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TOPICS
泉福寺の大銀杏（桶川市川田谷2012） 
　晩秋11月下旬頃～12月上旬頃に紅葉。 
　泉福寺は天長６年（829年）淳和天皇の勅願により、後の天台宗第３代座主の慈
覚大師円仁が開山した。草創当時は広大な寺域に多くの堂や塔頭で盛況だったが、
源平の乱の戦火にて全てを焼失した。その後、鎌倉時代の文暦元年（1234年）に
比叡山の信尊上人と４人の弟子が来院、河田谷殿の庇護のもと復興させた。 
　しかし、戦国時代の争乱で度重なる火難を受け堂塔伽藍を焼失。江戸時代には
※1勅願寺のため、幕府の庇護を辞退するも、その由緒により※2ご朱印地五石と、不
入地４万坪のみを拝領。堂塔も整備され、宝暦２年（1752年）には山門、鐘楼を除
きほぼ完成した。現在の建物は大体この時代のもの。 
　鎌倉時代の弘長２年（1262年）に造立された木造阿弥陀如来坐像が、昭和25年
に国指定重要文化財に指定された（現在は耐火収蔵庫に安置）。他にも石の仁王像、
雨乞いの龍などの貴重な文化財が伝えられている。 
※１勅願寺…天皇・上皇の発願で、国家鎮護・皇室繁栄等を祈願し創建された祈願寺 
※２ご朱印地…江戸時代に幕府・大名より神社・寺院の領地（寺社領）として領有権を承認・確認
された土地で寺社の私有地でなく公領の扱い 

写真提供：桶川市観光協会（撮影者：狩野　順様）
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 桶川支部 
（支部長　榊　信明）

桶川飛行学校平和祈念館が令和２年８月４日（火）に開館しました。
＜施設案内＞
名　　称　桶川飛行学校平和祈念館
住　　所　〒363-0027 埼玉県桶川市大字川田谷233５番地の１6
Ｔ Ｅ Ｌ　048-778-8５１2
Ｍａｉｌ　hikogakko@city.okegawa.lg.jp
開館時間　午前９時～午後４時30分
休 館 日　月曜日（祝日の場合はその翌日休館）
　　　　　毎月末日（日曜日の場合は開館）
　　　　　年末年始（１2月27日～１月５日）その他特別整理期間等
入 館 料　無料

 上尾支部 
（支部長　遠藤亘持）

あげお　お土産・観光センター　ぜひお立ち寄りください。

上尾駅東口ペデストリアンデッキ直結Ａ－Ｇｅｏタウン２階
あげお　お土産・観光センターではお土産や贈り物にぴったりの「あげお市民
セレクション」をはじめとした上尾市観光協会推奨土産品などを販売する他、
市内の魅力的な観光情報を提供しています。
所 在 地：上尾市宮本町3-2 A-GEOタウン２階
Ｔ Ｅ Ｌ　048－780－2266
営業時間：１0時30分～１8時30分
定 休 日： 毎週月曜日・年末年始 

（月曜日が祝日の場合翌平日が定休日となります）

 鴻巣支部 
（支部長　遠藤幸文）

執行部会
【日　時】　令和２年７月27日（月）
【場　所】　花久の里
【参加者】　１１名

 吹上支部 
（支部長　舟山英光）
【日　時】　 令和２年７月20日（月）～ 

８月７日（金）
【場　所】　埼玉りそな銀行　吹上支店

 北本支部 
（支部長　三浦　惠）

北本市商工会館の紹介

　北本市商工会館の紹介をさせていただきます。北本駅から徒歩１6分と少々距離はありますが、中丸小学校のすぐ裏手で
きたもと幼稚園や北本中央自動車学校、北本消防署北本東分署にほど近く、道路を挟んだ向かいにはJAさいたま北本営農
経済センターという、子供たちの声が響き人々が
行きかう活気がありながらも穏やかな立地にあり
ます。中小企業のみなさまをサポートするために
職員７名が勤務しており、上尾法人会北本支部の
業務委託もしております。コロナ対策もしっかり
実施しておりますので、是非お近くにお越しの際
はお立ち寄りください。（住所：北本市宮内7-１48）

 伊奈支部 
（支部長　新井由伸）

 支 部 だ よ り  支 部 だ よ り

　県内最大のバラ園は、敷地面積１万２千㎡に400種５000株を超え
るバラが咲き誇ります。
　きれいに咲かせるために、丁寧に剪定、施肥、消毒をして大切
に育てています。
見頃／春：５月上旬から６月上旬
　　　秋：１0月下旬から１１月中旬
伊奈町の花「バラ」
　伊奈町のバラ園のために作られた品種〈イナローズ〉・〈イナ姫〉
は、このバラ園でしか見ることができません。
※コロナウイルス感染症拡大防止により、閉園となる場合があり
ます。

桶川飛行学校平和祈念館

代表取締役会長　千　代　貞　雄　代表取締役社長　千　代　達　也
本　社　〒362-0023 埼玉県上尾市原市中1-7-8　電　話（048）721－1641（大代表）
支　店　●大宮　●伊奈　●東京

これからも企業の繁栄をサポートしつづける「経営者大型総合保障制度」です。
～大同生命では、企業の繁栄をサポートする多彩なサービスを提供しています～

・セカンドオピニオンサービス・健康ダイヤル２４・人間ドック紹介サービス・介護コンシェル
・Ｔ＆Ｄクラブオフ
・健康サポートプログラム ・ストレスチェックサービス・Ｍ＆Ａ支援サービス
・公的助成金無料診断サービス・就業規則無料診断サービス・社内規程ひな形提供サービス  他

埼玉

健康支援　余暇充実

企 　 業 　 経 　 営
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 桶川支部 
（支部長　榊　信明）

 上尾支部 
（支部長　遠藤亘持）

 鴻巣支部 
（支部長　遠藤幸文）

執行部会
【日　時】　令和２年７月27日（月）
【場　所】　花久の里
【参加者】　１１名

令和元年度　税に関する絵はがきコンクール支部入賞作品展示
【日　時】　令和２年１0月９日まで
【場　所】　市内金融機関
　令和２年２月より、市役所・市内金
融機関にて入賞作品の展示を行ってい
ます。
　新型コロナウイルスの影響で外出自
粛期間があった為、金融機関にご協力
いただき展示期間を延長しております。
（今年度のコンクールは、新型コロナウ
イルスの影響で鴻巣支部、吹上支部は
中止が決定しております。）

執行部会、税に関する絵はがきコンクール入賞作品を金融機関に展示

 吹上支部 
（支部長　舟山英光）

金融機関に展示　税に関する絵はがきコンクール入賞作品を展示

【日　時】　 令和２年７月20日（月）～ 
８月７日（金）

【場　所】　埼玉りそな銀行　吹上支店

 北本支部 
（支部長　三浦　惠）

　北本市商工会館の紹介をさせていただきます。北本駅から徒歩１6分と少々距離はありますが、中丸小学校のすぐ裏手で
きたもと幼稚園や北本中央自動車学校、北本消防署北本東分署にほど近く、道路を挟んだ向かいにはJAさいたま北本営農
経済センターという、子供たちの声が響き人々が
行きかう活気がありながらも穏やかな立地にあり
ます。中小企業のみなさまをサポートするために
職員７名が勤務しており、上尾法人会北本支部の
業務委託もしております。コロナ対策もしっかり
実施しておりますので、是非お近くにお越しの際
はお立ち寄りください。（住所：北本市宮内7-１48）

 伊奈支部 
（支部長　新井由伸）

伊奈町制施行記念公園　バラ園

 支 部 だ よ り  支 部 だ よ り

　県内最大のバラ園は、敷地面積１万２千㎡に400種５000株を超え
るバラが咲き誇ります。
　きれいに咲かせるために、丁寧に剪定、施肥、消毒をして大切
に育てています。
見頃／春：５月上旬から６月上旬
　　　秋：１0月下旬から１１月中旬
伊奈町の花「バラ」
　伊奈町のバラ園のために作られた品種〈イナローズ〉・〈イナ姫〉
は、このバラ園でしか見ることができません。
※コロナウイルス感染症拡大防止により、閉園となる場合があり
ます。
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支　店　●大宮　●伊奈　●東京

これからも企業の繁栄をサポートしつづける「経営者大型総合保障制度」です。
～大同生命では、企業の繁栄をサポートする多彩なサービスを提供しています～

・セカンドオピニオンサービス・健康ダイヤル２４・人間ドック紹介サービス・介護コンシェル
・Ｔ＆Ｄクラブオフ
・健康サポートプログラム ・ストレスチェックサービス・Ｍ＆Ａ支援サービス
・公的助成金無料診断サービス・就業規則無料診断サービス・社内規程ひな形提供サービス  他
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　この度の人事異動により、上尾税務署長を拝命い
たしました浅田でございます。前任の宮川同様よろ
しくお願い申し上げます。
 公益社団法人上尾法人会の皆様方には、日頃から
法人会の事業活動を通じまして、税務行政に深いご
理解と格別なご支援を賜り心より厚く御礼申し上げ
ます。
　貴法人会は、「良き経営者を目指すものの団体」
として、税知識の普及や納税意識の高揚を図るため
の各種研修会・講習会の開催や会報誌「法人あげお」
の発行など、活発な活動を展開されておられます。
　特に、正しい税知識の普及として租税教室へ講師
を派遣していただいているほか、「税に関する絵は
がきコンクール」を実施されており、次の時代を担
う子供たちが、税についての関心を高め、社会や国
を支える税の意義や役割を理解するこれらの活動は
極めて重要なことであり、税務行政に携わる私ども
といたしましては、大変心強く感じております。
　本年は新型コロナウイルス感染症の影響等により
開催が見合せとなっているものが多くございます
が、これまで、産業祭等の各種イベントでの租税教
室の開催や公開講演会等の地域貢献活動を通じて、
会員企業や地域社会の健全な発展に大きく貢献され
ており、小川会長をはじめとする役員の皆様の各事
業に対する積極的な取組に心から敬意を表する次第
でございます。
　さて、法人会員の皆様におかれましては、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大を予防する観点から

「新しい生活様式」の定着と社会経済活動の維持の
両立に向け、大変ご苦労されていることと存じます。
国税庁では、ホームページに「新型コロナウイルス
感染症緊急経済対策における制度上の措置」を掲載
しておりますので、是非ご覧ください。
　なお、経済活動の国際化や高度情報化など税務行
政を取り巻く環境が大きく変化するなか、国税当局
では、ＩＣＴを活用した申告の推進のためＩＤ・パ
スワードを利用したスマホ申告や、納税手段の利便
性の向上のためＱＲコードを利用したコンビニ納付
など、申告・納税に役立つ情報の提供などに努めて
いるところです。e−Ｔａⅹで申告することは、来
署による税務署窓口の混雑緩和にもつながり、新型
コロナウイルス感染症予防としても重要なことと考
えておりますので、引き続き積極的なご利用をお願
いいたします。
　昨年10月からは消費税率が10％へ引き上げられる
とともに、消費税軽減税率制度が始まりました。複
数税率による申告書作成が必要となるなど戸惑いを
感じられた方も多かったことと思います。事業者の
皆様が、軽減税率制度をはじめとする改正消費税法
の仕組みを十分にご理解いただき、自ら適正な申告
と納税を行っていただけるよう、引き続き各種施策
に取組んでまいる所存ですので、皆様のお力添えを
賜りますようお願い申し上げます。
　貴法人会とは、従来から良好な連携・協調関係を
築かせていただいており、皆様に税務行政の良き理
解者としてご尽力いただいていることは、私どもが
税務行政を運営していく上で非常に大きな支えと
なっており、誠に心強く感じている次第であります。
引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
　結びに、公益社団法人上尾法人会の益々のご発展
と会員企業のご繁栄、会員皆様方のご健勝を心から
祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。

署長あいさつ

上尾税務署
署長　浅田　典章

上尾税務署表敬訪問
　上尾税務署の定期異動に伴い、去る７月30日会長及び副会長並びに青年・女性部会長の役員により、
新幹部の皆様へ表敬訪問を行いました。
　今年度は新型コロナウイルス感染の拡大防止の為、会場の税務署には、室内換気と座席間隔を空け
る等の配慮
をしていた
だきました。

上尾税務署の新陣容

新任幹部のプロフィール

役　　　職 氏　　名 前　　職
署　　　　　長 浅 田 　 典 章 関東信越国税局　調査審理課長

副署長（総務・個人課税・資産課税担当） 中 村 　 浩 紀 留任

副署長（法人課税・管理運営・徴収担当） 金 井 　 清 人 桐生税務署　総務課長

総務課長 澤 海 　 直 実 関東信越国税局　厚生課　課長補佐

法人課税第一統括官 下 島 　 幸 治 東松山税務署　法人課税第一統括官

法人課税第二統括官 佐 藤 　 香 織 税務大学校　関東信越研修所　教育官

法人課税第三統括官 前 川 　 浩 一 大宮税務署　法人課税第五統括官

法人課税第四統括官 下 堀 　 和 広 留任

法人課税総括上席 久 保 田 幸 成 古河税務署　法人課税総括上席

上尾税務署の定期人事異動が₇月１０日付で行われました。

税務署からのお知らせ
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「新しい生活様式」の定着と社会経済活動の維持の
両立に向け、大変ご苦労されていることと存じます。
国税庁では、ホームページに「新型コロナウイルス
感染症緊急経済対策における制度上の措置」を掲載
しておりますので、是非ご覧ください。
　なお、経済活動の国際化や高度情報化など税務行
政を取り巻く環境が大きく変化するなか、国税当局
では、ＩＣＴを活用した申告の推進のためＩＤ・パ
スワードを利用したスマホ申告や、納税手段の利便
性の向上のためＱＲコードを利用したコンビニ納付
など、申告・納税に役立つ情報の提供などに努めて
いるところです。e−Ｔａⅹで申告することは、来
署による税務署窓口の混雑緩和にもつながり、新型
コロナウイルス感染症予防としても重要なことと考
えておりますので、引き続き積極的なご利用をお願
いいたします。
　昨年10月からは消費税率が10％へ引き上げられる
とともに、消費税軽減税率制度が始まりました。複
数税率による申告書作成が必要となるなど戸惑いを
感じられた方も多かったことと思います。事業者の
皆様が、軽減税率制度をはじめとする改正消費税法
の仕組みを十分にご理解いただき、自ら適正な申告
と納税を行っていただけるよう、引き続き各種施策
に取組んでまいる所存ですので、皆様のお力添えを
賜りますようお願い申し上げます。
　貴法人会とは、従来から良好な連携・協調関係を
築かせていただいており、皆様に税務行政の良き理
解者としてご尽力いただいていることは、私どもが
税務行政を運営していく上で非常に大きな支えと
なっており、誠に心強く感じている次第であります。
引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
　結びに、公益社団法人上尾法人会の益々のご発展
と会員企業のご繁栄、会員皆様方のご健勝を心から
祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。

上尾税務署の新陣容

新任幹部のプロフィール

役　　　職 氏　　名 前　　職
署　　　　　長 浅 田 　 典 章 関東信越国税局　調査審理課長

副署長（総務・個人課税・資産課税担当） 中 村 　 浩 紀 留任

副署長（法人課税・管理運営・徴収担当） 金 井 　 清 人 桐生税務署　総務課長

総務課長 澤 海 　 直 実 関東信越国税局　厚生課　課長補佐

法人課税第一統括官 下 島 　 幸 治 東松山税務署　法人課税第一統括官

法人課税第二統括官 佐 藤 　 香 織 税務大学校　関東信越研修所　教育官

法人課税第三統括官 前 川 　 浩 一 大宮税務署　法人課税第五統括官

法人課税第四統括官 下 堀 　 和 広 留任

法人課税総括上席 久 保 田 幸 成 古河税務署　法人課税総括上席

上尾税務署の定期人事異動が₇月１０日付で行われました。

①出身地　②好きな言葉、モットー等　③新任ポストでの一言　④趣味

①福井県
②止むは吾が止むなり、進むは吾が往くなり（ゆっくりとした歩みでも、進み続けるならば成長できる）
③法人会の皆様には、若い世代を中心にした租税教育の実施、正しい税知識の普及など多大なご協力を賜ってお
ります。著名な心理学者アドラーの「人生の意味は貢献、他者への協力である」という言葉通りの活動に深く感
謝申し上げます。コロナ禍で活動もままならないことと存じますが、よろしくお願いいたします。
④ジョギング、テニス、低山ハイキング、読書

署長
浅田　典章

①新潟県
②当たり前の生活に感謝
③上尾署は初めての勤務となります。コロ
ナ禍の中大変な経済状況ではありますが、
法人会の皆様とともに、適正公平な課税の
実現に向けて尽力して参りたいと思います。
④ソフトボール

法人課税第三統括
前川　浩一

①長野県
②その日その時を大切に
③法人会の皆様とのパイプ役として、随機応
変に柔軟な対応を心掛けていきたいと思いま
す。前任同様よろしくお願いいたします。
④スポーツ観戦

総括上席
久保田　幸成

①群馬県
②習慣は第二の天性なり
③法人会の皆様方とは、緊密に連携・協調
を図りながら、より良い活動ができますよう
取り組んでまいりたいと考えております。大
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④温泉めぐり

副署長
金井　清人

①新潟県
②少しの思いつきと少しの思いきり
③上尾署の勤務は初めてとなります。
お世話になりますがよろしくお願いいたしま
す。
④週末の創作料理

総務課長
澤海　直実

①群馬県
②諦めたらそこで試合終了
③上尾署は初めての勤務となります。
よろしくお願いいたします。
④ウォーキング

法人課税第二統括
佐藤　香織

①長野県
②和を以て貴しとなす
③コロナ禍の中、法人会の皆様とはｅ－Ｔａｘ利用の更
なる推進や説明会等の充実に向け、これまで以上に
連携・協調を図ってまいりたいと考えております。上尾
署の勤務は初めてですが、よろしくお願いいたします。
④最近、妻と通い始めたジム

法人課税第一統括
下島　幸治

税務署からのお知らせ
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国税庁からのお知らせ

令和２年分年末調整等説明会開催中止のお知らせ
　税務行政につきましては、日頃からご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
　今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参加される皆様の安全を考慮し、例年
実施していました年末調整等説明会につきましては開催を中止することとしました。
　ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
　なお、年末調整に関する各種情報については、国税庁ホームページに年末調整特集ページ
（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）を作成していますので、ご不明な
点等ございましたら、こちらのページをご覧ください。
Ｑ　年末調整の方法について知りたいのですが。
Ａ　年末調整に関する動画（年末調整のしかた、法
定調書の作成と提出）を、国税庁インターネッ
ト番組Web-TAX-TVに掲載していますので、そ
ちらをご覧ください。

Ｑ　昨年の年末調整との変更点を教えてください。
Ａ　「給与所得控除」、「基礎控除」及び「寡婦控除」
の改正、「所得金額調整控除」及び「ひとり親
控除」の創設や新たな申告書が設けられるなど、
昨年と比べて変更となった点があります。

　　　詳しくは「年末調整のしかた」４ページをご
覧ください。

Ｑ　年末調整関係の用紙が欲しいのですがどうした
らいいですか？

Ａ　「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」
など控除申告書の用紙及び法定調書の用紙は国
税庁ホームページに掲載していますので、そち
らからダウンロードしてご利用いただけます。

　　※令和２年10月に国税庁から、控除申告書を作
成するためのソフトウェア「年調ソフト」を提
供します。

　　詳しくは次のQ&Aをご覧ください。
Ｑ　これまでよりも効率的に年末調整ができると聞
いたのですが、どのような方法ですか？

Ａ　令和２年10月から国税庁ホームページなどで提
供する「年調ソフト」を利用することで「保険
料控除申告書」など年末調整で従業員の方が作
成する書類をデータで作成することができま
す。本ソフトウェアを従業員の方に利用してい
ただくと、控除額の計算が正しく行われますの
で、控除額の検算事務が省略できるなど、事務
の効率化が見込まれます。

　　　また、本ソフトウェアで作成した扶養控除等
申告書等をデータで出力し、自社の給与システ
ム等にインポートすることにより、控除額を給

与システムに手入力する必要がなくなるなど、
さらに効率的に年末調整事務を実施することが
できます。

　　※扶養控除等申告書等をデータで提出するため
には、源泉徴収義務者が事前に所轄税務署へ「源
泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁
的方法による提供の承認申請書」を提出する必
要があります。

　　※「給与所得の源泉徴収票」などの法定調書は、
「年調ソフト」で作成できません。

Ｑ　年末調整の相談や手続をオンラインでできますか？
Ａ　国税庁ホームページでは、年末調整の手続に関
する情報を掲載するとともに、ご質問を入力い
ただくと、AIを活用して自動回答する「チャッ
トボット」を令和２年10月下旬から公開する予
定です。

　　　また、従業員の方が作成する書類については、
前述している「年調ソフト」を利用いただくこ
とでデータで作成することができますので、ぜ
ひご活用ください。

Ｑ　税務署などへの書類の提出をオンラインででき
ますか？

Ａ　源泉所得税の納付や徴収高計算書の提出、法定
調書の提出は、e-Taxで行うことができます。

　　　なお、ダイレクト納付をご利用いただければ、
金融機関や税務署に出向く必要がなく、即時又
は納付日を指定して納付を行うことができます。
詳しくはe-Taxホームページをご確認ください。

　　　また、「給与所得の源泉徴収票」は、eLTAX（地
方税ポータルシステム）を利用することで、「給
与支払報告書」（市区町村へ提出するもの）も
同時に作成し、税務署と市区町村にそれぞれ提
出することができますので、ぜひご活用くださ
い。詳しくはeLTAXホームページをご確認下
さい。

上記の詳細や上記以外の年末調整に関する各種情報はこちら
（年末調整特集ページ）
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　１１月は個人事業税第２期分の納期です。
　８月にお送りした納付書により、お近くの金融機関等で忘れずに納めてください。ペイジー
やクレジットカードを利用して、パソコン、スマートフォンから納税することもできます。納
付書を紛失された場合には再発行いたしますので、お近くの県税事務所へご連絡ください。
　新型コロナウイルスの影響により納付が困難な場合は、お早めに各県税事務所にご相談くだ
さい。
　また、個人事業税の納税には、口座振替をご利用いただけます。お申込みの手続は、納税通
知書に同封されているハガキで行うか、お近くの県税事務所へお問合せください。簡単に行う
ことができますので、是非ご利用ください。なお、利用開始手続に２か月程度要するため、こ
れから手続をしていただくと、令和３年度からのご利用となります。

　個人事業税について、詳しくはお近くの県税事務所又は県税務課（ＴＥＬ０４８･８３０･２６６４　
FAX０４８･８３０･４７３７）へお問合せいただくか、県税務課ホームページ「くらしと県税（https://
www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-4.html）」をご覧ください。

県税からのお知らせ

『二十世紀の豫言』に思う

　二十世紀はいつからいつまでかと聞かれたらどう
答えるでしょうか。もちろん1901年１月１日から
2０００年12月31日までですが、昔の日本は太陰暦を採
用しており、また「世紀」という考え方がなかったこ
とから、二十世紀は１9００年から始まるとか2０００年か
ら始まるとか、いろいろ議論があったようです。
　１9０１年（明治34年）１月１日と２日に、報知新聞（ス
ポーツ報知の前身）が『二十世紀の豫言』を掲載し、
100年後の世の中はこうなるだろうと23項目にわた
り豫言したのです。私は興味があったので国会図書
館へ行き、その紙面を入手してきました。その豫言
の一部を紹介します。
１　無線電信及び電話
　１9００年当時、無線電信は発見されて間もない新し
い技術でした。１9１2年タイタニック号は沈没の際
SOSを発信しますが、周りにいた船は無線機の設備
がなく、直ぐには救助に行けなかったとのことです。
電話についても、発明されてまだ間もなく、まして
や携帯電話の実用化は１97０年代になってからです。
２　遠距離の写真
　写真や画像を送る手段として、１843年にはファク
シミリの原型が発明されていました。今ではカラー
で送れるファックスがあります。豫言はその後のテ
レビの発明を予測しているようにも思えます。
３　７日間世界一周
　当時の移動手段は鉄道と船であり、世界一周には
80日間を要したと言われていますが、豫言では７日

納税表彰受彰おめでとうございます！
上尾法人会より２名の方が納税表彰を受彰されることになりました。

国税庁長官表彰
氏　　　名：小川　均
功績の内容：法人会の功績
役　　　職： 公益財団法人　全国法人会総連合　 

厚生委員会委員
　　　　　　関東信越法人会連絡協議会　理事
　　　　　　 一般社団法人　埼玉県法人会連合会　 

副会長
　　　　　　 一般社団法人　埼玉県法人会連合会　 

厚生委員長
　　　　　　公益社団法人　上尾法人会　会長
法　人　名：（株）情報化ビジネス

国税局長表彰
氏　　　名：遠藤　幸文
功績の内容：法人会の功績
役　　　職：公益社団法人　上尾法人会　副会長
法　人　名：（有）丸福遠藤工務店

埼玉総合支社　〒330-08５4 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－6大宮センタービル１4Ｆ

AFツール-2020-0078-2008018　2月5日
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100年後の世の中はこうなるだろうと23項目にわた
り豫言したのです。私は興味があったので国会図書
館へ行き、その紙面を入手してきました。その豫言
の一部を紹介します。
１　無線電信及び電話
　１9００年当時、無線電信は発見されて間もない新し
い技術でした。１9１2年タイタニック号は沈没の際
SOSを発信しますが、周りにいた船は無線機の設備
がなく、直ぐには救助に行けなかったとのことです。
電話についても、発明されてまだ間もなく、まして
や携帯電話の実用化は１97０年代になってからです。
２　遠距離の写真
　写真や画像を送る手段として、１843年にはファク
シミリの原型が発明されていました。今ではカラー
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３　７日間世界一周
　当時の移動手段は鉄道と船であり、世界一周には
80日間を要したと言われていますが、豫言では７日

間で可能となると予測しています。ライト兄弟が飛
行機で初めて空を飛んだのは３年後の1903年のこと
です。
４　鉄道の速力
　鉄道は１872年（明治５年）に我が国で初めて新橋・
横浜間で開通しました。それが１889年には神戸まで
線路が繋がり、直通の列車が走りました。普通列車
で20時間、急行列車で16時間半かかったとのこと。
それを豫言では２時間半で可能になると予想してい
ます。
　これら以外にも、暑寒知らず（暑さ寒さを調整する
空気を送り出すことができる）、食物と電気（電気の
力で野菜を生育させることができる）、買物便法（写
真電話で買物ができる）、野獣の滅亡（野獣は原野か
ら博物館へ）などもズバリ的中しているのでびっく
りです。
　私達人類は２度戦争を経験し、現在は地球温暖化
や新型コロナウィルス感染に直面しています。しか
し、少し長い目で見れば、私達がこうあって欲しい
と希望したことは、多少紆余曲折があったとしても
いずれは実現してきたと言えるのではないでしょう
か。
　今後100年後には、宇宙旅行が一般化したり、平均
寿命が120歳になっていたり、動物とも自由に会話し
ているかも知れません。そんな世の中を見てみたい
ものです。

関東信越税理士会　上尾支部

副支部長　関　　篤

　税理士談話

国税局長表彰
氏　　　名：遠藤　幸文
功績の内容：法人会の功績
役　　　職：公益社団法人　上尾法人会　副会長
法　人　名：（有）丸福遠藤工務店
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月 日 事業名

７
月

22 水 正副会長会議

〃 〃 青年部会　正副部会長会議

29 水 税制委員会（書面開催）

30 木 上尾税務署表敬訪問

８
月

3 月 初級簿記講座

4 火 〃

月 日 事業名

８
月

7 金 総務委員会

11 火 事務所　休業～14日（金）

20 木 研修委員会（書面開催）

〃 〃 リモート・ハラスメントの最新対策（オンラインセミナー）

21 水 パソコンセミナー（エクセル初級講座）
９
月 7 月 リモート・ハラスメントの最新対策（オンラインセミナー）

月 日 事業名

９
月

18 金 広報委員会

〃 〃 北本支部　絵はがきコンクール選考会

23 水 パソコンセミナー（アクセス初級講座）

29 火 事務局担当者会議

₇月～₉月　主な事業とアルバム

パソコンセミナー（エクセル基礎講座）

日　時：令和２年８月2１日（金）
場　所：上尾市文化センター５0５集会室
参加者：５名（会員　３名　非会員　２名）

初級簿記講座

日　時：令和２年８月３日（月）～８月４日（火）
場　所：上尾市文化センター５0５集会室
参加者：延べ人数１8名（会員　１0名　非会員　８名）

★申込方法　₉月中旬発送の案内状をご覧下さい。

協会けんぽ（全国健康保険協会）被保険者の方は上記会員特別料金より、さらに7,529円の補助が受けられます。補助の対
象は①総合コース、Aコースを受診（Sコース、基本定健は対象外になります）②35歳～74歳までの方となります。
詳しくは下記へお問い合わせください。

コース・検査項目 一般料金 会員特別料金 値引き額

総合コース（ドック健診）　おすすめ！　　
Aコース+超音波（腹部、胆・肝・膵・腎・脾５臓器）+腫瘍マーカー
（CEA・AFP・CA19-9）検査+C型肝炎検査

54,100円 35,500円 -18,600円

Aコース（基本コース）
視力検査・聴力検査・呼吸器系・循環器系・消化器系・腎機能検査・
肝機能検査・膵機能検査・糖代謝検査・高脂血症検査・高尿酸血症検査・
血液検査・便潜血検査・眼底検査・眼圧検査・診察等

28,700円 20,600円 -8,100円

Sコース　
Aコースの消化器系（胃部X線・便潜血）
検査を省略したコース

22,500円 16,300円 -6,200円

支部名項　目 上尾支部 桶川支部 北本支部 鴻巣支部 吹上支部 伊奈支部 合　　計

法人数　令和₂年　₆月末 3,418 1,171 935 1,227 328 752 7,831

会員数　令和₂年　₈月末 951 393 367 551 105 253 2,620

加入率（％） 27.8% 33.6% 39.3% 44.9% 32.0% 33.6% 33.5%

支部名 会　　員　　名 職　　業 住　　　　　所

上尾支部 ウォッシューズ クリーニングと小売業 上尾市上732-7

上尾支部 司法書士法人 えん道グループ 司法書士 上尾市本町6-12-11

上尾支部 エフコミュニケーション(有) 弁当の販売・宅配業 上尾市東町1-1-5

桶川支部 (同)アイサポート 印刷業 桶川市坂田西3-11-45

桶川支部 （株）カリフォルニアガーデン 造園工事業 桶川市下日出谷988-3

鴻巣支部 セキネ工業（株） 管工事業 鴻巣市人形1-7-48

鴻巣支部 （株）ナガシマ 建物解体業 比企郡吉見町久保田566-1

新会員紹介 よろしくお願いします

　今年度の年会費は、₆月29日（一部₆月18日）にご指定の口座より口座振替手続きをさせていただきました。また
振込にて入金をして下さった方もご入金有り難うございました。
　口座振替の方は、振替済となっているか、また金額相違等ございませんか、ご確認頂きます様お願い申し上げます。
万一、振替や振込がなされなかった会員様は12月28日に再引落、振込の締切日となっております。よろしくお願い
いたします。

会員年会費納入の御礼

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、10月16日（金）に予定しておりました今年度の「法人会の集い」を中止する
ことに致しましたのでご案内申し上げます。なお、来年は上尾法人会創立30周年を迎えます。新型コロナウイルス
の感染状況にもよりますが、創立30周年記念行事として「法人会の集い」を開催する予定でございますので、宜しく
お願い申し上げます。

「法人会の集い」中止のお知らせ
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月 日 事業名

９
月

18 金 広報委員会

〃 〃 北本支部　絵はがきコンクール選考会

23 水 パソコンセミナー（アクセス初級講座）

29 火 事務局担当者会議

初級簿記講座

日　時：令和２年８月３日（月）～８月４日（火）
場　所：上尾市文化センター５0５集会室
参加者：延べ人数１8名（会員　１0名　非会員　８名）

【健診日・健診会場】　令和２年10月30日（金）　上尾市文化センター
【健診日・健診会場】　令和２年11月13日（木）　北本市文化センター
【案内時間】₉：30～11：00

★申込方法　₉月中旬発送の案内状をご覧下さい。

健診バスがお近くにまいります。

一般財団法人　全日本労働福祉協会
〒143-0016　東京都大田区大森北1-18-18　電話03-5767-1714（直通）

協会けんぽ（全国健康保険協会）被保険者の方は上記会員特別料金より、さらに7,529円の補助が受けられます。補助の対
象は①総合コース、Aコースを受診（Sコース、基本定健は対象外になります）②35歳～74歳までの方となります。
詳しくは下記へお問い合わせください。

会員特別料金

充実の内容を短時間で受診
頂けます（約２時間）生活習慣病予防検診生活習慣病予防検診

コース・検査項目 一般料金 会員特別料金 値引き額

総合コース（ドック健診）　おすすめ！　　
Aコース+超音波（腹部、胆・肝・膵・腎・脾５臓器）+腫瘍マーカー
（CEA・AFP・CA19-9）検査+C型肝炎検査

54,100円 35,500円 -18,600円

Aコース（基本コース）
視力検査・聴力検査・呼吸器系・循環器系・消化器系・腎機能検査・
肝機能検査・膵機能検査・糖代謝検査・高脂血症検査・高尿酸血症検査・
血液検査・便潜血検査・眼底検査・眼圧検査・診察等

28,700円 20,600円 -8,100円

Sコース　
Aコースの消化器系（胃部X線・便潜血）
検査を省略したコース

22,500円 16,300円 -6,200円

令和₂年₈月末　会員加入状況
支部名項　目 上尾支部 桶川支部 北本支部 鴻巣支部 吹上支部 伊奈支部 合　　計

法人数　令和₂年　₆月末 3,418 1,171 935 1,227 328 752 7,831

会員数　令和₂年　₈月末 951 393 367 551 105 253 2,620

加入率（％） 27.8% 33.6% 39.3% 44.9% 32.0% 33.6% 33.5%

支部名 会　　員　　名 職　　業 住　　　　　所

上尾支部 ウォッシューズ クリーニングと小売業 上尾市上732-7

上尾支部 司法書士法人 えん道グループ 司法書士 上尾市本町6-12-11

上尾支部 エフコミュニケーション(有) 弁当の販売・宅配業 上尾市東町1-1-5

桶川支部 (同)アイサポート 印刷業 桶川市坂田西3-11-45

桶川支部 （株）カリフォルニアガーデン 造園工事業 桶川市下日出谷988-3

鴻巣支部 セキネ工業（株） 管工事業 鴻巣市人形1-7-48

鴻巣支部 （株）ナガシマ 建物解体業 比企郡吉見町久保田566-1

新会員紹介 よろしくお願いします 令和２年８月末現在

　今年度の年会費は、₆月29日（一部₆月18日）にご指定の口座より口座振替手続きをさせていただきました。また
振込にて入金をして下さった方もご入金有り難うございました。
　口座振替の方は、振替済となっているか、また金額相違等ございませんか、ご確認頂きます様お願い申し上げます。
万一、振替や振込がなされなかった会員様は12月28日に再引落、振込の締切日となっております。よろしくお願い
いたします。

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、10月16日（金）に予定しておりました今年度の「法人会の集い」を中止する
ことに致しましたのでご案内申し上げます。なお、来年は上尾法人会創立30周年を迎えます。新型コロナウイルス
の感染状況にもよりますが、創立30周年記念行事として「法人会の集い」を開催する予定でございますので、宜しく
お願い申し上げます。
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小冊子「コロナ危機に打ち克つ！資金繰りと経営再考」
お役立て下さい！

「大人になってこまらないマンガで身につく税金のちしき」
小学校への寄贈

　９月中旬に上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、伊奈町の全小学校６０校とそれぞれの教育委員
会へ「大人になってこまらないマンガで身につく税金のちしき」（株式会社 金の星社）を図書
館用図書として１冊を寄贈させていただきました。
　楽しいマンガで、子どもの能力が伸びる知識や情報を得られる小学校中学年以上向けの実用
書。税金の種類や使い道などを知ることで、納税の大切さや、日本のしくみを知れる図書です。

　新型コロナウイルス感染の
拡大が続いている状況下、会
員の皆様におかれましては公
私にわたり大変ご苦労されて
いることと存じます。
　８月末に会員の皆様に小冊
子「コロナ危機に打ち克つ！
資金繰りと経営再考」を配布
させて頂きました。ご一読い
ただけましたでしょうか。
　裏表紙のQRコードをスマ
ホで読み取ると、映像メニューがご覧いただけます。冊子には記載されていない
項目が有りますので、是非ご覧ください。
　この冊子が会社経営の一助となる事を願っております。




