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日野交通（株）
●鶴見中央支部
●代表取締役　三野弘二氏
●続柄　四女　智恵子さん
●趣味　旅行、ギター演奏
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【総論】

○経済社会のあるべき姿

○行財政改革の推進と歳出削減

○社会保障制度・国民負担の

あり方

○国と地方のあり方

○税制改革のあり方

○租税教育の充実

【各論】

☆法人税制について

○法人税の税率引き下げ

○中小企業軽減税率の引き下げ

○特殊支配同族会社に対する役

員給与の損金算入制限

○役員給与

○交際費課税制度

○同族会社の留保金課税

○電子申告

☆個人所得税制について

○所得税と住民税のあり方

○各種控除制度の整理合理化

○少子化対策

○金融所得一体課税

○納税者番号制度

☆相続税制について

恒例の全法連主催の法人会全国大会が山口市の「山口きらら博記念公

園（きらら多目的ドーム）」で開催され、当会からは本田会長他4名が

出席し、全国の単位会より1,900名が集まった。

大会の第一部記念講演では、千葉商科大学大学院教授　斉藤精一郎氏

により「どうなるのか今後の日本経済」と題しての講演があり、第二部

記念式典では、全法連大橋会長より主催者あいさつ、荒井英夫国税庁課

税部長による石井国税庁長官祝辞代読、渡辺純忠山口市長の祝辞のあと、

平成21年度税制改正要望事項の趣旨説明ならびに「大会宣言」の朗読

がおこなわれ終了した。

主な税制改正に関する提言事項は次のとおりである。

○相続税・贈与税の現行水準維持

○相続時精算課税制度の拡充

☆事業承継税制について

☆消費税について

○消費税率引き上げの条件

○仕入税額控除の適正化

○滞納防止

☆地方課税の見直しについて

○固定資産税の軽減

○事業所税の廃止

○申告納税の合理化

○超過課税・法定外目的税

☆環境税制について

第25回法人会全国大会（山口大会）
10月2日（木）
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平成20年度税制問題研究会が箱根湯本「吉池」に

て開催され、当会からは本田会長、福原税制委員長ほ

か6名が参加した。

第一部では、平成21年度税制改正要望事項と全法

連税制委員会の審議状況が報告された。改正要望事項

には「法人税率の引き下げ・減価償却の改善・特定同

族会社に対する役員給与の損金不算入制度の廃止・寄

附金控除の見直し・同族会社への留保金課税の全面廃

止・交際費課税の見直し・欠損金繰戻還付制度の再

考・退職給与引当金制度の復活」等

続いて、国際エコノミスト今井澂
きよし

氏を講師にお迎

9月2日（火）～3日（水）

県法連税制問題研究会
税制委員会

平成20年度会員増強決起大会を組織委員会主催でキ

ャメロットジャパンにて105名が参加し、開催した。

今年のスローガンは「税を知り、各社に役立つ法人

会」とし、会員2,700社復活を目指し、役員支部幹

事一丸となり会員増強運動を展開する。

研修会は、組織担当長谷川副会長より当法人会の現

状報告で始まり、井手野組織委員長より「会員勧奨実

施要領」を説明。会員のメリットとして大同生命保険

(株)担当者より「同じ保険料なら大きい保障」「同じ

保障なら安い保険料」等々大型保障制度についての説

明ならびに会員加入勧奨実例報告。最後に松岡岸谷支

部長より会員増強運動に向かい役員支部幹事一同の総

意として決議文を読み上げ閉会した。

9月9日（火）

役員支部幹事合同研修会
組織委員会

青年部では9月例会をスポーツ研修会として、9月

12日鶴見ヤングボウルにてボウリング大会を実施し

ました。日頃の運動不足解消と懇親を兼ねた企画に青

9月12日（金）

スポーツ例会
青年部会

えして「これからの日本経済はどうなるか」と題して

の講演があり、アメリカのサブプライムローンの問題

を挙げながら、来年度の景気の見通しは現在よりよく

ないとのことであった。

9月10日（水）

県法連女性部会連絡協議会
女性部会

新横浜国際ホテルにて、県法連女性部会連絡協議会

が開催された。特別講演では「行列のできる法律相談

所」でお馴染みの住田裕子弁護士による“輝く未来へ

ステップアップ”というテーマでした。興味深い話の

中に日本の女性の地位と収入が上昇したにもかかわら

ず、国際的には47番目と低く、先進国の中でもまだ

まだ男性社会という封建的な考え方が残っているよう

です。日本の女性にとって厳しい現実であることを再

認識させられました。
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第一部 渡邊秀一税務署長をお迎えして「お酒のはな

し」と題し、お酒にまつわるあれこれのテーマで講演

9月18日（木）

税務研修会とフラワー教室
女性部会

年部会員30名、事務局1名、さらに鶴見税務署より

署員13名を迎え総勢44名の熱気あふれる研修となり

ました。開会式では昨年優勝チームの税務署チームよ

り優勝楯の返還がおこなわれ、税務署チームは精鋭＆

若手を引き連れ連覇を目指し、青年部チームは昨年の

名誉挽回を胸に秘めゲームに臨みました。ゲームは渡

邊署長と佐久間部会長の始球式を合図にスタートし、

各レーン親睦を深めつつ、この残暑の9月にふさわし

い、さわやかさと熱気、拍手と歓声の中でゲームが進

みました。税務署、青年部の平均スコアによる対抗戦

の結果は125.6対118.9の僅差で税務署チームの勝

利となり、3年連続優勝の盾が仲川副会長より渡邊税

務署長へ手渡されました。青年部会員は場所を移し懇

親会を開き、各賞の発表やボウリング談義に話が続く

中、坂本実行委員長の中締により来年は必勝を期し終

了しました。

第二部 佐藤クミコ先生のご指導で「プリザーブドの

グリーンライムリース」の作成で参加者全員、素敵な

リースが出来上がりました。

鶴見税務署担当官を講師にお迎えして、第3講「報

酬・料金に対する源泉徴収」「退職金に対する源泉徴

収」の研修会をおこなった。

9月19日（金）

源泉所得税研修会（第3講）
源泉部会

会が開催されました。中でも「適正飲酒10か条」は、

私達日常生活の中で大変参考になり、面白おかしく、

楽しくあっという間に時間が過ぎてしまいました。

お酒は、

○ 談笑し楽しく飲むのが基本です。

○ つくろうよ　週に二日は休肝日。

○ やめようよ　きりなく長い飲み続け　～etc

お酒の好きな方？　いかかでしょうか？
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三支部合同会員研修会を支部会員27名が参加し、

ホテルパークレーンにて開催した。

当日は、鶴見税務署より谷津法人課税第一部門統括

国税調査官、南法人課税第一部門上席国税調査官をお

迎えして「平成20年度税制改正」についての研修会

をおこなった。

10月8日（水）

合同会員研修会（第三ブロック）
豊岡佃野・生麦・岸谷支部

支部会員20名が参加し、松蔭寺にて「会員懇談会」

をおこなった。会員増強について、今後の法人会活動の

あり方等について、活発な意見交換がおこなわれた。

10月9日（木）

合同会員懇談会
岸谷・東寺尾寺谷・東寺尾・北寺尾支部

10月8日（水）

健康講座（鎌倉散策）
女性部会

31名の参加で小江戸｢川越｣でバス研修をおこなっ

た。関越道三芳ＰＡで小休止し、川越市街南部の｢喜

多院｣をゆったりと参拝して｢五百羅漢｣などを見学し、

市街中心部の割烹｢ささ川｣で昼食となった。名物料理

の｢いも懐石｣または｢四季の懐石｣を好みで選び、満腹

となった後、各グループ自由に｢時の鐘｣から蔵屋敷の

建ち並ぶ通りを散策し、江戸情緒を楽しんだ。散策後

は｢サイボクハム｣にバス移動し農畜産物産直の買い物

合戦になった。

10月5日（日）

会員バス研修会
鶴見中央支部

前日迄の雨も上がり、絶好の散策日和となりました。

26名が参加し、「源頼朝の夢にお告げがあり、この地

に寺を建て、世の中の混乱は収まった」と伝えられて

いる銭洗い弁天に！！

いつの頃からその霊水でお金を洗うと倍になるとい

う信仰の元に、皆様少しでも、お金が増えますように

とお願いしてきました。歩くことは健康の第一歩と寿

福寺まで歩き気持ちの良い汗を流し小町通りで昼食

後、自由散策となりました。
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10月15日（水）

第2回 社長さんのための経営講座
事業委員会

10月20日（月）

第33回 グリーン研修会
厚生委員会

秋晴れの芦ノ湖畔にて第33回グリーン研修会を開

催しました。今回は毎年恒例の箱根河鹿荘における一

泊研修会とのコラボレーション企画となり、会員23

名の方々が参加しました。色づき始めた山々に囲まれ、

澄み渡る秋空のもとで、爽やかな汗を流しました。眼

下に拡がる芦ノ湖も美しく、楽しい一日を過しました。

優　勝／佐藤　民雄　松浦企業（株）

ネット70.8（グロス78）

準優勝／池谷　良昭　池谷ホーム（株）

73.2（グロス90）

第三位／菊池　勇一　（有）菊池商事　　

ネット73.8（グロス87）

ベスグロ

男　性／佐藤　民雄　松浦企業（株） グロス78

女　性／本田佐重子 （株）南旺社 グロス96

法務省少年院篤志面接委員で落語家の桂才賀師匠を

講師にお迎えし「社員を叱れない社長たちへ」と題し

ての講演会を開催した。

才賀師匠は、ボランティア活動・篤志面接委員の経

験をもとに「怒る」こととは感情が出るが、「叱る」

ということは感情を押さえ過ちをただしてあげるとい

うことである、と述べられた。

10月19日（日）・20日（月）

一泊研修会
厚生委員会

会員一泊研修会を箱根湯本河鹿荘にて開催した。

講師は農学博士・浜松大学健康プロデュース学部健

康栄養学科教授小國伊太郎先生をお迎えし「生活習慣

病対策に活かそう、緑茶の効能」～メタボリックシン

ドローム予防作用を中心に～と題し、緑茶に含まれる

カテキン（渋味成分）の生体調節効用についての講演

であった。
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生麦支部地域貢献活動は、幹事会で「食の安全と責任」が話し合わ

れ、その結果、前日に下ごしらえもおこなうことになり、本業が食品

関係の幹事の指導のもと、焼き鳥など三品目の準備をしました。当日

の本番では昨年から模擬店の大好きな保険会社支部担当者にも応援し

てもらい、完売となりました。毎年幹事や会員の方々の協力者も増え

年間行事として定着し、ふれあい祭り実行委員会から協力団体として

「鶴見法人会生麦支部」と会場にアナウンスされ紹介されました。来年

の7回目の参加を楽しみにしてます。

生麦支部活動報告
8月31日（日）

矢嶋生麦支部長
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これからの主な催し 
お楽しみの催しや、役に立つ研修会にぜひご出席ください！ 
これからの主な催し 

●税を考える週間行事●

「街頭広報」

青年部会・女性部会

11月11日（火）

JR鶴見駅にて各種パンフレット・粗品等を鶴見青色

申告会や鶴見区納税貯蓄組合連合会と協力し、一般の

方々にお配りし、税に関心を持っていただく活動をお

こないます。

時間：午前10時～

●税を考える週間行事●

「チャリティーバザー」

女性部会

11月14日（金）

鶴見区民文化祭会場（鶴見区役所前広場）にて午前

10時よりおこないます。素敵な品物が沢山あります。

お早めにお越し下さい。

時間：午前10時～

●駒岡支部会員研修会●

駒岡支部

11月15日（土）

支部では、横浜にぎわい座にて「名作落語の夕べ」

鑑賞会を企画いたしました。奮ってご参加下さいます

ようお願い申し上げます。

●青年部会地域社会貢献事業●

第4回トレジャーハンティングinつるみ

青年部会

11月16日（日）

場所：鶴見大学体育館、

鶴見区全域

小学生及び保護者を対象に鶴見という「まち」の魅

力を知って貰うと共に「こども110番の家」など街

の中における防犯に対する認識、税金クイズを通して

の税の啓発活動をおこないます。

●１日人間ドック●

（生活習慣病検診）

厚生委員会

12月2日（火）

今年2回目の健康診断を1日人間ドック形式（腫瘍

マーカー検査・超音波検査等）でおこないます。場所

は鶴見会館です。

●税法研修会●

税制委員会

平成21年1月15日（木）、22日（木）、28日（水）、

2月4日（水）、10日（火）（全5回）

鶴見税務署担当官を講師にお迎えし、法人税等の知

識を習得するための研修会を開催します。

●平成21年度新年賀詞交歓会●

総務財政委員会

平成21年1月20日（火）

来年もホテルキャメロットジャパンにておこない

ます。

「今年もよい年になりますよう」新しい気持ちでお

会いしましょう。

受付：午後5時30分

開会：午後6時

●海外研修会●

厚生委員会

平成21年2月11日（水）～16日（月）

今回はオーストラリア「ゴールドコースト」を企画

しております。詳細につきましては、チラシを参照願

います。

●新春講演会●

事業委員会

平成21年2月17日（火）

読売テレビ理事・解説委員　辛坊治郎氏を講師にお

迎えして、鶴見公会堂にて新春講演会をおこないます。

皆様、お誘いの合わせのうえ、ご参加ください。

受付：午後6時

開演：午後6時30分
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企業にとっての  あんな話   こんな話 

横浜商工会議所では、中小企業のための様々な事業や制度をご用意しています。 

 

◎マル経融資 
　この制度は、横浜商工会議所の推薦を経ることで、無担保・無保証人、保証協会の信用保証なしで限度額1,000

万円まで日本政策金融公庫の融資を受けることができる制度で、中小企業向け融資の代表的なもののひとつと言

えます。申込資格要件や申込手続き等につきましてはお気軽に当支部までお問合せ下さい。 

 

◎日本政策金融公庫担当者による個別融資相談会 
　毎月第三木曜日に、横浜商工会議所鶴見支部において日本政策金融公庫・融資担当を招いて公庫融資の利用に

関する相談会を無料で開催しております。資金繰りに関する相談等も受け付けております。 

（要予約。当所会員以外の方でもご利用いただけます） 

 

◎その他 資金調達について 
　金利等の優遇措置を利用したい、事業規模が大きい、多額の借入をしたい、経営内容が著しく悪化している等、中

小企業のために、日本政策金融公庫、神奈川県信用保証協会、横浜市信用保証協会や横浜市経済観光局などと連

絡を取り合って、各種の融資制度のご紹介もしています。資金繰りや融資については、まず商工会議所までご相談

下さい。 

　また、横浜商工会議所の会員様限定の制度としては、以下のような制度もございます。 

①市内に支店を持つ12の銀行・信用金庫の「ビジネスローン」、「クイックローン」と言われる融資の金利を会議所

会員については優遇するという『連携融資』 

②横浜市信用保証協会と提携し、会議所会員については無担保保証限度額を拡大し、別枠1,000万円の保証が受

けられる『横浜商工会議所 会員限定保証』 

 

◎生命共済 
　「生命共済」は中小企業の経営者や従業員のため、怪我や病気など勤務時間外も24時間カバーする団体定期保

険です。 

　この他に、経営者向けの年金積立制度として「年金共済」、従業員のための退職金積立である「特定退職金共済」

を取扱っているほか、「かながわ県民共済」の紹介も行っています。 

 

◎保険制度 
　商工会議所会員については料率の優遇される「ＰＬ保険」や「個人情報保護保険」にご加入いただけます。 

 

◎専門指導員制度 
　法律相談・創業相談をはじめ、経営革新計画作成など各種の経営相談について、各分野の専門家（弁護士、弁理士、

社労士、中小企業診断士など）による無料の相談を実施しています。 

【お問い合わせは】 
横浜商工会議所 鶴見支部 
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-19-11鶴見会館1階 
 TEL：045-502-4437　FAX：045-504-3329 
http://www.yokohama-cci.or.jp/ 
 

～がんばる経営 応援します！！～ 
横浜商工会議所 鶴見支部からのご案内 
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日東緑地・日東浜公園 
�� このページは鶴見の隠れた名所や旧跡を紹介します。耳寄りな情報もお待ちしています。 

にっとう にっとうはま 

皆さんは半分ほどゴム通りと平行している日東緑

地を歩かれたことはありますか？

細長い歩道が続くので「昔の小川を埋め立てたの

だろう…」と思われた方もいるのでは。

そこは大正3年～7年にかけて戦われた第1次大戦

による鉄鋼界の活況により、大正8年～11年にかけ

て京浜電鉄（今の京浜急行）が沿線開発・工業用地

事業推進のために造成した「川崎運河」だった場所

なのです。

造成後、運河沿いにいくつかの工場が進出しまし

たが不況に陥り、運河としては余り利用されず、昭

和16年頃から日本鋼管の鉱滓
こうさい

によって埋め立てられ

消えていきました。

結局工場用地としては完売する見込みが立たず、

売れ残った部分を宅地として分譲し、道路を整備し

たのが今の緑道沿い近辺の街並みなのです。

当時の名称ですと町田村潮田海岸から川崎町八丁

畷付近だった所ですが、現在の名称は朝日町と大東

町の間をとって「日東」、また、公園の方は朝日町と

大東町と浜町だから「日東浜」と名付けたと言われ

ています。

なお、日東緑地を平安公園近くから入る場合は

「京町緑地」が入口となっております。

住所： 日東緑地　朝日町2丁目100－7

京町緑地　川崎区京町3丁目

（備考／日東緑地と京町緑地は歩道のような形でつな

がっております）

日東浜公園　朝日町1丁目61-1
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記事のご感想はFAX503-2051へ10



会員訪問の掲載希望を是非事務局へ 11



記事のご感想はFAX503-2051へ12
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記事のご感想はFAX503-2051へ14

神奈川県法人会連合会の広報委員会では新たな広報活動と致しまして、厚木ビジョンの映像広

告とラッピングバスの運行をおこないましたのでお知らせ致します。

○厚木市ビジョン映像広告

平成20年4月1日より平成21年3月31日までの期

間、1日の乗降客が14万人の小田急線「本厚木駅」

北口駅前にある厚木市ビジョン広告を利用、300イ

ンチの大型ディスプレイからは、全法連TVCMの映像

を使用して毎日午前7時より午後10時までの時間帯

で、1時間に4回、１回につき15秒間の映像広告が配

信されています。

○ラッピングバスの運行

川崎市営バスにお願いし、塩浜営業所管内（川崎区

内エリア）と上平間営業所管内（幸区、中原区、高津

区の多摩川よりエリア）の2系統で2台のラッピング

バスが平成20年8月1日より、1年毎更新の5年間を

予定し、運行いたしました。デザインは、法人会のキ

ャラクター「けんた」を全体にあしらい、法人会を広

く一般の方に知っていただくよう心がけました。

また、国税庁e-Tax（国税電子申告・納税システム）

のキャラクター「イータ君」も入り、e-Taxの推進に

努めました。

厚木市ビジョンの映像広告

県法連広報委員会からのお知らせ
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女性部会では、法人会の組織の一部会として租税教
育、税の啓発活動を積極的に進め法人会活動・各委員
会に2名の役員を派遣し協力すると共に、地域社会の発
展に寄与し知識と教養を高め、親睦を図ることを主に
目的として年間を通して活動しております。

主な活動は次の通りです。
①税務研修会　　　　　　　　　　　　　
②健康講座・ウォーキング　　　
③税を考える週間行事
街頭広報のお手伝い
チャリティーバザー　
④教養講座・観劇会
⑤日帰り又は１泊研修会

⑥事業報告会　

部会だより

女 性 部 会

部会役員メンバー

会長相談役　　本田佐重子

理事相談役　　中根　康子

担当副会長　　吉田千鶴子

部会長　　　　春山　洋子

副部会長　　　難波みや子

副部会長　　　北原美智子

副部会長　　　渡辺　良子

副部会長　　　榎本ひろみ

幹事　　　　　望月　一子

幹事　　　　　田島　君枝

幹事　　　　　井上　明子

幹事　　　　　海山　貞子

幹事　　　　　菅野あつ子

幹事　　　　　大島恵美子

幹事　　　　　藤田　明子

幹事　　　　　大村　範子

幹事　　　　　鈴木　和江
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☆税務相談・法律相談される方は事前に事務局（電話５２１－２５３１）までご連絡ください。 
　なお、税理士の斡旋、無担保・無保証人・低利の公的融資の斡旋は随時行っておりますので、ご利用ください。 
 

新　入　会　員　紹　介 
平成２０年８月～平成２０年９月 

市場南支部 

（株）ダイトリース 
代表者：鈴木　文雄  
栄町通４－４９－１２ 
TEL.５２１－７９３０ 
賃貸業 
紹介者：新設法人説明会 

鶴見中央支部 

（資）天野屋倉庫 
代表者：天野　吉勝  
鶴見中央１－３１－３ 
TEL.５０１－００５８ 
貸倉庫業、不動産賃貸、仲介業 
紹介者：エムエスティ保険サービス（株） 
 
 

鶴見中央支部 

（株）三田福 
代表者：川辺　麻子 
鶴見中央４－３４－２６－８０７ 
TEL.５０３－２８８５ 
飲食店業 
紹介者：（株）森松工業所 

 

第1・第3水曜日 
相談日 11/5（水）・19（水）・12/3（水）・17（水） 

時　間 午後1時 

場　所 税理士会事務局（青色申告会館） 

税務無料相談 
 

第1・第3月曜日 
相談日 11/17（月） 

時　間 午後1時 

場　所 横浜商工会議所鶴見支部 

法律無料相談 
 

 

訃　報 

平成２０年８月２８日(木) 東興運輸（株） 代表取締役　在本　常雄　様 潮田東支部 (事務局受付　８月２９日)
平成２０年１０月３日（金） （株）ミヤトモ 代表取締役　宮良　賢夫　様 市場北支部 （事務局受付　１０月６日） 

 

豊岡佃野支部 

（株）横浜キャットファクトリー 
代表者：嵜川　照幸   
豊岡町２７－２０－２０４ 
TEL.５８０－０６７８ 
ビルメンテナンス業 
紹介者：AIU保険会社 
 
 

矢向・江ヶ崎支部 

（株）マエザワフーズ 
代表者：前澤　哲雄  
矢向２－１７－１２ 
TEL.５８４－２１２４ 
飲食店 
紹介者：AIU保険会社 
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女性部会からのお知らせ 

税を考える週間の一環としてチャリティー 
バザーが行われます。 

皆様ぜひ，ご家族、お友達多数お誘いのうえご来場下さい。 
素晴らしい品々が、皆様をお待ちしております。 

　報道・情報番組の解説でお馴染みの辛坊治郎氏を講師にお招きして新春講演会

を下記により開催致します。 

　辛坊先生は、的確にポイントをおさえた政治・政局の解説で、リポーター、キャス

ターとして長年に亘り、国内外の政界の舞台裏を取材した経験から日頃垣間見るこ

との出来ない内側から見た政治経済の見通しについて、大変興味のわくお話では

ないかと思います。また、会員以外の方も聴講出来ますので皆様お誘い合わせのう

え奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

しんぼう　    じろう 

日時 
 

平成２０年１１月１４日(金)　午前10時～ 
 
場所 
 

鶴見区役所前 

開催日　　平成２１年２月１７日（火）　　　 

受　付　　午後６時　開演：午後６時３０分 

場　所　　鶴見公会堂（JR鶴見駅西口） 

演　題　　「辛坊治郎の新聞ななめ読み」 

　　　　　～メディアは真実を伝えているか～ 

講　師　　読売テレビ理事・解説委員 

　　　　　辛坊　治郎 氏 

入場料　　無料 
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確定申告書ご提出の際は、お手数ですが
この会員シールを切り取ってご利用下さい。

税を考える週間行事予定 
 

税を考える週間行事予定 
 

日時○平成２０年１１月１４日（金） 

　　　１０：００～ 

場所○鶴見区民文化祭会場 

　　　（鶴見区役所前広場） 

主催○（社）鶴見法人会　女性部会 

チャリティバザー 

日時○平成２０年１１月１８日（火） 

　　　受付１４：００　開式１５：００ 

場所○鶴見会館２階 

主催○鶴見税務署 

 

納税表彰式 

日時○平成２０年１１月１１日（火） 

　　　１０：００～ 

場所○鶴見区役所 

主催○東京地方税理士会鶴見支部 

税の無料相談 

日時○平成２０年１１月１１日（火） 

　　　１０：００～ 

場所○JR鶴見駅周辺 

主催○（社）鶴見法人会、青色申告会、 

　　　　鶴見区納税貯蓄組合連合会 

 

街頭広報 

★各種パンフレット、風船等 

会員増強 
キャンペーン 

 税
を
知
り
、 
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つ 

法
人
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９月から１２月までは、会員増強運動実施期間です。 
お知り合いの方、ご近所の方に、声をおかけください。 
 


