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吉田憲司
玉川税務署 署長

　新年明けましておめでとうございます。年頭
に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　坂東会長をはじめ公益社団法人玉川法人会の
役員・会員の皆様には、日頃から税務行政全般
にわたり深いご理解と格別のご支援・ご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。昨年はコロナ禍
により、各種行事が中止を余儀なくされる中、
税に関する絵はがきコンクールの実施やオンラ
インによる講演会の開催など、税に関する周知
・啓蒙活動にもご支援・ご協力をいただいてお
り、重ねて御礼申し上げます。
　さて、間もなく所得税等の確定申告の時期を
迎えますが、感染症拡大防止の観点からも、自
宅で申告可能なe-Taxのご利用をお願いします。
e-Taxはスマホによる作成もできますので、非
常に便利です。また、金融機関に出向かずに納
税ができる「キャッシュレス納付」もあります
ので、併せてご利用をお願いします。
　今年は「壬寅（みずのえとら）」になります。
「壬寅」には厳冬を超え、芽が吹き始め、新し
い成長が始まるといった意味があるそうです。
今年こそ、コロナ禍で停滞した経済や人々の繋
がりなどが回復し、公益社団法人玉川法人会の
益々のご発展と会員の皆様のご事業のご繁栄に
つながる年になりますことを祈念いたしまして、
新年のご挨拶とさせていただきます。

坂東義治
玉川法人会 会長

　新年明けましておめでとうございます。会員
の皆様には、コロナ禍で厳しい事業運営を強い
られている昨今ですが、健やかな新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
　昨年、一昨年と続いたコロナ禍では、多くの
会員企業の皆様において過去に経験しない未曾
有の試練が発生し、翻弄され続けた2年間であ
ったことと推察いたします。玉川法人会におい
ても公益社団法人の冠をいただきながら、計画
された多くの公益事業が中止や延期の憂き目と
なりましたが、一方では、理事会等の決議機関
においてもリモートによる決議が可能となりま
した。試行錯誤の最中ですが、各種公益事業に
おいてもリアルとリモートを併用した運営を始
めており、各種セミナーやイベントの開催へと
活用の範囲を広めております。
　オミクロン株の出現により感染症の第6波の
発生が懸念されている昨今ですが、新型コロナ
ウイルスの出現から私たちが学んできた多くの
感染症対策を実践すると共に、それぞれの企業
において取り組み始めた施策をさらに深化させ
ることが、新たな飛躍の原動力となるのではな
いかと思います。
　新年が会員企業の皆様にとって飛躍の年とな
ります様ご祈念申し上げまして、新年のご挨拶
とさせていただきます。

新
年
の
ご
挨
拶

※副会長、監事、専務理事、各委員長、
　各支部長、各部会長からの新年のご挨拶は
　玉川法人会ホームページよりご覧ください。
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事業や取り組みについてお伺いでき
ますでしょうか。
吉田署長：税務署の重要な仕事のひ
とつに、調査と徴収があります。時
効が迫っている事案もありましたの
で、調査は緊急事態宣言下でも実施
しました。10月に緊急事態宣言が
明けてからは、いままでどおりに実
施できるようになりましたが、コロ
ナ禍は完全に収束しているわけでは
ありませんので、納税者の状況をお
聴きしながら慎重に進めています。
坂東会長：昨年は、新型コロナウイ
ルスの影響で玉川法人会のほとんど
の事業が中止か延期になりました。
しかしながら、10月に緊急事態宣
言が解除された以降は事業も進み出
しました。法人会の公益事業として、
11月中旬の1週間は「税を考える週
間」と題して、玉川税務署のお力添

評論家の上念司先生にご出演いただ
き、多岐にわたるお話を頂戴しまし
た。会場に集まった方は約30名、
ネット上では100名以上が参加しま
した。
松浦副会長：コロナ禍の制約が多い
中で積極的に取り組んでいますね。
坂東会長：あとは、女性部会を中心
に「税に関する絵はがきコンクール」
も開催しました。コロナ禍の影響が
あったにもかかわらず、玉川税務署
管内17校中14校からの応募があり、
応募数も昨年を上回る358の作品を
いただきました。甲乙つけがたい素
晴らしい作品が集まり、上位の5作
品を玉川税務署長賞、世田谷都税事
務所長賞、世田谷区長賞、玉川法人
会会長賞、玉川法人会女性部会長賞
として選出しました（P8参照）。
　また、社会貢献委員会における献
血活動の取組でも、玉川税務署のお
力添えをいただきました。部会や支
部でも様々な事業が動き出しており
ますので、このまま新型コロナウイ
ルス感染症の沈静化を願っています。

松浦副会長：税に関する話題といえ
ば、確定申告の時期が近づいてまい
りました。今年の確定申告の概要を
お知らせください。また、スマホ申
告やダイレクト納付など便利な申告
方法等も普及していますね。
吉田署長：確定申告の会場は、例年
どおり渋谷の「ベルサール渋谷」で
すが、会場に行かなくても手続がで
きるe-Taxの利用がおすすめです。
混雑を避けるためにも、スマートフ
ォンやタブレットでの申告をお願い
します。実際、一度やってみると次
年度以降はスムーズに電子申告に移
行している方がたくさんいます。納
付も、従来は金融機関で納付してい
ただいていましたが、コロナ禍で非
接触の時代ですので、キャッシュレ
スでの納付をお願いしております。
振替納税もありますし、e-Taxを使

ました。また、現状では、事業者に
その仕組みが十分に理解されている
とはいえません。先日、理事会の後
に法人会監事の久野税理士先生から
事業者の立場で講演いただき、解り
やすく実務の役に立つインボイス・
セミナーであったと評判でした。今
後は、各支部でも勉強会を行って会
員企業への周知に努めたいと思いま
す。ただ、実務を進めるにあたって
は時間がなく、切迫しています。
松浦副会長：消費税の重要度が大き
くなっていることも、導入の背景に
あるのでしょうか。
吉田署長：現在、国の収入の約2割
を消費税が占めています。景気に左
右されない安定した税であり、社会
保障費が上昇し続ける現状において、
極めて重要な財源です。また、消費
税は事業者が課税売上から課税仕入
れに係る消費税額を引いて計算しま
すが、言わば消費者の方からの“預
り金”のような性格をもつ税金でも
あります。インボイス制度が導入さ
れますと、仕入先が納税した消費税
額が取引先に正確に伝えられること
により、適切な消費税が転嫁される
効果が期待されます。小学生から高
齢者まで公平にご負担いただいてい
る税ですから、確実に国に納付いた

うございます。今年はコロナ禍が収
束し、感染症が社会にもたらす影響
がなくなる年になることを祈念して
います。
吉田署長：坂東会長をはじめ、玉川
法人会の皆さんには、日頃から税務
署の業務にご理解とご協力をいただ
きありがとうございます。昨年に引
き続きまして、本年もよろしくお願
いいたします。
松浦副会長：昨年の総括としまして、
コロナ禍における法人会や税務署の

松浦副会長：明けましておめでとう
ございます。いよいよ令和4年が幕
を開けました。対談の前に、まずは
新年の挨拶からよろしくお願いいた
します。
坂東会長：新年明けましておめでと

新しい
税制度を語る。

令和4年、新年が幕を開けた。
コロナ禍において、法人会と税務署の役割が大きくなりつつある現状と、

来年から導入が始まるインボイスなどの新しい税制度について、
キーマンである坂東会長と吉田署長にお話を伺った。

坂東義治
玉川法人会 会長

吉田憲司
玉川税務署 署長

新春対談!

えをいただきながら取り組みま
した。特に新たな試みとして、
今回の講演会はZOOMを併用
した形式で実施しました。経済

ったダイレクト納付、クレジットカ
ードを使った納付もできますので、
ぜひご利用願います。
松浦副会長：玉川法人会は、e-Tax
の利用が他の法人会よりも進んでい
ると聞きました。
吉田署長：皆様のご協力もあり、玉
川税務署のe-Tax利用率は他署に比
べて高くなっています。
坂東会長：若い会員さんがリードし
て進めていますし、年配の方も積極
的に勉強会に参加しています。新し
いシステムに意欲的に取り組んでみ
ようという気風が、玉川法人会の中
にはありますね。
松浦副会長：続いて、消費税に関す
るインボイス制度についても伺いた
いです。
吉田署長：インボイス制度は、令和
5年10月から始まります。ひと言で
言えば、「インボイスは、購入者が
消費税をいくら支払ったのかを証明
する書類」です。ご承知のとおり、
我が国の消費税率には8％と10％の
2種類があります。区分を明確にし
た請求書が必要ということになり、
導入される制度です。
松浦副会長：これまでも、取引を行
えば、請求書や領収証に税込価格や
消費税額が表示されています。具体
的には何が変わるのでしょうか。
吉田署長：インボイスを発行できる
のが「適格請求書発行事業者」に限
られる点です。消費税の納税義務の
ない免税事業者は発行できません。
発行するためには、課税事業者の登
録手続が必要で、要件に沿って発行
できる体制をご準備いただくことに
なります。取引先にも影響を与えて
しまう可能性がありますので、早め
の登録をお願いします。
松浦副会長：インボイス制度は中小
企業側からどう受け止められている
のでしょうか。
坂東会長：消費税の納税義務がなか
った中小企業に税負担や申告事務の
負担がのしかかるため、玉川法人会
として当初は反対の立場をとってい

コロナ禍の中で
取り組んだ事業

昭和37年生まれ。出身は富山県
滑川市。昭和60年4月に東京局
採用後、主に調査事務に従事され、
前任は課税二部資料調査第二課長
として法人税調査の最前線で指揮
官として活躍。また、平成15年
に金融庁、平成22年に預金保険
機構に出向し、国税以外の経験も
豊富。趣味は散歩

玉川税務署 署長
吉田憲司

Profile

昭和24年生まれ。出身は北海道。
昭和43年4月に、父の経営する
東陽化成に入社、昭和61年10月、
父の逝去により代表取締役に就任。
現在はグループ会社ビーアンドオ
ー研究所の取締役会長。平成4年
5月より玉川法人会理事。以後、
常任理事、副会長など各役職を歴
任し、令和3年6月より会長に就任。

玉川法人会 会長
坂東義治

Profile

確定申告とインボイスは
今後の大きなテーマ



76

を考えていきたいですね。
松浦副会長：最後に、新春対談と1
年間の希望や抱負を交えながら、お
話をいただけますか。
坂東会長：新型コロナウイルス感染
症は瞬く間に全世界に広がった逃げ
場のない問題です。2年前にこのよ
うな事態になるとは誰もが想像して
いなかったことでしょう。しかしな
がら、未曾有のパンデミックの中で
も、大多数の企業は収束後を見据え
た投資や展開をしていますので、新
しい事業が生まれる予感がします。
企業は、事業の存続のためにも積極
的に変化することを考えていかなけ
ればなりません。法人会としては、
会員の方々の事業が一層繁栄してほ
しいと願っていますし、協力できる
こともたくさんあると考えています。
コロナ禍が完全に収束していない中、
予期せぬ問題は起きると思いますが、
懸命に乗り越えていける強い法人会
になってもらいたいと思います。
吉田署長：国税庁は、近年組織理念
を変更し、納税者へ自発的な納税義
務の履行をサポートすることを定め
ました。法人会とは長いお付き合い
をしていますし、これからも税務署
のことをよく知っていただきたいと
いう想いもあります。署長は毎年変
わりますが、法人会の活動を尊敬す
る気持ちはどの署長も持っており、
変わるものではありません。今後も
税に関する情報を発信し、会員の皆
さんと膝を突き合わせて話ができる
場を設け、相互に協力できる関係の
構築に努めていきたいです。
　私事ではありますが、今年は年男
と厄年が一緒にやって来ます。健康
に留意しながら、税務職員としての
責務を最後まで全うしていきたいと
考えています。
松浦副会長：本日はありがとうござ
いました。 

法
人
会
と
税
務
署
が

 一層
の
連
携
を
進
め
な
が
ら

税
制
度
の
認
知
を
図
る

　その一方で、税金は、国が良くな
るために必要な一種の“会費”のよ
うなものだと考えています。そこを
ごまかそうという人は、法人会の中
には本質的にいません。税金が有効
に使われて自分たちに還元され、公
共施設の質も高くなり、安心して住
める街になっていると実感できれば、
誰もが納税の重要性を実感できると
思います。税金は取られるものだと
いう感覚ではなく、自分たちの地域
や国が豊かになるために納めている
のだと実感できるようにしていただ
きたいです。税務署からも、税金の
使途に関する話題を発信してほしい
ですね。
吉田署長：冒頭、坂東会長からもあ
りました「税を考える週間」ですが、
かつては「税を知る週間」という名
称でした。平成16年に、単に税を
知るだけではなく、皆さんが能動的
に税の仕組みや目的を考えていただ
き、国の基本となる税に対する理解
を深めていただくことを明確にする
ため、現在の名称に改めました。税
金の使途については、国税庁レポー
トや財務省広報資料などにも掲載し
ていますので、ぜひご覧いただけれ
ばと思います。他に我々が協力でき
ることはありませんか。
坂東会長：法人会の公益事業の一番
目には税務知識の向上と税制への提
言活動が入っており、税務署との情
報交換や会員への情報発信に取り組
んでいます。ただ、かつては税務署
幹部と法人会との間で意見交換する
機会が多かったのですが、平成12
（2000）年から公務員の倫理法の問
題で難しくなりました。さらに、昨
今のコロナ禍の影響で一層疎遠にな
ってしまいました。交流を深める機
会ができれば、意見交換などができ
る場も増えます。制約の中で、でき
ることを模索していきたいと考えて
います。
吉田署長：そうですね。我々公務員
は倫理法の制約がありますが、可能
な範囲の中で交流を深めていくこと

下の方は免税事業者になりますし、
令和11年までは経過措置もありま
す。免税事業者のままが良いのか、
課税事業者になるべきなのか、事業
の規模や内容によっても様々です。
税務署では事業者の皆さんに有益な
情報の発信に取り組んでまいりたい
と考えています。

松浦副会長：吉田署長から、法人会
への要望がありましたら教えてくだ
さい。
吉田署長：税務調査については、法
律に則った手続を取らねばならず、
その一方で職員数も限られているこ
とから、調査対象を絞らなければな
りません。つまり、調査必要度の高
い企業に対して優先的に人的資源を
投下していくことになります。法人
会の会員企業の皆さんが、特に調査
の必要度が高くなければ、他の真に
調査へ行くべきところに労力を割く
ことができますので、ぜひとも範た
る経理処理を励行していただければ
と思います。
坂東会長：全法連では「自主点検チ
ェックシート」を作成して会員企業
への利活用を推進していますので、
精度の高い申告を行っているものと
自負しています。

コロナ禍における
法人会の役割は大きい

だくためにも必要な制度な
のです。
坂東会長：「難しい」「面倒
だ」という声は中小企業の
中から聞こえてきます。公
平に処理できる仕組みを考
え、事業者の負担が軽減さ
れるようにすることが大事
ですね。
吉田署長：もちろん、無理
をして適格請求書発行事業
者になる必要がない職種も
多く、例えば取引先の大多
数が事業者ではないケース
などがそれに当たります。
また、売上が1,000万円以

インボイス制度の
詳細はこちらから
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秋田県出身地

スノーボード趣味

なんとかなるさモットー

鈴木 哲明
すずきてつあき

氏名

新
任
幹
部
プ
ロ
フィ
ー
ル

今
年
度
の
玉
川
税
務
署
の
幹
部
を
紹
介
し
ま
す
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
！

公益社団法人 玉川法人会 令和3年度－令和4年度 役員

会長 坂東 義治 ばんどう よしはる ㈱ビーアンドオー
研究所 取締役会長

副会長
（総務・財務委員長） 平山 武司 ひらやま たけし ㈱ニッポンダイナミック

システムズ
代表取締役
社長

副会長
（組織・厚生委員長） 松浦 政幸 まつうら まさゆき ㈱松浦 代表取締役

副会長 （社会貢献・
公益事業推進委員長） 村田 宣政 むらた のぶまさ ㈱にっぱん 取締役会長

副会長
（会館建設推進委員長）大塚 繫夫 おおつか しげお ㈱大塚園 代表取締役

監事 久野 豊仁 くの とよひと 久野税理士事務所 代表

監事 大鎌 博 おおがま ひろし 明友不動産㈱ 代表取締役
社長

専務理事 松村 德弥 まつむら とくや （公社）玉川法人会 専務理事

常任理事
（税制委員長） 大島 光隆 おおしま みつたか ㈱平野デザイン設計 総務・経理部長

常任理事
（広報委員長） 清水 明洋 しみず あきひろ ㈱清水 代表取締役

常任理事
（研修委員長） 尾沼 明 おぬま あきら ㈱テクノエコ 取締役COO

常任理事
（第 1支部長） 森 功一郎 もり こういちろう ㈲森美建設 代表取締役

常任理事
（第2支部長） 出澤 素賀子 でざわ すがこ ㈲エスアンドケイ

コンサルティング 取締役

法人会役職 氏名 ふりがな 会社名 役職

常任理事
（第3支部長） 兼子 成昭 かねこ なりあき ㈲カネヨ商会 代表取締役

常任理事
（第4支部長） 石井 伸二 いしい しんじ 旅日本㈱ 代表取締役

常任理事
（第5支部長） 兼益 宏行 かねます ひろゆき ㈱アイディール・

プラス 取締役

常任理事
（第6支部長） 鈴木 準之助 すずき じゅんのすけ ㈱鈴浅 取締役

常任理事
（第7支部長） 三條 正人 さんじょう まさと 三條機材㈱ 代表取締役

社長

常任理事
（第8支部長） 上平 亮 うえだいら りょう ジーコン・

インターナショナル㈲ 取締役

常任理事
（第9支部長） 下村 十紀子 しもむら ときこ ㈱トキ・プランニング 代表取締役

常任理事
（第10支部長） 鈴木 康二 すずき こうじ ㈲鈴康 代表取締役

常任理事
（第11支部長） 丸山 正高 まるやま まさたか ㈱丸山工務店 代表取締役

常任理事
（第12支部長） 橋本 文子 はしもと ふみこ ㈲立花商事 取締役

常任理事
（青年部会長） 豊嶋 啓聡 とよしま ひろとし 賛助会員 ―

常任理事
（女性部会長） 田村 尚美 たむら なおみ ㈱トゥインズ 代表取締役

常任理事
（源泉部会長） 松永 浩昌 まつなが ひろよし いであ㈱ 営業管理部長

法人会役職 氏名 ふりがな 会社名 役職
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　11月の「税を考える週間」にちなんで行われる「税に関す
る絵はがきコンクール」は、昨年で10回目を迎えました。こ
のコンクールは、小学生（高学年）に正しい税金の知識を知っ
てもらうために、全国の法人会で女性部会が中心となって毎年
実施されています。法人会の活動の中でも、最も重要な事業の
ひとつと言っていいでしょう。
　税金を納めるのは何のためなのか？　税金は自分たちの社会
にどう役立っているのか？　絵はがきを描くことが、そうした
大事なことを学ぶきっかけになっています。児童たちは保護者
と勉強しながら、工夫を凝らした表現で毎年素晴らしい力作を

も感謝しています。
　コロナ禍においても、毎年小学校の先生方にご協力いただき、
表彰式には校長先生も参加してくださるほどでした。昨年は、
玉川税務署管内の15の小学校から、358点の楽しくて素晴ら
しい作品が集まりました。
　選考会では、大人たちがカラフルな作品を目の前に感動した
り、驚きながら、受賞作品を1枚ずつ丁寧に選んでいきます。
この作業は、なかなか楽しいものです。
　そして12月に、表彰式が行われました。受賞者は、皆緊張
した面持ちでイスに座り、税務署長や法人会会長の言葉を静か

受賞作品
発表

応 募 総 数

358点

税税にに関関すするる絵絵ははががききココンンククーールル第10回

女性部会長 田村尚美

に聞いています。児童たちが
大人になって税金を払うよう
になったら、この時の気持ち
を思い出してほしいものです。
そして、税金の意味を大切に
考えてもらいたい、と願わな
いではいられません。

応募してくれます。
　4月から小学校を訪問した
り、応募用紙を送ったり、ポ
スターを作ったりしました。
意義を感じながら協力をして
くれる女性部会員の皆さんや
青年部会の皆さんには、いつ

金賞

優秀賞

玉川法人会会長賞

等 力々小学校
6年 林 怜生さん

八幡小学校
5年 塩野 莉緒さん

世田谷区長賞

尾山台小学校
6年 小池 希さん

玉川法人会女性部会長賞

深沢小学校
6年 植田 智早さん

玉川小学校
6年 小田 百合子さん

玉川税務署長賞

深沢小学校
4年 堂東 舞利夏 ソフィアさん

玉川小学校
6年 渡邊 ことはさん

世田谷都税事務所長賞

八幡小学校
5年 稲木 千賀子さん

玉川小学校
6年 岩本 ひなたさん

桜町小学校
6年 林本 杏さん

表彰式の様子

表彰式の様子 会長の挨拶

表彰式の様子

入選
東玉川小学校 4年 安保 貴博さん

東玉川小学校 4年 李 佑希さん

八幡小学校 5年 田代 小百合さん

八幡小学校 5年 佐藤 蒼佑さん

八幡小学校 5年 本多 真子さん

八幡小学校 5年 田 誉さん

九品仏小学校 6年 石田 千紘さん

等 力々小学校 6年 佐藤 愛玲菜さん

玉川法人会賞
東玉川小学校 5年 岡本 葵さん

八幡小学校 5年 髙柳 到真さん

八幡小学校 5年 宮島 綾子さん

尾山台小学校 4年 上籔 ひまりさん

玉川小学校 6年 中村 向日葵さん

中町小学校 5年 佐藤 陽輝さん

中町小学校 5年 佐藤 真優さん

桜町小学校 4年 鵜飼 琴那さん

二子玉川小学校 6年 小川 和歌さん

深沢小学校 6年 山本 珠由和さん

等 力々小学校 6年 宮路 ひよりさん

玉川小学校 6年 矢野 健人さん

玉川小学校 6年 山元 はぐむさん

玉川小学校 6年 永田 つむぎさん

玉川小学校 6年 髙橋 奏太さん

玉川小学校 6年 渡邊 唯香さん

中町小学校 5年 浅野 証さん

中町小学校 5年 小林 ゆり奈さん

中町小学校 5年 髙木 大幹さん

二子玉川小学校 6年 藤田 真央さん

中町小学校 5年 新居田 真央さん

深沢小学校 6年 堤 更紗さん
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2～4月のスケジュール
新設法人説明会 ★
13:30 玉川税務署3日（木）

ゴルフ同好会
9:25 東京よみうりカントリークラブ1日（火）

決算法人説明会 ★
13:30 玉川税務署8日（火）

社会貢献委員会
15:00 玉川町会10日（木）

女性部会 全国女性
フォーラム静岡大会
14:00 ツインメッセ静岡

14日（木）

研修委員会
18:00 玉川ボランティアビューロー24日（木）

決算法人説明会 ★
13:30 尾山台地区会館B125日（金）

青年部会トップランナー
講習会 ★ 玉川区民会館ホール25日（金）

第4支部インボイス
セミナー 16:30 玉川町会29日（火）

第4支部 新年懇親会
18:00 Down Home
Restaurant&Bar4日（金）

正副会長会議 14:00 玉川町会

理事会 15:00 玉川町会8日（火）

発行人／公益社団法人玉川法人会　会長 坂東義治　編集／公益社団法人玉川法人会 広報委員会
事務局／東京都世田谷区玉川2丁目1番15号

TEL 03-3707-8668　FAX 03-3707-4992　https://www.tamagawa.or.jp

※上記は1月17日現在のものです。
※★は一般の方も参加できる行事です。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止または変更になる場合があります。
※最新情報は、玉川法人会ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

2
月

3
月

4
月



渋谷支社/東京都渋谷区道玄坂1-10-8（渋谷道玄坂東急ビル3F）
TEL 03-5489-6800

東京キャリアエージェント営業部/東京都新宿区西新宿2-4-1（新宿NSビル14階）
TEL：03-5320-2561　


