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鴻巣市における人形の制作は、約380年の歴史があり、鴻巣の伝統工
芸として現在に伝えられています。
歴史ある鴻巣雛のまちとして、「ひな人形のふるさと−鴻巣−」を市
民全員がひな祭りを楽しみ、市外からも多くの観光客をお迎えし、ま
ちを明るく元気にすることを目的に2005年から開催されています。
今年は７回目を迎え、メイン会場の鴻巣市役所には、過去最高の30

税理士寄稿 …………………………………………７

段、高さ6.7メートルの巨大なひな壇が登場し、祭りに花を添えました。

新入会員紹介、フォトレポート …………………８

たものです。

家庭から提供されたひな人形約2,000体はボランティアの皆様が並べ
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法人会会員の皆様へ
税制改正アンケート調査にご協力をお願いします!

皆様の貴重なご意見が国の税制改正に反映されます
アンケート用紙は各単位会を通じて4月上旬発送予定です。
全国法人会総連合では、全国442法人会の税制委員を対象に税制改正アンケート調査を実施し、その
調査結果に基づいた「税制改正に関する提言」は、わが国の税制改正に反映されています。
埼玉県連では独自に、法人会すべての会員を対象にアンケート調査を実施しています。
会員皆様が税制について常日頃お考えになられているご意見をこのアンケートに反映させ、わが国税
制の健全な運営の一端をになって頂きたいと考えております。
また、法人会に対しての要望事項・改善事項などのご意見もいただく設問も考えておりますので、是
非アンケート調査のご回答にご協力賜りますようお願いいたします。
１．アンケート調査期間

平成23年４月上旬〜５月中旬

２．アンケート用紙配布時期

平成23年４月上旬

(インターネットでも回答できます。)
３．回答締切

平成23年５月中旬

お問い合わせは、埼玉県法人会連合会、又は最寄りの法人会へご連絡下さい。

ビジネス書ベスト10
順位
書
名
１ 一歩先のクラウド戦略
２ ドラッガーの教えどおり､経営してきました
３ デフレの正体
４ お金の流れが変わった！
５ 競争と公平感
６ イシューからはじめよ
７ これ１冊で完全理解facebook
８ 日本経済の不都合な真実
９ 競争の作法
10 もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーの｢マネジメント｣を読んだら

著
者
大野隆司／遠藤功(監修)
酒巻 久
藻谷浩介
大前健一
大竹文雄
安宅和人
井上真花／佐藤新一
辛坊治郎／辛坊正記
斉藤 誠
岩崎夏海

八重洲ブックセンター本店調べ

出 版 社
本体価格
東洋経済新報社 1,600
朝日新聞出版
1,300
角川書店
724
ＰＨＰ研究所
724
中央公論新社
780
英治出版
1,800
日経ＢＰ社
933
幻冬舎
952
筑摩書房
740
ダイヤモンド社
1,600

※金額は本体価格のため消費税額を含んでおりません。
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年金､医療などの社会保障・福祉や､水道､道路などの社会資本整備､教育や警察､消防､防衛といった公的
サービスは､私たちの暮らしに欠かせないものですが､その提供には費用がかかります。
税は､このような公的サービスの費用を賄うものですが､みんなが互いに支え合い､共によりよい社会を作って
いくため､この費用を広く公平に分かち合うことが必要です｡まさに､税は｢社会の会費｣であると言えるでしょう。

税は､公的サービスを賄うのに十分な量を安定
的に確保することが必要です｡社会保障給付など
の公的サービスと税･社会保険料の負担は両方の
大きさが等しくなることが基本であり､負担を将
来世代へ先送りしないようにすることが私たち
の責任ではないでしょうか。

社会保障給付などの公的サービスとそれに応じた国民負担をどの程度
の水準にするかは､私たちの選択にかかっています。
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税は､私たちみんなが､社会の構成員として広く公平に分かち合っていかなければなりません｡｢公平･透明･
納得｣という基本的な視点で税制を考えていく必要があります。

納税者にとって公平な

制度の内容が透明で

仕組みであること

分かりやすいこと

制度に基づいて納税する
ことに誰もが納得できる
ものであること

｢公平｣には､経済力が同等の人に等しい負担を求める｢水平的公平｣と､経済力のある人により大
━━━━━
きな負担を求める｢垂直的公平｣があります｡さらに､近年では､異なる世代を比べた負担の公平や､
━━━━━
それぞれの世代の受益と負担のバランスといった｢世代間の公平｣が重要となっています。
━━━━━━

我が国は､人口減少と高齢化の同時進行やグローバ
ル化の急速な進展､格差の問題､資源制約､気候変動を
はじめとする環境問題など､様々な問題を抱えていま
す｡こうした社会･経済の構造変化に適した税制を築く
ことが必要です。
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上尾法人会 桶川支部

e-Taxに寄せて

中央電工㈱ 加藤

当社も遅ればせながら、昨今騒がれている国税申告
に於ける従業員の源泉所得税の納付をe-Taxを利用し
て21年10月分より毎月振り込んでおります。
事の経緯は、ある日のこと「社長、税務署から電話
ですよ」の取次に、はて何だろうと思いつつ受話器を
取り応対しました。
上尾税務署ですが・・・・その声の主は、以前法人
会組織委員会の席でお会いした上尾税務署法人課税第
一部門上席国税調査官Hさんでした。
話の内容は結果的にe-Tax利用のおすすめの電話で
した。しばらく話のやり取りをしている内に自然と当
社もe-Taxを利用してみようかなと思うようになり、
何のためらいもなく受け入れてしまいました。
担当者の言葉では当社へお越し下さってご説明して
頂けるとの事でしたのでお互いの日程を調整し電話を
切りました。
しかし、話し終えて約束はしたものの、はてさて大
丈夫であろうかと、一抹の不安はありましたが………
約束当日パソコンを前にしていろいろとご指導いた
だいている内に、何の問題もなくスムーズに登録が出
来たように記憶しております。当社事務の者も、Hさ
んの懇切丁寧な指導で、解り易かったと申しておりま
した。登録終了後のテスト送信も成功し、無事登録完
了出来ました。強いて難を上げるとすれば、e-Tax登
録手続きには利用者識別番号が必要ということでしょ
うか。車でいえば運転免許証みたいなものだそうで
す。
幸いにして当社の場合、県の入札参加願いを提出し
ている関係で、コリンズカードと言う物が手元に有り
ましたので、そのカードの電子証明書番号が利用出来
ましたので尚更の如くスムーズに事が運びました。
Hさんがおっしゃるには、ネット上では即時に又封
書郵送でも申請すれば、１週間程度で利用者識別番号
(通知書)が届くので問題ないとのことでした。
そんな訳で、まだe-Taxを利用していない企業の方、
また興味の有る方或は直ぐにでもやってみたいとお考

清

えの方は遠慮なく上尾税務署にご相談の電話を入れて
みては如何でしょうか。
金融機関に出向く必要も無いし、銀行の方に来てい
ただく必要もなく手間暇や煩わしさから解放されて振
り込みが出来るので、非常に便利ですし安心です。
ここで文章だけでは分り難いかと思いますので、登
録までの流れを記憶の範囲で列記してみます。(記憶
なので詳しくは税務署に問い合わせの事)
パソコン周辺環境が次の条件をクリアーしている事
１．パソコンでインターネット接続が出来る事
１．そのパソコンがプリンターに接続出来ている事
１．パソコンのメモリー容量が512MB以上の容量が
有る事
１．ハードディスクドライブ:２G以上の空きエリア
が有ること
手続き方法
１．インターネット画面から国税のホームページを開
きe-Tax画面を出す
１．パソコン画面上の必要部分を打ち込む
１．利用者識別番号を登録する(忘れないように保管)
１．銀行の引き落とし指定口座番号を登録
１．テスト画面にてテスト送信をしてOKが出れば完
了
余談では有りますが、過日当社の決算が終了しまし
たので源泉税は勿論の事決算の法人税と消費税の振り
込みも挑戦してみました。
若干戸惑ったところがありましたので、e-Taxサポー
トセンターに電話した処、パソコン画面を見ながら電
話説明を受けられたので、無事に振り込む事が出来ま
した。前述の通りすぐに入金結果確認通知メールが来
ました。現在ではダイレクト納付(e-Taxを利用した
口座振替)も利用し、改めて便利さを感じ入っており
ます。

代表取締役会長 千 代 貞 雄 代表取締役社長 千 代 邦 夫
本 社 〒362-0023 埼玉県上尾市原市中1-7-8 電 話(048)7 2 1−1 6 4 1(大代表)
支 店 >大宮 >伊奈 >東京
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そうだ

勉強しよう
関東信越税理士会上尾支部
青年部長

「そうだ

京都へ行こう」あのテレビCMに誘われ、

井上

克典

当時のヤマト政権は大王家を中心とする政治連合に過

気がつくと私はインターネットで新幹線と宿を予約し

ぎず、「朝廷」とは言えないからだという。「ヤマト」

ていた。小学生の娘に京都の紅葉を見せてやりたいと

という字面に「宇宙戦艦」を思い浮かべてしまうのは

思ったからだ。

私だけだろうか・・・。

京都を訪れたのは11月初旬。CMのような紅一色の

また13世紀後半にモンゴル帝国から侵攻を受けた史

世界にはやや早かったが、緑と紅のコントラストが美

実。私の記憶では「元寇」であったが、現在は「蒙古

しい日本庭園を堪能できた。帰宅後、娘に「一番印象

襲来」或いは「モンゴル襲来」と呼ぶのが一般的だそ

的だった場所は？」と尋ねると、意外にも「三十三間

うだ。これら以外にも、私の記憶とは異なる表記や呼

堂」という答えが返ってきた。

称が数多くあることに驚かされた。

数え切れないほどの仏像が立ち並ぶ光景に圧倒され

大人になると、読む本は自分の仕事に密着した実務

たらしい。娘からあれこれと仏像について質問され、

書や解説本に偏りがちだ。また、自分が学校で習った

何も答えられなかった私は改めて日本史を勉強してみ

ことが百パーセント真実であるかのように思いこんで

ようと思い立った。

いたが、歴史は時代の経過とともに解釈や表現が変わっ

本屋に行き、手にしたのが『もう一度読む山川日本

ていくのだという発見は新鮮であった。

史』という本。昔、高校時代に使っていた日本史の教

年を重ねるにつれ、様々な経験を重ねることによっ

科書を社会人・一般読者向けに平易に書き改めたもの

て視野や考えは広がっていくと思う。しかし、いつ

らしい。日本史は大学受験の時に勉強した。だが、こ

しか「これが当たり前」という思い込みに陥ってし

の本を読み進んでいくうちに、自分が持っている知識

まっていることもあるのだと、今回気づかされた。

とは違っている部分がたくさんあることに気が付い
た。

最近、学校の教科書や入試問題が出題元というクイ
ズ番組をよく目にする。高学歴を売りにする俳優やお

例えば四世紀の日本を司っていた政権。私の高校時

笑い芸人が大活躍しているが、私もこれを機に改めて

代には「大和朝廷」だったと記憶しているが、この本

教科書に載っているような基礎的な勉強をし直したい

の表記は「ヤマト政権」であった。理由は諸説あるよ

と思った。理由は２つ。１つは硬くなりかけた脳みそ

うだが、例えば国名として「大和」と表記するのは８

の活性化のため、もう１つは早くも反抗期の片鱗を見

世紀後半の養老令施行後になってからだという。また、

せ始めた娘との話題づくりのためだ。
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新

会

員

紹

介

よろしくお願いします
支部名
上尾支部
〃
鴻巣支部
吹上支部
〃

法
人
名
㈱白蓮
㈱アメニティースペース
㈱ウイングス
㈲オガソフト
㈲木村クレーンリース

平成23年１月31日現在

職
業
不動産業
遊技場経営
倉庫賃貸・人財派遣業
コンピューターソフトウェア開発
建設業

住
所
上尾市平塚2046−4
上尾市愛宕１−20−５
鴻巣市赤城27−１
鴻巣市吹上富士見４−４−９
鴻巣市小谷611

平成23年度１月末会員加入状況
項 目
法人数 平成22年
会員数 平成23年
加入率（％）

支部名 上尾支部
６月末
3,112
１月末
1,260
40.5%

桶川支部
1,107
536
48.4%

北本支部
910
447
49.1%

鴻巣支部
1,069
654
61.2%

吹上支部
356
147
41.3%

伊奈支部
608
309
50.8%

合
計
7,162
3,353
46.8%

フォトレポート

平成23年１月６日上尾税務署年始表敬訪問

平成23年２月９日青年・女性部会新春公開講演会

平成23年１月28日明治神宮参拝

第14回美術展覧会開催風景

22年度３回目目の理事会

桶川支部租税教育活動（市内４小学校で実施）
(税に関するアニメDVD上映と紙芝居)

建築 学校・病院・倉庫・事務所・マンション・
木造建築・増改築工事・営繕補修その他
土木 道路街路築造舗装工事・下水道工事・宅地
造成その他

無料相談室 もございますので、お気軽にご相談
ください。
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埼玉県上尾市上町１丁目９番12号
電話 ０４８−７７１−２８５５（代表）

