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「三鷹　野川の緑道」
写真提供

武蔵野法人会　写真同好会
五十嵐明一さん（井の頭支部）

国分寺崖線からの湧水を集めて流れる野川。
昔、今よりも北を流れていた多摩川によって台
地が削られ、国分寺崖線と野川の地形ができ
たそうです。これからは散策に良い季節です。

コロナ対策の決め手はワクチンだとされていますが、全ての方がワクチ

ンを打つわけではないと思います。私も当初はやめておこうかと思った

りしましたが、仕事の関係上、又年齢も考えて打つことにしました。

オリンピックの開会式前後から感染者が右肩上がりで急増しましたが、

今は打って良かったと思っています。

ただ、若い世代の方々の予約が取れず、ワクチン接種が中々進まない状

況をみると、正直この先の状況が見通せず心配は尽きません。

この広報誌が出る頃でさえ、どんな状況なのかも今は分かりませんが、

私達は毎日をただ一生懸命に生きていくだけです。

東京都環境局への「温暖化対策報告書」提出にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。今年度も東京都
への提出にご協力よろしくお願いいたします。事務局で記入代行も行っています（応募用紙は今月号に挟み込まれて
います／会員のみ）。詳しくはホームページをご参照または法人会事務局までお問い合わせください。

地球温暖化対策報告書（令和元年度分）  提出企業一覧 （順不同）

「第９回  税に関する絵はがきコン
クール」の受賞作品を展示します

日　時：令和3年9月24日（金）～10月8日（金）
場　所：小金井市役所第二庁舎 入口
　　　　※状況により日程は前後する可能性があり
　　　　　ます。詳しくはホームページをご参照ま
　　　　　たは法人会事務局までお問い合わせくだ
　　　　　さい。

決算法人説明会を
毎月オンラインで開催しています

株式会社  All for One

有限会社  武三商事

税理士法人  東京さくら会計事務所

有限会社  R&M’カシマ

有限会社  MK PLANNING

有限会社  ワイズパートナー

株式会社  武蔵境自動車教習所

禅林寺

株式会社  東京ハウス

株式会社  三鷹金属化工所

清水商事株式会社

平山モータース株式会社

三宅  哲夫

学校法人  武蔵野東学園

学校法人  井之頭学園

株式会社  ハウズ

富士建設工業株式会社

学校法人  守屋教育学園

株式会社  文伸

学校法人  成蹊学園

株式会社  サタケプランニングオフィス

株式会社  ルミナ

有限会社  グリーンパーク

株式会社  蔵王

有限会社  ミスティー

有限会社  花好

株式会社  ハウジング・エス

株式会社  トライブ

公益社団法人  武蔵野法人会

株式会社  小金井自動車学校

みすゞ建設株式会社

株式会社  オール設計

株式会社  エスアンドシー

有限会社  開明塾

武蔵野硝子株式会社

竹内運輸工業株式会社

株式会社  劇団め組

有限会社  ナヒロ

コメット電機株式会社

吉祥寺駐車場株式会社

小野山興産株式会社

ギャラリーケイ

株式会社  ウイル

ウテナ産業株式会社

新年賀詞広告を募集しています

募集期間 2021年11月30日(火)まで
掲載料金 ●  2万5千円枠（　頁）カラーで掲載できます。
  完全データをお送りください。
 ●  2万円枠（　頁）ロゴなどを入れることができます。
 ●  1万円枠（　頁）　
 ●  5千円枠（　頁）

掲載内容 ①スローガン（15文字以内厳守）　②企業名
 ③役職名　④氏名　⑤住所　⑥電話　⑦FAX
　 ⑧メール・アドレス　⑨ホームページ・アドレス
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1̶
8
1̶
18

お問い合わせ・お申し込みは各支部の広報委員または法人会事務局へ
TEL. 0422－51－1441  FAX. 0422－55－5544

今月号に申込み用紙が挟み込まれていますので
よろしくお願いいたします。

本誌新年号に会員企業の賀詞広告を掲載いたします。
法人会員ならどなたでもお申し込みいただけます。広告
掲載料は広報誌発行費の一部として活用させていただ
きます。ご協力をお願いいたします。

武蔵野税務署・武蔵野法人会共催【決算法人説明会】
を毎月オンラインで開催しています。また、５月か
ら【適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制
度）の概要】についての説明も行っています。使用
するテキスト「わかりやすい会社の決算・申告の実
務（令和３年度版）」はこの広報誌に封入されていま
すので、ご確認ください（会員のみ）。
説明会の日程および詳細は武蔵野法人会のホーム
ページをご参照ください。
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特集

SDGsは
   “○○”の機会
SDGsの基礎から経営との関係、
具体的にできることを知る機会として
講演会を実施しました

SDGsは経営者の“想像力”と“意志”次第

　SDGs（持続可能な開発目標）は2015年9月に国連サミットで採択
され、加盟国193ヵ国が2030年までの15年間で達成するために掲
げた目標です。17の大きな目標と達成するための具体的な169のター
ゲットで構成されています。
　日本においても、現在では小学生も言葉にするほど認知度は上がっ
ております。しかしながら、“自分自身や会社とどのように関係するの
か？” ロゴやアイコンを使用しているが、具体的な行動や活動に取り組
めていない現状があると思います。そこで、SDGsを通じた企業コン
サルタントであり、多数のセミナー実績もある西原氏にご講演をいた
だきました。個人の意識改革、経営革新の機会へ繋げられるよう、
SDGsの基礎から経営との関係、具体的にできることをお話しいただ
きました。

　SDGsの生い立ちは2015年に突然できあがったわけではなく、前身
のMDGs（ミレニアム開発目標）があったことや、さらにその前史まで
さかのぼり時系列でお話しいただきました。
　“SDGsメガネ”や “ワニの口”のイラストを活用した講演は、とても
分かりやすく、SDGsを経営革新に繋げるには、経営目標そのものの
一部とするか、経営目標と紐づけることが大切ということを教えていた
だきました。
　必ずしも17のゴール全てに等しく取り組む必要はなく、組織・企業
の体力や特性に応じて、メリハリをつけてよいということ、SDGsがわ
れわれの生活の中で、決して遠いものではなく、普段よりやっている
ようなことも多くあり、再認識する良い機会となりました。

事例参考：SDGsアワードやグリーン購入大賞の表彰事例は参考にな
る事例と助言いただきました。

今回この講演を視聴させていただき、限
られた時間内でしたが SDGs の基礎を
わかりやすくご説明いただけました。まず
会社が何をどうしたらよいか、どのように
しているのか考える前に、SDGsを正し
く理解して自社に落とし込むのが早道だ
と理解できました。 まだいろいろと考え行
動することが多くありますが、今回の講
演がきっかけで何か1つ前向きな考えを行
動に移し実行できたらいいと思いました。
先生にリアルに質問ができなかったことは
残念でしたが素晴らしいオンライン講演
に参加できたことに感謝いたします。
ありがとうございました。 

今回の研修会における私自身の1A3G（1アクション3ゴール）は、次の３つをお伝え
することでした。
①SDGsは2015年の国連決議から急に始まったものではなく、そのルーツから考え
ればすでに半世紀にわたって追求されてきたSD（持続可能な開発）を、本当に実
行するための「ブースター」であること。
②SDGsを自社にとって何の機会にするかは、経営者の “想像力”と“意志”次第であ
り、他人の考えた正解や事例を探し求めるのではなく、自社の歴史と事業活動、ス
テークホルダーを起点に考えた方が早道であること。
③そのために、「自社の “経営資源”でできることで、“まだやっていない”ことは何
か？」の問いを自らに投げかけてみること。
今回研修会に参加された皆様が、この問いに答えを出し、それぞれの会社において、
CSO（チーフ・サステイナビリティ・オフィサー）として、中長期的な存続と発展を
担うキーパーソンとしての役割を果たされることを願っています。

東京大学文学部社会学科卒業後、三菱総合研究所
を経て2002年独立。有限会社サステイナブル・デ
ザイン（サステイナブルを掲げる唯一の認定経営革
新等支援機関）の代表取締役。1990年、学生時代
に「サステイナブル」と出会って以来30年間にわた
り、環境分野を中心に業務・非営利活動を通じライ
フワークとしてサスティナビリティにかかわり続ける。
キャッシュフローコーチ、エコアクション21審査員、
技術士（衛生工学部門）、環境カウンセラー（市民部
門）。2020年から青山学院大学SDGs人材開発パー
トナーシップ研究所客員研究員。SDGsをテーマと
する個別企業コンサルティング・研修・セミナー実
績多数。公益社団法人 北沢法人会 経堂支部長。

代表取締役　西原　弘 氏

有限会社 サステイナブル・デザイン

ライブ配信
2021年6月23日（水）
青年部会　講演会報告

　今年度の青年部会は、河田部会長の方針で、「心身と経営の健康」
と「会員拡大」を2本柱としております。新体制での最初の事業とし
て取り上げた、SDGsの基礎から経営についてのテーマは、「心身と
経営の健康」に合致していた内容となりました。
　“無関心から関心に” “関心から意識が変わっていけば” という想い
で、今回のセミナーで得たことが視聴していただいた方に少しでも有
益であることを信じております。コロナ禍の影響はまだありますが、
青年部会としてのチャレンジ精神を忘れずに、2年後の三法連幹事会
としての準備期間にしていきたいと思います。

青年部会副部会長　川井伸夫

講師

PROFILE

正しく理解して
自社に落とし込むのが近道

SDGsの世界観を紹介いただきまし
た。SDGsは、環境や人権の大切さ
を説くことで、人と地球（地域）の共
生のあり方を模索するものであること
が分かりました。そして実は、私達
（利他精神溢れる法人会青年部会員
達）は長らくそれをやっていることを
再認識しました。
SDGsの目標内容を無理に自社に落
とし込もうとするのではなく、まず既
にある自分たちの存在意義（Why）に
気づくことがSDGsの第一歩だとする
と、案外簡単なことをしていないなと
実感しました。

自分たちの存在意義に
気づくことが第一歩

SDGsは、聞いたことがあるけど、よく
わからないし、自分には関係ないと
思っていました。
しかし、今回講演で基礎的内容を聞
くことにより、会社も個人もやれそう
なことはあるなと理解でき、まずは日
常的にSDGｓに則した行動をしてみよ
うと思いました。

日常的に
SDGsに則した行動を

青年部会副部会長　成本淳平 青年部会　松井隆雄

青年部会　武田知之

参加人数
会場  15名
オンライン  50名
視聴回数  200回

あなたの会社にとって
SDGsは、何の機会にできるか
一緒に考えましょう!!

SDGsを経営革新に繋げるには、
経営目標と紐づけることが大切

“無関心から関心に”
“関心から意識が変わっていけば” 
という想いで

気づきの多い

 講演となりました
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特集

SDGsは
   “○○”の機会
SDGsの基礎から経営との関係、
具体的にできることを知る機会として
講演会を実施しました

SDGsは経営者の“想像力”と“意志”次第

　SDGs（持続可能な開発目標）は2015年9月に国連サミットで採択
され、加盟国193ヵ国が2030年までの15年間で達成するために掲
げた目標です。17の大きな目標と達成するための具体的な169のター
ゲットで構成されています。
　日本においても、現在では小学生も言葉にするほど認知度は上がっ
ております。しかしながら、“自分自身や会社とどのように関係するの
か？” ロゴやアイコンを使用しているが、具体的な行動や活動に取り組
めていない現状があると思います。そこで、SDGsを通じた企業コン
サルタントであり、多数のセミナー実績もある西原氏にご講演をいた
だきました。個人の意識改革、経営革新の機会へ繋げられるよう、
SDGsの基礎から経営との関係、具体的にできることをお話しいただ
きました。

　SDGsの生い立ちは2015年に突然できあがったわけではなく、前身
のMDGs（ミレニアム開発目標）があったことや、さらにその前史まで
さかのぼり時系列でお話しいただきました。
　“SDGsメガネ”や “ワニの口”のイラストを活用した講演は、とても
分かりやすく、SDGsを経営革新に繋げるには、経営目標そのものの
一部とするか、経営目標と紐づけることが大切ということを教えていた
だきました。
　必ずしも17のゴール全てに等しく取り組む必要はなく、組織・企業
の体力や特性に応じて、メリハリをつけてよいということ、SDGsがわ
れわれの生活の中で、決して遠いものではなく、普段よりやっている
ようなことも多くあり、再認識する良い機会となりました。

事例参考：SDGsアワードやグリーン購入大賞の表彰事例は参考にな
る事例と助言いただきました。

今回この講演を視聴させていただき、限
られた時間内でしたが SDGs の基礎を
わかりやすくご説明いただけました。まず
会社が何をどうしたらよいか、どのように
しているのか考える前に、SDGsを正し
く理解して自社に落とし込むのが早道だ
と理解できました。 まだいろいろと考え行
動することが多くありますが、今回の講
演がきっかけで何か1つ前向きな考えを行
動に移し実行できたらいいと思いました。
先生にリアルに質問ができなかったことは
残念でしたが素晴らしいオンライン講演
に参加できたことに感謝いたします。
ありがとうございました。 

今回の研修会における私自身の1A3G（1アクション3ゴール）は、次の３つをお伝え
することでした。
①SDGsは2015年の国連決議から急に始まったものではなく、そのルーツから考え
ればすでに半世紀にわたって追求されてきたSD（持続可能な開発）を、本当に実
行するための「ブースター」であること。

②SDGsを自社にとって何の機会にするかは、経営者の “想像力”と“意志”次第であ
り、他人の考えた正解や事例を探し求めるのではなく、自社の歴史と事業活動、ス
テークホルダーを起点に考えた方が早道であること。

③そのために、「自社の “経営資源”でできることで、“まだやっていない”ことは何
か？」の問いを自らに投げかけてみること。

今回研修会に参加された皆様が、この問いに答えを出し、それぞれの会社において、
CSO（チーフ・サステイナビリティ・オフィサー）として、中長期的な存続と発展を
担うキーパーソンとしての役割を果たされることを願っています。

東京大学文学部社会学科卒業後、三菱総合研究所
を経て2002年独立。有限会社サステイナブル・デ
ザイン（サステイナブルを掲げる唯一の認定経営革
新等支援機関）の代表取締役。1990年、学生時代
に「サステイナブル」と出会って以来30年間にわた
り、環境分野を中心に業務・非営利活動を通じライ
フワークとしてサスティナビリティにかかわり続ける。
キャッシュフローコーチ、エコアクション21審査員、
技術士（衛生工学部門）、環境カウンセラー（市民部
門）。2020年から青山学院大学SDGs人材開発パー
トナーシップ研究所客員研究員。SDGsをテーマと
する個別企業コンサルティング・研修・セミナー実
績多数。公益社団法人 北沢法人会 経堂支部長。

代表取締役　西原　弘 氏

有限会社 サステイナブル・デザイン

ライブ配信
2021年6月23日（水）
青年部会　講演会報告

　今年度の青年部会は、河田部会長の方針で、「心身と経営の健康」
と「会員拡大」を2本柱としております。新体制での最初の事業とし
て取り上げた、SDGsの基礎から経営についてのテーマは、「心身と
経営の健康」に合致していた内容となりました。
　“無関心から関心に” “関心から意識が変わっていけば” という想い
で、今回のセミナーで得たことが視聴していただいた方に少しでも有
益であることを信じております。コロナ禍の影響はまだありますが、
青年部会としてのチャレンジ精神を忘れずに、2年後の三法連幹事会
としての準備期間にしていきたいと思います。

青年部会副部会長　川井伸夫

講師

PROFILE

正しく理解して
自社に落とし込むのが近道

SDGsの世界観を紹介いただきまし
た。SDGsは、環境や人権の大切さ
を説くことで、人と地球（地域）の共
生のあり方を模索するものであること
が分かりました。そして実は、私達
（利他精神溢れる法人会青年部会員
達）は長らくそれをやっていることを
再認識しました。
SDGsの目標内容を無理に自社に落
とし込もうとするのではなく、まず既
にある自分たちの存在意義（Why）に
気づくことがSDGsの第一歩だとする
と、案外簡単なことをしていないなと
実感しました。

自分たちの存在意義に
気づくことが第一歩

SDGsは、聞いたことがあるけど、よく
わからないし、自分には関係ないと
思っていました。
しかし、今回講演で基礎的内容を聞
くことにより、会社も個人もやれそう
なことはあるなと理解でき、まずは日
常的にSDGｓに則した行動をしてみよ
うと思いました。

日常的に
SDGsに則した行動を

青年部会副部会長　成本淳平 青年部会　松井隆雄

青年部会　武田知之
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油井 雅志 園田 和則 伊東 聡 舩木 輝雄 長友 久子

審理担当官

日高 美紀
消費・印紙担当上席

川上 徳幸
源泉審理担当官

宮里 朋美

新体制スタッフ紹介 敬称略武蔵野税務署

第４統括官

市橋 直彦
第５統括官

田崎 育朗

総務課長補佐

菅谷 良一

連絡調整官

柳岡 和也
審理上席

野村 浩文

第２統括官

曽我 美智子
第３統括官

菅谷 典正
法担副署長 総担副署長 特別国税調査官 総務課長 第１統括官

　初秋の候、公益社団法人武蔵野法人会の会員の皆様におかれましては、新型コロ
ナウイルスという未曾有の難局に直面し、この局面を打開すべく日々奮闘されてい
ることと存じます。
　この７月の人事異動で、東京国税局から転任して参りました櫻井でございます。
微力ではありますが、皆様方のご期待に応えられるよう専心努力する所存でござい
ますので、前任の十文字同様、変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
　武蔵野法人会の役員並びに会員の皆様には、常日頃から税務行政全般にわたり、
深いご理解と多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、昨年創立70周年を迎えられ、長きに渡り、納税意識の

普及と納税道義の高揚を図るために各種研修会及び説明会を実施され、特に、各市で行われる市民祭りでの税金
クイズや小学生を対象とした租税教室、更には税に関する絵はがきコンクールの開催など活発な公益活動を展開し、
地域社会に大きく貢献をなさっており、誠に心強く感じております。
　これもひとえに清水会長をはじめとする役員の皆様のご尽力と会員の皆様の会活動への積極的なご参画の賜物
であると、深く感謝し、敬意を表す次第であります。
　また、令和5年10月から適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が導入され、令和3年10月から
登録申請の受付が開始されます。
　インボイス制度の周知及び円滑な導入に向け、貴会の皆様方におかれましても、引き続き、ご理解とご支援を
賜りますようお願い申し上げます。
　現在の状況下では、昨年と同様に従来どおりの活動が困難であると思われますが、私どもといたしましては、
従来から築き上げて参りました皆様との相互信頼・協調関係をより大切にし、一丸となってこの難局を乗り越え
られるよう支援させていただく所存でございますので、今後とも充実した魅力ある活動を展開されますことを
ご期待申し上げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人武蔵野法人会の益々のご発展と、会員の皆様のご清祥並びに事業のご繁栄
を祈念いたしまして、私の着任の挨拶とさせていただきます。

櫻 井　元 博
武蔵野税務署長

■署長着任挨拶　■新体制スタッフ紹介

令和3年7月10日現在（敬称略）

本年も7月10日付けで税務署の定期人事異動が発令されました。
どうぞよろしくお願いいたします。人事異動のお知らせ

署長着任挨拶

武蔵野税務署

官　　職 新 旧
氏　　名 前任署等 氏　　名 転出先等

（※　新設）
（※　新設）

（※　新設）
（※　新設）

署長
副署長（筆頭）
副署長
指定特官（所得）
指定特官（資産）
指定特官（法人）
総務課長
管理運営１統括
管理運営２統括
管理運営３統括
管理運営４統括
連絡調整官（管運）
徴収１統括
徴収２統括
総括上席（徴収）
特官（所得）
個人１統括
個人２統括
個人３統括
個人４統括
個人５統括
個人６統括
連絡調整官（個人）
特官（資産）
特官（資産）
資産１統括
資産２統括
資産３統括
連絡調整官（資産）
法人１統括
法人２統括（源泉）
法人３統括
法人４統括
法人５統括
連絡調整官（法人）
総括上席（法人）
総務課長補佐
法人審理担当上席
審理担当官
審理担当官（源泉）

櫻　井　元　博
油　井　雅　志
園　田　和　則
武　川　正　樹
北　村　智　子
伊　東　　　聡
舩　木　輝　雄
矢　島　岳　彦
浅　川　泰　基
名　取　　　聡

佐　藤　　　誠
福　海　賢　司
森　　　潔　人
増　田　和　也
中　島　幸　仁
開　楽　　　勉
前河原　豊　和
田　口　隆　彦
白　土　真　樹
大　嶽　　　伸
堀　　　政　和
下土井　崇　浩
柏　崎　弘　毅
太　田　順　也
細　野　政　広
石　原　利　泰
川　村　敏　雄
平　川　めぐみ
菅　谷　良　一
曽　我　美智子
菅　谷　典　正
市　橋　直　彦
田　崎　育　朗
柳　岡　和　也

長　友　久　子
野　村　浩　文
日　高　美　紀
宮　里　朋　美

局　課税第一部　資産評価官
（留　任）
福岡局　小倉署　総務課長
（留　任）
川崎北署　資産　特官（指定）
局 調査第二部　調査６　総括主査
東村山署　総務課長
練馬西署　管運１　統徴官
相模原署　管運４　統徴官
世田谷署　管運３　統徴官

（留  任）
川崎西署　徴収　統徴官
局　徴収部　訟務官室　連調官
局　徴収部　特整２　徴収官
（留  任）
世田谷署　個人１　統調官
（留　任）
（留　任）
（留　任）
（留　任）
雪谷署　個人３　統調官
（留　任）
（留　任）
武蔵野署　資産１　統調官
麻布署　資産１　統調官
局　課税第一部　審理課　主査
（留　任）
青梅署　資産１　上席（総括）
神田署　法人５　統調官
（留  任）
（留  任）
（留  任）
局　査察部　35部門　主査
中野署　特官（法人）付上席

（留　任）
武蔵府中署　法人５　統調官
武蔵野署　法人３　調査官
大月署　法人１　調査官

十文字　武　夫
山　上　秀　文
油　井　雅　志
武　川　正　樹
富　澤　要　二
堀　部　　　晃
内　藤　英　樹
白　吉　利　至
植　松　好　子
伊　藤　　　祐
田　鹿　則　行
佐　藤　　　誠
法　城　信　行

中　島　幸　仁
白　土　雅　明
前河原　豊　和
田　口　隆　彦
白　土　真　樹
大　嶽　　　伸
古　野　浩　晃
下土井　崇　浩
五十嵐　洋　治
柏　崎　弘　毅
太　田　順　也
久　保　葉　子
川　村　敏　雄
上　野　栄　一
鈴　木　　　淳
曽　我　美智子
菅　谷　典　正
市　橋　直　彦

久保田　大　輔
長　友　久　子
大久保　和　也
髙　橋　泰　樹
佐　藤　宏　一

ご退職（局　総情シス三　主分析官）
練馬東署　資産　特官（指定）
（留　任）
（留　任）
ご退職
新宿署　源泉　特官（指定）
立川署　総務課長
杉並署　管運１　統徴官
玉川署　管運２　統徴官
北沢署　管運３　統徴官
江東西署　管運２　統徴官
（留　任）
日野署　徴収　統徴官

（留　任）
中野署　特官（個人）
（留　任）
（留　任）
（留　任）
（留　任）
ご退職
（留　任）
川崎北　資産　特官（指定）
（留　任）
武蔵野署　特官（資産）
新宿署　審専官（資産）
（留　任）
青梅署　資産２　統調官
局　総務部　企画業務センター室（渋谷）　主任国税管理官
（留　任）
（留　任）
（留　任）

日野署　法人　上席（総括）
（留　任）
渋谷署　法人１　上席
茂原署　法人１　調査官
中野署　法人２　上席
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　初秋の候、公益社団法人武蔵野法人会の会員の皆様におかれましては、新型コロ
ナウイルスという未曾有の難局に直面し、この局面を打開すべく日々奮闘されてい
ることと存じます。
　この７月の人事異動で、東京国税局から転任して参りました櫻井でございます。
微力ではありますが、皆様方のご期待に応えられるよう専心努力する所存でござい
ますので、前任の十文字同様、変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
　武蔵野法人会の役員並びに会員の皆様には、常日頃から税務行政全般にわたり、
深いご理解と多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、昨年創立70周年を迎えられ、長きに渡り、納税意識の

普及と納税道義の高揚を図るために各種研修会及び説明会を実施され、特に、各市で行われる市民祭りでの税金
クイズや小学生を対象とした租税教室、更には税に関する絵はがきコンクールの開催など活発な公益活動を展開し、
地域社会に大きく貢献をなさっており、誠に心強く感じております。
　これもひとえに清水会長をはじめとする役員の皆様のご尽力と会員の皆様の会活動への積極的なご参画の賜物
であると、深く感謝し、敬意を表す次第であります。
　また、令和5年10月から適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が導入され、令和3年10月から
登録申請の受付が開始されます。
　インボイス制度の周知及び円滑な導入に向け、貴会の皆様方におかれましても、引き続き、ご理解とご支援を
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 　　 はじめに

　今回は、経営を持続させるための社長講座を開講しま
す。論理的に正しい経営をすれば、会社は必ず成長して
いくと、松下幸之助氏は説いています。日本では、高度
成長期という大きな後押しがあったため、松下電器産業
など大企業が世界に羽ばたいたとお思いの方も多いはず
です。しかし、日本は歴史的に明治維新から富国強兵政
策のもと、産業育成や財閥形成など国力を蓄えるため、
様々な努力を傾注してきました。大河ドラマの渋沢栄一
の企業家精神は、ドラッカーも脱帽のはずです。私は日
本がその精神を今発揮すべき重要な時期に来ていると考
えています。

 　　 企業家精神

　企業家精神の発揮は、いつの時代でも人の心に希望を
与えます。ドラッカーは、企業家精神の本質について、
「新しい事業と新しい機会を経営管理を適用して収益を
大幅に上げるためにリスクを取ること」と定義していま
す。つまり、企業家がイノベーションを起こすことを当
然のこととみています。その意味では、渋沢の興した企
業コンツェルンは合理的であったと言えます。まさに、
経営は論理的かつ構想的な能力を要することを示してい
ます。日本が富国強兵のもと諸外国に追いつくために
為した産業政策は火急的な速さであったし、高度成長時
のエコノミックアニマルとて、日本人の勤勉さと組織力
の為せる業ですが、それは農耕民族特有の地道さと創意
工夫が基盤にあることに起因しています。
　現在、低成長にあえぐ日本の経済は、単なる収益の極
大化ではなく、収益の質の向上に向かうべきです。ＧＤＰ
総体の金額ではなく、国民一人当たりのＧＤＰ、つまり
国民が稼ぐ力を向上させなければなりません。そうだと

すると、経営者、企業家は自ずと経営資源からいかに収
益を稼ぎ出すかを最適な手法（経営管理）によって、成し
遂げなければならないことになります。

 　　 教育の大切さ

　収益の質を向上させるためには、まず経営者が自ら学
ばなければなりません。今、多くのビジネスマンがリカ
レント教育に勤しんでいます。大学卒業後10年経つと、
仕事の効率性に限界が訪れます。能力と知識をブラッ
シュアップしていかないと、打開力が生まれないので
す。経営者も同じです。創業後10年、20年、30年と10
年ごとに危機に遭遇します。企業の寿命が23年という
データがあります。倒産企業の生存年数の平均が23年
だからです。企業も変化しないと生き残れないのです。
ドラッカーは、企業家とは「変化を探し、変化に対応し、
変化を機会として利用するものである」と説きます。
変化に対応するには、自ら学び実践し、イノベーション
の機会を知る方法を見つけ出す必要があります。そのた
めには、自ら考え抜き、自ら考動し、社員の鏡となるべ
く努力しなければなりません。

 　　 商売の心得

　経営者は、商人道を正しく進める資質を持たなければ
ならないと思います。たとえ充分な資質がなくとも、
鍛えることはできます。このことについて、石田梅岩の
石門心学では、三つの教えを説いています。
　一つ目は「念を入れた商品」。これは、性能・品質の
優れた商品のことです。二つ目は「粗相のないもてな
し」。これは、心のこもったサービスのことです。三つ
目は「倹約」。これは、コストを下げて買い求めやすい
価格にすることです。梅岩は、この教えを当時の商人た

ちに言って聞かせ、大いに勇気づけたと言われていま
す。要するに、売り手と買い手が幸せになる「共存共栄」
の思想です。梅岩の商人道、もっと言えば、日本の商人
道はこれが基盤となっているのです。経営者は、このこ
とを社員にしっかりと教育することが大切です。日本の
おもてなしの精神やきめ細かいサービスの原点は、ここ
にあります。世界で日本のサービス業の生産性が低いの
は、こうした余分なサービスが原因だ、日本の中小企業
は数が多すぎるから過当競争になり、低収益体質になっ
ていると、英国出身の某経営者が力説していましたが、
それこそ日本の商人道を理解していない戯言です。日本
の商人たちは、梅岩の商人道を学んで今があるのです。
ですから、グローバル化した現代でもそれを貫く覚悟と
強い信念があれば、ぶれることなく日本の交渉を進めれ
ばよいのです。教育とは、自ら教え学ぶことです。次世
代の人々を育むことです。いつか世代交代しないと会社
は永続しません。ただし、不変なものと変化させるもの
をしっかり峻別して対応していくことが肝要です。その
ことを社内で徹底しておくことが、社員教育の第一です。

 　　 アイデア発揮の仕方

　タイミングを計って、考え抜いた結論を経営に反映す
ることはかなり難しいことと言えます。なぜなら、タイ
ミングとアイデアはマッチングしにくい性質があるから
です。いいアイデアがあっても、日の目を見ないでお蔵
入りするケースがよくあります。タイミングはある程度
予測していても、アイデアがまとまらない場合もありま
す。では、どうするのか。それは、アイデアを常に出し
続けることです。
　いつも、なにか改善できないか、面白いことはないか、
役立つことはできないか、人を手助けすることはないか
など考え続けるのです。
　ジェームス・Ｗ・ヤングは、著書「アイデアの作り方」
の中で、「新しいアイデアとは既存の要素の新しい組み
合わせ以外の何物でもない」と述べています。そして、
「どんな技術を習得する場合にも原理と方法こそがすべ
てである」と続けます。すなわち、普段から資料や情報
を蓄積し、心の中で資料をつなげていく、それを組み合
わせて仕事に活かす努力を続け、アイデアの誕生を待
つ、最後にアイデアを具現化、仕事に展開させる段階に
持っていきます。良いアイデアはそれを見る人々を刺激

するので、見た人々がそのアイデアに手を貸してくれる
ことが多くなります。社内の一般社員が出したアイデア
がヒントになって、製品が大ブレークしたという話をよ
く聞くのはこのことです。

 　　 デジタル革命後の指針　

　私は、アイデアが産業革命を興したと思っています。
二度の産業革命後、情報革命が興り、現在はデジタル革
命です。デジタル革命以前と以後では、資本主義が大き
く変容しています。製造業はモノづくりに専念すれば良
かった時代から、サービスを付加しないとモノが売れな
い時代になりました。また、デジタル化により、消費者
は価格ドットコムなどネットを駆使して、最安値の商品
やサービスを受け取れるようになりました。映画や音
楽、スポーツ、ゲームなどのデジタルコンテンツのコス
トも大幅に低下しました。このデジタルプラットフォー
ムを通じて、消費者の満足度や需要情報に付加価値を付
けてサービスを展開したのが、ＧＡＦＡＭやＦＡＮＧと
呼ばれるＩＴ企業です。生産経済が中心であった時代か
らデジタル経済が主役に躍り出たのです。例えば、トヨ
タがソフトバンクと組んで自動運転やモビリティ・ア
ズ・ア・サービスを推進する動きなどは「移動」を軸に
商売を考えています。このように、利便性や効用を目的
としたビジネスに変化しているわけで、企業はそのため
の情報を入手してインプットし、データ化してＡＩに必
要な経営情報を予測させる動きをしていくことが求めら
れます。リアルタイムにサービスを提供していかない
と、逸失利益が多くなってしまいます。
　以上のように、デジタル革命は有効なデータを持って
いれば、コストをかけずに生産性向上を為し得るという
経営に根本から変化させました。さらに、経営者は既存
路線の延長上で経営をしていくことは通用しないと悟り
始めました。そこには、経営のスピードが求められるか
らです。では、どうすればよいか？それは、アイデアを
全社員で出すしかないのです。今後は、全く違った発想
で新事業を考えることが事業継続の第一歩となるでしょ
う。今回コロナ禍がそれを教えてくれたように思いま
す。戦う相手は、不確実な環境と、自社内の保守的な発
想かもしれません。

アフターコロナは

未来事業株式会社　経営コンサルタント　清 田  正 和

で乗り切れ　
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未来事業株式会社　経営コンサルタント　清 田  正 和
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診察
しつけ方教室

トリミング

部屋の中のものを丸ごと処分
積み込み作業中

軽トラック満載、
4万円で処分を
する。

見違えるようにすっきりとした
部屋になる。単身用ワンルーム
で5～10万円。

動物が診察室に
慣れるのを待ち、
嫌がることをしない
ようにしている。

手入れをすることで
病気の予防・早期発見
につながることも。

しっかりと目を見
てコミュニケー
ションをとる。

■小さなものから家の中丸ごとまで処分
　妻と二人、12年前に不用品の処分の仕事を始めました。
会社によっては処分できないものもありますが、うちはなん
でも処分します。多いのは引っ越しのときに出るゴミの処分。
遺品整理、大型家具や家電、オフィスや店舗の不用品、
機密文書の溶解など。不動産屋さんからの仕事が多く、
法人会、異業種交流会などの場でも仕事をいただきます。
　小さなものや少量であれば妻と二人で作業しますが、それ
以上に人手が必要なときはネットでアルバイトを募集します。
一軒屋の中のものを丸ごと処分して、3～4人で5～6日くら
い。引き取ったものは借りているコンテナで仕分けをし、それ
ぞれの処分場へ持っていきます。明日の朝までにとか、ビル
一棟、中のものをすべて処分するといった依頼もあります。
　毎日いろいろな人の人生を見ているようです。片付くと皆
さん「あー、すっきりした」と言われる。その一言が嬉しくて。
もともときれい好きでものを捨てるのが好きなんです。

■設計士から買取処分業へ
　武蔵境で育ちました。父が設計事務所を経営していた
ので建築を学び、父の会社で設計士として働いていました。
吉祥寺のいせやのビルなどの設計を手がけましたが、父親

とけんかして12年前に独立、副業にしていた中古品の買
取業を始めました。はじめはブランド物の買取を中心にしよ
うと思っていたんですが、ゴミを引き取ってもらえないかと
いう問い合わせが多く、処分を仕事にすることに。
　最初の１年は貯金を切り崩す生活でしたが、２年目から
は軌道に乗りました。引き取ったものをどこに持っていった
らいいのかは同業者には教えてもらえないので、ネットで調
べて実際に行ってみて、一つ一つのルートを開拓しました。

■景気とは関係なくゴミは出る
　休みはありません。正月三が日も働いています。見積も
りに行くときに知らない街に行ったり、そこで妻とおいしいも
のを食べたりするのが楽しみです。
　最近はコロナによる倒産で会社のものを処分するという
仕事が増えていますが、ゴミ自体は景気とは関係なく出て
きます。今51歳です。力仕事はきつくなってきましたが、
65歳まであと14年は妻と二人で頑張りたいと思っています。
大きな会社にして立派な社長室や車を持っても、借入・返
済を繰り返すような経営者にはなりたくないんです。
　処分業を引退したらアパートを建てて暮らしていこうかと
思っています。商店街や自治会の仕事、地域のボランティア
など、街のことをやりたいですね。

■お互いに理解しあうと「絆」が生まれる
　「町の獣医さん」として犬と猫を中心に診察しています。
吉祥寺で開業22年目。年中無休で獣医師3名、動物看護
士3名が交代で勤務しています。重い病気であれば二次病
院とチームを組んで治療を行います。
　犬や猫は人間と心が通じ合う、いわば「絆」を作ることが
できる動物です。「絆」によって人も動物も幸せになります。
この考え方を中心に、当院では病気の予防、治療だけでな
く、しつけ方、食事などの指導・相談を行っています。
　犬は群れを作る動物なので集団で遊ぶのが大好きです。
だからひとり遊びがうまくなく、拾い食いをしてしまうこともあ
るんですね。また、犬と人にとっては「良いこと」が違います。
「トイレを使う」ことは犬にとってはどうでもいいことですが人に
とっては大切なこと、それを教えてあげないといけません。
動物と家族がコミュニケーションをとってお互いを理解するこ
とが「しつけ」であり、そこに「絆」が生まれます。

■動物と家族にとって何が一番良いか
　吉祥寺（街）育ちなので牧場に憧れがあり獣医師を目指
しました。「絆」という考え方は、獣医師になってから勉強
会で学びました。それまでは病気の治療を中心に学んでき

ましたが、「絆」を中心に考えると、現場でやるべきことが
はっきり見えてくる。科学的な医療と「絆」の考え方を車の
両輪とすることでより良い医療にしていけます。
　診療にあたっては、検査や治療の目的をご家族に理解
いただきながら治療プランを立てます。複数の選択肢が
あがった場合には、その子（動物）にとって最良の方法を
ご家族と一緒に決めます。ご家族は迷うことも多いと思い
ます。そんなときは治療のリスク、診察の進め方、お金の
ことなど、悩みを一つ一つ解決し、動物と家族にとって何
が一番良いかを一緒に見つけていきます。

■動物との生活の楽しさを広めたい
　散歩中に吠える犬は、飼い主の前を歩き、自分で危険を
判断する。吠えない犬は、飼い主がリーダーシップを取り
横を歩く。怖いことがあっても飼い主が普通にしていたら安
心します。飼い主との「絆」が深まれば楽しく散歩でき、
周りの人も動物を好きになれます。
　獣医師の学会で講演を企画したり、武蔵野市、三鷹市
と協力した「しつけ方教室」や「動物祭り」、また、学校・
保育所の動物の診察や生活の指導、教育への生かし方を
話す活動もしています。今後も地域の人と一緒に、多くの
人に動物との生活の楽しさを広めていきたいですね。

「あー、すっきりした」
その一言が嬉しくて
なんでも処分する「街のゴミ屋さん」

「絆」ができれば
人も動物も幸せになれる
「人と動物の絆」を獣医師としてサポートする

私の仕事
MY  JOBあの顔 この顔

武蔵野西
支部

日本買取処分センター
武蔵野市境 2－18－11

☎0422-54-4388

吉祥寺北
第二
支部

おおむら動物病院
武蔵野市吉祥寺本町
2－30－9
☎0422-29-7887

倉内 竜彰さん
くら うち たつ あき

大村 知之さん
おお むら とも ゆき

vol.02会員の方同士のつながりが生まれていくように
「会員広場」と名付けたこのコーナー。
会員の方の「お仕事」「人となり」に迫ります。

▶
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公益委員会

第１回経営実務研修会

「事業再構築補助金とは」を開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

政府は事業再構築補助金制度を新設し、本年度よりその公募を
開始しました。この補助金制度は新型コロナウイルスによる経済的
なダメージを被った事業者を対象にしたこれまでの救済的な補助
金制度とは異なり、より積極的な事業展開を促す色合いが濃いよ
うに感じられました。補助金受給の対象になるにはしっかりとした
経営計画の策定が前提となるとの講師の話に、参加者は真剣に
聴き入っていました。
（公益委員会　安藤裕朗）

税制委員会

第2回税制実務研修会

「個人事業主の為の申告の手引き」を開催 

場所▶法人会館大会議室・オンライン

本年度第２回目の「税制実務研修会」は、賛助会員の方 に々多い
個人事業主の皆さんを対象に、課税所得、帳簿の記帳、青色申
告と白色申告、減価償却、消費税、さらには10月から登録が始
まるインボイス制度等々、個人事業主に係る納税までの一連の流
れについて、武蔵野税務署中村審理官にご説明いただき、分か
りやすい解説で参加者には好評でした。会場参加者は１名、オン
ライン参加者は６名でした。
（税制委員会　横尾政明）

吉祥寺北第二支部

7月研修会

オンライン健康セミナーを開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

士業専門部会

研修会

「“改正相続法”を学ぶ」をテーマに
セミナー開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

士業専門部会が企画した本年度事業の第一弾である会員向け
セミナー「“改正相続法”を学ぶ」は、部会員の弁護士・電車庫
通り法律事務所の青柳弁護士が講師となり、昨年40年ぶりに大
改正された民法の中で相
続関連を取り上げました。
今現在、相続でお悩み中
の方、将来その課題を抱
えると思われる会員の
方々 13名（オンラインで
の聴講を含める）が参加
され、特に社会情勢を反
映した“配偶者保護”に
関する改正点について、
テキストを熱心にご覧に
なっていました。
（士業専門部会　小澤和彦）

7月13日（火）今年度最初の支部研修会を今回講師の「スポー
ツクラブメガロス」と法人会館大会議室、さらにZoomにてリモー
ト参加会員をオンラインでつなぐライブセミナーを開催しました。
新型コロナ感染症対策による自粛での巣ごもりが続く中、運動不
足による肩こり・腰痛の予防、改善を目的として、講師からその
発生メカニズムの説明を受けた後、実際にストレッチの方法をオン
ライン映像で参加者と繋ぎながら実践をいたしました。オフィスの
自席あるいは自宅で座ったままできる簡単ストレッチは、参加者か
らは「気持ちよく肩、腰を伸ばすことができた」と大変好評でした。
コロナ感染症対策が続く中、大人数での集合研修会開催が困難
な状況から、今回初めてオンラインでのセミナー開催となりました
が、好評に開催すること
ができました。
支部では、さまざまな研
修会、見学会を催してお
ります。どうぞお気軽に
ご参加ください。
（吉祥寺北第二支部

森正太郎）

コピス吉祥寺4階連絡通路にて7月25日（日）～ 8月21日（土）
の期間、「第9回税に関する絵はがきコンクール」の全応募作品
1,301点を展示しました。展示準備の際には応募してくれた児童
が親御さんと偶然通りかかって自分の作品を探し、記念撮影をし
ていくなど、準備の苦労が吹き飛ぶ場面もありました。毎年のこと
ですが、子供たちの発想力と表現には感嘆の声しかありません。
今年度、第10回の応募作品もますます楽しみです。
（女性部会　近藤君江）

女性部会

「税に関する絵はがきコンクール」展示

「税に関する絵はがきコンクール」の
展示をしました

場所▶コピス吉祥寺4階連絡通路

今年も定期健康診断を実施
毎年、夏と秋の２
回に分けて行って
いる法人会主催の
「生活習慣病健康
診断」が、今年も
三鷹市公会堂さ
んさん館（6/18、
6/26、7/14）と
メガロス武蔵小金
井（7/5）の両会場で実施されました。前回から診断結果のレポー
ト内容が大きく変わり、より診断結果が詳しく分かりやすくレポート
されるようになりました。
両会場の参加者はそれぞれ103名、34名でした。青年部会でも
取り組み始めた“健康経営”の第一歩は正しく自身の健康状態を
知ることです。従業員の健康診断は“健康経営”の基本です。次
回は11月に実施します。ぜひ、会員価格で受診できる法人会主
催の「定期健康診断」を受診しましょう。
（共益委員会　山本康雄）

共益委員会

健康診断
場所▶三鷹市公会堂さんさん館
　　　メガロス武蔵小金井

6
21月

7
9 金

7
9 金

「Zoomセミナーワークショップ
（初級編）」を開催

税制委員会

第1回税制実務研修会

「法人税申告書作成講座」
を開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

本年度第１回目の「税制実務研修会」と
して、昨年に引き続き「法人税申告書作
成」をテーマに開催しました。申告書の
作成に必要な基本的な知識と申告書作
成までのプロセスについて、武蔵野税務
署・髙橋審理官に分かりやすく解説して
いただきました。緊急事態宣言が出され
る中、会場参加者は１名、オンライン参
加者は９名でした。
（税制委員会　横尾政明）

公益委員会

第2回経営実務研修会

「Zoomセミナーワークショップ
（入門編）」を開催

場所▶立川法人会会議室

コロナ禍の中、法人会の各種研修事業や
会議は、Zoomを活用してオンライン方
式併用で行うのが当たり前になってきてい
ます。しかし、やりたいと思っても、その
やり方が分からないという会員の方も少な
からずおられることを踏まえ、今回は三多
摩法人会の各会が相乗りする形でZoom
の入門編を開催しました。参加された方
の中には、８月
に開催される
シリーズの最
終回にその場
で申し込まれ
た方もおり、
体験型の研修
は好評でした。
（公益委員会
安藤裕朗）

「入門編」に引き続き開催された「初級
編」はあくまで我流なのでこの使用方法
であっているのか不安がある方、Zoom
セミナー・会議参加者としての使い方の
知識を身に着けたい方を対象にオンライ
ン形式で開催しました。「初級編」がマス
ターできれば、まずは参加者として
Zoomを使ったセミナー、会議には対応
できるように
なりますの
で、多くの方
が参加され
ました。
（公益委員会
安藤裕朗）

公益委員会

第2回経営実務研修会
場所▶オンライン
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公益委員会

第１回経営実務研修会

「事業再構築補助金とは」を開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

政府は事業再構築補助金制度を新設し、本年度よりその公募を
開始しました。この補助金制度は新型コロナウイルスによる経済的
なダメージを被った事業者を対象にしたこれまでの救済的な補助
金制度とは異なり、より積極的な事業展開を促す色合いが濃いよ
うに感じられました。補助金受給の対象になるにはしっかりとした
経営計画の策定が前提となるとの講師の話に、参加者は真剣に
聴き入っていました。
（公益委員会　安藤裕朗）

税制委員会

第2回税制実務研修会

「個人事業主の為の申告の手引き」を開催 

場所▶法人会館大会議室・オンライン

本年度第２回目の「税制実務研修会」は、賛助会員の方々に多い
個人事業主の皆さんを対象に、課税所得、帳簿の記帳、青色申
告と白色申告、減価償却、消費税、さらには10月から登録が始
まるインボイス制度等々、個人事業主に係る納税までの一連の流
れについて、武蔵野税務署中村審理官にご説明いただき、分か
りやすい解説で参加者には好評でした。会場参加者は１名、オン
ライン参加者は６名でした。
（税制委員会　横尾政明）

吉祥寺北第二支部

7月研修会

オンライン健康セミナーを開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

士業専門部会

研修会

「“改正相続法”を学ぶ」をテーマに
セミナー開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

士業専門部会が企画した本年度事業の第一弾である会員向け
セミナー「“改正相続法”を学ぶ」は、部会員の弁護士・電車庫
通り法律事務所の青柳弁護士が講師となり、昨年40年ぶりに大
改正された民法の中で相
続関連を取り上げました。
今現在、相続でお悩み中
の方、将来その課題を抱
えると思われる会員の
方々 13名（オンラインで
の聴講を含める）が参加
され、特に社会情勢を反
映した“配偶者保護”に
関する改正点について、
テキストを熱心にご覧に
なっていました。
（士業専門部会　小澤和彦）

7月13日（火）今年度最初の支部研修会を今回講師の「スポー
ツクラブメガロス」と法人会館大会議室、さらにZoomにてリモー
ト参加会員をオンラインでつなぐライブセミナーを開催しました。
新型コロナ感染症対策による自粛での巣ごもりが続く中、運動不
足による肩こり・腰痛の予防、改善を目的として、講師からその
発生メカニズムの説明を受けた後、実際にストレッチの方法をオン
ライン映像で参加者と繋ぎながら実践をいたしました。オフィスの
自席あるいは自宅で座ったままできる簡単ストレッチは、参加者か
らは「気持ちよく肩、腰を伸ばすことができた」と大変好評でした。
コロナ感染症対策が続く中、大人数での集合研修会開催が困難
な状況から、今回初めてオンラインでのセミナー開催となりました
が、好評に開催すること
ができました。
支部では、さまざまな研
修会、見学会を催してお
ります。どうぞお気軽に
ご参加ください。
（吉祥寺北第二支部

森正太郎）

コピス吉祥寺4階連絡通路にて7月25日（日）～ 8月21日（土）
の期間、「第9回税に関する絵はがきコンクール」の全応募作品
1,301点を展示しました。展示準備の際には応募してくれた児童
が親御さんと偶然通りかかって自分の作品を探し、記念撮影をし
ていくなど、準備の苦労が吹き飛ぶ場面もありました。毎年のこと
ですが、子供たちの発想力と表現には感嘆の声しかありません。
今年度、第10回の応募作品もますます楽しみです。
（女性部会　近藤君江）

女性部会

「税に関する絵はがきコンクール」展示

「税に関する絵はがきコンクール」の
展示をしました

場所▶コピス吉祥寺4階連絡通路

今年も定期健康診断を実施
毎年、夏と秋の２
回に分けて行って
いる法人会主催の
「生活習慣病健康
診断」が、今年も
三鷹市公会堂さ
んさん館（6/18、
6/26、7/14）と
メガロス武蔵小金
井（7/5）の両会場で実施されました。前回から診断結果のレポー
ト内容が大きく変わり、より診断結果が詳しく分かりやすくレポート
されるようになりました。
両会場の参加者はそれぞれ103名、34名でした。青年部会でも
取り組み始めた“健康経営”の第一歩は正しく自身の健康状態を
知ることです。従業員の健康診断は“健康経営”の基本です。次
回は11月に実施します。ぜひ、会員価格で受診できる法人会主
催の「定期健康診断」を受診しましょう。
（共益委員会　山本康雄）

共益委員会

健康診断
場所▶三鷹市公会堂さんさん館
　　　メガロス武蔵小金井
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7
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「Zoomセミナーワークショップ
（初級編）」を開催

税制委員会

第1回税制実務研修会

「法人税申告書作成講座」
を開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

本年度第１回目の「税制実務研修会」と
して、昨年に引き続き「法人税申告書作
成」をテーマに開催しました。申告書の
作成に必要な基本的な知識と申告書作
成までのプロセスについて、武蔵野税務
署・髙橋審理官に分かりやすく解説して
いただきました。緊急事態宣言が出され
る中、会場参加者は１名、オンライン参
加者は９名でした。
（税制委員会　横尾政明）

公益委員会

第2回経営実務研修会

「Zoomセミナーワークショップ
（入門編）」を開催

場所▶立川法人会会議室

コロナ禍の中、法人会の各種研修事業や
会議は、Zoomを活用してオンライン方
式併用で行うのが当たり前になってきてい
ます。しかし、やりたいと思っても、その
やり方が分からないという会員の方も少な
からずおられることを踏まえ、今回は三多
摩法人会の各会が相乗りする形でZoom
の入門編を開催しました。参加された方
の中には、８月
に開催される
シリーズの最
終回にその場
で申し込まれ
た方もおり、
体験型の研修
は好評でした。
（公益委員会
安藤裕朗）

「入門編」に引き続き開催された「初級
編」はあくまで我流なのでこの使用方法
であっているのか不安がある方、Zoom
セミナー・会議参加者としての使い方の
知識を身に着けたい方を対象にオンライ
ン形式で開催しました。「初級編」がマス
ターできれば、まずは参加者として
Zoomを使ったセミナー、会議には対応
できるように
なりますの
で、多くの方
が参加され
ました。
（公益委員会
安藤裕朗）

公益委員会

第2回経営実務研修会
場所▶オンライン
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都税事務所からのお知らせ

都税における納税証明書は、すべての都税事務所・
都税支所・支庁で申請できます
納税証明書はすべての都税事務所・都税支所・支庁で申請できます。
ただし、申告・納付後１～２週間以内に納税証明書を申請する場
合は、①領収書の原本（領収印のあるもの）②申告書の控え（受付
印のあるもの）（※②は申告税目のみ）の両方を、お近くの都税事
務所等の窓口までお持ちください。
　■問い合わせ
　　各都税事務所（徴収管理班・納税証明担当）・都税支所・支庁

新型コロナウイルス感染症の感染リスク軽減
のため、来所不要な手続きをご利用ください

主税局では、納税者の皆様が都税事務所等に来所するこ
となく、郵送やインターネット等でお手続きできる仕組
みを設けております。郵送や電子申告によるお手続き、
キャッシュレスによる納付方法等をぜひご利用ください。

　東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等の取得を税制面
から支援するため、都内の中小規模事業所等において、特定の省エネルギー設備等を取得した場合
に、法人事業税、個人事業税を減免しています。
【中小企業者向け省エネ促進税制の概要】

対 象 者 「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者
・資本金１億円以下の法人等、個人事業者が該当します。

対象設備

次の要件を満たすもの
①特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの
・特定地球温暖化対策事業所等とは、３年連続消費エネルギー量 以上の事業所をいいます。
②「省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備」（減価償却資産）で、環境局が導入推奨機器と
して指定したもの＊（指定された導入推奨機器は、環境局のホームページで公表しています。）

＊空調設備（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機）
＊照明設備（ＬＥＤ照明器具、ＬＥＤ誘導灯器具）
＊小型ボイラー設備（小型ボイラー類）
＊再生可能エネルギー設備（太陽光発電システム、太陽熱利用システム）

減 免 額

設備の取得価額（上限 万円）の２分の１を、取得事業年度の法人事業税額又は取得年の
所得に対して翌年度に課税される個人事業税額から減免
ただし、当期事業税額の２分の１が限度
※減免しきれなかった額は、（法人）翌事業年度等、（個人）翌年度の事業税額から減免可

対象期間
（法人）令和８年３月３０日までに終了する各事業年度に設備を取得し、事業の用に供した場合に

適用
（個人）令和７年１２月３１日までに設備を取得し、事業の用に供した場合に適用

減免手続
減免を受けるためには、事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている法人の場合は、
その日）までに、減免申請書及び必要書類を提出してください。
なお、申請期限を過ぎますと減免を受けることができませんのでご注意ください。

◆詳しくは主税局ホームページ内「〈東京版〉環境減税について」をご覧ください！

詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。検索主税局 環境減税

【お問合せ先】
●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること
・所管都税事務所の法人事業税・個人事業税班
・主税局課税部法人課税指導課 （法人事業税班）
・主税局課税部課税指導課 （個人事業税班）
●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること
東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）

法人事業税・個人事業税の減免

武蔵野法人会　士業専門部会とは

相談ご利用方法

ご利用できる方 相談できる内容

相談できる回数

武蔵野法人会会員企業及び賛助会員の方 会員を当事者とする案件であること

無料相談は同一案件につき１回です

◆無料相談サービスの内容◆

武蔵野法人会事務局宛に、【相談予約票】に所定事
項をご記入いただき、FAX・メール・郵送でお送り
ください。相談事案ごとに担当者を決め、相談日時
の調整を行った上で、事務局からご連絡致します。

【主な相談事例】
・ 昨年起業し、今年初めて決算と申告書を作成しなければならないのだが、よくわからないの
で全体の流れなどを教えて欲しい。

・ 新規事業を企画しているが、その事業に対し行政から受けら
れる補助金、助成金があれば申請方法と併せ教えて欲しい。

・ 海外からの輸入品について、日本での商標登録の状況について
知りたい。

・ 家賃未納者がおり、督促するが支払ってもらえない。どう対応
したらよいかアドバイスをお願いします。……等々

　2017年9月に発足した『士業専門部会』は、各部会員個人の資質向
上を主たる目的としておりますが、部会内研修で培った能力・研修
の成果を武蔵野法人会の会員の皆様にもご活用いただくことを目的に、会員の皆様を対象
とした “無料相談サービス”を行っております。お気軽にご相談ください。

公益社団法人 武蔵野法人会事務局
FAX： 0422-55-5544
E-mail : mhoujin@jcom.zaq.ne.jp
〒180-0006武蔵野市中町2-11-13
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都税事務所からのお知らせ

都税における納税証明書は、すべての都税事務所・
都税支所・支庁で申請できます
納税証明書はすべての都税事務所・都税支所・支庁で申請できます。
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対 象 者 「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者
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対象設備
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①特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの
・特定地球温暖化対策事業所等とは、３年連続消費エネルギー量 以上の事業所をいいます。
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減 免 額
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適用
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減免を受けるためには、事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている法人の場合は、
その日）までに、減免申請書及び必要書類を提出してください。
なお、申請期限を過ぎますと減免を受けることができませんのでご注意ください。

◆詳しくは主税局ホームページ内「〈東京版〉環境減税について」をご覧ください！

詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。検索主税局 環境減税

【お問合せ先】
●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること
・所管都税事務所の法人事業税・個人事業税班
・主税局課税部法人課税指導課 （法人事業税班）
・主税局課税部課税指導課 （個人事業税班）
●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること
東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）

法人事業税・個人事業税の減免

武蔵野法人会　士業専門部会とは

相談ご利用方法

ご利用できる方 相談できる内容

相談できる回数

武蔵野法人会会員企業及び賛助会員の方 会員を当事者とする案件であること

無料相談は同一案件につき１回です

◆無料相談サービスの内容◆

武蔵野法人会事務局宛に、【相談予約票】に所定事
項をご記入いただき、FAX・メール・郵送でお送り
ください。相談事案ごとに担当者を決め、相談日時
の調整を行った上で、事務局からご連絡致します。

【主な相談事例】
・ 昨年起業し、今年初めて決算と申告書を作成しなければならないのだが、よくわからないの
で全体の流れなどを教えて欲しい。

・ 新規事業を企画しているが、その事業に対し行政から受けら
れる補助金、助成金があれば申請方法と併せ教えて欲しい。

・ 海外からの輸入品について、日本での商標登録の状況について
知りたい。

・ 家賃未納者がおり、督促するが支払ってもらえない。どう対応
したらよいかアドバイスをお願いします。……等々

　2017年9月に発足した『士業専門部会』は、各部会員個人の資質向
上を主たる目的としておりますが、部会内研修で培った能力・研修
の成果を武蔵野法人会の会員の皆様にもご活用いただくことを目的に、会員の皆様を対象
とした “無料相談サービス”を行っております。お気軽にご相談ください。

公益社団法人 武蔵野法人会事務局
FAX： 0422-55-5544
E-mail : mhoujin@jcom.zaq.ne.jp
〒180-0006武蔵野市中町2-11-13
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発行　公益社団法人  武蔵野法人会
　　　編集責任者／後藤慶太
〒180-0006武蔵野市中町2-11-13（三鷹ビル3階）
TEL. 0422-51-1441   FAX. 0422-55-5544
E-mail : mhoujin@jcom.zaq.ne.jp

印刷　株式会社  文伸 ●武蔵野法人会会員総数＝2,827名　●加入率＝27.8％（2021年7月末現在）

武蔵野市立吉祥寺美術館
はしもとみお 木彫展
いきものたちの交差点

三鷹市美術ギャラリー
デビュー５０周年記念  諸星大二郎展  異界への扉

諸星大二郎（1949～）は多数の熱狂的ファンをもち、異分野のクリエイター、研究者といった
幅広い層からも絶大な支持を得ている漫画家です。三鷹ゆかりの『栞と紙魚子』シリーズをはじ
め、代表作の原画約350点を中心に、作品世界に関わりの深い美術作品や歴史・民俗資料などを
展示します。

楠からさまざまな動物の
肖像彫刻をつくる彫刻家
はしもとみお。動物肖像
彫刻を通して、それぞれ
の命が持つ形の美しさを
どうぞご堪能ください。

【日　時】2021年8月7日（土）～10月10日（日）10：00～20：00（入館は19：30まで）
【休館日】月曜日（9月20日は開館）、9月21日（火） 
【会　場】三鷹市美術ギャラリー　三鷹市下連雀3－35－1 CORAL 5階
【観覧料】一般600円　65歳以上・学生（大・高）300円　※中学生以下・障がい者手帳等をお持ちの方は無料
【問い合わせ】三鷹市美術ギャラリー　TEL：0422－79－0033

ピアノと物語「ジョルジュ」
男装の女流作家ジョルジュ･サンドと、ピアノの詩
人ショパン。２人の愛の軌跡を朗読とピアノの生
演奏で綴ります。市内在住の俳優シライ ケイタが
弁護士ミッシェル役で登場します！

【日　時】 2021年11月13日（土）
 14：00（13：30開場）
【会　場】 小金井 宮地楽器ホール 大ホール
【料　金】 全席指定・税込
 一般3,500円　U25席2,000円
 こがねいメンバーズ　一般3,200円
【出演者】 朗　読：冨樫 真（ジョルジュ）
 　　　　シライ ケイタ（弁護士ミッシェル）
 ピアノ：實川 風（ショパン）
【プログラム】

ショパン： 12の練習曲より 第12番「革命」 
 24の前奏曲より 第15番「雨だれ」 
 ノクターン 第10番
 バラード 第1番
 ポロネーズ 第6番「英雄」 

【チケット】発売中
【問い合わせ】小金井 宮地楽器ホールチケットデスク　TEL：042－380－8099
  （10：00～ 19：00／休館日〈第2・3火曜日〉を除く）

《わさお》2021年
Photo：ウラタタカヒデ

『西遊妖猿伝』カラー原画
1998年　©諸星大二郎

※新型コロナウイルス感染症防止策の状況により、予定は変更される場合があります。

10 月

VENT 行事予定E S CHEDULE

9月

【日　時】 2021年8月21日（土）～10月3日（日）
 10：00～19：30
【休館日】9月29日（水）
【会　場】 武蔵野市立吉祥寺美術館
 武蔵野市吉祥寺本町1－8－16
 コピス吉祥寺A館7階
【観覧料】 一般300円　中高生100円
 ※小学生以下・65歳以上・障がい者の方は無料
【問い合わせ】武蔵野市立吉祥寺美術館
   TEL：0422－22－0385

松居直美  J.S.バッハ
オルガン作品全曲演奏会《第11回》

オルガニスト松居直美が、2014年より200曲以上に及ぶバッハのオル
ガン作品の全曲演奏に取り組んでいます。幼い頃から常にオルガンとと
もに歩み、オルガンを愛してやまなかったバッハ。作曲年代順に沿った
プログラムで、バッハの音楽、そして人生の変遷を辿ります。第11回
は晩年の円熟期の傑作が並びます。

【日　時】11月6日（土）14：00
 （13：15開場）
【会　場】武蔵野市民文化会館小ホール
【料　金】全席指定
 一般 3,500円
 友の会 3,000円
 25歳以下 1,000円
 （要証明・枚数限定・友の会割引なし）
【出演者】松居直美（オルガン） 
 共演：鈴木美紀子（ソプラノ）
【プログラム】J. S. バッハ：前奏曲とフーガ 
ホ短調 BWV548、「シュープラー・コラール
集」BWV645～ 650 ほか

【チケット】発売中
【問い合わせ】 武蔵野文化事業団
  チケット専用予約番号
  TEL：0422－54－2011
  （無休  9：00～ 22：00）

詳細はHPへ

www.musashino-culture.or.jp 

し  み  こ

コラル
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武蔵野市立吉祥寺美術館
はしもとみお 木彫展
いきものたちの交差点

三鷹市美術ギャラリー
デビュー５０周年記念  諸星大二郎展  異界への扉

諸星大二郎（1949～）は多数の熱狂的ファンをもち、異分野のクリエイター、研究者といった
幅広い層からも絶大な支持を得ている漫画家です。三鷹ゆかりの『栞と紙魚子』シリーズをはじ
め、代表作の原画約350点を中心に、作品世界に関わりの深い美術作品や歴史・民俗資料などを
展示します。

楠からさまざまな動物の
肖像彫刻をつくる彫刻家
はしもとみお。動物肖像
彫刻を通して、それぞれ
の命が持つ形の美しさを
どうぞご堪能ください。

【日　時】2021年8月7日（土）～10月10日（日）10：00～20：00（入館は19：30まで）
【休館日】月曜日（9月20日は開館）、9月21日（火） 
【会　場】三鷹市美術ギャラリー　三鷹市下連雀3－35－1 CORAL 5階
【観覧料】一般600円　65歳以上・学生（大・高）300円　※中学生以下・障がい者手帳等をお持ちの方は無料
【問い合わせ】三鷹市美術ギャラリー　TEL：0422－79－0033

ピアノと物語「ジョルジュ」
男装の女流作家ジョルジュ･サンドと、ピアノの詩
人ショパン。２人の愛の軌跡を朗読とピアノの生
演奏で綴ります。市内在住の俳優シライ ケイタが
弁護士ミッシェル役で登場します！

【日　時】 2021年11月13日（土）
 14：00（13：30開場）
【会　場】 小金井 宮地楽器ホール 大ホール
【料　金】 全席指定・税込
 一般3,500円　U25席2,000円
 こがねいメンバーズ　一般3,200円
【出演者】 朗　読：冨樫 真（ジョルジュ）
 　　　　シライ ケイタ（弁護士ミッシェル）
 ピアノ：實川 風（ショパン）
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 ノクターン 第10番
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【問い合わせ】小金井 宮地楽器ホールチケットデスク　TEL：042－380－8099
  （10：00～ 19：00／休館日〈第2・3火曜日〉を除く）
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 コピス吉祥寺A館7階
【観覧料】 一般300円　中高生100円
 ※小学生以下・65歳以上・障がい者の方は無料
【問い合わせ】武蔵野市立吉祥寺美術館
   TEL：0422－22－0385

松居直美  J.S.バッハ
オルガン作品全曲演奏会《第11回》

オルガニスト松居直美が、2014年より200曲以上に及ぶバッハのオル
ガン作品の全曲演奏に取り組んでいます。幼い頃から常にオルガンとと
もに歩み、オルガンを愛してやまなかったバッハ。作曲年代順に沿った
プログラムで、バッハの音楽、そして人生の変遷を辿ります。第11回
は晩年の円熟期の傑作が並びます。

【日　時】11月6日（土）14：00
 （13：15開場）
【会　場】武蔵野市民文化会館小ホール
【料　金】全席指定
 一般 3,500円
 友の会 3,000円
 25歳以下 1,000円
 （要証明・枚数限定・友の会割引なし）
【出演者】松居直美（オルガン） 
 共演：鈴木美紀子（ソプラノ）
【プログラム】J. S. バッハ：前奏曲とフーガ 
ホ短調 BWV548、「シュープラー・コラール
集」BWV645～ 650 ほか

【チケット】発売中
【問い合わせ】 武蔵野文化事業団
  チケット専用予約番号
  TEL：0422－54－2011
  （無休  9：00～ 22：00）

詳細はHPへ

www.musashino-culture.or.jp 

し  み  こ

コラル

日 曜 行　　　事
1 水

2 木 租税教室講師勉強会
第５回　経営実務研修会

3 金
4 土
5 日

6 月 不動産賃貸経営専門部会　役員会
青年部会　役員会

7 火

正副会長会議
常任理事会
共益委員会
井の頭支部　役員会

8 水
9 木 総務委員会
10 金 三鷹中央支部　役員会
11 土
12 日
13 月
14 火 吉祥寺北第二支部　役員会
15 水
16 木 決算法人説明会
17 金 理事会
18 土
19 日
20 月
21 火
22 水
23 木

24 金

三鷹東支部　役員会
「第９回  税に関する絵はがきコンクール」
作品展示

（会場：小金井市役所第２庁舎  〜 10/8）
25 土
26 日
27 月
28 火 広報委員会
29 水
30 木

（2021年8月26日現在）

日 曜 行　　　事
1 金

2 土

3 日

4 月

5 火 共益委員会

6 水

7 木 女性部会　役員会
租税教室講師勉強会

8 金 三鷹中央支部　役員会

9 土

10 日

11 月

12 火 吉祥寺北第二支部　役員会

13 水 決算法人説明会

14 木

15 金 青年部会　研修会

16 土

17 日

18 月

19 火 正副会長会議
常任理事会

20 水 士業専門部会　役員会
士業専門部会　研修会

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月 不動産賃貸経営専門部会　研修会

26 火 広報委員会

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日
（2021年8月26日現在）

※新型コロナウイルス感染症防止策の状況により、予定は変更される場合があります。
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お申し込みは武蔵野法人会ホームページのバナーから！
(武蔵野法人会員のみ無料でレンタルできます)

公益社団法人武蔵野法人会
武蔵野市・三鷹市・小金井市
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