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23年12月 24年  1月下旬

23年11月 23年12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10月19日（水）午後１時〜４時
　日時　平成23年11月16日（水）午後１時〜４時
　日時　平成23年12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　10月４日（火）午後１時30分〜４時
　日時　11月21日（月）午後１時30分〜４時
　場所　渋谷税務署  ７Ｆ  会議室

該当の会社は是非ご出席下さい｡

10･11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10月 23年11月下旬

健康診断（会場）青山こどもの城健康診断（会場）青山こどもの城

  10月･11月(12月)実施する主な事業
◦10月３日　第２ブロック役員会
◦10月３日　第４・５ブロック合同税務講習会
◦10月４日　青年部会駅前美化活動
◦10月５日　第６回チャリティゴルフコンペ
◦10月６日　法人会全国大会−横浜−
◦10月７日　日本政策金融公庫年末融資相談会
◦10月11日　青年部会役員会
◦10月11日　第21ブロック役員会
◦10月12日　第19ブロック税務講習会
◦10月12日　源泉研究部会研修会
◦10月12日　第１ブロック税務講習会
◦10月14日　地方税セミナー
◦10月16日　ＨＩＲＯＯフェア
◦10月17日　第18ブロック税務講習会
◦10月18日　秋の特別講演会＜会員の集い＞
◦10月19日　第15ブロック税務講習会
◦10月20日　第６ブロック税務講習会
◦10月24日　第３ブロック税務講習会
◦10月26日　経営者支援セミナー（第４回）
◦10月27日　青年部会・女性部会合同見学研修会
◦10月28日　第20ブロック税務講習会
◦10月30日　第９・10・11ブロック合同税務講習会
◦11月５日　渋谷区くみんの広場
◦11月６日　渋谷区くみんの広場
◦11月７日　源泉研究部会　年末調整説明会
◦11月８日　第21ブロック税務講習会
◦11月８日　常任理事会
◦11月９日　年末調整説明会
◦11月10日　年末調整説明会
◦11月11日　納税表彰式
◦11月15日　第17ブロック税務講習会
◦11月16日　コンピテンシーセミナー
◦11月17日　経営税務学校
◦11月20日　第16ブロック見学研修会
◦12月１日　広報委員会
◦12月15日　経営者支援セミナー（第５回）
◦12月19日　理事会

初級簿記日程（全15回）10月実施分
　　　　　　（商工会議所簿記検定３級程度）
　10月４日㈫・６日㈭・11日㈫・13日㈭・18日㈫・　
　20日㈭・25日㈫・27日㈭
初級簿記内容
　○簿記の基本、仕訳　○有価証券、固定資産　○仕
　訳帳、伝票、転記・試算表　○貸倒れと貸倒れ引当
　金　○現金、当座預金、仕入・売上の取引　○仕入・
　売上の記帳○費用、収益、精算表　○その他の債権・
　債務、帳簿組織　○帳簿決算と財務諸表

11月21日㈪・22日㈫・24日㈭・25日㈮・26日㈯　別途ご案内いたします。
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正しい税知識を学ぼう

●略歴　
　東京都渋谷区出身、生家は
縄文時代の古代遺跡などで知
られる代々木八幡宮。
　昭和34年(1959)の直木賞に
続き、昭和54年(1979)には多
年にわたる放送文化への功績
が認められ第30回NHK放送
文化賞を受賞。
●主な作品
《小説》御宿かわせみ・はやぶさ新八御用帳・
　　　　花影の花・妖怪・平安妖異伝・魚の住む城
《ＴＶ脚本》旅路(NHK)・女と味噌汁・
　　　　　　肝っ玉母さん・ありがとう(TBS)

◇懇親会　午後５時〜６時30分
◇会　費　5,000円／１名（講演会のみは無料）

　当会では上記の通り、会員増強月間を実施し組織
の拡大強化を図ります。その目的達成の実効効果を
高めるため、会員の集いを催しますので、会員皆様
のご参加をお願いいたします。
　　　　　　記
◇と　き　10月18日㈫　午後３時〜６時30分
◇ところ　渋谷エクセルホテル東急６Ｆ
　　　　　渋谷区道玄坂1-12-2(渋谷マークシティ内)
　　　　　TEL 5457−0109
　　　　　◦受　付：午後２時
　　　　　◦開　会：午後３時
　　　　　◦講演会：午後３時10分〜４時30分
◇演　題　｢日本人の元気｣
◇講　師　作家　平岩　弓枝氏

　今年も法人会では、10月・11月・12月の３ヶ月間、例年通り会員増強月間を実施いたします。
　増強目標は今年は250社と定め、各ブロック、また会員の皆様のご協力をお願いすることといたしま
した。
　法人会に入会しますと法人会が開催いたします諸事業に無料または非常に安い料金で参加できます。
　決算法人・新設法人等の税務関係説明会や経営セミナー、夏期ゼミナール、簿記講習会、政治・経済
等の講演会、人事・労務関係等のセミナーなど、幅広い分野にわたる事業に参加し、自由に最新の情報
を得ることができます。また、各地域（ブロック）の諸活動にも参加ができ、地域での情報も得て、多
くの経営者の方々と交流を深められます。
　また、来る10月18日㈫には渋谷エクセルホテル東急に於いて「会員の集い」（特別講演会と懇親会）
を開催します。この集いは、会員増強月間をいかに成功させるか、その実効を高めるための催しです。
　講師には、作家の平岩弓枝氏をお迎えしてご講演いただきます。詳しくは下段をご覧下さい。
　法人会は「健全な経営」「正しい納税」「地域社会貢献」をテーマに活動しております。会員増強に一
層のご協力をお願いいたします。

（チラシは８･ ９月号に同封いたしました）
◆お申込みお問合せ　渋谷法人会事務局　黒木まで　TEL 3461−0758

−増強目標は250社です達成にご協力下さい−
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法人会はよき経営者をめざす者の集まり

国税庁ホームページへの掲載
　平成23年６月30日に施行された税制改正の概要につきましては、国税庁ホームページにも掲載されております。
　国税庁ホームページ⇒パンフレット・手引き
　　法人税関係…………「平成23年度　法人税関係法令の改正の概要」
　　源泉所得税関係……「平成23年７月　源泉所得税の改正のあらまし」

平成23年度　税制改正
　平成23年１月25日、『平成23年度税制改正法案』が国会へ提出されましたが、下記の資料のとおり変更となっ
ております。財務省ホームページ（http://www.mof.go.jp）より抜粋
　点線で囲った部分の改正は、法案を修正し、平成23年９月６日現在国会審議中です。
　実線で囲んだ部分の改正は、別途の新たな法律案として国会に提出され、平成23年６月22日可決・成立、同年
６月30日に公布・施行されました。詳細は財務省ホームページをご確認ください。
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この社会あなたの税が生きている
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詳しくは、東京都主税局課税部課税指導課（03−5388−2957）までお問い合わせください。

　　　　　東京都主税局ホームページ

e-Taxを利用しよう

不正軽油110番
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24時間受付(フリーダイヤル)

　FAX　03−5388−1309
　Eメール  S0000106@section.metro.tokyo.jp

　不正軽油とは、軽油に脱税を目的として重油等を混
ぜ、軽油と偽り販売しているものです。こうした不正
軽油は、ディーゼル車の排出ガス中の有害物質を増加
させ、環境にも悪い影響を与えます。
　東京都では、不正軽油の調査の手がかりを探してい
ます。不正軽油に関する情報がありましたら、不正軽
油110番までご連絡ください。
　さらに、強化月間キャンペーンの一環として、これ
までのＰＲポスターや不正軽油撲滅作戦等のパネル展
を開催します。ぜひ、お立ち寄りください。

東京都　主税局 検索

10月は不正軽油撲滅強化月間です

会　　場 期　　間

不正軽油撲滅PRパネル展 都庁第一本庁舎１階中央 10月３日㈪〜７日㈮

省エネ(熱損失防止)改修をした住宅にかかる固定資産税が減額されます

バリアフリー改修をした住宅にかかる固定資産税が減額されます

平成20年１月１日以前からある住宅で平成20年４月１日
から平成25年３月31日までの間に、人の居住の用に供す
る部分（賃貸部分を除く。）において、一定の要件を満
たす省エネ（熱損失防止）改修工事を行った住宅

平成19年１月１日以前からある住宅で、65歳以上の方等
が居住する住宅について、平成19年４月１日から平成25
年３月31日までの間に、人の居住の用に供する部分（賃
貸部分を除く。）において、一定の要件を満たすバリア
フリー改修工事を行った場合

改修工事完了年の翌年度分に限り、居住部分
で、住宅１戸あたり120㎡の床面積相当分ま
での固定資産税額の３分の１が減額されます

（賃貸部分は、減額の対象にはなりません。）。

改修工事完了年の翌年度分に限り、居住部分
で、住宅１戸あたり100㎡の床面積相当分ま
での固定資産税額の３分の１が減額されます

（賃貸部分は、減額の対象にはなりません。）。

　減額を受けるためには、改修工事完了後３ヶ月以内に、申告が必要です。詳しくは、当該住宅が所在する区に
ある都税事務所へお問い合わせください。
　なお、23区外で省エネ改修をした場合には、当該住宅が所在する市町村へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】   渋谷都税事務所　固定資産税課　固定資産税係　電話 03−3463−4311（代表）

　減額を受けるためには、バリアフリー改修工事完了後３ヶ月以内に申告が必要です。詳しくは、当該住宅が所
在する区にある都税事務所へお問い合わせください。
　なお、23区外でバリアフリー改修をした場合には、当該住宅が所在する市町村へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】   渋谷都税事務所　固定資産税課　固定資産税係　電話 03−3463−4311（代表）

＜減額の対象となる住宅＞

＜減額の対象となる住宅＞

＜減額の年度と額＞

＜減額の年度と額＞



72011.10･11 No.512

みんなの力で法人会を大きく育てよう

❸
　アメリカでは問題点や解決策を見出そうとするとき
に、上司から部下に「どうすれば良いと思う？」とさ
りげなく切り出すことがあります。そんな日常会話で
の質問がきっかけで、良い解決法が見つかることも多
いからです。
　何事においても、上司から指示をされるよりも、こ
のように質問されて自分で出した答えの結果、やろう
と決めたことの方が、意欲的に取り組むことができる
のは当然のことです。
　アメリカでは、部下の苦手意識を克服するのに、ご
く自然に意見を聞きだすことは大変重要視されてお
り、マネジメント研修の課題として取り上げられるこ
とも多いのです。
　私のメンターは「これからどうしていくつもり？」
と常に質問を投げかけてきます。漠然とした答えであ
っても、私がキチンと考えた結果の回答であるならと
がめません。しかし、「わからない」とか「どちらで
もいい」と回答すると、叱ります。第三者の彼には、
私の回答に思考のカケラもないことはすぐに見抜かれ
てしまい、その点をとても厳しく指摘されます。おか
げで、私はいつも「どうしたいか、どうなりたいか」
を考えるクセがつきました。メンターから見れば私は
とても未熟で、アドバイスしたくなるようなことばか
りのはずです。でも、彼は決して「答え」を教えませ
ん。私が自分で考えるように質問を投げかけてくるの
です。
　商談のように説明して伝えることが難しいスキル
は、上司が部下に同行して身につけさせるのが効果的
です。加えて、行動を共にする時間が長くなることで、
仲間意識も深まります。
　私は今でこそセミナー等でお話しさせていただく機
会が増えましたが、以前はプレゼンテーションが大の
苦手でした。人前にでると固まってしまい、言葉が出
てこないほどに緊張しました。そこで、その苦手意識
を克服するためにも、プレゼンテーションの場にメン
ターに依頼して何度か同行してもらったことがありま
す。
　その場に行くと、私の緊張を和らげようとメンター

は冗談ばかりを言います。そして、いざプレゼンテー
ションが始まるとじっと黙って私の話を聞き、つまず
きそうになるとひと言かふた言、後押しするような言
葉を投げかけてくれました。
　プレゼンテーションを終えると、いつもうまく話す
ことができずに落ち込んでいましたが、メンターは頭
ごなしに叱ることはありません。まず「この部分は良
かった」と必ずほめることから始めます。そして最後
に「でもね…」と、悪かった部分を指摘します。先に
ほめることで、失いかけていた自信を取り戻すことが
できます。だからこそ、後から指摘されたことを冷静
に受止め、次からはこうしようと前向きに考えること
ができるのです。
　先に悪いところを指摘されると、「やっぱり自分は
ダメなんだ」と、失いかけていた自信をさらに失って
しまうかもしれません。自信がなくなれば、苦手意識
はますます強くなってしまいます。
　叱るタイミングは、相手の精神状態の良いときです。
　メンターと私の関係は、そのまま上司と部下の関係
に置き換えることができます。部下との接し方、部下
の育て方は、一緒に時間を過ごす時間が長くなってく
ると自然にわかってくるようになります。しかしいく
ら部下のことがわかっていると言っても、親しき仲に
も礼儀ありです。あくまでも、頭ごなしに言って理解
するのではなく、さりげなく聞き出すこと、そして現
場慣れをさせていくことをいつになっても忘れてはな
りません。部下が“やらなければならない”という義
務的意識を感じずに取り組めるようにしていくことが
ポイントです。そういった習慣づけをしていくことで、
部下本人も自信をもてるようになり、苦手意識を克服
して、すべてがよい方向に変化します。
　このように部下に対しては常に、「あなたはどうし
たいと思うの」「あなたはどうなりたいと思うの」と
相手の意見を先に聞きだす習慣をつけていくことをお
勧めします。すると部下も考えるクセがつき、指示や
命令に対して動けるようになります。普段からの接し
方に注意を払い、部下を育て次のステージに導くこと
により、よりパワフルなチームが育成されるのです。

部下の苦手意識を克服して
次のステージへ導く

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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会員の増加は、会員のメリットに通じる

事労務編、２月８日㈬事業承継編を開催します。詳細
は同封のチラシまたは渋谷法人会ホームページをご覧
下さい。

会員増強合同会議を開催

　渋谷法人会では、10月、11月、12月の３ヶ月間の会
員増強月間に臨むにあたり、８月30日㈫渋谷法人会館
において、会員増強合同会議を開
催した。
　当日は渋谷税務署より小野寺法
人第一統括官と佐々木審理担当上
席にご出席いただき、一段と厳し
い経済環境の中、退会防止策や増
強目標数について最終検討をし、
退会防止策については、昨年と同
じく新規の入会の方には事務局か
ら訪門し、事業内容等について説
明をする。
　目標数は経済環境を鑑み、250
社とすると決定した。
　また今年度は現在21のブロック
に分かれているものを会員数の減少等もあり、大体半
分位に統合することになり、会員数と地域を考慮して
会長・副会長と事務局で作成した、11のブロックに分
割改編する案を提示し、了承を得た為、９月７日の理
事会に提出することとした。

恒例の23年度夏期ゼミナールを開催

　８月２日㈫３日㈬、恒例の夏期ゼミナールを箱根湯
本温泉、湯本ホテル別館に於いて開催した。
　開会は午後３時、柳田会長の挨拶に引き続き外交ジ
ャーナリスト・作家の手嶋龍一氏を講師に向かえ、『ニ
ッポンの新たなリーダーシップを考える』と題して講
演をいただいた。管首相の退陣時期等非常に時世にマ
ッチした演題で、聴講された方々も興味深く聴かれた
ようだった。
　午後６時から懇親会に入り、会長挨拶、宇野澤顧問
の乾杯に始まり、歌に会話に大いに盛り上がった。午
後８時岩田副会長の中締めで宴会を終了。翌朝、朝食
後解散した。
　出席者　117名

経営者支援セミナー第３回を開催

震災後の危機を乗り越える経営手法(商品編)
　毎回好評の、直近６年で実に140社を再生、事業再
生請負人と言われる㈱事業パートナー代表松本光輝氏
を講師に迎え、今年度は３月11日に起り、被災地はも
とより、日本経済に多大な打撃を与えた東日本大震災
後の対処法について、７月に金融編、財務編を開催し、
今回は商品編として講演いただいた。
　このあと、10月26日㈬人財編、12月15日㈭人財・人

講師：手嶋龍一氏

柳田会長挨拶

真剣に聴き入る受講者

第47回夏期ゼミナール

講師：松本光輝氏 経営者支援セミナー（財務編）

会員増強合同会議

小野寺第一統括官挨拶

議事を進める
五月女組織委員長
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法人会の事業活動に積極的に参加しよう

が岩田委員長より有り、ポスターの駅貼り広告や電車
内ＰＲなど平成23年度の広報活動についての報告があ
った。
　出席者は渋谷税務署：佐々木審理担当上席調査官、
山崎審理担当調査官。委員の出席は岩田委員長他12名。

平成23年度第２回簿記講習会を開催！

　渋谷法人会では、９月８日より渋谷法人会館におい
て午後３時から５時まで、平成23年度の第２回目の初
級簿記講習会を開催している。
　初級というのは日本商工会議所検定３級程度の内容
で、今年度は４月に続き２度目の開催。期間は15日間
で、講師は前回と同じ、税理士の四方　茂氏。出席者
は13名。

恵比寿盆踊り大会

第２ブロック（雨宮ブロック長）
　去る７月29日㈮恵比寿盆踊り大会が開催され、事務
局１名、大同生命
推進員も２名参加
した。
　例年通り渋谷税
務署提供の“税金
クイズ”を配布し、
景品を提供し、法
人会をアピールし
た。
　雨の予報の中始
まり、最初は良か
ったが、途中から
生憎の雷雨となっ
てしまった。

第3回理事会を開催

　去る９月７日㈬午後４時から原宿東郷記念館におい
て、税務署異動後初の理事会を開催した。
　最初に柳田会長の挨拶に続き、７月赴任された渋谷
税務署瀧澤副署長にご挨拶をいただき、議案審議に入
った。
　先の会員増強合同会議で、ブロック長と組織委員に
よってまとめられた、組織の再編成となるブロックの

分割改編について説明、承認され
た。
　続いて先の総会で承認された、
公益社団法人認定に向けて、ブロ
ックの事業と会計処理等について
議論し、具体的な進め方について
改めて検討することとなった。

広報委員会を開催

　去る９月８日㈭午後４時より法人会館において、定
例の広報委員会を開催した。
　冒頭佐々木審理担当上席調査官の挨拶と７月の異動
で新しく赴任された山崎審理担当
調査官にご挨拶いただき、議案審
議に入った。
　まず、総会特集号と23年８･ ９
月号の反省をし、平成23年10･11
月号の掲載予定内容を検討した。
　続いて東法連広報委員会の報告

ブロックだより

講師：四方茂氏 簿記講習会

名刺交換会  八本署長挨拶

理事会  瀧澤副署長挨拶 理事会（議案審議）

佐々木審理上席挨拶

山崎審理調査官挨拶 広報委員会

雨宮ブロック長

解けたかな？
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電子納税、電子申告を活用しよう
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メールアドレスを登録しよう
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□自分の足元をしっかりとウォッチングしているだろ
　うか
□相手のウィークポイントのみを突こうとしていない
　だろうか
□話し合いが何度も継続していく場合、これまでの経
　緯をきちんとまとめているだろうか
□相手と対立してしまうことを恐れてはいないだろうか
□相手の心の動きを察知しているだろうか
□相手の要求に対して、柔軟に対応しているだろうか
□相手はどんなタイプか、事前に
　リサーチしているだろうか
□相手をのんでしまったような態
　度をとっていないだろうか
□自分のあるべき姿をイメージし
　て“考動”しているだろうか
□相手の話をよく傾聴するようにしているだろうか
□感情的に、その場、その場で対応していないだろうか
□話すことをよく整理して、組み立てているだろうか
□たとえ、どんなに小さなことでも、誠意を尽くして
　いるだろうか
□相手の立場に立って、理解しようと努めているだろうか

e-Taxを体験してみよう！

｢交渉｣力を身につけよう！
　ビジネス生活のみならず、人と人とのかかわりにお
いては、トラブルはつきものだと言えよう。問題がな
い仕事は、大した仕事ではないとも言えるだろう。何
か意欲的なことをしようとすると、トラブルはついて
回ることになる。
　とはいえ、何もしなければ、何も生み出すことはで
きない。ある意味では、創造とは、トラブルをむかえ
うつことでもあるようだ。それらを解決していくため
には、「交渉」力ああが求められる。
■「交渉」力をつけていくチェックポイント
□相手に対して、自分のことばかりを押しつけていな
　いだろうか
□話し合うに当たって、十分なデータなどを準備して
　いるだろうか
□自分の権威を言葉の端はしにちらつかせていないだ
　ろうか

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネス評論家）

　彼は常に「“運”は決して向こ
うからやってこない。自らつくり
だしてこそ確実に、自分の手につ
かみとることができる」というの
が、行動原理でもあったのだ。そ
の行動原理が、1杯１銭の水売り
からスタートした彼を大きく飛躍
させビジネスヒーローへと導いて
いった。
　そして、彼は次の６つの成功す
る「独立自営の要素」を挙げてい
る。
　《決心》　《勤勉》　《根気》
　《節約》　《健康》　《信用》

■参考文献
・『財界人の人生観(財界人思想全
　集)』(ダイヤモンド社刊)
・『財界巨人伝』河野重吉著
 （ダイヤモンド社刊）
・『その男はかりしれず』
　新田純子著(サンマーク出版刊)
・『九転十起の男』映画　
　監督・市川徹

  『自らつくりだしてこそ、“運”は
確実につかみとることができる』
　先行き不透明な時代を先読みし
ていくために、失敗を恐れず、果
敢にチャレンジしていかなけれ
ば、何も創出していくことはでき
ないだろう。
  「カネなく、コネなく、技術も
なく」、ないないづくしの状況に
あっても、「七転び八起き」なら
ぬ「九転十起」と失敗を恐れず、
その失敗をバネにして、次から次
へと新規事業を起こし、30数社に
及ぶ会社の創設に力をつくしてい
ったのが、明治の創業者、浅野総
一郎であった。
　彼が関係している分野は多岐に
わたり、セメント、製鉄、造船、
海運、陸運、石油、鉱山、電気、
銀行、文化事業などである。その
中には、コールタール事業、東洋
一のダム、大規模埋め立て地の造
成、会社組織などの「日本初」が
つくビジネスも多いほどである。

　このようにベンチャー企業家に
とって、「実行力」ほど大切なも
のはない。彼は、発想を実現させ
ていく「発現力」に富んだ前向き
のファイトマンであった。
　いくら立派なことを口にして
も、実行が伴わなければ「絵に描
いた餅にすぎない」というのが信
条の持ち主であったのである。
　また、彼は現場の人であった。
毎朝５時半には、工場の門に立
ち、粉塵にまみれながらもモーニ
ング姿で現場を歩き回っていたと
いう。

相川  信彦（適応科学研究所長）

浅野財閥・創始者

『浅野 総一郎』
（1848〜1930）
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法人会ホームページを活用しよう

平成23年7月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）

平成23年8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

１

１

３

４

５

６

９

11

13

18

19

21

21

21

ブロック

１

２

４

12

13

15

17

18

18

19

区外

法　人　名

㈱リアルド

㈱プラスアール

㈱グローバルネイションホリデイズ
　トラベルアンドサービス

㈱柳澤経営研究所

㈱宮崎広告事務所

㈲スタジオ・キュー

TTC合同会社

㈱イグニス

㈱商業科学研究所

㈱oltre

㈱プロベスト

エッグスンシングジャパン㈱

㈲ハッピーフェイス

㈱CURIOUS

法　人　名

SANGO㈱

イー・ステーブル㈲

㈱プランシップ・プランニング

㈱石達

㈱アバンズゲート

㈱芝浦サンテ

㈲ケーアーツ

㈱オフィスセレソオン

㈱オフィスタクマ

㈱ハイクロスシネマトグラフィ

ダイキンエアテクノ㈱

代表者名

谷　　雄介

小澤理江子

山名　　訓

柳澤　賢仁

宮崎　秀雄

武多和頼子

田中　俊彦

銭　　　錕

有定　宏展

木村　明真

今野　廣記

荻野　　忍

篠崎　智子

石原　愛理

代表者名

立花　孝行

行田　英憲

竝木　良仁

小山　　智

森清　一雄

飯田　浩志

神野　一郎

山本　　舞

宅間　孝行

辻　　智彦

桒山　　隆

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿1−21−14

渋谷区恵比寿4−5−28−104

渋谷区桜丘町13−9

渋谷区広尾1−7−3−102

渋谷区東1−12−11

渋谷区渋谷1−12−16

渋谷区道玄坂2−16−8

渋谷区神南1−8−8

渋谷区元代々木町30−13

渋谷区代々木2−23−1

渋谷区千駄ヶ谷3−27−4

渋谷区神宮前4−30−2

渋谷区神宮前5−12−4

渋谷区神宮前6−25−8

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿1−14−8−402

渋谷区恵比寿西1−16−9

渋谷区広尾5−15−2

渋谷区富ヶ谷1−9−20

渋谷区大山町11−1−206

渋谷区幡ヶ谷3−20−2

渋谷区代々木4−41−14−304

渋谷区代々木1−23−10

渋谷区代々木1−23−10

渋谷区千駄ヶ谷3−4−8

墨田区両国2−10−8

業　　種

不動産

ボーカルスクール

旅行業

サービス業

広告企画制作

広告web制作印刷

コンサルティング

情報

マーケティングリサーチ

内装コンサルティング業

繊維製品製造業

飲食業

婦人服輸入卸販売業

歯科材料卸売業

業　　種

営業代行

競走馬仲介業

広告代理業

天然石販売

映像製作

小売業

映像制作

劇団の経営

劇団の経営

映画・テレビ制作・技術

空調エンジニアリング

電話番号

3446-4569

5423-5188

6416-1555

5468-5482

6419-9001

3406-0438

5489-6301

6427-8930

5790-7741

3376-7087

5413-3733

5775-5735

3498-9800

3407-7785

電話番号

5795-1268

5728-0750

3442-0370

3481-3535

3467-1315

6276-7137

6300-4116

3373-0601

3373-0601

6459-2546

5624-6126
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振替納税を利用しよう

減額される期間　
　新たに固定資産税が課税される年度から５
年度分（３階建以上の耐火・準耐火建築物に
ついては７年度分）
減額される税額　
　当該住宅の固定資産税額（１戸あたり床面
積120㎡相当分までを限度）の２分の１を減
額

①平成21年６月４日から平成24年３月31日までの間に
新築された住宅であること

②「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第10条
第2号に規定する認定長期優良住宅であること

③居住部分の床面積の割合が当該家屋の２分の１以上
であること

④１戸あたりの床面積が50㎡以上280㎡以下であるこ
と（ただし、貸家の用に供する一戸建て以外の住宅
については、40㎡以上280㎡以下）

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

��
認定長期優良住宅を新築した場合
固定資産税が減額されます

詰将棋■解答
　　１三飛成　同桂　１六飛　同銀　２三銀不成　１五玉　１四
銀成まで七手詰め。
■解説
　初手　１一飛では　１三歩　同飛左成　同桂　２三銀不成　１
五玉　１三飛成　１四歩　同銀成　１五玉で上部が止まりません。
　まず　１三飛成が正解です。
　　同玉は　１五飛ですので　同桂ですが、そこで　１六飛が好
手で　同銀とさせれば脱出路は消えます。

【税額の算出方法】
住宅の価格※２　−　1,300万円　＝　課税標準額
　　　　　　　　　３
課税標準額　×　───（税率）＝　税額
　　　　　　　　  100

減額の対象となる住宅 減額される期間・税額

　減額を受けるには、住宅が新築された年の翌年（１月１日新築の場合はその年）の１月31日までに、
減額の申告が必要です。詳しくは当該住宅が所在する区にある都税事務所にお問い合わせください。
　なお、23区外の住宅については、当該住宅が所在する市町村へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】   渋谷都税事務所　固定資産税課　固定資産税係　電話 03−3463−4311（代表）

不動産取得税における認定長期優良住宅の特例について
　平成21年６月４日から平成24年３月31日までの間に、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、
または新築未使用の認定長期優良住宅を購入した場合、新築住宅にかかる不動産取得税についての特例控除額※１

が増額され、1,300万円となります。
　※ １　認定長期優良住宅以外の特例適用住宅を取得した場合の控除額は、1,200万円です。

①平成21年６月４日から平成24年３月31日までの間に取得した住宅であること（認定長期優良住宅を新築し
た場合、または新築未使用の認定長期優良住宅を購入した場合に限られます。）

②「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第10条第２号に規定する認定長期優良住宅であること
③１戸あたりの床面積が50㎡以上240㎡以下であること（ただし、貸家の用に供する一戸建以外の住宅につ

いては、40㎡以上240㎡以下）

　認定長期優良住宅の特例適用を受けるには申告が必
要です。「不動産取得税申告書」に必要事項をご記入
のうえ、必要書類とともに、所管の都税事務所に申告
してください。

【お問い合わせ先】   
渋谷都税事務所　固定資産税課　不動産取得税係　
電話 03−3463−4311（代表）

減額の対象となる住宅　◇長期優良住宅の認定基準（床面積要件等）とは異なります◇

※２　住宅の実際の購入価格等ではなく、固定資
産評価基準によって評価・決定された価格（評
価額）をいいます。
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※公売物件は変更される場合があります。また、公売は中止になることがありますので、
　最新情報は下記ホームページをご覧ください。
　　東京都主税局ホームページ　http://www.tax.metro.tokyo.jp/

公 売 予 定 日

公 売 物 件

会 場
入 札 時 間
実 施 機 関

お問い合わせ先

11月１日(火)
東京都主税局ホームページまたは
各都税事務所及び参加している区市役所・町
村役場に設置している「不動産公売案内」を
ご覧ください。

都税事務所・参加している区市町村
<都税事務所実施分>
主税局徴収部徴収指導課徴収指導係

（03−5388−3024）
<区市町村実施分>
主税局徴収部個人都民税対策課支援係

（03−5388−3039）

11月15日(火)
東京都主税局ホームページまたは
都庁第一本庁舎19階に設置している

「不動産等公売案内」をご覧ください。

主税局徴収部

主税局徴収部機動整理課公売係
（03−5388−3027）

■ヒント
　玉の上部にある脱出路の封
じ方がテーマとなります。

（考慮10分で１級）

〈出題〉六段 沼  春雄

不動産公売のお知らせ
主税局では、不動産などの財産を入札の方法で売却（公売）しています。

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!
　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」が都内でも発生しています。
＜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」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（03−5388−2924）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）

都庁第一本庁舎４階北側　第二入札室
午後１時00分　〜　午後２時00分

東京都　公売 検索
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