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第9回 税に関する絵はがきコンクール入賞作品
金賞 川口市立鳩ヶ谷小学校
寺尾

咲 さん

公益社団法人 川口法人会
川口法人会

検索

税のオピニオンリーダー
それが経営者の団体
「法人会」
です。

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

法人会

消費税期限内納付
推 進 運 動

☆法人会では、 ふやそう新規会員加入ＧＯＧＯキャンペーン を実施中！新入会員をご紹介ください。

ピックアップ 税を考える週間事業報告

第9回 税に関する絵はがきコンクール表彰式・作品展示会
川口法人会では、11月12日㈰10時からSKIPシティ多目
的ホールにおいて、川口法人会・全国法人会総連合主催、
川口市租税教育推進協議会・草加市租税教育推進協議会共
催、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、関東信越税理士会川
口支部、川口市ＰＴＡ連合会、草加市ＰＴＡ連合会、
NHKさいたま放送局、埼玉新聞社、テレビ埼玉の後援に
て「第9回 税に関する絵はがきコンクール表彰式」を開催
しました。（11日㈯12日㈰の終日、同ホールにて全作品展
示会を開催）
当日は川口税務署長、埼玉県川口県税事務所長、川口市
長、川口市教育委員会教育長、他をご来賓にお迎えし、
受賞者及びご家族の方344名にご参加いただきました。
昨年は全国1位の応募者数でしたが、今年も川口市・草
加市の小学校59校（参加率100％）から、昨年を上回る6
年生児童5,087名の応募があり、全作品を展示した広い会
場は税の大切さや感謝の気持ちを表現した作品で埋め尽
くされました。表彰式では、個人賞は金・銀・銅賞、税
務署長賞、県税事務所長賞、市長賞、教育長賞、川口法
人会会長・女性部会長・青年部会長賞、関東信越税理士
会川口支部長賞、NHKさいたま放送局長賞、埼玉新聞社
賞、テレ玉賞、審査委員賞並びに入選の計156点、また団
体賞（学校単位）は金・銀・銅賞・努力賞が授与されま
した。個人受賞者には、賞状と副賞と受賞記念&租税教育
推進S-Tax Tutor認定缶バッジ(受賞者ネーム入り)が贈られ
ました。また川口市立科学館、埼玉県消費生活支援セン
ター・埼玉県金融広報委員会からもお祝いプレゼントが
贈られました。
表彰式開催に先立ち「親子で学ぶマネーとゼイの講座」
を、埼玉県消費生活支援センター・埼玉県金融広報委員会
と当会青年部会の共催で行いました。前半では財務省関東
財務局の若手財務事務官３名を講師に「ザイム先生と一緒
に学ぶ・お金の歴史と流れ」について解説とクイズで楽し
く学び、後半はゼイキングに扮した関口青年部会長による
租税教育用アニメ「おじいさんの赤いつぼ」放映のあと税
金の大切さについて語りました。
法人会のけんたくん、国税庁e-Tax（国税電子申告）の
イータ君、川口市のキュポラン、草加市観光大使のパリ
ポリくん、埼玉新聞社のサイのぶん太くんのキャラク
ターたちも加わり会場を盛り上げてもらいました。

マネー講座：講師 財務事務官

税の講座講師：ゼイキング(関口青年部会長）
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来賓代表挨拶

奥ノ木川口市長

アニメ
「おじいさんの赤いつぼ」
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※第8回Ｈ28年度より西川口管内小学校は、西川口法人会にて開催（14校中第７回応募12校・817名）
※第9回平成29年度は、全対象校59校より応募いただきました。

入賞作品展示コーナー

全作品展示

表彰式

表彰式

表彰式会場の様子

ゆるキャラも応援参加

祝辞 川口税務署 渡辺署長

祝辞 川口県税事務所 原口所長

受賞者集合写真

「川口の図工・美術まなび展」に“税に関する絵はがき上位入賞作品”を展示 （川口市教育委員会）
平成30年2月17日(土)〜28日(水)

会場：川口アートギャラリー・アトリア（川口市並木元町1-76）※月曜日休館

ピックアップ 税を考える週間事業報告
税に関する絵はがきコンクール作品審査会

＜審査委員の講評＞

入賞の作品の選考は、川口市、草加市毎に教育委員会
からご派遣いただいた委員、及び川口税務署の方によ
る審査会を開催し決定しました。

作品審査会

表彰式・審査委員講評

●川口市 開 催 日：10月12日、
SKIPシティ1F・多目的ホール
審査委員：川口市教育委員会
岡田指導主事、新居指導主事
川口税務署 藤岡上席国税調査官
●草加市 開 催 日：10月20日、
草加市文化会館2F・実習室
審査委員：草加市教育委員会
佐藤指導課係長、吉田指導主事
川口税務署 藤岡上席国税調査官

川口市教育委員会 学校指導部 指導主事

・全体総括
新居 良介氏
一人一人が「税金」について考え、色や形を工
夫し、絵はがきを見る人が「税」の大切さに気付
かされる作品ばかりでした。
その上で、「税」について皆さんの考えがより
いっそう伝わる作品を選びました。
・金賞に輝いた
川口市立鳩ケ谷小学校 寺尾 咲さんの作品
「当たり前は税からできている」この文言がと
ても印象に残ります。
「税」の文字がパズルになっており、みんなの
税金がパズルのピースが組み合うように集まるこ
とにより、社会が成り立っている様子が表現され
ています。
文字のまわりの黒のふちどりも効果的で、細や
かな部分までていねいに着色してありました。
・同じく金賞に輝いた
草加市立谷塚小学校 紺野菜々美さんの作品
私たちの生活の中にある学校や病院、警察など
身の回りの様々なものに税金が使われており、そ
れによって自分たちの豊かな暮らしを支えられて
いるということが上手に表現されています。
細部まで丁寧に仕上げ、暮らしを支えている税
金への感謝の気持ちが伝わってくる作品です。

入賞・入選者156名の受賞者名は、当会ホームページをご覧下さい
平成29年度納税表彰おめでとうございます！ 〈川口税務署長納税表彰〉
11月11日から11月17日まで
の「税を考える週間」の恒例
行事として、川口税務署によ
る平成29年度納税表彰式が、
11月15日㈬フレンディアで、
税務関係団体等の代表者を来 受彰者代表挨拶 稲垣 勇 氏
賓にお招きし執り行われました。
この表彰は、団体活動を通じて、申告納税制度の
普及・発展、租税教育の推進に多大な貢献された方
に対して行われるもので、納税表彰受彰は大変名誉
なことです。本会からは、次の方々が多年にわたる
数々のご功績に対し受彰の栄に浴されました。

・稲垣

勇

（副会長・厚生委員会担当・第一支部長）

・増田

徹

（副会長・広報委員会担当・第三支部長）

・髙橋 雅則

株式会社稲垣製作所
株式会社増田工機

（理事・研修委員・第八支部）

株式会社ムサシ

中学生の「税についての作文」の表彰
当日は納税表彰に併せ、中学生の「税についての作文」の表彰が行われました。（主催：全国納税貯蓄
組合連合会、国税庁、後援：公益財団法人全国法人会総連合、一般財団法人日本税務協会、一般財団法人
大蔵財務協会、日本税理士会連合会）
平成29年度は、川口税務署管内の中学校24校の生徒さんから2,147編の作品の応募があり、その中から優
秀作品22編が選ばれました。川口法人会からは、須賀会長より、公益社団法人川口法人会長賞を次の２名
の方に贈呈しました。なお、受賞者の作文は、当会ホームページでご覧いただけます。また、広報紙ほう
じんナビには次号（2018年2月‐3月号）で掲載します。

〈川口法人会長賞〉
・初鹿 希帆

川口市立戸塚西中学校 ３年

・平野 善大

草加市立花栗中学校 ３年

○納税表彰式の会場ロビーでは、絵はがきコンクール上位入賞作品が展示され、式典休憩時に式参加者に鑑賞いただきました。 3
○川口法人会の租税教育事業は、ホームページの『子どもたちへの租税教育』のバナーからもご覧いただけます。

第９回 税に関する絵はがきコンクール・上位入賞作品は川口法人会ホームページからもご覧いただけます。
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あらたに中 学 校 出 前 租 税 教 室を開 催し、
解 説 授 業 のあとグループ討 議・発 表を実施
〜地元のＴＶ・新聞の取材も受けて報道されました〜

川口法人会青年部会が中心となって、従来の小学校（今年度１７校予定）
に加えて新たに中学校出前租税教室を
３校開催しました。
９月２８日に川口市立上青木中学校（生徒２２０人）、
２９日に川口市立青木中学校（２７５人）、
１０
月２日草加市立川柳中学校（１７０人）
で開催。パワーポイントでの説明用教材は、中学生用に租税教育推進プロジ
ェクトチームと青年部会役員会で当会オリジナル教材として仕上げました。また、川柳中学校では新たにグループ
討議で
『考えてみましょう！これからの社会と税』
について生徒達に議論し発表してもらいました。教頭先生は、最初
は発表できるほどの内容になるか心配していましたが、
「大変しっかりした意見発表で有意義な授業となった。来年
も是非お願いしたい。他の学校の先生にも法人会の租税教室を薦めたい。」
とのことでした。ケーブルテレビＪ
：ＣＯ
Ｍの取材もありニュース番組で放映されました。また、埼玉新聞の特集ページで紹介記事が掲載されました。

【 草加市立川柳中学校の租税教室実施内容紹介 】
１時限（9:35〜10:20）税について学ぶ授業
講師：北畠文康（青年部会前部会長、現草加第六支部理事・税制委員）
⑴講師及びアシスタント紹介〜プロローグ（メッセージスライド視聴）
⑵租税教育用アニメ「ご案内しますアナザーワールドへ」（国税庁監修）
⑶「税の役割と私たちが目指すこととは」パワーポイントで説明
・日本国憲法についてー権利と義務
・自由主義と独裁主義、資本主義と社会主義の違い
・ケーキ屋を起業したとしましょう・・・
①資金準備、店舗や設備機器購入、従業員採用
②ケーキの価格を決め販売・・・材料仕入（原価）+給料・その他
経費を賄いかつ他店や市場調査の上、価格を決めて販売⇒受取消費税
③従業員に給与支給⇒所得税
④経費（水道・電気代・宣伝広告費等）⇒支払消費税
⑤利益⇒法人所得税
・国の財政についてー少子高齢化問題⇒経済の良い循環をつくるには・・・・
高い教育⇒高付加価値（創意工夫）⇒国全体が増収―税収増⇒更に高い教育ができる
（負のスパイラルになると教育レベル低下、失業増、貧困、治安悪化、内紛）
２時限（10:30〜11:15）税について考えよう！グループ討議・発表
⑴ グループ討議のテーマとやり方説明 講師：布施明軌（青年部会副部会長、租税教育ＰＴリーダー）
『社会保障費の増加、公債残高の増加、少子高齢化による高齢者を支える現役世代の
負担の増加』これにらについて どうしたら良いと思いますか。公債の利子返済で公
債費の３０パーセントを支出。今後プライマリーバランスは黒字にもっていかなけれ
ばならない。 「私ならこうする」という意見は、その財源も提示願います

⑵ ５クラス各６班、計３０班に分かれてグル―プディスカッション
⑶ 各クラスを代表（担任の先生が選定）の班が発表と 希望者発表（２名）
【各班発表の要旨抜粋】○消費税を上げて、少子化対策に予算をつける―例えば、保
育園を増やす。男女の出会い場をたくさんつくる。そのために、会社の残業を減らす
など環境面も整備する。○優秀な人材を育てる教育充実のお金は、国債から一旦出し
て後々の高等教育を受けた子供たちが国の借金を返して行こう。○７０歳定年制にす
る。高齢者でも働ける環境づくりなど元気な高齢者には、働いてもらって納税しても
らい税収を上げ、子育て支援予算に回す。○増税する前に、国会議員を減らす、公務
員の給与を下げて、少子高齢化対策の財源を確保する。○二人っ子政策を作って子供
を増やす＝将来の働き手、納税者を増やす。○休日を増やして、余暇の充実へ。出か
けたりして消費が増えて、税収も増えてお金が循環するのではないか。 etc

⑷ 川口法人会が考えるまとめ〜エンディング（当会制作メッセージスライド視聴） 講師：布施明軌
★総員付加価値生産性の向上がキーワード＝皆さんが今しっかり勉強して創意工夫して生産性を向
上させる力を身につける ⇒君たちが活躍する未来は明るくできる！
⑸ 生徒代表よりお礼の言葉があり、終了した。
【当会参加者】須賀会長、加藤(耕)税制委員長、北畠前青年部会長・税制委員、関口青年部会長・総務委員会副委員
長、布施青年部会副部会長・租税教育プロジェクトチームリーダー、中原青年部会副部会長、会田副部会長、木村
税制委員、井上青年部会委員、吉澤事務局長

学校出前 租税教室講師＆アシスタント の募集 次世代を担う小学校６年生児童を対象に「税の役割・使われ方、
や将来の納税者として社会貢献」について教えます。まずは、講師アシスタントから経験した上で教壇に立ちます。志願を
お待ちしています。ご希望の方は、事務局まで。
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開催

昨年を上回る12,000人来場！

“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”、映像ミュージアム“マジカリアル〜ＶＲ・
ＡＲ不思議体験”、川口ストリートジャズフェスティバル２０１７同時開催
国税庁の「税を考える週間」
（11月11日〜
17日）
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」同時開催で、社団主催&
全支部・部会共催の地域社会事業として、地域
の方々とふれあい喜んで頂ける法人会祭り Ｓ
ＫＩＰふれあいフェス２０１７ を昨年の第１回に
続いて、
ＳＫＩＰシティ屋内外の会場にて開催し
ました。当日は予 想を上 回る多くの 市 民な
方々で賑わい、支部・部会と企業・団体が５２
ブースがそれぞれ趣向を凝らした出店をした。
メインステージでは楽しいイベントで大変盛り
上がり毎年開催して欲しいとの数多くの声が
聞かれました。
〈来場人数推定１２，
０００人〉

屋外出店ブー

ス

イベント観客

特設ステージ

屋外会場

【屋外・屋内５２ブース】当日は、
ＳＫＩＰシティの屋内ブースと屋外（プロム
ナード）
ブースに５２の企業・自治体・団体が出店した。税金クイズラリー
（正解賞は鳩ヶ谷特産ソース焼きうどん）、占い教室・鑑定、子どもコマ大
戦（トーナメント勝者に競技用コマプレゼント）、そば打ち名人実演、草加
手焼きせんべい体験、木工教室（埼玉県環境部・さいたま緑のトラスト運
動）、ペーパークラフト教室、折り紙教室、
キックボウリング
（アヴェントゥー
ラ川口）、中国語会話教室、バルーン教室、
フェイスボディペイント、
ドク
ター・ナース体験、など子どもたちとその家族が楽しめる盛りだくさんの
出店。また、健康に関しての催事として、身近な健康講座（講師：済生会川
口総合病院医師）や健康測定会（肺年齢・乳がんチェック）、身体ケアマッ
サージから美容チェック相談、暮らしのなんでも相談として税務相談（税
理士会）、年金・介護相談（社労士会）、
ローン・相続相談（地元金融機関）
な
ど多種・多様な出店。更にはＢ級グルメ、煎りたてコーヒー、地元新鮮採れ
たて野菜特売など。

ス

屋外出店ブー
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屋内出店ブー

ス

屋外出店ブース

屋内出店ブース

ス

屋外出店ブー

ス

屋内出店ブー

地元小中高校

吹奏楽部

埼玉西武ライオンズ・ブルーレジエンスとレオ・ライナ

【屋外特設ステージ】川口さくら太鼓でオープニング。地
元小中高校の金管クラブ・吹奏楽部・ダンス部、
ミスユニ
バース埼玉大会ファイナリストのトークとキッズウオーキ
ングや写真撮影会、
メインイベントの ゆるキャラ大集
合！
！
（１２体）ゼイキングと税金クイズ大会、税と環境を
テーマとした環境戦隊ステレンジャー、埼玉戦士さい
たぁーマンによるヒーローショー、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&レオ・ライナ、工藤慎
太郎熱唱ミニライブ、川口少年少女ミュージカル団、全
国優勝した青木バトンクラブ（メンバーの総合高校２年
生・越智田さんは世界大会２位）などが出演。ちんどんバ 税と環境
をテーマとした
環境戦隊ステレ
ンド・ざくろが演奏練り歩きし会場を盛り上げた。
ンジャ

ー

工藤慎太郎ミニライブ

ゆるキャラ大集合！ゼイキング・クイーンと税金クイズ大会

奥ノ木川口市長挨拶

青木バトンク

会2位越智田

さん他

団

バルーンアートショーtomo(全日本4連覇)

閉会:須賀会長と御成姫準グランプリ

県公認)

たぁマン(埼玉

埼玉戦士さい

ラブ・世界大

ミュージカル

重さ体験！

部会長)と1億円

口青年
ゼイキング(関

勝)

(全日本大会優

ラブ
青木バトンク

川口少年少女

ー

スト・トークショ

玉大会ファイナリ

ミスユニバース埼

ちんどんバン

ド☆ざくろ

【後援】埼玉県、川口市、川口商工会議所、草加商工会議所、鳩ヶ谷商工会【協力】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、川口青色申告会、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、埼玉県消費生活支援センター、
埼玉県金融広報委員会、埼玉県社会保険労務士協会川口支部、川口市観光物産協会、
川口市立科学館、鳩ケ谷商工会青年部、済生会川口総合病院、全日本労働福祉協会、
NPO法人全日本製造業コマ大戦協会、スキップデジタルステーション、映像ミュージア
ム、埼玉りそな銀行川口支店、武蔵野銀行川口支店、川口信用金庫、青木信用金庫、大同
生命保険（株）埼玉南支社、
ＡＩＵ損害保険（株）
さいたま営業支店、
アフラック埼玉総合支
社、埼玉新聞社、
Ｊ
：ＣＯＭ川口戸田、
ＦＭコミュニティ川口、マイシティじゃーなる、他多数
の協力をいただき、誠にありがとうございました。
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ふる里だより

川口市役所文化財課

「城」の総構えは、何と、７７万㎡！
〜関東のグランドデザイナー「伊奈」氏が築いた赤山陣屋〜
東京メトロに直結、
埼玉と東京・神奈川を結ぶ

ます。また、
寺社地として、
東堀外側に山王三社と

「埼玉高速鉄道」、
通称埼玉スタジアム線。その沿

呼ばれる神社群。外堀の南端には伊奈家の菩提

線「新井宿駅」の北東約1.5ｍの「赤山」地域に、

寺「源長寺」が見て取れます。それらを総合すると

関東郡代（幕府代官）伊奈氏の陣屋（赤山城）が

往時の陣屋は、
東京ドーム約16個分にも相当する

あります。この陣屋の総面積は約７７haの広さを

広大なものだったこということが窺い知れます。

誇っていました。

伊奈氏の築いた赤山

地元、
安行原の中山家に伝わる「赤山陣屋敷絵

陣 屋は、現 在 飛 騨 高 山

図面」
（市指定文化財）によりますと、
東西南北総

に残されている江戸時

延長約１.8㎞の人工の内堀に囲まれた場所に陣

代の、
「高山陣屋」を彷

屋の中核があります。その中には表門や裏門。

彿させるものであったと

「御役屋」、
「御家形」と呼ばれる代官伊奈氏の執

思われます。今後の検証

務所や居宅が。さらに、
これらを取り囲む自然地形

の成果に期待が寄せら

を巧みに利用した外堀の内外には、
総勢５０余名

れます！

の家臣たちの屋敷地(約60万㎡)が配置されてい

赤山陣屋敷絵図面

本店外観

わがまち わが企業

店頭

株式 会 社デイジイ

お客様に幸せを感じていただけるようなパンを。
いつでも
「焼き立て、揚げたて、作りたて」のおいしさを。
毎日約200種類の豊富な品ぞろえで選ぶ楽しさを。

デイジイは素材へのこだわりや新技術の導入な
ど、
常に本物のおいしさを追求します
「本物への執着と追求」の経営理念のもと、
創業
50年以上、
変わらぬ味を提供し続けています。 私た
ちは、
創業以来、
粉から作るオールスクラッチという伝
統的製法を守ってパンを作っています。 長時間熟成
発酵によってじっくりと生地を寝かせてから焼き上げ
たパンは、
翌日になっても風味や旨味が変わりませ
ん。そんな生地作りはもちろんのこと、
使う素材も厳
選しています。 たとえば卵は
【美珠卵】
という蔵王高
原産で、
餌に海藻とゴマ、
ワインの搾りかすなどを多
く配合することで、 卵の甘みが強く感じられるプレミ
アム卵です。
レタスは、
シャキシャキとした食感が特徴
の無農薬レタス、
粉は作るパンの種類によってそれぞ
れ最適なものを選んでいます。
また、
品質の落ちる機械化はしない主義ですが、
フ

農林水産大臣賞

ライヤーにドクターフライ（http://evertron.jp/）を
導入し、
カレーパンやドーナツ、
コロッケなどは油の吸
収を抑えるためカリッとヘルシーに仕上がっています。
季節、
店舗によってはお取扱いしていない商品がご
ざいます。ご利用の店舗にお問合せください。
◆会社名：株式会社デイジイ
◆代表者：倉田
◆本

博和

社：〒332-0002
埼玉県川口市弥平２−９−１７

◆連絡先：ＴＥＬ.０４８−２２７−６０６０
ＦＡＸ.０４８−２２７−６０６２
URL http://www.daisy1962.co.jp/
◆業

種：パン・洋菓子の製造販売

◆店

舗：本店、川口店（末広）、西川口店（西川口）、
東川口店（東川口）、蕨店（錦町）

★ 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中！（無料）
8 （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

「気後れせずＩＴ導入で課題解消へ」

経済コーナー

ジャーナリスト

少子高齢化を背景にした「人手不足」「事業
承継」「海外展開」が、中小企業経営を取り巻く
課題である。この対応のため国や支援機関は多
様な施策を講じ、中小企業の取り組みを後押し
しているが、大半の中小企業は課題を感じてい
ても、具体的な対応策をとっていないと取材で
聞いた。深刻さは今後、増していくのだろう。
その一方で、生産効率の向上と人手不足の対
策にもつながると期待されているのがＡＩ（人
工知能）の導入だ。あらゆる機器がインター
ネットで結ばれるＩｏＴ（モノのインターネッ
ト）で集められたビッグデータをＡＩが記憶
し、人の行動パターンを学習する。今後、受付
業務や問い合わせ対応のほか、多くの事務作業
もＡＩに置き換わることは間違いない。
何十年も先のことではなく、導入はすでに始
まっている。一部報道機関でも株や外国為替な
ど定型的な文章については、ＡＩが記事を書い
ているという。私が悪戦苦闘している本コラム
もＡＩなら数秒で書いてしまう。そう思うと物
書きたちの廃業の危機は時間の問題なのかもし
れない。
コンピューターは人と比べ、記憶量と計算速
度は桁違いに優れている。これに自ら学習する
機能が備わるのだから、勝てるはずがない。も
う少しＡＩの進歩を見てからだが、白旗を掲げ
る準備は抜かりなく行うつもりでいる。
せめて開発者にはＡＩが〝ターミネーター〟
にならないよう注意を呼び掛けたい気持ちだ。
ＡＩは人の行動パターンをデータとして記憶し

海部

隆太郎

学習するのだから、正しい行動か誤った行動な
のかは人が教えなければいけないはず。これが
崩れてしまうと、まさにＳＦ映画が現実になる
と想像してしまう。

ＡＩもＩｏＴも半世紀前の概念
ＡＩは将棋名人に勝ち一躍注目を集めている
が、この概念が生まれたのは最近のことではな
い。1956年に開かれたダートマス会議からと
いう。もう60年も経っている。そういえば、は
やりのＩｏＴもクラウドも米国でインターネット
が開発された当初からあった考え方であり、発想
そのものは最先端とはいえないのではないか。
そのように考えると、我々が抱えている現在
の課題解決の手法の根源は、はるか昔に考えら
れてきたことを現代の技術で蘇らせただけに過
ぎない、という考え方が成り立つと思う。
これを「温故知新」というのではないか、と
考えるのは私だけだろうか。かなり強引な展開
に持ち込んでしまったような気がしてきたが、
言いたいことは最先端技術を全面に出されると
気後れてしまうが、昔に考えたことだと思えば
気が楽になるという表面的なことである。
冒頭で触れた、課題に向き合わない中小企業の
中には、ＩＴ導入などに消極的な経営者が少なく
ないのではと思う。今の仕組みを変えなくては生
き残れない可能性が高いのだから、前向きに取り
組んでみるべきだ。国の補助金制度を活用すれ
ば、費用負担も軽減できる。大昔の概念だと思い
気軽に一歩踏み出すことを勧めたい。

【筆者紹介】海部隆太郎（かいべ・りゅうたろう）法政大学卒。日本工業新聞社、ＩＴ企業を経て独立。中小企業を中心
に企業が抱える幅広い課題について取材活動を展開する。

e - Tax
国税電子申告・納税システム

「e-Tax」なら国税に関する申告や
納税、申請・届出などの
手続がインターネットで行えます。

納 税 にはダイレクト納 付 が 便 利です！
e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

で
告で
申告
子申
電子
電
UPP !!
率U
効率
効

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。
※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

e-Taxを利用して所得税及び復興特別所得税
の申告をするとこんなメリットが！

法人会

添付書類の
提出省略

還付が
スピーディ

法人会は会社経営の効率化のために
e-Taxの普及を支援しています。

ご利用に際し条件、注意事項があります。
詳しくはホームページでご確認ください。

イータックス

検索

添 付書 類の 〜景気は、緩やかな回復基調が続いている〜 先行きについては、雇
内閣府「月例経済報告」（平成29年11月）

提出省略
（注）
用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、
緩やかに回復していくことが期待される。ただし、海外経済の不
確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。
※詳細は、
内閣府ホームページ http://www.cao.go.jp/
還付が
スピーディー
e-Taxを利用して所得税及び復興特別所得税
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経営コーナー

〝職場の淀み〟は悪い方に
流れることに注意！
！
産業カウンセラー

◆仕事の効率の波─その意外な原因
食品工場のマネジャーＳさんから「どうもみん
なの歩調が合わない時がある。だんだん積極性が
見られなくなる。自分の指導が悪いのか」という
相談を受けました。ちょうど大事な納期が一段落
した時でした。Ｓさんの言葉に、こちらが考える
ヒントがあったので「いい時とそうでない時があ
るということですか」と聞いたところ「めちゃく
ちゃ忙しい時はリズムがいいですね。いつもこう
ならいいのですが」と答えてくれました。
多忙な時はみんなが懸命になって取り組み、仕
事がはかどります。一段落すると、ひとりひとり
自分流の仕事のやり方に戻ります。よくある現象
です。ふだん私たちは、苦手なことや面倒なこと
をつい後回しにしてしまいがちです。いざ取りか
かれば普通にできるのに、なかなか重い腰が上が
らないことを経験した方も多いと思います。取り
組みが遅い人がそばにいるとつい同じようになっ
ていきます。これは、性格とかやる気の問題と思
われがちですが、実はそうではありません。脳の
神経細胞「ミラーニューロン」が働いたからで
す。人は他人の行動を見て、まるで自分が同じ行
動をとっているように〝鏡〟のような反応するこ
とから名付けられました。２０年前にイタリアの
学者によって発見されました。

◆いつもと同じ仕事のペースこそ重要

柏木

勇一

です。例えば、きれいな道路では、ふだんは誰も
ゴミを捨てないけれど、ひとりが捨て始めると、
あっという間にゴミの道になることでも、この脳
の働きが分かると思います。
Ｓさんにこの話をしたら、うーんとうなって
「なるほど分かります。忙しい時は何も考えない
でみんなすぐやります。問題は日常の仕事をだら
けないようにすることですね」と語りました。そ
こから、ふだんからみんながペースを乱さないで
仕事をこなしていくためにはどうするか。

◆ミーティング改善、
短い休憩時間増やす、イベント…
数日後、Ｓさんはマネジャー仲間で話し合って
まとめたことですが、とことわっていくつかのア
イデアを話してくれました。ひとつはミーティン
グの中身の改善です。会社の伝達事項が中心だっ
た手法を改め、ふだんから模範になる取組み方
を、あえて個人名は挙げないで紹介する案です。
意識改革につなげる意図があります。短い休憩時
間を取り入れることの狙いは、休憩だから各自自
由にするのではなく、例えば１０分〜１５分程度
集まってもらって、その日、その時、良かったこ
とをみんなでひとこと話し合う方法です。進め方
の共有を期待していました。イベントは、ずばり
＜ごくろうさん会＞です。多忙な仕事に区切りが
ついたときに、みんなで飲食会を開こうという案

脳は無意識に目の前の人の真似をしてしまう。

です。ワイワイガヤガヤの話し合いから一体感が

自分でも気づかないうちに周りの人と仕草や話し

生まれるだろうという計算です。もちろん好まな

方まで似てくる。これを職場に当てはめれば、周

い社員もいるでしょう。自由参加で、と話してく

りに「すぐやらない人」がいたとすると、周囲に

れました。

伝染していくということです。すぐやらなくても

いかがですか。働きやすく成果が上がる職場

いい、先延ばしをしてもいい、という雰囲気が作

を、現場の感覚でどうすればいいか考えることは

られていきます。もちろん、「すぐやる人」がい

とても大事です。Ｓさんのマネジメントは素晴ら

ればそれも真似されますが、実は「すぐやらない

しいですね。職場の悪い流れを止める努力はやは

人」、つまり良くないことの方が伝染力は強いの

り現場でしかできません。

【筆者紹介】柏木勇一（かしわぎ・ゆういち） 1941 年生まれ。大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在ＥＡＰ企業でカウンセラー
として活動。産業カウンセラー、家族相談士、交流分析士。

埼玉県四半期経営動向調査 （平成29年9〜10月）〜県経済は緩やかに持ち直している〜
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足下では住宅で弱含みがみられるものの、雇用情勢は着実に改善しています。また個人消費も持ち直し、企業活動関連の指標
（倒産、景況判断、設備投資）も堅調な動きを示していることから「県経済は緩やかに持ち直している」とし、前月からの判断を
据え置いています。
※詳細は埼玉県ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/keizai/2017keizai.html

公益財団法人全国法人会総連合

税務コーナー

平成３０年度税制改正に関する提言

(重点項目・国税関係)

全法連では、「平成30年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、平成29年10月5日開催の法人
会全国大会（福井大会）で宣言した。提言は、法人会員のアンケート調査（調査期間：平成29年3月
〜5月、有効回答総数10,925）に基づいてまとめられた。以下は、その提言からの重点項目・国税
関係を抜粋した。

１．税・財政改革のあり方
⑴財政健全化に向けて
財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入
の一体的改革によって進めることが重要であ
る。歳入では安易に税の自然増収を前提とする
ことなく、また歳出については、聖域を設けず
に分野別の具体的な削減の方策と工程表を明示
し、着実に実行する。
⑵社会保障制度に対する基本的考え方
社会保障分野では団塊の世代すべてが後期高
齢者となる「２０２５年問題」がクローズアッ
プされてきた。医療と介護の給付急増が見込ま
れるためで、これを「重点化・効率化」によっ
て可能な限り抑制し、かつ適正な「負担」を確
保していかなければ、社会保障制度が立ち行か
なくなる。
⑶行政改革の徹底
行政改革を徹底するに当たっては、地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神
に基づき自ら身を削らなければならない。特に、
国会議員・公務員の定数削減、および公務員人
件費の抑制等は急務であると考える。
⑷消費税引き上げに伴う対応措置
消費税率１０％程度までは単一税率が望まし

いことを改めて表明しておきたい。これまでも
指摘してきたように、軽減税率は事業者の事務
負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コ
ストおよび税収確保などの観点から極めて問題
が多いからである。

２．経済活性化と中小企業対策
⑴法人実効税率は「20％台」への引き下げが実
現したが、今般の税率引き下げの効果等を確
認しつつ、国際競争力強化などの観点からさ
らなる引き下げも視野に入れる必要がある。
⑵中小法人の軽減税率１５％の本則化と適用所
得金額を１,６００万円程度に引き上げる。
⑶中小企業の技術革新など経済活性化に資する
措置（中小企業投資促進税制等）は制度を拡
充し、本則化すべきである。

３．事業承継税制の拡充
⑴事業に資する相続については、事業従事を条
件として他の一般財産と切り離し、非上場株
式を含めて事業用資産への課税を軽減あるい
は免除する、欧州並みの本格的な事業承継税
制の創設が求められる。
⑵相続税、贈与税の納税猶予制度について要件
緩和と充実

平成30年度税制改正スローガン
● 厳しい財政状況を踏まえ、国・地方とも行財政改革の徹底を！
● 超高齢化社会に対応した社会保障制度を構築するため、適正な負担と大胆な受益の抑制を！
● 地域経済と雇用の担い手である中小企業に、税制措置でさらなる活力を！
● 中小企業は地域経済の要。本格的な事業承継税制の創設により事業の継続を！
★「平成30年度税制改正に関する提言書」「平成30年度税制改正に関する提言（解説）」は、
当会ホームページよりご覧いただけます。
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【川口税務署からのお知らせ】
平成29年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、
平成30年2月16日(金)から同年3月15日(木)までＳＫＩＰシティで行います。
なお、この期間中、川口税務署庁舎内では、申告相談を行っておりません。
※土、日を除きます。ただし、2月18日（日）及び2月25日（日）は開場します。

申告書は、
国税庁ホームページで
作成できます！

国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」のメリット

1

確定申告会場に出向く必要なし！

2

いつでも利用可能です！

3

自動計算機能が便利です！

4

翌年からは更に便利になります！

作成した申告書等は印刷し、郵送等により税務署に提出することができます。
なお、確定申告会場で使用しているパソコンのソフトウエアも同じものです。

確定申告期間中は、２４時間いつでもご利用できます。

毎年の税制改正に対応した自動計算機能により、計算誤りのない申告書等を
作成することができます。

作成した申告書等のデータを保存しておけば、翌年の申告で利用できますので、
入力項目が少なくなり、翌年から更に便利になります。

申告書作成から提出までの流れ
① 「作成コーナー」

へアクセス

ご自宅等のパソコンから、
「作成コーナー」で検索。

国税庁ホームページ

www.nta.go.jp
作成コーナー

検索

② 申告書を作成

画面の案内に従って
金額等を入力し、
申告書等を作成。
タブレット端末等を
ご使用の方はこちら
をご利用ください。

③ 申告書を提出
▶

書面提出 の場合

▶

印刷して郵送等で提出。

ｅ-Tax の場合

事前準備が必要です。
詳しくは裏面を
ご覧ください。

例年、確定申告会場（ＳＫＩＰ会場）は大変混みあい、来場してから手続が終了するまで、
長時間（最大３時間超）要しています。
申告書は、ご都合のよい時間にご自宅等で作成し、郵送等で提出願います。
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お問合せはお電話で！ 〜ご不明な点等は、お電話で問い合わせることができます〜
▶ 作成コーナーの操作などに関するお問合せ
パソコンはあまり得意じゃないんだよね。

自宅で申告書を作成中に、操作方法とか分からない場合はどうしよう？

大丈夫!！作成コーナーの操作に関するご質問は

お電話で問い合わせることができます。
e - コクゼイ

ｅ-Tax・作成コーナーヘルプデスク 0570-01-5901（全国一律市内通話料金）
作成コーナーの操作方法などに関するご質問

月曜日〜金曜日 9：00〜17：00（祝日等及び12月29日〜1月3日を除きます。）
受付時間は、時期により延長する場合があります。お問合せに当たっては、最新の情報をe-Taxホームページでご確認ください。
上記のナビダイヤルがご利用できない場合などは、03-5638-5171をご利用ください。
間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもお間違えないようご注意願います。

▶ 税務相談などに関するお問合せ 048-252-5141（川口税務署）
自宅で申告書を作成中に、
ちょっと申告内容に関して
相談したいんだけど、
どこに聞けばいいかな？
申告に関するご質問や必要な書類の確認などは、

お電話で問い合わせることができます。
自動音声によりご案内しておりますので、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。

納付期限と振替納税の利用について
【納付期限】
◎申告所得税及び復興特別所得税…平成30年３月15日（木)
◎消費税及び地方消費税（個人事業者）…平成30年４月２日（月)
【振替納税】
◎申告所得税及び復興特別所得税…平成30年４月20日（金）
◎消費税及び地方消費税（個人事業者）…平成30年４月25日（水）
現金で納付される場合は、納期限までに現金に納付書を添えて、お近くの金融機関（日本銀行歳入代理店）
又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。
また、ｅ-Taxを利用すれば自宅や事務所などからインターネット等を利用して電子納税することができます。
振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出していただくだけで、ご指定の預貯金口座
から振替日に自動的に納税が行われます。納税のために金融機関や税務署に出向く必要がなく、預貯金残高を確認
しておくだけで納付手続を済ませることができる、大変便利で確実な納付方法ですので、ぜひご利用ください。
なお、振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
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第34回 法人会全国大会 福井大会
「経済再生には中小企業の成長が不可欠、
税制改正提言の実現を」

第34回法人会全国大会が、10月5日㈭、福井
産業会館で開催された。当日は全国から約1,800
名が参加した。当会から、須賀義幸会長、菅生勇
副会長、加藤耕誠税制委員長、吉澤篤事務局長が
参加した。
大会式典では小林栄三全法連会長の主催者挨
拶、佐川宣寿国税庁長官、西川一誠福井県知事ら
来賓の挨拶があった。
柳田道康全法連副会長・税制委員長による「平
成30年度税制改正に関する提言書」の趣旨説明
が行われた。締めくくりとして利根全法連副会長
より以下の大会宣言が発表された。「真の経済再
生のためには、地域経済と雇用を担う中小企業の
力強い成長を促す税制の確立が不可欠である」わ
れわれ法人会は、「中小企業の活性化に資する税
制」、「本格的な事業承継税制の創設」等を中心

とする「平成30年度税制改正に関する提言」の
実現を強く求めるものである。」と宣言し、閉会
した。
また大会に先立ち、毎日新聞専門編集委員、与
良正男氏を講師に「今後の政治と経済の行方」を
演題に記念講演が行われた。
来年の全国大会は、10月11日鳥取市で開催さ
れる。

法人税・消費税の申告説明会開催

式典会場全景

式典 主催者挨拶（小林全法連会長）

大会宣言（利根全法連副会長）

記念講演会 与良正男氏

参加者募集中―法人税・消費税の申告説明会ご案内

法人税・消費税の申告説明会
が、１０・１１月決算の企業（未
会員企業含む）を対象に川口会
場１１月２１日（火）SKIPシテ
ィ４階会議室、草加会場１１月２２日（水）草加市
文化会館３階第一会議室にて開催されました。
（参
加者：川口20名、草加19名）
当日は、川口会場で早船研修担当副会長、草加会
場で小内研修委員長より開会挨拶・を行った後、事
務局長より事業報告案内と 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
署藤岡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。

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。
日

時

場

所

１月２５日（木）
SKIPシティ4Ｆ
ＡＢＣ会議室
（川口市上青木3-12-18）

対象者
講

師

内

容

14時〜15時40分

２月２日（金）

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（12月・1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

税のカレンダー（12 月・1 月）
1

29年11月分源泉所得税・住民税特別徴収税
額の納付

2 給与所得の年末調整

調整の時期：本年最後の
給与の支払いをする時

5 30年４月決算法人の中間申告（予定申告） 申告期限…30年１月４日
30年１月決算法人の消費税中間申告…
申告期限…30年１月４日
6
第３四半期分

8

30年７月決算法人の消費税の中間申告…
第１四半期分

1 給与所得者の扶養控除等申告書の提出

月

1

半期分、第２四半期分

2

29年12月分源泉所得税・住民税特別徴収
税額の納付

申告期限…30年１月４日

納期限……30年１月22日

4

提出期限…30年１月31日

法定調書の合計表・源泉徴収票・支払調書の
提出

7 固定資産税の償却資産に関する申告

1

8

個人の県民税及び市町村民税の第４期分
の納付

交付期限…30年１月31日
提出期限…30年１月31日
申告期限…30年１月31日
納期限……30年１月31日

9 29年11月決算法人の確定申告（注）
申告期限…30年１月31日
10 30年５月決算法人の中間申告（予定申告） 申告期限…30年１月31日

月

7

30年４月決算法人の消費税の中間申告…

3 納期の特例適用者の源泉所得税額の納付

5 源泉徴収票の受給者への交付
6 給与支払報告書の提出〈各市町村長〉

3 固定資産税・都市計画税の第３期分の納付 納期限……29年12月28日
申告期限…30年１月４日
4 29年10月決算法人の確定申告（注）

月

12

納期限……29年12月11日

申告期限…30年１月４日
提出期限：本年最初に給与
の支払を受ける日の前日

納期限……30年１月10日

11
12
13

30年２月決算法人の消費税の中間申告…
第３四半期分

30年５月決算法人の消費税の中間申告…
半期分、第２四半期分

30年８月決算法人の消費税の中間申告…
第１四半期分

申告期限…30年１月31日
申告期限…30年１月31日
申告期限…30年１月31日

注：確定申告：法人税・消費税・法人県民税等・法人住民税・法人事業所税

埼玉県事業引継ぎ支援センター開設 事業承継について専門スタッフが無料で相談に応じています。
14 当センターについては、川口法人会ホームページ『経営支援ＷＥＢサイト』の中のバナーからご覧いただけます。
【問合せ先】電話048−711−6326

ＦＡＸ048−711−6378

E-mail

hikitsugi@saitamacci.or.jp

社会貢社
献会
活貢
動献
報活
告動
・案内
川口市産品フェア
２０１７に出展
SKIPシティにて開催された第３回「川口市産品フェ
ア」（10/27〜29、3日間の来場人数49,000名）
に川口法人会は、第１回から市産品フェア実行委員会
の委員として積極的に参画・出展し、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した。
法人会屋内ブースではフェア３日間、事業活動の紹介パネルの展示や各種資
料・写真の設置し法人会の事業活動をＰＲしました。また屋外の法人会ブース
では、租税教育用アニメ放映、紙しばい実演、バルーン教室（50名参加）、
会場全体では税金クイズ＆スタンプラリー（参加者1,000名）、特設ステー
ジでは、バルーンアートショー、e-Taxと法人会PR風船のプレゼントを実施
しました。あいにくの雨天により、28日の14時以降と29日全日、法人会の
催事は中止となりました。

第２２回

川口法人会チャリティゴルフ大会

さいたま緑のトラスト基金と
日本骨髄バンクにチャリティ募金を贈呈

恒例のチャリティゴルフ大会が10月17日㈫栃木県プレステージＣＣにて開
催されました。
法人会の会員のほか、チャリティにご賛同いただいた一般の方を含め総勢
143名に参加いただき、総務委員のご尽力により実施しました。
当日は、秋空のもと、参加者は入賞を目指して日頃の腕を競い合いました。
参加者からご協力いただきましたチャリティ募金総額151,210円を「さいた
ま緑のトラスト基金」
（104,544円）と「日本骨髄バンク」
（46,666円）へ寄
附しました。チャリティにご協力頂きました皆様には深く感謝申し上げます。

青年部会社会貢献活動・租税教育事業

ファミリーコンサート

入場無料 ☆どなたでも参加できます☆

〜ゼイと歌・踊りのコラボ〜家族みんな笑顔で元気になる！
●日

時：平成30年2月17日㈯ 14：00開演（13：30開場）

●会

場：アコスホール（草加駅前東口側・アコス南館７階）

●定

員：500名（定員になり次第締切り）

●その他：ゼイキング（青年部会長）も登場し税金クイズショー

ゼイキング登場

川口法人会ホームページは、“より使える情報、より最新情報、より見やすい」を目指して日々新たに付加価値向上に
努めています。一例、社会・経済の動き(厳選ニュース10項目)を毎週1回更新しています。
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社会貢献活動報告
第48回

鳩ヶ谷商工まつりに出展

10月8日㈰9日㈪に鳩ヶ谷庁舎構内の会場
にて開催された鳩ケ谷商工まつりに川口法人
会は出展し、第八支部と青年部会の役員の支
援により広く税の啓発活動と社会貢献活動を
行いました。
租税教育用アニメ「けんたくんの大冒険」放映、税の紙しばい「カッ
パのいたずら」を実演。続いて子供向け税金クイズ「クイズだゼイ！」
を実施し、正解者にはけんたくんグッズをプレゼント。また、8日㈰は特
設ステージで全日本四連覇中のTOMOによる「バルーンアートショー」
で大いに盛り上がりました。9日㈪はプロペインターＹＵＫＩによるフェ
イス・ボディペイントが大人気でした。

草加ふささら祭り前夜祭

ファミリーコンサート

伊藤咲子歌謡ショー開催 第六支部・第七支部

11月2日㈭午後6時30分から草加アコスホールにおいて、第六支部
（草加第一）、第七支部（草加第二）共催でファミリーコンサートを開
催しました。 草加市の音楽都市宣言 を応援することを目的にそして
市民に音楽を楽しんでいただく地域社会貢献活動の一環として開催しま
した。
須賀会長の主催者挨拶、ご来賓の草加ふささら祭り実行委員会名誉会
長の草加市田中市長、同実行委員会山崎事務局長（草加商工会議所会頭
の代理出席）よりご挨拶を頂きました。
まず前座でJAさいたまの女性部によるフラダンスが行われました。
メインイベントとして、かってのアイドル伊藤咲子による歌謡ショー
で盛り上がりました。
最後に、大抽選大会が行われ上位賞には、ゼイキング（北畠理事・前
青年部会長）が登場し、抽選で当選者に税金クイズが出題され正解者に
は豪華商品が贈呈された。（来場者３００名）

第26回草加商工会議所まつりに出展
11月3日㈷松原団地駅綾瀬川左岸広場での草加商工会議所祭りに第六
支部(草加第一)、第七支部（草加第二）の役員総勢20人により出展しま
した。
法人会出展ブースでは役員等により、税のアニメ放映、税の紙しばい
を実演し、その後に、ゼイキングが登場し「クイズだゼイ!」を行いクイ
ズ正解者に賞品をプレゼント。クイズ出題の掛声に参加者の反応も高ま
り、盛り上がりました。子ども達にe-Taxと法人会PRの風船をプレゼン
ト。またフェイスボディペイントでは整理券が直ぐに無くなるほどの大
人気でした。

第11回 新郷ふれあい祭りに出展 第四支部
11月19日㈰に蓮沼公園において開催された 新郷ふれあい祭りに川口
法人会第四支部が出展し、社会貢献活動を行いました。
特設ステージでは、法人会提供で中国雑技ショーを行いそのアクロ
バットな妙技に観客は息をのみました。法人会出展ブースでは小学生を
対象に、租税教育用のアニメ放映と紙しばい、税金クイズを実施しまし
た。また、 ネットで申告・納税できるe-Tax の風船を配布し、ＰＲ
しました。

軽減税率制度に関するご相談 【消費税軽減税率電話相談センター】専用ダイヤル0570-030-456
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消費税の転嫁等に関する相談 【消費税価格転嫁等総合センター】 専用ダイヤル0570-200-123
受付時間

9：00〜17：00（土日祝除く）

社会貢献活動案内
セミナーのご案内

☆どなたでも参加できます☆

経営実務セ ミ ナ ー

労務管理セミナー

補助金・助成金有効活用講座
〜その具体的な申請方法と
採択ポイントの急所〜

【講

師】中小企業診断士 石川アサ子氏

（（株）プロモーターズ・カンパニー代表取締役）

【日

重要法改正の対応準備は
できてますか？

「有期雇用の無期転換ルール」と
「職業安定法」の対応

平成30年４月から５年を超える有期雇用
契約者は無期契約へ転換義務付けされます。

【講

師】特定社会保険労務士 小野 純氏

（社会保険労務士法人ソリューション特定社員）

時】平成30年2月16日(金)
【日 時】平成30年2月23日(金)
14:00開会（13:30開場〜16:30閉会）
18:30開会（18:00開場〜20:30閉会）
【会 場】フレンディア（川口駅東口隣接、キュポ・ラ本館４Ｆ） 【会 場】リリア１１Ｆ 中会議室（川口駅西口前）
【定 員】50名（定員になり次第締切り）
【定 員】40名（定員になり次第締切り）
【参加費】会員1,000円 非会員2,000円
【参加費】会員1,000円 非会員2,000円

Ｓ−Ｔ Ａ Ｘ ア カ デ ミ ー
第 ５回 講座
第６回講座
平成30年度税制改正のポイントと優遇税制の活用
経営者必須の簿記・会計知識
今後の税制の動向と経営者が留意すべき事
経営判断に必要な税務知識

【講

師】税理士 三吉誠史 氏

【日

（関東信越税理士会川口支部理事・企画部長）

時】平成30年1月17日(水)
15:00開会（14:30開場〜16:30閉会）
【会 場】フレンディア（川口駅東口隣接、キュポ・ラ本館４Ｆ）
【定 員】50名（定員になり次第締切り）
【参加費】会員1,000円 非会員2,000円

【講
【日

☆どなたでも参加できます☆

打楽器雑技団

Percussion Performance Players

●会
●定
●特
●主

春季

時：平成30年2月12日（月・祝）
15:00開会（14:30開場〜17:00閉会）
場：戸塚公民館ホール（戸塚東3-7-1）
員：260名（定員になり次第締切）
記：公演に先立ち租税教育用アニメ
「おじいさんの赤いつぼ」放映
催：（公社）川口法人会第五支部

入場無料

特別公開講演会

ファミリーコンサート

●日

（関東信越税理士会川口支部副支部長・研修部長）

時】平成30年2月7日(水)
15:00開会（14:30開場〜16:30閉会）
【会 場】フレンディア（川口駅東口隣接、キュポ・ラ本館４Ｆ）
【定 員】50名（定員になり次第締切り）
【参加費】会員1,000円 非会員2,000円

公演・講演会のご案内
ＰＰＰ

師】税理士 高田明子 氏

７分間の軌跡
〜TESSEI新幹線
清掃チームのやる気革命〜

●講

師：（合）おもてなし創造カンパニー代表 矢部輝夫氏

●日

時：平成30年2月14日㈬
18:30開会（18:00開場〜20:00閉会）
場：フレンディア（川口駅東口隣接、キュポ・ラ本館４Ｆ）
員：２００名（定員になり次第締切）
記：ハーバード大学、スタンフォード大学の講義で絶賛！
催：（公社）川口法人会第一支部・第二支部共催

●会
●定
●特
●主

能楽体験講座

〜能の世界へようこそー
伝統芸能の魅力を体験〜

毎年大好評！第５弾！
半能『土蜘蛛』、謡・舞・囃子の体験
●出演者：観世流能楽師 上野朝義 師、
他シテ方３名、ワキ方２名、お囃子４名
●日 時：平成３０年３月１日㈭
18:30開会（18:00開場〜20:00閉会）
●会 場：鳩ヶ谷駅市民センター２F・多目的ホール
●定 員：１４０名（定員になり次第締切）
●特 記：妖怪と武士が織り成す室町時代のスペクタクル！
国家を狙った大妖怪「土蜘蛛」とは・・・
●主 催：（公社）川口法人会第八支部

（元JR東日本テクノハートTESSEIおもてなし創造部長）

税制改正講演会
平成30年度税制改正のポイント
●講

師：ＴＯＭＡ税理士法人・

●日

時：平成30年2月20日㈫
18:30開会（18:00開場〜20:00閉会）
場：新工会館（新郷工業団地協同組合）
員：100名（定員になり次第締切）
記：実務上の留意点から経営戦略や
節税対策での重要事項を解説
催：（公社）川口法人会第四支部

●会
●定
●特
●主

ＴＯＭＡコンサルタンツグループ㈱
代表取締役理事長 市原和洋 氏（税理士）

☆参加申込：いずれも定員まで先着順に受付。
セミナー・公演・講演名・参加者名と参加人数、電話FAX番号・住所を
記載してファクシミリ又はハガキでお申込みください。追って
「参加証」
を送ります。
川口法人会宛FAX048-263-3474 〒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

【厚生労働省より】 有期労働契約の「無期転換ルール」〜本格化まであと半年！準備はお済みですか？
平成30年4月より契約が５年を超えた社員の申し出により無期労働契約に切り替えられます。人事制度や就業規則等の規程
改訂など早急な対応が必要です。
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事 業 報 告

（平成29年9月27日〜29年11月29日）

事

9
月

業

内

参加人数

容

27㈬ 18:30〜 MBS 草加市文化会館2F

5名

30㈯ 15:00〜 MBS 草加市文化会館2F
3㈫ 18:30〜 MBS 特別講座

3名

SKIPシティ4F AB会議室

10㈫ 15:30〜 総務委員会 SKIPシティ3FＡ会議室
11㈬ 18:30〜 MBS 草加市文化会館第一研修室
12㈭

10
月

15:00〜 正副会長会議 そごう10F桃源
17:00〜 金融機関との懇談会(川口)

16㈪ 18:30〜 MBS 特別講座
17㈫

5名
8名

そごう10F桃源

SKIPシティ4F AB会議室

チャリティゴルフ大会

プレステージCC

19㈭ 17:00〜 金融機関との懇談会(草加)

夢や芭蕉亭

20㈮ 15:00〜 S-TAXアカデミー第２回 リリア11F中会議室
21㈯ 10:00〜 法人会祭り実行委員会

SKIPシティ7F 研修室

26㈭ 15:30〜 税制委員会 SKIPシティ7F研修室②租税教育研修会
28㈯29㈰

7名
15名

市産品フェア SKIPシティ

1㈬ 14:00〜 SKIPふれあいフェス出展者説明会 SKIPシティ7F 研修室

20名
6名
140名
17名
19名
13名
9名
35名

2㈭ 18:00〜 草加ふささら祭り前夜祭・ファミリー公演 アコスホール 300名
3㈮

草加商工会議所ふささら祭り 綾瀬側左岸広場

8㈬ 15:30〜 広報委員会 SKIPシティ3F A会議室

10㈮ 18:30〜 MBS SKIPシティ7F 研修室②
11㈯12㈰

11
月

12㈰

5名

税に関する絵はがきコンクール展示・表彰式 SKIPシティ 344名
法人会祭り SKIPふれあいフェス SKIPシティ

13㈪ 15-17:00 S-TAXアカデミー第３回 フレンディア
17㈮ 18:30〜 MBS 草加市文化会館第二研修室
19㈰
19㈰-20㈪

6名

20名
5名

第四支部新郷ふれあい祭り 蓮沼公園
役員一泊研修会 伊香保・福一

21㈫ 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

22㈬ 14:00〜 法人税・消費税の申告説明会(草加) 草加市文化会館3F第1会議室
24㈮ 18:30〜 MBS SKIPシティ4F AB会議室

29㈬ 11:00〜 二者関係推進連絡会 SKIPシティ5F 交流サロン

63名
20名
19名
6名
6名

事 業 予 定（平成29年12月1日〜30年1月31日）
事

業

内

容

4㈪ 17:00〜 MBS 修了式&懇親会 銀座アスター
5㈫ 15:00〜 S-TAX リリア11F中会議室

13:30〜 正副会長会議
（草加）夢や 5F アークホール

12
月

7㈭ 15:00〜 常任理事会(草加）夢や 5F アークホール
16:30〜 三者懇談会(草加）夢や 5F アークホール

11㈪ 17:00〜 研修委員会 湊屋

12㈫ 15:30〜 組織委員会 SKIPシティ7F事務局会議室
13㈬ 17:00〜 法人会祭り反省会 竹江

14㈭ 15:30〜 厚生委員会 SKIPシティ7F事務局会議室

1
月

12㈮ 15:30〜 広報委員会

17㈬ 15:00〜 S-TAXアカデミー フレンディア

25㈭ 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
26㈮ 16:30〜 総務委員会

〜開催日時等は、都合により変更する場合があります〜

役員一泊研修会開催 11月19日㈰
役員改選期には、新体制で研修と懇親を一
泊で行い、翌年度は全会員を対象に全体研修
大会・懇親会を開催。今回、社団理事・監事、支
部理事・候補者、相談役・顧問を対象に伊香保
温泉・福一で開催しました。研修会第一部では、
第一部 講師：日本ＡＭＣ・倉林社長
『公益法人の理事・監事の役割』
について、
日本
最大の協会・公益法人の専門教育機関、
日本Ａ
ＭＣ
（株）
代表取締役 倉林栄一氏を講師に説
明がされ、役割の重要性を認識されました。第
二部は、
小内研修委員長（税理士）
より
『税務コ
ンプライアンス〜自主点検チェックシートの活用』 第二部 講師：小内研修委員長
について、全法連制作ＤＶＤで使って説明がされ、役員企業がまず率
先して実施することが推奨されました。
研修後は、
懇親会が開催され支
部をまたいで意思の疎通、
親睦交流が図られました。
（参加者：
６４名）

● 10月12日㈭正副会長会議開催
第５回正副会長会議をホテルオークラレストラン「桃
源」の個室で開催。
須賀会長の挨拶のあと、会議に先立ち役員一泊研修会
で予定している『公益法人の理事・監事の役割』の研修講
師を予定している日本AMC株式会社（公益法人・協会の専
門教育機関）代表取締役倉田栄一氏を招いて御進講いた
だいた上で、内容の検討及び要請を行った。
続いて正副会長会議の議事に入り、各副会長より各支部・
担当委員会の報告、第２回法人会祭りの進捗状況の報告、
絵はがきコンクール応募・審査の状況の報告、チャリティ
ゴルフ大会の参加状況報告、新規加入GOGOキャンペーン
の各支部推進状況報告、全国福井大会参加報告と税制改
正提言活動計画について協議した後、閉会した。
● 10月12日㈭金融機関様（川口）との懇談会開催
川口市内の金融機関様との懇
談会がホテルオークラレストラ
ン「桃源」個室にて開催された。須
賀会長から挨拶の後、各金融機関
の参加者からご挨拶をいただい
た。続いて、会議に入り、川口法人
会事業活動並びに会員増強推進状況・今年度会員増強目標
について説明がされ、阿部組織委員長から会員増強へのご
協力のお願いがなされた後、髙野副会長の挨拶で閉会し
た。会議終了後、懇親会が行われ、活発に意見交換、情報交
換がなされた。
（金融機関23名、当会関係役員27名参加）
● 10月19日㈭金融機関様（草加）との懇談会開催
草加市内の金融機関様との懇談会が夢やアークホール
で開催された。須賀会長から挨拶の後、各金融機関の参加
者からご挨拶をいただいた。続いて、会議に入り、川口法
人会事業活動並びに会員増強推進状況・今年度会員増強
目標について吉澤事務局長より説明がされ、阿部組織委
員長から会員増強へのご協力のお願いがなされた。続い
て、持木副会長の挨拶により閉会した。会議終了後、懇親
会が同２階宴会場で行われ、活発に意見交換、情報交換が
なされた。
（金融機関13名、当会関係役員17名参加）

川口マラソン大会に出場―
e-Tax電子申告と消費税完納をＰＲ

第36回川口マラソン大会が12月3日㈰に開催
され、川口法人会の近藤顧問（前会長）、以下6
名、
そして川口税務署の渡辺署長以下職員有
志の方々１５名および税理士会川口支部の百目
鬼支部長と有志の方々が参加し日頃の健脚を
競いました。
川口法人会と川口税務署職員の参加者は「川
口法人会e-Tax 消費税完納」の文字をプリントし
たお揃いのランニングシャツを着用し、
またイータ君
（国税庁e-Taxキャラクター）記帳くんも応援に加
わりランナーなど大会関係者や沿道の観戦者に
e-Tax利用促進と消費税完納をアピールし、
「法
人会ガンバレ
！」の声援を得て出走しました。
【川口法人会出走者】近藤敏春顧問、
岸部一貴
（親子）
、
常任理事、
小林和八常任理事、
石井郁
子さん、
木村敦さん
（会員）

草加市暴力排除推進協議会主催：平成29年度「なくそう暴力」標語コンクール最優秀作品

18 【中高生の部】『広げよう 暴力なくす 希望の手』、【一般の部】『見ているぞ ゆるさぬ暴力 地域の目』

新 入 会 員 の ご 紹 介
◎新しい仲間が増えました！
法

人

名

代表者名

地

業

種

所 属

紹

介

者

渡

辺

丈

治

川口市朝日2-15-6

広

告

業

第二支部

FP事務所えむあい㈱ 飯沼正廣

前川中央商店会

岩

谷

三

郎

川口市前川3-25-7

商

店

会

第三支部

事

鈴

月入会

藤

㈱オフィスフジサキ

平

㈱クレスト

鈴

ツヤカ貿易㈱

浦

㈱宇奥ジャパン

田

東日本住地㈱

髙

㈱幸陽農舎
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（平成29年10月31日現在／敬称略）

幸治

カイロプラクティック健美館
もつ鍋もつ焼き
㈲奥野運送店

和基

㈲エムエスケーエス
㈱ＭＢステップ

㈲ワイツープランニング
㈱エスイーアイ
㈲彩貴

㈱フラウス
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電子機器卸売業
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総 合 建 設 業

川口市上青木5-13-5-102

敬
彦
剛

川口市北原台3-16-10

草加市氷川町2124-13小暮ﾋﾞﾙ2F

防 水 工 事 業
貿
不

動

宗

教

易

産

業

法

人

マイクロバブル機製造・販売業

草加市青柳6-55-1

川口市桜町5-5-39

飲

川口市桜町1-11-40

食

業

自動車整備板金業

板橋区高島平7-36-6

飲

川口市本町4-5-8-C101

食

業

紙 製 品 加 工 業

川口市領家3-7-8

川口市南前川2-11-27

自 動 車 関 連 業

川口市木曽呂246-2メゾンベルテ304

カイロプラクティック業エステティック業

渋谷区宇田川町41-1第1共同ビル

運

川口市川口6-5-40中銀マンシオン502
川口市南前川2-15-3

川口市江戸袋1-33-25

生 命 保 険 業
飲

食

業

送

業

産業廃棄物再生処理業
建 設 業 / 足 場

川口市安行領家664-1

不

草加市栄町2-12-11

倉

草加市八幡町1049-1

運

草加市新栄4-829-71

製

草加市青柳6-11-40

動

庫

産

送
造

バトンタッチ！ 「災い転じて福となす」

「災い(わざわ)転じて(てん)福(ふく)となす」。古の方は
物事のとらえ方が実にポジティブだ。つい先日私自身もこ
の言葉に通じる経験をした。11月6日
（月）
川口から150
名を超える大所帯で大型バス４台に分乗し鎌倉の古刹
円覚寺・建長寺に研修旅行に出かけた。同じ宗派の
寺院が合同で行う研修旅行で、幹事の私は半年以上前
から打ち合わせ準備をした。鎌倉で精進料理、国宝の特
別拝観ということで締め切り期日前に定員になる盛況ぶ
り。
しかし、好事魔多し。
なんと、
トランプ大統領が来日した
のだ。首都高速はいつ止まるかもわからない状態。
「一度
止まったら１時間〜２時間動きませんよ。」バスの運転手

7つの間違い探し

業

業

業
業
業

第三支部
第三支部
第五支部
第六支部
第六支部
第七支部
第七支部
第八支部
第八支部
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第一支部
第二支部
第三支部
第三支部
第三支部
第三支部
第三支部
第四支部
第五支部
第七支部
第七支部
第七支部
第七支部
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体
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局

体

団
団
税
団

体
理

士

団

体

会

体
体

㈱ ム サ シ

髙 橋 雅 則

㈱ ム サ シ

髙 橋 雅 則

団

体

㈲セレクト保険サービス 松木大介
団

体

団
事

体

務

事

務

サニーライズ
団

局
局

伊藤淳一
体

団

体

団

体

㈱高千穂保険事務所 北畠文康
団

体

団

体

㈱ 鳶 も ち き 持 木 道 夫

●広報委員

荒井

正道

の言葉に肝を冷やす。急遽行程を変え、圏央道で鎌倉へ。
普段であれば混んでいる道路も、都心での交通規制に車を
控えたのか、
はたまた、都心から神奈川に抜けることができな
い車があったのか車の量が少ない。茅ケ崎から江の島経由
で鎌倉まで。
しかも、一切渋滞せずに鎌倉へ到着。
「この道
路はいつも混むのに珍しいです。」バスの運転手も驚いてい
た。
どんなことがあっても落ち着いて現実を受け入れ、現況を
分析し、対処できる方法を見つける。その事が功を奏したよ
うだ。参加者一同も予定にない海岸沿いのドライブを楽しま
れたようであった。江の島の海を見ながら鎌倉まで行けたの
は、
まさに
「災い転じて福となす」の出来事であった。

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、1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」2・3月号で発表致します。
【10・11月号の当選者】（川口市）穴沢美里様、井口優子様、本橋なおみ様、二宮弘子様、杉﨑東英様、大場京子様、宮島弘美様、大久保京一様、
小林千恵子様、北村俊男様、浅見直也様（草加市）豊田 博様、松本照子様、吉田隆彦様、土屋 健様【応募者：81通】
〔10・11月号の７つの間違い探しの答え〕

①「三浦」「伍浦」
②影のカタチ
⑤提灯の位置
⑥キセルの長さ

③傘の先
⑦花魁の鼻

④助六の目線
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「 語 り 継 が れ る 信 頼 」総 合 建 設

AUTHORIZED AGENT

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
● 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

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）

〇〇
四四
八八
︵︵
二二
六六
三三
︶︶
三三
四四
七七
七四
E-mail : oﬃce@kawaguchi-houjinkai.or.jp
URL : http://www.kawaguchi-houjinkai.or.jp/

（一流メーカー品が最大70％oﬀで提供できます。）

ＦＴ
ＡＥ
ＸＬ

