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特集 1　法人会の「令和４年税制改正に関する提言」まとまる

特集２　SDGs は未来への「問い」　武蔵野東中学校の取り組み
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　株式会社 たすかけ　大西 将さん
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「小金井公園の木立」
写真提供

武蔵野法人会　写真同好会
株式会社 宮崎製作所　宮﨑好吉さん（三鷹西支部）

小金井公園は日比谷公園の4.9倍、上野公園
の1.5倍の広大な公園です。園内には桜の木
が1,700本、コナラ、クヌギ、アカマツなどの
雑木林もあり、人の憩いの場であるとともに野
鳥の楽園でもあります。

「ワクチン打ちましたか？」最近人に会ったときの挨拶はこればっかり。

ワクチンさえ打てばもう大丈夫、というわけにはいかないようで、この

先も制約のある生活は続きますが、一日も早くマスクとアクリル板の

いらない社会に戻ることを願ってやみません。

人類の存亡をかけた戦いに打ち勝ち、今年は忘年会をやってやる！

もう少しの辛抱！がんばろう武蔵野！

三鷹公共職業安定所からのお知らせ

労働保険（労災保険・雇用保険）の
加入手続きはお済みですか？

会員名簿のホームページ公開を予定しています

労働保険（労災保険・雇用保険）は、労働者の方が業務中や
通勤途上に事故にあった場合に必要な保険給付を行い、
また労働者の方が失業した場合に失業手当等を給付したり
再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
労働保険は労働者を一人でも雇用する事業主に加入が義務
づけられています。まだ加入手続きがお済みでない事業主
は、早急に手続きを行ってください。

◆問い合わせ先
労災保険：三鷹労働基準監督署  労災課  TEL：0422－67－3422
雇用保険：ハローワーク三鷹（三鷹公共職業安定所）
 雇用保険適用課   TEL：0422－47－8623

会員名簿の公開に向けて準備を進めています。会員以外の方も閲覧可能な武蔵野法人会のホームページには法人名を、会員
専用ページの名簿には会員個人で公開範囲の選択が可能な形で掲載予定です。詳細につきましては後日、会員の皆様にお送
りする案内をご覧ください。

～11月は労働保険適用促進強化期間です～

事業主
   の皆様

東京都最低賃金改正のお知らせ
東京都最低賃金（地域別最低賃金）は

令和３年１０月１日から

時間額 1,041円 に改正されました。
※都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で
働くすべての労働者（都内の事業場に派遣中の労働者を
含む）に適用されます。

※最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策とし
て、業務改善助成金等各種助成金制度を設けています。

■東京都最低賃金について
　東京労働局労働基準部賃金課
　　　　　（TEL：03－3512－1614（直通））
　東京働き方改革推進支援センター
　　　　　（TEL：0120－232－865）
■業務改善助成金について
　令和３年度業務改善助成金コールセンター
　　　　　（TEL：03－6388－6155）
　東京働き方改革推進支援センター
　　　　　（TEL：0120－232－865）
　東京労働局雇用環境・均等部企画課
　　　　　（TEL：03－6893－1100（直通））

「新春セレモニー（仮）」を開催します
2022年・令和4年

詳細につきましては改めてご案内いたします。
※なお、開催にあたりましては行政のガイドラインに沿った
形で行いますが、新型コロナウイルスの感染状況に応じて
開催内容変更の可能性もあり得ますことをご了承ください。

日時：2022年1月11日（火）  18：00～19：20
会場：吉祥寺第一ホテル8階「天平の間」

令和2年の様子

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

1̶
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1̶
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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。

問
い
合
わ
せ
先
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１．財政健全化に向けて
○２０２５年度は団塊の世代がすべて７５歳の後期高齢者
となる節目の年であり、社会保障給付の急増が見込ま
れる「２０２５年問題」と称されている。政府が歳出・歳
入の一体改革に本気で取り組めば、２０２５年度のＰＢ黒
字化は決して達成できない目標ではないことを強調し
ておきたい。
○感染症拡大が収束段階になった際には、税制だけで
はなく大胆な規制緩和を行うなど、スピード感をもっ
て日本経済の本格的な回復に向けた施策を講じる必要
がある。なお、相応の需要喚起を行うことも必要では
あるが、それがバラマキ政策とならないよう十分配慮
すべきである。
○財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後には
本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよう準備を
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、着実に改革を実行するよう求める。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障給付費は公費と保険料で構成されており、
財政のあり方と密接不可分の関係にある。適正な「負
担」を確保するとともに、「給付」を「重点化・効率化」
によって可能な限り抑制しないかぎり、持続可能な社
会保障制度の構築と財政健全化は達成できない。
○社会保障は「自助」「公助」「共助」が基本である。
これを踏まえ公平性を確保したうえで、その役割と範
囲を改めて見直す必要がある。次なる新型感染症が

発生した場合に備える意味でも、抜本的な医療制度改
革の議論を開始する必要がある。
○医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジタル
化対応など大胆な規制改革を行う必要がある。令和４
年度は診療報酬の改定年となるが、給付の急増を抑制
するために診療報酬（本体）の配分等を見直すととも
に、ジェネリックの普及率をさらに高める。

３．行政改革の徹底
○地方を含めた政府・議会は「まず隗より始めよ」の
精神に基づき自ら身を削り、以下の諸施策について、
直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革を断行する
よう強く求める。
• 国･地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑
制。厳しい財政状況を踏まえ、国と地方の公務員削
減と能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。

１．新型コロナウイルスへの対応
○中小企業は我が国企業の大半を占め、地域経済の
活性化と雇用の確保などに大きく貢献している。いわ
ば経済社会の土台ともいえる存在であり、これが立ち
行かなくなれば、経済全体にとっても取り返しのつか
ない事態に陥る。政府と自治体は複雑で多岐にわたる
コロナ対策の周知・広報を徹底するとともに、申請手
続きの簡便化やスピーディーな給付を行い、中小企業
が存続を図れるよう全力で取り組む必要がある。

２．法人税関係
○中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を本則

化すべきである。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。
○租税特別措置については、公平性・簡素化の観点
から、政策目的を達したものは廃止を含めて整理合理
化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経済
活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充した
うえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡
充したうえ、「中古設備」を含める。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措
置については、損金算入額の上限（合計３００万円）
を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それが直ち
に困難な場合は、令和４年３月末日までとなっている
特例措置の適用期限を延長する。

３．消費税関係
○消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に
欠かせないが、軽減税率制度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問題が多い。このため、かねて
から税率１０％程度までは単一税率が望ましく、低所得
者対策は「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが
適当であることを指摘してきた。国民や事業者への影
響、低所得者対策の効果等を検証し、問題があれば
同制度の是非を含めて見直しが必要である。
○消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重
要な課題となっている。消費税の制度、執行面におい
てさらなる対策を講じる必要がある。
○令和５年１０月からの「適格請求書等保存方式」導入
に向け、本年１０月より「適格請求書発行事業者」の登
録申請がはじまる。新型コロナは小規模事業者等の事
業継続に大きな困難をもたらしており、さらなる事務
負担を求めれば休廃業を加速することになりかねない。
現行の「区分記載請求書等保存方式」を当面維持する
など、弾力的な対応を求める。

４．事業承継税制関係
○我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済
の活性化や雇用の確保などに大きく貢献している。中
小企業が相続税の負担等によって事業が承継できなく
なれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。平成３０
年度の税制改正では比較的大きな見直しが行われた
が、さらなる抜本的な対応が必要である。
○我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると
限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な
事業承継税制が必要である。とくに、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資産と
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制度の創設を求める。
○取引相場のない株式の評価については、企業規模
や業種によって多様であるが、企業価値を高めるほど

株価が上昇し、税負担が増大する可能性があるなど、
円滑な事業承継を阻害していることが指摘されている。
取引相場のない株式は換金性に乏しいこと等を考慮
し、評価のあり方を見直すべきである。

○今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さや行政
組織間の意思疎通不足、病院間の特性に応じた役割分
担がなされていなかったことが浮き彫りとなった。これを
機に、緊急時の医療体制を整備する必要があるが、その
ためには国と地方、さらに自治体間の情報共有が不可欠
であり、改めて広域行政の必要性を強調しておきたい。 
○地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活性化戦
略を構築し、地域民間の知恵と工夫により、新たな地場
技術やビジネス手法を開発していくことが不可欠である。
その際に最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改
革を企画・立案し実行していくことである。

○政府は東日本大震災からの復興について、令和３年度
から７年度までの５年間を「第２期復興・創生期間」と位
置付け、令和３年度以降の復興の円滑かつ着実な遂行を
期することとしている。そのためにはこれまでの効果を
十分に検証し、予算の執行を効率化するとともに、原発
事故への対応を含めて引き続き適切な支援を行う必要が
ある。とりわけ被災地における企業の定着、雇用確保を
図ることが重要であり、実効性のある措置を講じるよう
求める。

○環境問題に対する税制上の対応として、欧米などの制
度や議論の動向を見極めつつ、既存のエネルギー関係
税制との調整を図り、幅広い観点から十分な検討が行わ
れる必要がある。
○税の意義や税が果たす役割を国民が十分に理解してい
るとは言いがたい。学校教育はもとより、社会全体で租
税教育に取り組み、納税意識の向上を図っていく必要が
ある。

法人会の「令和 4 年度税制改正に関する提言」まとまる

Ⅰ 税・財政改革のあり方

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策

Ⅴ その他

Ⅳ 震災復興等

Ⅲ 地方のあり方

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

―― 東京法人会連合会 ――

　法人会の「令和４年度税制改正に関する提言」が、9月２１日の公益財団法人全国法人会総連合（以下「全
法連｣）の理事会でまとまった。
　同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに税制委員会の審議を経て、
取りまとめられたもので、｢税・財制改革のあり方｣「経済活性化と中小企業対策」「地方のあり方」｢震災復興等｣
「その他」などからなっている。
　全法連では、全国７５万会員の声として、財務省、総務省、中小企業庁、自民党、公明党および国会議員
などに対して実現を求めて要望活動を行っている。
　さらに、全国41都道県連および440単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長あてに
広汎な要望活動を行っている。提言（要約）は次のとおり。

コロナ禍の影響はまだ残る。深刻な打撃を
受ける中小企業に、実効性のある対策を！
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１．財政健全化に向けて
○２０２５年度は団塊の世代がすべて７５歳の後期高齢者
となる節目の年であり、社会保障給付の急増が見込ま
れる「２０２５年問題」と称されている。政府が歳出・歳
入の一体改革に本気で取り組めば、２０２５年度のＰＢ黒
字化は決して達成できない目標ではないことを強調し
ておきたい。
○感染症拡大が収束段階になった際には、税制だけで
はなく大胆な規制緩和を行うなど、スピード感をもっ
て日本経済の本格的な回復に向けた施策を講じる必要
がある。なお、相応の需要喚起を行うことも必要では
あるが、それがバラマキ政策とならないよう十分配慮
すべきである。
○財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後には
本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよう準備を
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、着実に改革を実行するよう求める。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障給付費は公費と保険料で構成されており、
財政のあり方と密接不可分の関係にある。適正な「負
担」を確保するとともに、「給付」を「重点化・効率化」
によって可能な限り抑制しないかぎり、持続可能な社
会保障制度の構築と財政健全化は達成できない。
○社会保障は「自助」「公助」「共助」が基本である。
これを踏まえ公平性を確保したうえで、その役割と範
囲を改めて見直す必要がある。次なる新型感染症が

発生した場合に備える意味でも、抜本的な医療制度改
革の議論を開始する必要がある。
○医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジタル
化対応など大胆な規制改革を行う必要がある。令和４
年度は診療報酬の改定年となるが、給付の急増を抑制
するために診療報酬（本体）の配分等を見直すととも
に、ジェネリックの普及率をさらに高める。

３．行政改革の徹底
○地方を含めた政府・議会は「まず隗より始めよ」の
精神に基づき自ら身を削り、以下の諸施策について、
直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革を断行する
よう強く求める。
• 国･地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑
制。厳しい財政状況を踏まえ、国と地方の公務員削
減と能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。

１．新型コロナウイルスへの対応
○中小企業は我が国企業の大半を占め、地域経済の
活性化と雇用の確保などに大きく貢献している。いわ
ば経済社会の土台ともいえる存在であり、これが立ち
行かなくなれば、経済全体にとっても取り返しのつか
ない事態に陥る。政府と自治体は複雑で多岐にわたる
コロナ対策の周知・広報を徹底するとともに、申請手
続きの簡便化やスピーディーな給付を行い、中小企業
が存続を図れるよう全力で取り組む必要がある。

２．法人税関係
○中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を本則

化すべきである。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。
○租税特別措置については、公平性・簡素化の観点
から、政策目的を達したものは廃止を含めて整理合理
化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経済
活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充した
うえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡
充したうえ、「中古設備」を含める。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措
置については、損金算入額の上限（合計３００万円）
を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それが直ち
に困難な場合は、令和４年３月末日までとなっている
特例措置の適用期限を延長する。

３．消費税関係
○消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に
欠かせないが、軽減税率制度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問題が多い。このため、かねて
から税率１０％程度までは単一税率が望ましく、低所得
者対策は「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが
適当であることを指摘してきた。国民や事業者への影
響、低所得者対策の効果等を検証し、問題があれば
同制度の是非を含めて見直しが必要である。
○消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重
要な課題となっている。消費税の制度、執行面におい
てさらなる対策を講じる必要がある。
○令和５年１０月からの「適格請求書等保存方式」導入
に向け、本年１０月より「適格請求書発行事業者」の登
録申請がはじまる。新型コロナは小規模事業者等の事
業継続に大きな困難をもたらしており、さらなる事務
負担を求めれば休廃業を加速することになりかねない。
現行の「区分記載請求書等保存方式」を当面維持する
など、弾力的な対応を求める。

４．事業承継税制関係
○我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済
の活性化や雇用の確保などに大きく貢献している。中
小企業が相続税の負担等によって事業が承継できなく
なれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。平成３０
年度の税制改正では比較的大きな見直しが行われた
が、さらなる抜本的な対応が必要である。
○我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると
限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な
事業承継税制が必要である。とくに、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資産と
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制度の創設を求める。
○取引相場のない株式の評価については、企業規模
や業種によって多様であるが、企業価値を高めるほど

株価が上昇し、税負担が増大する可能性があるなど、
円滑な事業承継を阻害していることが指摘されている。
取引相場のない株式は換金性に乏しいこと等を考慮
し、評価のあり方を見直すべきである。

○今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さや行政
組織間の意思疎通不足、病院間の特性に応じた役割分
担がなされていなかったことが浮き彫りとなった。これを
機に、緊急時の医療体制を整備する必要があるが、その
ためには国と地方、さらに自治体間の情報共有が不可欠
であり、改めて広域行政の必要性を強調しておきたい。 
○地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活性化戦
略を構築し、地域民間の知恵と工夫により、新たな地場
技術やビジネス手法を開発していくことが不可欠である。
その際に最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改
革を企画・立案し実行していくことである。

○政府は東日本大震災からの復興について、令和３年度
から７年度までの５年間を「第２期復興・創生期間」と位
置付け、令和３年度以降の復興の円滑かつ着実な遂行を
期することとしている。そのためにはこれまでの効果を
十分に検証し、予算の執行を効率化するとともに、原発
事故への対応を含めて引き続き適切な支援を行う必要が
ある。とりわけ被災地における企業の定着、雇用確保を
図ることが重要であり、実効性のある措置を講じるよう
求める。

○環境問題に対する税制上の対応として、欧米などの制
度や議論の動向を見極めつつ、既存のエネルギー関係
税制との調整を図り、幅広い観点から十分な検討が行わ
れる必要がある。
○税の意義や税が果たす役割を国民が十分に理解してい
るとは言いがたい。学校教育はもとより、社会全体で租
税教育に取り組み、納税意識の向上を図っていく必要が
ある。

法人会の「令和 4 年度税制改正に関する提言」まとまる

Ⅰ 税・財政改革のあり方

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策

Ⅴ その他

Ⅳ 震災復興等

Ⅲ 地方のあり方

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

―― 東京法人会連合会 ――

　法人会の「令和４年度税制改正に関する提言」が、9月２１日の公益財団法人全国法人会総連合（以下「全
法連｣）の理事会でまとまった。
　同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに税制委員会の審議を経て、
取りまとめられたもので、｢税・財制改革のあり方｣「経済活性化と中小企業対策」「地方のあり方」｢震災復興等｣
「その他」などからなっている。
　全法連では、全国７５万会員の声として、財務省、総務省、中小企業庁、自民党、公明党および国会議員
などに対して実現を求めて要望活動を行っている。
　さらに、全国41都道県連および440単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長あてに
広汎な要望活動を行っている。提言（要約）は次のとおり。

コロナ禍の影響はまだ残る。深刻な打撃を
受ける中小企業に、実効性のある対策を！
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SDGｓは未来への「問い」
武 蔵 野 東 中 学 校 の 取 り 組 み

　中学校 2年生が1年間をかけて取り組む個人探究では、SDGs 関連のテーマを扱う生徒も増えており、
　その一例を紹介します。

◎探究の成果は旺文社「全国学芸サイエンスコンクール」（応募18万点）に2年連続で入賞するなど、学外でも評価されています。

　武蔵野東中学校では、『探究科』とい
う独自の授業や、教科の専門性を生か
しながら複数教科の教員が連携して授
業を行う『教科横断型授業（通称コラ
ボ授業）』などの特色ある教育を通し
て、これからの時代を担う生徒たちに、
「決まった答えのない問い」を追究する
姿勢を養っています。SDGｓの目標は、
未来に生きる生徒たちにとっても関心が
高く、日々の学校生活の中でさまざま
な活動を行っています。

気候変動により豪雨が頻発する最近。その
場合、水田をダムの機能として活用すること
はできるのか、遠野市の地形をマインクラフ
ト（ゲームソフト）に落とし込んだモデルを
作成、想定される豪雨のデータを打ち込ん
でシミュレーションし、解決策を探る。

岩手県遠野市を対象に
集中豪雨を想定

今月号では、小金井市の私立武蔵野東中学校にSDGsの取り組みを
ご紹介いただきます。中学生の取り組みが、皆様にとってSDGsを考
える機会となれば幸いです。

学校法人武蔵野東学園　武蔵野東中学校
新たな価値観を創造する学び、健常児と自閉症児との
共学体制での学び合いが特色。（武蔵野法人会会員）

特集２

『探究科』  ×  SDGｓ

日本のリサイクルの課題から、マテリアルリ
サイクルに着目。使い捨てにされやすいビ
ニール傘についての考察から、耐久性があ
りながらも分解される素材「ユポ紙」に着目
して実証実験を重ね、傘を自作した。

循環型社会に
直接貢献するリサイクル

マインクラフトを使った
「水田ダム」のシミュレーション

リサイクルに特化した
傘を制作する

身近な材料から、災害時にも使える固形燃
料を試作。試行錯誤から茶がら・廃油・鉛
筆のけずりカスを選定して配合を割りだし、
効率の良い固形燃料を制作した。

資源の活用とエネルギー

身近なゴミから
固形燃料を作る

　生徒会の有志からなる組織「SDGｓプロ
ジェクト」が主催して、7月にSDGｓ DAY
という校内イベントを開催しました。テーマ
は「自分ごとにしていこう～エシカル消費か
ら学ぶ～」。プロジェクトの生徒による
SDGｓクイズや、エシカル消費についての
実践例の発表の後、SDGsを教育の場で推
進している田中孝宏氏（読売新聞社教育

ネットワークアドバイザー）から、「自分ごと
にしていこう」というテーマで講演をしてい
ただきました。日本企業の実践例や、日々
の取り組みの大切さをお聞きし、今後の自
分たちの行動とアイディアへの工夫が生まれ
るきっかけになりました。以下は中学校1年
生の生徒が夏休みに「自分ごと」として実
践した報告の例です。

生徒たちは実践を通し、SDGs達成のために自分ができる
ことの大きさとその限界、世界で協力していくことの重要
性を感じたようです。ただの調べ学習にとどまらず、自分
で考えた解決策を実行することで、SDGsの課題がより
「自分ごと」として考えられるようになったと思います。

　武蔵野東中学校の屋上には一面にソー
ラーパネルが設置されています。このソー
ラーパネルで発電した電力は校内で使い、
余った場合は電力会社に売っています。天
候や季節によって発電量が左右されますが、
本校の場合、秋の晴天時には一日80kW程
度の発電をしています。4人家族の世帯当た

りの一日の消費電力が13.1kWというデータ
があるので、これは6世帯分の電力にあた
ります。ある日の昼休み、生徒たちが屋上
ソーラーパネル見学会を行いました。太陽
光発電の仕組みを知り、資源活用について
の意識も高まりました。

７つの取り組みの
達成度を確認

先生

ゴミの分別をはじめとして自分
で決めた７つの取り組みを1週
間持続して達成度を確認。達成
しやすいのは水筒やエコバック
持参、詰め替え容器の利用、
新聞などの資源回収で、達成し
にくいことは、ゴミの分別の徹
底と食べ残しの減量だった。

プラスチックごみの
減量

家庭のプラスチックごみの減量
に挑戦し、1週間で200グラム
の減量ができたが、食品用の
包装にプラスチックが多いこと
に気がついた。身の回りの文具
や電化製品にもプラスチックが
多く、プラスチックなしの生活
の難しさがわかった。

服をリサイクル

服のリサイクルを考え、自分
の服を知り合いにあげたり、
きょうだいからお下がりをも
らったりして59着の節約と
なった。近所の人との交流
にもなり、暮らしやすい街づ
くりにもつながることに気が
ついた。

節水に挑戦

一日一人当たり186リットルの水を使
うと言われているが、シャワーや歯磨
き、食器洗い、手洗いの洗濯でそれぞ
れ1分の節水をした結果、自分ひとりで
一日84リットルの節水ができた。節水
によって水の有効利用ができ、下水処
理場で使われるエネルギーの削減や
CO2の排出抑制につながると感じた。

共生社会への

　武蔵野東学園（中学校以外の幼稚園・小学校・高等専修学校は武蔵野市）
では、健常な子どもと自閉症の子どもが共に学園生活を送っています。学園に
在籍する1,600名のうちの約1/3が自閉症児です。学園ではこの共学システム
を「混合教育」と呼び、創立時より教育の大きな柱のひとつとしています。
　混合教育により、自閉症児は健常児から活気に満ちた刺激を受けて成長して
いきます。健常児にとっては仲間として過ごす生活の中から多様性を受け入れる心が育まれます。SDGｓの目標にも掲げら
れ未来に向けて共生社会への視点が望まれる中、今年度創立58年目を迎える武蔵野東学園の教育の実践は、インクルー
シブ教育のパイオニアとして、久しく世界中から注目されています。

から

視点

社会科

中野先生

「自分ごと」にしていこう　東中SDGｓ DAY

小イベント　屋上ソーラーパネル見学会
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◎探究の成果は旺文社「全国学芸サイエンスコンクール」（応募18万点）に2年連続で入賞するなど、学外でも評価されています。

　武蔵野東中学校では、『探究科』とい
う独自の授業や、教科の専門性を生か
しながら複数教科の教員が連携して授
業を行う『教科横断型授業（通称コラ
ボ授業）』などの特色ある教育を通し
て、これからの時代を担う生徒たちに、
「決まった答えのない問い」を追究する
姿勢を養っています。SDGｓの目標は、
未来に生きる生徒たちにとっても関心が
高く、日々の学校生活の中でさまざま
な活動を行っています。

気候変動により豪雨が頻発する最近。その
場合、水田をダムの機能として活用すること
はできるのか、遠野市の地形をマインクラフ
ト（ゲームソフト）に落とし込んだモデルを
作成、想定される豪雨のデータを打ち込ん
でシミュレーションし、解決策を探る。

岩手県遠野市を対象に
集中豪雨を想定

今月号では、小金井市の私立武蔵野東中学校にSDGsの取り組みを
ご紹介いただきます。中学生の取り組みが、皆様にとってSDGsを考
える機会となれば幸いです。

学校法人武蔵野東学園　武蔵野東中学校
新たな価値観を創造する学び、健常児と自閉症児との
共学体制での学び合いが特色。（武蔵野法人会会員）

特集２

『探究科』  ×  SDGｓ

日本のリサイクルの課題から、マテリアルリ
サイクルに着目。使い捨てにされやすいビ
ニール傘についての考察から、耐久性があ
りながらも分解される素材「ユポ紙」に着目
して実証実験を重ね、傘を自作した。

循環型社会に
直接貢献するリサイクル

マインクラフトを使った
「水田ダム」のシミュレーション

リサイクルに特化した
傘を制作する

身近な材料から、災害時にも使える固形燃
料を試作。試行錯誤から茶がら・廃油・鉛
筆のけずりカスを選定して配合を割りだし、
効率の良い固形燃料を制作した。

資源の活用とエネルギー

身近なゴミから
固形燃料を作る

　生徒会の有志からなる組織「SDGｓプロ
ジェクト」が主催して、7月にSDGｓ DAY
という校内イベントを開催しました。テーマ
は「自分ごとにしていこう～エシカル消費か
ら学ぶ～」。プロジェクトの生徒による
SDGｓクイズや、エシカル消費についての
実践例の発表の後、SDGsを教育の場で推
進している田中孝宏氏（読売新聞社教育

ネットワークアドバイザー）から、「自分ごと
にしていこう」というテーマで講演をしてい
ただきました。日本企業の実践例や、日々
の取り組みの大切さをお聞きし、今後の自
分たちの行動とアイディアへの工夫が生まれ
るきっかけになりました。以下は中学校1年
生の生徒が夏休みに「自分ごと」として実
践した報告の例です。

生徒たちは実践を通し、SDGs達成のために自分ができる
ことの大きさとその限界、世界で協力していくことの重要
性を感じたようです。ただの調べ学習にとどまらず、自分
で考えた解決策を実行することで、SDGsの課題がより
「自分ごと」として考えられるようになったと思います。

　武蔵野東中学校の屋上には一面にソー
ラーパネルが設置されています。このソー
ラーパネルで発電した電力は校内で使い、
余った場合は電力会社に売っています。天
候や季節によって発電量が左右されますが、
本校の場合、秋の晴天時には一日80kW程
度の発電をしています。4人家族の世帯当た

りの一日の消費電力が13.1kWというデータ
があるので、これは6世帯分の電力にあた
ります。ある日の昼休み、生徒たちが屋上
ソーラーパネル見学会を行いました。太陽
光発電の仕組みを知り、資源活用について
の意識も高まりました。

７つの取り組みの
達成度を確認

先生

ゴミの分別をはじめとして自分
で決めた７つの取り組みを1週
間持続して達成度を確認。達成
しやすいのは水筒やエコバック
持参、詰め替え容器の利用、
新聞などの資源回収で、達成し
にくいことは、ゴミの分別の徹
底と食べ残しの減量だった。

プラスチックごみの
減量

家庭のプラスチックごみの減量
に挑戦し、1週間で200グラム
の減量ができたが、食品用の
包装にプラスチックが多いこと
に気がついた。身の回りの文具
や電化製品にもプラスチックが
多く、プラスチックなしの生活
の難しさがわかった。

服をリサイクル

服のリサイクルを考え、自分
の服を知り合いにあげたり、
きょうだいからお下がりをも
らったりして59着の節約と
なった。近所の人との交流
にもなり、暮らしやすい街づ
くりにもつながることに気が
ついた。

節水に挑戦

一日一人当たり186リットルの水を使
うと言われているが、シャワーや歯磨
き、食器洗い、手洗いの洗濯でそれぞ
れ1分の節水をした結果、自分ひとりで
一日84リットルの節水ができた。節水
によって水の有効利用ができ、下水処
理場で使われるエネルギーの削減や
CO2の排出抑制につながると感じた。

共生社会への

　武蔵野東学園（中学校以外の幼稚園・小学校・高等専修学校は武蔵野市）
では、健常な子どもと自閉症の子どもが共に学園生活を送っています。学園に
在籍する1,600名のうちの約1/3が自閉症児です。学園ではこの共学システム
を「混合教育」と呼び、創立時より教育の大きな柱のひとつとしています。
　混合教育により、自閉症児は健常児から活気に満ちた刺激を受けて成長して
いきます。健常児にとっては仲間として過ごす生活の中から多様性を受け入れる心が育まれます。SDGｓの目標にも掲げら
れ未来に向けて共生社会への視点が望まれる中、今年度創立58年目を迎える武蔵野東学園の教育の実践は、インクルー
シブ教育のパイオニアとして、久しく世界中から注目されています。

から

視点

社会科

中野先生

「自分ごと」にしていこう　東中SDGｓ DAY

小イベント　屋上ソーラーパネル見学会

1

2

3

7



電子帳簿保存法における『電子取引』とは？1

改ざん防止措置について6

電子取引で授受したデータにおける、
所得税・法人税法と消費税法の違い2

電子取引における取引情報の真実性や
可視性を確保するための保存要件3

取引情報を保存したデータの検索機能に
おける要件5

電子取引における訂正又は削除の履歴の
確保要件を満たしているシステムとは？7

特別な請求書等保存ソフトを所持していな
い場合の保存方法および検索方法4

【記入例】
連番

①

②

③

④

⑤

⑥

20210131

20210210

20210228

110,000

330,000

330,000

（株）霞商事

国税工務店（株）

国税工務店（株）

請求書

注文書

領収書

日付 金額 取引先 備考

以下の方法で保存すれば要件を満たしたことになる。

①　取引情報のデータ（PDFなど）のファイル名に、規
則性をつける。

　　例）2022年（令和４年）10月31日に株式会社国
税商事から受領した110,000円の請求書

　　　　　　　「20221031_㈱国税商事_ 110,000」

②　「取引の相手先」や「各月」など決めたフォルダに格
納して保存する。

　　　　　　　「㈱国税商事」

　　　　　　　「2022年10月」

③　訂正削除の防止に関する事務処理規程を作成し備
え付ける。

【電子保存が必要な電子取引の主なケース】

電子メール

クラウドサービス

スマホアプリ決済

従業員の立替経費

・ ビジネスにおけるすべての電子メール
を保存する必要はない。

・ 注文書・請求書等に通常記載される
取引情報が記載されている電子メー
ルは保存しなければならない。

・ 注文書・請求書等が添付されている
場合は、添付ファイルのみを保存す
ればよい。

※値引き理由などがメール本文にのみ
記載されている場合はメール本文も
保存する。

請求書等のデータをクラウドサービス
にアップロードし、データを授受する場
合は電子取引に該当する。

アプリ提供事業者から利用明細等を受
領する行為は電子取引に該当するため、
要件に従い保存する必要がある。
例）個人のスマホで決裁した場合、画面
キャプチャを電子保存

従業員が会社の経費を立て替え、その
領収書が電子データだった場合は電子
取引として扱う必要がある。

　「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式で行う取
引のことです。　
　「取引情報」とは、注文書や請求書、見積書、領収書、契
約書のことをいいます。
　正式に「注文書」という名称がついていなかったとして
も、注文書と同様の内容が記載された電子メールなども取
引情報とみなされます。
　「電磁的方式」とはＥＤＩ※取引やインターネット上のサイ
トでの取引、電子メール（添付ファイルを含む）により取
引情報を授受する取引のことです。電子取引で授受する
データには以下のようなケースが考えられます。

※EDI：「Electronic Data Interchange」の略。企業取引でやり
とりする様々な帳票関連の情報をインターネットでデータ交換
して行う取引のこと

　所得税・法人税法において、令和４年１月１日以後は授受
したデータを書面等に出力して保存することはできません。
　全ての電子取引の情報は、電子帳簿保存法に定められる
要件を満たした上で、保存しなければなりません。
　もし、令和４年１月１日以後に行う電子取引の取引情報を書
面で保存した場合、青色申告の承認の取消対象となる可能性
もあるため注意が必要です。
　一方、消費税法では電磁的記録を書面等に出力して保存
が可能です。令和５年10月から始まるインボイス制度導入後
も、書面の保存で仕入税額控除の適用が受けられます。

 

　改正後の電子帳簿保存法では、書面での保存ができなく
なるため、真実性や可視性の確保が重要になります。
　電磁的記録の保存要件は以下の３つになります。

要件１： 電子計算機処理システムの概要を記載した書
類の備付け

要件2： 見読可能装置（ディスプレイ・プリンター）の
備付け 

要件3： 検索機能の確保 

また、保存の際には次のいずれかの措置が必要です。

①　タイムスタンプが付された後の授受。
②　速やかに（７営業日以内）タイムスタンプを付す。
　※取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプ

を付すまでの事務処理規程を定めている場合は、処
理の経過後速やかに付す。（２か月＋7営業日以内）

③　データの訂正削除を行った場合、その記録が残るシ
ステム又は訂正削除ができないシステムを利用する。

④　訂正削除の防止に関する事務処理規程を備え付
ける。

　電子帳簿保存に対応したシステムを導入しておらず、一般
的なパソコンやプリンターを使用している場合も、一定ルール
を遵守することで保存要件を満たしたことになります。

 

　なお、税務調査の際、税務職員からダウンロードを求め
られたらデータを提出する必要があります。
　保存方法と同様に検索方法に関しても、以下の要件を満
たせば特別なシステムを導入する必要はありません。

【検索方法】
　範囲指定、および２つ以上の任意の記録項目を組み合わ
せて検索できる機能が備わっているエクセル等の表計算ソ
フトに、取引データに係る取引年月日、取引金額、取引先
の情報を入力して一覧表を作成する。

　電子取引において、以下の検索機能を備えたシステムを
使用する必要があります。

その1： 取引年月日、取引金額、取引先を検索条件と
して設定できる。

その2： 日付・金額は、範囲を指定して検索できる。
その3： 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検

索できる。

　検索項目には「ＡかつＢ」「ＡまたはＢ」という組み合わせ
がありますが、「ＡまたはＢ」の組み合わせは必要ありません。
　また、１つの記録項目を検索し、その結果を別の記録項
目で絞り込める場合、要件を満たしていると考えられます。
　電磁的記録について、税務職員による質問検査権に基づ
くダウンロードの求めに応じられる場合、その２および3
の要件は不要です。

　

　電子取引に該当する取引データの授受方法はメールやクラ
ウド、インターネットと種々あります。そのため、データに
応じた複数の改ざん防止措置が混在しても問題ありません。
　同様に、データの格納先（保存場所）も整然とした形式
および明瞭な状態で、速やかに出力できるように管理され
ていれば、複数に分けることができます。

　

【訂正又は削除の履歴の確保要件を満たすシステム】
　
①　物理的に訂正・削除ができない仕様とされているシ
ステム
②　直接訂正または削除を行った場合に、訂正・削除
前のデータの記録・保存が行われ、事後に検索・閲
覧・出力ができるシステム

③  他者のクラウド事業者が提供するクラウドサービス
において取引情報を保存し、利用者側では訂正削除
できない、または訂正削除の履歴が全て残るシステム
も、要件を満たしているものと考えられる。

　来年1月1日の施行まで時間がありません。本稿で解説
した要件を満たし、漏れのない対応を行いましょう。

税制委員会がお届けする
税制研修のコーナー25

 令和４年1月1日から電子取引の請求書の紙保存はNG！
電子帳簿保存法『電子取引の要件』を解説

　令和４年（2022年）1月1日からメールやWebで受領した領収書・請求書（電子取引）は、電子帳簿保存法に対応した電
子保存が義務化されます。法要件と対応方法について解説します。

ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社  取締役・中小企業診断士　持 木　健 太

動画でもより分かりやすい解説を公開中
「令和4年（2022年）１月施行電子取引の
要件について」
※動画の概要欄から資料ダウンロードも可
能です。

https://bit.ly/toma_dencyouhou_youtube
［情報提供］TOMAコンサルタンツグループ株式会社
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え付ける。
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税制委員会がお届けする
税制研修のコーナー25

 令和４年1月1日から電子取引の請求書の紙保存はNG！
電子帳簿保存法『電子取引の要件』を解説

　令和４年（2022年）1月1日からメールやWebで受領した領収書・請求書（電子取引）は、電子帳簿保存法に対応した電
子保存が義務化されます。法要件と対応方法について解説します。

ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社  取締役・中小企業診断士　持 木　健 太

動画でもより分かりやすい解説を公開中
「令和4年（2022年）１月施行電子取引の
要件について」
※動画の概要欄から資料ダウンロードも可
能です。

https://bit.ly/toma_dencyouhou_youtube
［情報提供］TOMAコンサルタンツグループ株式会社
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会社設立当時 新たな事業への挑戦

社員のみなさんと

重量物・精密機器の運搬、据付 家具みたいなキッチン

天井にも芝生

家具屋さんプロデユース

北欧ビンテージの家
具屋さんがまるごと
プロデュース。

異素材のコラボレー
ションで今までにない
空間を作り出した。

周りは一面野原
が広がっていた。

安全のため、決めら
れた手順通りにチーム
ワークで進めていく。

入間、厚木、横浜で
昨年ベーカリー事業
もスタート。

家具屋さんにオリジ
ナルでキッチンを造
作してもらった。

■時間が許す限り話し合う
　吉祥寺に会社を設立して5年、一般のお客様の住宅を中
心に、オフィス、店舗などのリフォームを手がけています。
お客様は23区にお住まいの方が多く、雑誌やホームページ、
SNSなどさまざまな情報をご覧になっていらっしゃいます。
　建築家やデザイナー、家具屋さんとコラボレーション（＋
/たす）することによって、何倍（×/かける）もの効果を生
み、お客様の作りたい住まいを作ります。そのためには、
時間が許す限り話し合いをします。こちらの考えを押しつけ
るようなことはしたくないんです。ネットで調べたり建築家に
アイデアをもらったり、お客様が持ってきてくださる情報とも
合わせて形にしていきます。時間はかかりますが、できあ
がったときに喜んでもらえる、その瞬間が嬉しいですね。

■大手企業ではできないことを
　出身は埼玉です。内装会社に10年、世田谷の大手の
住宅会社で営業を3年経験しましたが、企業の中ではでき
ないことをやりたいと独立をしました。
　会社設立の場所として、地域のブランドがある吉祥寺を
選びました。法人会や商工会議所、青年会議所に加入し
たのは、この土地に基盤を持ち地域貢献したいと思ったか
らです。思いもよらないところからも声をかけていただき、

新しいコラボレーションの可能性も広がりました。それは独
立して良かったと思うことですね。
　経営者として、関わる人の生活をいつも気にかけ、感謝
しながら仕事をしています。この5年を振り返ると、やはり
コロナの影響が大きく、現場が完全にストップし、打ち合わ
せも何もないという日が続きました。最近やっと少しお客様
が戻ってきました。

■挑戦するのを諦めない
　近頃は駅から5分以内の立地の良い中古マンションを
買ってリフォームする人が増えています。若い人にとって家
は一生の買い物ではなくなってきています。
　ネットをうまく利用して情報を吸収していくのが今後のあり
方だと思います。年齢に関係なく勉強しておかないといけ
ないし、わからないことがあれば若い人にも教えてもらえば
いい。社長がトップダウンで仕事をする時代は終わると思
います。弊社が一人勝ちするのではなく、独立したい人を
応援し、仕事のチャンネルが増えたと思ってコラボレーショ
ンしていければいいですね。それが会社を大きくするという
方向かもしれません。
　これからも挑戦することを諦めず、１年に１つ以上は今ま
でなかったような新しいことをやってみたいと思っています。

■仕事は断らず、期待に120%応える
　三鷹で昭和18年に創業、会社の設立は昭和28年です。
一般貨物の輸送から、精密機器や重量物の運搬、建設を
行い、東京・神奈川・埼玉に6営業所、300人ほどの社
員がいます。
　20年前、借金がある状態で三代目として社長を引き継ぎ、
最初にしたことは社名変更。「有限会社三鷹小型運送」から
「株式会社ミタカロジスティクス」へ。ISO9001（品質）、
14001（環境）、39001（道路交通安全マネジメント）も取得
しました。それまでは自動車部品の輸送が主な仕事でしたが、
宅配便の荷物を大きなベースから小さな営業所へ運ぶ仕事を
始め、さらに重量物や精密機器の運搬へと仕事を広げてきま
した。今は工場の改修など、解体・建設の仕事もしています。
　仕事は断りません。お客様の期待には120%応えるように
しています。例えば工場の天井大型クレーンの解体の仕事。
他の会社では屋根を解体しないとできないと言われたそうで
すが、うちでは建屋の中でクレーンを解体する工事を行いま
した。火災の危険もあり神経を使いましたが、社員と協力会
社、約300人の手をかけ無事に終えることができました。

■ロータリークラブで培われた経営者の理念
　生まれも育ちも三鷹市上連雀です。大学時代はジャズ

ドラマーを目指していたんです。でも師匠を超えることはで
きないと家業を継ぐことに。そのためには経営者としての理
念を学ぼうと、学生時代にロータリークラブの青年部に入会
しました。そこで出会った経営者がとにかく格好良かった。
その人の立ち居振る舞いや、リーダー、人間として心がける
ことを徹底的に学び、「感性を磨くこと」「本物を持つこと」の
大切さを教わりました。感性を磨くと自分のものさしができて
くる。それは事故や危険予知の感性にもつながります。受
けた恩は次世代に送っていくことで返したいと思っています。

■物流業界への貢献、新たな挑戦も
　現在、ホールディングス化しています。ホールディングスで
は今まで作り上げてきた運行・労務管理の仕組みをもとに、
物流業界でコンサルティングをしたいと思っています。大手
の会社とともに物流の未来を変えるようなことも計画中です。
　最近はベーカリー事業（高級食パンの販売）や霊柩の仕事
（ご遺体の搬送など）もしています。これは役員からの提案で
す。さまざまな経歴の役員はアイデアが豊富です。やってみ
てダメだったらやめればいいと、新しい挑戦もしています。
　ジャズドラムは今も続けています。自転車で日本縦断し、
国際ロータリーが取り組むポリオ根絶のために寄付の協力
をいただく企画も考えています。コロナで延期になっていま
すが来年はぜひやりたいですね。

お客様が作りたい
住まいを作る
コラボレーションと対話で理想の空間を生み出す

感性を磨き、
自分のものさしを持つ
一般貨物、精密機器の運送から建設工事まで

私の仕事
MY  JOBあの顔 この顔

吉祥寺北
第一
支部

株式会社 たすかけ
武蔵野市吉祥寺本町
3－20－11－103

☎ 0422-56-8727

三鷹西
支部

株式会社 ミタカロジスティクス

三鷹市上連雀
7－8－29
☎ 0422-47-2311

大西　 将さん
まさる

宮崎 陽市郎さん

vol.03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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（ご遺体の搬送など）もしています。これは役員からの提案で
す。さまざまな経歴の役員はアイデアが豊富です。やってみ
てダメだったらやめればいいと、新しい挑戦もしています。
　ジャズドラムは今も続けています。自転車で日本縦断し、
国際ロータリーが取り組むポリオ根絶のために寄付の協力
をいただく企画も考えています。コロナで延期になっていま
すが来年はぜひやりたいですね。

お客様が作りたい
住まいを作る
コラボレーションと対話で理想の空間を生み出す

感性を磨き、
自分のものさしを持つ
一般貨物、精密機器の運送から建設工事まで

私の仕事
MY  JOBあの顔 この顔

吉祥寺北
第一
支部

株式会社 たすかけ
武蔵野市吉祥寺本町
3－20－11－103

☎ 0422-56-8727

三鷹西
支部

株式会社 ミタカロジスティクス

三鷹市上連雀
7－8－29
☎ 0422-47-2311

大西　 将さん
まさる

宮崎 陽市郎さん

vol.03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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女性部会

租税教室

小学校での租税教室を開催
オンライン租税教室もブラッシュアップ

場所▶ 9/ 4（土）  三鷹市立第七小学校
9/ 6（月） 小金井市立第三小学校（オンライン）
9/15（水） 武蔵野東学園　武蔵野東小学校
9/30（木） 武蔵野市立境南小学校（オンライン）

回を重ねるごとにブラッシュアップしているオ
ンラインの租税教室ですが、30日に武蔵野
市で初めて境南小学校で実施となりました。
オンライン形式もこれからの租税教室開催
方法のひとつの選択肢となりうるでしょう。
これに先立ち15日には、23年前に女性部
会が租税教室を始める第一歩となった私立
武蔵野東学園の小学校に訪問、対面で４
年生に租税教室を実施しました。

長年積み重ねている租税教室を、今後も女
性部会の皆で協力し、大切にしていきたい
と思います。
（女性部会　甲斐久美子）

公益委員会

第４回経営実務研修会

「Zoomセミナーワーク
ショップ（中級編）」を開催

場所▶オンライン研修

「Zoomセミナーシリーズ」の3回目とし
て、「入門編」「初級編」に引き続き開催さ
れた「中級編」では、Zoomを使った会
議や研修会を主催・運営する側が知っ
ていると便利なZoomが持つ諸機能に
ついて、専
門家が分か
りやすく解
説いたしま
した。オン
ライン形式
での開催で
したが、参
加者は事務
局職員も含
め11名でし
た。
（公益委員会　安藤裕朗）

税制委員会

第3回税制実務研修会

「税務調査のポイント」を
開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

本年度第3回目
の「税制実務研
修会」として、会
員の皆様の関心
が高い「税務調
査」を取り上げました。今回は“調査官
の視点に立って”具体例なども紹介しな
がら、税務調査のポイントについて税理
士の田中俊久氏を講師に迎え、分かりや
すく解説いたしました。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５回経営実務研修会

「SDGsで会社の未来を
切り開く！」を開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

“SDGs”という言葉が我が国でも広く知
られるようになり、大手を中心に具体的
な活動に取り組む企業が増えています。
“SDGs”とは「Sustainable Development 
Goals」（持続可能な開発目標）のことで
すが、取り組むようになった背景、具体
的な取り組み事例の紹介など、この分野
で長く活動してきた企業再生プロデュー
サー・古小路勝利氏の分かりやすい解説
に参加者は熱心に耳を傾けていました。
会場参加者は5名、オンライン参加者は
19名でした。（公益委員会　安藤裕朗）

公益委員会

第6回経営実務研修会

「0円で8割をリピーター
にする集客術」を開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

本年度第6回「経営実務研修会」のテー
マは、いかに“リピート客”を獲得するか、
今すぐに始められるコストのかからない具
体的なノウハウについて取り上げました。
講師の一圓克彦氏の軽妙な話に参加者
は大いに刺激されました。withコロナの
時代、安定的な経営にはリピーターの獲
得が重要であることを改めて認識する機
会となりました。
会場参加者は6名、オンライン参加者は
14名でした。
（公益委員会　安藤裕朗）

第17回  MUSASHINO
「ごちそうフェスタ」開催中！

東京手仕事展
東京の伝統工芸は、進取の精神に富む江戸職人の匠の
技と心意気によって、磨かれ、洗練され、そして庶民
に愛されて連綿と受け継がれてきました。「東京手仕
事」は、そんな伝統の技に光を当て、匠の繊細な「手仕
事」の魅力を国内はもとより世界に発信していく取り
組みです。その「粋」で「いなせ」な味わい、優れた機
能性・日常性を広く知っていただくとともに、東京ら
しい感性溢れる新しい工芸品にもチャレンジし、「伝統
工芸品」に囲まれた潤いある豊かなライフスタイルを
提案していきます。

武蔵野市内の飲食店や食
品店で食事や買い物を楽
しんでいただき、地元の
物産、逸品を知っていた
だく「食の祭典」です。
期間中、公式ホームペー
ジに掲載された店舗でお
食事やお買い物をしてい
ただき、Web・応募用
ハガキでアンケートにお
答えいただくと、抽選で
豪華商品が当たります。

【日　時】 2021年11月19日（金）～11月29日（月）
 11：00～19：00（最終日のみ16：00まで）
【定休日】木曜日

【会　場】 しろがねギャラリー
 三鷹市下連雀3－29－1 マストライフ三鷹1階　
【問い合わせ】しろがねギャラリー　TEL：0422－43－3777

2021冬 ふるきゃらミュージカルバラエティ
｢ふるさとの青春｣ ＆ ｢稲ムラの火｣

第１部は、急速に変化する時代の中で生きる青年たちの恋とふるさとへの思いを
ナンバーにのせ描いたミニミュージカルと、地元市民による民話朗読劇。第２部は、
1854年安政の南海地震に際して復興に挑んだ、紀州広村の濱口梧陵と村人たち
の、実話に基づく物語「稲ムラの火」の上演をします。

【日　時】 2021年12月7日（火）17：30開場/18：00開演
【会　場】 小金井  宮地楽器ホール  大ホール
【料　金】 大人  2,500円　高校生以下  1,000円
【お申し込み】 ふるきゃらチケットセンター
 TEL：042－386－8355
※本公演は国の示すガイドラインに沿って、十分な感染防止
　対策を講じて開催されます。

※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。

【開催期間】
　2021年11月1日（月）～
　11月30日（火）
【主催・問い合わせ】
　武蔵野商工会議所
　TEL：0422－22－3631

チケット申し込みはこちら
https://www.furucara.com/

詳しくはホームページを
チェック！

https://musagochi.com

事業所名： 　一　般　／　 　会　員
ご連絡先　〒　　　　　　　　　　　　　　
TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
メールアドレス（必須）
ご参加者氏名　　　　　　　
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女性部会

租税教室

小学校での租税教室を開催
オンライン租税教室もブラッシュアップ

場所▶ 9/ 4（土）  三鷹市立第七小学校
9/ 6（月） 小金井市立第三小学校（オンライン）
9/15（水） 武蔵野東学園　武蔵野東小学校
9/30（木） 武蔵野市立境南小学校（オンライン）

回を重ねるごとにブラッシュアップしているオ
ンラインの租税教室ですが、30日に武蔵野
市で初めて境南小学校で実施となりました。
オンライン形式もこれからの租税教室開催
方法のひとつの選択肢となりうるでしょう。
これに先立ち15日には、23年前に女性部
会が租税教室を始める第一歩となった私立
武蔵野東学園の小学校に訪問、対面で４
年生に租税教室を実施しました。

長年積み重ねている租税教室を、今後も女
性部会の皆で協力し、大切にしていきたい
と思います。
（女性部会　甲斐久美子）

公益委員会

第４回経営実務研修会

「Zoomセミナーワーク
ショップ（中級編）」を開催

場所▶オンライン研修

「Zoomセミナーシリーズ」の3回目とし
て、「入門編」「初級編」に引き続き開催さ
れた「中級編」では、Zoomを使った会
議や研修会を主催・運営する側が知っ
ていると便利なZoomが持つ諸機能に
ついて、専
門家が分か
りやすく解
説いたしま
した。オン
ライン形式
での開催で
したが、参
加者は事務
局職員も含
め11名でし
た。
（公益委員会　安藤裕朗）

税制委員会

第3回税制実務研修会

「税務調査のポイント」を
開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

本年度第3回目
の「税制実務研
修会」として、会
員の皆様の関心
が高い「税務調
査」を取り上げました。今回は“調査官
の視点に立って”具体例なども紹介しな
がら、税務調査のポイントについて税理
士の田中俊久氏を講師に迎え、分かりや
すく解説いたしました。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５回経営実務研修会

「SDGsで会社の未来を
切り開く！」を開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

“SDGs”という言葉が我が国でも広く知
られるようになり、大手を中心に具体的
な活動に取り組む企業が増えています。
“SDGs”とは「Sustainable Development 
Goals」（持続可能な開発目標）のことで
すが、取り組むようになった背景、具体
的な取り組み事例の紹介など、この分野
で長く活動してきた企業再生プロデュー
サー・古小路勝利氏の分かりやすい解説
に参加者は熱心に耳を傾けていました。
会場参加者は5名、オンライン参加者は
19名でした。（公益委員会　安藤裕朗）

公益委員会

第6回経営実務研修会

「0円で8割をリピーター
にする集客術」を開催

場所▶法人会館大会議室・オンライン

本年度第6回「経営実務研修会」のテー
マは、いかに“リピート客”を獲得するか、
今すぐに始められるコストのかからない具
体的なノウハウについて取り上げました。
講師の一圓克彦氏の軽妙な話に参加者
は大いに刺激されました。withコロナの
時代、安定的な経営にはリピーターの獲
得が重要であることを改めて認識する機
会となりました。
会場参加者は6名、オンライン参加者は
14名でした。
（公益委員会　安藤裕朗）

第17回  MUSASHINO
「ごちそうフェスタ」開催中！

東京手仕事展
東京の伝統工芸は、進取の精神に富む江戸職人の匠の
技と心意気によって、磨かれ、洗練され、そして庶民
に愛されて連綿と受け継がれてきました。「東京手仕
事」は、そんな伝統の技に光を当て、匠の繊細な「手仕
事」の魅力を国内はもとより世界に発信していく取り
組みです。その「粋」で「いなせ」な味わい、優れた機
能性・日常性を広く知っていただくとともに、東京ら
しい感性溢れる新しい工芸品にもチャレンジし、「伝統
工芸品」に囲まれた潤いある豊かなライフスタイルを
提案していきます。

武蔵野市内の飲食店や食
品店で食事や買い物を楽
しんでいただき、地元の
物産、逸品を知っていた
だく「食の祭典」です。
期間中、公式ホームペー
ジに掲載された店舗でお
食事やお買い物をしてい
ただき、Web・応募用
ハガキでアンケートにお
答えいただくと、抽選で
豪華商品が当たります。

【日　時】 2021年11月19日（金）～11月29日（月）
 11：00～19：00（最終日のみ16：00まで）
【定休日】木曜日

【会　場】 しろがねギャラリー
 三鷹市下連雀3－29－1 マストライフ三鷹1階　
【問い合わせ】しろがねギャラリー　TEL：0422－43－3777

2021冬 ふるきゃらミュージカルバラエティ
｢ふるさとの青春｣ ＆ ｢稲ムラの火｣

第１部は、急速に変化する時代の中で生きる青年たちの恋とふるさとへの思いを
ナンバーにのせ描いたミニミュージカルと、地元市民による民話朗読劇。第２部は、
1854年安政の南海地震に際して復興に挑んだ、紀州広村の濱口梧陵と村人たち
の、実話に基づく物語「稲ムラの火」の上演をします。

【日　時】 2021年12月7日（火）17：30開場/18：00開演
【会　場】 小金井  宮地楽器ホール  大ホール
【料　金】 大人  2,500円　高校生以下  1,000円
【お申し込み】 ふるきゃらチケットセンター
 TEL：042－386－8355
※本公演は国の示すガイドラインに沿って、十分な感染防止
　対策を講じて開催されます。

※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。

【開催期間】
　2021年11月1日（月）～
　11月30日（火）
【主催・問い合わせ】
　武蔵野商工会議所
　TEL：0422－22－3631

チケット申し込みはこちら
https://www.furucara.com/

詳しくはホームページを
チェック！

https://musagochi.com

事業所名： 　一　般　／　 　会　員
ご連絡先　〒　　　　　　　　　　　　　　
TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
メールアドレス（必須）
ご参加者氏名　　　　　　　
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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＝2,822名　●加入率＝27.7％（2021年9月末現在）

12 月

VENT 行事予定E S CHEDULE

11月
日 曜 行　　　事

1 月 税制委員会　第４回税制実務研修会
青年部会　役員会

2 火 共益委員会
3 水 （文化の日）

4 木 女性部会　役員会
女性部会　研修会（クリスマスリース作り）

5 金 年末調整説明会（第１回）
6 土
7 日
8 月 秋期経営者講座・税を考える週間記念講演
9 火 吉祥寺北第二支部　役員会
10 水
11 木 年末調整説明会（第２回、第３回）

12 金 年末調整説明会（第４回、第５回）
三鷹中央支部　役員会

13 土
14 日
15 月

16 火

全国女性フォーラム
（法人会女性部会　全国大会）
新設法人説明会
広報委員会

17 水 青年部会　税務研修会
18 木
19 金 三鷹東支部　役員会
20 土
21 日
22 月

23 火 （勤労感謝の日）
三鷹西支部　日帰りバス研修

24 水 決算法人説明会
25 木

26 金 全国青年のつどい
（法人会青年部会　全国大会）

27 土
28 日
29 月 総務委員会
30 火

（2021年10月28日現在）

日 曜 行　　　事
1 水 公益委員会

2 木 租税教室講師勉強会

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火
正副会長会議
常任理事会
共益委員会

8 水 女性部会　役員会
女性部会　忘年税務研修会

9 木

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 広報委員会

16 木

17 金 理事会

18 土

19 日

20 月 税制委員会

21 火 決算法人説明会

22 水 士業専門部会　役員会

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水 事務局・年末年始休業（～ 1/5）

30 木

31 金
（2021年10月28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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