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◆みんなと話せない在宅勤務が味気ない、

と語る女性社員

“ほっこり”という言葉をご存じでしょうか。

聞いたことがある、使っているよ、という返事

が返ってくるかも知れません。方言ではありま

せん。国語辞典には「気持ちが晴れたり、仕事

や懸案のことが片付いたりしてすっきりした状

態を表す言葉」と書かれています。働く人にとっ

て望ましい状況です。「いいね、ほっこりした」

「ほっこりしようよ」という会話が交わされてい

る職場は、和気あいあいとして、能率も上がっ

ていると思います。

コロナ禍が長引き、職場ではさまざまな対策

をとってきました。代表的なスタイルがテレワー

クです。食品製造業の営業事務職として働く20

代の女性Ｋさんから「自分は在宅勤務が多くなっ

た。それはそれで通勤することもないので時間

を有効に使えますが、顧客先を訪問して業績アッ

プに努力している同僚と、直接会話もできない

のが残念です。オンラインでの画面上の会話は

もちろんありますが、味気ないです。どうした

らいいでしょう」という電話相談を受けました。

多くの職場でも同じ悩みが増えています。

◆オンラインでもお互いの手元に

温かい飲み物を置いたら…

ここで、Ｋさんの現実の悩みから少し離れて、

“ほっこり”という言葉をヒントに「オンライン

のつながりでも、双方が温かい飲み物を用意して

みてはどうでしょう」と提案しました。数日後、

「わたしはミルクティー、相手はホッ

トコーヒーを机に置いて話し合いま

した。もちろん内容は仕事中心で

す。最初にお互いの飲み物を画面に出し、ちょっ

と照れ笑いをして始まったのですが、実際に職場

で話し合っていたような理解が深まる会話にな

りました」と報告してきました。

ちょうど寒い季節だったので、温かい飲み物

が欲しくなる時。カップで手を温めるだけでも

ホッとした気分になります。テレワークだから

こそ、隣に同僚がいる感覚で仕事ができるよう

に、ひとつのアイデアとして伝えたのですが、

良い結果で安心しました。

◆身体と心の心地よい感覚を味わいましょう

ある健康心理学者が、手を温めると心も温ま

ることを脳の仕組みから説明しています。「自分

の身体や心だけではなく、周りの印象も良くな

る」という研究結果もあります。わたしたちの

心は身体感覚の影響を受けているのです。触覚

という感覚でも言えます。柔らかい布に触れる

と優しい性格を感じ、オフィスで硬い椅子に長

時間座り続けると思考も固まってしまうと聞い

たことがある方もいるでしょう。「不安感が強い」

と相談をしてきたある女性が、セルフケアとし

て手触りの良い柔らかなぬいぐるみをそばに置

くようになったら気持ちが楽になったという報

告も受けました。Ｋさんにも“ほっこり”とい

う言葉から、職場の温かい雰囲気について説明

しました。みんなが仕事をしやすい状態は、身

体と心の心地よい感覚から生まれることを分かっ

ていただきたいと思います。
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【筆者紹介】 柏木 勇一（かしわぎ・ゆういち）

大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在ＥＡＰ企

業でカウンセラーとして活動。産業カウンセラー、

家族相談士、交流分析士。
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産産業業カカウウンンセセララーー 柏柏木木 勇勇一一



不動産売買業や建設業では、よく業務委託費

やコンサルタント料といった名目の支出があり

ます。税務調査では、何を委託して具体的にど

のような成果物が手に入ったのか、具体的な資

料の提示や説明がなされないときに問題となり

ます。

調査官と担当者とのやりとりから検証してい

きましょう。

調査官 業務委託費の依頼内容について、報告

書等の証拠書類で説明をしてください。

担当者 物件を売却するに当たり、地権者や地

域住民などに関する諸問題を解決して

もらうためにお願いしたものです。

調査官 抽象的でよくわかりません。受託者が

どのような行動をとり、その成果がど

うであったのか、途中経過も含めた具

体的な報告があると思われますのでそ

れを見せてください。

担当者 難しいことを言われても困るよ。要は

この業者に金を払えば工事が進められ

るのだから、それで良いでしょう。

調査官 ということは、委託内容を相手に一任

し、結果さえ良ければ問題ないという

ことですね。報告書等はないのですか？

担当者 ありません。

調査官 それでは業務委託であるという確認が

とれません。工事のために必要である

ことは認められますが、仕事の内容が

明確ではありませんね。単なる口利き

料ではないのですか？

担当者 細かい内容はどうでも、工事ができた

のだから問題ないでしょう。

調査官 受ける役務の内容に具体性がないため、

相応の支払いなのか検証できません。

このままでは調査が進展しませんので、

関係先に反面調査をして事実関係を確

認してから判断させていただきます。

租税特別措置法（法人税）の通達に、似たよ

うな事例の場合の判断基準が記載されています。

要点を整理しますと、いわゆる情報提供者など

に支払われる金品は①「あらかじめ締結されて

いた契約によるもの」、②「役務の内容が契約書

に具体的に記載されており、かつ、実際に役務

の提供を受けていること」、③「支払った金品が

役務の提供の内容から相当であること」とあり

ます。

今回の場合、地権者や地域の関係者に対し反

面調査が行われ、業務受託者から便宜供与など

が全くなかったことが明らかになりました。さ

あ、この支払いはどうなるのでしょう？ 業務

の遂行に必要な費用であることは事実認定で明

らかになりましたが、①、②、③には該当しな

いことから、単に仕事を円滑に進めるための費

用として、交際費に該当すると認定をされまし

た。仮に、これが仕事関連ではない支出と認定

されたら、寄附金課税の対象となるでしょう。

いずれにしても、接待、供応に支出されたも

のだけが交際費ではありませんので、ご留意く

ださい。
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業業務務委委託託費費とと交交際際費費 ～～実実践践税税務務調調査査～～

税理士 牧野 義博

【筆者紹介】 牧野義博（まきの・よしひろ）

東京国税局調査部において特

別国税調査官、統括国税調査

官、調査開発課長等を経て八

王子税務署長を最後に退官。

東京都新宿区で税理士登録。

著書には『ザ・税務調査１～

３』『税務トラブルと債務の確

定』（大蔵財務協会）ほか専門誌等に執筆。ＨＰ

は「牧野義博税理士事務所」で検索。全国各地

で講演会も行っている。
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新春講演会 新年賀詞交歓会

令和４年の年明けを祝って、新春講演会・新年賀詞交歓会が、１月６

日京王プラザホテル多摩において開催されました。昨年は新型コロナウ

イルスの緊急事態宣言下のため中止されましたが、今年度は感染対策を

十分に心がけ２年ぶりの開催となりました。

第１部の新春講演会では、地元の企業である㈱サンリオエンターテイメ

ントの代表取締役社長の小巻亜矢氏を講師に招き、「みんなで切り拓く2022

年－そして希望ある未来へ」と題しご講演いただきました。

小巻社長は令和元年６月に代表取締役社長に就任、サンリオピューロ

ランドは平成２年12月にオープン、今年で32年目を迎えます。十数年間

の停滞時期からＶ字回復し、平成30年にオープン時の来場者数超えを記

録し令和元年度以降も業績の伸びが見込まれていましたが、新型コロナウイルス感染拡大により令和

２年は５カ月にわたる臨時休館を余儀なくされました。小巻社長は、臨時休館中に再開への準備をす

るキャラクターやスタッフの様子を撮影した動画を公開したことを紹介。またショーなどのライブ配

信や、キャラクターと交流する「オンライングリーティング」などオンラインでも楽しめる施策に取

り組み、コロナ禍で様々な制限がある中、日々格闘しながら新しいチャレンジを行っている様子を話

され、有意義な講演会となりました。当日はリモート配信もされ15名の方々が視聴されました。

なお、小巻社長は、子宮頸がん予防啓発活動「ハロースマイル（Hellosmile）」委員長、NPO法人

ハロードリーム実行委員会代表理事、一般社団法人SDGsプラットフォーム代表理事、松竹株式会社

取締役など現在多くの役職を務められています。

引き続き同会場で行われた第２部新年賀詞交歓会は、従来行っていた飲食を伴う交流会は行わず、

セレモニーのみの開催となりました。

来賓として祝敏之日野税務署長、山宮永稔八王子都税事務所長、大坪冬彦日野市長、阿部裕行多摩

市長、髙橋勝浩稲城市長を迎え開催されました。

来賓の方々の祝辞の後、昨年入会した会員紹介や初めての試みとして参加者全員を対象にした抽選

会などが行われ、和やかなうちに終了しました。

前後左右の距離を十分取り「ソーシャルディスタンス」で開催

㈱サンリオエンターテイメント代表取締役社長小巻亜矢氏が講演

引き続き新年賀詞交歓会を開催 156名が参加

講演する小巻社長

新年の挨拶をする岩田会長
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各種助成金についてやさしく解説する盛田社労士税に関する絵はがきコンクール作品掲示

女性部会主催による第11回税に関する絵はがきコンクールに応募された全作品を、確定申告期間に

合わせて、管内各所に掲示しました。

租 税 教 室 青年部会

稲城市立城山小学校６年生 １月29日

第21回 会員交流チャリティーゴルフ大会開催

昨年度はコロナ禍により中止された第21回会員交流チャリティーゴルフ大

会が、12月21日桜ケ丘カントリークラブで10組40名に限定し開催されました。

当日は表彰式、交流会とも行わず、入賞者には後日、賞品を郵送させてい

ただきました。

参加者から寄せられたチャリティー金５万１千円は、管内３市の社会福祉

協議会へ贈呈しました。 優勝した高橋伸明氏 和光電材㈱

イオンモール多摩平の森
２月21日～２月25日

多摩市役所確定申告会場
２月16日～３月15日

稲城市中央図書館
３月７日～３月10日

今年も確定申告会場へ花鉢を 女性部会

小礒部会長より祝署長へ

祝日野税務署長 山宮八王子都税事務所長

大坪日野市長 阿部多摩市長 髙橋稲城市長 来賓祝辞後、雨宮組織委員長から新入会員の方々が
紹介され、会社PRなど自己紹介が行われた



ルルルルクルクルサークサークトサトサファースファースファース ササ ルルササトサークルファーストサークル

すぐに駆け付けます！ 

お手伝い屋さん 24時間 365日受付！

Te l 042-514-9673
FAX 042-843-1547
Email info@first-circle.jp

2020年10月に創業した便利屋です。地元の皆様に
寄り添い、また支えていただきながら活動中でござ
います。清掃関係、断捨離をはじめ、どんなことで
もお気軽にご相談下さい。料金交渉大歓迎です！

〈日野地区 第13支部所属〉
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◆歴史は誇り
◆伝統は塊り
◆品質はこだわり

創業63年の実績とノウハウ創業63年の実績とノウハウ

有限会社 金子鉄工所有限会社 金子鉄工所有限会社 金子鉄工所
お見積り・ご提案書無料！
まずは施工検討中の現場を
お見せください

〒206-0001 東京都多摩市和田1440　☎042-375-4200
〈多摩地区 第３支部所属〉

ふふふれれれあああいいい 企業PR、新商品の紹介等にご利用下さい。
掲載ご希望の方は事務局まで。

コココーーー
ナナナーーー

掲掲掲載載載無無無料料料

®

株式会社  デ ス コ
https://www.desco.co.jp

本社・工場
　東京都稲城市東長沼1383番地１
　TEL  042-379-8080許認可　　古物商許可  第308781706855号　　産業廃棄物収集運搬業  第13-00-211647号

◆周波数変換器、直流・交流電源盤、直流・交流スイッチング電源
◆タッチパネル・マウス変換器、OCTD試験装置電源、システム関連

◆機械設備カスタムメイド品
◆機械設備のコンサルタント機 械 設 備 関 連

◆建設用材、バイオマス燃料 チップ・ペレット
◆山林原野の販売、立木販売、その他コンサルティング山 林 関 連

◆発電、製鉄その他各種プラント設備の保守サービスメ ン テ ナ ン ス

〈稲城地区 第２支部所属〉
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編／集／後／記 平和の祭典冬季オリンピックが終わった数日後にウクライナがロシアに侵攻され映
像にて美しい街が子供が砲撃の犠牲になり、心が痛い毎日を過ごしております。

私達は生涯の大半を誰かと生き様々な別離を経験し歩んでいくものと思ってました。無謀な侵略で人生
を狂わされる事が無い秩序と人道を早く取り戻す事を願うばかりです。 広報委員 西野 圭永子

今後の説明会・研修会・イベント等予定

４月20日（水）14:00 新新設設法法人人説説明明会会 日野税務署３階会議室

21日（木）14:00 決決算算法法人人説説明明会会 〃

５月16日（月）14:00 決決算算法法人人説説明明会会 日野税務署３階会議室

26日（木）16:00 第第1122回回通通常常総総会会 京王プラザホテル多摩

※上記説明会のテキストご希望の方は郵送致します。法人会事務局までお知らせ下さい。
※今後の予定は日野法人会のホームページをご参照ください。（http://www.tohoren.or.jp/hino）
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、中止となる場合がございます。

春の装い（上野原市） この日、桧原街道から甲武トンネルを抜けて西原地区方面を目指して、雨

上がりの爽やかな風が心地よく、よき出会いがありそうな予感がしてきます。

かつて「日本一の長寿村」と言われた棡原には、この日も畑仕事に精を出している元気なお年寄

りの姿があちこちに見られました。藤尾地区では急斜面いっぱいに桃、紫木蓮、桜、菜の花等々色

とりどりに咲き競っていました。数年通う間にはまるで里帰りしたかのように迎えて下さる地元の

人たちとの会話を楽しみながら締めくくりは、西原で絶品のピッツァを味わって心晴ればれと帰宅

です。 写真提供 室屋 和代（日野市在住）

表 紙

紹 介

法法法人人人会会会ののの法法法律律律相相相談談談
（東京法人会連合会）

法律全般（相続等会社業務以外の相談も可）
○ 詳細は、事務局までお問い合わせ下さい。

�042-593-9900

１時間まで無料
お気軽にどうぞ!!
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発行人 会長 岩 田 利 夫 編集 広報委員会

令和４年３月15日発行（通巻197号） 印 刷 システム印刷株式会社 日野市高幡101213

この印刷製品は、環境に配慮した
資材と工場で製造されています。

この印刷製品は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

多摩市ウォーキングマップ
聖蹟桜ヶ丘

�町名・地名
名所旧跡�物語●151

ウオッチング

�一ノ宮の渡し
宮下通りの大きなけやきの根元に「一ノ宮の渡し」を記念したモニュ
メントがある。この付近には昔、多摩川の渡し場があったと伝えら

れている。その横には明治
時代の水量標識が置かれて
いて、当時このあたりが神
奈川県に属していたことが
記されている。

�神南せせらぎ通り
「一ノ宮の渡し」の先のＹ字路を左に進むと、水路と石
畳の小路「神南せせらぎ通り」に入る。風情ある石畳を

歩いていくと木々
の間に小野神社
の鳥居が見えて
くる。

�一ノ宮公園
聖蹟桜ヶ丘駅の北西に広がる多摩川河川敷の「一ノ宮公園」。
駅に近い下流側には花壇やベンチがある芝生広場が広がり、

上流側には市が運
営するテニスコー
トやサッカー場な
どがあるスポーツ
施設のエリアになっ
ている。最近では
「せいせきみらい
フェスティバル」
などの会場として
活用されている。

�小野神社
武蔵国府の国司が祭る武蔵総社六所宮のうち、第一の鎮守
とされていると伝えられる。この一帯の町名「一ノ宮」は、

小野神社が「一之
宮大明神」と呼ば
れたことに由来し
ている。毎年９月
第２日曜日の例大
祭や、４月第１日
曜日の春の祭礼末
社祭には、神輿や
お先払い大太鼓が
街へ繰り出す。

小野神社と川風のコース 約2.2㎞
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風情豊かな石畳を歩き、一ノ宮の渡しや小野神社の名所・古刹から

多摩川河川敷の一ノ宮公園を巡る行程約2.2㎞の入門コース

「多摩市ウォーキングマップ」は、株式会社ジオネクストが編集・印刷したものを二次利用しました。

約3,140歩 所要時間：約33分
消費カロリー：約99kcal


