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渋谷法人会が“公益社団法人”認定を目指す理由
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23年9月 23年10月下旬

23年8月 23年  9月下旬

定例説明会等のお知らせ

 《税務無料相談》
　日時　平成23年６月15日（水）午後１時～４時
　日時　平成23年７月20日（水）午後１時～４時
　日時　平成23年８月24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　６月６日（月）午後１時30分～４時
　日時　７月６日（水）午後１時30分～４時
　場所　渋谷区立商工会館  ２Ｆ  大研修室

該当の会社は是非ご出席下さい｡

6･7月 定例説明会等のお知らせ

●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

23年7月 23年  8月下旬

夏期ゼミナールのお知らせ夏期ゼミナールのお知らせ
◆日　　時　８月２日㈫、３日㈬（１泊研修）
　　　　　　午後２時受付開始（詳しくは同封のチラシをご覧ください）
◆場　　所　箱根湯本ホテル　別館
◆講　　演（第１部）講師：外交ジャーナリスト・作家　手嶋 龍一氏
　　　　　（第２部）懇親会
◆懇親会費　10,000円／１名

  6月･7月(8月)実施する主な事業
●６月２日　広報委員会
●６月３日　エクセル入門セミナー
●６月６日　第19ブロック役員会
●６月８日　第２回公益社団法人認定推進委員会
●６月10日　エクセル活用セミナー
●６月13日　正副会長会
●６月13日　理事会
●６月13日　第11ブロック役員会
●６月15日　源泉研究部研修会
●６月17日　パワーポイント入門セミナー
●６月22日　新入会員歓迎会

中級簿記日程（全15回うち６月実施分）
　　　　　　（商工会議所簿記検定２級程度）
６月２日㈭・７日㈫・９日㈭・14日㈫・16日㈭・
21日㈫・23日㈭・28日㈫・30日㈭

●７月４日　事業パートナーセミナー（第１回）
●７月６日　日本政策金融公庫融資相談会
●７月７日　大型保障制度推進協議会
●７月24日　初台まつり（第17ブロック）
●７月27日　事業パートナーセミナー（第２回）

●８月２日　夏期ゼミナール
●８月25日　事業パートナーセミナー（第３回）
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正しい税知識を学ぼう

　平成18年６月、公益法人制度改革３法が成立し、現存の公益法人は平成25年11月30日までに「一
般社団法人」か「公益社団法人」を選択して認定等を受けなければ、解散することとなりました。
　全国442の法人会は「税のオピニオンリーダー」であることを誇りにし、「よき経営者をめざすものの
団体」として税に対する啓蒙活動に取り組みながら、昨今では次代を担う小中学生を対象にした「租税教
育」や「社会貢献」にも力を注ぎ、「地域社会のお役に立てる法人会」を目指して活動しています。
　渋谷法人会でも、昨年12月の理事会で「公益社団法人認定取得を目指す」という事業計画にご承認い
ただきましたので、23年度中に申請をするところでございます。
　この申請を認められるためには、いくつかの要件をクリアしなければなりません。そこで会員の皆様の
ご理解をいただきたく、是非ご一読願います。

渋谷法人会が「新公益法人制度改革」で、
「公益社団

4 4 4 4

法人」認定を目指す理由

   「公益法人制度改革」ってなに？

　｢公益法人制度」という制度は114年も昔の明治29年
にできたもので、その名の通り社団法人や財団法人と
名乗る団体に対する制度です。利益を追求する団体で
はないことから「法人税の減免など、優遇措置」があ
ります。
　しかし、昨今はその名を隠れみのにして悪用する団
体が露見したり、主務官庁から公益法人への「天下り」
問題が明らかになったことから、「本当に公益的な事
業をやっている団体なの？」と、審判されることにな
ったのです。
　そこで、現行の公益法人は平成25年11月30日までに
「公益社団法人」か「一般社団法人」を選択して申請し、
認定されないと「解散」することになってしまうので
す。　

　制度改革をする必要性ってなに？

　簡単に言うとオレンジ共済組合事件などの不正事件
や、退職した高級官僚が、主務官庁が所管する外郭団
体や関連する民間企業・独立行政法人や特殊法人など
に就職斡旋する「天下り問題」根絶のための改革です。
　

　改革の理由を整理すると、以下の３つになります。
①主務官庁制の弊害
　・法人設立が簡便でないから
　・公益性の判断基準が不明だから
　・主務官庁の指導監督が縦割りで煩雑だから
　・法人の管理運営のあり方に問題があるから
　・公益性を失った法人が公益法人として存続し続け
　　るから
②前述の明治29年に制定されてから抜本的な見直し
　がなかったため
③民間非営利活動の健全な発展を促進するため
です。

   「認定法人」って、誰が認定するの？

　東京都には「東京都公益認定等審議会」というもの
ができ、各都道府県にも同様の機関が設立しています。
申請書類も膨大ですが、慎重を極めるために数ヶ月に
わたって審議されるようです。
　東京法人会連合会傘下では、大森法人会が昨年11月
に認定されました。続いて目黒・四谷・玉川・日野・
武蔵野・麹町の各会が認定されました。
　また、全法連は３月28日に内閣府公益認定等委員会
から認定されました。
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法人会はよき経営者をめざす者の集まり

　どうして「公益社団法人」取得にこだわるの？

　渋谷法人会には創立以来60年もの歴史・伝統・実績
があります。そしてなんといっても「社会的評価と信
用」を維持するためにも、公益認定を取得したいと考
えているのです。
　そして、会員の皆様にも「公益的な事業をしている
団体に所属している」というプライドを持っていただ
きたいと思います。

   「一般法人」ではだめなの？

　一般法人は登記のみで設立が可能ですから、差別化
もできず社会的評価も低くなり、７千社ほどの会員を
抱える当会には不向きな組織設計だと言われていま
す。
　そして、優遇税制が適用されないことも公益法人を
目指す一因です。

　どうすれば「公益社団法人」になれるの？

　認定される要件の一つに「不特定多数の者の利益の
増進に寄与する」というものがあります。
　講演会・公演会・研修事業を開催するならば、会員
に対してだけでなく一般の方にも事業参加を呼び掛け
ることが重要になり、もちろん会員の皆様が、社員や
友人をお誘いいただくことも大切なことなのです。
　簡単にいうと多くの人の目に留まるような情報を発
信する「広報の手法が重要」になります。
　例えば、法人会のホームページにアップする・人目
に付くところにポスターを貼る・自治会回覧板でチラ
シを回覧したり、地元の新聞や一般紙に掲載を依頼す
る、などの手法が有効だとされています。

   「公益認定法人」になる条件はそれだけ？

　もう一つの条件があります。
　それは「公益事業費の支出が総支出の50パーセント
超であること」とされているのですが、会員の皆様か
らいただいた年会費の半分以上を会員ではない人に供
与するということではありません。
　試算の結果、数パーセントを公益事業に遣わせてい
ただくことになるようですが、これまで以上に会員へ
のサービス向上をめざしたいと考えていますので、ご
理解をいただきたいと思います。

　会員の会費で運営する法人会が、なぜ会員以
　外（不特定多数）の者の利益のために活動し
　なければいけないの？

　公益法人であろうが民間企業であろうが、社会への
貢献を視野に入れて活動することは当然のことで、現
在の法人会の活動方針と矛盾するものではありませ
ん。会員の皆様にも、会員の利益だけを考えるのでは
なく地域社会にも眼を向けていただきたいと考えま
す。

　法人会と国税庁（国税局・税務署）との関係
　が無くなるの？

　法人会の監督官庁は国税庁から行政庁に代わるため
に許認可関係全般が移行します。ただし、法人会が「税」
に関わる事業を実施する限り、国家行政組織において
唯一「国税に関わる行政」を所掌する国税との関係は
無くならず、引き続き支援協力をいただくことに変わ
りはありません。

　新しい法人会になるの？

　認定を受けると「公益社団法人 渋谷法人会」と名
称が変わります。事業内容は、今までとそれほど変わ
るわけではありませんが、
①税に関する事業をメインとする
②国税当局との関係の維持発展に努める
③会員にとって魅力ある法人会づくりをする
④社会的認知度の向上に努める
というように、法人会の存在意義をより強化すること
になります。

　取り消されることもあるの？

　公益認定法人としてスタートすると行政庁には毎年
事業報告をするのですが、「認定基準のいずれかに適
合しなくなった」などの問題がある場合には必要な措
置をとるよう勧告されます。
　更に所要の期間を経過しても改善されない場合には
是正命令を経て、最終的に公益認定を取り消されるこ
ともありえるのです。
　
　会員の皆様には、ご不便をお掛けすることもあるか
もしれませんが、何卒ご理解をいただきたく、宜しく
お願い申し上げます。
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第47回通常総会に向けて
　５月19日㈭開催の第47回通常総会に向けて、各委員会を
受けて３月29日㈫に理事会を開催し、事業報告や決算等の
総会提出議案を審議し、５月13日㈮に理事評議員会を開催
し、役員改選と今回の大きな議案となる公益社団法人認定
申請承認に向け
ての具体的方策
を審議し、総会
に提出すること
とした。

新入社員教育セミナーを開催
　第一印象のレベルアップ、言葉遣い、電話応対マナー、
応接マナーなど新入社員を対象とした社員教育セミナーを
４月22日㈮渋谷区立商工会館において開催した。
　このセミナーは毎年この時期に開催しているもので、出
席者は大半が新卒の新入社員なので、真剣に講義を受けて
いる。出席された方の態度等がセミナー前と後では明らか
に変化している。その後も是非日常の業務に活かしていた
だきたいと思う。
　講師は、昨年に引き続き東京家政短期大学国際コミュニ
ケーション学科講師の藤沼悦子氏。震災の影響等もあり会
報発送が遅れた為、申込者が例年に比べかなり少なくなっ
てしまった。出席者24名。セミナーの内容はその年により
若干変わります。

平成23年度簿記講習会始まる！
　渋谷法人会では、４月５日より渋谷法人会館において、
午後３時より５時まで、平成23年度の初級簿記講習会を開
催している。
　講師は、税理士の四方　茂氏。受講者は17名。

女性部会研修会を開催
　３月25日㈮午後３時から税務についての講演会を開催し
た。
　講習会の講師は、ま
ず渋谷税務署資産課税
第一部門の高橋統括官
に『相続・贈与税の概
要』と題してご講演い
ただいた。
　続いて渋谷税務署法人課税第一部門の佐々木審理担当上
席調査官に『平成23年度税制改正(案)の概要』と題してご
講演いただいた。
　同日研修会前に役員会を開催し、平成22年度の部会事業
総括と平成23年度部会事業計画の検討をした。研修会出席
者22名。

渋谷駅前クリーンキャンペーンに参加
　去る４月28日㈭年に一度の大規模な“渋谷駅前クリーン

キャンペーン”が開催され、当会から
青年部会が参加した。
　清掃活動そのものはほぼ毎月１回行
われているが、毎年４月28日（シブヤ
の日）にハチ公前広場が参加者で埋ま
るほどの規模で行われるもので、渋谷

区長の挨拶等のセレモニーの後、一斉に渋谷駅前のゴミ拾
いや落書きを消すなどの活動を行うもの。
　今年は、地元出身ということで、タレントの井上順氏が
参加して挨拶した。
　各企業、団体もジャンパーなどを揃えて参加する。

この社会あなたの税が生きている

小野寺第一統括官ご挨拶

理事会

桑原渋谷区長挨拶

講師：高橋資産課税第一統括官 講師：佐々木審理担当上席 山崎部会長挨拶

会長挨拶 五十里副署長ご挨拶

講師：藤沼悦子先生

社員教育セミナー

講師：四方茂先生

初級簿記講習会

女性部会研修会

井上順氏挨拶 青年部会の面々

部会だより
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「商業登記電子認証ソフト」の提供が開始されました。

　この度の東日本大震災により被害を受けた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
　この震災により被害を受けた法人には、法人税及び消費税などについて、以下のような各種の税制上の措置が
講じられております（平成23年４月27日施行）。

《法人税》
　１　震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
　２　仮決算の中間申告による所得税額の還付
　３　被災代替資産等の特別償却
　４　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
　５　代替資産の取得期間等の延長の特例
　６　中間申告書の提出に関する特例

《消費税》
　１　消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
　２　申告期限の延長に伴う消費税の中間申告書の提出に係る特例

《印紙税等》
　１　特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の印紙税の非課税
　２　被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等の印紙税の非課税
　３　被災自動車に係る自動車重量税の特例還付（被災自動車の所有者の方）
　４　被災自動車の買換えに係る自動車重量税の免税（被災自動車の使用者の方）

《その他》
　●寄附金の指定（寄附金控除等の対象化）
　　今回の地震に関して中央共同募金会が募集するＮＰＯ法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を告示に
　より指定（平成23年３月15日に告知済み）。

　＊上記の詳細及びその他の施策又は災害に関する税務上の取扱いについては、
　　国税庁ホームページ「http:/www.nta.go.jp」をご覧ください。

e-Taxを利用しよう

　e-Taxで申告等を行う際に必要となる電子証明書には、市区町村窓口で発行する「公的個人認証サービス」に
基づく電子証明書、登記所が発行する「商業登記に基づく電子認証制度」に基づく電子証明書等があります。
　従来、商業登記に基づく電子証明書の取得には市販の専用ソフトの購入が必要とされていましたが、「商業登
記電子認証ソフト」の提供が開始され、法務省のホームページから無償でダウンロードし、利用することができ
ることとなりました。

（発行手数料は従来同様に必要です。）

e-Tax Information

商業登記に基づく電子認証制度 検索
クリック！

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」
（震災特例法）が施行されました。

震災関係
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自動車税の納期限は５月31日（火）です。
まだ納付がお済みでない方は、お早めに納付をお願いします。
東京都の自動車税は、金融機関・郵便局・都税事務所等の窓口のほか、コンビニエンスストア、金融機関
等の　　　ペイジー対応のＡＴＭ、インターネットバンキングやモバイルバンキングでも納付できます。
※金融機関等の　　　ペイジー対応のＡＴＭ、インターネットバンキングやモバイルバンキングで納付し
た場合は、納付確認ができ次第（おおむね２週間後）、はがきサイズの継続検査等用の納税証明書を郵
送します。

みんなの力で法人会を大きく育てよう

対 象 者

対象設備

減 免 額

対象期間

減免手続

【お問い合わせ先】
●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること
　・主税局課税部法人課税指導課法人事業税係　03－5388－2963
　・渋谷都税事務所の法人事業税係　　　　　　03－3463－4311（代表）
　　＊主税局ホームページに、
　　　各種様式や制度のＱ＆Ａを掲載しています。
●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること　　
　「地球温暖化対策報告書制度ヘルプデスク」「導入推奨機器申請窓口」　03－5388－3408

「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者＊　　　＊資本金１億円以下の法人等
※「地球温暖化対策報告書」については、環境局ホームページをご覧ください。
次の要件を満たすもの
①温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得されたもの
②｢省エネルギー設備＊＊及び再生可能エネルギー設備｣(減価償却資産)で､環境局が導入推奨機器として指定したもの
　＊＊空調設備、照明設備、小型ボイラー設備
※導入推奨機器については、基準変更により取り消されることがありますので、環境局ホームページで最新情報をご
　確認ください。
設備の取得価額（上限2,000万円）の２分の１を、取得年度の事業税額から減免（ただし、当期事業税額の２分の
１を限度）
※減免しきれなかった額がある場合（取得事業年度の事業税額が０である場合を含む。）は、翌事業年度等の事業税
　額から減免可
以下の期間に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用 
平成22年３月31日から平成27年３月30日までの間に終了する各事業年度
事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている場合は、その延長された日）までに、減免申請書及び必
要書類を提出してください。

法人事業税の減免申請期限にご注意ください！
　減免の申請期限は、事業税の納期限（申告期限の延長承認を受けている場合は、延長後の申告期限）です。
　減免を受けるためには、申請期限までに、減免申請書及び必要書類を、所管する都税事務所・都税支所・支庁
に提出してください。
　なお、申請期限を過ぎますと、減免を受けることができませんのでご注意ください。

【中小企業者向け省エネ促進税制（法人事業税の減免）の概要】

中小企業者向け省エネ促進税制

主税局  環境減税 検索

都税についての
お知らせ

自動車税の納付はお済みですか？
車検時納付はＮＯ！
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会員の増加は、会員のメリットに通じる
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法人会の事業活動に積極的に参加しよう
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地震保険のしくみ
　３月11日に東日本大震災が起きました。国難と
もいえる大災害に、本当に多くの方々が心を痛め
ていることと思います。
　今回の災害は、地震が大元ではありますが、津
波、火災など、さまざまな状況で家が壊れてしま
った方たちが多くいます。
　ここで注目されるのが、地震保険です。実は、
世帯加入率は全国的にそれほど高くはありませ
ん。被災地となった宮城県で32.5％、福島県で
14.1％にとどまります。全国平均では23.0％（平
成21年度、日本損害保険協会調べ）です。阪神・
淡路大震災の後、加入する世帯は増加傾向にはあ
ります。
　今回の東日本大震災における地震保険の支払額
は、阪神・淡路大震災の783億円を上回り、過去最
大の数千億円になるだろうとの報道もありました。
　地震保険のしくみは、いわゆる生命保険などと
は異なります。火災保険とセットで入るのが原則
で、単独では入れません。補償額は火災保険の30
～50％で、建物5000万円、家財1000万円の上限が
設けられています。地震保険に入る前に、ご自分
の火災保険の保障額をまず確認してみる必要があ
ります。2000万円保償の火災保険に入っているな
ら、地震保険での補償額は600～1000万円。もし、
2000万円で建てた家なら、地震で全壊しても、地
震保険の補償のみで元通りの家を再建築すること
はできません。
　地震保険の保険料が割高であるとよくいわれま

すが、保険料は、家の建築構造（木造・非木造）
と住んでいる地域の地震リスク度により異なりま
す。木造建築で地震リスクの高い地域に住んでい
ると、地震保険の保険料も高くなります。
　もし、単独で地震保険に入りたい、今の地震保
険に上乗せをしたいならば、「地震補償保険」に
入る方法もあります。補償の上限は900万円です
が、比較的、割安な保険料で加入できます。地震
で被災すると、家の再建だけではなく、仮住まい
中の生活費、仕事を休んでしまうための収入減、
場合によっては住宅ローンの返済など、家計も直
撃されます。
　家族そして家を守るために、一度、検討してみ
るとよいかもしれません。

帰宅困難者になったら
　この東日本大震災では、勤務先からの帰宅に困
り、特に首都圏では帰宅困難者になった方が多く
出ました。
　自宅に帰ることができず、さまざまな場所で不
安な一夜を過ごされた方も多くいらっしゃるでし
ょう。私の周囲でも、歩いて帰宅した、途中まで
歩いていたら深夜に電車が復旧してホッとした、
シティホテルの宴会場で一泊した、オフィスに宿
泊したなど、本当にさまざまな方がいました。
　万が一、歩いて帰宅せざるを得なくなった場合
ですが、災害時帰宅支援ステーションがあること
を知っておきましょう。例えば、東京都内では、
都立学校や東京武道館、一部のコンビニ・ガソリ
ンスタンド・ファミリーレストランなどが帰宅支
援ステーションに指定されています。災害などの
緊急時には、水分の補給やトイレの使用、災害情
報の提供などを行うことになっています。対象に
なる店舗には、ステッカーやポスターなどが張ら
れていますから、勤務先の近くの店をチェックし
たり、自治体のホームページで確認しておいたり
するのがよいでしょう。
　女性の方は、ヒールの高くない歩きやすいくつ
などをロッカーなどに一足入れておくのも一案で
す。
　できれば、経験したくない帰宅困難ですが、万
が一に備えて地図上だけでもシミュレーションを
しておく必要があります。

電子納税、電子申告を活用しよう

小林 育子（キャリアカウンセラー／ファイナンシャル・プランナー）
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❶
　今回からこの連載を担当する宮崎ゆかりです。アメ
リカと日本で企業コンサルティングに携わり、時代に
応じたビジネスの変遷を見てきた経験から、職場のチ
ームビルディングについて考えていくつもりです。
　昨今、バブル期の企業マネジメントとして重要視さ
れていた「市場調査型」から、上司と部下の「信頼関
係育成」に重点を置く企業が増えています。どちらか
というと一昔前の日本企業の考え方、といったほうが
分かりやすいかもしれません。
　信頼関係を築くためには、自分自身が他人を信用す
ることから始めなければなりません。言い換えると、
人を信用することは人から裏切られるリスクもあると
いうことです。
　私自身、他人を信じて痛い目にあったことが何度か
あります。中でも最も落ち込んだのは、渡米後１年た
った頃、あるビジネスに全財産を投資したときのこと
です。テレビＣＭまで流していたので信用し、契約し
てお金を振り込んだら、関係者は逃亡して連絡がとれ
なくなりました。日本人を狙った詐欺だと判明したと
きには、すでに何もかも失くしてしまいました。
　一文無しになった私は、明日の生活にも困る状態で、
日雇い仕事の人々が住むアパートに寝泊まりしていま
した。治安も悪い場所で、住民には朝からお酒を飲ん
でいる人も多く、夜になると発砲音も聞こえてきまし
た。しかし、当時は不思議と怖いとは思わなかったの
です。ほかに行くところのなかった私は、アパートの
住民たちを心から信頼して何事も素直に話していたか
らです。むしろ、お酒が買えるだけ私よりすごいと関
心していました。
　振り返ってみても当時の状況に戻りたいとは思いま
せんが、アパートの住民たちが、困っているだろうと
ごはんを作ってくれたりして、人々の温かさも身に沁
みました。明日の生活さえ見えない状況にありながら、
あまり悩まずに毎日笑いながら生活できたのは、周囲
の人々が親身に接してくれたからにほかなりません。
  「あなたは人を信じ過ぎる。だから気をつけた方が
いい」とアドバイスする人もいるでしょう。けれど、

裏切る人もいますが、信用できる人は必ずいます。だ
から、裏切られたことはイレギュラーのこととして
私はとらえます。もちろん事実関係については、原因
を究明し次の成功に活かしますが、いやな気分はでき
るだけ早く忘れるようにしています。他人からだまさ
れる・裏切られるリスクよりも、人を疑うことによっ
て何も得られないリスクの方が大きいと私は思うので
す。
　社内で部下との信頼関係づくりで欠かせないのは、
どこまで本心で話ができるかということです。米国で
は、各個人の業務内容が細分化されていますので、自
分の責任の範囲内の仕事であれば、個人の意見をしっ
かりと主張して、話し合って信頼関係を深める傾向が
あります。きちんと自分の考えていることを主張しな
いと、相手に理解してもらうことはできません。
　日本では特有の慣習もあり、目上には言いたいこと
がいえないときも多いでしょう。しかし互いの理解を
深めてこそ、上司・部下の信頼関係ができるわけです
から、本心で語ることが必要であることはいうまでも
ありません。
　昨今、日米問わず、強いチームビルディングに力を
いれ、多くの企業がそのための研修に投資しています。
不安定な経済状況から人間不信に陥ってしまう人々も
多く、心理的な疾患も急速な勢いで増加しています。
このような状況も起因して、米国でもこの数年は「リ
ーダーを中心とした、信頼関係のあるチームワークづ
くりこそが企業の揺るがない土台を作ることである」
という、人の気持ちに重きをおいた企業マネジメント
が再度見直されています。

◇
宮崎ゆかり　兵庫県生まれ。リスペクト・スポーツ・
アンド・エンターテイメント代表取締役。ハワイを拠
点に世界中を飛び回っている。ミッションは「やれば
できる！」。著書「仕事も、人生も、メンターがいれ
ばうまくいく」（ユウメディア出版）、「なぜゴルフを
すると仕事も人生もうまくいくのか」（中経出版）

メールアドレスを登録しよう

新連載

部下との信頼関係の構築
米国のマネジメントに学ぶ
チームビルディング

経営コンサルタント　宮崎 ゆかり
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e-Taxを体験してみよう！

□責任を転嫁しようとしていないか
□直ちに上司に支持を仰ぐようにしているか
□お客のクレームの内容に反論することなく、冷静に
よく聴くようにしているか

□クレームの連絡に対して、逃げ腰ではなく、ハキハ
キとした対応をしているだろうか

□クレームの内容についての事実確認を適切に行って
いるだろうか

□クレームの内容により、直ちに
　他部門との連携をとっている
　だろうか
□相手にわかる言葉や表現方法
　を十分に考えているだろうか
□お客の立場になり、クレーム
　の問題解決に取り組んでいる
　だろうか
□再発防止について、相手に納得いくように説明して
いるだろうか

□自分のクレーム処理記録をとっているだろうか
□クレーム処理が完了しても、フォローアップを心が
けているだろうか

「クレーム処理」力を高めよう！
　元来、クレームと苦情は、その言葉の意味あいに違
いがある。クレーム（Claim）は「当然の権利の要求」
と訳され、苦情（Complaim）は「不平・不満」とい
うことになる。しかし、現実にはその両方を合わせク
レームとして処理されているようだ。
　現在のように、顧客志向が高まってくると、クレー
ムは多岐にわたり全くゼロにするわけにはいかない。
それだけに、商品・サービスを提供していく立場と受
け手のユーザーの立場をどのように一致させるかにか
かっているといえる。
　そのギャップを埋めていくのには、一人ひとりが、
クレーム感覚を敏感にし、適切な対応をしていくこと
が求められる。
■「クレーム」発生時のチェックポイント
□自分ひとりで、なにもかも処理しようとしていない
か

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネス評論家）

「組織離れ」が進み、トップや指
導者層のとまどいが目立ちます。
仕事がら私もいろいろな経営者や
指導者層から相談を受けますが、
「力」や「技」だけを頼りにして
きた人々の悩みや挫折感は深刻で
す。もはや「力」や「技」だけで
は、多くの人を動かすのは困難に
なったといえるでしょう。
　一方、金も力もない人が、「力」
や「技」だけを目指して頑張って
いるとしたら、どうでしょうか。
「余裕のない奴」「油断ならぬ奴」
と、他人の目には映るのではない
でしょうか。
　金・力・技のあるなしにかかわ
らず、「抜け目のなさ」は今日の
世の中ではマイナスになると、私
は考えています。
  「無欲」という魅力もあると私
は考えています。世知辛い世の中
だからこそ、「無欲で誠実に相手
に尽くす」ことがその人の信望に
なって魅力になるのです。

　情報化社会といわれる今日、あ
らゆる「情報」が私たちのまわり
を飛び交っています。前回、社会
人として生きていくためには、い
ろいろな勉強をすること、情報を
集めること、実力をもつことが必
要になると述べました。
　出世や金もうけをしようとすれ
ば「人脈づくり」がひとつの要素
になると思いますが、世の中には
「それだけ」という人がかなり多
いように思われます。でも、少な
くとも私は、そういう人に魅力を
感じないのです。社会的地位や金
はあるに越したことはないのです
が、「それだけ」ではなんの魅力
もないのです。「力」や「技」は
確かに多くの人を動かし、人を集
める要素です。しかし「それだけ」
だったら、どういうことになるで
しょうか。
　そういう人が社会的地位や富を
得たとき、人は「やり手」とか「切
れ者」と呼ぶことでしょう。周囲

の人たちは表面的には従っていて
も、ふところに飛び込もうとはし
ないものです。つまり「遠巻きに
している」状態です。
　もちろん本人のほうでも、決し
て他人を信用しないものです。見
かけの羽振りはよくても、内面は
「孤独」です。
　今日いろいろな組織でいわゆる

国司 義彦
（JMC能力開発センター代表取締役）

人
間
的
魅
力
の
秘
密

   

│
無
欲
と
い
う
こ
と
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法人会ホームページを活用しよう

平成23年３月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）

ブロック

３

６

13

20

法　人　名

藤栄電気㈱

㈱ＪＩＺＭＯ

㈲ローズカンパニー

㈱ミクシィリクルートメント

代表者名

藤田　昌弘

片山　智弘

野呂瀬トミ

笠原　健治

連　絡　先　住　所

渋谷区代官山町17－１－2012

渋谷区渋谷３－１－９

渋谷区西原１－18－５

渋谷区神宮前２－34－17

業　　種

電子機器製造販売

ＩＴサービス

パン製造販売業

インターネット求人広告事業

電話番号

045-309-7929

3485-4150

5738-5900

平成23年４月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）

ブロック

２

３

５

18

18

20

法　人　名

信濃不動産㈱

オフィスアイ

㈱スガタデザイン研究所

社会保険労務士法人 相事務所

知昇㈱

㈱ダマスク・ローズ・ジャパン

代表者名

小林　雄司

石原　眞澄

鈴木　　哲

福島　紀夫

鄭　　倩萍

星　　丈二

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿１－14－９

渋谷区代官山町10－17

渋谷区東２－20－16－2F

渋谷区代々木１－54－１

渋谷区代々木２－23－１

渋谷区神宮前２－27－２

業　　種

不動産業

サービス業

デザイン・制作

社会保険労務士

語学教室

婦人服製造・卸

電話番号

5794-8760

3461-3609

6418-7840

3320-7351

6276-5487

3403-0320

　渋谷法人会では、法人会ホームページ“なかまネット”を通じて
様々な会員サービスを展開していきたいと考えております。
　まずご登録いただき、ご自身の会社の情報をアクセスする方に公
開して下さい。
　公開する情報は選べます。また、自社のホームページにリンクさ
せることも可能です。ご自身の会社をアピールして下さい。ご登録
件数が増えるほど、双方にメリットが生まれます。

まずはご登録を！
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＜納期限＞　平成23年６月30日（木）
＜ご利用になれる納付方法・場所＞
①金融機関※１・郵便局・都税事務所・
　都税支所・支庁の窓口
②口座振替※２

③コンビニエンスストア※３

＜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）
＊領収証書及びレシートを必ず受け取り、大切に保
　管してください。

④金融機関※１・郵便局の　　　（ペイジー）対応の
ＡＴＭ※４、インターネットバンキング※４、モバイ
ルバンキング※４

振替納税を利用しよう

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

便利な電子申告･電子納税等をご利用ください!❻❼

詰将棋■解答
　　１二竜　同玉　１一竜　同玉　１三香　同金　２二金まで七
手詰め。
■解説
　初手　２三竜は　同玉　４三竜に　１四玉で上部が広すぎます。
　正解は香を取る　１二竜です。
　　２四玉は　４四竜　３四合駒　３五金がありますので　同玉
ですが、そこで二枚目の竜を　１一竜と捨ててしまうのが好手で、
　同玉に　１三香で決まるわけです。

電子申告

＜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（PHS・IP電話をご利用の場合：03－5765－7234）
　　　　　　　　　　　　　月～金 午前８時30分～午後９時
 　　　　　　　　　　　　（土・日・祝祭日、年末年始12/29～1/3は除く）
＜申告内容や審査・納税についてのお問い合わせ＞
【電子申告、電子申請・届出】　渋谷都税事務所の各税目担当係
【　電　　子　　納　　税　】　渋谷都税事務所の徴収管理係
　　　　　　　　　　　　　　渋谷都税事務所　電話 03－3463－4311(代表)

　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は下表のとおりです。

○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

○法人設立・設置届出　○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
○法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書
　の提出期限の延長の処分等の届出
○申告書の提出期限の延長の承認申請
○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

────

○本税の納付　　○延滞金の納付
○加算金の納付　○見込納付

○本税の納付　○延滞金の納付
○加算金の納付 ────

電子申請
・届出

電子納税

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)

eLTAXイメージキャラクター
エルレンジャー

エルタックス 検索

6月は固定資産税･都市計画税第1期分の納期です(23区内)
固定資産税・都市計画税（23区内）の納税通知書は、６月１日（水）に発送します。
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※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　お申込方法等の詳細は、主税局徴収部納税推進
課口座振替係（03－5912－7520）へお問い合わせ
ください。

※３　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。

※４　○　　（ペイジーマーク）の入っている都税の
　　　　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）。

○新規にインターネットバンキングやモバイル
バンキングをご利用する方は、事前に金融機
関へのお申込みが必要です。
○保守点検作業のため、一時的にご利用でき
ない場合があります。詳しくは、主税局ホー

ムページ（http://www.tax.metro.tokyo.jp/）
の「都税の納税等について」をご覧ください。

■ヒント
　広そうな玉ですが二枚竜
の好活用があって逃しませ
ん。

（考慮10分で１級）

〈出題〉六段 沼  春雄

東京都　主税局 検索

固定資産税・都市計画税の納税には、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
前月の10日までに、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。
（平成23年８月10日㈬までにお申込みいただく
と、９月の第２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）

　税務職員を装って、税金などの還付金があるとだま
し、ＡＴＭから多額の金額を振り込ませようとする「還
付金詐欺」が都内で発生しています。
＜手口の流れ＞
⑴　税務職員を装って電話をし、「税金が還付されま
す」 「払いすぎた税金をお返しします」などとだま
し、ＡＴＭに誘い出す。

⑵　ＡＴＭコーナーから指定の電話番号に
　電話をするように指示する。
⑶　指定の電話番号に電話すると、ＡＴＭ
　の操作を言葉巧みに指示し、資金を振り
　込ませる。
　主税局では、税金を還付するためにＡＴＭの操作を
お願いすることは絶対にありません。電話でＡＴＭの
操作を求められたら、それは「還付金詐欺」です。
　不審に感じた場合は、相手の氏名、所属する部署名
をご確認のうえ、指定された電話番号にはかけずに、

最寄りの都税事務所または主税局総務部総務課相談広
報係までご連絡ください。また、万が一被害にあわれ
た場合は、すぐに警察にご連絡ください。

【お問い合わせ先】
渋谷都税事務所の相談広報担当（03－3463－4311）
または
主税局総務部総務課相談広報係（03－5388－2924）

税務職員を装った不審な電話｢還付金詐欺｣にご注意ください！
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