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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

●表紙（写真説明）……………第10回フォト・コンテスト入賞『通仙峡』（みずがき湖） ヤシマ教材（株）片岡早苗氏

掲　示　板 （11～2月行事予定表） 
月　　日 時　　間 備　　　考 会　　　場 内　　　　　　　　容 
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7：18スタート 
7：45集合　　  
13：30～15：30 
7：45集合　　  
10：30～12：00 
13：30～15：30 
10：30～11：30 
13：00～17：00 
14：30集合　　  
10：30～11：30 
15：00～16：30 
10：30～11：30 
18：00～20：00 
17：00～18：00 
16：00～17：00 
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17：30～18：00 
18：00～19：30 
16：00～17：00 
13：30～15：30 
19：00～21：00 
13：30～15：30 
17：00～18：30 
17：30～18：15

源泉研究部会・第323回研修会（年調） 
第4ブロック・合同会議（担当：練馬西） 
“税を考える週間”第3回セーフティ教室＆講演会  講師：八名信夫氏 
第4・5・6支部・社会貢献活動（税金クイズ） 
広報委員会（新年号編集会議） 
年末調整説明会 
年末調整説明会 
e-Tax 講習会 
青年部会・親睦チャリティゴルフコンペ 
第4・5・6支部・社会貢献活動（薬師駅前環境美化キャンペーン） 
年末調整説明会 
“税を考える週間”駅頭PR活動 
総務委員会 
新設法人説明会 
中野税務懇談会（座談会） 
第25回法人会全国青年の集い 
第4・5・6支部・社会貢献活動（第3回・縁が輪市） 
厚生委員会 
与信管理セミナー 
組織委員会 
女性部会・第155回研修会 
青年部会・第263回研修会 
税（作文・標語・絵はがきコンクール）表彰式 
東法連・理事会 
正副会長会 
拡大常任理事会 
理事会 
決算法人説明会 
源泉研究部会・役員会 
中野税務懇談会 
正副会長・総務・事業合同役員会 
署長講演会 
新年賀詞交歓会 
記念式典 
祝賀会（演奏他） 
源泉研究部会・第324回研修会（確定申告） 
新設法人説明会 
青年部会・新年初顔合わせ会 
決算法人説明会 
租税ミュージカル公演「命の輝き」 
新入会員・特別研修会 

法 人 会 館  
光が丘：ホテルカデンツア 
区立第十中学校 
上高田二丁目公園 
法 人 会 館  
中野ゼロ小ホール 
中野ゼロ小ホール 
 
武蔵野ゴルフクラブ 
新井薬師駅前  
野方区民ホール 
JR中野駅前周辺 
法 人 会 館  
法 人 会 館  
署・別館会議室 
伊勢市（県営サンアリーナ） 
新井薬師・梅照院 
法 人 会 館  
法 人 会 館  
法 人 会 館  
ウェストフィフティーサード 
法 人 会 館  
中野区役所内  
全法連会館4階会議室 
ウェストフィフティーサード 
ウェストフィフティーサード 
ウェストフィフティーサード 
法 人 会 館  
ウェストフィフティーサード 
署・別館会議室 
中野サンプラザ 

〃 
〃 
〃 
〃 

法 人 会 館  
法 人 会 館  
ウェストフィフティーサード 
法 人 会 館  
野方区民ホール 
 

終了後：役員会 

終了後：懇親会 

終了後：懇親会 

終了後：役員会初顔合せ会 

（第4ブロック合同） 
終了後：交流会 

（役員集合：11：00） 
終了後：交流会 

一般受付開始 15：30

東 京 テ ク ニ カ ル  
カレッジ専門学校  

中 野 サ ン プ ラ ザ  
11F ブロッサム 
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「ISO入門セミナー」「東京都共同運営ICカードセミナー」 
税務署だより（年末調整等説明会案内） 
都税事務所だより（固定資産税について） 
役員合同会議・地区長合同会議・経営者大型保障制度上期表彰式 
支部だより（会員増強推進会議） 
部会だより（源泉研究部会・女性部会） 
「講演会」「新年賀詞交歓会」「記念式典」「祝賀会」案内 
部会だより（青年部会）“税を考える週間”特別企画案内
第４３回企業訪問（（有）田中泰商店） 
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活発な社会貢献活動を展開！ 

２０１２  中野逸品グランプリ 

平成２４年度 税制改正に関する提言（要約） 

（第１支部）鷺宮盆踊り大会（税金クイズ） 

（第２支部）緑野小学校ラジオ体操後（税金クイズ） 

（第２・３・４支部）沼袋・野方まちおこしジャズ（税金クイズ） 

（第６・７・８支部）氷川神社祭礼（税金クイズ） 

（第９中央・本町・１０支部）チャリティお礼文（税金クイズ他） 
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活発な社会貢献活動を展開!!（中野法人会も共催） 活発な社会貢献活動を展開!!（中野法人会も共催） 

第一次推薦投票　11月23日〆切 

●食の祭典● 

■ スケジュール ■ 
・推薦枠（法人会枠、区商連枠）出場店ご決定 
　　　　　　　　（事務局へ連絡）〆切 ⇒ 9月30日（金） 
・1次推薦投票期間…10月25日（火）～11月23日（水） 
・2次推薦投票期間… 1月 5日（木）～ 2月 6日（月） 
・3次実食審査……… 3月17日（土） 
　　　　　　　　　　または18日（日）（調整中） 
・表彰式………………同上 

※本イベント主催団体の中野区商店街連合会と中野法人会の推薦する計50店がシード
権を獲得・ノミネート致しました（シード店はWEBまたはチラシに記載）。これらの
お店を除く150店・メニューが消費者の皆さんからの推薦、あるいはお店自体の自薦で
決定され、二次審査に進出します。 

投票は中野区100箇所以上に設けられた投票箱か、逸品WEBより。推薦多数の場合は
抽選にてベスト200を決定！ 来年1月実施の第二次投票でベスト12を選び、3月17日
には区民・消費者が多数参加した実食コンテストを開催予定。同日グランプリ決定・表
彰式実施！ 

中野の逸品グランプリ 2012 開幕！ 
住んで 

よかった街 
中野 
ならでは 

あなたがお気に入りのお店名といちおしメニューを推薦投票してください！ 
★食いしんぼ部門（店内で飲食）で1店＆おみやげ部門（持ち帰り食品）で1店一人計２店まで推薦投票できます 
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平成24年度 税制改正に関する提言（要約） 平成24年度 税制改正に関する提言（要約） 

Ⅰ．東日本大震災からの復興に向けて
１．復興財源について
�増税を実施する場合の期間
・震災からの復興財源は、今を共に生きる我々
が、我々の責任において負担することを大前
提とすべきである。
・まず不要不急の歳出見直しと無駄の削減を徹
底的に実施し、それでも財源が不足する場合
には、臨時的な増税もやむを得ないものと考
える。
・増税を実施する場合には、国民の理解を得た
うえで復興後の経済の重荷にならないよう極
力短期とすべきであり、またその開始時期も
景気への影響に十分配慮する必要がある。

�増税税目についての留意点
・国内産業の空洞化や雇用、消費へ悪影響を及
ぼす恐れから、所得税、法人税の増税には問
題がある。税制規模と安定性、さらに景気に
対する中立性の観点から消費税が最も適して
いると考える。
・その場合、消費税増税は被災者も同等に負担
することになるため、何らかの配慮的な措置
を講じるなどの必要がある。

２．震災復興に向けた各種支援の拡充
�被災地企業の法人税を拡充
�固定資産税の弾力的運用
�特区の創設

Ⅱ．社会保障と税の一体改革
１．社会保障制度に対する基本的考え方
・わが国の社会保障制度は先進国のなかでは「中
福祉」に位置し、国民負担率は米国に次ぐ「低
負担」である。
・この「給付」と「負担」をバランスさせるため
には既存の給付のあり方を見直すとともに、負
担についても「中負担」にする必要があり、ま
たその財源は安定的でなければならない。
�財政赤字を加えた潜在的国民負担率は、将来に
わたり50％程度にとどめるべきである。そのた
めには「自助」と「公助」の役割分担や、給付
の効率化も極めて重要になる。
�社会保障の安定財源としては、政府の一体改革
案が示したように消費一般に広く公平に負担を
求め、かつ税収が景気に左右されにくい消費税
が適しており、その税率の段階的引き上げはや
むを得ないと考える。但し、国民に負担増を求
めるためには、行財政改革のさらなる徹底は不
可欠であり、かつ景気への十分な配慮がされる

など国民各層の合意を得るための努力が必要で
あることは言うまでもない。
�企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求めら
れる。

２．財政健全化に向けて
�財政運営戦略にある健全化目標を着実に達成す
べき。
�国債の信認確保は極めて重要。
３．行財政改革の徹底
・震災復興と社会保障の財源確保のためには「増
税やむなし」とするが、それは国・地方におい
てぎりぎりまでの行財政改革が行われることを
前提としている。
・しかしながら、改革の取組は極めて不十分であ
り、もはや改革の先送りは許されない。国会・
地方議会は国民に痛みを求める前に、まず自ら
身を削る覚悟を示すことが必要である。
・直ちに、以下の諸施策について期限を定めて改
革を断行するよう求める。
�国・地方における議員定数の削減、歳費の抑制
�国・地方公務員の人員削減、人件費の抑制
�特別会計と独立行政法人の見直しによる無駄の
削減
�民間活力を阻害する各種規制は大胆に改廃し、
民間にできることは民間に任せ成長につなげる

４．税制の抜本改革のあり方
所得、消費、資産の課税バランスを図ると同時
に、国際間の経済取引の増大や多様化の観点、諸
外国の租税政策等との国際的整合性、成長と雇用
を創出するという視点等を踏まえることが重要。
特に、法人税の改革は喫緊の課題。
５．共通番号制度の早期導入
以下の点を踏まえた上で、早期導入に向け、積
極的な検討を進めるよう求める。
�制度の創設、維持にかかるコストの明確化
�税務情報などプライバシー保護のための法整備
�税務面のみならず社会保障分野にも活用するな
ど、納税者の利便向上に配慮

Ⅲ．経済活性化と中小企業対策
１．法人税率の引き下げ
・アジア・欧州各国では、近年、国際競争力の強
化や外国資本の誘致などを図るため、法人税率
の引き下げが行われており、わが国との税率較
差が拡大している。
・また、年々社会保険料が引き上げられていく状
況を加味すると、企業の負担感は高まっており、
こうした状況が続けば、国内企業の海外移転が
促進され、雇用の悪影響、さらには経済全体の

基本的な課題
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衰退につながる恐れがある。
�平成23年度税制改正法案に盛り込まれた法人実
効税率5％引き下げは法案通りの成立を求める。
�法人税率のさらなる引き下げにより、早期に欧
州、アジア主要国並みの30％以下の実効税率と
するよう求める。

２．事業承継税制の拡充
・わが国の企業の大宗を占める中小企業は、地域
経済の活性化、雇用の確保などに大きく貢献し
ており、経済の根幹を支える重要な存在である。
その中小企業が相続税の負担等により事業が承
継できなくなることは、日本経済に大きな損失
を与えるものである。
・平成21年度税制改正で創設された相続税、贈与
税の納税猶予制度は、その適用要件が厳しく設
定され、積極的な利用が困難との声が多い。
�納税猶予制度の要件緩和と充実
�親族外承継に対する措置の創設
�「事業用資産を一般資産と区分し、事業用資産
の課税を軽減あるいは免除する」本格的な事業
承継税制の創設

３．中小企業の活性化に資する税制措置
わが国経済の礎であり、また、地域経済の担い
手である中小企業が時代や環境の変化、特にグロ
ーバル化の流れの中で、その存在を確保し、社会
経済への貢献を続けることができるような税制の
確立を求める。
�中小企業の技術革新など経済活性化に資する措
置の本則化
�交際費課税の見直し
�役員給与の損金算入拡充

Ⅳ．国と地方のあり方
・わが国の中央集権的システムは経済社会の現状に
適合しなくなっており、行財政面の非効率化のみ
ならず、地域経済の活性化をも阻害するに至って
いる。そういう意味で地方分権は必然的流れであ
るが、その際にはまず国と地方の役割分担を明確
化し、税財政や行政のあり方を考えねばならない。
・国と地方は行政を担う「車の両輪」であり、一方
だけに負担を偏らせることがあってはならない。
国の財政が地方よりはるかに悪化している現状を
考えれば、いかに地方が国依存から脱却し、自
立・自助の体質を構築するかが重要である。
�広域行政による効率化の観点から道州制の導入
について検討すべき。
�さらなる市町村合併を推進すると共に、議員定
数削減や行政のスリム化などの合併メリットを
追求すべき。
�地方公務員給与は、国家公務員給与と比べると
依然としてその水準は高く、適正水準への是正
が必要。
�地方議会は、大胆にスリム化し、より納税者の
視点に立って行政に対するチェック機能を果た

すべき。
�地方交付税を中心とした三位一体改革をさらに
進めると同時に、適正な課税自主権を発揮すべ
き。

Ⅴ．その他
１．環境問題に対する税制上の対応
２．納税環境の整備
３．租税教育の充実
学校教育はもとより、社会全体で租税教育に取
り組み、納税意識の高揚を図っていくことが必要。

１．所得税関係
�所得税のあり方
基幹税としての財源調達機能を回復するため
にも、所得税・住民税は広く国民全体で負担し
ていくものとすべき。
�各種控除制度の整理・統合
諸控除の整理・合理化を図るとの観点から見
直しを優先すべき。
�少子化対策
�金融所得一体課税
２．法人税関係
�同族会社の留保金課税制度の廃止
�「中小企業者に対する法人税率の特例」の適用
範囲見直しは不要

３．相続税・贈与税関係
�相続税の課税強化は行うべきではない
�贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべき
４．消費税関係
�わが国の危機的な財政状況を考慮すると、消費
税率の引き上げはやむを得ないが、行財政改革
の徹底、歳出入の見直しが前提であり、かつそ
の実施時期は景気への配慮が必要。
�消費税を社会保障目的税とすることは慎重であ
るべき
�当面は単一税率が望ましい
�消費税の滞納防止
５．地方税関係
�固定資産税の抜本的見直しを求める
�事業所税は二重課税であり、廃止を求める
�市町村民税の超過課税は課税の公平を欠くため
解消すべき
�法人に対する安易な法定外目的税は課すべきで
ない

６．その他
�配当に対する二重課税の排除
�電子申告について
一層の利便性を高めるとともに、地方税の電
子申告（eLTAX）との一体化の検討、インセン
ティブとしての法人・個人に対する恒常的な税
額控除制度の創設等の税制措置を求める。

税目別の具体的意見
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金魚すくいも… （反省会）大神田支部長 おなじみのやきそばも… 

“みんな上手ネ～！” 

主催者：役員の新井氏 ～税金クイズ～ ～税金クイズ～ 

可愛い女の子のフラダンス オトコの子もフラダンス 

会場の鷺宮小学校 多くの皆様に応援して頂きました 

《第1支部》第38回鷺宮盆踊り大会（小・中学生を対象に税金クイズを実施） 

　８月６日�第１支部では、鷺宮盆踊りに参加し
て、『小・中学生を対象に税金クイズ』を行いま
した。会場は、中野区立鷺宮小学校の校庭です。 
　当日は、午後４時に集合して準備をし、４時30
分よりスタートしました。役員の皆様も何と22名。
お休みのところ誠に有難うございます。 
　さずがに、地元の小学生達は、自分の学校とい
う事で早くから浴衣に着飾ってどんどん集まって
きます。周囲に陣取った模擬店も、着々とスタン
バイ…。 
　一方、ステージでは、盆踊り前の大イベント・
ハワイアンが次々と…。大人たちに混じって子供

たちも踊ってくれました。男の子もいましたね。
観客からは大きな声援が飛んでいました。 
　さて、この税金クイズですが、子供たちが本当
に良く参加してくれて、予定数があっという間に
終了。参加できなかった皆様、本当にすみません。
来年は、もっと多くの方に参加して頂けるよう準
備をしたいと思います。 
　東日本大震災で省エネ対策の中、今回は全て自
家発電で実施されたそうです。当日も本当に暑い
日でしたが、地元役員の皆様の“伝統を継承して
いこう”という強い思いが伝わってきて更に感動
の一日でした。 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!
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さあ～！準備運動から… 

応援に頂いた皆様 みんな良く考えて答えてネ 

ご苦労さまでした 

♪懐かしい音楽に乗って…♪ 

お菓子をもらって帰ってネ 

《第2支部》緑野小学校でラジオ体操後に…（小・中学生を対象に税金クイズを実施） 

　８月26日�第２支部では、昨年同様、全校生
徒で行っているラジオ体操の最終日、支部役員・
青年部会が中心となって『小学生を対象に税金
クイズ』を行いました。 
　会場は、中野区立緑野小学校（旧丸山小学校）
の校庭です。 
　当日は６時20分集合…。役員さんの中には、
前日良く眠れなかった方もいるのでは…。そう
いう私もその一人ですが…。 
　皆様、猛暑の中、なかなか熟睡できない日々
が続いていると思いますが、子供たちの元気な
姿に触発され、ご父兄の方も多く参加されてい
ました。 

　子供たちと一緒に体操をしていると、純粋に将
来に対する希望が湧いてきます。 
　ラジオから懐かしい音楽が流れ、何故か、普段
とは違って俄然張り切っている皆さんがとても印
象的でした。 
　体操が終了し、いよいよ『税金クイズ』です。 
　滝口部会長とSMBC日興証券の榎本さんが担当
してくれました。とても爽やかで、落ち着いて良
くできたと思います。 
　クイズに答えて嬉しそうに「お菓子」を受け取
って帰る子供たち。あいさつもきちんとできて…。 
　横川支部長はじめ支部の役員の皆様、青年部会
の皆様、早朝から本当にご苦労様でした。 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!
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《第2・3・4支部》沼袋・野方まちおこしジャズ（小・中学生を対象に税金クイズを実施） 
　９月11日�第２・３・４支部では、昨年同様、
参加しました。「沼袋・野方まちおこしジャズ」
に支部役員・青年部会・女性部会が『小学生を対
象に税金クイズ』を行いました。 
　会場は、沼袋・氷川神社です。今回は、昨年と
違い本堂の近くの三本願い松の近くで行いました。 
　当日は猛暑、会場もさすがに暑いだろうと予想
はしていましたが、会場に着くや否やジャズの演
奏と人ひと…で、すごい盛り上がりで暑い暑い…！！
　今回で４回目の開催になるそうですが、“回を
重ねるごとに、内容も充実し参加者も多くなって
きて本当に嬉しいです”と…。（主催者：辰巳さ
んの弁） 

　東日本大震災復興を、氷川神社から日本の元気
を発信！…との思いで皆さん本当にパワフルでした。 
　ステージでは、都立鷺宮高等学校の吹奏部、中
野区立平和の森小学校の吹奏楽団、可知日出男＆
アンサンブルグリーン（WIZ Dancers）、チャラン・
ポ・ランタンの二人組、DEEP RIVER、牧野竜太
郎カルテット、西川直人トリオ、そしてモダーン
今夜（氷山マキ）の登場で、会場はヒートアップ…。 
　“音楽の力で人間ひとりひとりのパワーはもっ
ともっとアップする！”との主催者の思いが随所
に溢れている感動的なひとときでした。 
　“税金クイズ”も大盛況で本当に良かったです。 

～税金クイズ～ 模擬店もずら～り 皆さん、お疲れ様でした 

すごい観客… 

～税金クイズ～ いよ～！横川支部長と私（？） 主催者の辰巳様と… 

看板むすめで～す ♪ステージでは素晴らしいジャズ演奏♪ 

会場の沼袋・氷川神社 応援して頂いた皆様 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!
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《第6・7・8支部》氷川神社祭礼（小・中学生を対象に税金クイズを実施） 
　９月16日�第６・７・８支部では、昨年も参加
しましたが、「氷川神社祭礼イベント」に参加し、
支部役員・青年部会・女性部会が『小学生を対象
に税金クイズ』を行いました。 
　場所は、中野駅南口の三菱東京UFJ銀行の駐車
場を中心とした通り沿いで行いました。 
　この氷川神社は、東中野一丁目の神社です。毎
年９月の第３土・日曜日は、大久保通り、早稲田
通りと神輿が繰り出され大変な賑わいです。子供
神輿も登場します。 
　そんな中、前夜祭ともいうべきこの日、子供さ
んを対象に金魚すくいや模擬店もたくさん出店さ

れますが、この通りには「税金クイズ」の対象
になるような子供たちは少ないようです。 
　それでも、クイズに参加してお菓子を受け取り、
あの嬉しそうな笑顔を見るとこちらも思わず微
笑んでしまいます。 
　日も落ちかけた頃、無事に終了しました。 
　暑い日でしたが、終わってみるとなんとも言
えない清涼感…“やったね…！”という満足感
からでしょうか…。 
　鈴木会長、鈴木支部長、櫻井支部長、応援頂
いた多くの皆様、本当にお疲れ様でした。 

すみれ公園で… アドバルーンも… サンモールもお祭り一色 

“お菓子はいかが…” 

～～～～～～～～～～～～ 税金クイズ ～～～～～～～～～～～～ 

やきそば（赤羽氏） ビールもありますよ 

“税金クイズに参加して下さい” 応援して頂いた皆様 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!
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《第9中央・9本町・10支部》第3回中野青梅街道（東日本大震災復興支援）七夕チャリティ 

～不要タオルと使用済切手を回収、 
　　青年部会は小・中学生を対象に税金クイズを実施～ 

鍋横で応援して頂いた皆様 

中野の森で応援して頂いた皆様 

中野区立社会福祉協議会より感謝状が… 

～良く考えてネ～ 

～消防服を着て、ハイポーズ！～ 

～税金クイズ～ 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!



平成23年11月１日

（ ）11

―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

『活用セミナー』を開催！ 

中野法人会では、９月、２つの『セミナー』を開催しました。

何れも少数精鋭の開催になりましたが、参加された皆様からは、

“参加して良かった…！”との嬉しいご感想を頂きましたので掲

載させて頂きます。宮島事業委員長

（株）クリアス　宇野澤奈生
ちょうど電子入札について調べているところでしたが、
参加に至る経緯がインターネット等で調べていてもわか
りづらく、どうしたらいいかと困っているところでした
ので、一助になればと受講させていただきました。
今回の講習では、電子入札の仕組みや電子認証導入の
メリットの説明から始まって、実際に画面を見ながら導
入の手順を追ってわかりやすく解説していただきました。
小さな会社でパソコンに詳しい者もおりませんので、
電子認証などは敷居が高いと感じていましたが、日本電
子認証�様では導入後も電話等でのサポートがある点等
安心できると思いました。
その他の電子申請に活用できることもわかりましたの
で、これを機会に前向きに導入を検討したいと思います。
当日はあいにく激しい台風の中でしたが参加して良か
ったです。ありがとうございました。
�������������������������

協永建設（株） 立井りえ
今回はセミナーを開催していただきありがとうござい
ます。
完全切替にはまだ少し時間があるので後回しにしてい
たのですが、今回のセミナーを受けて手順通りにすれば
難しい事ではないと分かり安心しました。
セミナーでは、手元の配布資料とスクリーンを使って
新旧システムの違いや新機能などの説明や新システムの
ダウンロードなどを、実際の手順通りに進めていただい
たのでとても分かりやすかったです。
大切なポイントをしっかり説明していただけたので、
セミナー参加前に疑問点がいくつかあったのですが、お
かげさまで全て解決できました。
これからは電子化が標準になってくると思うので、取
り残されないように、このようなセミナーを活用して勉
強していきたいと思います。

税理士法人 昂星　相馬治貴
私の勤務します事務所では私が入社する以前に一度
ISO9001の認証取得をし、その後諸事情により更新を断
念せざるを得なかったという経緯がございます。
この度、ISO9001の再取得を目指すにあたり、ISOマネ
ジメントシステムを知らない私が、一から教えて頂こう
と思ったのが今回のセミナーに参加させて頂いた動機で
ございます。
講習の内容は「ISOとは」から始めて頂いたので初心
者の私としてはとても分かりやすく受講することができ、
その他にも導入方法の内容では事例やスケジュールの資
料を交えて説明して頂き、最後には個別相談の時間もあ
りましたので、その場での疑問は一通り解決して充実し
たセミナーを終えることができました。
講師の味木先生及び開催の労をとって頂いた中野法人
会にお礼申し上げます。ありがとうございました。
�������������������������

ピーハート（株） 渡部美津江
９月28日に行なわれました、ISOマネジメント入門セ
ミナーに参加致しました。
このセミナーはこれから導入を検討される方が対象の
セミナーなのだと思いますが、私の場合は、ISO14001
内部監査員育成講座の取り扱いがありましたので、その
情報をいただく為に参加致しました。
株式会社環境経営コンサルティング研究所味木茂隆氏
による講習で、経営者にとって、とてもためになるセミ
ナーでした。ISOの情報を知る事ももちろんですが、
ISOのあり方またイノベーションやシステムは、導入は
別に考えても、全ての組織や経営において、PDCAの構
成はとても必要なものだと感じます。導入するために、
そのPDCAを形成させる事も力強い会社づくりに役に立
つものだと思いました。
ISO14001内部監査員講座においては、現在、大学の
授業でも取り入れているそうです。講座を受けた事で就
職に大きく役に立つなどのお話も頂きました。
強い会社にする為には、ISOの知識は必要なものだと
理解致しました。

「電子入札活用セミナー」に
参加された方の声

「ISOマネジメント導入セミナー」に
参加された方の声

講師の安藤氏参加して良かったです 講師の味木氏“なるほどネ～!!”

今後の事業開催案内
11月８日�　13：30～＆15：30～　e-Tax講習会
11月24日�　15：00～16：30 与信管理セミナー
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務 署 だ よ り 務 署 だ よ り 務 署 税 税 税 だ よ り 

平成23年分　年末調整等説明会のお知らせ 平成23年分　年末調整等説明会のお知らせ 
年末調整等説明会を、次の日程により開催いたします。
年末調整事務の注意点等について、税務署及び区役所の担当者より説明いたしますので、ぜひご出席ください。

（ご注意）�対象地域の説明会に出席できない場合には、他の会場に出席されても差し支えありません。
�説明会の開始30分前より、会場の受付で年末調整関係用紙の配布をいたします。
�駐輪場（野方区民ホール）・駐車場がありませんので、自転車・車でのご来場はご遠慮ください。

（お問い合わせ）中野税務署　法人課税第２部門　�（3387）8111 内線 335321～323

説 明 会 日 程
開 催 月 日

午後　１:30
～３:30

もみじ山文化センター
（なかのZERO）
小ホール

中野2－9－7
JR中野駅
南口下車

松が丘・上高田・中野・東中野
（５～８支部）

中央・本町・弥生町・南台
（９～12支部）

上鷺宮・鷺宮・白鷺・若宮
江古田・江原町・丸山・沼袋・
大和町・野方・新井

（１～４支部）

野方5－3－1
西武新宿線野方駅

南口下車

野方区民ホール
（野方WIZ）
地下2階

午後　１:30
～３:30

午後　１:30
～３:30

11月７日（月）

11月８日（火）

11月９日（水）

開催時間 説　明　会　会　場 所　　在　　地 対　　象　　地　　域

　税務署に提出する給与所得の源泉徴収票をはじめとする全ての法定調書のほか、

各種法定調書合計表についてはe-Taxで提出することができます。 

　また、市区町村に提出する給与支払報告書はeLTAXで提出できます。 

　本年分の法定調書の作成・提出につきましては、是非、e-Tax・eLTAXをご利用

いただきますようお願いします。 

詳しいことは… 
☆e-Tax   ⇒ e-Taxホームページ http://www.e-tax.go.jp をご覧いただくか、中野税務署 03－3387－8111管理
　　　　　　 運営部門へお尋ねください。　 
☆eLTAX ⇒ eLTAXホームページ http//www.eltax.jp/ をご覧いただくか、ヘルプデスク 0570－081－459（全
　　　　　　 国一律市内通話料金）IP・PHS電話の場合03－5765－7234へお尋ねください。 
＊eLTAXは、社団法人地方電子化協議会が運営しており、全国47都道府県、19区551市430町84村でサービスを 
　提供しています。（平成23年10月現在） 

法定調書はe-Taxによる提出のほか、光ディスク等（CD・DVD・MO・FD）による提出もできます。 

中野税務署 
中野区役所 
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都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 
東京都中野都税事務所

償却資産とは 

固定資産税（償却資産）について 

�構築物（外構、受変電設備、内装等） 

�機械及び装置（各種製造設備の機械及び装置、機械式駐車設備等） 

�船舶 

�航空機 

�車両及び運搬具（大型特殊自動車、構内運搬車等） 

�工具、器具及び備品（パソコン、看板、ルームエアコン等） 

具体的な資産 

課税の仕組み 

《問い合わせ先》中野都税事務所　固定資産税課償却資産係 

　　　　　　　　電話 3386－1111（内線）231～233

23区内に小規模非住宅用地をお持ちの方へ 

《問い合わせ先》（土地が所在する都税事務所にお問い合わせ下さい。） 

申告書の提出 
（１月末まで） 

都税事務所 

価格等の決定 
及び 

課税台帳への 
登録 

（３月末まで） 

価格等 
の算出 

課税台帳に 
登録した旨 
の公示 

（４月上旬） 

納税通知書の 
交　　　　付 
（６月上旬） 

 

課税台帳の閲覧 

審査の申出 

納　　　期 
（６月、９月、　 
　１２月、２月） 

　償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、

その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計

算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 

　償却資産を所有されている方は、毎年１月１日現在所有している償却資産の内容（取得年月、

取得価額、耐用年数等）について、１月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に

申告する必要があります。 

　詳しくは東京都主税局HP等にて「申告書の手引き」をご覧ください。 
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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

『地区長合同会議』を開催
９月６日に開催された『役員合同会議』の
席上、『地区長合同会議』が行われました。
高野組織委員長から、今回の未加入法人名
簿には、「地区長始め、推進担当者」が明記
されている事。

９月29日、「中野法人会・全体会員増強推進デー」を設
けること等が提案され可決されました。

大月厚生委員長より上期の目標達成支部
が発表され、鈴木会長から鈴木第７支部長
に達成賞が手渡されました。

役 員 合 同 会 議 を 開 催
～中野税務署長に両國泰弘氏が着任～

９月６日、中野サンプラザにおいて『役員合同会議』が開催されました。
中野税務署より、両國署長をはじめ、横田副署長、山�第１統括官、曽
我審理上席にご出席をして頂きました。
鈴木会長の挨拶のあと、両國署長は、自己紹介をされ、日頃の法人会活
動に対し労いのお言葉を話されました。又、e-Taxの更なる普及推進をお
願いしたいと結ばれました。
続いて、各委員会より、上期の報告と下期の事業予定について話されま
した。

「総務委員会より」
12月13日に『常任理事会』『理
事会』を、１月13日に『署長講
演会並びに新年賀詞交歓会、記
念式典・祝賀会』を開催予定。
又、『e-Taxの推進』『公益法

人認定申請の進捗状況』について話されました。

「事業委員会より」
10月『第28回法人会全国大会

（横浜市）』・『秋の税務研修会＆
講話・交流会』恒例の『法人税
実務講座』『源泉所得税実務講
座』を開催予定。

11月５日『“税を考える週間”秋の特別講演会
（講師：八名信夫夫氏）』を開催予定。
又、今年も、昨年好評だった４つの『セミナー』
を開催予定。

「厚生委員会より」
春に開催された『健康セミナ
ー』の報告、『生活習慣病健診』
の報告。
又、引き続き『経営者大型保障
制度』の推進をと。

９月からの『会員増強の推進』にあたり、法人
会には、多くのメリットがある事を話されました。

「広報委員会より」
発行済みの『中野法人会報』
の報告と今後の発行予定につい
て。又、『第10回フォト・コンテ
スト募集』『ホームページの活用』
について話されました。

「税制委員会より」
今年度の税制改正について。
平成24年度の『税制改正要望』
について話されました。
今年度の『税制改正要望大会』
は、10月６日『第28回法人会全
国大会』の中で開催予定。

「社会貢献委員会より」
平成23年度前半に行われた

「社会貢献活動」の報告。
今後の社会貢献活動、支部の
各種社会貢献事業。
「租税教室」「平成23年度・税

に関する絵はがきコンクール」について…。
特に、親会として「公益法人認定申請」に向け
て今年も『逸品グランプリ』や『中野にぎわいフ
ェスタ』へ積極的に参加する旨話されました。

両國署長鈴木会長

榎本総務委員長

宮島事業委員長

大月厚生委員長

木村広報委員長

宗田税制委員長

横山社会貢献委員長

大同生命の皆様会員増強にがんばります 役員の皆様

高野組織委員長

鈴木支部長
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 
「会員増強推進」に向けて、各支部で役員会を開催しました。各支部とも目標達成に向けて、新た

なスタートをしました

第４支部（鳥居支部長） 

第１支部（大神田支部長） 

高野組織委員長 

第７支部（鈴木支部長） 

意気軒昴に青年部会の皆様 

第３支部（矢島支部長） 

第９本町支部（佐藤支部長） 

第５支部（谷津支部長） 第６支部（斉藤支部長） 

第１２支部（白川支部長） 

第８支部（櫻井支部長） 第９中央支部（川村支部長） 

第２支部（横川支部長） 

第１０支部（井元支部長） 第１１支部（秋元支部長） 
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９月８日、源泉研究部会恒例の『秋の研修会～

年金の基礎知識～」が法人会館で開催されました。

講師に、新宿年金委員会の武藤玲先生を招聘して

行われ25名が参加しました。

今回は、７回目ですが、終始、基礎的な事柄を

大変に分かり易く教えて頂きました。

冒頭、安藤部会

長は、「年金は法

律がどんどん変わ

って大変難しい。

今回は、若い人を

含めて実務に携わ

る人にも非常にため

になることなので、

他の部会の皆様にも

お声をかけました』

と。

武藤先生からは、

「新年金制度と旧年金制度」「国民年金（老齢基礎

年金）」「65歳以降の年金パターン」「厚生年金の

夫と国民年金の妻」など複雑な仕組みの年金を項

目立てて解説して頂きました。随所で参加者から

質問があり、熱気溢れる研修会となりました。

講師の武藤先生、いつも本当に有難うございま

す。

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 
◆源泉研究部会◆

『第321回研修会』を開催
～ 年金の基礎知識　Ⅶ ～

幹事　関東バス（株） 三原祐司

安藤部会長武藤先生

�「署長講演会」「新年賀詞交歓会」「創立60周年記念式典」「祝賀会」�

日　時：平成24年１月13日�　３時半受付
第１部：４時～00分「署長講演会」
第２部：５時～00分「賀詞交歓会」
第３部：５時30分～「記念式典」
第４部：６時～00分「祝賀会」

場　所：中野サンプラザ　13階
会　費：7,000円
余　興：記念演奏

幸運くじ（賞品多数）

◆女性部会◆

９月７日、中野区内於いて役員会を行いました。
今後の行事について、縷々意見交換を致しました。
特に、10月の具体的な研修会の内容や12月の研修
会について話し合いました。
又、今回の「中野にぎわいフェスタ」に初めて
参加します。昨年同様、女性部会が推進している
CO２削減メニューを２千名の方に配布する事を決
定。更に、今年度は、９月末を締切りに「第２回
税に関する絵はがきコンクール」の募集をしてい
ること。生徒の皆様の力作に期待している…と。

『役員懇談会＆役員会』を開催
又、前段では、中野税務署に於いて、両國署長
様、横田副署長様、山�第１統括官様、曽我上席
様にご出席を賜り、親しく懇談をさせて頂きまし
た。幹部の皆様の気心に触れ、心暖まる一時を過
ごさせて頂きました。

＊12月１日『クリスマスの夕べ』を、ウェストフ
ィフティーサード・日本閣で開催予定です。
多くの皆様の参加を宜しくお願い致します。

親しく懇談して頂きました 署長を囲んで…

副部会長 大神田建設（株） 大神田ハツエ

多くの皆様に参加して頂きました
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―― 部会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

副部会長 （株）クルー　三鴨伸二

◆青年部会◆

９月９日、法人会館において、横田副署長、山�
第１統括官、曽我上席をお招きして「第247回研修会」
が行われました。
全員が自己紹介をし、署に対する要望、業界の現
状（動向）、税に対して思うこと等を話させて頂き
ました。署に対する要望については、あえて取り上
げるような事はありませんでした。

業界の現状という事
では、皆さん大変な中、
本当に日々努力をして
いるなあと痛感しまし
た。
税に対して思うこと

『第247回研修会』
～署の幹部の方を囲んで、自己紹介＆一言～ では、「適正・公平な課税」という観点から、それ

に反した際の考え方を改めて教えて頂いたように思
います。
予定時間をオーバーするほど大変に充実した研修
会でした。
冒頭、滝口青年部会長は、青年部会として最も力
を入れている「租税教室」については、12月に「講
師養成講座」を行い、更に推進していきたいと…。
研修会終了後の交流
会は、青年部会のＯＢ
の方や、初めて参加さ
れた方もおり本当に楽
しいひとときを過ごし
ました。

■『第4ブロックチャリティーゴルフ』
に参加
９月27日、第４ブロックチャリティー

ゴルフが、東松山カントリークラブで行
われました。当会からは、11名が参加し
ました。
今回は、残念ながら入賞しませんでし

たが、次回、乞うご期待…です。

「税を考える週間」特別講演会について 

日時：平成23年11月５日�　14時～16時 
場所：中野区立第十中学校・体育館（中央１丁目41番１号） 
内容：（第１部）『セーフティ教室』 
　　　（第２部）『演奏』 
　　　（第３部）『講演会』 

講師の八名信夫氏がイメージキャラクターになっている臨床検査振興協議会のご協
力で臨床検査専門医による無料貧血検査と相談コーナーを設けます。ご自分の血液
検査や健康診断表をご持参いただけるとより詳しいアドバイスがいただけます。 

※参加費、無料。 
※上履き（スリッパ）をご持参して下さい。粗品とお茶を差し上げます。 
※終了後、「ケヤキガーデン」（ハーモニータワー２F）において17時から「懇親会」を 
　開催します。会費は2,000円（会員）、3,000円（非会員） 

講師：八名信夫氏 
『出会い  ふれあい  誰かの為に生きていく』 

無料健康相談　午後１時　開始予定 

８月21日、青年部会の夏の風物詩（？）『家族感謝
ディー』が行なわれました。
中野サンプラザの「サマービアバイキング」に、
子供さんも含めて総勢26名が参加しました。法人会
からの参加が多かったせいか、会場も一番大きな
“コスモルーム”でした。

青年部会の会合では絶対に見ることができない笑
顔満開で、終始、和気藹々と過ごされていました。
場内は、美味なる料理とお酒に酔いしれて、どん
どんヒートアップし、本当に暑い（？）ひとときを
過ごさせて頂きました。

『家族感謝ディー』を開催
～日頃の感謝の思いを込めて～

～～どのテーブルも笑顔が…～～

滝口部会長 大変貴重な意見交換をして頂きました

精鋭11名の皆様

幹事　日本閣観光（株） 岡野政義
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この会員証紙を切り取って確定申告書にお貼りください。 

第43回  企業訪問 （有）田 中 泰 商 店  

配送料無料地区 
上高田・新井・松が丘・沼袋・野方・ 

落合・中野・中央・東中野 

毎週金・土曜日は、お持ち帰りのお客様に、
５� ２００円の値引きサービスデーです！ 

１．食べておいしいこと。 
２．農薬を出来るだけ使わないで栽培

していること。 
３．田んぼの周辺・水源地にゴルフ場、

産業廃棄物の処理施設がないこと。 

「はえぬき」「コシヒ
カリ」、季節によって
は「はえぬき」と「コ
シヒカリ」のブレンド
になります。 

お米マイスターのいるお店 

お店からのメッセージ 
いらっしゃいませ 
　田中精米店は東京都中野区上高田で
５０年来米屋を営んでおります。 
　土づくりから考え、熱心に米づくり
をしている農家さん達の思いをお客様
に伝えたいと思い、ホームページを開
設しております。 
　田中精米店では、安全で安心して召
し上がって頂ける、精米したてのお米をおいしままお届けいたします。 

平成２３年度産米についてのお知らせ 

田中精米店  故郷の自慢の米 

当店のお米３大条件 

屋　　号：田中精米店 
住　　所：〒１６４－０００２ 
　　　　　中野区上高田３－５－５ 
電　　話：０３－３３８５－７４７１ 
Ｆ Ａ Ｘ：０３－３３８５－７４７２ 
営業時間：９時～１９時 
定 休 日：日曜日・祝祭日 
E-mail：tanaka@tanakakomeya.jp 
HP：http://www.tanakakomeya.jp/

（有）田中泰商店 

　今年度は農家さん、米屋、お客様
にとって食料品の安全性が特に気に
かかることになりました。 
　３月１１日の福島原発の事故以来、
飛び散った放射性物質の影響がどの
程度のものかわからず不安な日々を
過ごしています。このような状況の
中、安全な食物を求めるお客様の要
望が強くなっています。 
　米においては、田植え前に土壌検
査をして規定以上の汚染地区では田植えを行ないませんでした。そして収
穫前と収穫後の玄米での調査をして、国の規制値（１�あたり５００ベクレル
以下）を超える米は出荷停止となり廃棄処分するということで安全性を確
保していますが、当店では米は毎日食べる主食ということから、放射性物
質がND（不検出）の地域や、農家さんを指定して販売させていただきた
いと思います。 

　また、今年度産米は津波の影
響で田植えのできない田んぼも
多く、大型の台風１２号・１５号な
どの被害も大きく不足気味とな
っていますが、当店では契約農
家さんのおかげで充分な量を確
保していますので、その面でも
ご安心下さい。 
　落ちつかない日々の中でも、
お客様の健康な食生活を思いう

かべながら、農薬や化学肥料に頼らないで、おいしくて安全なお米を育て
てくれた農家さんに感謝しています。当店としては、熱心に愛情こめて育
ててくれたお米を大切に保管して、大事なお客様に精米したてでお届けし
ますので、よろしくお願いします。 

福島県会津有機米研究会の 
コシヒカリ：５� 

当店ふるさと山形米：５� 

新潟県十日町（魚沼） 
コシヒカリ：５� 

お米マイスターのいるお店 

《当店からのお願い》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
生産者指定米の袋には、生産者の住所・電話番号を記載してありますので、
召し上がった感想・ご要望などが ございましたら、直接生産者にご連絡頂
ければ幸いです。 


