
URL.http://www.tohoren.or.jp/shibuya   　E-mail:info.shibuya@tohoren.or.jp

しぶや法人 第547号 平成29年６月１日発行（隔月１回１日発行）

2017.6·7

No.547
平成29年

〈雲海の中の富士　写真提供：町田和子氏〉

平成29年度事業計画────────────────３
平成29年度収支予算────────────────４
税務コーナー───────────────────５
事業ア・ラ・カルト────────────────７
都税コーナー───────────────────14

－平成29年度事業計画・収支予算－
－ラフォーレ倶楽部案内－



22017.6･7 No.547

　

6･7月
  6月･7月･(8月)実施する主な事業

◦６月１日　初級簿記講習会　＜第14日＞
◦６月５日　初級簿記講習会　＜最終日＞
◦６月６日　源泉研究部会　研修会
◦６月６日　渋谷駅前清掃（青年部会）
◦６月12日　第５回通常総会	
◦６月23日　婚活委員会
◦６月27日　救急救命講習会（青年部会）

◦７月４日　渋谷駅前清掃（青年部会）
◦７月８日　婚活パーティー
◦７月13日　第２回理事会
◦７月13日　福利厚生制度役員懇談会
◦７月23日　初台まつり
◦７月25日　相続税完全マスターセミナー【第１日】

  《決算法人説明会》
　日時　６月15日（木）午後１時30分〜４時
　場所　渋谷税務署		７Ｆ		大会議室

　日時　８月25日（金）午後１時30分〜４時
　場所　渋谷税務署		７Ｆ		大会議室

該当の会社は是非ご出席下さい｡

定例説明会等のお知らせ定例説明会等のお知らせ

　渋谷法人会HPから464タイトル、2975のムービー（2017年５月現在）の税務から経
営、経済、労務等会社経営に役立つセミナーをご覧いただけます。
　会員でない方でもご覧いただけるものもありますが、会員の方は是非メールアドレ
スの登録をして、会員専用セミナーもご覧下さい。
　また、“マイナンバー”をはじめ簿記、ビジネスマナー、エクセル講座や職場のス
トレスケアなどの知識を得られるDVD無料レンタルもあります。（会員のみ）	
　メールアドレスの登録をすると、他のコンテンツもご利用可能となり、事業PR等
もできるようになります。

　公益社団法人　渋谷法人会ホームページ

セミナーオンデマンドとDVD無料レンタルのご案内セミナーオンデマンドとDVD無料レンタルのご案内

渋谷法人会 検索

◦８月３日　夏期ゼミナール	
　　　４日　夏期ゼミナール
◦８月11日　会員優待観劇会＜明治座　第１日＞
◦８月13日　会員優待観劇会＜明治座　第２日＞
◦８月22日　相続税完全マスターセミナー【第２日】
◦８月28日　会員増強合同会議
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平成29年度事業計画

５、広報活動の推進
　法人会の知名度の向上、会員への会活動の周知、会
員増強のための広報活動を充実させるとともに公益法
人制度改革を踏まえ、関係委員会と協力して広く一般
に対しての税の啓発活動等の推進に努める。
　ホームページや会報等の充実を図るとともに、	マス
コミにアピールするためのパブリシティ活動を実施す
る。特に公益的な事業については積極的なプレスリリ
ースを行う。

６、福利厚生制度の拡充
　企業の存続や従業員の確保の上で、各種福利厚生制
度は必要不可欠であり、財政面における意義をも考慮
し、制度の維持と普及推進を図る。

７、部会活動の充実
　源泉研究部会・青年部会・女性部会の活動を活発に
展開し、部会のさらなる充実と部会員の研鑽を図ると
ともに、会活動の担い手として法人会活動の充実と活
性化に資するための諸施策を積極的に講じる。特に公
益性の高い事業の実施に努め、未来を担う子どもたち
への租税教育や介護支援セミナーの開催等、親会等と
の連携を図りながら、引き続き積極的に取り組む。

８、法人会体制の整備
　会務運営の基本に基づき、法人会組織の検討と魅力
ある活動の展開、特に会員相互で情報交流を図ること
により会務を円滑に運営する。

e-Taxを利用しよう

Ⅰ　平成29年度活動理念
　公益社団法人渋谷法人会は、「税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し国
と社会の繁栄に貢献する経営者団体である」という法人会の理念の下、公益法人としての使命を達成するために
一体となって、組織的な事業活動を展開する。
　また、法人会の目的・使命を達成するため、事業活動においては原点である「税」に関する活動の充実を図る
とともに、法人会活動の更なる活性化のために、会員確保及び財政の健全化への対応に力を注ぎ、地域の発展と
活気あふれ信頼される法人会の確立をめざすために、以下の基本方針に基づき諸施策に取り組む。

Ⅱ　基本方針
１、公益と社会貢献
　健全な納税者団体として、事業の公益性と社会貢献
度を高めるとともに、組織の強化を図り、納税者の事
業への参加の向上と加入増加を推進し、もって公益法
人としての社会的使命を果たすことに努める。
　さらに、公益法人として、民間が担う公共の目的を
果たすべく取り組む。

２、税務行政への協力
　税務当局との連絡協調を保ち、あらゆる機会を通じ
て納税者と税務当局の間の相互理解・信頼の醸成に努
め、また、広く納税知識の普及を通じて納税道義の高
揚を図り、公正な税制と円滑な税務行政に寄与する。
　さらに、マイナンバー制度・e－Tax・eLTAX普及
のために、税務当局及び税務関係団体等とも連携し
ながら、電子申告の意義の重要性を訴え、役員企業
100％会員企業80％以上を目標に、より一層の利用率
向上に努める。

３、租税負担の合理化
　中小企業の租税負担の軽減と合理・簡素化及び適正
公平な税制確立のため、会員の要望意見を徴するとと
もに、よく税制の研究に努め、税制改正要望事項の達
成を期する。

４、企業経営の健全化
　企業経営の健全化並びにその発展向上に資するた
め、経営、経理、労務及び税務に関する研修会、講習
会の事業活動を積極的に行う。

平成29年４月１日～平成30年３月31日
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法人会はよき経営者をめざす者の集まり

平成29年度収支予算
平成29年４月１日～平成30年３月31日

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部	
　　⑴経常収益
　　　基本財産運用益
　　　特定資産運用益
　　　受取会費
　　　事業収入益
　　　受取補助金
　　　受取負担金
　　　雑収益
　　　経常収益計
　　⑵経常費用
　　　①事業費
　　　　（公益目的事業費）
　　　　（収益事業等費用）
　　　②管理費
　　　経常費用計
　　　評価損益等調整前当期経常増減額
　　　当期経常増減額
　２．経常外増減の部	
　　⑴経常外収益
　　　経常外収益計
　　⑵経常外費用
　　　経常外費用計
　　　当期経常外増減額
　　　税引前当期一般正味財産増減額
　　　法人税、事業住民税
　　　当期一般正味財産増減額
　　　一般正味財産期首残高
　　　一般正味財産期末残高
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　受取補助金
　　受取全法連補助金
　　一般正味財産への振替額
　　当期指定正味財産増減額
　　指定正味財産期首残高
　　指定正味財産期末残高
Ⅲ　正味財産期末残高

（単位　円）

科　　　　目 平成29年度

350,000
1,000

43,500,000
5,250,000
27,870,400
5,550,000
553,000

83,074,400

64,517,700
50,325,670
14,192,030
21,816,300
86,334,000
△	3,259,600
△	3,259,600

0
0
0
0
0

△	3,259,600
70,000

△	3,329,600
704,525,438
701,195,838

27,870,400
△	27,870,400

0
0
0

701,195,838

平成28年度

350,000
10,000

45,500,000
5,600,000
26,968,000
5,250,000
455,000

84,133,000

64,758,605
50,466,720
14,291,885
21,762,775
86,521,380
△	2,388,380
△	2,388,380

0
0
0
0
0

△	2,388,380
70,000

△	2,458,380
706,983,818
704,525,438

25,768,000
△	25,768,000

0
0
0

704,525,438

差　異

0
△	9,000

△	2,000,000
△	350,000
902,400
300,000
98,000

△	1,058,600

△	240,905
△	141,050
△	99,855
53,525

△	187,380
△	871,220
△	871,220

0
0
0
0
0

△	871,220
0

△	871,220
△	2,458,380
△	3,329,600

2,102,400
△	2,102,400

0
0
0

△	3,329,600

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
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平成29年度 税務職員採用試験のお知らせ
Pride of the Specialist ～公平な世の中を創る、志～
適正・公平な課税の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

人事院では、下記のとおり「平成29年度税務職員採用試験」を行います。
興味のある方は、税務署までお気軽にお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

◇　受験資格　１　平成29年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日
　　　　　　　　の翌日から起算して３年を経過していない者及び平成30年３月までに
　　　　　　　　高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
　　　　　　　２　人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者

◇　申込手続　１　申込方法
　　　　　　　　　インターネット申込み
　　　　　　　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利用ください。
　　　　　　　　　［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］
　　　　　　　２　受付期間
　　　　　　　　　平成29年６月19日（月）〜平成29年６月28日（水）［受信有効］
　　　　　　　３　受験案内交付期間
　　　　　　　　　平成29年５月９日（火）〜平成29年６月28日（水）
　　　　　　　　　９時〜17時（土曜日及び日曜日を除く。）
　　　　　　　４　受験案内交付場所
　　　　　　　　　東京国税局又は各税務署若しくは人事院各地方事務局（所）
　　　　　　　　　（注）人事院ホームページからもダウンロードすることができます。
　　　　　　　　　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］

◇　試 験 日　第１次試験　平成29年９月３日（日）
　　　　　　　第２次試験　平成29年10月11日（水）〜平成29年10月20日（金）のうち
　　　　　　　　　　　　　指定された日時

◇　問合せ先　渋谷税務署総務課（℡	０３－３４６３－９１８１　内線４００２）

正しい税知識を学ぼう
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eLTAXイメージキャラクター
エルレンジャー

＜eLTAXのご利用時間＞
【各手続きの受付時間】　　　	平日　８時30分〜24時（土・日・休日、年末年始12/29〜1/3を除く）
＜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（左記電話につながらない場合：03－5500－7010）
　　　　　　　　　　　　　平日　９時〜17時（土・日・休日、年末年始12/29〜1/3を除く）
＜申告内容や納税についてのお問い合わせ＞　渋谷都税事務所　03－5420－1621(代表)

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（木）に発送します。

＜納期限＞　平成29年６月30日（金）
＜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＞
くらしハウス　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　ニューヤマザキデイリーストア　ファミリーマート　ポプラ　ミニストップ　ヤマザキスペシャルパートナー
ショップ　ヤマザキデイリーストアー　ローソン　MMK設置店（コンビニ以外の店舗を含む。ただし、無人端末は除く。）
④金融機関※１・郵便局の　　（ペイジー）対応のＡＴＭ、インターネットバンキング、モバイルバンキング※４
⑤パソコン・スマートフォン等からのクレジットカード納付
　インターネットの専用サイト（都税クレジットカードお支払サイト）にアクセスし、クレジットカードにより納付することができま
　す（税額に応じた決済手数料がかかります。）。詳しくは、都税クレジットカードお支払サイトをご覧ください。
　※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（03－3252－0955　平日９時〜17時）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30万円までの納付書（バーコードがあるもの）に限ります。
　※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」を発行しておりますので、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。
　　　　○システムの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。

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、納税通知書に同封されているハガキでお申込
みください。また、依頼書は主税局ホームページからもダウンロードできますので、そちらもご利用ください。
（平成29年8月10日㈭までにお申込みいただくと、10月2日㈪納期限の第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（03－3252－0955　平日９時〜17時）

この社会あなたの税が生きている

エルタックス 検索

便利な電子申告・電子納税等をご利用ください！
　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きは下表のとおりです。

電子申告
○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

〇法人設立・設置届出　○異動届出　　
〇中小企業者向け省エネ促進税制による減免申請
〇申告書の提出期限の延長の処分等の届出・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

など
─

○本税の納付　　○見込納付(確定申告分のみ）
○加算金の納付　○延滞金の納付

○本税の納付　○加算金の納付
○延滞金の納付 ─

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)
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て開催した。
　講師は、Blooming	place代表で、しあわせ会話力養
成コーチの松田美紀氏。出席者は71名。

パソコン研修会を開催
　渋谷法人会では、パソコン常設の富士通オープンカ
レッジ渋谷校において、毎回好評のパソコン研修会を
５月13日から７月28日まで、ワードやエクセル等６つ
のコースを各２回ずつ開催している。
　今回の内容はアクセス入門コース、エクセル入門コ
ース、エクセル活用コース、ワード活用コース、パワ
ーポイント入門コース、IPadコースを開催する。

平成29年度第一回理事会を開催
　各委員会での審議を受けて５月16
日㈫に平成29年度第一回理事会を開
催し、事業報告や事業計画、収支予
算等の総会報告議案と提出議案、役
員改選案を審議し、理事会の承認を

得て総会、第５回
総会に報告と議案
提出することとした。
　出席者は、渋谷税務署から堀法人
課税総括担当副署長他２名、法人会
から柳田会長他39名。

平成29年度初級簿記講習会始まる！
　渋谷法人会では、４月10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29年度の初級簿記
講習会を開催しており、６月５日に終了する。
　講師は、税理士の四方　茂氏。受講者は17名。

税制委員会税制改正意見交換会を開催
　税制委員会では、去る４月20日㈭午後４時より５時
まで、税理士で渋谷法人会アドバイザーの池田喜一氏
を講師にお招きし、税制改正要望についての意見交換
会を開催した。
　要望事項は上部団体の公益財団法人　全国法人会総
連合を通して、国、地方公共団体に提出される。

ビジネスマナー基礎講座を開催
　このセミナーは新入・若手〜中堅社員の方々が、マ
ナー三大原則の身だしなみ、挨拶、言葉遣いを始めと
して、信頼される電話対応、印象に残る名刺交換など、
具体的な講義と実習を通じて「社会人・ビジネスパー
ソンとしての心得」を学んでいただくことを主眼とし

みんなの力で法人会を大きく育てよう

講師：四方茂氏 初級簿記講習会

アドバイザー：池田氏 税制改正意見交換会

講師：松田美紀氏 ビジネスマナー基礎講座

堀副署長ご挨拶

柳田会長挨拶

理事会

パソコン研修会
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源泉研究部会研修会、事業報告会を開催
　去る４月４日㈫午後１時30分から源泉研究部会研修
会を開催し、終了後平成29年度事業報告会を午後３時
40分から開催した。事業報告会では
平成28年度事業報告、29年度事業計
画について審議し、承認可決した。
　また、今年度は役員改選の年に当
たるため、役員の改選を行った。事
業報告会出席者は、21名。

第5回青年部会・女性部会
合同事業報告会を開催

　去る４月24日㈪午前11時30分より、原宿のルアール
東郷に於いて、今年度から青年部会と女性部会合同で
総会ではなく“事業報告会”として開催した。
　第一部研修会においては、渋谷税務署法人課税第一
部門　花田統括官から、「渋谷の歴史」と題してご講
演いただいた。
　続いて第二部の事業報告会に入り、まず早川青年部
会長と名和女性部会長の挨拶に続き、まず、青年部会
から平成28年度事業報告・収支決算報告・監査報告を
し、今年度は役員改選の年に当たるため、新部会長に
藤野宏忠氏を選出したことを始め、新役員を報告した。
続いて平成29年度事業計画並びに予算について報告し
青年部会の事業報告会を終了した。

　次に女性部会の事業報告会に移
り、青年部会と同じく平成28年度事
業報告と決算報告をし、新役員を報
告、そして平成29年度事業計画と収
支予算を報告して終了した。
　その後、渋谷税務署堀法人総括副
署長と渋谷法人会柳田会長よりご祝
辞をいただき、渋谷法人会第５回青
年部会・女性部会事業報告会は滞り

なく終了した。
　その後同所に
おいて昼食会を
開催し、意見交換
した。出席者は来
賓10名、青年部会20名、女性部会27
名だった。

電子納税、電子申告を活用しよう

青年部会新役員名簿
部 会 長　藤　野　宏　忠
副部会長　長谷川　賀寿夫
副部会長　福　田　喬　則
〃会計幹事　佐　藤　　　潤
副部会長　松　本　ル　キ
幹　　事　松　崎　　　宏
幹　　事　小　林　寿太郎
幹　　事　鈴　木　大　輔
幹　　事　庄　司　泰　広
幹　　事　名　取　祐　宏
幹　　事　河　原　祐　倫
幹　　事　山　下　夏　澄
監　　事　藤　木　宏　泰
監　　事　羽根田　　　晴

女性部会新役員名簿
部 会 長　名　和　玲　子
副部会長　沼　田　和　子
〃会計幹事　松　本　芳　枝
副部会長　今　福　京　子
幹　　事　吉　岡　有　加
幹　　事　北　島　アキ子
幹　　事　木　下　和　子
幹　　事　数　村　いづみ
幹　　事　三　雲　玲　子
幹　　事　木　内　淳　子
幹　　事　三　浦　美　保
幹　　事　松　田　泉　美
幹　　事　前　川　祐　子
幹　　事　佐　藤　ひとみ
幹　　事　石　田　裕　子
監　　事　安　　　昌　子

堀副署長ご挨拶

柳田会長挨拶 事業報告会

名和女性部会長挨拶 事業報告会

藤野新青年部会長挨拶

研修会

部会だより

講師：花田法人第一統括官

早川青年部会長挨拶

源泉研究部会新役員名簿
部 会 長　松本　泰郎　東京急行電鉄㈱（留任）
副部会長　小楠　雄士　㈱宇野澤組鐵工所（留任）
副部会長　井上　剛一　小田急電鉄㈱（留任）
委　　員　福井　恒夫　㈱イワキ（留任）
委　　員　浅田　典之　キューピー㈱（留任）
委　　員　河邉　基晴　(一社)日本音楽著作権協会（新任）
委　　員　小此木　章　長島梱包㈱（留任）
委　　員　鈴木　晴雄　日本システムウェア㈱（留任）
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法人会の事業活動に積極的に参加しよう

たことがありました。ここで「発行部数が少ないから」
「原稿料が安いから」などと理屈をつけて逃げていて
は、営業担当者が「商品が良くないから」「景気が悪
いから」売れないと言っているのと同じです。
　考えているうちに「著名人の講演をまとめたものを
掲載できないか」ということがひらめきました。ある
団体から「講演会を開催するので著名人を紹介してく
れないか」と頼まれていたからです。さっそく、当時
最も人気のあった経済評論家のオフィスに出向き、秘
書の方に講演を依頼すると「日程が合えば引き受ける」
と言うのです。講演料は目が飛び出るほどの金額でし
たが、それでもその団体からあらかじめ提示されてい
た予算内です。
　そこで「ついては、こちらで講演の内容をまとめま
すから、私が担当している雑誌にその講演録を掲載さ
せてくれませんか」と、勇気を出して厚かましいお願
いをしたところ「いいですよ」と簡単にＯＫを出して
くれました。
　もし「まず無理だろう」と、はなからあきらめてい
たら、この頼みはできませんでした。こうして編集を
担当している「○○月刊誌」に、その著名人の原稿を
タダで掲載することができたのです。
　この話には後日談があります。講演の紹介を依頼さ
れた団体から「講演内容が大変好評でした。出席でき
なかった人にも配ろうということになったので、掲載
号を300冊注文したい」というのです。そこで、書店
で売れ残り、返品された掲載号を買ってもらいました。
その後、何回かこの「講演会」を利用する手を使いま
した。
　どんな難問や試練に直面しても「負けるな」「逃げ
るな」「あきらめるな」と自分に言い聞かせると「活路」
が開け、「知恵」が出てきて、行動する「勇気」が湧
いてくるものです。
　だから、窮地に立たされたとき、野球で言えば９回
裏ツーアウトで、ツーストライク・スリーボールであ
っても、まだ勝負は終わっていないのだから「負ける
な」「逃げるな」「あきらめるな」と言いたいのです。

○「負けるな」と覚悟を決めれば
　活路が見えてくる

　大学を出て15年ほどサラリーマンをやっていまし
た。あるとき出版の編集部門に異動したことがありま
す。30歳前後のころです。
　受け取った原稿をどうすれば本や雑誌の紙面に仕上
げることができるのか、その方法が全く分かりません。
そこで先輩編集者に聞くのですが、編集者は職人気質
の人が多いので、どの編集者も教えてくれません。し
かし、こちらとしては、編集技術を身につけるまでは、
給料分を稼げないから居心地が悪いのです。
　こうなると燃えてくるのが筆者の性分で「負けてた
まるか」という気になります。まずは編集技術につい
て書かれているテキストを読んで覚えようとしまし
た。しかし専門用語からしてさっぱりわかりません。
　そこで「印刷屋さんなら教えてくれるはずだ」と考
えました。するとその印刷屋さんは「工場に来てくれ
れば、もっとよく分かる」と言うのです。印刷屋さん
の現場に行ってみると、わずか１日で、原稿をどのよ
うに指定すれば校正が上がってくるか、その一連の流
れを知ることができました。校正記号を覚えることや、
原稿の内容整理の方法については、数をこなせば身に
付きます。「負けるな」と覚悟すれば、こうして活路
が見えてくるのです。

○９回裏「ツーアウト、
　ツーストライク・スリーボール」でも
　勝負は終わっていない

　編集技術が身につけば、あとは編集企画でヒットを
出すことです。売れる雑誌や本にするためには、読者
が何を求めているか知らなければなりません。しかし
「読者」を「マーケット」に置き換えれば、長年の編
集経験がなくても、それまでのビジネス経験を活かし
て企画は立てられます。
　あるときトップから「なぜうちの○○月刊誌に、著
名人が書いてくれないのか？」と、不満そうに言われ

「負けるな・逃げるな・あきらめるな」で窮地から脱出する

ビジネスプランナー　橋口　寿人
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メールアドレスを登録しよう
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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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挙式を増やそうと、ホテル関係者らの団体が紹介し、
知られるようになった。67年に東京の結婚式場が
「ジューンブライドプレゼント」と題した新聞広告
を出し、挙式料・写真の無料プレゼントなどをうた
った。
　近年、結婚しない人が増え、結婚する年齢も遅く
なっている。90年の生涯未婚率は男性5.57％、女性
4.33％だったのに、2010年には男性20.14％、女性10.61
％に急増。結婚は幸せにつながらない時代になった
のか。

『パリ祭』
　７月14日はフランスの革命記念日だ。1789年７月
14日、バスティーユ監獄を市民が襲撃、解放し、フ
ランス革命を引き起こした。
　国王政府の財政危機をきっかけに大規模な騒乱と
なり、絶対王政から共和制に移行した。市民が王や
貴族による圧政から自由を獲得した記念すべき日で
あり、パリをはじめ、フランス全土で祝う。フラン
スの国是である自由と平等の精神を象徴する記念日
でもある。
　「パリ祭」という呼び方は1933年のルネ・クレー
ル監督の映画『７月14日』が日本で封切られた際、『巴
里祭』と訳されてからだ。世界的に移民排斥や保護
主義が広がりを見せる今、パリ祭の意味をもう一度
考えたい。

『谷崎潤一郎』
　日本文学を代表する作家の一人。東京都日本橋の
生まれ。東京帝国大学（現：東京大学）在学中、「刺
青」が永井荷風に評価され、文壇に登場した。初期
は耽美主義の一派とされたが、その作風や題材、文
体は生涯にわたってさまざまに変遷した。
　1923年９月の関東大震災を機に関西に移住。日本
的なものへの志向を強めていった。「春琴抄」「痴人
の愛」「卍」などは関西移住後の作品だ。中でも松
子夫人の姉妹をモデルにした「細雪」は代表作の一
つ。随筆に「陰翳礼賛」。『源氏物語」の現代語訳も
手掛けた。ノーベル文学賞の候補に
もなったとされる。1965年７月30日、79歳で亡くな
った。

『梅雨』
　四万十川に白波を見ず梅雨曇　　桂信子
　６月に入ると全国各地が梅雨入りする。春から夏
へ季節が移り変わるときは、南の暖かい空気と北の
冷たい空気がぶつかり合う。このため、６月から７
月にかけて、日本付近では前線が停滞し、ぐずつい
た天気が続く。
　梅雨の語源は、中国で梅の実が熟すころに降る雨
を梅雨と呼んだのが日本に伝わったよいう設や、黴
(かび)がよく発生するので、黴雨(ばいう)と言った
のが梅雨に変わったという説など諸説ある。
　鹿児島奄美地方や沖縄では５月下旬、北海道を除
くその他の地方では６月中旬ごろまでに梅雨入りす
るケースが多い。今年はいつ梅雨入りするのか。じ
めじめしたうっとしい日々が続くが、梅雨時の雨量
は年間降水量の多くを占める。稲作には欠かせない
雨の時期を上手に乗り切ろう。

『学童疎開』
　作家の向田邦子の随筆に「字のない葉書」がある。
終戦の年の４月、学童疎開に出発する小学１年生の
妹に、父は自分の宛名を書いた大量の葉書を持たせ
た。まだ、字が書けなかった妹に「元気な時はマル
を書いて、ポストに入れなさい」と言ったという。
最初は大きなマルだったが、急速に小さくなり、や
がてバツに・３カ月後、百日咳を患って妹は帰って
きた。
　学童疎開は空襲を避けるために都市部の児童を地
方に避難させる取組みで、1944年６月30日の閣議決
定に基づいて始まった。学校単位で集団で疎開する
もので、全国で約40万人、親類などを頼る縁故疎開
を含めると約60万人が疎開したという。食糧が乏し
く、栄養失調で亡くなる子もいた。戦争は子どもた
ちにも大きな痛手を与えた。

『ジューンブライド』
　その由来は、６月に結婚すると幸せになれるとい
うヨーロッパの言い伝えだ。６月は結婚をつかさど
るローマ神話の女神ジュノーの月だからという説が
有名だ。ヨーロッパでは雨が少なく、挙式に適して
いるという説もある。
　日本では1960年代後半、梅雨で少なくなる６月の

e-Taxを体験してみよう！

記：小牧 規子（ジャーナリスト）（６月・７月）
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平成29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）

平成29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）
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法　人　名

㈱マキート

㈱葬儀の醍醐

関口

㈱アビスタイル

㈲フルービュー

SMBC日興証券

㈱三育

㈱ビューティゲート

マナテックジャパン合同会社

㈱トップボン

㈱バルドゥッチ

㈱リアルプロ・ホールディングス

㈱東光オーエーシステム

㈱Skymill

㈱コロンバン

㈱ボーダー・アンド・ポーター

㈱ラファナンバースリー

en one tokyo㈱

なみたテクノス

㈱ロイヤルロード

法　人　名

㈱シトラス

第一生命保険㈱渋谷南営業オフィス

CLICK TECH㈱

オフィス・シーフォー合同会社

プロきものスクール

代表者名

園山真希絵

醍醐　武明

関口　洋子

鮫島ひろみ

山下　英之

種村　明宏

中山　幸治

鶴田　亮介

羽生　良多

小杉　友巳

鳴海實保乃

バルドゥッチ淳子

遠藤　雅志

宮﨑　寿生

屋良マーティン

小澤　俊文

本城　直季

西本　峰希

西本将悠希

波多　誠豪

関谷　智紀

代表者名

野口昌一路

濵　　貴子

半沢龍之介

四倉　清志

佐武美智子

連絡先住所

恵比寿4－24－3

東3－15－2

鉢山町　4－12

恵比寿西1－36－2

鉢山町　7－15

代官山町17－2

渋谷2－20－12

道玄坂1－11－3

円山町20－1

道玄坂2－11－1

道玄坂2－17－2

富ヶ谷2－34－21

本町1－12－2

千駄ヶ谷4－24－15

千駄ヶ谷2－34－8

神宮前6－31－19

神宮前2－30－26

千駄ヶ谷2－6－28

神宮前5－11－1

足立区平野1－9－19

練馬区羽沢2－14－9

連絡先住所

東1－26－30

恵比寿4－4－7

東1－1－36

恵比寿4－20－3

神宮前6－18－2

業　　種

飲食店経営

葬祭業

映像

化粧品販売

医業

貸ビル管理･ソフトウェア開発システムエンジニアリング

証券業

不動産管理・賃貸、輸出入

化粧品卸売業

健康食品の販売

電気通信工事業

化粧品

不動産業

ゲーム･遊戯機等のグラフィック制作

洋菓子製造販売

WEB制作、広告代理

サービス業

サービス業

設備工事業

コピーライティング･映像制作･出版企画

業　　種

情報提供業及び飲食店経営

金融・保険

インターネット広告･スマートフォンゲーム運営事業

コンサルティング

和裁縫製業

電話番号

6337-6498

5778-4485

6681-4138

6455-3675

6277-5572

3461-1521

6427-8844

5459-7650

5459-0041

5358-7590

3404-2961

6432-9692

3409-2301

6438-9826

3402-1151

6427-5834

3858-0896

6759-0966

電話番号

5468-8029

6805-1678

4400-1394

5485-1088
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項　目 軽減の対象 軽減の割合等 申　請

　東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等の取得を税制面から支援するため、都内
の中小規模事業所等において、特定の省エネルギー設備等を取得した場合に、法人事業税、個人事業税を減免しています。

【中小企業者向け省エネ促進税制の概要】

振替納税を利用しよう

※e–Taxご利用の場合は「法人事業概況説明書」の「１６加入組合等の状況」欄に『公益社団法人　渋谷法人会』と入力してください。
※e–Taxをご利用されていない会員は、このシールを切り取って法人税確定申告書別表１の「税理士署名欄」の左側余白に貼付して下さい。

平成29年度の固定資産税・都市計画税の
軽減措置について（23区内）❻❼

【お問い合わせ先】　渋谷都税事務所03-5420-1621（代表）

商業地等に対する
負担水準上限
引下げ減額措置

小規模非住宅
4 4 4

用地
に対する減免措置

小規模住宅用地に
対する軽減措置
（都市計画税のみ）

税額が前年度の1.1
倍を超える土地に
対する減額措置

耐震化のための建
替えを行った住宅
に対する減免措置

耐震化のための改
修を行った住宅に
対する減免措置

負担水準※1が65％を超える商業地等※2
※1 負担水準…固定資産税の価格等に対
　　する前年度の課税標準額の割合
※2 商業地等…住宅用地以外の宅地等　
　　（店舗・工場の敷地、駐車場など）

一画地の面積が400㎡以下の非住宅
4 4 4

用地
（個人又は資本金・出資金が１億円以下
の法人が所有する土地に限ります。）

住宅１戸につき200㎡までの土地

税額が前年度の1.1倍を超える土地

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30年３月
31日までに新築された住宅で一定要件を
満たすもの（新築マンションを購入した
場合も、要件に該当すれば減免されます。）

昭和57年１月１日以前からある住宅で、
平成30年３月31日までに耐震改修を行っ
た住宅のうち一定要件を満たすもの

負担水準65％に相当する固定資
産税・都市計画税の税額まで軽
減

200㎡までの部分の固定資産税・
都市計画税の２割を減免

都市計画税の２分の１を軽減

平成29年度の固定資産税・都市
計画税の税額が、前年度の税額
の1.1倍を超える場合に当該超
える額に相当する税額を減額
なお、地積・利用状況等に変更
があった場合、前年度の税額の
1.1倍を超えることがあります。
新築後新たに課税される年度か
ら３年度分について固定資産
税・都市計画税の全額を減免（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。）
改修完了日の翌年度（１月１日
完了の場合はその年度）1年度
分※について、耐震減額適用後、
住宅１戸あたり120㎡相当分ま
での固定資産税・都市計画税の
全額を減免
※住宅が耐震改修の完了前に、
建築物の耐震改修の促進に関
する法律に規定する通行障害
既存耐震不適格建築物に該当
する場合は２年度分

不　要

申請が必要です
（申請期限：平成29
年12月28日）
前年度に減免を受け
た方で、用途を変更
していない方は、新
たに申請する必要は
ありません。

不　要

不　要

申請が必要です
申請期限は新築した
年の翌々年（1月1日
新築の場合は翌年）
の２月末日です。

申請が必要です
申請期限は改修が完
了した日から３ヶ月
以内です。

中小企業者向け省エネ促進税制　～法人事業税・個人事業税の減免～

対 象 者

対象設備

「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、個人事業者が該当します。
次の要件を満たすもの
①特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの
　・特定地球温暖化対策事業所等とは、３年連続消費エネルギー量1,500kl以上の事業所をいいます。
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＊（指定された導入推奨機器は、環境局のホームページで公表しています。）
＊空調設備（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機）
＊照明設備（蛍光灯照明器具、LED照明器具、LED誘導灯器具）
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パズル制作・笠見孝子　

タテのカギ───────────────
１　北斗七星は何の形？
２　山に七つの子
３　三宅島や御蔵島は「○○七島」
４　鷹の爪やハバネロ、七味もあるよ
５　七回も見ちゃった、アニメ映画『○○の
　　名は。』
７　肩にバサリ、子泣きじじいのコスプレ
10　「コットン70％」のコットンとは？
11　通って筋トレ、７キロ落とすぞ
12　７号は９号より小さいでしょう
13　歌舞伎で七枚目は悪役。二枚目なら
14　七福神に紅一点
15　鶏のトサカみたいな夏の花
17　外に出れば七人の敵。敵は○○○とも読
　　みます
19　神社にいる袴姿のお姉さん
21　愛媛県の旧国名。名物の狸は七変化する？
23　旅券はパスポート。入国査証は

ヨコのカギ───────────────
１　親のおかげで、七つのピカーッ
３　聞くは○○○○の恥、聞かぬは末代の恥
６　知らぬ存ぜぬと切り通すもの
７　七分粥は、お米の七倍入れて炊きます
８　七つの○○を股にかける、俺たちは海賊だ！
９　ことわざで「買うと銭失い」
11　手前味噌とも言います「○○自賛」
12　黒澤明監督の代表作『七人の○○○○』
14　七つ道具を持つ義経の家来
16　七難隠すお肌の色
17　ピン！と働く。第七はないのかな
18　トレヴィの○○○にコインを七枚、大奮発
20　横糸と絡んで布に	
22　「白雪姫」に七人登場
24　今年の七夕は何曜日？
25　一部屋に、見よ、ゴロゴロと七人で○○寝
解答
欄

◆郵便はがきに①クイズの答え②郵便番号③送付先④氏名⑤法人名⑥連絡先電
話番号を明記の上、〒150-0045 渋谷区神泉町9-10 公益社団法人 渋谷法人
会事務局までお送り下さい。なお締め切りは、平成29年７月10日㈪〈消印有
効〉とさせていただきます。また応募はお１人様１通限りとさせていただき
ます。ご応募お待ちしております。当選者は次号発表いたします。

応
募
方
法

正解者の中から
抽選で５名の方に

クオカード1000円分
をプレゼント！

しぶや法人No.546
季節のクロスワードパズル◉解答
解答 ランドセル

◉当選者
しぶや法人№546の“季節のクロスワード
パズル”にご応募いただきありがとうござ
いました。お陰様で応募数も徐々に増え
てきています。当選者は、下記の方々です。
㈱エムエスアート
㈲国土プランニングデザイン
㈱小寺商店
㈱小倉製作所
マルフジエンジニアリング㈱

小幡　彰子様
斉藤　寛子様
小寺　裕子様
萩原　次郎様
中田　俊一様

18

1514

2

76

12 13

16

1110

1

25

19

2120

17

22 23

3

8

9

54

24

◆詳しくは主税局ホームページ内「〈東京版〉環境減税について」をご覧ください。
　詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。

【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
　　・渋谷都税事務所法人事業税班・個人事業税班　	03－5420－1621（代表）
　　・主税局課税部法人課税指導課	（法人事業税班）　03－5388－2963
　　・主税局課税部課税指導課　　	（個人事業税班）　03－5388－2969
　●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること
　　東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）03－5990－5091

主税局　環境減税 検索

対象設備

減 免 額

対象期間

減免手続

＊小型ボイラー設備（小型ボイラー類）
＊再生可能エネルギー設備（太陽光発電システム、太陽熱利用システム）
設備の取得価額（上限2,000万円）の２分の１を、取得事業年度の
法人事業税額又は取得年の所得に対して翌年度に課税される個人事
業税額から減免
ただし、当期事業税額の２分の１が限度
※減免しきれなかった額は、（法人）翌事業年度等、（個人）翌年度
　の事業税額から減免可
（法人） 平成33年３月30日までの間に終了する各事業年度に設備を
　　　　取得し、事業の用に供した場合に適用
（個人） 平成32年12月31日までの間に設備を取得し、事業の用に供
　　　　した場合に適用
減免を受けるためには、事業税の納期限（申告書の延長承認を受け
ている法人の場合は、その日）までに、減免申請書及び必要書類を
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。
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提携葬儀社 くらしの友提携葬儀社 くらしの友

0120-421-493
ヨ　　ニ　 　イ　ー 　 　 シ　　ク 　 　 ミ

24時間／ 365日対応

葬儀のご手配、事前相談はこちら
全国儀式サービスコールセンター

渋谷法人会の
公益社団法人

※ 家族とは「配偶者、子女、（役員及びその配偶者）の両親・祖父母」にあたります。

※ご利用の際は、事前に上記の電話番号へご連絡ください。葬儀社とのお打合せ後のご連絡では、ご利用になれません。

記載のサービス内容は、平成29年4月現在のものです。状況により変更となる場合がございます。

でご利用いただけます。

75歳未満の役員

75歳以上の役員および
役員のご家族※の方

無 料
24万円
（税別）

家族葬、一般葬、
社葬や宗教・宗派問わず、
各地域のしきたりに
合わせたご葬儀の
ご相談承ります

新たな会費のご負担や
制度加入手続きは

一切必要ございません。

新たな会費のご負担や
制度加入手続きは

一切必要ございません。

■ ご提供される基本セットの内容（首都圏の例）

●ご遺影（白黒）　●お位牌（白木）　●会葬礼状（100枚）　●枕飾り
●ご遺体保存用品（ドライアイス1回分）　など

祭　壇 お　棺

内装用品・納棺用品

寝台車

車庫から10㎞まで

※式場使用料、会葬返礼品や飲食・料理などの接待費、寺院関係費、火葬料等は
　基本セットに含まれておりません。
※葬儀社や地域によって、基本セットの内容が異なるケースがございます。

制度運営

“安心”全国ネットワーク
離れて暮らすご家族の
ご葬儀依頼も
可能です。 斎場施設

2,400超
加盟葬儀社
約500

制度利用で「渋谷法人会」から生花又は花環を一基提供

首都圏平均50万円相当の
　　　　　　　葬儀に必要な基本セットが

会会 員員 特特 典典

くらしの友互助会会員併用利用特典として
葬儀費用総額から5万円を差し引きます。
くらしの友互助会加入者の施行については基本セッ
ト利用無料など、儀式サービス特典が優位となる場
合を除き、基本的には互助会利用を優先するものと
します。

くらしの友は首都圏を中心に29箇所の直営斎場を
運営。高い品質、お客様満足度も高く、おすすめ
している提携葬儀社です。

制度内容や斎場検索ができるホームページがあります。葬儀の知識等も掲載。スマホからもOK。


