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03新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940 公益社団法人豊島法人会広報誌

第6回通常総会　会長表彰・会長感謝状等名簿（敬称略）

勇退理事（敬称略）

今宮　忠則 ㈲ヴィテス東池袋南池袋支部
森下　好司 永幸不動産㈱大塚西巣鴨支部
鶴岡　丈夫 栄正印刷㈲長崎支部
梅本　泰寛 丹波屋燃料㈱厚生委員会
坂巻 公美子 ㈱エルゴニキス広報委員会

佐々木 俊規 ユアーハイマート㈱巣鴨駒込支部
渡 辺 　明 東京信用金庫本店財務委員会
那波　敏雄事業委員会
五日市 文雄 ㈱スーパーオフィス

㈱アヴァンティ
ＩＴ委員会

西村　敏男 ㈱社福しん高田支部
八重柏　善 ㈱フラッグ組織委員会
富澤 雄一郎 ㈱ネオプランニング社会貢献委員会

北原 信太郎 ノースフィールド㈱青年部会 讃岐 知惠子女性部会 堀口　文子 ㈱サニフット経営研究会
渡利　由子 ㈲リバ・プランニング研修税務委員会

野本　芳子 野本印刷㈱東池袋上池袋支部 藤丸　紀男 藤和㈱池袋西口支部
２ 会長感謝状 支部・委員会及び部会の事業活動に顕著な功績

４ 会員増強に顕著な実績のあった厚生制度推進員

鎌田　成美 石井　富代 秋山　満里子 大野　智子 岩城　千春 渡邊　佳奈子 菅根　淳子 國定　 恵 荻原　ルミ
大同生命保険株式会社

片岡　洋子 八景　千秋 田中　伸幸 山本 圭造 梶原　淳一郎
ＡＩＵ損害保険株式会社

大同生命保険㈱ AIU損害保険㈱
成木　恒寿

アフラック
３ 会員増強に功績のあった会社

池袋支社 支社長
長谷川　龍二 東京中央営業支店営業第二課マネージャー

東京第一支社 支社長首都圏地域事業本部東京第二エリア統括部
小平　正

庄司 佳子東池袋二丁目地区長鈴木 義人千早一丁目地区長 渡辺　明東池袋一丁目第１地区長
植田 直行東池袋一丁目第2地区長
鈴木 貞文西池袋二丁目地区長

稲川 　一東池袋南池袋支部長
今宮 忠則南池袋二丁目地区長
齊木 晋一青年部会長

小嶋 孝司東池袋上池袋支部長

１ 会長表彰 入会勧奨活動に顕著な実績

金井 宏夫経営研究会代表

6月13日（火）ホテルベルクラシック東京

臨時理事会を開催

南山会長が２期目の再任南山会長が２期目の再任 ―第６回通常総会―第６回通常総会
　公益社団法人 豊島法人会第６回通常総会を、6月13日午
後4時よりホテルベルクラシック東京4階フィガロにおい
て、多くの来賓ご臨席のもと総勢182名のご出席をいただ
き開催致しました。
　冒頭、司会より本総会が定足数を満たし定款第16条第1
項により有効に成立したことが宣言され、谷内田副会長
の開会の辞、南山会長による挨拶に続き、入会勧奨活動
に顕著な功績、実績をあげられた会員の方々に南山会長
より会長表彰並びに、感謝状の贈呈が行われました。
（表彰を受けられた方々のお名前については下段に記載）
　議事に先立ち、定款第14条により南山会長が議長に選
出され、議事録署名人として浦野静夫氏、菅原由利子氏
の2名が選出されました。
　議事に入り、議決事項として「第1号議案　平成28年度
収支決算報告承認の件」「第2号議案　役員改選の件」は
満場一致で承認されました。「第３号議案　定款一部変
更の件」については議決権2/3の出席に満たないため、議
長より次期年度の検討事項とする旨の説明があり、満場
一致で了承されました。
　次に報告事項として「平成28年度事業報告」「平成29
年度事業計画」「平成29年度収支予算」が報告され、全
ての議事が終了しました。

　続いて来賓の方々よりご祝辞をいただき、若林副会長
の閉会の辞をもって第6回通常総会を無事終了しました。
　第6回通常総会の承認を受け、同ホテルベルクラシック
東京6階コンチェルトにて午後5時30分より臨時理事会を
開催しました。
　定足数の確認後、南山会長を議長に選出、「第1号議案
　会長選定の件」「第2号議案　副会長選定の件」「第3
号議案　常任理事選定の件」「第4号議案　顧問及び相談
役委嘱の件」について審議し、全て承認されました。
（承認された新役員については4ページに記載）
 総会後の会員交流会は、午後6時より開宴の挨拶に始ま
り、臨時理事会で選定された正副会長が登壇し、披露さ
れました。新役員を代表し、南山会長が南山体制二期目
の抱負を皆様に述べられました。続いて勇退理事に感謝
状が贈呈されました。（勇退理事は下段に記載）
　その後、来賓の方々の挨拶、乾杯で交流会が始まり、
和やかな中で平塚新副会長の中締めで閉宴となりました。

挨拶する南山会長

（記：中嶋 富男）

前副会長　　　　　谷内田　美佐子 前常任理事　　　　　　田口　成典 前理事　　　　　　　　眞下　健弥 前理事　　　　　　　　西村　敏男
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平成29・30年度
役員一覧（敬称略）公益社団法人豊島法人会

南山 幸弘

大石 寛子

天沼 友一

遠藤 陽子

堀口 信行

平塚 元由

中嶋 富男

稲川 一

上妻 英成

阿部 双葉

中根 武

大堀 卓

東 明男

加古 博昭

髙村 光朗

鈴木 但

鈴木 義人

齊木 晋一

坂巻 公美子

五日市 文雄

池田 憲治

加藤 直光

㈱音羽

㈱大石商店

カネマサ大東㈱

㈱遠藤製餡

太平商事㈱

㈲平塚製作所

㈱中嶋富男建築設計事務所

㈱文宣

あがつまタオル㈲

㈱フレンドシップインターナショナル

㈲ティー・エヌ・コンサルティング

㈱秀芽

㈱アズマ

東京通信機㈱

高村紙業㈱

㈱城北石田ハカリ

㈱エレコ

㈱新光商事

㈱エルゴニキス

㈱スーパーオフィス

中央電設㈱

㈱折原

会　長

副会長

副会長

副会長

副会長

副会長

副会長

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

 

 

 　
 　

 
 

総務委員長兼務

東池袋南池袋支部長

小嶋 孝司 東洋特殊産業㈱常任理事 東池袋上池袋支部長

池袋西口支部長

大塚西巣鴨支部長

巣鴨駒込支部長

高田支部長

長崎支部長

財務委員長

組織委員長

厚生委員長

事業委員長

社会貢献委員長

広報委員長

ＩＴ委員長

研修税務委員長

青年部会長

森永 鈴江

真木 俊之

金井 宏夫

石川 宜司

野村 光成

㈲美鈴

養老乃瀧㈱

㈱アール・エス・シー

ガイア㈱

㈱シャンボール

常任理事

常任理事

常任理事

理　事

理　事

女性部会長

源泉部会長

経営研究会代表

今宮 忠則

植田 直行

野本 渉

㈲ヴィテス

ユニーク・アイネット㈱

野本印刷㈱

理　事

理　事

理　事

東池袋南池袋副支部長

東池袋南池袋副支部長

東池袋上池袋副支部長

東池袋上池袋副支部長

池袋西口副支部長

白井 宏一

大渕 信之

鶴岡 丈夫

小泉 裕克

若林 正美

藤丸 紀男

岡本 重史

㈱関越物産

ユニバーサルプリント工芸㈱

栄正印刷㈲

小泉電機㈱

アドナー㈱

藤和㈱

㈱八洲不動産サービス

理　事

理　事

理　事

理　事

監　事 

監　事 

監　事 

高田副支部長

高田副支部長

長崎副支部長

長崎副支部長

藤森 俊晴

大久保 勇一

梅本 勉

加藤 寿男

富永 幸子

伊藤 勝利

今井 文彦

大塚 淳

㈱藤森電機製作所

㈱ゆう文

丹波屋燃料㈱

㈱紅家

東邦管工建設㈱

㈲ケイ・アイコーポレーション

今井保全㈱

㈱大塚

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

池袋西口副支部長

池袋西口副支部長

池袋西口副支部長

池袋西口副支部長

大塚西巣鴨副支部長

大塚西巣鴨副支部長

大塚西巣鴨副支部長

巣鴨駒込副支部長
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東国原英夫氏講演会「逆境を笑え」東国原英夫氏講演会「逆境を笑え」
開催日時：平成29年6月13日（火）
開催場所：ホテルベルクラシック東京

　6月13日、第6回通常総会に先立ち午後2時より
ホテルベルクラシック東京4階フィガロにて元宮
崎県知事、前衆議院議員である東国原英夫氏の講
演会を開催しました。「逆境を笑え」のテーマに
340名を超える会員及び一般の方々にお集まりを
いただき、講演中、会場全体が笑いに包まれる
中、東国原氏が直面した逆境との取り組み、宮崎

県の行政改革について熱く語られ、1時間30分の
講演時間があっという間に心地好い風のように会
場を吹き抜けていきました。
　閉演後、会員の皆さま、一般の皆さまからは楽
しい時間であったとの声を聞きながら無事納めさ
せていただきました。

講師の東国原英夫氏 参加者は340名を超え大盛況

（記：中嶋 富男）
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新装開店
Renewal　Open
3月9日【木】

8

女性部会創立40周年記念式典・祝賀会が盛大に開催！女性部会創立40周年記念式典・祝賀会が盛大に開催！

挨拶する森永部会長

講演する松井宏夫氏

歴代部会長を表彰

開催日時：平成29年5月16日（火）
開催場所：ホテルベルクラシック東京

　今年度で女性部会は創立40周年を迎え、その記念式典が盛大に催され
ました。
　記念式典に先立ち、年次報告会があり、平成28年度女性部会は、例年通
り「税」に関する事業展開と様々な文化交流の実施を積極的に行いまし
た。特に、新宿、渋谷、四谷法人会との交流は意義のあるものでした。
又、税に関する絵はがきコンクールも年々、応募者が増え、いっそうの税
に関する理解につながっております。平成29年度は、このような事業展開
と文化交流に加えて、「パラリンピック支援事業」を強力に行っていきま
す。2020年度の東京オリンピック・パラリンピックの成功には、部会員皆
様の協力が必要です。よろしくお願いいたします・・・と強調しました。

 第一部:創立40周年記念式典
　ご来賓として、小野和之豊島税務署長、高野之夫豊島区長など多くの
方々が出席されました。そのような中で女性部会の活躍が紹介され、更
に、歴代女性部会長へ、盛大な拍手の中、南山会長とともに森永女性部会
長から感謝状が手渡されました。

第二部:記念講演
　医学ジャーナリストの松井宏夫氏による「がんの最新医療&名医たち」
と題し記念講演が行われました。身体の健康は誰もが関心を持っている課
題。皆、熱心にその話に聞き入っていました。

 第三部:祝賀会
　部会長挨拶、ご来賓祝辞、そしてアトラクションとして「インド舞踊」
が披露され、40周年記念式典に花を添え、無事終了いたしました。

（記：阿部 双葉）
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豊島法人会では、
正しい税知識や経営のノウハウを身につけることができる
講座や研修会、セミナーなどを各種開催しております。
広報誌に同封しますチラシやWEBサイトでご案内しております。
ぜひご活用ください！講座セミナー

研修会

豊島法人会の

講座セミナー
研修会

講　師　児玉 清則　上席国税調査官
　　　　　（豊島税務署　法人課税第3部門）

内　容　
　　　　

平成29年6月1日（木）・2日（金）
豊島法人会館3階 会議室
延べ62名受講

源泉所得税基礎講座 全2回
源泉所得税基礎講座

源泉徴収制度の概要、給与所得の源泉徴収
事務、年末調整事務、退職所得の源泉徴収
事務、報酬・料金等の源泉徴収事務

SCHEDULE法人会スケジュール法人会スケジュール法人会スケジュール

8月
事務局夏季休業
決算法人説明会

青年部会チャリティ暑気払い

　
豊島法人会館

パセラ池袋本店

14日（月）・15日（火）
17日（木）

(一財)全日本労働福祉協会生活習慣病・一般定期健康診断 立教大学23日（水）～26日（土）

13:30～16:00
熊本地震チャリティコンサート 自由学園明日館22日（火） 18:00～21:00

13:30～16:00

18:00～

9月
決算法人説明会
新設法人説明会

豊島税務署会議室
豊島法人会館

14日（木）
21日（木） 13:30～15:30

10月
決算法人説明会 豊島法人会館12日（木） 13:30～16:00

7月
（火）

（水）

青年部会　高野区長との意見交換会
経営研究会　高野区長講演会

豊島法人会館
サンシャイン クルーズ・クルーズ

25 日
26 日

18:30～19:00
18:00～20:45

※日程・内容については変更となる場合があります。最新情報は豊島法人会WEBサイトでご確認ください。

25日（金）
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法人会活動フラッシュ法人会活動フラッシュ

第12回全国女性フォーラム鹿児島大会

当会からは森永部会長含め3名が参加（写真：菅原由利子）

女性部会 4月7日（金）／城山観光ホテル

青年部会4月21日（金）／豊島法人会館3階会議室

平成29年度青年部会年次報告会
4月23日（日）／としまえん

東法連青連協第4ブロックスタンプラリーinとしまえん
青年部会

税金クイズにチャレンジする参加者就任あいさつをする加藤直光新青年部会長

3月24日（金）／西巣鴨中学校横桜並木通り

第１８回南大塚桜まつり

豚汁を提供する阿部支部長

大塚西巣鴨支部

開催前から長蛇の列ができ、阿部支部長の開会宣言で開始。
手作りの豚汁・おでん、そしてビールが振舞われ、歌手「魂
田ゆーふぃ」氏の演奏が流れる中、楽しい祭典となりまし
た。多くの参加者の笑顔が、より一層、大きな励みとなりま
した。

青年部会規約、平成28年度事業報告並びに収支決算報告、平
成29年度事業計画、収支予算が報告され、役員改選では加藤
直光氏（㈱折原）が新部会長に就任しました。

鹿児島県に全国の女性部会員が1,600名参集しました。「明
日の社会と税金を語る～霞が関からワシントンまで～」と
題した(株)国際協力銀行・代表取締役専務取締役の林信光氏
による記念講演等が行われ、懇親会等では全国の女性部会
員との親睦、交流が行われました。

豊島を含め８単位会合同で行われた租税イベントは４年連
続の４回目。天気にも恵まれ多数の子ども、家族が参加
し、たいへん盛況でした。

公益社団法人豊島法人会広報誌
TOSHIMA　制作・印刷・製本業務請負業者の公募結果

広報誌第241号（2017春号・平成29年4月20日発行）誌面並びに当会ホームページにて会員企業を対象に告知させていただ
きました。
広報誌「TOSHIMA」制作・印刷・製本業務請負業者を慎重な審議の結果、決定しましたので公表させていただきます。

請負業者名：株式会社アイ・エス・シー
東京都豊島区南池袋2-26-5 アイ・アンド・イー池袋ビル
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豊島法人会では新規会員を
随時募集しております。

5月30日（火）／池袋西口公園

路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーン
社会貢献委員会

多くの会員の方々が清掃活動に協力

豊島区が主催の「ごみゼロデー」の一環として行われた路上喫
煙・ポイ捨て防止キャンペーンに協力。池袋駅西口の清掃活動
を行いました。豊島区では、路上喫煙や吸い殻のポイ捨てと
いった「迷惑喫煙」を防止し、たばこを吸わない人にも快適で
過ごせる街づくりを推進しております。

5月14日（日）／長崎神社

長崎獅子舞

勇壮な長崎獅子舞

長崎支部

長崎獅子舞の保存継承に協力する目的で毎年、協賛金をお渡し
しております。地元の中学生・高校生が獅子に扮して和太鼓を
打つ姿は感動します。

第１回理事会

議案はすべて原案どおり承認されました

5月12日（金）／豊島法人会館３階会議室

平成29年度最初の理事会が開催されました。第６回通常総会で
諮る平成28年度収支決算や事業報告、理事・監事推薦者等につ
いて慎重に審議いたしました。

5月17日（水）／養老乃瀧池袋ビル

平成29年度経営研究会年次報告会
経営研究会

あいさつを行う金井宏夫代表

平成28年度事業報告、収支決算、平成29年度事業計画、収支予
算について報告を行い、平成29年度の役員が金井宏夫代表から
紹介されました。

源泉部会 5月22日（月）／養老乃瀧池袋ビル

平成29年源泉部会年次報告会

報告を行う真木俊之部会長

平成28年度の事業・収支報告、平成29年度の事業計画と収支予
算について報告を行いました。終了後の交流会では、部会員の
方々が親睦を深めました。

ホームページのバナー広告募集・
会員検索にご登録ください

http://www.toshimahojinkai.or.jp/

豊島法人会ではこのたびホームページをリニューアルしま
した。
リニューアルに伴いまして会員検索コーナーを新たに設け
ましたので、会員の皆様、是非ご登録いただき活用くださ
いますようお願い致します。
またホームページのトップページにバナー
広告の掲載スペースを設けました。お申し
込みくださいますようお願い致します。
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公益法人5周年特別企画
歴代会長

Q 3 ご趣味は?

Q 4 お仕事は?Q 1 ご出身は?

Q 2 ご経歴は?

インタビュー

　前回号より豊島法人会公益社団化5周年を記
念して「歴代会長インタビュー」と題し、歴代
会長から現会長までのインタビューを4回にわ
たってお届けしています。今回の第2回目は、
第11代会長を務められた新倉康榮顧問にお話を
伺いました。
インタビュアーは、五日市編集キャップ。

豊島法人会第11代会長

YASUHISA NIIKURA

新倉 康榮 顧問

　豊島区高田です。高田から目白のあたりにずっと
住んでいます。昔は、このあたりに工場がたくさん
ありましたけど、昭和20年4月の空襲でだいぶ焼けて
しまいました。

　江戸芸かっぽれを踊っています。家内が桜川流江戸
芸かっぽれの師範をしており、私も弟子の1人として
習っており、ふくろ祭り、フラワーフェスティバルな
どで踊っております。（かっぽれの歴史や意味などを
いろいろ説明していただきました）50歳に近くなって
から始めたゴルフは、現在も月に2・3回行っていま
す。今のスコアは110ぐらいです。健康のためにも良
いかなと思っています。
　他には、美術館や歌舞伎を見に行ったり、クラシッ
クの音楽を聞いたりしています。

　目白小学校に入り、最終学歴は早稲田大学商学部
です。大学時代は、給料はもらっていませんでした
が、アルバイトの形で父の手伝いをしていました。
　大学を出たあとは、すぐ株式会社高砂衛生舎
（現：タカサゴ）に入社し、父の死後社長を引き継
ぎました。そのため、あまり世間のことを知らずに
社長になりましたが、法人会の税務研修会や東商の
講習会がとても役に立ちました。
　息子が勤めていた会社をやめてタカサゴに入社し
たときに、社員教育など逆に息子に教えられ、外の
飯を食うということは大事なことなんだなと思いま
した。
　子供が目白小学校にいるときにPTA会長を務め、
50周年行事を行った思い出があります。

　ビルの給排水設備、貯水槽や排水槽、排水管の清
掃などを行っており、高圧洗浄車が2台、バキューム
カーが9台あります。汚れる仕事なので、駐車場の確
保が大変で本社以外にも西落合に自前の駐車場を用
意しています。
　昨年会社創業90年を祝いました。100周年までなん
とか元気でいたいなと思っています。もちろん、そ
の時は退任して、息子の代になっていると思いま
す。
　この仕事も昔は、ビルオーナーさんと直接つな
がっていたのですが、今はオーナーさんが、ビルメ
ンテナンスなどの会社に管理をいっさい任せてし
まっている場合が多く、直接契約できなくなってき
ました。ビルメンテナンスの会社の下請けになって
しまうことも多くなり、そういう場合は利益も少な
く、難しくなりました。
　それでも一部上場企業や官公庁などと長く取引させ
ていただいているので、その経験豊富さと信用が弊社
の強みだと思います。
　社名ですが、現在の高田2丁目のあたりは、「高田
村大字砂利場」という地名でした。創業にあたり、高
田の砂利場から高砂衛生舎としました。
　また、地域活動としては、東京商工会議所豊島支部
の副会長や東京都トラック協会豊島支部の副支部長な
どを務めさせていただきました。
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Q ６ 今後の法人会に期待することをお聞かせください

会報で、みなさんがいろいろ活動されている様子
を拝見しています。女性の進出も目覚ましいと思い
ます。女性部会だけでなく女性の方に活躍していた
だき、一億総活躍プランの時代ですので、いずれは
女性の会長も出てくると良いと思います。経済情勢
の厳しい時代ですから、一社で悶々と対策を考える
のではなく、法人会の企画する様々な会合に参加す
るとともに、法人会の仲間の知恵を借りて、頑張っ
てほしいと思います。

Q 5 会長当時の思い出は?
稲川会長から引き継ぎ、2期4年会長を務めました
が、50周年にあたり、PTAに続いてよく50周年に縁
があると思いました。社団法人法の改正によって、
一般社団か公益社団かという選択をする必要があ
り、いろいろな議論の末に、公益社団法人を選択す
ることにしました。認可がおりたのは、次の鈴木会
長の時代ですが、この選択を行ったというのが、私
の会長時代の一番の出来事です。法人会の会館をど
うするかという問題もあり、東通りの区の4階建ての
ビルが売りに出たときに買取の入札に参加したこと
があります。失注となりましたが、それ以降は新規
の建築という案になり、今の立派な会館が建ったの
で、結果はよかったと思います。

2000

1.11 （平成29年6月9日現在・市況により変動）
 
　

＊従業員数等の企業規模の要件がございます。また、審査の結果ご希望に添えない場合もございます。
＊融資上限額・返済期間の取り扱いは、平成30年3月31日の日本政策金融公庫受付分までとなります。

（祝日・8月除く）

豊島区西池袋2-37-4としま産業振興プラザ(IKE･Biz)(4階) 池袋駅西口より徒歩約10分　南口より徒歩約７分

　新倉顧問とお話をさせていただくのは初め
てでしたが、落ちついたやさしい語り口で、
とても温厚な方なんだろうなという印象を持
ちました。坂巻委員長からの「最後に後輩に
エールを」というお願いに、「女性進出、法
人会の仲間で団結」と、強いメッセージでこ
たえていただきました。

記：五日市文雄
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豊島税務署から

記

国税庁経験者採用試験（国税調査官級）のお知らせ

Pride of the Specialist
～公平な世の中を創る、志～

適正・公平な課税の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。
　人事院では、30歳以上の社会人経験者を対象とした「国税庁経験者採用試験（国税調査官級）」を実施
しています。試験の概要については下記のとおりです。
　なお、採用後は、税務大学校において約３か月の研修を受けた後、各国税局（国税事務所）管内の税務
署に配属され、国税調査官又は国税徴収官に任用されます。
　興味のある方は、東京国税局総務部人事第二課試験係までお気軽にお問い合わせください。

◇ 試 験 概 要 平成29年度の試験概要については、平成29年7月頃に官報公告及び国税庁ホームページへ掲
載となる予定です。

◇ 問 合 せ 先 東京国税局総務部人事第二課試験係（℡ 03-3542-2111　内線2163）

◇ 最終合格者数（全国） 223名

◇ 受 験 資 格 平成28年4月1日において、大学等を卒業した日又は大学院の課程等を修了した日のうち最も
古い日から起算して８年を経過した者

◇ 試 験 日 程 ⑴　受験申込受付期間　8月中旬
⑵　試験実施期間　　　9月から12月
⑶　最終合格発表　　　12月下旬

◇ 求める人材 ⑴　公務に対する強い関心と、全体の奉仕者として働く熱意を有する者
⑵　課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を有する者
⑶　大学卒業後、民間企業、官公庁等において正社員・正職員として従事した職務経験が
　　平成28年7月1日現在で通算８年以上となる者であって、これらの職務経験を通じて体
　　得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力を有する者
⑷　採用後の研修又は職務経験を通じてその知識及び能力の向上が見込まれる資質を有する者
⑸　特に次の職務経験等を有する者

【参考：平成28年度の実施状況】

①　法人等の財務、経理又は税務に関する事務
②　金融機関等における貸付け又は資金運用等に関する職務
③　税理士・公認会計士等の業務の補助の職務
④　官公署における国税又は地方税に関する事務
⑤　ITパスポートや英語検定１級など、電子商取引や国際取引の税務調査において有用な資格等
⑥　法人等における営業等、対人折衝を必要とする職務
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税金クイズ税金クイズ？？
問1 次の授業料のうち、消費税がかからないのはどれでしょう？

❶ 水泳教室　　　　　　　❷ 学習塾　　　　　　　❸ 公立小学校

問 2

❶ セルフコントロール税制
❷ セルフケア税制　　　
❸ セルフメディケーション税制

？

医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に
高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、平成28年度税制改正により導入
された、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例は、一般
に何と呼ばれるでしょうか？

問 3
❶ 炭素税　　　　　　　　❷ 塩素税　　　　　　　❸ 水素税

環境に悪影響を及ぼすものに税金をかけ、その悪影響を及ぼすものを減らす目的で
欧州において設けられた税金は次のうちどれでしょう？

答えはp.19 目次の下をご覧ください！→

？

消費税軽減税率制度説明会のご案内
　豊島区役所と豊島税務署では、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。

○ 開催日時
平成２９年９月５日（火）　10：00～11：30
平成２９年９月５日（火）　14：00～15：30

○ 場　所
生活産業プラザ　３階　大会議室
豊島区東池袋１－20－15
（駐車場等はございませんので、公共交通機関をご利用ください。）

【問】豊島区役所　税務課　電話03-4566-2351
豊島税務署　法人課税第２部門　電話03-3984-2171
※「消費税軽減税率制度」についての問合わせは、豊島税務署まで。
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災害等により甚大な被害を受けた方には都税を減免する制度があります

東京都豊島都税事務所からのお知らせ

小規模非住宅用地の
固定資産税・都市計画税を減免します
小規模非住宅用地の
固定資産税・都市計画税を減免します

一画地における非住宅用地の面積が400㎡以下であるもののうち200㎡までの部分
ただし、個人又は資本金等の額が１億円以下の法人が所有するものに限ります。

固定資産税・都市計画税の税額の２割

減免を受けるためには、申請が必要です。
まだ申請をしていない方で、小規模非住宅用地を所有していると思われる方には、
８月までに「固定資産税の減免手続きのご案内」をお送りする予定です。
減免の要件を確認のうえ、申請してください。
※ 同一区内で前年度に減免を受けた方で用途を変更していない方は、新たに申請する必要はありません。

減免対象

減免割合

減免手続
　

　風水害や地震、火災などで甚大な被害を受けた方には、一度課税された税金のうち、まだ納期限
が到来していない税金を、被災の程度等によって軽減または免除する制度があります。

また、被災により、都税を一度に納めることができない場合には、納税を猶予する制度があります。
なお、納税の猶予を受ける場合にも、申請が必要となります。

災害等により甚大な被害を受けた方には都税を減免する制度があります

減免する場合
床上浸水（不動産取得税を除く）、崖崩れ、家屋損壊等の被害のうち、一定程度以上の被災の場合

減免の対象となる都税
固定資産税・都市計画税（23区内）、不動産取得税、個人事業税　など

減免を受けるための手続き
減免を受けるためには、納期限までに、納税者ご本人からの申請が必要です。
被災された方は、区市町村（火災の場合は消防署）で発行する「り災証明書」など、被災の事実を証明する
書類を添えて、所管の都税事務所まで申請してください。

昨年度に引き続き、平成29年度も

23区内　

【お問い合わせ先】豊島都税事務所固定資産税班　03-3981-1211（代表）

【お問い合わせ先】豊島都税事務所　03-3981-1211（代表）

・　・　・

・・・

・・・

利用手続についてのお問い合わせ

エルタックス 検索http://www.eltax.jp/ホームページ

利用時間

ヘルプデスク

月～金　8時30分～24時（土・日・祝日、年末年始12/29～1/3は除く）

0570-081459（左記の電話番号でつながらない場合：03-5500-7010）
月～金 9時～17時（土・日・祝日、年末年始12/29～1/3は除く）

法人事業税・都民税の申告には便利な電子申告（eLTAX）をご利用下さい法人事業税・都民税の申告には便利な電子申告（eLTAX）をご利用下さい
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　歯周病は自覚症状がない病気です。今年度から新たに45歳の方も受診できるようになりました！大切な歯
を守るため、節目の年齢には健康を意識してみませんか？対象の方には6月下旬に受診券を送付しました。

健診・検診を受けましょう！

としま健康チャレンジ！

豊島区では下記の健診・検診を行っています。費用は無料ですので、ぜひ受診してください。
（対象年齢は平成30年3月31日現在の年齢です。）

★長寿健診

対象者：昭和17年9月30日以前にお生まれの方（後期高齢者医療制度に加入している方及び加入予定の方）
健診期間：平成29年8月1日（火）～11月3 0日（木）

（予備期間：1 2月1日（金）～平成3 0年1月3 1日（水））

　
★胃がんリスク検診

対象者：20歳・30歳・40歳・50歳の方
検診期間：20歳・30歳　平成29年8月1日（火）～2月28日（水）

40歳・50歳　平成29年6月1日（木）～1月31日（水）※

★前立腺がん検診

対象者：50～74歳の偶数年齢の男性
検診期間：平成29年6月1日（木）～1月31日（水）※

　
★歯周病検診

対象者：40・45・50・55・60・65・70・75・80歳の方
検診期間：平成29年7月1日（土）～11月3 0日（木）

お問い合わせ先：豊島区　地域保健課　保健事業グループ　☎ 03-3987-4660

7月21日より
申込み

TEL:3987-4660

プログラム（定員）　　　　　　　　   日　時　  　　　      　　会　場 　      　　   申込み
ロコモとメタボ？
いきいきライフのための正しい予防法
(80名)

9月3日(日)
10：00～12：00

9月5日(火)
18：30～20：00

生活産業プラザ8階
多目的ホール

講演後、薬と栄養の相談会あり
講師：女子栄養大学生涯学習講師 東千恵子氏

生活習慣病初期症状に
　　　　 　心あたりありませんか？
～早めのサインを見逃さないで～(80名)

講師：豊島区医師会 山根明子氏

※特定健診対象の方は特定健診の受診期間に受けてください。

※特定健診対象の方は特定健診の受診期間に受けてください。

豊島区保健福祉部から
としま健康チャレンジ！

これからのチャレンジプログラムこれからのチャレンジプログラム

　対象者には7月下旬に受診券を送付しました。「健康の大切さ」を考える機会として定期的に受診し、ご自
身の体調管理にお役立てください！

　胃がんを引き起こすといわれているピロリ菌の抗体検査を行います。特定健診対象者は健診と
同時実施です。その他の対象の方には7月下旬に受診券を送付いたします。

　PSA(前立腺特異抗原)が血液中にどれだけ存在するかを調べる、スクリーニング検査です。特定健診対象者
は健診と同時実施です。その他対象の方は下記担当にお申し込みください。
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＋ 健康コラ ム ＋

「がん検診」を受けていますか

公益社団法人豊島区医師会副会長
医療法人財団豊島健康診査センター評議員

関口更一

新年度も始まり法人会会員の皆様方の会
社、事業所でも一般定期健診、生活習慣病健
診を予定されているかと思います。これらの
健診は生活習慣病の予防や早期発見には欠か
せません。また、事業主が実施することが法
律で義務付けられている健診ですのでご注意
ください。
さて、一般健診の他に各種「がん検診」が
あることはすでにご存じのことと思います。
 がんは1981年に脳卒中を抜いて死因のトッ
プとなって以来増え続けており、2人に1人が
生涯にがんを患い、3人に1人はがんで亡くな
っています。がんによる死因のトップは男性
が肺がん、女性では大腸がんです。肺がんは
喫煙との関係が深いことが科学的に証明され
ていますが、非喫煙者にも発生し女性の肺が
んも大腸がんと同様増加しています。大腸が
んは食生活の欧米化に伴い胃がんを抜いてが
ん全体で第2位となりました。

また新たな問題として、働く世代(20歳～64
歳）のがん患者が増加し、全体の3割を占め
るようになってきています。
「がん検診」の目的は、がんをできるだけ
早期に発見し適切な治療をおこなうことでが
んによる死亡を減少させることです。
「がん検診」を受けるには区市町村が実施
している「がん検診」に申し込むか、職域検
診が行われていればそれを受信するという2
通りの方法があります。職場によっては実施
していない場合には区市町村の「がん検診」
を受診してください。
厚生労働省の指針では胃がん、肺がん、大
腸がん、乳がん、子宮頸がんの検診を推奨し
ています。豊島区では5つの「がん検診」に
加え低線量CT検査を組み合わせた肺がん検
診、前立腺がん(PSA)検診、胃がんリスク
(ABC)検診も行なっています。
各自治体の「がん検診」の案内は郵便で送
られてくる書面だけでなく、自治体のホーム
ページや広報にも記載されています。年度ご
とに実施時期や実施施設が異なることもある
ため、各自治体の最新情報を参照ください。
本年6月2日厚生労働省はがん対策推進会議
を開き、がんの死亡率の減少を狙い、予防と
検診を強化するため、がんの早期発見に向け
検診受診率を50%、がんの疑いがあった場合
に進む精密検査の受診率を90%に高める目標
を揚げました。
豊島健康診査センターは豊島区の特定・長
寿・福祉健診、豊島区各種「がん検診」、企
業健診等を受託し高い精度管理のもとに行
なっています。ご一考ください。
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Have a bre
ak!広報委員会コラム

目覚めの一杯

記：大塚　淳

朝、起きたら体重計に乗ってみる。
『わっ！痩せてる。ダイエット上手くいってる。』と思うかもしれま
せんが喜んではいけません。今のあなたは危険な状態です。

人は一晩でコップ一杯（200～300ml）の汗をかくといわれて
います。夏の睡眠ではそれ以上の汗をかくことになります。
寝ている間に体からそれだけの水分が出てしまうと朝はどう
なっているでしょうか？

そうなんです！
私たちは毎朝、脱水状態で目を覚まして細胞や血液中の水
分が不足し血液ドロドロ状態になっているのです。
そこで大事なのは《 朝起きたら、コップ一杯の水を飲むこと 》
なんです。
目覚めたときに水分を補給し、体の機能を戻すよう心掛けた
いものですね。

夏のゴルフでも大汗かいて『喉がカラカラで飲むビールは最
高‼』なんて私も少し前までは、ジョッキに手を伸ばしていまし
たが、この頃は先ずコップ一杯の水から飲むようにしていま
す。

そのおかげか後半もバテることなくプレーでき、思わぬショット
で出る冷や汗も減ったような気が……。

そして寝苦しい夏の夜、ぐっすり眠れていますか？
夏の睡眠は温度と湿度が大切です。人が快適に眠るために
は、室温25～30℃、湿度50～60％辺りとされています。
この室温と湿度を保つことで寝付きが良くなり、睡眠の質が
良くなるそうです。
睡眠時の温度が25～30℃といわれるのは、布団内の温度が
眠りにつきやすい33℃前後になるためです。
また、人は寝入るときに手足が熱くなって汗を蒸発させること
で体の深部の体温を下げ、ぐっすり眠ることができます。
しかし湿度が高いと深部体温が効果的に下がらず、寝付き
が悪くなってしまいます。

冷感素材のシーツや枕等の寝具や扇風機、エアコンなどを
活用し、水分補給を忘れずに睡眠環境をコントロールして、こ
れからますます厳しくなる夏を元気に乗り切ろうではありませ
んか！

～前支部長の雑感～～前支部長の雑感～

次回は池袋西口支部の会員からのコラムの予定です。

長崎支部　田口 成典

想い出

 ～前支部長の雑感～ リレーインタビュー
連動スペシャル

法人会の会員になったのはかなり前のことで、よく覚えていません。
入会していれば、税務署と良い関係ができるのではないかと、漠然と入っていました。
変化が出てきたのはバブル崩壊後でした。
長崎支部でも倒産して町を去っていった企業やシャッターを下ろしてしまった店舗も何軒かありました。非常に危機感を
抱いておりました。ちょうどそのころ長崎支部から案内状が届きました。
平成12年3月23日（木）に異業種交流会を開催、テーマは「長引く不況から抜け出す会社へ」
1． あなたの会社は、不況から抜け出すために何をやりましたか、
２． これからの世の中は大きく変わる、何をやるべきか、
私は喜んで参加しました。

会場は植松印刷さんの第一会議室で39社が参加して下さいました。
植松副会長の挨拶があり、39社全員の自己紹介の後、西部支部長が座長となり意見交換会が始まりました。参加され
た方々のそれぞれの立場や経営方針、さまざまな悩み事など活発な意見交換され、非常に有意義な会合でした。
その後長崎地区でも何回か交流会が開催され、活発な会合でした。
平成20年ごろから景気も良くなり支部の行事も変わってきました。
講演会や、施設の見学、イベントなどを行い、そのあと懇親会を開き、会員さん達と交流を深める会に変わってきました。
私も平成25年に支部長になって以前のような異業種交流会をじっくりとしたかったのですが、行事に追われてできません
でした。誠に残念です。新しい支部長さんには会員の方 と々活発な意見交換が出来る交流会があるとうれしいです。
長い間ご協力下さいました、役員の方々、会員の皆さん、有難うございました。
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INFORMATION事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ
®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について
豊島法人会では、会員の皆様の福利厚生の一助として、東京ディズ
ニーランド®、東京ディズニーシー®のパークチケット購入、ディズ
ニーホテルの宿泊費に利用できる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」を配布しております。ご家族、社員の方へ
の福利厚生にご利用ください。平成29年度分の「コーポレートプログ
ラム利用券」は数に限りがございますので、お早目にお申し込み下さ
い。（1社上限5枚まで）

一般定期健診・生活習慣病健診について
豊島法人会では（医社）絆アーバンハイツクリニック並びに（一財）
全日本労働福祉協会と提携し、会員やその従業員・ご家族を対象に会
員特別価格で健康診断を行っております。アーバンハイツクリニック
は通年、全日本労働福祉協会は春・夏の年2回実施しております。
アーバンハイツクリニックは当会ホームページから申込用紙を印刷
し、直接お申し込みください。全日本労働福祉協会は同協会より封書
でご案内をお送りします。

決算シールについて
従来、決算法人説明会の「ご案内」に
同封しておりました「決算シール」に
ついては本誌裏表紙に印刷されている
「豊島法人会会員証」を切り取って、
会員番号ご記入の上、申告書に添付し
てください。会員番号は発送時の宛名
台紙に記載しております。

info@toshimahojinkai.or.jp

公益社団法人豊島法人会事務局
〒171-0014 豊島区池袋 2-32-4
TEL 03-3985-8940　FAX 03-3985-5718

www.toshimahojinkai.or.jp

お問い合わせは事務局まで

■ 豊島税務署人事異動　■ 歴代会長インタビュー　etc

公益社団法人

豊島法人会広報誌

設置協力企業・場所 （2017年7月現在）

豊島法人会広報誌TOSHIMAは、年４回発行しております。
法人会員の方々には無料送付させていただいております。

また、一般の方でもお楽しみいただけるよう、
豊島区内のお店の店頭、会社の受付窓口などに設置しております。

Autumn 2017

No.243 号
秋

次回発行は平成29年10月末ごろ予定

広く情報を発信していくために、広報誌の設置場所のご提供をお願いできませんか。お店の店頭、会社の受付窓口など、
皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。詳しくは、豊島法人会事務局までお問い合わせ下さい。　

豊島法人会事務局　TEL 03-3985-8940　info@toshimahojinkai.or.jp

■東池袋
紙のたかむら
大同生命保険㈱池袋支社
東京信用金庫本店営業部
巣鴨信用金庫東池袋支店
㈲東峰フォト
㈱プリオ

■南池袋
㈱石の武蔵家 
高村紙業㈱ 
エニータイムとみざわ 
西武信用金庫池袋支店 
㈲ヴィテス 
東信企業㈱ 
珈琲倶楽部見聞録 

■上池袋
（医）豊島健康診査センター 
■西池袋
豊島都税事務所 
城北興業㈱池袋演芸場
西京信用金庫池袋支店
東京商工会議所豊島支部
豊島税務署 

■池袋
サンシャイン国際商事㈱ 
巣鴨信用金庫池袋支店 

■池袋本町
あがつまタオル㈲ 
巣鴨信用金庫池袋本町支店 
東京シティ信用金庫池袋本町支店 

■南大塚
㈲いろは寿司 
巣鴨信用金庫大塚支店 
㈱エスイージェー 
南大塚地域文化創造館

東池袋1-1-2
東池袋1-5-6 アイケアビル8F
東池袋1-12-5
東池袋1-25-10
東池袋3-1-3 サンシャインワールドインポートマート1F
東池袋3-11-8サンライズ小林2F-2

南池袋1-16 -20 ぬかりやビル4F
南池袋2-22-1
南池袋2-23-4
南池袋2-28-13
南池袋2-32-13
南池袋3-13-9-101
南池袋3-18 -37 日刊広告社第一ビル1F

上池袋2-5-1健康プラザとしま6F

西池袋1-17-1 豊島合同庁舎
西池袋1-23-1
西池袋1-44-1 
西池袋3 - 2 7-12 池袋ウエストパークビル9F
西池袋3-33-22

池袋2-10 -3 絆ビル2F
池袋2- 48 -1 

池袋本町1- 6 -2
池袋本町2 -15 -14
池袋本町2-39-12

南大塚2-19 -12
南大塚2-35-5
南大塚2-35-8NY ビル3F
南大塚2-36 -1

朝日信用金庫大塚支店
㈱フレンドシップインターナショナル

■北大塚
巣鴨信用金庫北大塚支店 

■巣鴨
太平商事㈱ 
巣鴨信用金庫本店営業部
㈱ながしま 
巣鴨地域文化創造館 

■駒込
㈲ティー・エヌ・コンサルティング 
駒込地域文化創造館 
日輸工業㈱ 
巣鴨信用金庫駒込支店 
巣鴨信用金庫駒込支店染井銀座出張所 

■目白
㈱秀芽 
海鮮丼ゆたか丼丸 雑司ヶ谷店
西京信用金庫雑司が谷支店 

■雑司が谷
雑司が谷地域文化創造館 
ユニバーサルプリント工芸㈱ 

■長崎
興産信用金庫城西支店 
巣鴨信用金庫椎名町支店 
小幡解体興業㈱ 
芳接骨院・鍼灸院 

■南長崎
東京信用金庫椎名町支店 
東京信用金庫東長崎支店 
システム・シャイン・サービス㈱ 

■要町
東京信用金庫要町支店 

■千早
千早地域文化創造館 

南大塚3 -1-1
南大塚3- 43 -12 アライビル3F

北大塚2 -20 -1

巣鴨2-3-6-501
巣鴨2-10 -2
巣鴨3 -28 -7
巣鴨4 -15 -11

駒込1-12-16 レジデンス六義園1F
駒込2-2-2
駒込2-3 -1 六興ビル6F
駒込3-3-20
駒込6-34-6

目白2-2-1
目白2-16 -17
目白2-16-19

雑司が谷3-1-7
雑司が谷3 -9 - 4

長崎1-9-3
長崎1-20-8
長崎2-15-8
長崎4 -7-14

南長崎3-2-14
南長崎5-28 -4
南長崎6 - 8 -10

要町1-1-1

千早2-35-12
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■ 法人会の趣旨は… 

■ 法人会のシンボルマークとは…
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（写真：鈴木 義人事業委員長） 
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法人会活動フラッシュ
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03第6回通常総会

記：第２４2号編集キャップ　五日市文雄

総会シーズン

編集後記

5月～6月は総会シーズンですね。私もこの期間にいくつかの団体の総会に参加しました。
ある団体の総会に参加した時、巨人軍のV9戦士の1人、黒江透修氏の講演を聞く機会がありました。V9時代の強さの
秘密は、「川上監督と牧野コーチがすごかった、指導者につきる」ということでした。王、長嶋を筆頭に、金田、堀内、
柴田、高田、土井、森などなど、多くの素晴らしい選手がいて勝利に貢献されていたと思いますが、実際にそこでレギュ
ラーだった黒江さんが「指導者がよかった」からだというのですから、重みがありますね。その理由は講演内では、あまり
詳しくは聞けなかったのですが、会社の経営に合わせて、トップがいて参謀（No.2）がいる大事さを話していました。
そして、豊島法人会でも総会が行われ、私はIT委員長を務めることになりました。まずは、豊島法人会のホームページの
会員企業検索に、会員の方がご自身で自社の登録をすることをお願いしていくことになります。登録の仕方がわかりにく
いというご指摘もありますので、随時改変しながら登録数を増やしていきたいと思いますので、皆様、どうぞよろしくお願い
いたします。

法人会とは、よき経営者をめざす85万社の
会員組織です。
法人会でのさまざまな業種の人との出会い
は、新しい仕事のつながりをうみだします。
法人会は、公正な税制の実現のため経営
者の声を国へアピールしています。

中心の円は、「法人会」のコア（核）である
「よき経営者をめざすものの団体」を表して
おります。
そのコアのもとに集まる「人」の姿を「法人
会」の頭文字＂h＂に合わせ、企業と社会
の健全な発展に貢献する団体であること
を、力強く象徴しています。

問１：③　　問２：③　　問３：①

税金クイズ回答



会員番号を記入の上、切り取って
申告書に貼付しましょう。
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