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「税を考える週間」共催事業

　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中はコロナ禍の中でも雪谷法人会の事業活動に対し真
心あふれるお力添えをいただき、厚く御礼申し上げます。本
年も何卒よろしくお願い申し上げます。

　昨年は新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の
中、法人会活動を制限せざるを得ない期間があり、当初の事
業計画を予定どおり遂行できませんでした。
　総会におきましても、本来であれば多数のご参加をいただ
き開催をするのですが、法人会館にて少人数で行いました。
その際には過半数以上の委任状を頂き感謝申し上げます。
　また、緊急事態宣言の中でも出来る事業として「新型コ
ロナ緊急経済対策ガイドブック」等の冊子を配布いたしまし
た。これらの冊子は多くの会員の皆様より「参考になりまし
た」と喜んでいただけました。
　多摩川河川敷清掃活動はお子様も例年大勢参加される行
事です。ですので昨年は中止といたしました。
　しかし、青年部会の雪谷大塚駅前清掃は雪谷税務署の協
力を得て開催することができました。谷口署長様をはじめ職
員の皆様と共に清掃活動を行いました。

　コロナ禍での試みとして、インターネットによる「オンラ
インセミナー年末調整説明セミナー」を開催しましたところ
好評により満員となりました。

　今のところ新型コロナウイルスは収束の見通しが立たない
ことから、今後の法人会活動は新型コロナ感染対策を図って
いかなければなりません。そのために「新型コロナウイルス
感染防止対策ガイドライン」を策定し、このガイドラインに
沿って事業活動を展開して参ります。

　刻々と変化する社会情勢、企業の存続・発展を図るには、
正しい知識と情報が必要です。特にコロナショックは初めて
の経験です。このような時にこそ、同じ地域を共有している
法人会会員相互のネットワークを活かし、一致協力してこの
難局を乗り越えて参りましょう。今年の法人会は感染防止ガイ
ドラインに沿って十分な注意をはらいつつ、新型コロナウイル
ス拡大の収束を見据え、各種研修会、講演会、社会貢献活動
を展開していきます。
　本年も雪谷法人会の事業活動に対してご理解とご協力をお
願い申し上げます。
　会員の皆様のご健康とご多幸を御祈念申し上げまして年頭
のご挨拶とさせて頂きます。

会　長  金山 宏
公益社団法人 雪谷法人会 
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平岩（副会長・司会）：これより新春放談を始めさせてい
ただきます。はじめに雪谷法人会の金山会長からご挨
拶いただきます。

金山（会長）：皆さま、新年明けましておめでとうございます。
　昨年の事業は、コロナ禍の中、手探りでやってまいりま

した。しかし、このような時こそ、法人会の持てるネット
ワークと会員の皆さまへの情報発信等々で、手を携えて
いかなければならないと思います。本年も、防疫に努め
ながら、できる限りの事業活動を展開してまいりたいと
思いますので、よろしくご尽力のほどお願いいたします。

司会：続きまして雪谷税務署の谷口署長からご挨拶をお
願いします。

谷口（署長）：皆さま、新年おめでとうございます。
　昨年は新型コロナウイルスの影響で、法人会の事業活

動も制限を余儀なくされておりました。そのような中で
も、雪谷法人会では、感染予防に配慮しながら、税知
識の普及に努めていただいております。私どもといたし
ましては大変心強く感じているところです。間もなく、署
のほうでは、確定申告の時期を迎えます。皆さま方に
は、感染症の防止の観点から、ぜひともe-Taxをご利
用され、ご自宅等で申告頂ければと思っております。

司会：本日はゲストとして、大田区産業経済部長の山田
良司様においでいただきました。山田部長には「大田
区のコロナ対策について」というテーマで皆さまにお話
しいただきます。昨年はとにかく、コロナ禍によって生活
も経済も一変してしまいました。最初に部長にお聞きし
たいのは、コロナ禍における大田区内、特に産業界へ
の影響などの現状についてです。

山田部長：皆さま、新年明けましておめでとうございます。
　昨年2月以降、まさに新型コロナウイルス感染症の拡大

によって世の中の生活様式が大きく変わりました。そし
て日本経済は大きく停滞してしまいました。区内経済も
大きく落ち込み、現在もその影響が深く残っております。
区として昨年は緊急経済対策に全力で取り組んだ一
年でした。大田区は人口約74万人で、政令指定都市
並みの人口を擁しております。面積も23区で一番大き
く、商業地、住宅地、工業地、臨海部などさまざまな顔
を持っており、まさに「東京の縮図」と言われる所

ゆ え ん
以で

す。また、商店街や公衆浴場の数も都内で1位、工場
の数も以前と比べるとだいぶ減少しておりますが4,200
ほどの企業が頑張っている、都内でも最大のものづくり
産業の集積地となっています。この「産業のまち：大田
区」にとって、今回の新型コロナウイルス感染症拡大に
よる影響は大変大きなものがあります。緊急事態宣言
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が出されて外出者が減ったことで真っ先に影響を受け
たのは、商業における飲食や物販の事業者の方々で
した。これらの業態におきましては毎日の売り上げが大
変重要と言われており、1日の売り上げが急激に減って
しまい、かつその状況が続くことはまさに事業存続に
直結してきます。商業の後を追うようにその後は工業に
おいても受注件数が減りはじめ、中には前年対比で売
り上げが3割から5割ほどダウンする企業も出てきまし
た。さらに、観光業界やエンターテインメント系において
は、これまで経験したことのない相当なダメージとなり、
区内経済全体がひどい落ち込みとなってしまいました。

司会：昨年は、コロナ禍で税務行政にも
大変大きな影響があったかと思いま
す。谷口署長から、影響や現状につ
いてお話をいただければと思います。

署長：昨年、新型コロナウイルス感染症が流行し始めた
のが、ちょうど確定申告期間のまっただ中でした。その
ため、確定申告納期限を4月16日まで、1カ月延長す
ることにより、確定申告会場での新型コロナウイルス感
染拡大防止を図ることにしました。さらに、感染拡大が
収まりを見せない中、納税者の方には、所得税に限ら
ず、期限を延長し、柔軟に対応してきました。また、確
定申告相談会場では、職員の感染対策と税務署内の

換気や消毒等で、感染拡大防止に万全
を期して対応してきたところです。税務
署では調査・徴収についても、十分
な感染症対策を講じて実施に当たって

います。

司会：次に金山会長にお伺いします。コロナ禍にあって、
法人会の運営にも非常に大きな影響があったのではと
思います。その辺の影響、現状についてお話しください。

会長：事業はかなり制約されました。5月の総会は役員の
み、法人会館で行いました。それから、恒例の多摩川
清掃活動も中止となりました。しかしながら去年の秋頃
から、徐々に行動に移しつつあります。今年は感染拡
大防止対策をとりつつ、活動を再開していきたいと思っ
ております。

司会：次に、大田区の経済対策について、具体的にお聞
かせいただきたいと思います。ホームページなどでも大
田区のからの緊急対応策が発表されています。その中
で、一つずつ具体的にお伺いします。まず、「新型コロ
ナウイルス対策特別資金」についてお聞かせいただけ
ればと思います。

山田部長：区としましては、コロナ禍においてこれまで感
染拡大防止、緊急経済対策、区民生活支援を3本柱と
して各種の対策を講じてきております。このうち緊急経
済対策としましてはまず、経営的に大きな影響を受け、ま
た、今後危機的な状況が危惧される企業者や事業者
の方々に対して、現金を手元に置いて流動性を高め、
当面のキャッシュフローに備えていただくために、「新型
コロナウイルス対策特別資金」を創設し、これに基づく
緊急的な融資あっせん制度を3月から開始しました。こ
の制度の一番の特徴は後年度に発生する利子につい
ては全額、大田区が負担するというものです。当初は限
度額500万円、返済期間36カ月以内で始めましたが、
感染症拡大で危機的な状況が一層深刻さを増し、未
曽有の経済停滞の様相を呈してきたことなどを踏まえ、
４月には内容を拡充して限度額を一気に10倍の5,000
万円まで引き上げたほか、返済期間も制度上最大の
108カ月（9年）以内とし、元金の据え置き期間も3カ月
から12カ月へと大幅に延長しました。5,000万円という
のは23区でもダントツで、その分、区の利子負担も増す
ことになりますが、「産業のまち」として地元産業を支え
るための必要な支出と捉え、この間、対応してきました。
このことは多くの企業や事業者様から、「危機が迫る
中、速やかに現金を確保できて当座の資金繰りに目途
がついた」などという声が寄せられました。当時はまだ
国や東京都の制度融資なども整備が十分ではなかった
ので、地元自治体として地域経済への緊急支援という
一定の目的を果たすことができたと思っています。

司会：区内の中小企業で、大変助かったところが多いの
ではないかと思います。次に、「子育て世帯への臨時
特別給付金」について、お願いいたします。

山田部長：「子育て世帯への臨時特別給付金」は、新
型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世
帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当

令和三年 新春放談 「大田区のコロナ対策について」

■ 「新型コロナウイルス対策特別資金」について
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（本則給付）を受給している世帯（0歳から中学生の
お子さんがいる世帯）に対して、児童1人につき1万円
を給付するというものです。大変多くの方々から、危機
的な状況で経済的に逼迫している中、このような制度
は本当にありがたいというお声をいただいております。

司会：次に、「区の施設工事等の前倒し実施」について、
この方策をとられることについてお聞かせください。

山田部長：コロナの影響で区財政も大変厳しい状況に
なってきておりますが、公共施設は将来にわたって必要
なものでありますので、その整備については効率的か
つ効果的に対応していかなければなりません。こうした
ことから営繕関係工事については、次年度以降の予
定のものであっても、創意工夫によって今年度の予算
で対応できるものはなるべく早く済ませてしまおうという
もので、今後の財政状況の悪化に備えて対応している
ものです。調布地区において現在進んでいる公共施設
工事としましては、赤松小学校の改築や大森七中の二
期工事、雪谷中学校の武道場の改築などがございま
す。区の大規模公共施設となると小中学校になります。
令和3年度予算編成も現在大詰めとなっておりますが、
厳しい財政難が見込まれております。しかし、そうした
中にあっても公共施設整備についてはさまざまな手法
を活用して、しっかりと予算を確保して対応しなければ
ならないと考えています。

会長：私ども雪谷法人会が集まる場
所として、嶺町集会室が老朽化し
ています。雪谷地区にもぜひ、わ
れわれが使える施設を建築してい
ただきたいと思っています。

山田部長：ご意見ありがとうございます。区の公共施設は
延べ床に換算するとその約半分を学校が占めていると
いう実態がございます。こうした中、地域の経済活動を
支えていく拠点整備も大変重要と考えております。昨年
12月に東急多摩川駅前の田園調布せせらぎ公園にこ
れまでのクラブハウスの機能更新として新たに文化施設

「田園調布せせらぎ館」が完成しました。地域の方々
にご利用いただける集会施設機能を兼ねておりますの
で、こちらもぜひご利用いただければと思っております。

会長：よろしくお願いします。

司会：次に、飲食店等への「感染拡大防止協力金」の
方策について、お話しいただければと思います。

山田部長：飲食店は、真っ先にコロナの影響を受けた業
態でした。日々の売り上げが経営に直結するような事業
者の方々に対して、いかに感染拡大防止をしながら事業
を継続していただけるかというところが、行政として一番
考えたところです。一例ですが昨年、東京都は個店に対
して経営支援するメニューをつくりました。そこで区として
は都と同じではなく目線を変えて、個店向けではない、
商店会単位で支援をする施策を行っています。他には、
大田区産業振興協会の事業である繁盛店創出事業を
年度途中で充実させ、事業者の方々が３密対策や換気
対策に取り組むための支援をさせていただきました。広
域自治体である東京都の支援と基礎自治体である大田
区との施策を織り交ぜながら、地元の商業対策や感染
拡大防止に取り組んでいます。もう一つは、医療系大学
であり区内に大学病院を持つ東邦大学と連携した取り
組みです。大田区は東邦大学とかねてより連携関係に
ありましたが、感染拡大防止において新たな取り組みを
始めようと、昨年10月に感染症に対するさらなる連携関
係を結びました。医学的見地から商業や工業などにお
ける感染症対策をご教示いただけるものであり、年が変
わってもしっかりと進めてまいりたいと考えております。

司会：それでは、「商店街プレミアム付地域商品券事業」
について、お話しいただきます。

山田部長：「プレミアム付地域商品券事業」は、区内の商
店会を対象としています。一事業の上限は300万円で、

■ 「区の施設工事等の前倒し実施」について

■ 「感染拡大防止協力金」について

■ 「商店街プレミアム付地域商品券事業」について
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商店会ごとに区から補助金を出すというものです。国の
Go Toキャンペーンの一つである「Go To商店街」との
併用も視野に、昨年7月から本年2月まで、区の緊急経
済対策の一環として行っています。今回のプレミアム事
業の特徴は、商品券のプレミアムの率がこれまでのよう
に一律に決まっておらず、地域の実情や商店会の体制
などを踏まえて独自に設定できることであり、多くの商店
会で取り組んでいただいております。もう一つの大きな
特徴は、複数の商店会が連携して発行できることです。
近隣の商店街と一緒になって共通して使える商品券とし
てご活用いただいております。

司会：ただいま、大田区独自の経済対策についてお伺い
しました。これらについて、何かご感想、ご要望などお
聞かせいただきたいと思います。

署長：国や東京都の支援もある中で、大田区独自の支援
策は、大田区内の事業者や区民の皆さんにとって大変あ
りがたいことだなと、興味深く聞かせていただきました。

長谷川（副署長）：早くワクチンが開発され、人や物の流
れが戻ってきて、経済が早く元通りになっていけばいい
なとつくづく感じた次第です。

会長：数々の支援策ですが、特に「新型コロナウイルス
対策特別資金」は、一番危機的な時期に本当にタイム
リーな施策だったと思っていますし、感謝しています。

山田部長：ありがとうございます。
　「新型コロナウイルス対策特別資金」の融資あっせんに

ついては、先ほどもお話しさせていただきましたが、4月
に限度額を500万円から5,000万円まで大きく増やしま
した。その結果、一定の緊急対策は講じることができ
たと考えておりますが、あっせん総額は昨年末時点で
約740億円まで積み上がり、将来、区が負担する利子
総額は約50億円と膨大な金額になっています。それか

ら昨年の夏ですが、第2波として感染が再拡大した際
には東京都が「22時までの営業時間」とするよう時短
協力の要請を行い、協力した企業に補助金（営業時
間短縮に係る感染拡大防止協力金）を出す対策を行
いました。区としましてはこの東京都の動きに素早く連
動し、大田区独自の支援金をさらに上乗せ支給する補
助金を準備し、感染拡大防止と経済対策を両立してま
いりました。

司会：それでは、税務行政上の対策についてお聞かせい
ただければと思います。

副署長：新型コロナウイルス感染症の影響から、緊急経
済対策の一つとして、税制上の措置を講ずる法律が昨
年4月に成立し、納税の猶予制度の特例が盛り込まれ
ました。また、本則に基づく猶予制度では、納期限か
ら6カ月以内に申請していただくことなどにより、納税が
猶予され、延滞税を軽減できる場合があります。納税
に関し、国税局猶予相談センター、もしくは税務署の方
までご相談いただければと思います。猶予制限につい
ては、国税庁ホームページにも掲載していますので、よ
ろしくお願いいたします。

司会：これも、各中小企業は大変助かるのではないかと思い
ます。確定申告に関して、谷口署長からございますか。

署長：今年の確定申告期間は、感染防止対策として、作
成会場の混雑防止のために、「入場整理券」をお配り
する予定です。「入場整理券」の配布状況に応じて後
日の来場をお願いすることもありますが、確定申告書
は、e-Taxを利用してパソコンやスマホを使って提出す
ることができますので、是非ともe-Taxをご利用いただ
きたいと考えております。

司会：最後に、このコロナ禍の中でも、何か明るい話題
があればお聞かせいただきたいと思います。

山田部長：明るい話題としては、「コロナに打ち勝つぞ！
ピンチこそチャンス！！」という意気込みで前向きに取り
組まれる企業がたくさんございまして区として本当に心

令和三年 新春放談 「大田区のコロナ対策について」

■ 「税務行政上の対策」について

■ 今後の明るい話題について
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強い限りです。商業についても、飲食業界ではこれま
でにないようなイベントを仕掛けていただくなど、様々な
創意工夫で取り組みを進めていただいております。海
外に生産を依存していたこれまでの状況から、サプライ
チェーンの国内回帰に関する報道も耳にする機会が増
えていることから、区の産業政策としては今後もアンテ
ナを高くして世界経済、我が国経済の動向をしっかりと
見極めつつ、地域経済活性化への取り組みを一層強
化していかなければならないと考えております。

署長：大田区は東京の縮図というお話がございました。コ
ロナに負けずに元気のある企業もたくさんあるということ
でした。税務の面でも柔軟に対応していきたいと考えて
おります。話は違いますが、今年は延期された東京オリ
ンピックが開催されます。実は、私は陸上競技の予選の
チケットが当たっており、見にいく予定でした。今年この
まま開催され、観戦できることを楽しみにしております。

副署長：最近は通信技術が日進月歩で進化しておりま
す。大田区は高い技術を持っている
ものづくり企業がたくさんあります
ので、新しい技術をビジネスチャ
ンスとして広げていかれ、発展
していくことを、私どもは期待し
ております。

会長：私は昨秋、会津を旅してまいりました。政府のGo 
Toトラベルキャンペーンで、会津のペンションの割引と
会津町のクーポンを使いますと、なんと旅費が半額以
下になりました。　「それでいいんですか？」とオーナー
に聞いたら、「私たちは１円も損をしていません。税金
が助けてくれたんです」と答えてました。今回の「新型
コロナウイルス対策特別資金」もそうですね。区が、利
子分の50億円負担するとか。

山田部長：はい。現時点で約50億円程度を見込んでお
ります。

会長：それは、区民税を活用されているのですね。また、
経済がもとに戻りましたら、しっかりと税金を払うような
体質に戻さなければならないと、一同思っています。

山田部長：最後にもう一つ、明るい話題を。
　昨年7月に、羽田空港沖合移転跡地が大きく生ま

れ変わりました。京浜急行と東京モノレールの天
空橋駅から地下で直結している施設、HANEDA 
INNOVATION CITY（羽田イノベーションシティ、通
称：HICity）がオープンしました。こちらには大きく二
つのコンセプトがあり、一つは先端産業の発信、もう一
つは文化産業の発信です。世界でも有数の国際拠点
空港の隣接地にこういった新産業創造・発信拠点が
あるところは日本全国どこを見てもないと思います。蒲
田には大田区産業プラザ・PiOがあり、昨年7月に羽
田にこのHICityがオープンしました。蒲田と羽田が相
互に連携しながら、国内外のヒト・モノ・企業・情報
が行き交う中で、区内企業・事業者の方々の持続可
能な発展に寄与していくための施設として、また、ここか
ら地域の社会課題を解決していく新しい産業が大きく
羽ばたいていくことを期
待しています。そしてそれ
を実現するための施設で
す。ぜひ、一度訪れてい
ただければと思います。

会長：会員さんより見学をしたいという話が出ています。

山田部長：ぜひともお声がけ頂ければと存じます。この施
設に込めたこれからの区内産業の発展に繋げる様 な々
仕掛けや想いを直接ご覧いただければ、これ以上うれ
しいことはありません。

司会：最後に、羽田のHICityのいい話が聞けました。コ
ロナ禍が早く収まり、元通りの経済に戻ることを祈念し、
放談を終了させていただきたいと思います。どうもあり
がとうございました。

The pinch is 
a chance!
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青年部会青年部会
Youth Group

text = 青年部会　副部会長　（株）カワショウ　河内　豪
駅 前 清 掃 活 動

text = 青年部会　副部会長　（株）カワショウ　河内　豪
交 流 勉 強 会

　10月2日（金）早朝より雪が谷大塚駅前周辺の清掃活
動を行いました。コロナ禍にあり、久しぶりの催しでした
が、雪谷税務署からは谷口署長はじめ12名のご参加を
いただき総勢34名で行いました。
　今年も大きなゴミこそありませんでしたが、それでもたく
さんのゴミが集まりました。来年もまた清掃活動を続けて
いきたいと思っておりますので、ご協力お願い致します。

　また今年は新型コロナウイルスの影響で税務懇談会
を開催することが出来なかったため、清掃後に税務署
会議室において、新たに配属された方 と々、ご挨拶をす
る時間を設けていただきました。
　新型コロナウイルスが終息し、これまで通り税務懇談会
で意見交換出来るようになることを心より願っています。

　10月15日（木）、法人会館にて交流勉強会が開催され
ました。
　今回はコロナ禍中のため、定期研修会は中止となり
交流勉強会のみの開催となりました。
　一般社団法人全国施設店舗衛生管理協会より代表
理事 田島様、理事 冨沢様をお招きし、参加者22名のも
と、青年部会初の試みウェブセミナー「新型コロナウィル
ス感染症予防と対策」を行いました。
　冒頭、鈴木部会長よりご挨拶をいただき講演に入りま
した。
　講演では常日頃、最前線で除菌作業を行っている経験談
を元に、従業員に対する感染防止対策、従業員への精神
的ケア、消毒、除菌についての説明をしていただきました。
　最後は最も大切な事、このwithコロナ時代を生きていく
上で、日々 の基本的な感染防止策の徹底、発生時の対

策・準備・共有が大事だと言うことをお話しいただきました。
　初めてのウェブセミナーで音が出ない等、いろいろとト
ラブルも発生しましたが、今回の交流勉強会は貴重な
お話がたくさんあり、有意義な会となりました。

6



青年部会青年部会
Youth Group

Yukigaya corporation society public relations magazine Vol.227

千蔵工業㈱　吉田　毅 氏

中村精密工業㈱
中村 孝行 氏

雪谷税務署長表彰 受賞者

雪谷法人会長表彰 受賞者 東京国税局長表彰 受賞者

雪谷税務署
雪谷税務署

　令和２年度の納税表彰は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の為、税務署において各
団体ごとに少人数で行われました。

納 税 表 彰

「税を考える週間」共催事業
■雪谷税務署　■雪谷法人会　■東京小売酒販組合雪谷支部　■雪谷間税会
■東京税理士会雪谷支部　　　■雪谷納税貯蓄組合連合会　　■雪谷青色申告会

　毎年開催しています、署長講演
とやさしい税金教室を１１月１２日に
３密を避けながら雪谷税務署にお
いて開催しました。

㈱渡辺鍍金工場
渡辺 淑子 氏

西山ライフデザイン㈱
西山 広高 氏

㈱コスモジャパン
冨倉 秀平 氏

㈱ホワイトホームズ
河津 文三 氏

㈱カワショウ
河内　豪 氏

雪谷税務署長感謝状 受賞者

「署長講演＆やさしい税金教室」
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女性部会女性部会
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新入会員名簿
エリア 法人名 所在地 事業種目

10月
賛助会員 かみいけ台鍼灸整骨院 大田区上池台1-32-7TIFFANY132-102 鍼灸整骨院

令和２年10月 〜 令和２年12月雪谷法人会だより
10月
開催月日 事　　項 場　　所
	２日（金）青年部会　駅前清掃活動 雪谷地域
	７日（水）厚生委員会 雪谷法人会館
	９日（金）組織委員会　エリア会打合せ 雪谷法人会館
	１５日（木）青年部会交流勉強会 （オンライン）
	２２日（木）青年部会正副部会長会議 雪谷法人会館
	２３日（金）総務委員会 （オンライン）
	２６日（月）新春放談収録 雪谷法人会館
	２７日（火）研修委員会 雪谷法人会館

11月
開催月日 事　　項 場　　所
５日（木）年末調整説明セミナー （オンライン）
６日（金）女性部会	ヨガ講座 嶺町集会室
９日（月）納税表彰（雪谷法人会表彰者のみ） 雪谷税務署
１０日（火）田園調布エリア役員会 雪谷法人会館
	１２日（木）署長講演会 雪谷税務署
	１２日（木）やさしい税金教室 雪谷税務署
	１２日（木）４役会議 雪谷法人会館
	１９日（木）青年部会特別役員会 雪谷法人会館	
	２４日（火）大田区長との意見交換会 大森東急 REI ホテル
	２５日（水）日帰りバス交流会 長野方面
	２６日（木）上池仲池・田園調布合同エリア会 仲池上会館
	２７日（金）社会貢献委員会 雪谷法人会館	

12 月
開催月日 事　　項 場　　所
	３日（木）総務委員会 （オンライン）
１０日（木）理事会 プラザ・アペア

▲11月25日　日帰りバス交流会

▲11月24日　大田区長との意見交換会

ヨガ 講 座

　11月6日（金）にヨガ講座を開催しました。
　今年もアニール K セティ先生を講師に迎え、60分で固
まった体をほぐしました。

　開催にあたり新型コロナウィルス感染症の対策を講じ、
受付では消毒、検温、会場ではソーシャルディスタンスが
保てる間隔をとり、常時マスク着用で実施しました。
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　明けましておめでとうございます。会員の皆さまにはお健

やかに新年をお迎えのことと、お慶び申し上げます。

　さて、昨年はコロナ禍に始まりコロナ禍に終わった一年でし

た。感染された方々には心よりお見舞い申し上げますととも

に、一日も早いご回復をお祈りしております。また、日本経済

も大変大きな打撃を受け、業種によっては死活問題になって

います。大田区では様々な支援、助成を行っていただいてい

るので、是非活用したいところです。一方で働き方改革は皮

肉な追い風を受けて急速に進みました。テレワークなど、まだ

まだ先の話だと思っていたら、会社のオフィスは空席ばかりと

いう状況になってしまいました。

　そんな中で広報委員会は昨年も例年通りの活動を行い

（もちろん充分な感染対策をしたうえで）、広報誌もページ

数は減少したものの、いつも通りの回数の発行をすることが

できました。委員の皆さま、事務局の皆さまには心より感謝

いたします。

　今年も法人会の活動は、とくに人が大勢集まる会合は制限

せざるを得ないかもしれません。そんな中で広報誌は微力で

すが法人会と会員の皆さまをつなぐ役割を担っていきます。

今年も「ゆきがや」に対しますご支援のほど、何卒よろしくお

願いいたします。

平岩 敏史広報担当副会長　平岩塗装（株）

ヨコ：①めくじら ④はさみ ⑥なき ⑦ちち ⑧じょう ⑨ちじょうえ　　タテ：①めはなだち ②くさき ③じみ ⑤はちうえ ⑦ちょう ⑧じよ 【はくちょう】 クロスワードの答え

3

4

21

8

6

9

5

7

タテのかぎ

ヨコのかぎ

１．○○○○をたてる ── 些細なことでムキになる。
４．馬鹿と○○○は使いようで切れる。
６．哀願すること ── ○○を入れる。
７．○○として進まない ── ぐずぐずします。
８．長い付き合いで○○○が移る。
９．ハチドリやコンドルなどが ── ナスカの○○○○○。

１．○○○○○の整った美人。
２．○○○も眠る丑三つ時。
３．華はありません。
５．観賞用の草花はここに。
７．○○○よ花よで育った御嬢様。
８．○○に混ぜず ── 他から抜きんでています。

答え：

に入る文字を並べ替えて
「冬」にちなんだ言葉を作りましょう。ヒント：生き物です

今号もお読みいただきありがとうございました。

今後も会員の皆様へ、さまざまな情報をお届けいたします。

日頃お仕事でお疲れの皆様のアタマに、かる〜く

刺激を与えリフレッシュしていただこうと思います。
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※お電話は、自動音声に従ってご用件の番号を選択いただくと、担当者がご用件にお答えします。
【問合せ先】　〒 145‐8506　大田区雪谷大塚町4－12　℡03（3726）4521（代表）

◯相談の従事者においては、日頃から手洗い・うがいの徹底や体調がすぐれない場合には相談に従事しないといった対応をして
いるほか、相談の際はマスクやフェイスシールドを着用し、会場をこまめに換気するなどの対策を徹底しています。

◯ご来場の際は、できる限り少人数でお越しいただき、マスクを着用の上、入口等でアルコール消毒液による手指の消毒にご協
力いただくようお願いします。

◯入場の際に検温を実施しており、37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。なお、発熱等の
症状のある方や体調のすぐれない方は、無理をせず来場を控えていただくようお願いします。

～新型コロナウイルス感染防止の観点からもご自宅からのe-Taxをご利用ください～
～混雑(３密)回避のため入場整理券を配付します～

～申告書作成会場及び税理士による無料申告相談会場は感染防止策を講じた上で開設します～
会場内での感染防止策と来場される方へのお願い

申告書作成会場の開設期間以前に、
次の日程で「税理士による無料申告相談」を

実施しますので、ご利用ください。
この申告相談会では、座ってご相談いただけます。

申告書作成会場の開設について

開 設 期 間 会 場 所 在 地 時 間

２月16日（火）
～３月15日（月）

※土、日及び祝日を除きます。（注）
雪谷税務署

１階　
大田区

雪谷大塚町
４－１２

【相談の受付】
午前８時30分～午後４時まで

※会場の混雑を避けるために、受付を
早めに締め切る場合があります。

【相談】
午前９時15分～午後５時まで

（注）ただし、２月21日（日）及び２月28日（日）は蒲田税務署において相談・受付を行います。
　　大田区３税務署（大森、雪谷、蒲田）の合同開催となることから、両日とも大変混雑しますのでご了承ください。
●確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　なお、入場整理券の配付状況に応じて受付を早めに締め切る場合があります。
※入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで事前に入手することが可能です。LINEアプリでの事前発行は、
　国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」していただくことでご利用できます（日時指定の入場整理券を入手することが可能です。）。
●公的年金を受給されている方は、上記開設期間の前でも相談を受付ております。

期 間 会 場 所 在 地 時 間

２月２日（火）～２月10日（水）
※土、日を除きます。

嶺町集会室
３階

大田区
田園調布本町

７－１
午前９時30分～午前11時30分

午後1時～午後３時30分

・会場の混雑を避けるために、受付を早めに締め切る場合がありますので、ご了承ください。
・申告書等の提出のみの場合は、郵送又は所轄の税務署窓口にてご提出ください。
・小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申

告書（土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合を除く。）を作成して提出できます。
・無料申告相談会場には駐車場がありませんので、お車での来場はご遠慮ください。

税理士による無料申告相談

所得税・贈与税・
個人事業者の消費税の

確定申告雪谷税務署から お知らせ


