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〜税制改正アンケート調査実施

同封のアンケートにご回答下さい〜
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公益社団法人川口法人会

第８回定時総会・記念講演会・会員懇親会、５月23日㈭ 開催のご案内
◆第一部

記念講演会◆

会員以外の一般の方もご入場いただけます。
（参加無料） ※参加申込方法は13P

● 開会･･･午後2時30分（午後2時開場）

● 場所･･･川口リリア4階「音楽ホール」

橋 本 大二郎 氏

● 講師･･･

前高知県知事、ＮＨＫ社会部・文化科学部に勤務。
社会部では、宮内庁・皇室担当記者として昭和天皇崩御の報道に携わる。
テレビ朝日の情報番組「ワイド！スクランブル」のキャスター、早稲田大学大学院客員教授、
慶応義塾大学特別招聘教授、武蔵野大学客員教授・特任教授など歴任。

『平成を終えて、これからの日本は』

● 演題･･･

・昭和から平成への代替わりの際の思い出
・平成の間に起きた国内と世界の変化に、どう向き合っていくか
・これからの地域に必要な「よそごとではすまされない」という意識
・新しい元号の下に始まる時代は

◆第二部

定時総会◆

◆第三部

会員の皆様のご出席をお願い申し上げます。
（※別便でご案内いたします。その際に出欠のご回答（欠
席の場合は委任状）をご返信ください。）
● 開会･･･午後4時30分
（午後4時開場）

● 開会･･･午後6時30分
（午後5時30分開場）
● 場所･･･川口リリア１階
「展示ホール」
● ご招待来賓

● 場所･･･川口リリア1階
「催し広場」
● 議事･･･

第１号議案 平成30年度決算報告承認に関する件
第２号議案 任期満了に伴う役員改選に関する件
報告事項
平成30年度事業報告、
平成31年度事業計画並びに収支予算報告、他
● 表彰式・感謝状授与（特別貢献）

・加入勧奨表彰（金融機関、提携生損保、役員）
・福利厚生事業表彰（役員、提携生損保推進員）他

女性 部会

会員懇親会◆

法人会役員・会員（賛助会員含む）同士の交流・情報交換、
ご
来賓との懇親会を行います。

川口税務署長以下幹部、埼玉県川口県税事務所
長、川口市長、草加市長、川口商工会議所会頭、草加商工会議所会
頭、鳩ケ谷商工会会長、関信越税理士会川口支部長、地元金融機関
幹部、提携生損保幹部、他

※開会の冒頭30分間は、名刺交換タイムとさせていただきます。
（名刺をご持参ください）
※会場内ＰＲコーナー：会員企業の会社案内・商品カタログ設置・配
布、
商品展示等でPRできます。※事務局(048-263-3474)に事
前申し込み下さい。
※銀座アスターの料理
（ビュッフェ立食形式）
や余興でもお楽しみい
ただきます。
● 会費･･･一人

5,000円

平成31年度会員大会・特別公開公演、
５月16日㈭開催のお知らせ

● 会員大会並びに懇親会
〜女性部会員の方はご出席をお願いします〜

時間：午後4時30分開会
場所：銀座アスター川口賓館（リリア13階）

● 特別公開公演

議題：報告事項

・平成30年度事業報告・収支決算について
・平成31年度事業計画・収支予算について

※会員大会終了後、同会場にて懇親会を開催します。

《入場無料》一般公開 ※法人会員でない一般の方も参加できます。

『 ウーマノミクス・ハートフルコンサート2019』

〜近石瑠璃ハープ＆相川瞳パーカッション共演
with横浜バロック室内合奏団コンサート〜
日時：午後6時30分開会
（6時開場）
会場：リリア音楽ホール
青年部会

※参加申込方法は13P

平成31年度会員大会 5月14日㈫開催のお知らせ

● 会員大会 時 間：午後6時30分開会
場
議

所：「ダリアルーム」そごう川口店10階
題：報告事項

・平成30年度事業報告・収支決算について
・平成31年度事業計画・収支予算について
・次期役員及び運営体制について
・租税教育事業の報告及び今後の展開について
・卒業者への感謝状・記念品贈呈
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〜青年部会の会員の皆様の
ご出席をお願いします〜
● 終了後、懇親会を開催します。
会場：オークラレストラン「桃源」個室
（そごう川口店10階）
※青年部会OBの方もご出席願います。

★ 法人会では、
、“ふやそう新規会員加入キャンペーン”を実施中！新入会員をご紹介ください。
※入会申込書は、当会ホームページからダウンロードできます。また直接、ＷＥＢ入会申込ができます。

ピックアップ

全国の法人会で行う調査
法人会会員の皆様へ

2020年度 税制改正アンケート

税制改正アンケート調査にご協力をおねがいします！
〜皆様の貴重なご意見が税制改正に反映されます〜

会員の皆様が税制について常日頃お考えになっているご意見
をアンケート調査に反映させ、
わが国税制の健全な運営の一
端を担っていただけますようにご協力をお願いします。
アンケート回答にあたっては、
税務コーナーをご覧ください。

例年、全国法人会総連合では、税制改正アンケート調査を
実施し、その調査結果に基づいた「税制改正に関する提言」 1．アンケート用紙：この広報紙に同封、設問：６問
は、
わが国の税制改正に反映されています。
2．回答方法：郵送、ＦＡＸ、インターネット
http://www.saitamakenhoren.net/ のいずれか
これを受けて、埼玉県法人会連合では、法人会の全会員を
3．回答締切：5月7日（火）
対象に税制改正アンケート調査を実施いたします。

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項
平成31年度税制改正では、消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、住宅に対する税制上
の支援策が講じられるとともに、車体課税について、地方の安定的な財源を確保しつつ大幅な見直しが行われまし
た。さらに、
デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、
研究開発税制の見直し等が行われました。
法人会では、昨年９月に「平成３１年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治体等に提
言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小法人向け税制や事業承継に関する税制の見直しなど
法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、
以下のとおり実現する運びとなりました。

[法人課税] １．中小法人に適用される軽減税率の特例
法人会提言

改正の概要

・中小法人に適用される軽減税率の特例15を時限措置 ・中小企業者等に係る軽減税率の特例の適用期限が２年
（平成31年３月31日まで）ではなく、本則化する。
延長されました。
なお、直ちに本則化することが困難な場合は、適用期
限を延長する。また、昭和56年以来、800万円以下
に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少な
くとも1,600万円程度に引き上げる。

２．中小企業投資促進税制

・中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充し ・中小企業投資促進税制の適用期限が２年延長されまし
たうえ、「中古設備」を含める。適用期限が平成31
た。
年３月31日までとなっていることから、直ちに本則
化することが困難な場合は、適用期限を延長する。
・中小企業投資促進税制の上乗せ措置として平成29年 ・中小企業経営強化税制について、特定経営力向上設備
度に改組された中小企業経営強化税制について、事業
等の範囲の明確化及び適正化が行われ、適用期限が２
年度末が迫った申請の認定に当たっては弾力的に対処
年延長されました。
すること、及び適用期限（平成31年３月31日まで）
を延長すること。

[事業承継税制] １．相続税、贈与税の納税猶予制度の充実

・平成30年度税制改正では、中小企業の代替わりを促 ・贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件が20歳
進するため、10年間の特例措置として同制度の拡充
以上から18歳以上に引き下がります（2022年４月
が行われたことは評価できるが、事業承継がより円滑
１日以後の贈与より適用）。
に実施できるよう求める。
・一定のやむ得ない事情により認定承継会社等が資産保
有型会社・資産運用型会社に該当した場合、その該当
した日から６月内にこれらの会社に該当しなくなった
ときは、納税猶予の取消事由に該当しないこととなり
ます。
・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税
猶予の適用を受ける場合には、贈与税の納税猶予の免
除届出の添付書類が不要となる等、手続きの簡素化が
行われます。

[その他] １．少子化対策
・企業も積極的に子育て支援に関与できるよう、企業主 ・企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る固定
導型保育事業のさらなる活用に向けて検討する。
資産税等の課税標準の特例措置の適用期限が２年延長
されました。

２．ふるさと納税制度
・納税先を納税者の出身自治体に限定するなど、
「ふる ・過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような
さと納税」本来の趣旨に沿った見直しが必要である。
団体については、ふるさと納税
（特例控除）
の対象外とす
ることができるよう、制度の見直しが行われます。

内閣府「月例経済報告」（平成31年3月）−景気は、このところ輸出や生産の一部に弱さもみられるが、緩やか
※詳細は、内閣府ＨＰへ
埼玉県経済動向調査 （平成31年2月）−県経済は緩やかに回復している—

に回復している−
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※詳細は、埼玉県ＨＰへ

平成30年度：租税教育事業推進総括
〜次世代の納税者への納税の意義・大切さを伝承〜
川口法人会では、次世代を担う子どもたちへの租税教育事業を重点事業として推進しておりま
す。今年度は、川口市と草加市の租税教育推進協議会総会承認事業として小・中学校出前租税教
室、税に関する絵はがきコンクール（川口法人会主催）、中学校税に関する作文（納税貯蓄組合主
催）、当会主催の法人会祭りでの催事や地域のお祭り・フェアへの出展時催事、支部や部会の公演
での税とのコラボレーションとあらゆる機会を通じて展開して参りました。

１ S-taxキッズアカデミー・小中学校出前租税教室の推進＝３０校開催3,952名受講
◇対前年１１校増、受講者前年比187％と毎年増加
平成26年度より青年部会が中心になって税制委員、女性部会の参画も得て、両市の租税教育推進協議会（事務
局：川口税務署）の要請に基づき年々開催校が増加。今年度は、中学校８校で実施し、小学校の２２校を加えて３０
校で開催しました。これには、税制委員が手分けして毎年７月に学校訪問し、 税に関する絵はがきコンクール の
作品募集に併せて、租税教室未申込みの学校への働きかけで増加しているものです。また、前年の実施校の校長先生
から他校への推奨もあり新たに開催した学校もありました。また、各支部役員も担当地域の租税教室を講師アシスト
や見学参加する等、社団全体で取り組む最重要事業となってきました。

◇当会オリジナル教材で授業実施かつ

税について考える

授業を展開

授業内容は、租税教育用アニメ「おじいさんの赤いつぼ」（大蔵財務協会制作）視聴のあと当会オリジナルのパ
ワーポイントでの解説を行い、「１億円レプリカ」の重さ体験や税金クイズを織り交ぜるなど楽しく学べる工夫をし
ています。加えて今年度は、小学校１校、中学校２校で１時限目の解説授業と２時限目に「少子高齢化にどう対応す
べきか」についてグループ討議・発表を行い、活発に意見が出されました。今後も 税について考える 機会を創る
ことを重視した租税教室を展開していきます。

◇全国青年の集い・岐阜大会「租税教育プレゼンテーション」関東信越局単位会代表で発表
11月8日開催の租税教育プレゼンテーション（参加者1,500人）で、全国青年部会の１２局連代表が好事例を発
表し、当会からは中原青年部会副部会長が発表しました。当会は、奨励賞を受賞しました。また各代表単位会の展示
ブースでは、当会の教材について他会から関心を持っていただきました。

結果発表・奨励賞受賞

奨励賞受賞記念プレート

展示ブース

◇租税教育推進プロジェクトチーム編成、講師統一研修会と講師資格クラス認定制度の運用
租税教育推進プロジェクトチームを編成し、教材・手法の研究・見直しを随時行っていま
す。加えて毎年の担当校増加に対応すべく、講師統一研修会で講師養成に努めています。
更には講師のレベルアップと動機づけを図るために経験とスキル向上に合わせて講師資格
クラス認定制度を運用しています。現在、認定講師は、10名が租税教室を担当し、新たに
講師志願者を募集しています。

S-TAXキッズアカデミー租税教室講師認定者一覧

関口青年部会長
Ｓ−Ｔaxレクチャー認定

（☆は、平成31年4月18日 第１回理事会後の認定式で授与）

認定ランク

認

定

基

準

講

師

認

定

者

講師養成指導かつ教材制作・ ○ 加藤耕誠（講師指導）
説明手法等に参画した者
○ 島田賢一 （7）
○ 北畠文康
○ 布施明軌 （18） ☆ 関口賢一
シニア・レクチャー 講師5回以上かつ教材制作・ ☆ 田舛 敦 （7）
説明手法等を提案している者
プロフェッサー

レクチャー

〈平成30年4月認定者〉

（22）
（11）

○ 田中義徳
（3）
講師アシスタント３回以上で ○ 宇田川幸希（4）
☆ 松木大介
（1）
講師養成研修会を受講しプロ ○ 小林和八 （3）
○ 谷田部誠一郎（1）
フェッサーから推薦された者 ☆ 樫田弘樹 （2）
☆ 中原三奈子（0）特別認定（アシスタント9）

布施青年部会副部会長
Ｓ−Ｔａｘシニアレクチャー認定

上記の各ランク認定バッジの基調色：プロフェッサー＝金色 シニア・レクチャー＝銀色 レクチャー＝銅色
※ 上記☆印の 新・昇格認定者は、認定証と講師認定バッジ・専用ネームプレート授与（プロフェッサー
金色、シニアレクチャー銀色、レクチャー銅色）
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田舛税制委員
Ｓ−Ｔaxレクチャー認定

★ 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・中学生を対象に「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。

【今年度実施校：小学校22校―2,367名受講】
※①解説授業、②グループ討議・発表

小学校名
草加市立

花栗南

オブザーバー/アドバイザー/アシスタント

8/30

①北畠

加藤(耕)/関口、松木、樫田/

②布施

吉澤

61

草加市立

高砂

10/17

185

北畠

会田/吉澤

草加市立

八幡北

12/11

71

北畠

吉澤

171

関口

松木/吉澤

60

田舛

吉澤

川口市立 十二月田 12/13
川口市立

神根

※敬称略

開催日 児童数 講 師

12/14

鳩ケ谷

1/10

154

田中義

川口市立

神根東

1/16

56

宇田川幸

川口市立

辻

1/17

95

小林和

松木/吉澤

川口市立

在家

1/18

76

樫田

関口/吉澤

川口市立

安行東

1/21

163

関口

菅生、持木/吉澤

川口市立

安行

1/21

143

樫田

菅生/布施/吉澤

川口市立

元郷

1/23

107

関口

大田/池田/吉澤

川口市立

中居

1/23

144

田舛

布施

68

松木

須賀、稲垣、増田/加藤(一）

髙野/加藤耕/樫田、布施
小林(和)/吉澤

PTA評議員・山野/吉澤
草加市立

稲荷

1/28

97

北畠

持木、谷田部（PTA会長）/吉澤

川口市立

領家

1/31

46

関口

太田/吉澤

川口市立

朝日西

2/2

40

布施

吉澤

2/5

62

関口

布施/吉澤

2/6

169

田舛

松木/吉澤

川口市立

本町

3/7

180

田舛

中原/吉澤

川口市立

東本郷

3/14

44

関口

松木

11

8

0

川口市立

木曽呂

3

5

吉澤

川口市立

8

25

10

布施

中学校

30

15

175

川口市立 南鳩ケ谷

小学校

35

20

川口市立 青木中央 12/19

川口市立 上青木南 1/24

学校出前租税教室開催校実績

16
平成29年度

H26年度

平成27年度

平成28年度

8

11

15

8

11

15

19
3
16

中学校
小学校

学校出前租税教室受講人数実績
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

1463
平成29年度

878
平成27年度

平成28年度

810

878

1517

878

1517

中学校

2128
665
1463

中学校

2,367

1517

810

30
8
22

1,585

665

平成26年度

平成30年度

小学校

累計受講人数 9,285名

810

小学校

22

15

平成30年度

3952
1,585
2,367

【中学校8校―1,585名受講】
中学校名

開催日 児童数 講 師

オブザーバー/アドバイザー/アシスタント

川口市立

青木

9/28

260

布施

関口、中原、松木/吉澤

川口市立

榛松

9/28

280

布施

関口、中原、樫田/吉澤

草加市立

栄

10/1

179

北畠

吉田/吉澤

草加市立

瀬崎

10/8

241

①北畠

川口市立

上青木

3/4

186

川口市立

安行東

3/5

135

川口市立

元郷

3/7

124

関口

布施/吉澤

川口市立

神根

3/11

180

布施

伊澤

②布施
布施

講師：北畠税制委員・青年部会監事（前青年部会長）

講師：関口青年部会長

講師：布施青年部会副部会長・租税教育推進ＰＪＴリーダー

講師：田舛税制委員

加藤(耕)/関口、布施、井上/
吉澤
須賀/加藤(耕)、加藤(一)/松木/吉澤

①②北畠 早船/吉澤

講師：宇田川(幸)税制委員

講師：小林(和)税制副委員長

講師：田中(義)税制委員

講師：松木青年部会副部会長

講師：樫田青年部会員

当会オリジナルＰＰ教材

租税教育用アニメ放映

1億円レプリカ重さ体験

小学校租税教室

解説授業

小学校租税教室

グループ討議

中学校租税教室

解説授業

中学校租税教室

グループ討議

川口法人会の租税教室の教材関係は、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。
http://www.kawaguchi-houjinkai.or.jp/
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２ 第10回 税に関する絵はがきコンクール開催―全59校応募、応募者数5,688名、過去最高更新！
小学校６年生を対象に税に関する絵と標語を描いた絵はがき作品を募集し、今年度は対象校５９校のすべてで応募い
ただきました。また、応募作品総数5,688点及び参加率93％は、過去最高を更新しました。7年連続全国単位会中
最多の見込みです。（第１回から累計応募者数45,196名）
平成30年度（第10回）
対象数
応募数
人数
校数
児童数
校数
3,665
38
3,976
38
2,023
21
2,124
21
5,688
59校
6,100
59

川 口
草 加
応募 計

絵はがきコンクール応募数・
全国ベストテン（平成29年度）
1 川口法人会 （埼玉）
2 船橋法人会 （千葉）
3 川越法人会 （埼玉）
4 千葉南法人会（千葉）
5 広島北法人会（広島）
6 福山法人会 （広島）
7 富山法人会 （富山）
8 高崎法人会 （群馬）
9 熊本法人会 （熊本）
10 熊谷法人会 （埼玉）
0

5,087
4,920
4,343
3,837
3,560
3,366
3,363
3,257
3,138
2,819

川口法人会・応募総数推移
第１回より累計実績

前年比
116％
105％
112％

参加率
92％
95％
93％

過去最高更新

6,000
5,000

3,000

累計応募総数 1,147,355名

226,951
199,914
174,261
154,860
133,403
107,523

200,000
150,000
100,000
50,000

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

0

75,804
51,716
22,923
H21

H22

H23

2,000
1,000
0

参加率
H25

【募集期間】７月〜９月21日 【審 査 会】川口 10月30日
【全作品展示会】11月17日〜18日

H26

H27

H28

H29

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ｈ21年Ｈ22年 Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年 Ｈ29年 Ｈ30年

応募総数

H24

第４回より連続全国トップ

4,000

全国応募総数推移
250,000

45,196名

3,026 3,524 3,633 3,819 4,759 5,407 5,245 5,008 5,087 5,688
42% 48% 48% 49% 66% 72% 73% 90% 88% 93%

※H28年度に西川口管内小学校を西川口法人会コンクールに移管

草加 10月24日（審査員：教育委員会、川口税務署派遣）

◇金賞（２名）以下入賞２２点・入選150点、学校別団体賞10点、
第10回記念特別団体賞１点を表彰

【表彰式】11月18日（会場）SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ４F・映像ホール
【出席者】受賞者とその家族２７０名、ご来賓（川口税務署長、県税事務所長、川口市と草
加市の市長、教育長、PTA連合会長、税理士会川口支部長他）、当会正副会長、税制委員
会・女性部会役員
【表彰】金・銀・銅賞、及び税務署長賞、県税事務所長賞、川口市長賞、草
加市長賞、川口市教育長賞、草加市教育長賞、川口市PTA連合会長賞、草
加市PTA連合会長賞、川口法人会長賞、女性部会長賞、青年部会長賞、関
東信越税理士会川口支部長賞、埼玉新聞社賞、NHKさいたま放送局長賞、
テレ玉賞、審査員賞の入賞22点及び入選150点、学校別団体賞：金・銀・
銅・努力賞の計10校、第１０回記念特別団体賞１校を表彰
【共催】川口市と草加市の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、関東信越税理士会川口支部、川口市PTA連合会、
表彰式：金賞授与
草加市PTA連合会、埼玉新聞社、NHKさいたま放送局、テレビ埼玉
※詳しくは、広報紙「ほうじんナビ」12-1月号をご覧ください。

全作品展示会場

金賞

金賞

受賞者集合写真

表彰式：金賞授与

川口市立本町小学校
由本佳葉さん

草加市立高砂小学校
片倉みのりさん

◇表彰式に先立ち、『マネーとゼイの講座』を開催〜第10回記念として新作「紙しばい」初披露

（青年部会と埼玉県消費生活支援センター・埼玉県金融広報委員会と共催）。
・前半の「マネー講座」では、関東財務局の若手財務事務官３名講師に「ザイム先生と学ぶお金の歴史と流れ」について解説
とクイズで学びました。
・後半の「ゼイの講座」では、当会オリジナルの租税教育用紙しばい「おにぎりのなる木」（原案：加藤税制委員長、企画制
作：絵本作家U-suke氏）を青年部会役員が実演し、その後ゼイキング（関口青年部会長）が登場し税金クイズを出題し、
税の大切さについて楽しく学びました。
・講座のエンディングで、川口市と連携協定を結んだ埼玉西武ライオンズの「レオ＆ライナとブルーレジェンス」がお祝いに
駆けつけ特別出演しました。

マネー講座：関東財務局財務事務官
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ゼイの講座：新作紙しばい実演

ゼイキング登場・税金クイズ出題(青年部会長） 埼玉西武ライオンズ・レオ＆ライナとブルーレジェンズ

第10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。
http://www.kawaguchi-houjinkai.or.jp/

ふる里だより

川口市文化財課

「平剣」縞見本付関連資料
平成30年3月22日に、
川口市の指定文化財に
ひらけん しまみほんつけたり

登録された「『平剣』縞見本付関連資料」は、
かつ

めん か

い き

の「 綿 甲 斐 絹
が す か い き

(瓦斯甲斐絹)」
・
めんじょうふ

しょう

て織物産業で栄えた旧芝村(川口市芝)において、 「綿上布」
・
「菖
ひらけんおりもの

高度な技術力で名声を得ていた「平剣織物」(戦

ぶちぢみ

蒲 縮 」、そして

しょうぶちぢみ

ゆうきじま

後は「平剣織物株式会社」)に残されていた、
綿織

戦後期の「菖蒲縮」
・
「結城縞」に大別することが

物 の 見 本 帳です 。
「 平 剣 織 物 」は 、明 治 2 2 年

できます。

(1889年)から昭和48年(1973年)にかけ、
84年

埼玉県南部で綿織物といえば蕨が有名ですが、

もの長きに渡り、
小幅の縞木綿を中心に織り続け

隣接する川口市芝もまた近代日本を代表する綿

てきました。ここに残された見本帳の数々は、
明治

織物の産地でした。とりわけ、
戦前からすでに業種

32年(1899年)から、
廃業となる昭和48年(1973

転換や廃業が目立っていた県南地域にあって、
小

年)までのもので、
計301冊という膨大な量が現存

幅の綿織物を80年以上に渡って織り続けた「平

しています。

剣織物」は稀有な存在であり、
また残された見本

この見本帳を時代ごとに分類すると、
明治後期
ふたごおり

めんしじら

の「双子織」や「綿絨」、
大正から昭和期にかけて

帳は、
芝や蕨における織物の歴史を物語る貴重な
資料であるといえるのです。

わがまち わが企業

FM Kawaguchi 85.6MHz
「開局から、まもなく4年。いざという時に役に立つ放送局であるために、
日頃から皆様に愛される放送局であるべく、スタッフ・DJ一同、毎日笑顔で邁進中！」
川口の街の放送局FM Kawaguchi (エフエム カワ
グチ)。私たちは、
2015年9月1日、
ここ川口の地に開
局したコミュニティFMです。コミュニティFMは、
地域
に密着した情報を発信するラジオ放送局。災害が起き
た時など、
地域の皆様に、
本当に必要な情報・役立つ
情報をお届けるという、
とても重要な役割を担ってい
ます。また、
犯罪の発生や拡大を防ぐため、
ラジオを通
して呼びかけも行っています。
そんなコミュニティFMの存在が改めて注目されたの
は、
2011年に起きた東日本大震災のあとでした。全
国ニュースでは伝えきれない地元の細やかな情報、
地
元のみなさんに寄り添った放送を届け続けたのです。
私どもFM Kawaguchiも、
川口市と「災害時緊急放
送に関する協定」を、
埼玉県と「犯罪情報等の住民提
供に関する協定」を締結し、
呼びかけを行っています。
もちろんそれだけではなく、
日々の放送の中では、
市

内の企業や団体の皆様にご出演頂き、
それぞれの事
業や活動を紹介したり、
地元所縁のアーティストを応
援したり、
地元の美味しいお店や楽しいイベントを紹
介したり等々、
川口の情報を中心に、
市民の皆様に楽
しんで頂ける放送を心掛けています。
「たったひとつ、
地域のために…」
FM Kawaguchiはこれからも、
地域のために、
地域と
共に、
歩み続けます。
◆会社名：FM コミュニティ川口 株式会社
◆代表者：代表取締役 田中德兵衞
◆本 社：〒332-0006
埼玉県川口市末広 1-11-2
◆連絡先：ＴＥＬ.048-222-7856
ＦＡＸ.048-222-0857
URL http://www.fm856.co.jp
◆業 種：放送業

★ 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中！（無料）
7
（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

労務コーナー

〜本年４月より、働き方改革関連法が順次施行されます〜

年５日の年次有給休暇の確実な取得と
時間外労働の上限規制への対応はお済みですか？

働き方改革の目指すもの

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方
を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々の
ニーズの多様化」などの課題に対応するためには投資やイノベーションによる
生産性の向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境
を整えることが必要です。
働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現
することで、成長と分配の好循環を構築し、働く一人ひとりがより良い将来の
展望を持てるようにすることを目指すものです。

施行：2019年4月1日〜

1

※全企業

年次有給休暇の確実な取得が必要です！
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年５日。時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
施行：2019年4月1日〜

2

時間外労働の上限規制が導入されます！

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則として
臨時的特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、
複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。
施行：2020年4月1日

3
注意

※中小企業は、2020年4月1日〜

※中小企業は、2021年4月1日〜

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されます！

同一企業内において、
正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

違反企業には厳しい罰金や罰則規定があります。
●有給休暇を１年間に５日以上未取得の場合 ●残業時間の上限違反の事業者には
違反者１人につき事業者に罰金30万円
６か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

参考 働き方改革関連助成金をご活用ください。
⇒ 「時間外労働等改善助成金」「業務改善助成金」「キャリアップ助成金」

☆「働き方」に関する詳細・お悩みは以下の【無料相談窓口】へ
●課題解決支援について、「働き方改革推進支援センター」℡048-729-4420
☆改正法の詳細は厚生労働省ＨＰ『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
（以上は、厚生労働省ＨＰからの抜粋編集したものです。）
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★ 働き方改革・雇用問題の専門家―当会所属の社会保険労務士をご紹介します。
お気軽に当会事務局「よろず相談窓口」℡048-263-3475までお電話ください。

消費税軽減税率の対策と
補助金申請はお済みですか？

税務コーナー

〜2019年9月30日までに導入又は改修し、支払が完了したものが支援対象です。

軽減税率対策補助金とは

消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対
応レジや券売機の導入や改修、受発注システム、請求書管理システムの改修等に要する経費の一部を
補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。

軽減税率制度対応として、3つの申請類型があります。

A型

複数税率対応レジ
の導入等支援

軽減税率対象商品を将来にわた
り継続的に販売するために複数
税率対応レジ又は区分記載請求
書等保存方式に対応した請求書
等を発行する券売機を導入又は
改修する必要のある事業者が使
える補助金です 。

B型

受発注システム
の改修等支援

軽減税率対象商品を将来にわた
り継続的に取扱うために、電子
的受発注システムの改修・入替
を行う必要がある事業者が使え
る補助金 です。

C型

請求書管理システム
の改修等支援

軽減税率に対応するために必要
となる区分記載請求書等保存方
式に対応した請求書管理システ
ムの改修・導入を行う必要があ
る事業者が使える補助金です。
[2019年2月6日拡充]

※いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から
軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれ
らを導入又は改修する事業者を支援します。

申請はいつでも受付、できるだけわかりやすく。申請サポートもあります。
●

●
●

基本的には、申請書(数枚)と、証拠書類(内訳の分かる支払いの証拠書類(領収書や請求書)、製品の証
明書など)で申請できます。申請は随時受付を行います。
※複数台をまとめて申請するなどの場合は、追加で書類を作成いただく必要があります。
A型及びB-2型及びC型は事後申請、B-1型は事前申請になります。
代理申請協力店制度など、申請書の作成サポートも充実しています。
・A-2型、A-5型は代理申請を原則としています。
・A-4型、A-6型は代理申請を必須としています。
・B-1型はシステムベンダー等による代理申請としています。
・C-1型、C-3型は、システムベンダーまたは代理申請協力店等による代理申請を必須としています。

「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(2016年3月29日)から2019年
9月30日までに導入又は改修し、支払いが完了しているものが 支援対象となり
ます。なお、A-5型、A-6型、C型においては、2019年1月1日から2019年9
月30日までに導入又は改修し、支払いが完了した
●

申請受付期限
A型、B-2型、C型：2019年12月16日までに申請(事後申請)してください。
B-1型 :2019年9月30日までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに交付申請
を行ってください。完了報告書は2019年12月16日までに提出してください。

この他に、レジや券売機の導入・改修やシステムの改修・入替等の費用には、日本政策金融公
参考 庫、沖縄振興開発金融公庫の融資制度も活用できます。(最優遇金利です)
詳細は、お近くの公庫の支店までお問い合わせ下さい。
(以上の記事は、中小企業庁ホームページより抜粋編集したものです)

お問い合せ

軽減税率対策補助金事務局
（9：00〜17：00土・日・祝除く）

申請者専用回線フリーダイヤル

０１２０-３９８-１１１
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税務署からのお知らせ

川口税務署管内で開催予定の消費税軽減税率制度説明会は、以下のとおりです（平成31年（2019年）
３月15日現在 随時更新予定）。
開

催

日

開催時間

開

催

場

所

平成31年（2019年）
４月16日（火）

14:00〜15:15

埼玉県産業技術総合センター ４階ABC
川口市上青木３-12-18 SKIPシティ

平成31年（2019年）
４月17日（水）

14:00〜15:15

埼玉県産業技術総合センター ４階ABC
川口市上青木３-12-18 SKIPシティ

平成31年（2019年）
５月28日（火）

10:00〜11:30

川口税務署 別館 大会議室
川口市青木２-２-17

平成31年（2019年）
５月28日（火）

13:00〜14:30

川口税務署 別館 大会議室
川口市青木２-２-17

平成31年（2019年）
６月12日（水）

14:00〜15:15

埼玉県産業技術総合センター ４階ABC
川口市上青木３-12-18 SKIPシティ

平成31年（2019年）
６月17日（月）

14:00〜15:15

草加市文化会館 ３階第一会議室
草加市松江1-1-5

平成31年（2019年）
６月18日（火）

10:00〜11:30

川口税務署 別館 大会議室
川口市青木２-２-17

平成31年（2019年）
６月18日（火）

13:00〜14:30

川口税務署 別館 大会議室
川口市青木２-２-17

各会場とも、駐車場スペースが少なく、混雑が予想されます。公共交通機関をご利用ください。
※

元号表記につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しています。

お問い合わせ先：川口税務署

法人課税第一部門

Tel.048-252-7140（ダイヤルイン）

国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）では、すべての税務署で開催予定の消
費税軽減税率制度説明会について掲載しておりますので、ご都合のよい時間、場所の説明
会に是非、お越しください。
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インフォメーション
《税務・会計に関する研修体系》

川口法人会 S-Taxアカデミー ＝
タックス・スクール・アカデミー第２期修了式開催

〜カリキュラム見直して第３期９月開講予定（6月より参加者募集）〜
川口法人会では、税制、税務、会計に関する研修について、中小企業経営
者・経理責任者に必須の実務知識を年間カリキュラムで体系づけたタック
ス・スクール・アカデミー＝ S-Taxアカデミー の年間７講座が２月２６
日終了しました。
第７回は「平成31年度税制改正のポイント」についてＴＯＭＡ税理士法
人・理事長 市原和洋氏により 中小企業にとって留意し対応すべきことにつ
いて解説されました。
講座終了後、７０％以上受講された方に修了証を須賀会長より授与しまし
た。(フレンディアにて)
本講座は、「もう一度聞きたい」「周りに薦めたい」と好評につき、今年
度も開催を予定しています。なお、改正事業承継税制（納税猶予制度）や相
続関係の民法改正に伴い、カリキュラムを見直し一新して第３期講座を９月
より開講します。各講座終了後、個別相談もできます。
６月よりホームページ・広報紙6-7月号で募集要項を掲載し募集します。

県税からのお知らせ

第７回講座「平成31年度税制改正のポイント」

講師：ＴＯＭＡ税理士法人・理事長
市原和洋氏

５月は自動車税の納期です。忘れずに納めましょう！

自動車税は車をお持ちの人にかかる県の税金です。５月３１日（金）の納期限
までに忘れずに納めてください。
埼玉県の自動車税は金融機関・郵便局のほか、コンビニでも納められます。ま
た、パソコンなどを使えば、Webサイト「Yahoo！公金支払い」からクレジッ
トカードを利用して納めたり、インターネットバンキング等を利用してペイジー
で納めることもできます。是非ご利用ください。
納税通知書は、５月７日以降、お手元に届く予定です。
また、自動車税を納期限までに納めていただくと、割引などの特典が受けられる自動車税「納めてプ
ラス！」キャンペーンを実施しています。詳しくは「埼玉県 納めてプラス」で検索してください。
※自動車税全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、納税状況の確認などについては、自
動車税コールセンターにご連絡ください。
自動車税収入額の一部は、「彩の国みどりの基金」に積み立て、県内のみどりの保全や創出などに活
用させていただいています。

●問い合わせ・自動車税：自動車税コールセンター（TEL:050-3786-1222）

・彩の国みどりの基金：県環境部みどり自然課（TEL:048-830-3140）

税のカレンダー（４月・５月）
4/1

○ 自動車税・軽自動車税の賦課期日

5/10

○ ４月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付

4/10

○ ３月分の源泉所得税・住民税特別徴収額の納付

5/31

4/15

○ 給与支払報告にj係る給与所得者異動届出
（４月１日現在で給与の支払いを受けなくなったもの
がある時、・・・関係の市町村に提出）

4/20

○ 所得税の振替日
（土曜日のため、４月２２日）

4/25

○ 個人事業者の消費税の振替日

○
○
○
○
○
○
○
○

4/30

○
○
○
○

２月決算法人の確定申告
８月決算法人の中間申告
５月・８月・１１月決算法人の消費税の中間申告
公共法人等の県民税及び市町村民税均等割の申告

３月決算法人の確定申告
９月決算法人の中間申告
６月・９月・12月決算法人の消費税の中間申告
個人県民税及び市民税の特別徴収税額の通知
自動車税・軽自動車税の納付
固定資産税・都市計画税の納付〈第一期分〉
所得税確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
個人事業者の消費税の中間申告（第１四半期分)

表中以下の表記は、（
※

※

）内の税を表します。

決算法人の確定申告＝（法人税及び地方法人税・消費税及び地
方消費税・法人県民税並びに法人事業税及び地方法人特別税・法
人市町村民税・法人事業所税）
所得税＝（所得税及び復興特別所得税）

当会ホームページをご活用ください 税に関する最新情報は、 税制改正ニュース 税に関するお知らせ
のバナーからご覧ください。
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インフォメーション
経営者・後継者育成講座

ＭＢＳ

第４期修了式開催１２名に修了証を授与

川口法人会の研修事業の柱となりましたＭＢＳ（マネジメント・ビジネス・ス
クール）は、４年間で累計102名が受講しました。
「事業承継の道筋を明確にできた」
マスターコース修了証
（川口と草加両クラス14講座修了）
「銀行折衝がスムーズにできた」
小林 慶多
㈲小林フェルト
「利益の上げ方が実践的で
佐藤
進
㈱装研
経営にすぐに活かせる」
加藤
好広
㈲加藤産業
「二度受講したが、もう一度受講したい」
斉藤 幸雄
㈱埼玉院フランス
「知人の経営者にも勧めたい」
前期コース修了証
「親子で受講し経営の考え方が
（川口クラス又は草加クラスの７講座修了）
共有できるようになった」
川島健太郎
アイ・エス運輸㈲
と大変好評をいただきました。
加藤 拓洋
UNI−HEAEBEST㈱
今年度・第四期は、22名が受講し全講
福田 好文
㈱福田メタル
座終了しました。３月12日修了式(ホテル
齋藤 武史
㈱エコパウダー
オークラレストラン桃源にて)を行い、出
㈲金中製作所
席率70％以上の受講者へ修了証を須賀会 村田 昌也
林
恭輔
㈱ミツワ硝子工芸
長より授与いたしました。式終了後、齋
栖川 祐子
大同生命保険(株)
藤安正MBS主任講師を囲んで懇親会を開
早船 雅文
㈱早船ファミリー
催し、相互の情報交換・交流がなされま
※なお、第１期からマスターコース修了者
した。
２０名、前期コース修了者２３名となり
ました。
右は、修了証授与された方々です。

予告

ＭＢＳ

マスターコース修了証授与

前期コース修了証授与

ＭＢＳ修了式・懇親会会場

第５期＝新カリキュラムで６月より募集します。（再受講歓迎）

平成30年１月に事業承継税制（納税猶予制度）が大改正され、今までの自社株式移転対策の考え方が劇的
に変わりました。加えて、本年７月施行の相続に関する民法改正と併せて承継形態や相続対策に大きな変化が
生じてきております。
従いまして、ＭＢＳ第５期につきましては、従前の講義内容を一新し、最新の税制・現在の事業承継形態の
実情に合わせた、より実践的なものに大改変を予定しています。つきましては、現在事業承継を検討されてい
る経営者・後継者の方のみならず、ＭＢＳの卒塾生の再受講も本講義の対象として歓迎し、最新の事業承継関
連の情報をお伝えするカリキュラムを編成します
以上により、ＭＢＳ第５期は、６月に新カリキュラム（９月開講予定）を広報紙とホームページで発表し、
募集を開始します。

広報紙「ほうじんナビ」広告募集中！

【中紙面：１段1/2実寸】

川口法人会では、会員企業向けのＰＲサービス
を会員特別料金で提供しています。
中紙面

１段1/2

３回掲載2,1000円（7,000/回）

１段

３回掲載33,000円（11,000/回）

２段

３回掲載54,000円（18,000/回）

半面

３回掲載63,000円（21,000/回）

お問い合せ先：事務局 ℡048-263−3474
詳しくは、当会ホームページをご覧ください
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このサイズは、1段1/2サイズの実寸法です。
1段は、縦4.8×横18.6㎝
2段は、縦10.1×横18.6㎝
半面は、縦13.5×横18.6㎝です。

当会ホームページをご活用ください ・・・ 社会保険料算出埼玉県版ソフト
《3月分料率改訂対応》 のバナー
から入り、ご活用ください。従業員の社会保険料を簡単に算出ができます。

（公社）川口法人会 事務局 宛

社会貢社
献会
活貢
動献
案活
内

（FAX：048-263-3477）

参加申込は、このページの太枠内を記載しコピー又は切り取ってFAX又は郵送下さい

公演・講演会のご案内・参加申込書
１

川口法人会

第８回定時総会記念公開講演会

橋 本 大二郎

氏

参加費無料

☆どなたでも参加できます☆

（注）法人会員の皆様」
は
別便での総会と共に案内
しますので、
その際に出欠
のご回答をお願いします。

イベント
名
称

『平成を終えて、これからの日本は』

日

時

５月２３日㈭１４時３０分開会（14時開場）

会

場

川口総合文化センター「リリア音楽ホール」（川口駅西口前）

容 【主催者開会挨拶】14：30〜
【講演開演】14：35〜（16：00閉会予定）
1972年、慶應義塾大学卒業と同時にNHKに入局。福岡・大阪放送局を経て、東京・社会部、文化科学部に勤務。社会部で
プロフィール
内

は、宮内庁・皇室担当の記者として、昭和天皇崩御の報道に携わる。
1991年から4期16年、高知県知事を務める。2007年に知事を退任後、早稲田大学大学院客員教授、慶應義塾大学特別招
聘教授、武蔵野大学客員教授、同特任教授を歴任。2014年から2018年9月まで、テレビ朝日の情報番組「ワイド!スクラ
ンブル」のキャスターを務める。

川口法人会 女性部会 社会貢献活動―特別公開公演―

２
イベント
名
称

ウーマノミクス・ハートフルコンサート2019
〜近石瑠璃ハープ＆相川瞳パーカッション
with 横浜バロック室内合奏団〜 （後援：埼玉県、川口市教育委員会、他）

日

時

５月１６日㈭１８時３０分開会（１８時開場）

会

場

川口総合文化センター「リリア音楽ホール」（川口駅西口前）

内

容 【主催者開会挨拶】18：30〜
【ウーマノミクスプロジェクト】〜女性活躍推進の普及活動紹介
【コンサート開演】18：45〜（20：15閉演予定）

プロフィール

近石瑠璃(ハープ)

♦近石瑠璃(ハープ)

東京都出身。東京芸術大学附属音楽高等学校より、同大学卒業。在学中、日本ハープコンクール入賞。2005年イ
タリア・トリエステに留学。2006年カステルフランコヴェネト・Aステファーニ国立音楽院を首席で卒業。イタ
リア国内、アイルランド等で演奏活動を行う。現在首都圏を中心に数々のコンサート、イベント、音楽祭等に出演
している。

♦相川瞳（パーカッション）

2006年、東京藝術大学音楽部器科打専攻卒業。幼少よりピアノ、中学高校は東邦音楽大附属のピアノ科在籍。
16歳より本格的に打楽器を学ぶ 。
ブルガリアで開催されたプロヴディフ国際打楽器コンクール DUO 部門にて 2位入賞。(1位なし)
2013年大晦日、「大友良英 with あまちゃんスペシャルビッグバンド」のメンバーとして、NHK 紅白歌合戦に出場。
2017年6月、NHK-FM『リサイタル・ノヴァ』にソリストとして出演。
坂東玉三郎、小野リサ、椎名林檎、渡辺えり、Flower、真琴つばさ、大鳥れい、涼風真世、姿月
あさと、蘭寿とむらのレコーディング、舞台、アーティストサポート、ミュージカル、現代音
楽、などの活動を展開する他、作曲、編曲、ピアノ伴奏なども手がける。ジャンルを問わず、マ
ルチな女性パーカッショニストとして活動中である。

相川

瞳(パーカッション)

♦横浜バロック室内合奏団

1991年、横浜を中心に活躍する気鋭の弦楽器奏者たちによって結成された。
2006年には第18回ヨコハマ遊大賞を、2009年には横浜文化賞文化・芸術奨励賞を受賞した。
これまで神奈川県を中心に数々のコンサートや音楽祭に出演する一方で、地域に根ざした演奏活
動を続けている。ライブ録音盤CDを好評販売中。

曲目
プログラム

彼方の光、 バッハ＝グノー：アヴェ・マリア、 アメイジング・グレイス、 サルツェー
ド：古代様式の主題による変奏曲、 マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ルスティカー
ナ」より間奏曲、 タイム・トゥ・セイ・グッバイ、 ジュピター、 ケルト民謡 美しい
岸辺、 川の流れのように、 パッヘルベル : カノン
※事情により当日曲目編成を変更する場合があります。
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※FAX:048-263-3477 又は郵送してください
（〒333-0844 川口市上青木 3-12-18 SKIP シティ７F （公社）川口法人会 事務局宛）
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本年４月 労働法改正・労務管理セミナーを開催しました。

〜有給休暇取得と残業時間超過に関する法の概要と企業の対応策について〜

３月４日、本年４月以降施行される労働法改正に伴う中小企業の対応策につて、特定
社会保険労務士の小野純氏から実践的かつ分かり易い解説を頂いた。
中小企業にとっては、本年４月から有給休暇10日以上付与されている従業員には、年
間５日時季を指定して与える必要がありその取得管理まで求められる。（従来より５日
以上取得している場合は指定の要はない）また、来年４月からは、残業上限規制が設け
られ、今からその対応準備をする必要がある。
さらには、2021年4月からは「同一労働同一賃金」、正規雇用者と非正規
雇用者との間で、基本給や賞与など個々の待遇ごとでの不合理な待遇差が禁止
される。
その具体的労務管理方法から労基署への届出方法について解説された。違反
企業には厳しい罰則規定がありその対応は不可欠であるが、にいち早く対応し
従業員からの会社への信頼感を醸成する機会として捉え従業員の定着に寄与す
ることが大切である旨があった。終了後も、受講者から熱心に質問されてい
た。（参加者２６名）

新設法人への税務申告説明会＆個別相談会を開催しました。
（川口税務署・川口法人会 共催）
3月19日（火）午後2時〜5時にSKIPシティ7階研修室において新設法人
への税務申告説明会が、新たに設立された法人又は設立予定の方を対象に二
部構成で行われました。
第一部では、小内研修委員長の挨拶の後、吉澤事務局長より法人会の事業
内容説明と「税務コンプライアンス」などの取組み「自主点検チェックシー
ト」活用の説明がされた。続いて「法人税」「消費税」「源泉所得税」等の
申告手続きや実務上のポイントについて川口税務署・石橋上席国税調査官よ
り説明を頂きました。阿部組織委員長から法人会入会の勧めの挨拶をした
（参加20名様）。
第二部では、税務相談コーナー（関東信越税理士会川口支部派遣の税理士
玉田俊朋氏）、金融・融資相談コーナー（日本政策金融公庫・浦和支店・融
資第二課長 広田真一氏）を設け、皆様熱心にご相談を受けられていました。

法人税・消費税の申告説明会

第一部：税務申告説明会

第二部：個別相談コーナー

平成30年度全日程終了の報告と４〜６月開催案内

平成30年度の法人税・消費税の申告説明会は川口市と草加市の会場で決算
月に併せて年間11回開催され216名の方にご参加いただきました。平成31
年度は、川口税務署と川口法人会の共催で年間12回開催します。各会の決算
対象月の法人にハガキにてご案内します。また、川口法人会の広報紙とホーム
ページでもご案内します。対象の日程で都合できない方は、別の日程でご参加
いただくことができますので、川口法人会・事務局にお問い合わせください。

４月〜６月 法人税・消費税の申告説明会ご案内 ＜参加者募集中＞
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以下の通り説明会を開催します。
どなたでも参加できます。事前申し込み不要です。当日、受付します。（参加費無料）
●講師：川口税務署法人担当官
●受講対象者：代表者・役員又は経理部門の方
●内容：【第１部】消費税軽減税率制度等の説明
【第２部】法人税消費税等の申告説明 ・申告に当たっての留意点 ・税制改正の概要
・税務コンプライアンスについて
【開催日時・場所】
４月・川口市開催 ※１
６月・川口市開催
６月草加市開催
対象決算月
３月決算
４〜５月決算
４〜５月決算
日 時
４月１７日
（水）
６月１２日
（水）
４月１６日
（火）
６月１７日
（月）
会

場

14時〜15時40分

14時〜15時40分

14時〜15時40分

14時〜15時40分

SKIPシティ4Ｆ
ＡＢＣ会議室

SKIPシティ4Ｆ
ＡＢＣ会議室

SKIPシティ4Ｆ
ＡＢＣ会議室

草加市文化会館3Ｆ
第一会議室

（川口市上青木3-12-18） （川口市上青木3-12-18） （川口市上青木3-12-18）

※１

14

（草加市松江1-1-5）

16日又は17日のいずれかご都合の良い日程でご出席ください。

当会ホームページをご活用ください インターネットセミナー ：会員は、452タイトルの全動画が無料で
ご覧いただけます。（会員の方は会員IDとパスワードで閲覧できます。不明な方は、事務局にお問い合わせく
ださい）非会員は、一部動画のみ閲覧可）

社会貢献活動報告
●マネジメントセミナー（青年部会主催）
「喜ばせ学」
2月8日
・講師：歌う海賊団ッ！船長・
キャプテン☆うっちゃる
・会場：フレンディア
・参加者：46名

●ファミリーJAZZコンサート
西村健司セクステット（第五支部主催）
〜ゼイとのコラボ
2月10日
・租税教育用アニメ「千年の約束」放映
・会場：戸塚公民館ホール ・参加者：140名
・後援：川口市、川口市教育委員会・
川口市PTA連合会

●特別公開講演会 （第一・第二支部共催） ●子ども能楽体験教室＆
『ＡＩと脳の未来』
2月13日
春季・能楽体験講座 （第八支部主催）
〜人工知能がもたらす未来の世界
・講師：池谷裕二氏 東京大学薬学部教授
・会場：フレンディア
・参加者90名

能と狂言の伝統芸能を体験
2月16日
・講師／観世流能楽師 上野朝義 師、
演者／シテ方・観世流 長山耕三、上野朝義
狂言方・大蔵流 善竹富太郎、吉田信海
・会場：鳩ヶ谷駅市民センター ・参加者145名
・後援：川口市、川口市教育委員会、
川口市PTA連合会

●ウーマノミクス公開講演会＆映画上映会

●チャリティ公演（青年部会主催）3月21日

（女性部会・埼玉県主催） 2月25日
第１部 ウーマノミクス講演
・講師：内田ひとみ 氏 ㈱HUGRES代表取締役
・演題：「女性の採用と育成は未来への投資」
第２部 映画上映「無名の人〜石井筆子の生涯」
・会場:リリア１階・催し広場
・参加者45名
・後援：埼玉新聞社

ファミリーコンサート

ライブ

ゼイキングとけんたくんも登場―税金クイズショー
※さいたま緑のトラスト基金への募金
・会場：フレンディア ・参加者350名
・後援：川口市教育委員会、川口市PTA連合会
草加市教育委員会、草加市PTA連合会

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

「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）は当会 15
HPよりダウンロードしていただけます。

事 業 報 告

(平成31年1月29日〜31年3月26日）

事
5㈫

業

内

容

11:00〜 二者関係推進連絡会 SKIPシティ5F

14:00〜 法人税・消費税の申告説明会(草加) 1F レセプションルーム

7㈭ 13:05〜 正副会長会議 リリア小会議室 理事会 三者懇談会 リリア大会議室 懇親会 銀座アスター
8㈮ 18:30〜 青年部会マネジメントセミナー フレンディア

2
月

10㈰ 15:00〜 第５支部 ファミリーJAZZコンサート 戸塚公民館
13㈬ 18:30〜 第1.2支部 講演会 フレンディア
14㈭ 17:00〜 厚生組織合同委員会 桃源 レストラン
16㈯ 16:30〜 第8支部 能楽体験講座
20㈬ 17:00〜 研修委員会 竹江

26㈫ 15:00〜 S-TAXアカデミー・修了式 フレンディア

4㈪ 18:30〜 労働法改正・労務管理セミナー フレンディア
6㈬ 15:30〜 広報委員会 SKIPシティ7F 事務局会議室
7㈭ 15:30〜 総務委員会 SKIPシテｨ３F Ａ会議室

12㈫ 17:00〜 第４期MBS修了式＆懇親会 桃源
（そごう川口店10F）
15㈮ 14:00〜 正副会長会議

常任理事会 フレンディア
19㈫ 14:00〜 新設法人説明会 SKIPシティ7F研修室①②
21㈭ 14:30〜 青年部会 歌う海賊団ッ！ ファミリーコンサート フレンディア
26㈫ 15:30〜 税制委員会 SKIPシテｨ３F Ａ会議室

事 業 予 定

8名
19名
57名
46名
140名
90名
18名
145名

25㈪ 17:00〜 ウーマノミクス講演会＆映画上映会 リリア催し広場／アスター

3
月

参加人数

11名
45名
24名
26名
5名
10名
13名
20名
20名
350名
10名

(平成31年4月1日〜31年5月23日）

事

業

内

容

2㈫ 15:00〜 新旧正副会長会議 SKIPシテｨ3F Ａ会議室

4
月

10㈬ 13:30〜 監査会 SKIPシテｨ3F Ａ会議室
11㈭ 15:30〜 総務委員会 SKIPシテｨ3F Ａ会議室

16㈫ 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
17㈬ 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
18㈭ 14:30〜 正副会長会議 SKIPシテｨ3F Ａ会議室 理事会 SKIPシテｨ4階ＡBC会議室
23㈫ 15:30〜 組織委員会

24㈬ 15:30〜 研修委員会 SKIPシテｨ3F Ａ会議室
9㈭ 15:30〜 広報委員会

14㈫ 19:00〜 青年部会会員大会 ダリアルーム 懇親会 桃源

5
月

16㈭ 18:30〜 女性部会会員大会・懇親会 銀座アスター 18：30〜 ウーマノミクス・ハートフルコンサート リリア音楽ホール
14:30〜 記念講演会 リリア音楽ホール

23㈭ 16:30〜 定時総会 リリア催し広場

18:30〜 会員懇親会 リリア展示ホール

〜開催日時等は、
都合により変更する場合があります〜

2019年春季

生活習慣病健康診断のご案内

● 2月7日㈭ 第5回正副会長会議開催
正副会長会議にて川口リリア11階・大会議室にて開催。
須賀会長の開会の挨拶のあと議事に入り、理事会上程
の主要議事について協議した。

● 2月7日㈭ 第3回理事会開催
正副会長会議に続いて、理事会を同会場にて開催。
須賀会長の挨拶に続き、川口税務署桑名署長が挨拶し
た後、須賀会長が議長につき以下について協議した。
【協議事項】
⑴次期会長選考候補者及び役員改選について
⑵平成31年度事業計画(案)について
⑶平成31年度収支予算(案)について
⑷公益目的事業追加申請
（青年部会）
について
⑸法人会アンケート調査システム推進
（案）
について
【代表理事報告事項】
⑹第10回税に関する絵はがきコンクール実施報告
⑺第3回法人会祭り・SKIPふれあいフェス2018
⑻中間決算
（4〜9月）
及び監査報告
【執行理事報告】
・総務委員長、
税制委員長、
研修委員長、
組織委員長
厚生委員長、
広報委員長、
青年部会長、
女性部会長
【その他：事務局報告】

● 2月7日㈭ 三者懇談会開催
三者懇談会をリリア11階大会議
室にて開催。須賀会長、川口税務署
桑名署長、関東信越税理士会川口
支部大手副支部長(次期支部長候補
)の挨拶に続き議題に入り、二者協
力連携の推進具体策の展開、e-Taxの普及、税理士及び顧問
先への会員加入勧奨、租税教育事業の推進等について協
議し、税務署、税理士会の協力をお願いした。
（ 途中より、
税理士会百目鬼支部長も参加）最後に、新作デジタル紙芝
居「おにぎりのなる木」を視聴した。会終了後、14階・銀座
アスター川口賓館に移動し懇親会を行い、情報交換や親
睦を深めた。
（川口税務署幹部4名、税理士会川口支部幹部
10名、当会理事・監事以上37名参加）

当会では、昨年に引き続き１日人間ドック形式により、生活習慣病健診を
実施します。格安な会員特別料金で、所要時間も約２時間と短時間で効率
● 3月15日㈭ 第6回正副会長会議開催
よく受診できます。是非、経営者ご本人様、従業員・パート及びご家族様
正副会長会議をフレンディアにて開催。
のご利用をお待ちしております。また、各コースとも「労働安全衛生法」
須賀会長の開会の挨拶のあと議事に入り、理事会上程
に基づく「一般定期健康診断」としてご利用できます。
○健診日・会場：5月21日・22日 川口総合文化センター・リリア
主要議事及びについて協議した。
5月23日
蕨市民会館
● 3月15日㈭ 第3回常任理事会開催
5月24日、25日、27日、28日
正副会長会議に続いて、常任理事会を同会場にて開催。
SKIPシティ・埼玉県産業技術総合センター
須賀会長の挨拶に続き、川口税務署白津副署長が挨拶
6月 3日
草加市中央公民館
※詳しくは、郵送及びＦＡＸ案内をご覧ください。
した後、須賀会長が議長につき、以下について協議した。
【健診申込方法】郵送時同封又はＦＡＸ案内文書の申込書をお送りください。 【理事会決議事項上程案件】
（宛先）(一財)全日本労働福祉協会渉外部
⑴次期改選役員候補者について
〒143-0016大田区大森北1-18-18-3F FAX：03-5767-1710
⑵第8回定時総会・記念講演会・懇親会開催（5月23日㈭）
【問合せ先】03-5767-1714
開催について
⑶平成31年度社団会議行事等の開催スケジュール
（案）
済生会 健康フェア2019のご案内 （川口法人会 後援）※参加費無料
【代表理事報告】
健康でイキイキと活躍でき、安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、
⑷支部・部会公益目的事業の実施状況について
身近な生活習慣病から先進医療や在宅医療まで、医療と福祉をテーマとし
⑸予算執行状況表
（平成30年4月〜31年2月）
た多彩な講演や体験イベントを通して、地域の皆さんと一緒に健康を考え
る毎年好評のフェアです。参加費無料。事前申し込みは不要で、直接会場
⑹租税教育事業の実施状況及び講師認定について
へお越しください。
⑺2020年度税制改正アンケート実施及び回答のお願い
【日
時】６月１日㈯13時〜17時（開場：12時30分）
⑻会員増強運動推進状況について
【場
所】川口駅前市民ホール・フレンディア（川口駅東口 キュポ・ラ4階） 【執行理事報告】
【講
演】医療と福祉をテーマとした５つの演題を予定
⑼総務委員長、
税制委員長、
組織委員長、
厚生委員長、
【イベント】骨密度測定、フットケア、血管の画像を見てみよう、ロ
研修委員長、
広報委員長、
青年部会長、
女性部会長
コチェック、お食事の塩分を気にしていますか、ＢＭＩ・血圧測
【その他】事務局報告・お知らせ
定、血管年齢測定医師による健康相談、薬剤師による薬相談、等
※法人会アンケート調査システム登録進捗

【主催・問い合わせ】済生会川口総合病院
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TEL：048-253-1551㈹

青年部会・女性部会部会員募集！
若手経営者・次世代経営者の皆さん、女性経営者・経営者の奥様、参加をお待ちしております。
【入会受付・問い合せ先】事務局TEL.048-263-3474

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

所

在

（平成31年2月28日現在／敬称略）

地

業

種

所 属

紹

介

者

１月
入会

㈱ＮＩＴ

大

塚

直

人

川口市川口6-8-23-102

機械器具卸売業

第一支部

団

体

カミノテック㈱

川

上

嘉

弘

川口市長蔵1-1-18

建

設

業

第五支部

団

体

２月
入会

㈱熊木ポンプ製作所

熊

木

利

孝

川口市赤井2-3-14

製

造

業

第四支部

団

体

コラム

バトンタッチ！

第３支部とスキップシティ

第３支部は南は上青木地区から北は木曽呂・
東内野地区までの法人企業700社以上が加入
している支部です。そのエリアの中に法人会事
務局を有しているスキップシティがあります。
このスキップシティは今から16年前の2003
年にオ−プンし現在は色々な催し物が開催され
ています。
しかしオ−プン以前はＮＨＫのラジオ放送所
と２本のラジオ塔が建っているだけの広大な
原っぱで、私は地元ですので小さい頃はザリガ
ニを捕ったりした格好の遊び場でした。
その後ラジオ塔の役目を終え1984（昭和
59）年鉄塔は解体され、それから暫く年月が

お知らせ

●副会長

増田

徹

経ちスキップシティがオープンしました。
しかしあまり人の賑わいが無く、第３支部で賑
わいを作るためにお祭りを開催したのが今から
10年前の事です。７年間続けた地域に根ざした
お祭りは３年前に川口法人会の全体事業としてさ
らにボリュ−ムアップしたお祭りへと発展してき
ました。
スキップシティは今や国際Ｄシネマ祭開催、川
口市産品フェア開催、さらに今年はたたら祭り会
場と大いなる賑わいあふれる場所となりました。
この事は私たち川口法人会の社会貢献活動が実を
結んだ誇るべき活動として自負しております。

法人会員の皆様へ

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券
〜６月より申込受付、７月より発行します〜

６月広報紙「ほうじんナビ」紙面にてご案内します。今年度も、川口法人
会が1人あたり1.000円の補助を１社2名まで先着順で、総数400名を限度
に発行します。なお、利用券(補助)申込書は6月広報紙に同封します。
東京ディズニーリゾートの「サンクスフェスティバル・パスポート」割引
と併用すれば更にお得に楽しめます。（購入申込書に川口法人会名と団体番
号を記入する必要があります。川口法人会事務局にお尋ねください。）

7つの間違い探し

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、5月8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」6・7月号で発表致します。
【２・３月号の当選者】（川口市）吉田 泉様、小川浩尚様、土屋英之様、市村照美様、恩蔵えい子様、新井 瞳様、山口元恵様、浅見直也様、
小林和枝様、矢作玲子様、森川公子様、今瀬すみ子様、山野文雄様（草加市）田所香奈様、北條大輔様【応募者：100通】
〔２・３月号の７つの間違い探しの答え〕

①おダンゴ（左下）
②牛の角
③影
⑤髷（まげ）
⑥桜（右）
⑦アゴの隈取

④鳥居の字「桜と梅」
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ホームページ▷ http://liberty-k.co.jp/
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最大限に実現
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やすさ

安全
施工

最適な

プランニング

鉄

銅鉄商事株式会社

精度の高い
施工技術

休 ま ず、移 らず、新しく 。

R E i L H O S P I T A L（ リ イル ホ ス ピ タル ）は 、休 診 せ ず に 行 う 、
病 院 専 門 の リノベ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 。 機 会 損 失 を 抑 え な が ら 、
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患 者 さま は もちろん 、働 き 手 か ら も 選 ば れ る 病 院 へ 一 新 し ま す 。
www.re il-hospital.com

埼和興産株式会社

www.saiwa.co.jp

〒332-0006 埼玉県川口市末広3丁目14番10号
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TEL：048-224-3494 FAX：048-224-7712

AUTHORIZED AGENT

本社営業所／〒332-0017 川口市栄町2-2-5-201

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）
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