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  2月･3月実施する主な事業
◦２月２日　日本政策金融公庫融資相談会
◦２月３日　源泉所得税セミナー
◦２月６日　公益法人制度改革小委員会
◦２月７日　青年部会駅前美化活動
◦２月８日　経営者支援セミナー（第６回）
◦２月14日　源泉研究部会役員・世話人会
◦２月20日　第６･７･８･10･11･12ブロック合同
　　　　　　研修会
◦２月23日　消費税研修会
◦２月25日　女性部会エンジェルスセミナー
◦３月６日　青年部会駅前美化活動
◦３月８日　広報委員会
◦３月14日　青年部会ゴルフコンペ
◦３月20日　観劇会＜明治座＞石川さゆり

　法律相談をご希望の方は、上部団体の東法連の
法律相談をご利用下さい。
◆日時　毎週月曜日から金曜日まで（祝日等除く）
　　　　午前10時・11時・午後２時・３時・４時
　　　　の５回
◆場所　羽野島法律事務所（新橋）
◆相談料　１時間まで無料　追加30分：5,000円
◆申込先　東法連：TEL 3357−0771

24年4月 24年5月下旬

24年3月 24年4月下旬

定例説明会等のお知らせ
 《税務無料相談》
　日時　平成24年２月15日（水）午後１時〜４時
　日時　平成24年３月21日（水）午後１時〜４時
　日時　平成24年４月18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　２月７日（火）午後１時30分〜４時
　場所　渋谷税務署  ７Ｆ  会議室

　日時　３月22日（木）23日（金）26日（月）
　　　　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｡

2·3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

24年2月 24年3月下旬

法律相談について法律相談について

メールアドレスご登録のお願いメールアドレスご登録のお願い
　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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正しい税知識を学ぼう

　平成24年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　平素、会員の皆様には法人会の活動、運営に格別のご理解とご支援を賜り心から御
礼申し上げます。
　昨年は、３月11日に未曾有の地震と津波による東日本大震災が発生し、直接被災さ
れた方々はもちろん、流通の混乱、電力不足、放射能漏れ問題からエネルギー政策の
見直しなど日本国民の生活に多大な影響を及ぼしました。また、技術、製品材料の不
足など、世界の経済にも大きく影響を及ぼしたことは日本の中小企業の技術力の高さ
を改めて認識いたしました。
　税制面におきましては平成23年度税制改正大綱の半分ほどしか審議が進まず、復興
に掛かる予算を考えますと増税やむを得ずの観が大勢を占めておりますが、法人会と
いたしましては、まずは行財政改革を徹底して行った上で増税を検討すべきとして、
10月に横浜で開催いたしました法人会全国大会におきまして、平成24年度税制改正に
向けた提言に盛り込むことになりました。
　さて、法人会は申告納税制度の維持、発展に寄与する「健全な納税者団体」として
一貫して税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域社会の一員として微力なが
ら地域の発展に工夫を凝らして取り組んで参りました。さらに、現在「公益法人制度
改革」に対して公益社団法人認定を目指し、今まで以上に公益性の高い活動を推進し
て参る所存でございます。どうか会員の皆様には法人会の活動に倍旧のご理解、ご支
援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
　終わりに本年も皆様方のご健勝とご事業のご発展を祈念し、年頭の挨拶とさせてい
ただきます。

社団法人 渋谷法人会

会長　柳田 道康

会　　長　柳　田　道　康
副 会 長　五月女　進　一
　 〃 　　八木原　　　保
　 〃 　　石　田　重　仁
　 〃 　　岩　田　利　延
　 〃 　　福　井　貞　夫
　 〃 　　多治見　孝　子
　 〃 　　浅　妻　正　行
　 〃 　　須　藤　昭　一
専務理事　相　澤　　　悟
常任理事　平　野　恒　雄
　 〃 　　雨　宮　孝　幸
　 〃 　　黒　澤　公　博
　 〃 　　鈴　木　　　猛
　 〃 　　柴　田　　　修
　 〃 　　小　林　英　雄
　 〃 　　藤　木　庸　佑
　 〃 　　長谷川　　　隆
　 〃 　　梅　原　伸二郎
　 〃 　　堀　内　利　夫

常任理事　杉　本　一　二
　 〃 　　荻　　　英　夫
　 〃 　　福　田　勝　則
　 〃 　　田　中　　　茂
　 〃 　　奥　畑　　　茂
　 〃 　　村　田　英　郎
　 〃 　　稲　垣　俊　勝
　 〃 　　藤　田　幸　直
　 〃 　　久　世　義　昭
　 〃 　　海老名　　　孝
〃青年部会長　名　取　政　俊
〃女性部会長　石　井　沙与子
〃源泉部会長　戸　田　匡　介
理　　事　長　島　祐　司
　 〃 　　加　藤　清　治
　 〃 　　佐　藤　正　人
　 〃 　　広　瀬　　　正
　 〃 　　二　渡　永八郎
　 〃 　　東　　　宣　昭
　 〃 　　朝　倉　徳　道

理　　事　原　田　文　彦
　 〃 　　二　宮　秀　泰
　 〃 　　大　塚　英　雄
　 〃 　　渡　辺　　　博
　 〃 　　桑　原　　　保
　 〃 　　小　松　良　郎
　 〃 　　伊　藤　　　哲
　 〃 　　岡　㟢　義　明
　 〃 　　新　居　常　男
　 〃 　　西　村　　　元
　 〃 　　大　石　隆　士
　 〃 　　伊　藤　一　三
　 〃 　　福　井　恒　夫
　 〃 　　山　崎　登美子
　 〃 　　松　井　美千代
　 〃 　　脇　田　茂　久
　 〃 　　山　田　英　治
　 〃 　　有　馬　清　種
　 〃 　　星　野　勇　介
　 〃 　　増　田　泰　雄

理　　事　佐　伯　英　文
　 〃 　　中　村　浩　士
　 〃 　　飯　島　良　臣
　 〃 　　天　野　長　侊
　 〃 　　柳　沢　憲　輔
　 〃 　　安　原　喜一郎
　 〃 　　滝　島　　　聡
　 〃 　　光　山　和　徳
　 〃 　　羽　田　秀　光
　 〃 　　野　口　アキラ
　 〃 　　鈴　木　清　久
　 〃 　　羽根田　忠　夫
　 〃 　　丸　山　幸　孝
　 〃 　　滝　　　澄　雄
　 〃 　　平　山　元　康
　 〃 　　生　稲　榮　次
監　　事　海老澤　　　宏
　 〃 　　村　田　晋　一

（順不同・敬称略）
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法人会はよき経営者をめざす者の集まり

　新年明けましておめでとうございます。
　平成24年の年頭に当たり、社団法人渋谷法人会の皆様に、謹んで新年のご挨拶を申
し上げます。
　柳田会長をはじめ役員、会員の皆様方には、平素から税務行政に対しまして、深い
ご理解と多大なるご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　渋谷法人会は、全国の法人会の中でも、最大規模を誇る法人会であり、税の啓蒙に
資する各種研修会など、多彩な事業を展開されておられます。今後とも、公益社団法
人認定に向けて、事業の充実はもとより、地域の発展に資する魅力ある事業活動を展
開されますようご期待申し上げます。
　ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、申告件数の増加、経済取引の国際化・
広域化・複雑化等により大変厳しい状況となっております。
　このような中で、私どもといたしましては、e-Taxの更なる普及・促進など、事務
の効率化と納税者サービスの向上を図り、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の
実現」に向けて、職員一丸となって努力してまいる所存でございます。
　まもなく平成23年分の所得税及び贈与税等の確定申告を迎えます。本年の確定申告
会場は、署内の会場に替えて、世田谷、北沢及び玉川の３税務署と共同の申告会場（ベ
ルサール渋谷ファースト２階）で実施することになりました。是非、ご家族、従業員
等の皆様にご周知の程よろしくお願い申し上げます。
　結びに当たり、本年が、社団法人渋谷法人会並びに役員、会員の皆様方におかれま
して、更なるご発展とご繁栄の年となりますようご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさ
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。
　社団法人渋谷法人会の皆様には、健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げま
す。
　旧年中は、柳田会長はじめ役員、会員の皆様より、東京都の税務行政に対して格別
のご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。なかでも、電子申告・電子納税推
進協議会における活動、地方税セミナー開催など、貴会の積極的、多面的な活動に改
めて敬意を表します。
　さて、わが国経済は、未曾有の円高と株価低迷の中にあり、首都東京における事業
活動につきましても、舵取りが極めて難しい環境におかれているものと拝察します。
こうした状況に対し、都は中小企業への様々な支援をはじめとして、「東京ならでは」
の成長戦略に取組んでおります。そして、税務行政に携わる私どもは、今日のような
厳しい経済情勢にあるからこそ、税の重みをより深く心に刻みながら、課せられた役
割を着実に果たしていかなければならないと思っております。
　渋谷都税事務所といたしましては、本年も、適正かつ公平な税務行政の推進に職員
一丸となって取組み、皆様からの信頼の確保と納税者サービスの向上に全力を挙げて
まいります。
　渋谷法人会の皆様には、本年も変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう、心よりお
願い申し上げます。
　結びに、この新しい年が、渋谷法人会の皆様にとり、更なるご繁栄の年となります
よう祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

渋谷税務署

署長　八本 輝雄

渋谷都税事務所　

所長　大久保哲也
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この社会あなたの税が生きている
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e-Taxを利用しよう

確定申告会場が変わります！
（確定申告はe-Taxで正しくお早めに！）

◎申告書の提出期間と納税の期限
　　　　　　　 所　　得　　税 　　　　　　　　平成24年２月16日（木）〜  平成24年３月15日（木）
　　　　　　　 贈　　与　　税 　　　　　　　　平成24年２月１日（水）〜  平成24年３月15日（木）
　　　個人事業者の消費税及び地方消費税　　　　平成24年１月４日（水）〜  平成24年４月２日（月）

　※還付申告の方は、１月から確定申告書を提出することができます。
　※提出前に申告内容が正しいことを確認し、早めに提出してください。
◎確定申告会場が変更になります
　所得税・贈与税・個人消費税の申告書作成・提出会場を『ベルサール渋谷ファースト』に変更します。
　期　間：平成24年２月９日㈭〜平成24年３月15日㈭
　　　　　※土曜、日曜及び祝日を除きますが、２月19日及び
　　　　　　２月26日の日曜日に限り開場します。
　　　　　　なお、３月16日㈮もご利用いただけます。
　時　間：受付午前８時30分から午後４時まで
　　　　　※相談開始は、午前９時15分から。
　所在地：渋谷区東1-2-20（住友不動産渋谷ファーストタワー２階）
　　　　　※駐車場及び駐輪場はありません。
　作成済みの申告書等は、土、日及び祝日を除き税務署でも受け
付けています。
　なお、１月４日㈬から３月16日㈮の期間は、税務署内に申告書
作成会場はございません。
◎e-Tax（国税電子申告・納税システム）なら自宅で簡単に作成・提出ができます
　期限間際の確定申告会場での相談は、毎年大変込み合います。国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）「確定申
告書等作成コーナー」なら、自宅のパソコンで作成・提出ができます。自動計算なので、所得税の確定申告書や
決算書等を容易に作成できます（特例の内容等で、利用できない場合があります）。
　提出は、電子証明書（認証付き住基カード）を利用して送信する方法（贈与税を除く）とプリントアウトし税
務署に提出する方法があります。送信の場合、所得税は4,000円までの税額控除（過去に適用された場合を除く）
や源泉徴収票などの提出を省略（確定申告期限から５年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることが
あります。）するメリットがあります。
◎公的年金等に係る雑所得を有する方の所得税の確定申告不要制度
　平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告書の提出は不要となりました。
　※該当の方でも住民税の申告は必要です。また、所得税の還付を受けるには、確定申告書の提出が必要です。
◎納税は口座振替をご利用ください
　※新規に口座を利用する方は、所得税は３月15日㈭まで、個人事業者の消費税及び地方消費税は４月２日㈪ま
　　でに手続きしてください。
　※平成23年分に係る確定申告の振替日は、次のとおりです。
　　・所得税　　　　　　　　　　　　　　　平成24年４月20日㈮
　　・個人事業者の消費税及び地方消費税　　平成24年４月25日㈬
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◎所得税が還付になる方へ
　・還付金の振込先の記入は確実にお願いします。
　・振込口座は、申告者（本人）名義に限ります。転居や結婚等により住所・氏名が変わった場合は、金融機関
　　で変更の手続きをしてください。
　・記載相違、記載もれや書類（源泉徴収票、医療費の領収書、その他必要な書類）の添付もれがある場合には、
　　税金を還付できないことがありますのでご注意ください。
◎納税証明書の交付について
　平成23年分の所得税の納税証明書が必要な場合は、確定申告書を税務署の受付窓口までご持参いただき、受付
担当にその旨をお申し出ください。なお、平成23年分の所得税の確定申告書を提出された後に所得税の納税証明
書を請求される場合には、交付までに相当期間を要しますのでご了承願います。
◎個人事業者の消費税及び地方消費税について
　平成23年分消費税の申告・納税が必要な方は、平成21年分の売上高（課税売上高）が1,000万円を超えている
方と課税事業者の選択届出書を提出している方です。
　消費税は、最終消費者からの預かり金ですから、申告・納付もれとならないよう、必ずご確認ください。
◎税理士による無料申告相談
　⑴小規模納税者の方などの所得税等確定申告書作成・指導（e-Taxでの申告手続きを推進しています）

　　〔問い合わせ〕渋谷税務署　個人課税１部門　　TEL　3463−9181（自動音声対応）

　⑵税理士による確定申告無料相談【申告書等の受付は行いませんので、ご注意ください。】
　　●確定申告相談会（税理士会渋谷支部主催）

　　　　　　　

　　●上記以外の無料の税務相談会
　　　○土曜日の税務相談会　　２月４日㈯　午前10時〜午後４時
　　　○夜間の税務相談会　　　２月８日㈬　午後５時〜午後８時
　　　　いずれも、東急東横店西館コンコース２階で行ないます。
　　〔問い合わせ〕東京税理士会渋谷支部　　TEL　3461−2938

①幡ヶ谷区民会館
　幡ヶ谷３−４−１
②恵比寿社会教育館
　恵比寿２−27−18
③上原区民会館
　上原１−18−６
④渋谷区役所
　宇田川町１−１

みんなの力で法人会を大きく育てよう

月　　日
３月１日㈭〜２日㈮
３月５日㈪〜９日㈮

会　　場

税理士会渋谷支部  事務局

所在地
桜丘町16−15
カーサ渋谷301

受付時間
【午前】10時00分〜11時00分
【午後】１時00分〜３時30分

◎小規模納税者の所得税及び消費税、年金受給者及び給与所得者の所得税の申告を対象としております。
◎次の場合には、会場の利用を御遠慮ください。　①土地、建物及び株式などの譲渡所得のある場合　
　②所得金額が高額な場合　　③所得計算等が複雑な場合　　④税理士に依頼している場合
◎各会場ともお車での御来場は御遠慮ください。
◎会場の混雑状況等により受付を早めに締め切ることもあります。

受付時間：いずれの会場も　【午前】９時30分〜11時30分　【午後】１時〜３時30分

会　場
３
金

７
火

８
水

９
木

10
金

13
月

14
火

15
水

16
木

20
月

21
火

22
水

23
木

27
月

28
火

29
水

２月
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会員の増加は、会員のメリットに通じる

2月は固定資産税・都市計画税第4期分の納期です(23区内)
昨年６月にお送りした納付書により、２月29日（水）までにお納めください。

＜ご利用になれる納付方法＞
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

　＜利用可能なコンビ二エンスストア＞
　　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

　※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で
ご納付ください。）。なお、都では独自に「都税納税確認書」を発行していますので、ご希望の方は各都
税事務所までご連絡ください。

○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。

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月の10日までに、口座振替依頼書（ハガキ式又はダウン
ロード様式）に必要事項を記入の上、郵送していただくか、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でお手続きください。　

 ＜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）

東日本大震災に係る義援金を支払った方へ
　個人の方が、日本赤十字社や中央共同募金会等を通じて、東日本大震災に係る義援金を支払った場合、個
人住民税の税額控除を受けることができます。
　個人住民税の税額控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
　国税庁ホームページに掲載されている「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、税務署に出向くこと
なく確定申告書を作成することができます。
　なお、確定申告や所得税の寄附金控除等に関する情報は、国税庁ホームページをご覧ください。
　また、個人都民税の税額控除に関する情報は、主税局ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ　　http://www.nta.go.jp/　 
　
主税局ホームページ　　http://www.tax.metro.tokyo.jp/

東京都　主税局 検索

確定申告 検索

東京都　主税局 検索
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法人会の事業活動に積極的に参加しよう

　去る１月13日㈮午後５時45分より、セルリアンタワー東急ホテルに於いて新年賀詞交歓会を開催した。
　当日は、渋谷税務署長八本輝雄様を始め、各界の代表38名の方々をご来賓にお迎えし、会員（192名）ととも
に平成24年の新春を寿いだ。
　まず柳田会長の年頭の挨拶に続き、八本渋谷税務署長、大久保渋谷都税事務所長、桑原渋谷区長、横山専務理
事そして友誼団体を代表して東京税理士会渋谷支部の森支部長よりご挨拶をいただいた。
　続いて宇野澤顧問の乾杯で懇親会に入り、来
賓、会員相互に新春のお祝いの言葉を交わしな
がら、情報交換等に花を咲かせ、懇親のひと時
を有意義に過ごした。

平成24年の新春を寿ぎ新年賀詞交歓会を催す

第33回経営税務学校を開催
【税を考える週間参加行事】

　国税庁は毎年11月11日〜17日を、税の仕組みや目的
を「知ってもらい」そして「考えてもらい」税に対す
る理解を深めてもらう為、【税を考える週間】を設け
ており、その参加行事の一環として開催している“経
営税務学校”を本年も11月17日㈭、渋谷区立商工会館
において開催した。
　当日は、第１部講師として渋谷
税務署長八本輝雄氏に『社会の変
化と税務行政』と題して講演いた
だき、続いて第２部講師として夢
コンサルＡＫＭ㈱代表取締役佐野
幸男氏に『トヨタ流改善を営業に
活かす』と題して講演していただいた。

　佐野氏は、ミサワホームで活躍され、その後アキュ
ラホームなどで利益率改善や売上
を数倍に伸ばすなど経営改善のプ
ロと言えるかたです。
　出席された方々からも非常に良
かったとの声が聞かれた。
　出席者　43名

第一講座講師：八本署長

第二講座講師：佐野幸男氏

経営税務学校

大久保渋谷都税事務所長 桑原渋谷区長 横山東法連専務理事 森東京税理士会渋谷支部長 宇野澤顧問

柳田会長 八本渋谷税務署長 新年賀詞交歓会
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電子納税、電子申告を活用しよう

　冒頭小野寺法人課税第一統括官にご挨拶いただき、
議案審議に入り、まず、 No.512とNo.513の反省をし、 
No.514の内容を検
討した。
　続いて渋谷法人
会トップ画面リニ
ューアルについ
て、佐藤常議委員
から説明があり、
加えてホームページを通しての会員向けの様々なコン
テンツを有効に利用する為にも、さらにメールアドレ
スの登録を呼びかけていくこととした。
　出席者は渋谷税務署：小野寺第一統括官、山崎審理
担当調査官。委員の出席は岩田委員長他11名。

経営者支援セミナー第５回を開催
震災後の危機を乗り越える経営手法(人財･人事労務編)
　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
後の円高株安、大手海外進出等この厳しい経済環境下
での目指すべき対処法について、７月に金融編、財務
編、８月に商品編、10月に人財編そして今回人財・人
事労務編として講演いただいた。
　このあと、来年２月８日㈬事業承継編を開催します。
詳細はNo.512号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。

理事会を開催
　去る12月19日㈪午後４時から渋谷エクセルホテル東

急において、本
年最後の理事会
を開催した。
　最初に柳田会
長 の 挨 拶 に 続
き、渋谷税務署
瀧澤副署長にご

特養ホーム美竹の丘､あやめの苑を慰問
＜社会貢献委員会＞

　社会貢献委員会では11月11日に美
竹の丘、11月14日にあやめの苑の特
養老人ホームを慰問。今回は千駄ヶ
谷の公益社団法人二期会のご協力を
得て、オペラ歌手の方がなじみの深
い童謡を中心に12曲を歌い、入所者
の方々も聴き入っていた。

コンピテンシーセミナーを開催
　去る11月16日㈬渋谷法人会館において、午後２時よ
りコンピテンシーセミナーを開催した。
　コンピテンシーセミナーというのは、社内で『仕事
のできる人』のノウハウを共有して、会社のレベルを
引き上げようというもので、当日はまずコンピテンシ
ーセミナーの全体像の説明、続いて数人ずつに分かれ
て一部実践していただいた。
　講師は、社会保険労務士安藤貴裕氏　出席者は14名

広報委員会を開催
　去る12月１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。

コンピテンシーセミナー講師：安藤貴裕氏

八木原社会貢献委員長挨拶

あやめの苑慰問オペラ 美竹の丘慰問オペラ

広報委員会

経営者支援セミナー（人財・人事労務編）講師：松本光輝氏

瀧澤副署長ご挨拶柳田会長挨拶



112012.2･3 No.514

メールアドレスを登録しよう

女性部会だより

第一回小学生税に関する絵はがき
コンクール表彰状授与式

　女性部会主催により先に開催した、渋谷区内小学生
“税の絵はがきコンクール”で入選した生徒に11月21
日長谷戸小学校、11月28日猿楽小学校のそれぞれ月曜
の朝礼の際に柳田会長より表彰状を授与した。

青年部会・女性部会合同意見交換会を開催
　11月28日㈪午後４時より法人会館において、青年部
会主催女性部会協賛による渋谷税務署との合同意見交
換会を開催した。
　第一部渋谷税務署法人総括担当副署長の瀧澤正樹氏
に「財政・税制の現状と課題」と題して講演していただ
き、続いて第二部の意見交換会に入った。意見交換会
では、４つのグループに分かれ、瀧澤副署長、安原副署
長、小野寺法人第一統括官、佐々木審理担当上席にそ
れぞれ一人ずつグループに入ってもらい税務関係につ
いて日頃聞きづらいような話題も含めて話し合った。
　出席者は署から４名、部会員31名。

挨拶をいただき、議案審議に入った。
　特別講演会・会員の集いを始めとする事業報告、納
税表彰関連報告、そして公益社団法人認定に向けての
報告と今後の見通し等について審議した。
　出席者は、渋谷税務署３名、法人会は柳田会長はじ
め58名。

第15ブロックボウリング大会
（田中ブロック長）

　渋谷法人会第15ブロック（幡ヶ谷１〜３丁目、西原
１・２丁目）では、毎年恒例のボウリング大会を去る
11月15日㈫笹塚ボウルにおいて開催した。
　出席者23名。

第18ブロック研修会
日　時　11月11日㈮午前８時30分〜午後６時30分
行き先　河口湖北原ミュージアム、河口湖もみじ回廊、

　　山中湖水陸両用バス
参加者　33名

第16ブロック研修会
日　時　11月20日㈰午前８時00分〜午後５時30分
行き先　老神温泉、吹き割りの滝
参加者　19名

ブロックだより

部会だより

瀧澤副署長ご挨拶 須藤部会担当副会長挨拶 名取青年部会長挨拶

渋谷税務署との意見交換会石井女性部会長挨拶

理事会法人会アドバイザー池田氏

15ブロックボウリング大会

18ブロック見学研修会

16ブロック見学研修会



122012.2･3 No.514

e-Taxを体験してみよう！

❺
　部下のマネジメントをいかにうまくやるか、社内外
の人間関係を良好に保てるかは、成功するチームづく
りをする上で重要な条件の一つです。仕事といっても
みんな心の通った人間です。能力を発揮し成果を出し
てもらうためには、一人ひとりのやる気をどれだけ高
められるかにかかってくるといっても過言ではありま
せん。部下のやる気の重要なポイントになるのは、「仕
事をどこまで任せることができるか」ということです。
任せることができれば、部下の采配のもと、スピーデ
ィーに業務を遂行していくことが可能になります。同
時に仕事を任されているという意識から、各自のモチ
ベーションアップにもつながります。
　以前、知人の起業家が、ビジネスを他都市に展開し
ていく際に、あるスタッフをマネージャーとして送り
込むか否か、相当悩んでいたことがありました。「彼は、
性格はいいのだけど、頼りないように思う」とこぼし
ていました。私は「信用しているのであれば任せた方
がいいのでは。責任を与えるとスタッフの気持ちも変
化するのではないですか？」と言いました。その直後、
頼りないといわれていた方は新天地へ赴任し、最初こ
そ不安にかられていましたが、３カ月もするとすっか
りマネージャーの風格が出て、ビジネスをテキパキと
こなすようになっていたのです。
　上司は部下との間に信頼関係を結び、部下の成長を
促す存在になることが一番の理想です。では、信頼関
係をつくるにはどうしたらいいのでしょうか。それは、
コミュニケーションです。そしてコミュニケーション
の基本は「人の話を聞く努力をする」ということです。
上司は部下に、自分の思いやこうしてほしいなど、伝
えたい気持ちが強くあります。だから、つい聞くこと
よりも話すことに力を入れてしまいがちです。しかし、
部下の心の中に仕事や上司への不安、不満、事業展開
に対する疑問などがあったとしたら、上司の言葉が素
直に耳に入ってくることなどありえません。
　米国企業のマネジメントクラスは実に聞き上手な人
が多いのが最近の傾向です。上司は、まず部下、ある
いは同僚、仕事で関わる人たちの話を聞くことに力を
注ぐべきです。彼らが何を思っているのか、どう考え

ているのか。じつくりと聞いた上で、不満があればそ
れをどう解消していくかを答える。不安があればその
解消方法をアドバイスする。疑問があれば、誤解を説
いていく…。そのようなツーウエイのコミュニケーシ
ョンこそが、チームビルディングの土台にもなります。
　ツーウエイのコミュニケーションを意識的に取ると
同時に、上司は部下の前では、どっしりと構えていな
ければなりません。現実にはとても忙しく、資金繰り
のこと、商談のこと、人間関係のことなどで頭がいっ
ぱいです。でもそれが表面に出てしまうと、部下は不
安になります。また上司がいつも忙しい、忙しいと口
にしてキリキリしていると、言いたいことが言えるよ
うな雰囲気ではなくなってしまいます。
　私は以前、メンターのフーバーとシーフードレスト
ランで食事をしたとき、「ストレスはないのですか？」
と聞いたことがあります。外見も恰幅がよくいつも落
ち着いていて、ストレスとは無縁のように思ったから
です。フーバーは少し憤慨した様子で、レストランの
水槽で泳いでいた魚を指さし「ストレスのない生き物
はいない。この水槽で優雅に泳いでいる魚でさえもス
トレスを抱えているのだから」と言っていました。さ
らに「ストレスをどう軽減して、感じさせないように
するかが私たちの課題だ」とも言いました。
　ストレス・マネジメントとは、ダメージをできるだ
け少なくするように、ストレスの受け止め方を工夫す
ることです。同じストレスがかかったとしても、社内
の人間関係が良好であれば、受けるダメージはまった
く違ってきます。会社を成長させていくためには、言
いたいことを言える風土や、お互いが信頼できる環境
をつくり、部下のストレスをできるだけ軽減させるこ
とも重要です。
　そのため昨今の米国企業では、部下に好かれる上司
になり話を聞く耳を持ち、コミュニケーションをとっ
てストレスのない環境をつくることに多くの資金を投
じます。ストレスのない環境こそ、成功の秘訣であり、
売り上げ等の数字もそれに比例して上がっていくこと
がわかっているからです。

「ストレスのない
　　 環境づくり」を重要視

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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法人会ホームページを活用しよう

平成23年11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12月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）
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法　人　名

㈱婁熊東京

㈲アップビート

㈱アットワンズ

フォースネット㈱

㈲ヴォーテックス

㈱エス・ケイ通信

㈲東亜企画

㈱REAL ALIVE PRODUCTS

㈱テレマートジャパン

㈲岩田家

ITO・M・Studio

㈱デイビック

コンシリアム・ニッタンマリーン㈱

インテリア・ドリーム

㈱エース

㈱ディアライフパートナーズ

㈲ビッグ・ワンアルファ

㈱マリハインターナショナル

㈲ヤヨイ

伊藤酒販商事㈲

㈱グランデサローネ

㈱ブックマーク

㈱ダイプロ

法　人　名

㈱Ｗワーカーズ

㈱キーストーンズ

㈲丸三河内屋

㈲酒井クリーニング店

㈱Ｍ.Ｋ

㈱フルクトゥアト

千代田不動産㈱

ヒールザワールドジャパン㈱

代表者名

熊井　　良

金木　秀道

黒田　康之

漆谷　智行

永島　貞治

廣瀬　勝司

岩島　　強

石田　博嗣

小笹　博嗣

岩田　光央

伊藤　慶子

日高　政輝

浅川　範之

白岩江依子

藤澤由衣子

森　　康弘

佐藤　達哉

上田　博子

福永　良子

遅澤　一洋

大橋　眞美

木戸　律子

山村　大介

代表者名

三百田和義

小林　清隆

宮田　　勇

酒井　昭吾

村上南海夫

植田　守一

岡野　賢二

守谷　　泰

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿西2−3−5−B1F

渋谷区広尾1−3−12

渋谷区道玄坂1−15−3

渋谷区円山町5−6

渋谷区円山町10−18−905号

渋谷区神泉町10−10

渋谷区松涛1−29−6

渋谷区道玄坂2−19−3

渋谷区富ヶ谷1−3−16

渋谷区上原3−8−1

渋谷区西原3−28−3

渋谷区笹塚2−1−14−3F

渋谷区幡ヶ谷1−21−7

渋谷区幡ヶ谷3−8−1−303

渋谷区代々木3−46−16

渋谷区代々木2−20−19

渋谷区千駄ヶ谷5−16−16

渋谷区千駄ヶ谷3−59−4

渋谷区千駄ヶ谷4−22−2

渋谷区神宮前1−6−12

渋谷区神宮前2−34−5−504

渋谷区神宮前4−23−10−301

渋谷区神宮前6−28−5

連　絡　先　住　所

渋谷区神泉町12−4

渋谷区大山町46−9

渋谷区幡ヶ谷2−5−6

渋谷区幡ヶ谷2−7−9

渋谷区幡ヶ谷2−13−4

渋谷区代々木4−46−4

渋谷区代々木1−39−11

渋谷区神宮前1−21−2

業　　種

飲食業

設計事務所

不動産業

ＩＴ関連

輸入業・卸業

電気機械器具卸売業

飲食業

飲食業

テレマーケティング

企画・制作・マネジメント

レンタルスタジオ

市場調査

船舶用火災警報設備販売

インテリアフラワー

印刷、青写真

不動産業

保険代理業

卸売業

不動産賃貸業

ビル賃貸業

輸入卸業

広告の企画・制作

広告キャスティング業

業　　種

飲食店

舞台スタッフ派遣業

青果業

クリーニング

貸ビル業

不動産経営

不動産業

カウンセリング

電話番号

3464-8929

5793-3540

5728-6925

6416-4075

5458-8081

5784-5760

3463-1372

3496-8989

3465-1300

5453-3010

3460-5015

5350-2231

5465-1881

3376-3452

3374-6651

6383-4185

5369-2247

6459-2829

3401-4038

5474-2848

5774-9297

3402-6108

5766-0373

電話番号

3477-1129

6804-7925

3377-6330

3377-6475

3376-2203

3378-9803

6273-2014

6804-2150
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振替納税を利用しよう

＜ご注意＞
・４月１日以降に自動車を新規に取得し、当年度の課

税がある場合の申請期間は、従来どおり登録の日か
ら１ヶ月以内です。申請期限を過ぎますと、当年度
の減免を受けられません。

・減免額には上限が設定されています。
【お問い合わせ先】
都税総合事務センター自動車税課調査係  0570−064−171

（IP電話・PHSをご利用の場合：03−5985−7814）

　身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳等をお持
ちの方で、一定の要件を満たす場合、自動車税・自動
車取得税の減免を受けられる制度があります。現在、
新たに身体障害者手帳等を取得された方、減免申請が
お済みでない方を対象として、平成24年５月末まで、
平成24年度分の減免申請を受け付けています。対象の
方は、下記までお問い合わせください。
　４月、５月は窓口が混み合います。お早めの申請を
お願いします。

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

❶❷
平成24年度定期課税分
自動車税の障害者減免申請の受付を行っています

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。

◎対象となる税金
　固定資産税・都市計画税（23区内）、個人事業税、

自動車税
◎お知らせする内容
　税金の種類、納税義務者氏名、納税通知書番号、納

期限、税額、問い合わせ先
◎申込方法
　主税局総務部総務課相談広報係（03−5388−2924）

まで、住所・氏名・電話番号・税金の種類をご連絡

点字で課税の内容をお知らせします
東京都主税局では、納税通知書の内容を点字でお知らせしています。

ください。
◎申込期限
　平成24年２月末までにお申込みをいただいた方に

は、平成24年度分から点字のお知らせを同封します。

※なお、すでにご利用されている方は、改めてご連絡
いただく必要はありません。

【問い合わせ先】　
主税局総務部総務課相談広報係　電話 03–5388–2924

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。

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

2月7日(火)
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)

2月21日(火)
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)

午後１時00分　〜　午後２時00分
都庁第一本庁舎４階北側　第二入札室

※公売物件は変更されることがあります。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。

　主税局ホームページ
　http://www.tax.metro.tokyo.jp/

東京都　公売 検索
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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て以外の住宅については、
40㎡以上240㎡以下）

【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
※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。

　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）

　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。
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◇
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

■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

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する
固定資産税・都市計画税を減免します（23区内）

減免対象
昭和57年１月１日以前からある家屋を取り壊し、当該
家屋に代えて、平成21年１月２日から平成27年12月31
日までの間に、耐震化のために新築された住宅のうち、
一定の要件を満たすもの
減免の期間と額
新築後新たに課税される年度から３年度分について居
住部分の固定資産税・都市計画税を全額減免（減免の
対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります）

減免対象
昭和57年１月１日以前からある家屋で、平成20年１月
２日から平成27年12月31日までの間に、現行の耐震基
準に適合させるよう一定の改修工事を施したもの
減免の期間と額
改修工事完了年の翌年度分から一定期間、居住部分で
１戸あたり120㎡の床面積相当分まで固定資産税・都
市計画税を耐震減額適用後全額減免

＜耐震化のための建替え＞ ＜耐震化のための改修＞

　減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修と
では減免申請期限が異なりますのでご注意ください。
　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。

【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
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