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司会 新年明けましておめでとうございます。数

年間にわたる新型コロナウイルスの感染に注意し

つつ、様々な交流行事が賑わいを少しずつ取り戻

している年明けでございます。

本日はゲストとして多摩商工会議所会頭伊野弘

明様、日野税務署署長大谷忠吉様、日野法人会岩

田利夫会長にご出席いただき、2023年度の年頭に

際し大いに夢を語り合っていただきたいと思いま

す。

まずは岩田会長より、新年にあたっての所感な

どをいただきたいと思います。

岩田会長 明けましておめでとうございます。今

日は貴重なお時間をいただきましてありがとうご

ざいます。

年の初めというのは一年を振り返って新たな気

持ちになれるときなので、コロナが３年続いて４

年目なので今年こそはあまり内に籠らないで、い

ろいろと自分事も公のことも伸び伸びとできれば

いいなと思っております。この一年よろしくお願

いいたします。

司会 伊野会頭には新年のお忙しい中ご出席いた

だきまして誠にありがとうございます。新年にあ

たっての所感を伺えたらと思います。

伊野会頭 明けましておめでとうございます。本

日はこのような席にお招きいただきましてありが

とうございます。多摩商工会議所の伊野でござい
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今年も中小企業を全力で支援



ます。よろしくお願いいたします。

私としては、今年こそコロナが落ち着き経済活

動が正常化され、企業が元気になり地域経済が活

性化になることを祈っております。現在コロナ禍

に加え物価高、円安、構造的な人手不足、事業承

継等、今の中小企業を取り巻く環境は決してよく

ありませんが、国が進めている「全国旅行支援」

や「GoToEatキャンペーン」、東京都や市が実

施している支援策等が地域経済によい効果が出る

事を期待しております。

多摩商工会議所としては、本年も経営改善に取

り組む中小企業を全力で支援していき、地域経済

の活性化に寄与していきたいと思っております。

司会 大谷署長は、昨年７月に日野税務署に着任

され半年が過ぎましたが、管内の印象や新年の所

感、税務職員を目指すきっかけなどお話しをいた

だきたいと思います。

大谷署長 新年あけましておめでとうございます。

日野税務署に着任して半年が経ち、皆さんとお

話ししていて感じたことは、管内は「東京であっ

てふるさとがある」ところ、という印象を持って

おります。緑が多く、多摩川・浅川が流れ、果樹

園も点在するなど、どこかホッとするような、過

ごしやすい都会と思います。署の屋上からは、富

士山が見えるなど絶景の場所に税務署は建ってお

りうれしく思います。

また、皆さんの地元愛が感じられるところがい

いですね。コロナ禍でなければ、お祭りや催しな

ど盛んなのではないでしょうか。

この一年は、もっと地元にふれあい、人にふれ

あって楽しい時間を過ごしていきたいと思います。

税務職員を目指したきっかけですが、２つあり

ます。まず１つめですが、私は山形県立酒田商業

高校出身になります。簿記の授業など商業科目は

不得意でして、２年生の時に税務会計の授業を選

択したばかりに、１学期の期末試験は赤点に程な

く接近した点数でした。これはまずいと思い勉強

し、２学期の確定申告書を作成する期末試験に臨

んだところ、所得区分や控除ごとの採点方式であっ

た助けもあり、そこそこの点数はもらえました。

答えは金額表示なので最終的に○か×かハッキリ

する点が好きになり、税務会計関係の職もいいな

と思いました。２つめは、私は次男でしたので自

立しなければならないという意志が強くあり、安

定した公務員がいいなとも思っておりました。そ

こで見つけたのが、公務員の中でも給料が高く、

しかも税務とつく職種、すなわち税務署員でした。

司会 多摩商工会議所は多摩市を基盤として商工

業の発展を図る経済団体として活躍されています

が、その概要について伊野会頭よりお話をいただ

ければと思います。

伊野会頭 商工会議所は「商工会議所法」によっ

て設置、運営されている唯一の経済団体で、全国

に515の会議所があり、約123万社の会員企業を擁

しています。多摩商工会議所は平成８年４月に商

工会から商工会議所へ移行して設立されました。

現在会員数は1,941社で組織率は約58％です。
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会員の中には京王電鉄などの大手企業から一人で

事業をしている個人事業主まで幅広くおります。

当所の具体的な事業といたしましては、経営指導

員による中小企業の経営支援をはじめ、税務・融

資・労働・法律等の相談窓口を設置しております。

また、様々なテーマの専門家による経営セミナー

や青色申告、消費税のインボイス講習会等の開催

をしております。税務の講習会では日野税務署さ

んのご協力で講師派遣をしていただき開催してお

ります。ありがとうございます。人材育成の一助

として日商簿記などの検定試験も行っております。

また一方で地域の活性化のために地元企業や関係

機関と連携しながら、街の活性化事業にも取り組

んでおります。一例としまして毎年多摩センター

においてイルミネーション事業を展開しておりま

す。また、東日本大震災の災害時では全国のネッ

トワークを利用し被災した事業者への復興支援を

行い、新型コロナのワクチン接種では東京都の中

小向け職域接種の協力支援などを行ってきました。

地域に根ざした活動を行っております。

司会 大谷署長さんは、商工会議所の事業活動に

ついて、どのように感じましたでしょうか。

大谷署長 事業者の拠りどころではないでしょうか。

商工会議所は経営指導から補助金申請指導、あ

るいは、催しの企画や誘致など、幅広く活躍され

ており、事業者から見ると一番身近な相談・話し

相手なのではないかと思います。

商工会議所や法人会の発展は、地元の活力のバ

ロメーターだと思っております。

司会 日野法人会の重要な事業の一つとして社会

貢献活動がございます。小学生を対象とした租税

教育や地球温暖化防止活動CO２削減などの活動に

ついて岩田会長よりご紹介いただきたいと思います。

岩田会長 租税教育は、青年部会が中心となって

日野・多摩・稲城の各小学校に出向いての税金教

室や女性部会の「小学生に対する税の絵はがきコ

ンクール」事業などをさせていただいています。

我々会員にとっても人に税について知っていただ

くということは自分が勉強しなきゃいけないとい

うこともあるので、青年部会はそういう税金教室

を開くための勉強会も行っています。会社を経営

していくには税は切り離せないということもある

ので、税に対して法人会は税のオピニオンリーダー

などということがありますけれど、よく理解して

いる会員さんはまだまだ少ない面もありますので、

青年部会を中心に今後を担っていただく会員の方々

が税の勉強をして小学生にそれを教える立場とい

うのはなかなか良い事業だと思っています。

また、地球温暖化防止活動CO２削減については

電気、ガス、水道の１年間の使用量を東京都へ毎

年報告する東京都「地球温暖化対策報告書制度」

に協力しています。それによって会員の方々の意

識が少しずつ高まり大きな力につながっていくと

いうことで、提出企業数に関しては多くの企業に

ご協力をいただいています。この報告書制度への

取りくみは、平成23年から協力しています。地球

温暖化は地球破壊につながるので、日野法人会と

しても力を入れさせていただいています。

司会 日野法人会の活動について伊野会頭から感

想などありましたらお聞かせください。
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伊野会頭 今ご説明がありました活動の中で私た

ちがとても素晴らしいなと思う法人会活動につい

ては、企業に目を向けるだけではなくて将来を担

う子どもたちに租税教育を行っているのはとても

重要で高く評価させていただいております。この

様な取り組みは学校教育では十分になされていな

いと思いますので、今後ともその活動に注力して

いただきたいと思っております。私達も何かお手

伝いできることがあればお声がけいただければと

思います。

また、地球温暖化防止活動はとても重要な活動

であると認識しております。政府は2050年を目標

に温室効果ガスの排出ゼロ社会、いわゆる脱炭素

化社会の実現を宣言し、国全体で取り組む動きが

されております。中小企業においても無視できな

い状況になりつつあると思いますのでこちらのほ

うにも力を注いでいきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。

司会 日野法人会の租税教育や事業活動について、

大谷署長はどのような感想をお持ちでしょうか。

大谷署長 税知識の普及と納税意識の高揚に積極

的に取り組んでおられる活発な会であるとの印象

です。「租税教室」の開催をはじめ、「税に関する

絵はがきコンクール」や「税金教室兼サッカー大

会」の開催など熱心に取り組まれております。ま

た、昨年８月は初めてサンリオピューロランドに

おいて「ハローキティと税について知ろう」との

タイトルで税金クイズを企画するなど、そのバイ

タリティには驚かされました。将来を担う子供た

ちへの租税教育活動の重要性を熱心に考えられて

いる組織であると感嘆しております。

租税教育は、税務官庁だけでは決してできませ

ん。日野法人会の活動に感謝申し上げますととも

に、今後も協働していきたいと考えています。

司会 今年の10月から「消費税のインボイス制度」

が実施されます。登録の申請期限が３月末までと

差し迫っています。会員の方々に大きな影響のあ

る制度改正ですが、商工会議所でも説明会や個別

相談、法人会でも決算法人説明会と合わせて説明

会を幾度となく開催しております。

税務署としてもインボイス制度への周知徹底が

求められていると思いますが、今後の取り組み、

現在までの登録状況についてお伺いいたします。

大谷署長 昨年10月現在、日野署管内の適格請求

書発行事業者の登録状況ですが、法人は約47％、

個人は約22％で、全体として約38％となっており

ます。月を追うごとに登録件数が増えております

が、東京局平均から見ると未だ約３ポイント低調

の状況にあります。

国税庁としては、TVなどを利用して周知広報

を企画しているようです。署としましては、関係

団体の皆さまのお力をお借りして、昨年同様に説

明会を開催するなどして周知広報させていただき

ます。なお、法人会が主催する決算説明会時にイ

ンボイス説明会を共催させていただくなどして、

効率的・効果的に進めていきたいと考えておりま

すので、ご協力をお願いいたします。

司会 商工会議所でも会員の方々にセミナーの開

催や相談会を行っていると思いますが。

伊野会頭 商工会議所では昨年からインボイス制

度のセミナーを開催したり、わかりやすいインボ

イス制度の小冊子を提供したり、会報にはインボ

イス制度の紹介も行っておりまして、今後も引き
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続き市内企業への周知をするとともに、いままだ

個人事業者の登録数が少ないとのことですので、

個人の事業所にもきめ細かく相談業務を強化して

いきたいと思います。これから確定申告説明会等

も行っていきますが特に個人事業主さんが多いの

でその方たちに詳しく説明してなるべくそのよう

な方向で進めて、なんとかパーセンテージを上げ

たいと思います。また、わからない点がありまし

たら連携させていただきまして協力できればと思

います。

司会 岩田会長にインボイスについてひとことい

ただければと思います。

岩田会長 法人会としてもインボイスの説明会等

を署に開催していただくのはもちろんのことです

が、広報活動でも会員の方々に周知できるよう考

えています。

司会 ところで２月に入りますと、確定申告の季

節がやってまいります。昨年度の申告期もコロナ

禍で各署大変ご苦労をされたと伺っております。

今年の確定申告についてお話しいただければと思

います。

大谷署長 昨年同様にマスク着用や消毒など基本

的なコロナ感染防止対策を図りながら進めてまい

ります。自宅等からのe-Taxによる申告・納税は

納税者の利便性はもとより、非接触型であること

からコロナ感染防止対策にも有効と考えておりま

すので積極的な利用をお願いします。特にスマホ

を利用した申告・納税を推進しております。

また、申告作成会場の混雑を回避するため、昨

年同様、入場整理券方式による入場者数の平準化

を図りますので、ご協力をお願いいたします。

司会 今後、望むことや抱負などありましたら、

最後に一言ずつお聞かせください。

伊野会頭 確定申告については、毎年多くの事業

者が会議所を頼りに、申告書の作成指導を受けに

来られますので、親切丁寧な対応を心がけたいと

思います。

日本の産業界というのは99％が中小企業で、雇

用の70％が中小企業で占められているという意味

から中小企業の成長発展が日本の経済を押し上げ

る要因だと思っておりますので、多摩商工会議所

といたしましても地域の事業者から信頼され頼り

になる団体になれる様鋭意努力してまいりたいと

思います。本日はありがとうございました。

大谷署長 コロナ禍における新しい生活様式のも

と、皆さまと知恵を出し合いながら情報共有の場

を重ねていきたいと考えておりますので、本年も

どうぞよろしくお願いいたします。

岩田会長 多摩商工会議所の伊野会頭さんとも今

まで以上に交流を深めながら、世の中の為にお手

伝いできる様に活動していくために、商工会議所

と法人会も共通項がかなりあるので今まで以上に

情報交換を密にさせていただいて良い年になれば

と思います。

司会 今年はウサギ年です。皆さまには今年も大

いに活躍いただき飛躍の年となりますよう切に願

いながら新春放談の結びとさせていただきます。

本日はありがとうございました。
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いいじま やすひろ／昭和37年多摩市生まれ

株式会社飯島不動産 代表取締役

スマホを利用した申告・納税を推進

商工会議所と今まで以上に情報交換を密に

交際

～実



調査官は交際費勘定の内容について、会社に

説明を求めています。

調査官 商品券の購入費用が交際費勘定に該当

するとして損金の額に算入されていますが、

商品券の具体的な配付先および金額が分かる

資料を見せてください。

納税者 商品券使用リストがありますので確認

をしてください。

調査官 このリストによると、商品券を配付し

たとされる「年月」欄に年月の記載、「相手先」

欄に企業名の記載があり、「備考」欄に工事関

係者などの記載があるものの、商品券を配付

したとされる具体的な日、配付した相手先の

氏名および商品券の金額の記載がありません。

この商品券の具体的な使途が分かる資料を提

示してください。

納税者 取引先の従業員等から便宜を受けたこ

となどから、これらの従業員等に対して商品

券を使用しました。また、関与税理士にも毎

年差し上げています。

税理士 会社が説明をした通り商品券はいただ

いています。

調査官 それでは、具体的にいつどのくらいも

らっているのか証明してください。

税理士 記録を取っていませんので、具体的に

は立証できません。

調査官 商品券の受払簿等は作成していますか。

納税者 作成していません。

調査官 商品券の在庫の管理はしていますか。

納税者 していません。

調査官 以上からすると、商品券の具体的な配

付の事実が明らかではなく、商品券に関する

受払簿等を作成しておらず、また、他に商品

券の具体的な配付先や在庫の存在を認めるに

足りる証拠の提出がありません。従って、商

品券の具体的な配付の事実を認めることはで

きず、商品券の在庫の存在も明らかではない

ことを併せると、商品券の使途は不明という

ほかなく、その使途が不明である以上、会社

の業務との関連性の有無も明らかとはいえま

せん。そうすると、商品券購入費用は交際費

等の額に該当しないことから、各事業年度の

損金の額に算入することはできません。

納税者 関与税理士の説明および商品券使用リ

ストのとおり、業務に関連して配付をしたも

のであり、社会通念上、業務遂行上の必要経

費として認められるべきです。

納税者が主張を曲げないことから、国税当局

は更正処分を行いました。最終的には国税不服

審判所に審査請求が出ましたが、納税者の主張

は棄却されました。商品券を使用する場合には、

必ず受払簿を作成し、使用をした相手先等が明

確になるように留意をしてください。なお、期

末に在庫がある場合には、資産勘定に載せるこ

ともお忘れなく。
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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。

交交際際費費 商商品品券券のの購購入入費費用用

～～実実践践税税務務調調査査～～
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日日日日日日日日野野野野野野野野税税税税税税税税務務務務務務務務署署署署署署署署かかかかかかかかららららららららののののののののおおおおおおおお知知知知知知知知ららららららららせせせせせせせせ
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永年にわたる納税道義の高揚並びに、税務行

政の円滑化のために大きく寄与された団体、

個人の方々に対して、表彰状、感謝状が贈られ

ました。

今年の日野税務署納税表彰式は11月16日多摩

市関戸公民館ヴィータホールにおいて行われま

した。

令令令令令令令令令令令令和和和和和和和和和和和和４４４４４４４４４４４４年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度 納納納納納納納納納納納納納納納税税税税税税税税税税税税税税税表表表表表表表表表表表表表表表彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰

日 野 税 務 署 長 表 彰

常任理事/組織委員長

雨宮 克臣 氏
㈱クレセント多摩

常任理事/研修厚生委員会副委員長

鶯生 広美 氏
㈲オウショウ建設

理事/日野地区第13支部長

菊地 正 氏
㈱日本住設

理事/多摩地区第８支部長

澄川 昇 氏
㈱澄川工務店

日野税務署長感謝状

常任理事/源泉部会長

伊藤 周二 氏
多摩電気工事㈱

理事/日野地区第６支部長

内田伸次郎 氏
㈱協栄土木設備

理事/多摩地区第２支部長

朝倉 泰成 氏
㈱朝倉組

11月25日

会を代表して岩田会長に感謝状が

日野法人会の租税教育活動に対して東京国税局長より感謝状が贈呈

東京都八王子都税事務所長表彰

常任理事/広報委員長

飯島 康裕 氏
㈱飯島不動産
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日野地区 11月８日
日野市ふれあいホール

法人会主催年末調整説明会各地区で

令和４年度の年末調整説明会が、法人会主催により各地区で開催されま

した。講師に日野税務署源泉所得税担当の小野田上席、各市の市民税担当

職員を招き、「年末調整のしかた」「給与支払報告書の記載方法」などについて解説いただきました。

多摩地区 11月11日
多摩市関戸公民館ヴィータホール

稲城地区 11月10日
稲城市地域振興プラザ

全国青年の集い「沖縄大会」へ参加

第36回法人会全国青年の集い「沖縄大会」が、11月24日から25日にかけて、沖縄市の沖縄アリーナ

をメイン会場に全国から若手経営者約2,000名超の青年部会員が参集し「ゆいまーる 未来をまもり、

拓く」をスローガンに開催されました。

青年部会から朝倉部会長をはじめ部会員有志合わせて13名、本会からも岩田会長、青年部会担当の

石坂副会長にも参加いただきました。

大会初日は、租税教育プレゼンテーション、健

康経営大賞の事例紹介が行われました。大会２日

目は、部会長サミット、会員交流分科会、午後か

らは、「財政健全化につながる！健康経営の実装と

実践」と題し千葉大学医学部付属病院の吉村健佑

特任教授による記念講演会と式典が開催されまし

た。

なお、次回大会は令和５年11月９日から10日に

かけて山形県で開催予定です。 岩田会長、石坂副会長、朝倉青年部会長ほか多数が参加

日野地区 11月29日
多摩カルチャーセンター高幡不動教室

地区別税務研修会 女性部会

女性部会では、恒例の日野税務署法人課税第１部門吉田統括官を講師に招き、身近な税情報をテー

マに講演いただきました。

多摩地区 11月25日
多摩市健康センターつむぎ館

稲城地区 11月15日
稲城市商工会
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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金教室を兼ねた法人会長杯争奪日野市少年サッカー大会

岩田会長より、今日は税金について学んでくださいと挨拶

日野地区主催の第９回税金教室を兼ねた法人会長杯争奪日野市少年サッカー大会（共催 日野市サッ

カー連盟／後援 日野税務署・日野市教育委員会）が、12月24日、日野市北川原公園グラウンドを会場

に開催されました。当初11月23日に予定していましたが、雨のため順延、当日は日野市サッカー連盟

少年部所属の全19チーム約200名の参加による〇×税金クイズを実施、来賓として大谷日野税務署長、

大坪日野市長にもご臨席をいただきました。

この大会は同連盟少年部所属の全チームによる予選リーグ、決勝トーナメント方式で争いました。

表彰式では岩田会長より上位４チームに賞状とトロフィーを、MVP最優秀選手賞１名と優秀選手賞２

名にトロフィーを贈りました。

子供たちにも身近な消費税をクイズに

第12回税に関する絵はがきコンクール表彰

女性部会主催による第12回税に関する絵はがきコンクールの表彰は、昨年同様に受賞された児童の小学校を

訪問、賞状と記念品を贈呈しました。

12月９日
女性部会長賞を受賞した四之宮里枝さん

日野市立日野第八小学校６年

12月12日
日野法人会長賞を受賞した原 琴音さん

稲城市立若葉台小学校４年

19チームで争った最終の決勝戦賞状とトロフィーを受け取った優勝チーム代表
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決算業務を疑似体験！

【オンライン】決算整理･決算書作成講座
疑似資料や元帳、試算表を使いながら、事例を基に決算業務を体験！
当講座では、棚卸、見越繰延など、それぞれの項目ごとに、具体的な決算整理処理（消費税、

法人税等の決算整理も含む）を学習し、事例を元に処理を練習することで、決算書作成までの

一連の業務をマスターします。

【講義時間】6時間 期間中24時間いつでも何回でも視聴可能です！

１：決算の業務①

年次決算、現金預金、債権債務、有価証券等、棚卸資産、見越繰延、引当金当、固

定資産、繰延資産、科目・課税区分、その他

２：決算の業務②

確定申告（消費税、法人税、住民税、事業税）、決算書の作成、業種による決算書の

作成の違い

※電卓･筆記具等をご準備ください ※カリキュラムは予告なく変更となる場合がございます。

視聴期間

対 象

学習テーマ

講 師

受 講 料

申込締切日

3月9日（木）～3月22日（水） 2週間

・経理担当者（決算担当者や今後担当する予定の方）

五 島
ごとう

秀 明
ひであき

氏（税理士）実務の傍ら、TACの人気講師としても活躍！

■会員：4,000円 ■ 非会員：10,000円

2023年２月24日（金）

・日商簿記３級程度の知識をお持ちの方

主催：公益社団法人 日野法人会
共催： 資格の学校TAC

※詳細は同封の案内チラシをご参照下さい。

【重要】セミナーはwebでの動画配信となります。Youtube（ユーチューブ）等、他の動画配信

サービスが問題なく視聴出来る環境（PC、タブレット、スマートフォン等）でご覧ください。



業務用空調機販売・取り付け・修理

〈日野地区 第14支部所属〉

代表 小 林 隆 志

〒191－0012 日野市日野7774－181

連絡先 TEL：080－8812－0002

E-mail：tratc5@Yahoo.co.jp

〈稲城地区 第２支部所属〉

〒〒22006600880022 東東京京都都稲稲城城市市東東長長沼沼778844

TTEELL00442233777722001177 FFAAXX00442233778855226655 hhttttppss::////yyoosshhiiddaa--cc..ccoomm//

一人ひとりのお客さまが思い描く家。それは一つとして同じものはありません。
「間取りにこだわった二世帯住宅」「素材をとことん追求した家」「機能性を追求した
キッチン」「スペースを活かしたオリジナル収納」…。さまざまな思いをお客さま
と一緒にいろどっていくこと。それが吉田工務店の家づくりの基本コンセプトです。

【一般建設業許可】

東京都知事 許可（般－3）第61832号

【一級建築士事務所】

東京都知事 登録 第62465号

一 級 建 築 士 事 務 所
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〈多摩地区 第１支部所属〉

街街ののラランンドドママーーククでで
あありり続続けけるる

有有限限会会社社イイーースストト

聖蹟桜ヶ丘駅前店

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
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編／集／後／記 新年2023年今年こそは明るい安定した年＊＊願って
2022年に何を取り入れ、何を残し、何を捨て去るか、しっかり見極め果敢に動き、暮らしも

事業活動も活力を盛り返す年にしたいと願っていましたが、叶わず、難問が山積みです。
その原因で、物価値上げで庶民の生活を脅かしています。辛いです。
そしてインボイス制度や増税問題は私達企業にとっても考えさせられる年です。日野法人会広報紙ふれあいは少しでも
皆様に情報を伝えたく活動しています。 広報委員 塚田 道子

今後の説明会・研修会・イベント等予定

１月26日（木）14:00 決決算算法法人人説説明明会会//イインンボボイイスス制制度度説説明明会会 パルテノン多摩第一会議室

２月10日（金）18:00 多多摩摩市市市市長長講講演演会会 パルテノン多摩第一会議室

15日（水）14:00 新新設設法法人人説説明明会会//イインンボボイイスス制制度度説説明明会会 パルテノン多摩第一会議室

16日（木）14:00 決決算算法法人人説説明明会会//イインンボボイイスス制制度度説説明明会会 パルテノン多摩第一会議室

３月９日（木） オオンンラライインンセセミミナナーー決決算算整整理理･･決決算算書書作作成成講講座座 ３３//2222ままでで

23日（木）14:00 決決算算法法人人説説明明会会//イインンボボイイスス制制度度説説明明会会 パルテノン多摩第一会議室

24日（金）14:00 決決算算法法人人説説明明会会//イインンボボイイスス制制度度説説明明会会 パルテノン多摩第一会議室

※上記新設・決算法人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。（https://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。

祈り 高幡不動の初詣での賑わいが一段落した頃出会った１枚です。仕事始めのお参りなのか、お
揃いのハッピ姿で厳かな姿にひかれ共にお祈りしました。2022年を表す漢字は「戦」であった。「卯
年」の2023年こそは心穏やかな一年でありますようにと祈りたい。そして私はドキドキの被写体と
の出会いをワクワクしながら待っている。 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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入
賞

稲城市立若葉台小学校４年

原 琴 音さん

日野法人会長賞

日野市立日野第八小学校６年

四之宮里枝さん
日野市立滝合小学校６年

山 口 航 輝さん

多摩市立東寺方小学校１年

村 山 ね ねさん

日野法人会女性部会長賞 日野税務署長賞

八王子都税事務所長賞

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。

絵絵絵絵 ココココンンンンククククーーーールルルルははははががががきききき

第12回 税税税税
ぜぜぜぜ いいいい

にににに関関関関
かかかか んんんん

すすすするるるる税税
ぜぜ いい

にに関関
かか んん

すするる

絵絵 ココンンククーールルははががきき
えええええ

法人会では、租税教育活動の一環として、小学生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を

実施しています。令和４年度は、応募総数354作品の中から14作品を表彰させていただきました。

入 選

入
賞

日野市立南平小学校６年

大 野 央 人さん
多摩市立多摩第一小学校５年

竹 嶋 美 空さん
多摩市立諏訪小学校６年

冨 山 紗 衣さん
日野市立仲田小学校５年

木 内 七 椛さん

日野市立
日野第七小学校６年

白 井 真 之さん

日野市立
日野第五小学校２年

古 口 初 季さん

日野市立日野第六小学校３年

松 崎 月 音さん
日野市立日野第六小学校２年

川 田 伊 織さん
多摩市立多摩第一小学校５年

増 田 乃 依さん
日野市立滝合小学校５年

井 上 心 和さん
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