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根津 釜竹『うどん』

マミーズ・アン・スリール本店『パイ』

釜揚げうどん専門店。コシのあるうどんが美味で、
酒と酒肴も上質。庭園に臨み、石蔵を改造した建物も風情がある。

アップルパイの専門店。ホールのパイが並ぶ店内は温もりが溢れている。
キッシュやパウンドケーキも素朴な味わい。

◆

◆

文京区根津2-14-18
☎03-5815-4675
◉営業時間／火〜土：11：30〜14：00、17：30〜21：00
日・ 祝：11：30〜14：00、17：30〜20：00
◉休店日／月曜日

文京区西片1-2-2
☎03-3812-0042
◉営業時間／平
日：10：00〜19：00
土・日・祝：9：00〜19：00
◉休店日／不定休

イラスト／ふるさと画家：上野啓太
引用／
「食の文京ブランド100選 おいしゅうございまっぷ」
より
※
「食の文京ブランド100選」
とは、区内商工団体が中心となって食生活ジャーナリストの岸朝子氏を委員長に
「食の文京ブランド選考委員会」
を設置。
文京区内の優良な飲食店やお土産品店100店を推奨し、区内の地域活性化を図ることを目的としている。

着任のご挨拶

国民の皆様に
信頼される税務行政を
本郷税務署長

堀腰 三知男

秋涼の候、公益社団法人本郷法人会の皆様には、
益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。
この度の人事異動により、本郷税務署長を拝命し、
東京国税局調査部から転任してまいりました堀腰でご
ざいます。前任の山本署長同様、よろしくお願い申し
上げます。
公益社団法人本郷法人会の皆様方には、平素から

お借りしまして感謝申し上げる次第です。
今後も税制改正への対応、番号制度の導入、e-Tax
（電子申告・電子納税）の一層の普及と定着など、取組
むべき課題は山積しております。
特に e-Tax につきましては、法人会の皆様方のご理
解とご協力が不可欠です。顧問税理士からの「代理送
信」を中心とした法人税、消費税の申告、また、手続き

税務行政に対しまして深いご理解と暖かいご支援を賜

が簡便で利便性の高い「源泉所得税等の月々の納付」

り、厚く御礼申し上げます。

等からご利用を始めていただければ幸いに存じます。

貴会におかれましては、昭和２５年の創立以来、会

私どもといたしましては「納税者の自発的な納税義

員企業の経営と地域社会の健全な発展のために、本会

務の履行を適正かつ円滑に実現する」という国税庁の

と部会とが一致協力して各種研修会や講演会の開催

使命を果たすために、
「国民の皆様に信頼される税務

をはじめ、社会貢献活動としての「税に関する絵はがき

行政」を目指し、納税者利便の向上と時代の変化に即

コンクール」や「租税教室」を通じた税の啓蒙活動、更

した税務行政を推進してまいりたいと考えておりますの

に本年７月からは、企業の内部統制面や会計面の質的

で、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

向上を通じて、税務コンプライアンスを向上させる新た
な取り組みを開始するなど、地域に密着した様々な事

ところで、貴会では、公益社団法人に移行されてか

業活動を展開されてこられたと伺っております。これも

ら三期目となり、各事業の再構築・効率化を推進される

ひとえに利根川会長をはじめ役員並びに会員の皆様方

と伺っております。
「いい出会い地域に根ざす本郷法人

のご熱意とご尽力の賜物であり、深く敬意を表するとと

会」として更に充実した活動の展開を期待いたしますと

もに、重ねて御礼申し上げます。

ともに、貴会と当署とがこれまで培ってまいりました信
頼関係を大切にし、緊密な連絡協調関係を更に推進し

さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、少子高齢

てまいりたいと考えておりますので、今後とも、税務行

化、ＩＣＴ化に伴う社会経済構造の大きな変化に加え、

政の良き理解者として、一層のお力添えを賜りますよう

アベノミクスによって経済社会が急激な変化を見せるな

お願い申し上げます。

ど、大変厳しい状況にあります。
このような環境の中、本年４月には消費税率が５％

結びにあたりまして、公益社団法人本郷法人会の

から８％へと改正され、改正法の施行から五か月が経

益々のご発展と、会員の皆様方の事業のご繁栄並びに

過しましたが、会員の皆様方のご協力により、本郷税

ご健勝を心から祈念いたしまして、着任の挨拶とさせて

務署管内におきましても大きな混乱もなく、おおむね円

いただきます。

滑に実施されているものと認識しております。この場を
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本郷税務署新幹部等プロフィール
Executive Profile

役

職

署長

役

職

副署長

名

前

堀腰

名

前

竹之下

前

任

東京国税局・調査第二部・
調査第 7 部門・統括官

前

任

東京国税局・調査第二部・
消費税課・課長補佐

出身地

北海道

出身地

長野県

趣

孫とのお風呂・日帰り温泉

趣

蕎麦打ち

継続は力なり

モットー

（ふりがな）

味

モットー

ほりこし

三知男
みちお

メッセージ 本郷税務署での 1年を法人会の皆様のお力をお借

りして思い出多いものにしたいと思います。1年間
どうぞよろしくお願いします。

役

職

特別国税調査官

名

前

山口

前

任

江戸川南署・法人・特調官

（ふりがな）

やまぐち

和久

かずひさ

出身地

福島（会津）

趣

スポーツ少年団代表
( ミニバス指導）

味

モットー

地域に貢献するのが生きがいです

メッセージ 法人会の税務行政への理解や協力なくしてはより

よい税務行政は図れません。よろしくお願いいた
します。

役

職

総務課長

名

前

鈴木

前

任

東京国税局・課税第一部・
資料調査課・総括主査

（ふりがな）

すずき

普之

ひろゆき

出身地

千葉県

趣

スポーツ観戦

味

モットー

雑草の如く逞しく！

メッセージ 本郷署の勤務は初めてになります。法人会の皆様

（ふりがな）

味

職

法人4 部門統括官

名

前

中村

前

任

誠

まこと

健康第一

メッセージ 歴史を感じる本郷税務署に着任し、この 1年楽し

みだなあと感じております。2 年になるかもしれま
せんが、どうぞよろしくお願いします。

役

職

特別国税調査官

名

前

橋本

前

任

東京国税局・調査第三部・
調査 31部門・総括主査

（ふりがな）

熊本県

趣

剣道

味

モットー

雄二

はしもと

出身地

ゆうじ

元気で明るく

メッセージ 28 年ぶりの税務署勤務になります。

1年間どうぞよろしくお願いします。

役

職

法人 2 部門統括官

名

前

鎌田

前

任

日本橋署・特官法人・上席調査官

（ふりがな）

かまた

昭

あきら

出身地

秋田県

趣

園芸・美術鑑賞

味

モットー

ゆとりを持つ

メッセージ 本郷税務署は約10 年ぶり２度目の勤務となりま

す。１年間どうぞよろしくお願いいたします。

にはご迷惑をお掛けする場合もあろうかと思いま
すが、1年間どうぞよろしくお願いします。

役

たけのした

役

職

法人部門連絡調整官

名

前

中川

豊島署・法人２・統括官

前

任

板橋署・法人 3・上席調査官

出身地

長野県

出身地

富山県

趣

映画鑑賞

趣

読書

何事も楽しむ

モットー

（ふりがな）

味

モットー

なかむら

和子

かずこ

メッセージ 本郷署での勤務が充実したものになるよう努めた

いと思っています。１年間どうぞよろしくお願いい
たします。

（ふりがな）

味

なかがわ

由希恵
ゆきえ

いつも明るくほがらかに

メッセージ 本郷署での勤務は初めてになります。

１年間どうぞよろしくお願いいたします。
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税務署だより

tax office message

〜
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Question ＆ answer about the tax

誤って印紙税を納付した場合、返してもらえるの？
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～
税理士・行政書士
リサ
リサ

入印紙の額が多すぎると言われたのですが。
建設工事の注文請書は、通常の請負契約書より印紙税額が軽減されていますよ。

ところで、いくら多かったのですか。
リサ

リサ

美德   

この間、注文を受けた建物建設工事の注文請書に収入印紙を貼って先方に提出したら、収

サキ先生
サキ先生

山端

記載金額が 1 ,600万円の注文請書なのですが、15 ,000 円の収入印紙を貼っていました。

でも、調べてみると、平成 26 年 4月から平成 30 年 3月までに作成する建設工事の請書は、10 ,000
円に変更になっていました。以前、先生から「税額が変わるから、注意してね」と言われたのを思い
出しました。どうすればいいでしょうか。
サキ先生

サキ先生

この場合、作成者である当方において差額分の還付を受けることになります。具体的

には、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」の提出をすることになりますが、その際、印紙を貼っ
た注文請書を提示する必要がありますので、先方から預かってください。そこで確認を受けることに
よって、多く納めた 5 ,000 円は当方の銀行口座に後日振込入金されることになります。
また、注文請書については、確認印を押印のうえ返却してもらえます。
リサ

還付の手続きはいつまでに行わなければいけないのですか。

リサ

サキ先生

印紙を貼り付けた日から 5 年の間に請求手続きを行わなければいけません。

サキ先生

リサ

今回のように多く納めた場合のほかにも還付請求ができる場合がありますか。

リサ

サキ先生
サキ先生

印紙税がかからない文書に誤って印紙を貼った場合や、印紙を貼ったものの契約書の

作成途中で書損などにより使用する見込みがなくなった場合なども、還付の対象となります。
ただし、契約書として成立した後に、修正または変更などにより、再度契約書を作成するような場合
には、一旦契約が成立しているため、修正または変更前の契約書は還付の対象にはならないので注
意してください。

リサ

リサ

収入印紙で使用見込みのないものも返してもらえるのですか。

サキ先生
サキ先生

不要になった未使用の収入印紙は、印紙税として還付を受けることはできませんし、郵

便局で買い戻しもできません。ただし、郵便局の窓口で手数料を支払って他の額面の収入印紙と
交換することができます。
リサ

リサ

わかりました。そういえば、領収書に貼る収入印紙も今まで３万円未満が非課税だったの

が、平成 26 年 4月以降に交付する場合は５万円未満まで非課税となりましたね。気をつけないと！

筆者紹介

山端 美德（やまはた・よしのり）
1963 年生まれ。国税庁長官官房事務管理課、東京国税局課税第二部調査部門、同消費税課などを経て、神奈川県相模原市で税理士登録。
中小企業を中心に財務・税務サービスを行う。認定経営革新等支援機関。
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会員増強月間に向けて

10 ⇨
12
月

（ 10月〜12月）

月

楽しい仲間作りを !!
会

長

利根川 政明

法人会活動にご支援を賜り厚く御礼申し上

費は月額 1 ,000 円です、必ずご理解を頂けると
思います「いい出会い、地域に根ざす

げます。
財政の健全化、世代交代の準備はお蔭様で

本郷

法人会」お力添え宜しくお願い致します。

一歩一歩進んでおります。重要な会員拡大が

厚生組織委員会の皆様を始め、役員の皆様

困難を極めております。役員の皆様に賛助会

にはお世話になりますが、地域活性化、法人

員 100 社をお願いしています。ご近所のお食

会活性化に頑張って行きましょう !!

事屋さんや商店様を是非お誘いください。会

100 社の仲間を迎え入れましょう
厚生組織委員長

田中 元浩

今年も会員増強月間の季節がやって参りま

化し、より身近な目標を立て推進していく所

した。各支部、地区の役員の皆さまには日頃

存です。正会員、賛助会員を問いません。法

より献身的なご協力を賜り誠にありがとうご

人会の主旨をご理解いただければ、賛助会員

ざいます。

は管轄内の法人でなくても、また個人でも入

昨年は厚生組織委員長を拝命し初めての会

会できる会員資格です。割安な会費もさるこ

員増強月間でした。第 1 支部から第 7 支部全

とながら、是非メリットを享受いただき、仲

ての役員会に参加させていただき、日頃お目

間をひとりでも多く迎え入れ、いい出会いを

にかからない役員の方たちともお会いでき、

お互いにしたいと思います。

懇親を深めるとともに、支部地区ごとの特色
を実感し、本郷法人会エリアの面積とは違っ

心より皆さんのご尽力を賜りますようお願
い申し上げます。

た広さを感じました。
昨年は、役員 1 人につき 1 社の新会員獲得
を目標に掲げ推進して参りましたが、結果は
半数以下に留まりました。現実を突きつけら
れ、難しさを改めて実感したしだいです。
しかし「目標なくして行動できず、行動な
くして結果は得られず」の精神を今年も引き
継ぎ、本年度は新たに「 100 社の新会員獲得」
を目標に掲げたいと思います。
100 社を各支部、更には地区の割合ごと細分
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いい出会い
地域に根ざす
本郷法人会
新規会員募集中です

ID・パスワードは
事務局まで
お問い合わせ下さい。

会社や自宅にいながらインターネットから見たいセミナーが予約できます。
◀会員無料〈レンタル・往復送料〉

会員でよかった！
待望のサービス！
思いたったら即クリック

▲セミナー・オンデマンドはインターネットの環境さえあれば様々なセミナー・講演会を配信するシステムです。
お好みのセミナー・講演会がいつでもどこでもご都合の良い時にご覧になれます。
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法人会の活動
福島復興支援・バス視察研修会を実施して（ 6 月15 日・16 日）

女性部会長

三回目となったバス研修会、今回はいわき市を訪問しました。

山中 一江

いわき市は原発４０ｋｍ圏で、３０ｋｍ圏内の避難者の多い地域だそうです。
一口に被災地と言ってもそれぞれの地域により状況も違い、抱える問題も多様化してきていると感じました。
地元の方のご尽力により九品寺付属幼稚園の視察やいわき法人会との交流会も盛り込まれた、大変充実した研
修となりました。初日は日本最古の公園 南湖公園の深い緑の中でお抹茶を一服割子蕎麦の昼食 宿泊は沢山の
湯殿のある母畑温泉の八幡屋さん。
次の日は交流会の後、塩野崎灯台周辺にて震災の体験談を伺いました。
津波の来た海を前に聞くお話はみなさんの心に深く響いたと思います。環境水族館アクアマリンは震災後４か月
で再開。その陰にはスタッフの大変な努力があったと知りました。
また、幼稚園には線量計が置かれ外遊びは制限されていましたが、室内体育などの工夫で対応されていました。
子供たちの笑顔に元気をもらいました。
いわき法人会では副会長、女性部会長がお迎えくださり、みなさん本音で抱える問題をお話下さいました。震災
後の女性部では明るい気持ちを家庭や職場に持ち帰ろうとの趣旨で、
「楽しめる会」を開催。女性らしい支援になっ
ているようです。
日高部会長の「東京に親戚ができたよう…」との一言に、この研修の意義を再確認致しました。

▲翠楽苑で記念撮影

▲㈻明照学園九品寺付属幼稚園で遠藤専務理事・事務長の話を
熱心に聴く参加者

『ブラック企業』と呼ばれないための必須労務ポイントセミナー
源泉部会が第 4 回労務セミナーを開催

源泉部会（繁藤部会長）の労務セミナーが 7月7日（月）、午
後3 時より医科器械会館セミナーホールに於いて開催された。
講師はフレンズコンサルティング社会保険労務士法人代表の山
田順一朗氏で円滑な採用活動とネット風評への留意点を踏ま
えてと題し、
『ブラック企業』の定義、社内労務管理体制の整
備や今後の労働法制の行方などについて分かり易く解説した。
（今回の講師は青年部会役員の方でした。様々な話ができる
講師を探しておりますので、是非、ご紹介ください。）
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▲講師の山田順一朗先生

Activities

社会貢献研修委員会と
女性部会が献血活動を実施
社会貢献活動の一環として、社会貢献研修委員会（星
野委員長）と女性部会（山中部会長）が 7月30 日（水）、
午前10 時と午後1時より白山通り沿いの文化シャッター
㈱において東京都赤十字血液センターとの共催で献血活
動を実施しました。当日は法人会会員のほか、文化シャッ
ター㈱の社員の方など大勢のご協力を頂きましたが、血液
は採血後、21日間しか保存できない為、常に必要となり
▲山中女性部会長（左）と冨田副部会長（右）が PR

夏と冬の年 2 回実施し、道行く人たちに献血を呼びかけま
した。

築地食まちスタジオ訪問と築地場外市場の見学
青年部会長

佐藤 潤一

本郷法人会夏季研修会で築地場外市場「築地食まちスタジオ」を訪問させていただきました。 そこでは、部会員
の時岡さんのご紹介で吹田商店の吹田勝良社長による昆布にまつわる興味深いお話をお聞きすることができまし
た。昆布の歴史、出汁の飲み比べ、種類の勉強を通じて本物のよさを再認識することができました。
「現代では化学
調味料の研究が進み、必ずといってよいほど多くの人は最初そちらの味に引き付けられます。しかし飲み続けると最
終的には本物の味には勝てないのです」というお話が一番印象的でした。どうもありがとうございました。

▲築地場外市場で買い物
▲吹田商店の吹田勝良社長の話を興味深く聴く
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都税事務所だより
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metropolitan tax office message
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事 務 局 だ より
厚生組織委員会からのお知らせ

─ 会員限定チケットのご案内 ─

東京ドーム天然温泉『スパラクーア』従業員の福利厚生に…ご利用ください !!

Relaxation

Spa Zone

◎約 170 席のリラックスチェアをご用意、個々のモニターでお好き
な TV 映像を楽しめる他、読書や仮眠等にも快適なスペースです。

◎東 京 ド ー ム シ テ ィ の 地 下 1,700ｍか ら 湧 き 出 た 天 然 温 泉 を
使った屋内・露天の大浴槽を中心に、アトラクションバス、サ
ウナも充実しています。タオルをはじめアメニティも完備して
いますので、手ぶらでも安心。都心で極上のリフレッシュをお
約束します。

お友達との語らいに、また自分一人の癒しの場に、
思い思いの時をお過ごしください。

Ladies Care

女性に気軽に利用して頂き、とことん楽しんで頂ける
よう様々な「快適」をご用意しました。

◎女性ロッカールームから直結の女性専用リクライナーコーナーを
ご用意しました。女性一人での来館でも安心して仮眠できます。

Treatment & Beauty
世界各国の施術で至福のひとときを。

東京ドームシティの地下 1,700ｍから湧き出た天然温泉
を使った露天風呂やアトラクションバス、サウナも充実。

Healing Baden

世界各国の癒しの要素を集めた新空間。

◎世界各国の癒しの要素を集めた新空間。リゾート気分を味わえる
休憩スペースと 5 つの低温サウナで、心ゆくまでのリフレッシュ
を。眺望を楽しみながら、男女一緒にお寛ぎ頂けます。

◎世界各国のトリートメント＆ビューティー施設を揃え、あかすり
やフットケア等リフレッシュできるバラエティに富んだコース
をご用意しました。

利用料金

「平日利用の場合」通常価格 2,634 円（税込）が 1,900 円（税込）
■土・日・祝日・特定日は入 館 時にプラス 324 円をお支 払い下さい。
■「ヒーリングバーデ」利用は専用ウェア・タオルレンタル料が別途 540 円
が必 要です。
■1 法 人 10 枚 ／月まで購入可能
■お申込み方法：お電話の上、午前 10 時〜午後 5 時迄の間に代金を添え
て法 人会事務局まで。

■小 学生 未満入 館不 可。
18 歳未満の方のご利用は保護者同伴のもと18：00 までに（最終入館受
付 15：00）と限らせて頂きます。小学生のご利用は同姓の保護者同伴が必
要です。
■休 館日：11 月 10 日（月）
・11 日（火）
■特定日：12 月 30 日（火）〜翌 1 月 3 日（土）
■お問い合わせ：本 郷法 人会 ☎3812-0595

我社の一言 PR
☞
☞
☞
☞
☞

会社名：四谷タウン総合法律事務所
代表者：弁護士 大野 雅樹
所在地：東京都新宿区四谷 1-7-8 松山ビル 3F
ＴＥＬ：03-5312-7227 ☞ＦＡＸ：03-5312-7228
ＵＲＬ：http://yotsuya-town.jp

中央大学の先輩、松沼茂様の紹介で入会させて戴きました。
自宅が本郷で、地元での親睦と貢献が入会目的です。中小企
業法務、損保、個人案件が主な取扱業務です。信義、尊敬尊重、
公正、共に歩むの精神で、法律のプロとしての結果を追求し
ていきたいと存じます。

☞
☞
☞
☞
☞

会社名：合同会社 ルトーレプロジェクト
代表者：荻原 毅
所在地：東京都文京区本駒込 1-27-10-1403
ＴＥＬ：090-4360-3176 ☞ＦＡＸ：03-3944-7448
ＵＲＬ：http://ogitrd.a.la9.jp

高品質のエキストラバージンオリーブオイルは、老化防止や
病気予防に効果がある事が最近解明されています。弊社は世
界のオリーブ品評会で最高の評価を受けているスペインのオ
リーブ油を輸入販売しています。化粧品としても商品開発を
手がけています。是非お試し下さい。

☆編集部からのお願い☆ 前号の会報 No.457 で「本郷の昔」を掲載しましたが、昭和初期に金助町（現在・本郷 3丁目附近）で
小杉メリヤスをご存じの方は編集部までご一報ください。☎3812 -0595

編集後記
近年日本の甲州種で出来たワインが海外の品評会で評価を上げています。ここに来て議員立法でワイン法なるものを制定し、品
質の向上と輸出の振興をめざす動きも出て来ました。これもクールジャパンの一環なのでしょうが、国のお墨付きのもとに安心して
取り引きがしやすい様になる点では消費者や生産者にも良い事ではないでしょうか。今年もブドウの収穫の季節を迎えます。愛好
家の方にはブドウの出来が気になるところですが、当会でも 11月7日には酒税法の勉強会を兼ねたワインセミナーを開催します。皆
様のご参加をお待ちしています。
（森田）
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