々木１－23－10－301
渋谷区代々木１－30－５
渋谷区代々木１－37－８
渋谷区代々木１－43－７
渋谷区代々木２－５－１
渋谷区代々木２－15－２
渋谷区代々木２－18－５
渋谷区代々木２－40－１
渋谷区千駄ヶ谷５－16－20
渋谷区千駄ヶ谷５－21－７
渋谷区代々木２－23－１
渋谷区千駄ヶ谷１－３－10
渋谷区千駄ヶ谷２－６－10
渋谷区千駄ヶ谷３－53－12
渋谷区千駄ヶ谷４－27－13
渋谷区神宮前１－20－４

電話番号
3445-0903
6824-6447
5728-6220
5728-7022
5459-0018
6807-2432
3450-1111
5457-3933
3462-2850
5453-2564
3466-7601
5351-9500
3378-2811
3378-0456
3377-4706
3377-9822
5304-7560
3370-3641
6801-7666
3379-5877
5358-6834
3379-8850
3374-2181
3374-2875
5371-0111
5358-8287
5304-7842
3378-5262
5304-1920
3374-4081
5368-4610
5367-9708
6661-3858
3796-0335
5474-4591
5772-0012
6273-0167
5770-1450

業　　種
建築設計
ソフトウェア開発
ホテル・飲食店経営投資業
建設業
グラフィックデザイン
リラクゼーションサロン
飲食業
飲食業
貸ビル業
建築工事業
広告関係の撮影
内装業
不動産業
広告業
音楽関係
家電製品販売
通信用測定器輸入販売
飲食業（中国料理）
デザイン編集プロダクション
飲食業
空間演出
婦人服、紳士服製造販売
建築企画設計
貿易輸入輸出
不動産業
インターネット
社会保険労務士業
司法書士
映像教材制作・企画・販売
映画制作、書籍出版
宅建業
情報サービス業
不動産仲介業
土地活用コンサルティング業
婦人服製造販売
梱包資材卸売業
グラフィックデザイン

�

－都税についてのお知らせ－

12月は固定資産税・都市計画税第3期分の納期です（23区内）
6月にお送りした納付書により、1月5日（月）までにお納めください。

〈ご利用になれる納付方法〉
◆金融機関※１・郵便局・都税事務所（都税支所）・支庁の窓口
◆口座振替
◆コンビニエンスストア（納付書１枚あたりの合計金額が30万
円までのものが納付できます。）
〈利用可能なコンビニエンスストア〉
エーエム・ピーエム　くらしハウス　ココストア　コミュニティ・スト
ア　サークルＫ　サンクス　スリーエイト　スリーエフ　生活彩家　セ
ブン－イレブン　デイリーヤマザキ　ファミリーマート　ポプラ　ミニ
ストップ　ヤマザキデイリーストアー　ローソン（50音順）

◆金融機関※１・郵便局のペイジーマークの付いているATM（現
金自動預払機）、パソコンや携帯電話※２

※1 一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。
※2 ○ペイジーマークの付いている都税の納付書に限ります。

○領収証書は発行されません（領収証書が必要な方は、金
融機関等の窓口またはコンビニエンスストアをご利用く
ださい。）。

○新規にパソコンや携帯電話で納付する方は、事前に金融

機関への利用申込みが必要です。
○保守点検作業のため、１月１日０時～１月４日７時まで
はご利用できません。その他にもご利用できない期間が
あります。詳しくは、主税局ホームページ
（http://www.tax.metro.tokyo.jp/）の「都税の納付方法
について」をご覧ください。

固定資産税・都市計画税の納付には、安心便利な口座振替をご
利用ください。
お申込みは、口座振替を開始しようとする月の前日の10月ま

でに、預（貯）金通帳、通帳届出印、納税通知書をご持参のう
え、金融機関または郵便局の窓口へお願いします。
（１月13日までにお申込みいただくと、固定資産税・都市計画
税第４期分から口座振替をご利用いただけます。）
（口座振替のお問い合わせ先）
主税局徴収部納税推進課口座振替係（03-5912-7520）
【問い合わせ先】
東京都渋谷都税事務所固定資産税課固定資産税係 電話03-3463-4311㈹



主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧
及び証明の申請を行うことを防止し、納税者の皆様の個人情報保護を図る
ために、申請時の「本人確認」をより厳格な方法に変更しました。ご理解
とご協力をよろしくお願いします。
対象となる公簿と証明
【公簿】 土地課税台帳、家屋課税台帳、償却資産課税台帳、土地・家屋名

寄帳など
【証明】 納税（課税）証明（自動車税の継続検査用納税証明を除く。）、固

定資産評価証明など
窓口で申請をされる場合
これまでは、運転免許証、健康保険証などの身分を証明できる書類を１

種類提示いただき、本人確認を行っていましたが、今後は、申請される方
の身分を証明できる書類のうち、次のいずれかの提示が必要になりました。
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�12月の税務
１　給与所得の年末調整

調整の時期…本年最後の給与の支払をするとき
２　給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得
控除申告書の提出
（1）提出期限…本年最後の給与の支払を受け
る日の前日

（2）提出先…給与の支払者経由、その給与に
係る所得税の納税地の所轄税務署長

３　固定資産税（都市計画税）の第３期分の納付
納期限…12月中の市町村の条例で定める日

４　11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税
額・納期の特例を受けている者の住民税の特
別徴収額（20年６月～11月分）の納付
納期限…12月10日

５　７月～12月分源泉所得税の納期限の特例届
出書の提出　　提出期限…12月22日

６　10月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・
地方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・
法人住民税〉 申告期限…平成21年１月５日

７　１月、４月、７月、10月決算法人の３月ご
との期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方
消費税〉 申告期限…平成21年１月５日

８　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に
係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…平成21年１月５日

９　４月決算法人の中間申告〈法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉
…半期分　　申告期限…平成21年１月５日

10 消費税の年税額が400万円超の１月、４月、
７月決算法人の３月ごとの中間申告〈消費税・
地方消費税〉 申告期限…平成21年１月５日

11 消費税の年税額が4,800万円超の９月、10月
決算法人を除く法人・個人事業者の１月ごと
の中間申告（８月決算法人は２カ月分）〈消費
税・地方消費税〉
申告期限…平成21年１月５日

■黒先
内側の黒二子が白

にとって災いの種に

なります。仕上げが

大切です。

（考慮５分で二段）

〈出題〉日本棋院

－都税についてのお知らせ－

平成20年11月から都税に関する公簿の閲覧及び
証明申請時の「本人確認」方法が変わりました！

郵送で申請をされる場合
・証明等は、原則として、①納税通知書送付先②都税事務所に届けている
住所（本店又は主たる事務所の所在地）のいずれかに送付します。
申請書の記載内容（証明等の送付先、申請者等）が課税台帳等に登録さ
れている内容と一致している場合は、申請者の「本人確認書類」の提出
は不要です。

・上記①または②以外への送付を希望される場合は、手続き等について、
所管する都税事務所にお問い合わせください。

・転送不要郵便にてお送りします。
◆本人確認書類等の提示又は提出があった場合でも、口頭質問や電話確認
等を行うことがあります。

【お問い合わせ先】 東京都渋谷都税事務所　電話 03-3463-4311（代）
固定資産税課 固定資産税係または徴収課 徴収管理係

【例】（○）�国民年金手帳＋�納税通知書（×）�納税通知書＋�クレジットカード

※申請者（窓口に来られた方）の本人確認書類（原本）の提示が必要です。

申請者の身分を証明できる
官公署が発行した書類

申請者の身分を証明できる
その他の本人名義の書類

顔写真付き
○運転免許証
○旅券（パスポート）

など

顔写真なし
○国民健康保険等の
被保険者証
○国民年金手帳　

など

○国税または地方税の
納税通知書
○クレジットカード
○東京都シルバーパス
○法人が発行した
身分証明書（顔写真付き）

など

BとCから
それぞれ1種類
※Cから2種類は不可

A B C

窓口で提示していただく「本人確認書類」

Aから
1種類

Bから
2種類

または または
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