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税に関する絵はがきコンクール入賞作品
銅賞 川口市立慈林小学校
髙橋

麻乃亞 さん

公益社団法人 川口法人会
川口法人会

検索

めざします 企業の繁栄と社会への貢献

http://www.kawaguchi-houjinkai.or.jp/

法人会

消費税期限内納付
推 進 運 動

第９回 税に関する絵はがきコンクール作品を募集します。（小学6年生対象、詳しくはＰ11）
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着 任 の あ いさつ
川口税務署長

渡 辺 明 人
この度の定期人事異動により、川口税務署長
を拝命しました渡辺でございます。前任の浅野
同様よろしくお願い申し上げます。
公益社団法人川口法人会の皆様方には、日頃
から税務行政全般にわたり、深いご理解と多大
なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
貴会におかれましては、数多くの研修会の開
催をはじめ、ｅ−Ｔａｘの利用促進や自主点検
チェックシートを活用した企業の税務コンプラ
イアンス向上など、会員の積極的な自己啓発を
支援し、納税意識の高揚と社会の健全な発展に
貢献する活動を活発に行っていると伺っており
ます。小学生を対象とした「租税教室」講師の
派遣や「税に関する絵はがきコンクール」の主
催など、租税教育の充実にも積極的に取り組ん
でいただいており、税に対する理解と関心を
持って頂く上で、大きな役割を果たす皆様の事
業活動は、私どもといたしましても誠に心強く
ありがたいお力添えでございます。
これもひとえに須賀会長をはじめ、役員の皆
様方の卓越したマネジメント力と会員の皆様の
各種事業に対する積極的な取り組み姿勢の賜で
あり、深く敬意を表する次第でございます。
さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、経
済取引の複雑化、広域化や経済社会の国際化高
度情報化の急速な進展などに伴い、大きく変化
しております。
このような状況の中、私ども税務の執行に携

川口税務署
法人課税第一部門
統括国税調査官

樋 口 富貴男
この度の人事異動で、諏訪税務署から川口税
務署法人課税第一部門の統括官として着任いた
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わる者としましては、「納税者の自発的な納税
義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という
国税庁の使命果たすため、納税者利便の向上に
努めるほか、適正な申告を行った納税者の皆様
が不平等感をいだくことのないよう、適正・公
平な課税・徴収に努めているところです。
ご承知のとおり、平成28年11月の税制改正に
より、平成31年10月に消費税率10％への引上げ
と消費税の軽減税率制度が実施されることとな
りました。
国税当局としましては納税者の皆様が軽減税
率制度を含む改正内容や消費税の仕組を十分理
解し、自ら適正な申告・納税が出来るよう、制
度の円滑な実施に向けた周知・広報、相談対応
等に着実に取り組んでいくこととしておりま
す。
川口法人会におかれましては、会員企業の皆
様が同制度を十分に理解していただけるよう、
説明会の開催などのご支援・ご協力をお願い申
し上げます。
今後とも、地域社会に密着した魅力ある会運
営に期待申し上げますとともに、より活力ある
組織が築き上げられますことを祈念しておりま
す。私どもといたしましても、これまでの信頼
協力関係を更に強化し、法人会の皆様と足並み
を揃え、引続き連携協調を図ってまいる所存で
ございますので、よろしくお願い申し上げま
す。
最後になりましたが、公益社団法人川口法人
会の益々のご発展と会員企業のご繁栄並びに会
員の皆様方のご健勝を心から祈念いたしまし
て、着任のあいさつとさせていただきます。

しました、樋口と申します。
川口法人会の皆様方には、日ごろから税務行
政全般にわたり、深いご理解と多大なご協力を
賜っており、厚くお礼申しあげます。
税務署がより身近なものとなるよう努めてま
いりますので、今後ともなお一層のご協力を賜
わりますよう、よろしくお願い申し上げます。

川口税務署

定期異動

平成29年7月10日付で定期異動の発令があり、
川口税務署の新体制は次のようになりました。
職

名

署 長
副署長
（法人担当）
副署長
（総管徴担当）
副署長
（個資担当）
特別調査官
（法人）
総務課長
第一部門統括官
第二部門統括官
第三部門統括官
管理運営
第四部門統括官
連絡調整官
特別徴収官
特別徴収官
特別徴収官
徴
収
第一部門統括官
第二部門統括官
特別調査官
特別調査官
特別調査官
特別調査官
特別調査官
第一部門統括官
個人課税
第二部門統括官
第三部門統括官
第四部門統括官
第五部門統括官
連絡調整官
審理専門官
第一部門統括官
第二部門統括官
資産課税
連絡調整官
特別調査官
特別調査官
特別調査官
第一部門統括官
第二部門統括官
第三部門統括官
法人課税
第四部門統括官
第五部門統括官
第六部門統括官
第七部門統括官
連絡調整官
審理専門官
第一部門
（法人会担当）

後任者
渡辺 明人
米山
睦
中野 尚人
小林 淳子
本郷 潤治
野﨑 博行
茂木 一樹
佐藤 芳文
樫村 静夫
松下恵美子
田邊 洋美
田母神 巌
加藤 一成
風間喜三男
唐澤 繁臣
小出 勇一
若林 浩明
小林 雅樹
平澤 和幸
渡部 成道
福崎
訓
程塚 欽哉
福田 一也
小出 恒夫
長嶋 香幸
小山 祐司
古澤 昌博
安藤 正幸
栁川 秀和
堀内 典朗
関口 真之
齋藤 正樹
至勢 哲也
阿部
仁
樋口富貴男
中川加名江
大槻 勝博
池田 信夫
小俣 裕久
池田
豊
前川 浩一
鈴木 敏之
遠山 知子
藤岡 道代

前 勤 務 地
総務部 税務相談室長

国税局
（留任）
（留任）
所沢署 総務課長
川越署 特別国税調査官（法人担当）
国税局 課税第二部 消費税課 課長補佐
（留任）
土浦署 管理運営第二部門 統括国税徴収官
（留任）
西川口署 管理運営部門 連絡調整官
西川口署 総務課長補佐
竜ヶ崎署 総務課長
国税局 徴収部 特別整理第一部門 主査
（留任）
国税局 徴収部 特別国税徴収官 主査
宇都宮署 総務課長補佐
（留任）
国税局 総務部 税務相談室 主任相談官
（留任）
大宮署 特別国税調査官（所得担当）
（留任）
国税局 課税第一部 資料調査第一課 審理専門官
大宮署 特別国税調査官（所得担当）上席国税調査官
朝霞署 個人課税第三部門 統括国税調査官
（留任）
（留任）
（留任）
藤岡署 個人課税部門 統括国税調査官
国税局 課税第一部 資産課税課 国際税務専門官
（留任）
国税局 課税第一部 資産課税課 審査指導係長
越谷署 特別国税調査官（法人担当）
国税局 調査査察部 調査第五部門 総括主査
土浦署 法人課税第一部門 統括国税調査官
諏訪署 法人課税第一部門 統括国税調査官
（留任）
国税局 総務部 総務課 総務第1係長
（留任）
（留任）
水戸署 法人課税部門 連絡調整官
（留任）
川越署 法人課税第三部門 上席国税調査官
（留任）
川口署 法人課税第一部門 上席国税調査官
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ふる里だより

草加市役所 市長室 広報課

江戸時代にタイムスリップ！草加宿場まつり
草加宿場まつりは、江戸時代に日光街道第二
の宿場として栄えた草加宿のかつてのにぎわい
を取り戻し、歴史や現在のまちづくりを考えても
らおうと、「今様・草加宿」地域再生プロジェク
トの一つとして、平成 15 年 11 月 30 日から始ま
りました。
今年も「子どもたちにふるさとを !!」のスロー
ガンとともに、夢や希望に満ち溢れた未来への
想いを駆り立てるイベントを目指して「浪漫」を
メインテーマに 10 月 1 日（日）に開催します。
草加宿場まつりの見どころは、草加宿発展の
歴史を作った東北・北海道の大名参勤交代の模
様を再現した時代行列。
毎年、小学生・中学生を中心とした６０名が、
刀や本格的な着物などの衣装に身を包み、武士や
姫などの役を演じながら宿場通りを練り歩きます。
また、大川本陣跡の石碑前で行われる、草加

宿に到着した大名行列をもてなす様子を模した
口上も見応えがあります。
大名行列の他にも、子どもパレードやお神輿、
模擬店や街道パフォーマンスなど旧日光街道沿い
や草加駅東口停車場線・駅前交通広場などで様々
なイベントが行われ会場周辺がにぎわいます。
江戸時代にタイム
スリップした気持ちで
草加宿へ足を運んで
みてはいかがでしょう
か。

わがまち わが企業

有限会社 恵 登 屋 本 店

新業態のレンタルキッチン
「よろずキッチン恵登屋」
で、
新しい出会い・楽しみ発見

弊社の屋号は「恵登屋」と書いて「えとや」と読む。日光
街道が出来た当初、弊社がこの場所で「糸」を商っていた事
に由来するらしい。この地域は「い」と「え」の言葉が訛る
傾向があり、
「糸屋（いとや）
」が訛り「えとや」と呼ばれていた。
その後、弊社では醤油の醸造（商品名：木水・もくすい＝五
行説の木と水からの借名）を始め様々な営業体系をとってい
たが一時期「質屋」を営んでいる期間があり、この時に街に
大火が起こり質草を燃やしてしまった。困り果てたご先祖様
は、神頼みにと「成田山新勝寺」を参拝した帰り道に、大繫
盛している「飲ませ酒屋」に出会った。さっそく草加に帰り、
模して現在の場所で酒の商いを始めた。これが現在弊社の「酒
類販売業」としての始まりである。この時、店の屋号も通称
の「えとや」におめでたい漢字を当てて「恵登屋」とした。
酒屋として、卸と小売りの業務を行っているが、小売店とし
ては来客数が少なく厳しい状況である。
そこで今年の１月から小売り店舗部分を「レンタルキッチ
ン」という業務形態に改めた。
「レンタルキッチン」とは、飲
食店を日替わりでお貸しするスペースである。
「最低半日（ランチ・夜の営業の二部制）
」〜最長連続十日

まで（飲食店出店への試行）
」。もちろんキッチン・皿・備品
等も用意。低料金で自分 ( 仲間 ) のお店を即開店する事が出
来る。このスペースを利用して新しい出会い・楽しみを発見し
て頂ければと考えている。少し風変わりなシステムなのでご興
味を持たれた方は現地へお越し下さい。特に、毎月第一日曜
日午後６時〜行っている会議（興味がある方ならば出店の有無
に拘わらず参加可能）へまずはお気軽に参加下さい。会議冒
頭で今後の方針・ルールの改正・出店の調整等の話し合いを
行い、その後１０００円会費での懇親会（飲み放題・些少のつ
まみ）を行っている。皆様のお越しを心からお待ちしている。

◆会 社 名：有限会社 恵登屋本店
◆代 表 者：野口 卓爾
◆住
所：〒３４０−００１２
埼玉県草加市神明１−１１−５
◆連 絡 先：TEL ０４８−９３１−２０１５
FAX ０４８−９３５−１３４６
◆業
種：酒類販売業

★ ほうじんナビへの投稿記事を募集します。
「わがまち わが企業」へ掲載を希望する企業を募集致します。
4 （掲載料無料）【申込み・お問合せ先】川口法人会 事務局 TEL：048-263-3474

経営コーナー
会社が中間決算をするように、人生においても
中間決算が大事だ。
それも、会社の決算書と同じように、PLとBS
の両面から行う。
PLは、誕生から現在までの成果。社会に何を
遺せたか、今後取り組まなければならない課題は
何かを整理する。
他方、BSでは、会社の純資産に相当する「先
祖から受け継いできた徳」の内容を吟味する。
もちろん、この徳の中には、自分で形成してき
たものも含まれる。
自分が、どれだけ徳（純資産）を増やしてきた
か。徳を食い潰してはいないだろうか。
人生の中間決算で、最も大切なことは、後半人
生の使命を固めること、すなわち「立命」であ
る。
「天命にしたがって我職分を能くせば心動ぜず
地位に至るべきに有らずや」は石田梅巌の言葉だ
が、天命に生きることの大切さは、古の聖者たち
がみな説いているところだ。
例えば、孔子は「中庸」の中で、「天命に生き
る、これを性と謂う」と述べている。
問題は、どうすれば天命に巡り会えるのかであ
る。
私は30余年、会社の再建指導や人材育成に
「家系分析」という、家系図を使った自己洞察に
携わってきたが、天命とは「親の子に対する願
い・期待の集積」との確信に至った。
時代は異なり、地域が離れていても、親の子に
掛ける願いや期待に違いはない。
それが、何代も何百代も積み重なって、遺伝子
に伝えられている。家系図はこれを見える化した
ものである。
家系図を書き、親祖先がどのような思いで生き
てきたか、どんな喜びがあり、困難をどのように
乗り切ってきたかが分かると、自分の現在の不甲
斐なさや、置かれた環境の有り難さに気づく。

人生後半の立命を考える
公認会計士・事業構想大学院大学特任教授

天明

茂

困難のない家庭はひとつもない。どこの家に
も、養子に出される、子供に先立たれる、自殺、
離婚・再婚、事業の破綻などの苦しみや悲しみ
が、多かれ少なかれある。
そんな中で、自分が五体満足に生かされている
ことが分かると、誰しも両親・先祖への感謝の念
が飛躍的に深まる。DNAを通して、自分に受け
継がれている徳に気づく。
同族会社では、創業の理念や会社のDNAに流
れる基本的価値が発見出来る。
さらに先祖の志や、子・孫たちに対する願
い・期待・叫びが分かると「これが自分の天命
だった」と、自分の果たすべき役割が見えてく
る。これが後半人生の使命に繋がる。
私たちは、昨年２月に稲盛和夫、鍵山秀三郎、
村上和雄各先生のご推薦を賜り、人間力大学校を
立ち上げ、看板講座「立命塾」を東京、大阪、仙
台で開催している。
受講者にはA3のシートに自分の家系図を詳細
に書いてもらう。
戸籍謄本を取り寄せ、過去帳や墓石を調べて補
い、さらに存命中の人を訪ねて先祖の生前の生き
ざまを調査する。
家系を遡ることで、誰もが自分に課せられた使
命や天命を知る。
この天命を、どのような社会的課題の解決に向
けていくか、どんな社会的価値を創造していくか
を「後半人生の立命」としてまとめる。最後は、
人生最大かつ最終の目標である自分自身の死亡公
告原稿を書いてもらう。
小林一茶が言うように「正月は冥土の旅の一里
塚」である。
後半人生をいかに充実したものにするか。
自分にしか果たせない使命を果たし切るため
に、新年に当たって後半人生の立命を固めようで
はありませんか。

【筆者紹介】天明茂（てんみょう しげる） 昭和１７年東京都生まれ。明治学院大学卒業後、（株）日本コンサ
ルタントグループを経て一般社団法人日本創造経営協会に所属。昭和５５年よりＴＫＣ出版主催の研修会講
師、中小企業大学校各校講師を務める傍ら、行き詰まった企業の再建、経営計画策定指導、講演活動などに携
わり、平成９年から宮城大学に奉職する。現在、公認会計士、事業構想大学院大学教授、東京国際大学客員教
授、宮城大学名誉教授、ＮＰＯ法人全日本自動車リサイクル事業連合理事長、あおもり立志挑戦塾塾長、宮城
県多賀城市行財政経営アドバイザー、著書「損益分岐点の実務が面白いほどわかる本」
（中経出版）、「経営計
画・利益計画の立て方進め方」
（日本実業出版社）
「
、志企業のすすめ」
（至知出版社）他著書多数。

内閣府「月例経済報告」（平成29年7月）−景気は、緩やかな回復基調が続いている。−
※詳細は、内閣府ホームページ http://www.cao.go.jp/
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埼玉県法人会連合会
平成30年度税制改正要望事項（抜粋・要約）

平成30年度税制改正アンケートにご協力をいただきありがとうございました。
税制改正に関するアンケート調査では、会員43,935名のうち4,184名（回答率9.53％）から回答を
頂きました。アンケートの集計結果に基づき、平成30年度税制改正要望事項をとりまとめた。
＜総論＞
１．
財政の健全化と社会保障制度改革の推進
1000兆円を超える債務残高を抱える財政構造
を将来世代に引き渡すわけにはいかない。経済財政
諮問会議の骨太の方針で示した「2020年度のプ
ライマリーバランス黒字化」へ向けた具体的な計画
が必要である。
また、社会保障制度の維持を図る観点から、将来
を展望した負担構造の見直しと給付の効率化・適正
化を進めるべきである。
2．
国際競争力強化のため法人税率20％台の維持
経済のグローバル化が進む中、国際競争力を強
化するため法人実効税率20％台の維持は中小企
業にとっても喫緊の課題である。
しかし、国の多額債
務残高を考えれば、課税ベースを維持したうえで実
効税率を引き下げるのは限界があるので、所得に応
じた税率の再構築をすべきである。
3．
着実な少子化対策
これまで高齢者に偏りがちであった税制や社会
保障制度を若い世代に手厚くするような見直しを図
るべきである。少子化問題の解決には相当長い時
間がかかる。一方高齢化問題は今後20〜30年ほ
どで一変するのではないだろうか。
既に学者の中から保育園義務教育化が叫ばれて
いる。保育園も社会保障制度の一環として整備すれ
ば出生率の向上に寄与することも期待できるので
はないだろうか。いずれにしても、急激な人口減少
に歯止めを掛けるべく、実行可能な少子化対策をひ
とずつ進めるべきである。
＜要望事項＞
１．
法人実効税率の更なる引下げを要望
法人実効税率については、諸外国並みの20％台
へ引き下げることができた。アンケートの回答では

半数以上が、国内企業の国際競争力の強化や海外
企業の国内市場の参入促進、国内企業の海外流出
を防ぐ観点から、地方税を含めた法人の実効税率を
更に引き下げるべきである。
2．
事業承継制度の更なる条件の緩和を要望
中小企業経営者の平均年齢は高齢化が進み、
このまま円滑な事業承継や若者の起業が進まなけ
れば、15年後には経営者の平均年齢は80歳前後
になることが予想される。
アンケート調査結果では、
「子に事業承継する」が
52.1％と半数以上を占める一方、
「まだ考えいない
」20.8％で続いている。また事業承継税制につい
ては「欧州主要国のように事業用資産を他の一般資
産と切り離し、事業資産への課税を軽減あるいは控
除する新たな制度の創設を求めるべき」38.9％と、
「生前贈与制度の更なる拡充や納税猶予制度の更
なる改善を求めるべきである」27.8％で大半を占
め、
「 今回の改正を踏まえ、当面は利用状況等を注
視すべきである」は20.1％となり、引き続き事業承
継税制の条件緩和を要望する。
3．
早期に持続可能な社会保障制度の構築を要望
少子高齢化が進む中、消費税は社会保障制度を
維持していくうえで、最も相応しい税目であり、安定
財源である。また国民全体で公平に負担する事がで
きる財源でもある。
社会保障の伸びを抑えつつ消費税で新たな財源
を確保しないと日本の財政はもたなくなる可能性を
含んでいる。
アンケート調査結果では、給付水準をある程度下
げて現行の負担を維持する38.4％、現行の給付水
準 を 保 つ ため ある程 度 の 負 担 は 止 むを 得 な い
34.3％、
となっているので、給付水準、給付開始年
齢の見直しと定年延長による社会保障制度再構築
を早急に着手すべきである。

埼玉県四半期経営動向調査 （平成29年４〜６月）県内中小企業の経営状況緩やかな持ち直しの動きが続いて
6 いる。先行きについては、引き続き持ち直しの動きが見込まれる。

税務コーナー2

加算税制度が変わったのですか？
〜経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答〜
税理士

リサ

▼
調
査
通
知

▼

７月10日
修
正
申
告

悟志

り、より具体的な内容として、①実地の調
査を行う旨、②調査開始日時、③調査対象
税目、④調査を行う場所、⑤調査対象期
間、⑥調査の目的、⑦調査対象の帳簿書類
などが通知されます。
多くの税務調査では、第一報として税務
署が調査予定であることを通知して、納税
者と日程を調整してから、調査に着手する
という流れになります。ここでいう「調査
通知」は第一報である調査予定の通知に当
たるでしょう。「事前通知」は「調査通
知 」の後、調査着手までの間に行われてい
ますね。
時系列で示すと図のようになります。７
月３日の調査通知以後に修正申告書が提出
された場合で、調査による更正を予知した
ものでない場合には、新たに過少申告加算
税が課されることになります。
調査による更正を予知したものであれ
ば、調査通知の有無に関係なく、従来から
加算税が課されています。
リサ 調査通知前の修正申告であれば過少
申告加算税は課されないのですね。
サキ先生 調査通知前で、調査による更正
を予知したものでない場合には、課されな
いことになります。

加算税制度が変わったと聞きまし
た。通常、税務調査を受け、誤りを指摘さ
れれば、それを修正申告し、納税額に対し
過少申告加算税が課されると考えていまし
た。調査を受ける前に修正申告した場合で
も課されるようですが、本当ですか。
サキ先生 ご質問のように、加算税制度は
平成28年度税制改正で見直されて、平成
29年１月１日以後に法定申告期限等が到来
する国税から適用されます。
具体的には、実地の調査に際し、税務署
から納税者に対して、調査に関する一定の
事項の通知があり、その通知があった以後
に修正申告書を提出すると、その修正申告
が調査による更正を予知したものでない場
合に、新たに加算税が課されることになり
ました。
リサ 「調査に関する一定の事項の通知」
というのは、どのような通知なのですか。
サキ先生 「調査通知」といわれるもので
すが、①実地の調査を行う旨、②調査の対
象となる税目、③調査の対象となる期間の
３項目が通知されます。
リサ 通知といえば、「事前通知」というも
のもありますが、これとは違うのですか。
サキ先生 「事前通知」は、調査に当た
７月３日

野川

事
前
通
知

▼

７月25日

調
査
着
手

【筆者紹介】1965年生まれ。国税庁課税総括課、国税局法人課税課などを経て、東京都品川区で税理士登録。
近著「免税店のはじめ方」（税務経理協会）、「経営に活かす 税務の数的基準」（共著、大蔵財務協会）、「間違
うと痛い！印紙税の実務Ｑ&Ａ」（共著、大蔵財務協会）など。ＨＰは しながわ税経事務所 で検索

★ 税理士さんを紹介します 法人会では、関東信越税理士会川口支部と連携のもと、会員の皆様のニーズに
あった親切な税理士さんをご紹介いたします。
【お問合せ】川口法人会 事務局 Tel.048-263-3474
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インフォメーション
【川口の弁護士の会】
川口法人会「YOROZU相談窓口」の法律相談を担当します。
埼玉県内の弁護士は全員が埼玉弁護士会の会員ですが、
川口市内の事務所に所属する弁護士も４０名近くに
なったことを契機に、
有志による
「川口の弁護士の会」が発足しました。
本件１月の設立総会により正式に発足した後、
２月には川口商工会議所との間で地域産業活性化に向けた連携・協力協定を締結いたしました。現在は、
川口市役
所における一部の法律相談、税理士会川口支部における法律相談を担当させていただいております。
そして今回、
川口法人会の「YOROZU相談窓口」の法律相談を担当させていただくことになりました。
以前は川口市内に事務所を置く弁護士は少なかったのですが、近年は若手を中心に増加したため、有志団体を
立ち上げるに至りました。川口の弁護士の会は、地域に根ざした法律家の団体として、
川口・鳩ヶ谷において生活し、
事業を営むみなさまにリーガルサービスを提供するとともに、
地域の発展の力になれるよう、
努力を重ねて参ります。
（南埼玉法理事務所 所長 髙倉光俊）

川口法人会

よ

ろ

ず

YOROZU相談窓口

〜まずは、お気軽にお電話ください〜

川口法人会では、
よろずの困りごとやあらゆる課題についてお気軽にご相談させていただく YOROZU相
談窓口 で対応しております。
どこに相談したら良いかわからないとお困りの方、
まずは下記までお電話くださ
い。当会の関係先で信頼できる専門家・専門の機関・団体を紹介、斡旋又は当会が調べてお応えします。
※守秘義務厳守します。

YOROZU相談窓口

：担当 事務局長 電話：048-263-3475

消費税軽減税率制度説明会のご案内

主催：川口税務署・西川口税務署

共催：川口法人会・西川口法人会

事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。
多くの事業者の方に関係のある制度ですので、
ぜひ説明会にお越しください。(参加費無料)
開催会場
開催時間
開 催日
（川口市三ツ和1-14-3）
平成29年９月２０日
（水）・午前10時から・午後2時から 川口市役所鳩ケ谷庁舎3階305号
（川口市幸町3-8-33）
平成29年９月２1日
（木）・午前10時から・午後2時から 幸栄公民館３階 講座室２号
（草加市松江1-1-5）
平成29年10月5日
（木）・午前10時から・午後2時から 草加市文化会館１階レセプションルーム
※説明会は、１時間から１時間半程度です。ご都合の良い会場にお越しください。
※各会場とも、駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
※事前申し込みは不要です。当日会場へ直接お越しください。
【説明会に関するお問合せ】川 口 税務署
西川口税務署

担当
担当

法人課税第一部門
法人課税第一部門

℡048-252-7140（ダイヤルイン）
℡048-253-4442（ダイヤルイン）

県 税 からのお 知らせ
８月初めに納税通知書を
８月は個人事業税第１期分の納期です。 ８月は個人事業税第１期分の納期です。
お送りしますので、
お近くの金融機関等で忘れずに納めてください。
個人事業税について詳しくは、お近くの県税事務所又は県税務課（℡０４８
・
８３０
・
２６６４）へお問い合わせいただくか、
県税務課ホームページ「くらしと県税（ＵＲＬ：http://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex
/z-2-4.html）」をご覧ください。

1 ７月分源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付 納期限……８月10日㈭
2 個人事業税第１期分の納税
納期限……８月31日㈭
3 個人の県民税等（注１）の第２期分の納期
納期限……８月31日㈭

6

申告期限…８月31日㈭

7
8

９月決算法人の消費税等（注３）の中間申告
…第３四半期分

12月決算法人の消費税等（注３）の中間申告
…半期分、第２四半期分

30年３月決算法人の消費税等（注３）の中間
申告…第１四半期分

申告期限…８月31日㈭

9

個人事業者の29年分消費税等（注３）の中間
申告…半期分、第２四半期分

申告期限…８月31日㈭

1 ８月分源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付 納期限……９月11日㈪
2 ７月決算法人の確定申告（注２）
申告期限…10月２日㈪
3 30年１月決算法人の中間申告（予定申告） 申告期限…10月２日㈪

９ 月

申告期限…８月31日㈭

８ 月

4 ６月決算法人の確定申告（注２）
5 12月決算法人の中間申告（予定申告）

８月

税のカレンダー（8 月・9 月）

4

申告期限…８月31日㈭

5

申告期限…８月31日㈭

6

10月決算法人の消費税等（注３）の中間申告
…第３四半期分

30年１月決算法人の消費税等（注３）の中間
申告…半期分、第２四半期分

30年４月決算法人の消費税等（注３）の中間
申告…第１四半期分

申告期限…10月２日㈪
申告期限…10月２日㈪
申告期限…10月２日㈪

注1：県民税等:県民税・市町村民税 注２：申告項目:法人税・地方法人税・消費税及び地方消費税・法人県民税・法人事業税・地方法人特別税・法人
住民税・法人事業所税 注３：消費税等:消費税及び地方消費税
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税につて調べるーよくある税についての質問・タックスアンサー （国税庁ホームページ）
当会ホームページのバナーからリンクされています。ご利用ください。。

インフォメーション

川 口 法 人 会 ホームページの 利 活 用 のおすすめ
川口法人会の広報委員会では、会員の皆様や一般市民の方々に閲覧し利活用いただけるよう随時ホーム
ページを改善し充実を図っています。
スマートフォン対応にもなっていますので、外出時にも手軽に閲覧できます。以下にその一部を紹介します。
是非、川口法人会で検索して利活用ください。
【１】会員企業のPRサービス機能充実
1. 会員企業紹介：会員企業自身がWEB上入力して自社の紹
介ページを作成登録できます。写真も３点表示でき、本社
所在地も自動的に地図表示されます。自社ホームページと
しても活用できます。
（無料）
2. 会員企業ホット情報：会員企業のホットな情報を掲載しま
す。例えば、販促イベント情報、新商品開発、社会貢献、マ
スメディアに取材された内容など寄稿ください。
（無料）
3. バナー広告（有料）
を廉価で設定できます。
【２】
「お知らせ」
「週刊厳選ニュース」等、情報発信機能の充実
1. 週刊厳選ニュース：毎週１回、社会経済に関する厳選８件の
ニュースを配信。多忙なビジネスマンに通勤時間やちょっ
とした待ち時間に情報入手に役立ちます。
2. 「お知らせ」で当会の事業、会員企業にとって有益情報をリ
アルタイムに発信し、
かつカテゴリー設定で支部別や目的
別バナーからも情報閲覧ができます。
【３】社員研修・自己啓発に役立つサービス機能充実
1. インターネットセミナー：WEB上で475タイトル3,000以
上のムービーをかつ毎月最新動画コンテンツを更新。経営
全般、労務管理、税務・会計、政治・経済、教養など自己啓発
や社員教育に役立つセミナーコンテンツが閲覧できます。
会員専用のログインIDとパスワードが必要です。ご不明に
方は、事務局にお問い合わせください。
2. 経営実務・税務に役立つ冊子進呈：会員企業の経営に役立
つ冊子を随時購入し、
１冊子２冊まで無料で進呈していま
す。申込書を事務局へFAXするだけ。
3. 分かりやすいカテゴリー別バナーの充実：法人向けサービ
ス
（会員特典）、会員向け健康経営支援、各種相談窓口、税
に関するお知らせ、税に関して調べる、経営支援WEBサイ
ト、便利コンテンツ、女性部会推進プロジェクト、川法の研
修制度、子どたちへの租税教育など。
【４】事業予定（セミナー・講演会・イベント等）を閲覧し易く利便性向上
１. 公演・講演会・セミナー案内専用バナー：当会主催及び共催・
後援・推薦の事業をまとめて掲載。開催案内チラシ・参加申
込書をダウンロードできます。
2. 事業カレンダー：当会の事業予定を月間・週間カレンダーで
閲覧できます。場所の確認もグーグル地図表示機能搭載
で便利です。
【５】入会申込みもWEB上から可能に！
１. 入会のご案内バナーから入会説明を閲覧でき、WEB入会申込み機能を
新設。必要事項を入力して送信ボタンをクリックするだけ。

【厚生労働省より】 専門家を無料で派遣し、「多様な正社員」制度導入や「無期契約転換ルール」への
9
対応をサポートします。【お問い合わせ先】ＰｗＣコンサルティング（委託先）☎ 03-6869-5037

社会貢献活動案内
埼玉県法人会連合会・女性部会連絡協議会（後援：埼玉県教育委員会）東部ブロック租税教育事業

夏休み！親子で楽しむ 税 と アロマ講座

入場無料 どなたでも参加できます

●日

時：平成29年8月22日㈫
【第一部】親子で税について考えよう
！ 14：00〜14：50
14:00開会（13:30受付開始）
1.アニメ放映「マリンとヤマト 不思議な日曜日」
2.税金クイズ
3.１億円の重さ体験
●会 場：川口駅前市民ホール「フレンディア」
【第二部】
香育
（こ
う
い
く
）
親子で香を楽しもう
！ 15：00〜16：00
●定 員：小学校４・５・６年生親子75組（150名）
1.かおりのおはな
し
●参加費：無料 ※当日、エプロンをご用意ください
2.親子で一緒に楽しめるアロマ講座
★香るサシェ
（香り袋）
＆アロマ石鹸作り
●申込方法：当会HPより案内チラシ・参加申込書を
ダウンロードしてFAX048-263-3477下さい。
●主 催：県法連・女連協東部ブロック（西川口・
川口・越谷・春日部法人会の女性部会）
アニメ写真
アロマ石鹸
香るサシェ

＝ご来場をお待ちしております＝どなたでも参加できます

第48回 鳩ヶ谷商工まつり出展のご案内

川口法人会では、今年も鳩ヶ谷商工まつりに出展し、社会貢献活動を実施。親子で楽しめ
るイベントを行います。どなたでも参加できますので、どうぞ気軽にお立ち寄りください。
【出 展 日】10月8日（日）・9日（月・祝）午前10時〜
【会
場】鳩ヶ谷庁舎構内
【イベント】
①法人会ブース（両日）：子ども向けに「税のアニメ」放映、「税の紙しばい」
実演、税金クイズを実施（正解者には賞品プレゼント）
（８日）：バルーン教室
（９日）：ボディペイントYUKI（顔や腕に絵をペイント）
②ステージ
（８日）：バルーンアートショー・バルーンアーティストＴＯＭＯ（全日本四連覇チャンピョン）

第3回川口市産品フェア2017に出展―10月27日(金)〜29日(日)（会場：SKIPシティ構内）
川口の産業の振興と市内外へのPRを目的とした 川口市産品フェア に当会は第1回よ
り実行委員会に参画してきました。今回も色々な催事で参加し、法人会が取り組む地域
社会貢献活動のPRと、租税教育事業の展開を図ります。
法人会屋内ブースでは事業活動紹介のパネル展示。会場総合受付では、会場内を巡るクイ
ズスタンプラリーを川口市と協力して実施。また屋外の法人会ブースでは紙しばい実演、ア
ニメ放映、税金クイズ等の税に関する催事を実施します。メインステージではバルーンアー
ティスト全日本大会四連覇のTOMOによるバルーンショーの公演を行うなど市民参加・家
族参加で楽しく学べる催事を行います。是非、川口法人会のブースにお立ち寄りください。
ざい

第11回 ばんばん祭に出展のご案内―８月20日（日）会場：川口新工会館前遊歩道

川口法人会第四支部では、第11回SIP川口ばんばん祭に出展し、社会貢献活動を行います。楽しい紙芝居、
アニメ放映や正解すると賞品がもらえる税金クイズ、またステージではヒーローショーもあります。
【出展日】８月20日（日）10：00〜15：30（雨天延期―8月27日）
【会 場】新郷工業団地内―川口新工会館前遊歩道
【催 事】①法人会ブース：子ども向けに「税のアニメ」放映、
「税の紙しばい」実演、
税金クイズを出題し正解者に賞品プレゼント（午前1回、午後2回開催）
②特設ステージ：法人会提供イベント
環境戦隊ステレンジャー出演―『税と環境をテーマとしたヒーローショー』

市民公開講座「がんをもっと知ろう」のご案内（川口法人会 後援）

地域がん診療連携拠点病院・埼玉県済生会川口総合病院主催で、
「がんをもっと知ろう」市民公開講座が以下の
通り開催されます。川口法人会をはじめ、川口市、川口市医師会、川口商工会議所、鳩ヶ谷商工会、西川口法人会も
後援する講座です。参加費無料。事前申し込みは不要で、直接会場へお越しください。

【日
【場
【講

時】
所】
演】

10月21日（土）14時〜 （受付：13時30分）
事前申込不要・参加費無料
フレンディア（川口駅東口 キュポ・ラ4階）
「がんと食事」
済生会川口総合病院 栄養科
鈴木 多喜子
「肝がんについて」済生会川口総合病院 消化器内科 松井 茂
【主催・問い合わせ】 済生会川口総合病院 TEL：048-253-1551（代）

「知って、肝炎」研修会のお知らせ ８月２９日（火）10：00〜11：00（県民健康センター）
10 挨拶：肝炎対策広報大使・アナウンサー 徳光和夫氏、講師：持田智氏（埼玉医科大学病院・肝臓内科教授）

主催：けんぽ協会埼玉支部・埼玉県 後援：埼玉県法人会連合会、他【問合せ】
「知って肝炎」研修担当☎048-658-5915

社会貢献活動報告・案内

第９回

税 に関する絵 はがきコンクール

作品募集

税金で造られている建物、税金で行われている仕事などを絵はがきに描いてください。文字や標語なども描きいれてください。
【対
象】 川口市、草加市の小学校６年生
【募集期間】 平成 29 年 7 月１日㈯〜 9 月 21 日㈭
【応募用紙】 各小学校に７月上旬に配布
【提
出】 各学校の担任の先生に提出
【表
彰】 優秀作品は 11 月 12 日㈰に表彰式（SKIP シティ）
。
応募者全員に参加賞があります。学校毎の団体賞もあります。
【主
催】 公益社団法人川口法人会、公益財団法人全国法人会総連合
【共
催】 川口市租税教育推進協議会、草加市租税教育推進協議会
【後
援】 国税庁、埼玉県川口県税事務所、川口市、草加市、川口市教育委員会、
草加市教育委員会、
税理士会川口支部、
NHK 埼玉支局、
埼玉新聞社、他
【自由応募】 小学５年生以下を対象にした自由応募もあります。
第８回税に関する絵はがきコンクール
金賞受賞作品
【問合せ先】 川口法人会 事務局 ℡：048-263-3474

川口法人会 Ｓ−ＴＡＸアカデミー

第１回講座開催案内

『税務調査に選ばれにくい企業体質をつくる』〜税務署は見ている。元国税調査官の

視点で会社を良くする〜
時】平成２９年９月２５日
（月）
１５
：
００〜１６
：
３０
場】川口駅前市民ホール「フレンディア」 川口駅東口隣接キュポ・ラ４Ｆ
師】税理士
（元国税調査官）
飯田 真弓 氏
産業カウンセラー、
（一社）
日本マインドヘルス協会代表理事
のべ７００件
【内 容】節税のお話ではありません！現場ひとすじ２６年の元国税調査官である講師に、
に及ぶ経験をもとに、鋭い切り口と柔らかい口調で税務調査について、語っていただきます。
全国の講演で好評の講師です。
【参加費】会員 １,０００円 非会員 ２,０００円
【定 員】８０名
（Ｓ−ＴＡＸアカデミー一次エントリーの方優先、定員なり次第締切）
【申込方法】本広報紙同封又は当会ＨＰよりダウンロードの案内チラシ・参加申込書をＦＡＸにてお申込みください。
【日
【会
【講

法人税・消費税の申告説明会開催

法 人 税・消 費 税の申告 説 明 会
が、4・5月決算の企業（未会員企業
含む）
を対象に草加会場６月５日㈪
草加市文化会館１階レセプションル
ームにおいて、川口会場６月６日㈫
SKIPシティ４階会議室にて開催されました。
（ 参加者：
草加14名、
川口19名）
当日は、小内研修委員長より開会挨拶を行った後、事
務局長より 税務コンプライアンスへの取組み について
説明を行い、次に川口税務署森上席調査官を講師とし
て決算申告実務の留意点、税制改正のあらましなどに
ついて研修が行われました。

参加者募集中―法人税・消費税の申告説明会ご案内

企業各社の決算月にあわせて、法人税等の改正点及び留意事項
について説明会を開催します。どなたでも参加できます。
9月13日
（水）
9月19日
（火）
日

時

場

所

対象者
講

師

内

容

14時〜15時40分
SKIPシティ4Ｆ
ＡＢＣ会議室
（川口市上青木3-12-18）

14時〜15時40分
草加市文化会館3Ｆ
第一会議室
（草加市松江1-1-5）

法人
（8月・9月決算）
代表者・役員又は経理部門の方
川口税務署法人担当
１．
税務コンプライアンスの取組み
２．
税制改正の概要
３．
法人税・消費税・印紙税等の説明
４．
決算・申告実務のポイント

毎年好評の実務セミナーを開催しました

経理入門セミナー：一日でわかる！経理のすべて

6月26日
（月）
、
SKIPシティ４階会
議室において、(有)マスエージェン
ト代表取締役 林忠史氏による
「明
日から経理ができる経理入門セミ
ナ―」
を開催した。
（参加者41名）
本セミナーでは、
経理マンの仕事の心得・役割、
仕訳
から決算までの実務のポイントについて解説。参加者
へは、林講師著書の「１日でわかる
！経理」
を進呈した。
（参加者41名）

労務管理スキルアップセミナー

7月7日㈮、SKIPシティ４階会議室に
おいて、社会保険労務士小野事務所
所長 小野純氏による
「労働・社会保険
の手続きの基礎と入退者時の実務」
を
開催した。
社会保険と労働保険に関する業務、健康・介護・厚生年金・
労災・雇用保険、
マイナンバーの取扱いなど担当者の役割と実
務までわかり易く解説。
また、
最近の法改正や「働き方改革」
「同
一労働同一賃金」の最新情報が説明された。
（参加者27名）

【埼玉県労働委員会より】労使トラブル、円満な解決のお手伝いをします。
手続きは、簡単、丁寧、無料。詳しくはこちらまでー埼玉県労働委員会事務局 ☎ 048-830-6452・6465
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社会貢献活動案内

第２回法人会祭り

“SKIP ふ れ あ い フ ェ ス 2 0 1 7 ”開 催 の お 知 らせ
〜出店者(団体)募集、ステージイベント出演者(団体)募集〜
昨年SKIPシティで開催した第１回法人会祭りには、8,000人を超える市民が来場し大変好評につ
き、今年度も第２回法人会祭りを当会主催並びに全８支部・２部会共催事業として開催します。法人会
祭り実行委員会では、１万人超えの来場を見込み、更にパワーアップした企画を準備しております。
ついては、祭りを盛り上げていただくブース出店者とステージイベント出演者を募集します。
なお、国税庁の「税を考える週間」にあわせて「第９回税に関する絵はがきコンクール表彰式・全作品
展示会」を同日・同会場で開催します。

日

（日）午前９時３０分〜１６時３０分
時 １１月１２日

会

場 ＳＫＩＰシティ・屋外プロムナード、屋内１Ｆフロア

雨天決行、但し悪天候の場合中止

ブース出店募集要項
①募集小間枠：屋外・屋内ブース３０小間 （屋外はテント設営します）
１小間サイズ 間口3.6ｍ×2.7ｍ
②参加負担金：１小間 会員８,０００円 非会員１６,０００円（法人会員企業紹介要）
※０.５小間（1.8ｍ×2.7ｍ）での出店も可（負担金は半額）
③申 込 期 限：締切 平成29年9月15日（金）募集枠に達し次第締め切ります。
※飲食販売で同種出店は、先着優先とさせて頂きます。
④申 込 方 法：当会広報紙同封又はHPダウンロードの
「出店・展示申込書」を事務局へFAX又は郵送
【申込先及び問合せ先】（公社）川口法人会 事務局 ☎048-263-3474 FAX048-263-3477
〒333-0844 川口市上青木3-12-18埼玉県産業技術総合センター７階
⑤事前説明会開催：申込み受理した方へ開催案内。必ず１名以上の出席をお願いします。
10月中旬を予定

特設ステージイベント出演募集要項
①募集団体：５団体（法人会員企業紹介要）
②出演時間：原則、正味２０分（出演時間帯は、実行委員会で決定の上、連絡します）
③参 加 費：無料
④申込期限：締切 平成２９年９月１５日（金）
※エントリー申込多数の場合は、実行委員会で選出させていただきます。
※公序良俗に反するものや反社会的行為があった場合は、ご遠慮いただきます。
⑤申込方法：「特設ステージイベント出演エントリー申込書」を当会HPよりダウンロードして
記入の上、事務局までFAX又は郵送でお申し込みください。
【申込先及び問合せ先】

同上

⑥事前説明会開催：申込受理した方へ開催案内。必ず１名以上の出席をお願いします。
１０月中旬を予定

企業の税務コンプライアンス向上のために「自主点検チェックシート・ガイドブック」のご活用を
12 「自主点検チェックシート・ガイドブック」（公益財団法人 全国法人会総連合 監修：日本税理士会連合会）は
全法連HPバナーよりダウンロードいただけます。http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

社会貢社
献会
活貢
動献
案活
内
協力団体出展予定

※以下は、昨年度出展の団体

・川口税務署管内税務関係団体協議会、関東信越税理士会・川口支部、埼玉県環境部みどり自然課、
（公財）さいたま緑のトラスト協会、川口市観光物産協会、川口市消防局、埼玉県社会保険労務士協会・
川口支部、川口市日中友好協会、Ｊ：ＣＯＭ川口戸田、ＦＭ川口、地元金融機関、他

支部・部会出展ブース予定

※屋内・屋外10小間を予定。

・税金クイズラリー＆鳩ケ谷ソース焼きうどん、バルーン教室・フェイスペイント、こどもコマ大戦、
蕎麦打ち職人実演・体験、草加手焼き煎餅実演・体験、占い教室、他

特設ステージイベント出演予定
（例）※ゆるキャラ大集合！ゼイキングとウルトラクイズ大会（青年部会担当）
※ミスユニバース・埼玉大会ファイナリストトークショー
※ベリーダンス舞踊団
※ヒーローショー
※地元プロスポーツチーム・チアリーディング、他

会場配置図（案）
多目的ホール
10：00〜10：15
税の絵はがきコンクール
表彰式
11：30〜12：30
親子でマネーとゼイの講座
埼玉県消費者支援センター
川口法人会青年部会

共催

刷る場いい
全作品展示会（終日）

屋
外
ブ

臨時駐車場

臨時駐車場

(無料)

（無料）

映
像
ミ

多目的ホール
屋
外
ブ

ス
屋内ブース

ス

ジ
ア
ム

(

ス
テ

支部・部会出展コーナー

映像ミュージアム
連携企画同時開催

)

ジ

ー

テ
ン
ト

科学館

企業出店・展示コーナー
団体出展コーナー

支部・部会出展コーナー
企業出店・展示コーナー

屋外特設メインステージ

団体出展コーナー

〈第１回法人会祭り“SKIPふれあいフェス2016”
〉

会場の賑い

会員企業・団体等41社出店

地元物産・B級グルメ出店

税金クイズラリー&鳩ケ谷ソース焼きうどん

ゆるキャラ大集合！
ミスユニバーストークショー
埼玉西武ライオンズ 応援ダンスチーム ブルーレジェンス
ゼイキング・クイーンとウルトラクイズ大会
（前回埼玉大会グランプリ、今回ファイナリスト他）
（ゼイキング＝青年部会長、クイーン＝ミスユニバース代表）

『節電にご協力ください〜無理なく、無駄なく、快適に』
全法連・女連協の「夏のいちごプロジェクト」に川口法人会・女性部会も取り組んでいます。夏の節電
対策 １夏の旬の野菜を食べよう！ ２朝の時間を有効活用しよう！ ３部屋をすっきり片付けよう！
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● 7月21日㈮正副会長会議、常任理事会開催
第3回正副会長会議に続き、第１回常任理事会をフレン
参加人数
事 業 内 容
ディアにて開催。早船副会長挨拶（須賀会長の代理）のあ
5㈪ 14:00〜 法人税・消費税の申告説明会(草加) 草加市文化会館1階レセプションルーム 14名
と、ご来賓の川口税務署渡辺署長、樋口統括官、藤岡上席
19名
6㈫ 14:00〜 法人税・消費税の申告説明会(川口) SKIPシティ4F ABC会議室
の着任の挨拶、米山副署長の留任の挨拶があり、続いて議
8名
8㈭ 17:15〜 組織委員会 中央ふれあい館 特別会議室 懇親会
事に入った。
23名
9㈮ 15:30〜 税制研修合同委員会 SKIPシティ7F研修室1.2
議事
9名 【代表理事報告】
15:30〜 正副会長会議 川嶋
15㈭
20名
17:00〜 正副会長委員長会議・ 懇親会 川嶋
⑴定期総会・記念講演会・懇親会開催報告
11名 【執行理事報告】
22㈭ 15:30〜 総務委員会 SKIPシティ4F C会議室
10名
23㈮ 15:00〜 厚生委員会 SKIPシティ3F A会議室
⑵総務委員長、税制委員長、組織委員長，厚生委員長、研
41名
26㈪ 10:00〜 経理セミナー SKIPシティ4F ABC会議室
修委員長、
広報委員長,青年部会長、
女性部会長
12名 【その他報告事項】
29㈭ 15:30〜 税制委員会 SKIPシティ4F C会議室
（事務局より）
9名
5㈬ 15:00〜 広報委員会 SKIPシティ7F 事務局会議室
⑶予算執行状況
（平成29年4月〜6月）
について
27名
7㈮ 10:00〜 社会保険セミナー SKIPシティ4F ABC会議室
以上について協議・報告がされた後、
閉会した。
8名
12:00〜 正副会長会議 フレンディア
● 7月21日㈮拡大厚生・組織委員会 開催
24名
21㈮ 13:30〜 常任理事会 フレンディア
平成29年度拡大厚生・組織委員
15:00〜 拡大厚生組織委員会 フレンディア 懇親会(そごう10階桃源) 34名
会は、両委員会が合同で、フレンデ
ィア（キュポ・ラ4階）にて開催。
22㈯
第３支部 SKIP夏祭り SKIPシティプロムナード
組織委員会は、阿部委員長の開会
22㈯・23㈰
第６・７支部 草加駅前サンバフェスティバル
挨拶の後、平成29年度の会員増強推
業 予 定（平成29年8月5日〜29年9月30日）
進計画、
「役員1人1社獲得運動」及び
事 業 内 容
加入勧奨、会員交流事業の推進などが審議発表された。
厚生委員会では、櫻井委員長の開会挨拶の後、各提携生
5㈯・6㈰
たたら祭り 川口オートレース場内
損保会社（大同生命、AIU、アフラック）から「3年10億円増
7㈪ 10:00〜 パソコンセミナー(ワード/エクセル）
（川口）SKIPシティ
収計画」の昨年度までの実績について報告がされた。その
8㈫ 10:00〜 パソコンセミナー(ワード/エクセル）
（川口）SKIPシティ
後、新たな全法連施策で、“２年２万社純増運動〜新規制度
10:00〜 パソコンセミナー(ワード/エクセル）
（川口）SKIPシティ
9㈬
加入GOGO（55,000社）キャンペーン”の推進について審議
14:00〜 法人税・消費税の申告説明会(川口) SKIPシティ4F ABC会議室
がされた。続いて、事務局長から新たな施策の「健康経営
14:00〜 法人税・消費税の申告説明会(草加) 草加市文化会館3階第1会議室
10㈭
促進運動」
（案）について説明された。
17:40〜 MBS 草加市文化会館第２研修室
その後、持木組織担当副会長、稲垣厚生担当副会長、最
20㈰
第４支部 ばんばん祭 新郷工業団地
後に会長代理の早船副会長の講評で、会員増強と厚生事
23㈬ 18:30〜 MBS 草加市文化会館第２研修室
業推進は当会の財政基盤づくりの礎であり両輪で一体推
24㈭ 15:30〜 総務委員会 SKIPシティ4F C会議室 暑気払い つぼ八
進することについて委員並びに提携生損保の協力をお願
25㈮ 17:40〜 MBS SKIPシティ4F AB会議室
いし閉会した。
6㈬ 15:30〜 広報委員会 SKIPシティ7F事務局会議室
会議終了後、懇親会が「桃源」
（そごう10F）へ移動し開催
7㈭
正副会長会議/理事会 リリア大会議室 懇親会 アスター14階
され活発に情報交換がされた。
11㈪ 18:30〜 MBS 草加市文化会館第２研修室
● 川口市・草加市の租税教育推進協議会 総会
12㈫ 15:30〜 研修委員会 SKIPシティ7F事務局会議室
川口市租税教育推進協議会の総会が5月30日（於：草加
13㈬ 14:00〜 法人税・消費税の申告説明会(川口) SKIPシティ4F ABC会議室
市役所本庁舎）、草加市租税教育推進協議会の総会が5月
15㈮ 15:30〜 組織委員会 SKIPシティ7F事務局会議室
31日（於：川口税務署）に開催されました。
19㈫ 14:00〜 法人税・消費税の申告説明会(草加) 草加市文化会館3階第1会議室
協議会は、教育委員会、小中学校校長会、PTA連合会、関
21㈭ 15:30〜 厚生委員会 SKIPシティ7F事務局会議室
東信越税理士会、納税貯蓄組合連合会、間税会、税務署、市
22㈮ 18:30〜 MBS SKIPシティ4F AB会議室
役所、川口法人会等の関係者が一堂に会して、租税教育の
25㈪ 15:00〜 S-TAXアカデミー第１回講座 フレンディア
推進等に関わる事業報告、事業計画等が審議されました。
27㈬ 18:30〜 MBS 草加市文化会館第２研修室
平成29年度において、小・中・高校の租税教室の開催、中
30㈯ 15:00〜 MBS 草加市文化会館第２研修室
学生の税の作文、川口法人会主催の税に関する絵はがき
〜開催日時等は、
都合により変更する場合があります〜
コンクールの開催が承認された。

事 業 報 告

6
月

7
月

事

8
月

9
月

（平成29年6月5日〜平成29年7月23日）

川口法人会×『みんなのPR運営事務局』連携企画
ワンコインプレスリリース配信サービスの提供を開始！
川口法人会
会員様
限定特典

①[初回限定]プレスリリース作成代行サービス

初回のご利用限定特典！専用フォーマットにご入力いただくことで、プレスリリースの作成を『みんなの
ＰＲ運営事務局』にて代行するので、お客様のご負担を最小限に配信が可能です！

②『みんなのＰＲ』ポータルサイト内特集への掲載

月間PV数約1.5千万のポータルサイト内で、定期的に特集を組み、露出を増やします！

プレスリリースは、こんな方にオススメ！

１回配信

500円〜
（1都道府県当たり）

「イベントやキャンペーンのお知らせをしたい！」「新商品が出来たから広く知らせたい！」
「とにかく低予算で簡単に情報発信がしたい！」
「新店舗をオープンしたからたくさんの人に来てほしい！」
もっと気軽にPRを始めませんか？『みんなのPR』なら、ワンコインで誰でも簡単にプレスリリースを作成・配信が出来ます。
『みんなのＰＲ』特徴
地元メディアに届く
1回たったの500円〜
個人にも届く

スマートフォンでも作成できる
サポート月だから初めてでも安心

朝日新聞デジタルやフレッシュアイには必ず掲載されます!
※朝日新聞デジタルへの掲載は、2017年9月〜

「人間ドック」補助金制度 川口法人会では経営者健康管理促進運動を推進しております。年に一度は「人間
14 ドック」を受診してみませんか。受診後は本会として補助金を支給しておりますのでご利用ください。お申し
込みが必要です。詳しくは川口法人会事務局まで。
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◎新しい仲間が増えました！
法
月入会

5

人

名

代表者名

㈱関東架設

井

上

エルシーエス

山

崎

江

江原設計事務所

小

㈱ワークショット

松

㈱新松ビルダー

大

大手達哉税理士事務所

関

㈱アイゼン・ソリューション

月入会

6

増

㈱プラント

佐

あづま鮨

戸

戸石測量設計
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㈲小西工業
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藤
石
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秀
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川口市石神1069-1

甲

川口市戸塚東3-30-18-106

幸
次
幸
哉
樹
久
一
一

助

将

（平成29年6月30日現在／敬称略）

地

聡

介

業

Ⅱ-203

種

所 属
第三支部

事

電 気 工 事 業

第五支部

団

川口市上青木2-30-15

プラスチック金型業

草加市谷塚町883-1

テ レ ビ 撮 像 業
建

草加市稲荷6-2-40-1

川口市坂下町1-8-16-201

川口市栄町3-12-11ｺｽﾓ川口栄町2階
川口市川口1-1-2-1104
川口市上青木1-5-36

税

築
理

業
士

システム開発業
金 属 加 工 業
す

し

店

建

設

業

測 量 設 計 業

川口市西立野450-3
草加市北谷2-30-16

建

川口市坂下町3-17-13-202

紹

鳶

設

業

第三支部
第六支部
第七支部
第八支部
第一支部
第一支部
第三支部
第五支部
第七支部
第八支部

介
務

サニーライズ
団
事
税

理

務
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局

伊藤淳一
体
体
士

団

体

FP事業所えむあい㈱ 飯沼正廣
㈲尚洋事業所
団

宇田川尚志
体

団

体

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム

「サンクス・フェスティバル」パスポート

大人(18歳以上）
通常
価格

7,400円

6,800円

中人(中学・高校生）
通常
価格

6,400円

5,800円

小人(小学生・幼児)
通常
価格

4,800円

4,500円

「東京ディズニーランド」
または
「東京ディズニーシー」
いずれかのパークを１日ご利用いただけます。

お申し込み方法など、
くわしくは利用者専用WEBサイトへ▶▶dcp.go2tdr.com

コラム

会

㈲アルファーオフィス 西山育昌

＊代表者・資本金・所在地・電話番号等の変更の際は、法人会事務局（☎048-263-3474）へご連絡ください。

法人会員の
皆様へ

局

バトンタッチ！

9 / 1 ㈮〜 9 / 3 0 ㈯

入園制限中のパークではご利用いただけません。

川口法人会発行の
「コーポレートプログラム利用券」
をお持ちの方は、
あ
わせてご利用いただけます！川口法人会にて申込受付中。先着500枚
（残150枚）
１人1000円補助
（１社２名まで）

私の楽しみ

元来、無趣味でなんの楽しみを持たないのであるが、
その中で唯一楽しみを感じながら行い続けているものが
あります。
それは清掃活動であります。
当時の戸塚支部は、
２ヵ月に１回東川口駅前周辺の
清掃を行っていました。参加人員は毎回１０数名でし
た。
それぞれが、両手に４５Ｌのゴミ袋を持ち１時間程度
周辺を徒歩で回りながら落ちているゴミを拾いながら歩
きます。そうすると、
なんと両手のゴミ袋は満杯となり集
積所にはその袋の山がうず高く積まれました。
ゴミはダン
ボールや壊れた傘等大きなものもありました。

7つの間違い探し

ご利用期間
2017年

●広報副委員長

中村

悟

それが、
ここ数年ゴミの内容が大きく様変わりしまし
た。大きなゴミが圧倒的に少なくなったのです。その要
因は、他のいくつもの団体がそれぞれ清掃活動を行うよ
うになったこととシルバー人材センターの職員が常駐す
るようになったからだと思われます。
ゴミの内容は様変わりしましたが、
まだまだ多く見られ
るのは、
タバコの吸殻です。
今後は、吸殻をポイ捨てできないように、
もっともっと
街をきれいにしてゆきたいと思っています。

2つの絵には相違点が7か所あります。変形・移動・入替している７か所を
探してください。※印刷によるゴミ・キズ等の汚れは相違には含みません。

どなたでも応募できます
絵の相違点７か所を○で指摘し、絵のどちらか一枚
（コピー可）を62円ハガキに貼り、会社名、〒・住所、氏
名、年齢、電話番号、
「 ほうじんナビ」の入手場所（一般
の方）を明記の上、9月１日必着で、〒333-0844 川
口市上青木3-12-18埼玉県産業技術総合センター7Ｆ
公益社団法人 川口法人会「ほうじんナビ」係へご応
募ください。正解者15名様に3,000円相当の商品券を
贈ります。当選者は「ほうじんナビ」10・11月号で発表
致します。
【６・７月号の当選者】（川口市）小橋裕美様、吉田秀菊様、佐藤幸子様、高木紘子様、永瀬麻衣子様、村尾洋志様、五木田恵美様、鈴木 歩様、
大橋 昭様、吉田 泉様、三輪照剛様（草加市）平林久典様、戸田文男様、佐藤しづ江様、野口 出様【応募者：100通】
〔６・７月号の７つの間違い探しの答え〕

①升の数
②影
⑤三浦⇔み浦（右端）

③視線（左上人物）
④紋様（左下隅）
⑥提灯の位置
⑦「朝顔」のまげ（左上人物・上下逆）
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鉄

８
月
・﹇
９隔
月
月発
号行
﹈

銅鉄商事株式会社

通発
行
巻日
I SR016

本社営業所／〒332-0017 川口市栄町2-2-5-201

お客様の「困った」を「よかった」に。
どこよりもお値打ち価格の安心リフォーム
（一流メーカー品が最大70％oﬀで提供できます。）

● 浴室

● 浄水器

● キッチン

● トイレ

● ２４時間風呂

● 給湯器交換

● タイル・石工事

どんな事でもお気軽に！

0120-27-2881
「信頼と実績」地元密着26年 水まわりリフォーム専門店
川口市西立野728-1
TEL 048-297-2881

リバ ティ

七二
六〇
八一
号七
年
八
月
一
日
編発
集
発行
行
人所
須公
益
賀社
団
義法
人
幸川
口
法
人
会

ＦＴ
ＡＥ
ＸＬ
〇〇
四四
八八
︵︵
二二
六六
三三
︶︶
三三
四四
七七
七四

「 語 り 継 が れ る 信 頼 」総 合 建 設

公
益
社団法人

税務申告書に必ず貼りましょう
（切り取ってご使用ください）

E-mail : oﬃce@kawaguchi-houjinkai.or.jp
URL : http://www.kawaguchi-houjinkai.or.jp/

AUTHORIZED AGENT

