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只今、あなたの会社を無料でホームページに掲載しております。（詳細は事務局まで）
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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

明けましておめでとうございます。
皆様方には、希望に満ちた新年を迎えられたこ
と、誠にお慶び申し上げます。
ご来賓の皆様におかれましても、お忙しい中
をお越し頂き誠にありがとうございました。
昨年は、一昨年に引き続き、国際情勢は不穏
のままに終わり、フセインが捕まったとはいえ、
自衛隊派遣など日本も今だ関係せざるを得ない
状態が続いております。国内では、年末年始の
株価が四年ぶりに前年を上回るなど、多少です
が、昨年後半から明るさが見え始めました。
しかしながら、これはまだ日本経済の実力と
いうより、アメリカなどの公共による一部の大
企業が恩恵を被っているのではないかという感
じが致しますし、デフレの影響は今だ強く、中
小企業の立ち直りは兆しも見えず、個人消費の
本格回復もまだまだという感じがいたします。
さて、西見顧問が、毎年、年頭所感をお書き
になられまして、占いというか予測をお立てに
なってらっしゃいます。申年の予測を引用させ
て頂きたいと思いますが、申年は、異常気象な
ど地球における異変については、例年に比べて
大変少ない年だそうです。天災地変が少ない、
割合平和な年だそうです。景気の回復について
は、平和の兆しが見え始める年だそうです。そ
して、自分自身で積極的に行動し、不況を克服
して、常に前向きに勇気を出して、自分自身を
鼓舞し続け、頑張っていく年が申年だそうです。
私も肝に銘じて実行したいと思います。
さて、よく法人会に入るとどんなメリットが
あるんですかと良く聞かれますが、会員になっ
ただけでそのメリットが享受できる訳ではない
ので、やはり積極的に事業、研修に参加して頂

かなければならないということは、今日参加し
てくださった方は、お分かり頂いているかと思
います。お陰様で昨年は、各支部が事業を活発
に開催されましたので、参加者も大分増えてお
ります。今年度の大きな目標である組織の強化
の為にも、既に実行されている支部もあるかと
思いますが、今後は、会員以外の方にももっと
大勢参加して頂き、こんな会なら是非入りたい
と入会に繋がるような努力も必要でないかと思
います。本部では生活習慣病健診など会員以外
の方にもお誘いし、法人会に入ればこういうメ
リットを享受出来るということを認識されて入
会された方も毎年増えております。今年も皆様
の経営に役立つ研修会、講演会を開催し、少し
でも会員の皆様のお役に立てるように努力する
所存でございます。
昨年法人会の講演会で、江戸開府四百年とい
うことで、江戸東京博物館の竹内館長のお話を
お聞きしました。そのお話の中で、向こう三軒
両隣という言葉を懐かしく聞きました。
向こう三軒両隣ということは合計六軒ですが、
その六軒が一つの単位で、それが連続すると一
つの町になると言われています。ですから、と
ても仲がいいということです。各々が、その地
域を大切にする。また、向こう三軒両隣を意識
すれば、私たち法人会の仲間ももっと増えるの
ではないかと思います。中野区内で一番大きな
組織である法人会に、入って良かった、中野に
いて良かったと思えるように今年も皆様と一緒
に頑張りたいと思います。ご来賓の皆様方には、
従来にも増して、暖かいご支援ご指導を賜りま
すようお願い申し上げまして、新年のご挨拶と
させて頂きます。

平成15年納税功労者へ記念品授与
（代表して江藤利雄氏が謝辞を）

（納税功労者のお名前は会報第134号に掲載してます）

第2回フォトコンテスト
＜受章者＞ 美奈川建設 阿部昭男氏

（作品は随時、会報の表紙に掲載致します）
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

明けましておめでとうございます。
本日は、6中野法人会　新年賀詞
交歓会にお招きを頂きまして、あり
がとうございました。年頭にあたり、
中野法人会の皆様に謹んで新年のお
祝いを申し上げます。昨年中は、飯
田会長をはじめ役員、会員の皆様方
には税務行政につきまして、格別の
ご理解、ご協力を賜りました。誠に
ありがとうございます。この席をお
借り致しまして、厚く御礼申し上げ
ます。
さて、昨年の税制改正によりまし

て、消費税につきましては、事業者免税点の三千万円か
ら一千万円への引き下げ、簡易課税制度の適用上限であ
ります二億円からの五千万円の引き下げ、中間申告納付
制度の改正、課税期間の短縮制度の改正、最後に消費税
額を含めた総額表示の義務付けなど、大幅な改正が行わ
れております。何れも本年４月１日から適用されること
になりました。また本年６月１日から国税の電子申告納
付システム、e-taxが始まる事になります。これは、イン
ターネットを利用して所得税、法人税、消費税の申告あ
るいは全税目の納税及び申請が、ご自宅あるいは会社から
出来るようになる事になりました。是非、ご利用をして頂き
たいと思っております。

税務署では、間もなく平成15年分の所得税等の確定申
告が始まります。今年も贈与税は２月２日から、所得税
は２月16日からであります。会員の皆様方におかれまし
ては、「自書申告」と「早期提出」また「期限内納付」に
ご協力を下さいますようお願い申し上げます。また、ご
自宅あるいは会社のパソコンから所得税の確定申告書の
作成が出来ます。パソコンで作成してプリントアウトし
た申告書は、そのまま税務署に提出することが出来ます。
国税庁のホームページを開いて頂き、確定申告書の作成
コーナーを選択されますと、申告書の様式が画面に表示
されますので、数字を入力して頂き、自動的に申告書が
出来るようになっております。是非、ご利用を頂きたいと
思っております。
更に今年は、サラリーマンの方々を中心に、日曜日に
確定申告の相談をしたいというご要望にお応え致しまし
て、確定申告期間中の２月22日、29日の両日曜日に限り
税務署を開きますが、当日は相当の混雑が予測されます。
わざわざ税務署にお出でにならなくても、先程申し上げ
ました、ご自宅であるいは会社でそのパソコンから確定
申告書の作成が出来ますので、会員の皆様方、是非ご利
用して頂きたいと思っております。
結びに当たり、本年が6中野法人会のますますのご発
展と、会員の皆様方のご事業のご繁栄に繋がる素晴らし
い年でありますよう祈念致しまして、新年の挨拶とさせ
て頂きます。

ご来賓の皆様 （第１部）新年賀詞交歓会
場内は新しい年の希望に満ちて…

皆様、新年明けましておめでとうご
ざいます。
皆様には、良い年をお迎えになら
れたことと存じます。また、日頃か
ら中野区政に対しまして、ご理解ご
協力を頂いていること心より御礼を
申し上げる次第でございます。
さて、申年というのは変革の年と
言われております。現在、様々な形
で社会制度の変革、改革が進められ
てきておりますが、中野区におきま
しても、新しい21世紀にふさわしい
区政運営をしていこうという事で、

基本構想の改定の検討作業をしております。それと合わ
せて、この4月から区政の仕事を、目標に則した形での
再編成をし、事業部制を導入する準備を進めているとこ
ろであります。区も財政的には厳しい状況にはあります。

これまで、公共サービスとして区が行ってきた事業に
ついても、民間事業者の方々に、ご活躍して頂けるとこ
ろは是非その力、創意工夫を活かして頂こう、そして、
区として本当にやらなくてはならないところに、効果的
に有効に働けるようにしていこうということが基本構想
のひとつの柱でございます。
また、人件費や沢山ある小さな施設、区立施設を整理
して、効果的、効率的な区政運営を目指し、現場に則し
て本当に必要な事を、すぐに的確に対応出来るような組
織を目指して参りたいと思っております。区民の皆様の
お役に立つ区役所に変えていこうということで取り組ん
でおりますので今年一年、いろいろと皆様に、ご協力頂
くと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
最後に、法人会の益々のご発展と、ご列席の皆様方の
ご健勝ご活躍を心からお祈り申し上げまして、ご挨拶と
させて頂きます。

新年おめでとうございます。
本日は、お招きいただきまして大
変ありがとうございます。
東京都は、現在、16年度予算編成
作業が、大詰めを迎えております。
１月16日に予算原案が発表される
という段取りになっております。伝
えられますところによりますと、一
般会計の規模は３年連続で６兆円の
大台を割れる、緊縮型の予算になる
ということでございます。そうした
中でも、新銀行への資本金、治安対
策、中小企業対策等緊急課題には重

点的に配分する方針です。
このような政策を実現しますのは、取りも直さず歳入
予算の大宗を占める都税でございます。都税事務所と致
しましても、心を新たに、適正公正な課税、徴収に努め
て参る所存でございます。
皆様方の引き続きの御理解と御協力を、お願いいたし
ます。
結びにあたりまして、6中野法
人会の益々のご発展と、ご列席の
皆様方のご健勝、ご事業のご発展
を祈念いたしまして、挨拶とさせ
ていただきます。

中野都税事務所

橋本所長

田中区長
（代読本橋区民部長）

中野税務署

宮田署長
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

都�税�だ�よ�り�都�税�だ�よ�り�都�税�だ�よ�り�

去る２月４日、中野都税事務所において、平成15年度
税務功労者感謝状贈呈式が挙行され、永年に亘り法人会
の活動を通じ、税知識の普及・納税道義の高揚にご尽力
されたご功績により、（社）中野法人会参与・石川ゆう子
様に対して橋本都税事務所長より感謝状が贈られました。

縦覧期間　４月１日から６月30日まで（土曜日・日曜日
及び休日を除く。）

縦覧時間　午前９時から午後５時まで
縦覧場所　所有される土地・家屋の所在する区の都税

事務所
＊平成15年度から、固定資産税にかかる縦覧・閲覧制度
が改正されています。

（1）縦　覧……納税者の方
納税者の方は、区内の土地・家屋の価格等が記載
された縦覧帳簿を縦覧する事により、自己の所有さ
れる土地や家屋の価格を、同一区内の他の土地や家
屋と比較できます。

（2）閲　覧……納税義務者及び借地借家人の方
納税義務者の方は、所有される土地・家屋にかか
る固定資産課税台帳及び名寄帳を見ることができま
す。（閉庁日は除く。）
また、借地人・借家人の方は賃借している土地・
家屋の固定資産課税台帳を閲覧できます。その際は、
借地人・借家人の方であることを確認できる書類を
ご用意ください。
平成16年度固定資産税・都市計画税の納税通知書は、
６月１日に送付する予定です。第１期の納期限は６月30
日です。
ご不明な点は、23区内の各都税事務所にお尋ねください。

次の場合には管轄の運輸支局等で登録変更の手続を早
めに済ませてください。
（1）自動車を譲渡したとき

下取りなどで車を手放した場合でも、移転の登録
がされていないと、前の所有者に課税されます。３
月末日までに登録名義人の変更手続をしてください。

（2）自動車を使わなくなったとき
廃車などで自動車を使わなくなった場合は、速や
かに抹消の登録をしてください。翌月から税金がか
からなくなります。

（3）住所を変更したとき
住民票を移しただけでは、納税通知書の住所は変
更されません。住所変更の登録をしてください。
平成16年度自動車税納税通知書は、５月６日（木）に送付
します。納期限は、５月31日（月）です。
お問い合わせは、自動車税総合事務所

（03-5985-7811～4）まで

法人事業税への外形標準課税導入は、平成15年度税制
改正において、決定されました。
外形標準課税とは、従来の所得課税に加え、報酬給与
額、純支払利子、純支払賃借料、単年度損益の合算額に
よる付加価値割及び資本金と資本積立金額の合算額によ
る資本割によって課税するものです。
外形標準課税の対象となる法人は、資本金が１億円を
超える現行の所得課税法人です。
詳細につきましては、東京都主税局ホームページ

（http://www.tax.metro.tokyo.jp/）をご覧ください。

（1）新築住宅に係る固定資産税・都市計画税
新築住宅の取得を税制面から支援するため、新築住宅
に係る固定資産税・都市計画税の減免制度の適用期限を
１年延長し、平成16年１月２日から平成17年１月１日ま
での間に新築された住宅についても３年度間減免します。
（2）小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税
厳しい経済状況下における中小企業者等を税制面から
支援するため、23区内一定の要件を満たす非住宅用用地
（小規模非住宅用地）に対する固定資産税・都市計画税の
減免制度の適用を１年延長し、平成16年度分についても
２割減免します。
詳細については中野都税事務所固定資産税課課税係に
お尋ねください。
［問い合わせ先］中野都税事務所 TEL03-3386-1111

◎石川参与（元常任理事）
都税事務所長より感謝状受彰

◎平成16年度固定資産税に係る
土地・家屋価格等の縦覧（東京都23区内）

◎自動車税は、毎年４月１日現在の
登録名義人等に課税されます

◎平成16年４月１日以後開始する事業
年度から、法人事業税において外形
標準課税が導入されます。

◎固定資産税・都市計画税の減免制度
の継続のお知らせ（東京都23区内）

ホットな�
お店紹介�

〒164－0013  東京都中野区弥生町4－14－4�
E-mail:osenbei@jyoan.co.jp�
http://www.wagashi.or.jp/tokyo/shop/2403.htm

株式�
会社�

おい しく�歯に良く�
＊FAX・郵便で  03－3384－7273
FAXまたは郵便でご注文下さい。�

（土日祭日はお休みです。但し第1土曜日を除く。）�

ご
注
文
は�
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a本日の流れとして、『正副会長・総務・事業委員合同役員会』を午後４時15分
から、『新年賀詞交歓会』を、午後４時30分受付開始で開催する旨。
（第１部）で納税表彰者紹介＆記念品授与を行う旨。

s平成15年度収支中間（４月～12月）報告。
科目別対比表を参考に、昨年比で大差がある項目を説明。
会費入金状況を説明、現在予算の回収比が87％である旨。
平成16年度・暫定予算について
d『春の理事会』を平成16年４月22日e午後１時～２時15分、会場は西武信用金
庫・本店８Ｆで開催予定。

f『第29回通常総会』を平成16年５月20日e日本閣において開催予定。
g平成16年度の『新年賀詞交歓会』を平成17年１月13日eサンプラザにおいて開
催予定。

h創立55周年・社団化30周年記念式典を平成17年５月にサンプラザにおいて開催
予定。

江藤委員長

規定により、飯田会長が議長席に。横山理事・木村理事が議事録署名人。
各委員会から中間報告と今後の予定の発表があり、暫定予算を始め監事の件など議事全てが満場一致で可決されました。

総
務
委
員
会

a平成15年度行事開催中間（４月～12月）報告。
各月別・支部別の参加一覧表を通し、更に主な事業の収支内訳を説明。
特に、支部単位の事業を全支部で活発に開催した旨の報告。

s『秋の支部役員会＆税務研修会』は、テーマもタイムリーで参加人員が増加し
た旨の報告。
d『新入会員・特別研修交流会』を、平成16年２月26日サンプラザにて5時30分
から開催予定。

田中委員長

事
業
委
員
会

a会員増強運動月間の加入状況について、12月31日現在での報告。
現在90社の勧奨状況にある。
相次ぐ脱会により更に会員増強にご尽力願いたい旨を力説。
進発式で、各支部20社を目標にスタートした訳で、何としても死守していただ
きたいと。現在10社以上勧奨している支部は、２ツの支部。
勧奨カードの提出にご協力を。

宮坂委員長

組
織
委
員
会

a経営者大型保障制度の現況と共済制度12月末の状況について報告。
s生活習慣病健診実施については、来たる２月17・18・19・21日に実施の予定。
年２回の実施という事で、平成16年８月10・11日にも実施予定。

d法人会福利厚生制度について
＊1コクド・プリンス系ホテル・ゴルフ場の利用状況。
＊週刊ダイヤモンド・予約講読＆セコム・ホームセキューリティーの案内。
＊春の健康セミナーを、理事会開催の後に実施したい旨。

鈴木委員長

厚
生
委
員
会

発行済会報と今後の発行・来年度の方向性について報告。
新たな企画もどんどん取り入れている事、特に第134・新年号の『新春さわやか
対談』は今回２度目ですが、皆様から大好評である事。
支部訪問も連載中。
＊『第２回フォトコンテスト』の入賞者を発表。作品は、シンフォニーの入口・
右側に展示してある旨報告。今後も役員の皆様から応募していただき度い旨
力説。

また、記念品の授与を「新年賀詞交歓会の第１部」で行う旨。
宮島委員長

広
報
委
員
会
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写真で見る・平成16年度税制改正要望書（全法連関係）
中野法人会としましては、長妻衆議院議員、田中区長、山崎議長に要望書を提出致しました。税 制 委 員 会
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―― 部会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

関東バス 土屋　敏和
第258回「特別研修会並びに新年初顔合会」が、
１月15日、日本閣で開催されました。始めに中野
税務署・宮崎第２統括官より挨拶があり、続いて
中野税務署の唐澤第１統括官より『確定申告』に
ついて説明をしていただきました。
平成15年分の所得税の改正事項について次のよ
うに説明されました。
１ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特
別控除の改正
２　配当課税の見直し
３ 商品先物取り引きに係る雑所得等の特例の
改正
４ 先物取り引きの差金等決済に係る損失の繰
越控除の創設
５ 中小企業者の小額減価償却資産の取得価額
の必要経費算入の特例の創設
６ 情報通信機器等を取得した場合等の特別償
却又は所得税額の特別控除の創設

７　開発研究用設備の特別償却の創設
など細目に亘り説明をして頂きました。
『暮らしの税情報』からも「株式と税」や「医
療費」など説明をしていただき、毎年の事ですが、
誤りのない申告をと参加者一同決意をした次第で
す。

部�会�だ�よ�り�部�会�だ�よ�り�部�会�だ�よ�り�

◆源泉研究部会◆

『確定申告』『株式と税』についての研修会

中野計器 矢島　友伸
去る12月３日、青年部会『第125回研修会』が日
本閣に於て開催されました。第1部の研修会では、
講師に中野税務署の野村上席調査官をお迎えして、
『中小企業税制を利用したい時』と題して講義をし
て頂きました。
要点を非常に上手くまとめられ、限られた時間
の中での中身の濃い内容に、いつもながら感服致
しました。
質問もかなり活発にされ、大変に有意義な研修
会になりました。
第２部の「異業種交流会」は、宮島副会長のご
挨拶と乾杯のご発声で開始。若手の部会員も増え、
年齢の幅が広がり、とても刺激的な雰囲気を感じ
ました。耳を傾けてみると、厳しい経済環境の中、
悩みを打ち明け“うちではこうしてるよ！”等の
ご意見を頂戴し、元気付けられている者、又、お
互い傷をなめ合っている者…。いずれにしても、
皆“自分の会社は自分で守る”という信念の表わ
れだと思いました。

諸先輩方が築かれてきた素晴らしいこの青年部
会がより魅力あるものとなり、より強固に親会を
支えて行けたらと一部会員として願っております。

◆青年部会◆

『中小企業税制を利用したい時』についての研修会

＊ 1月22日、チャリティーと
して、パソコンの贈呈式が
法人会館で行われました。
中野福祉事業団（ニコニ
コ事業団）の石川理事長始
め３名の方にご臨席頂きま
した。

毎年の事ですが…

熱心に研修会が…
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中野法人会では、昨年に引き続き第３回フォトコンテストを開催致します。
中野法人会の会員であればどなたでも応募できます。また、入賞作品については、会報の表紙に掲載さ

せていただきますので、奮ってご応募下さい。皆様の力作・傑作をお待ちしております。

＊応募作品には、画題、撮影場所、作品の説明、使用カメラなどご記入願います。

＊原則として、応募作品はお返し致しませんのでご了承願います。

中野法人会では、本年も『街で評判のお店（自薦・他薦可能）』を掲載させていただいております。
是非、ご紹介願います。

【投稿要領】法人会指定の原稿用紙で100字以内、写真は1枚に限定させていただきます。お店に関しては、
営業時間なども明記して下さい。

【課　　題】 中野の旧所・名跡（古い写真可）
季節感のある物（自然・行事）
自由

【作品サイズ】サービス版から四つ切り、
未発表の作品。

【応募締切】平成16年11月30日

【審　　査】写真専門家及び広報委員長

【入　　賞】入賞３名。他各賞あり。

【発　　表】会報第140号・平成17年１月13日
「新年賀詞交歓会」にて表彰。

只今、女性部会では、この秋に
全国組織の部会設立に向けて準備
を進めております。大島部会長が
出席され、１月27日「全体連絡会
議」が、全法連会館で開催されま
した。全国の代表が集い、秋の全

国女性部会連絡会議の発足に向けて、活発な議論
がなされました。昨年の８月から県連・連絡会議

を開催しており、秋の発足が今から楽しみです。
又、２月10日・グランドアーク半蔵門で開催さ
れた東法連「全体連絡協議会」には、大島部会長
始め５名参加致しました。
中野法人会女性部会と致しましては、２月９日、
中野税務署より坂上副署長にご出席いただき「第
89回研修会」を開催しましたが、詳細は会報136号
に掲載させていただきます。 （記　事務局）

◆女性部会◆

「今秋 全国組織の女性部会が発足予定（全法連創立50周年記念）！」

掲示板（中野法人会 行事予定表）
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