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第19回チャリティーパークゴルフ大会
（会場：里の森　山根園パークゴルフ）出席24名
日本赤十字に13,000円募金

消費財インボイス制度・改正税法説明会
講師：札幌南税務署　法人課税審理専門官　宮本隆志氏

（会場：経済センター）出席24名

新設法人説明会（会場：経済センター）出席11名
講師：札幌南税務署　法人課税審理専門官　宮本隆志氏

青年部会・女性部会合同「札幌南税務署長」特別講演会
（会場：札幌プリンスホテル）出席31名
演題：『国税』という職場に身を置いて
　　　～42年間を振り返ってのよもやま話し～
講師：千葉晴紀氏（札幌南税務署長）

書籍斡旋等
「令和３年度税制改正のあらまし」、オリジナルマスクケース斡旋
希望する会員企業へ指サック「はにさっく」斡旋等

総務・社会貢献合同委員会（会場：札幌プリンスホテル）出席14名
令和３年度事業計画等ほか

青年部会役員会（会場：プレミアムホテル中島公園）出席15名
研修会及び税を考える週間行事等

札幌５法人会セミナー（会場：経済センター）出席31名（当会６名）
「メンタリストが教える！～『メンタルのコロナ禍』を突破して
より良い未来への意識と行動を切り替える方法～」
講師：㈱イシキスト　代表取締役　山田康博氏

青年部会退任役員卒業式（会場：札幌プリンスホテル）出席18名
ウォーキングキャンペーン表彰式（本紙Ｐ２）

女性部会研修委員会打合せ会議（会場：事務局）出席４名
今後の研修会・講演会等
女性部会役員会（会場：大同生命ビル）出席15名
税に関する絵はがきコンクール及び今後の事業活動等

札幌５法人会セミナー（会場：経済センター）出席99名（当会17名）
「逆境を乗り越える経営術
～ポストコロナ時代等、環境変化に即応できる会社への転換～」
講師：フリーエージェントインク㈱　代表　三宅智之氏

理事会（会場：札幌プリンスホテル）
各支部ラジオ体操等での「税の啓発」（本紙Ｐ２）
豊平２・豊平４支部、会場で税のチラシ・法人会グッズ配布
北法人会共催・税の啓発活動

札幌５法人会セミナー（会場：経済センター）出席61名（当会18名）
「簡単にわかる！決算書の見方・読み方
～資金繰り強化の秘訣は貸借対照表にアリ！～」
講師：財務リスク研究所㈱　代表取締役　横山悟一氏

女性部会「税の絵はがき選考委員会」（会場：事務局）出席６名
令和３年度税の絵はがき優秀作品選考
応募18校より370点の応募作品の中から約50点が入賞

パークゴルフ大会優勝：吉田 健一氏

札幌南税務署長「特別講演会」

女性部会：役員会のようす

理事会：荒井喜和会長挨拶

オリンピック応援：平岸ハイヤー
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　札幌南法人会では各支部ごとに、一般市民、特に小学生を対象
に地域の様々な夏祭り会場やラジオ体操会場にて税の啓発活動を
行っている。例年は12支部で20会場にて税に関するマンガ本や法
人会オリジナルグッズ等を配布しているが、今年度は新型コロナ
ウイルスの影響により、夏祭りやラジオ体操の中止＆規模縮小、
感染防止対策で活動の中止を余儀なくされ、２支部４会場での活
動となった。
　各支部の役員等は法人会のジャンパーや旗を掲げ、税の理解を
呼びかけている。

税の啓発活動：豊平第２支部

税の啓発活動：豊平第４支部

日にち 支部 事業名 場所・会場

８月８日 豊平第２ ラジオ体操会場
税の啓発 西岡１区中央

８月17日 豊平第4 ラジオ体操会場
税の啓発 豊平小学校グランド

８月19日 北法人会
共催

ラジオ体操会場
税の啓発

烈々布公園
日の丸公園

各支部の税の啓発活動のようす
２支部４会場にて開催

ウォーキングキャンペーン表彰式
７月26日　札幌プリンスホテル

　法人会の青年部会では全国的に「税制健全化のための健康経営プロジェクト」に取り組んでおり、本
年度は会員企業に「法人会版健康経営宣言書」の提出を呼びかけ、それそれの会員企業でどのような健
康づくりに取り組んでいるか、または目標を立てているか意識してもらう活動を行っており、租税教育
活動と合わせ今後の青年部の２本柱の事業と位置付け展開している。
そこで、この健康経営プロジェクトと大同生命保険㈱が行っているウォーキングキャンペーンをタイ
アップし、北海道法人会青年部会連絡協議会が本年６月の１か月を対象に「第１回ウォーキングキャン
ペーン」を開催した。このキャンペーンは、全道の法人会青年部会の対抗戦で（１チーム５名以上、複
数のチーム参加可）、１か月に歩いた毎日の平均歩数の多い順を競うもので、チーム賞と個人賞に分け
て表彰されるもので、全道で40チーム・226名が参加し、当会青年部会は４チーム22名がエントリーした。
　その結果、チーム賞では「札幌南法人会青年部Ｃチーム」（リーダー：藤塚優子さん）が全道で第２
位となり、一日の平均歩数は19,793歩と素晴らしい成績で表彰された。（１位は富良野法人会青年部チー
ムで平均歩数は24,850歩）
　また、個人賞では１位が当会青年部ＯＢの土橋勝美さん（平均歩数38,668歩）、２位が当会青年部相
談役の鈴木直幸さん（平均歩数36,374歩）となり、１位２位を当会で独占する形となった。
　７月26日、北海道法人会青年部会連絡協議会会長　林大輔氏（札幌東法人会）と大同生命保険㈱法人
会推進部長　得居忠輝氏をお迎えし表彰式が行われ、秋に開催予定の第２回ウォーキングキャンペーン
に向けて意気込みを確認した。

左：青連協 林会長、右：当会 神代部会長 左：大同生命 得意推進部長、右：当会 藤塚幹事
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新署長のご紹介

札幌南税務署
松宮　清彦　署長

本年７月の異動で札幌南税務署長に就任されました。
プロフィールをご紹介します。

昭和36年　　　　　９月生まれ（60歳）
昭和55年４月　　　札幌国税局　総務部　総務課採用
平成23年７月　　　税務大学校　総合教育部　教授
平成25年７月　　　札幌西税務署　副署長
平成27年７月　　　札幌国税局　課税第一部　資産評価官
平成28年７月　　　江差税務署　署長
平成29年７月　　　札幌国税局　課税第一部　資産税課長
令和元年７月　　　岩見沢税務署　署長
令和２年７月　　　仙台国税不服審判所　部長審判官
令和３年７月　　　現職

◇ ◆ ◇ ◆ 松
まつみや

宮　清
きよひこ

彦　署長のプロフィール ◆ ◇ ◆ ◇

今後予定している　研修会・セミナー等のご案内

開催日時 研修会名 講　師　・　会　場 主　催

10月28日㈭
13：30～15：30 生産性の向上と人材の定着とは ㈱ブレーン講師　㈱Gentle　代表　中村　成博

北海道経済センター
札幌５法人会

共催

11月17日㈬
13：30～16：00 年末調整説明会 札幌南税務署　担当官

北海道経済センター 札幌南法人会

１月13日㈭
13：30～16：00 社長さんに教えたい税務調査の話し 税理士　塩地　弘光

北海道経済センター 札幌南法人会

１月19日㈬
13：30～16：00 新設法人説明会 札幌南税務署　担当官

北海道経済センター 札幌南法人会

２月８日㈫
13：30～16：00 決算調整説明会 札幌南税務署　担当官

北海道経済センター 札幌南法人会

２月15日㈫
10：00～16：00 社会保険と労働保険の実務とポイント ㈱フュチャータクティクス　園部喜美春

北海道経済センター
札幌５法人会

共催

３月15日㈫
10：00～16：00

「新入社員・若手社員セミナー」
～顧客との接遇、マナーの基本と応用～

（同）セルクルマネジメント 代表
　窪田　真希

北海道経済センター

札幌５法人会
共催

＊この他、決定次第ホームページ等でお知らせしますので、たくさんのご参加をお待ちしています。
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在宅勤務に係る費用を会社で負担する場合の取り扱い
～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　互　井　敏　勝
税務問答

なりますか。
サキ先生　通話料は、通話明細から業務のた

めに使用した金額が確認できるので、その
金額を支給する場合は、給与として課税す
る必要はありません。また、基本使用料や
インターネット接続に係る通信料は、業務
のために使用した部分を合理的に計算する
必要があります。なお、営業担当など業務
のための通話等を頻繁に行う場合の通話
料、基本使用料、インターネット接続に係
る通信料は、簡便的な算式（従業員が負担
した１カ月の通信費×その従業員の１カ月
の在宅勤務日数／該当月の日数×１／２）
等により算出したものを支給する場合は、
給与として課税しなくて差し支えありませ
ん。

リサ　感染が疑われる従業員に対してホテル
などで勤務することを認め、そのホテルの
利用料や交通費を従業員に支給した場合は
どうなりますか。

サキ先生　職場以外の場所で勤務することを
会社が認めている場合、その勤務に係る通
常必要なホテルの利用料や交通費につい
て、その費用を精算する方法または会社の
旅費規定などに基づいて、従業員に対して
支給する一定の金銭についても、給与とし
て課税する必要はありません。

リサ　なるほど。基本的には新型コロナウイ
ルス感染症に関する感染予防対策として、
業務のために通常必要な費用を負担する場
合には給与として課税しなくていいのです
ね。

リサ　最新型コロナウイルス感染症の感染予
防対策として在宅勤務を進めていますが、
使用するマスク等の消耗品の購入費用を従
業員に支給した場合、給与として課税対象
となりますか。
サキ先生　勤務時に使用するマスクや消毒液

など、在宅勤務のために通常必要な費用（消
耗品等）を精算する方法により支給する一
定の金銭については、給与として課税する
必要はありません。
リサ　在宅勤務に通常必要な費用を精算する

方法とはどのようなものですか。
サキ先生　精算する方法としては、会社が在

宅勤務に通常必要な費用として仮払いした
後、従業員が業務のために使用する消耗品
等を購入し、その領収証等を会社に提出し
てその購入費用を精算（仮払金額が購入費
用を超過する場合には、その超過部分を会
社に返還）する方法や、従業員が業務のた
めに使用する消耗品等を立て替え払いによ
り購入した後、その購入に係る領収証等を
会社に提出してその費用を精算（購入費用
を会社から受領）する方法が考えられます。
リサ　パソコンなどの事務用品等を支給した

場合も、給与として課税する必要はありま
せんか。
サキ先生　会社が所有する事務用品等（パソ

コン等）を従業員に貸与する場合は、給与
として課税する必要はありませんが、事務
用品等を支給した場合（事務用品等の所有
権が従業員に移転する場合）は、現物給与
として課税する必要があります。この貸与
には、例えば、従業員に専ら業務に使用す
る目的で事務用品等を支給という形で配付
し、その配付を受けた事務用品等を従業員
が自由に処分できず、業務に使用しなく
なったときは返却する場合も、貸与とみて
差し支えありません。
リサ　従業員が負担した通信費について、在

宅勤務に要した部分を支給する場合はどう

「筆者紹介」互井　敏勝（たがい・としかつ）
1968年生まれ。東京国税不服審判所審判部、同所管理
課、国税庁長官官房会計課、東京国税局総務部税務相談
室などを経て、東京都中央区で税理士登録。近著『令和
３年版　税制改正経過一覧ハンドブック』、『経営に活か
す税務の数的基準』（共著、大蔵財務協会）、『所得税重
要事例集』（共著、税務研究会）など。
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自分への思いやりから始まる対人関係
産業カウンセラー　柏　木　勇　一

◆「どうして私だけ出社するの？」と訴えた派遣

社員Ａさん

　コロナ禍での働き方の変化は長期化していま
す。このまま元に戻ることはないかもしれない、
という声もあります。変化のひとつがテレワーク
です。東京など人口が多い都市では、人の流れ
を減らすために、出勤しないで、自宅でオンライ
ンで連携しながら仕事をするケースが広がりまし
た。ところが、非正規の社員、例えば派遣社員は
その対象から外されるケースも見られました。相
談してきたのは 20 代の女性派遣社員Ａさんです。
営業事務職で顧客先との連絡だけではなく、自分
の部署以外の業務も任されたと語りました。
　このようなテレワークの欠点を補う会社側の努
力や工夫も見られたことは皆さんご承知の通りで
す。一方、不満を感じた社員が納得できる道はな
いのでしょうか。ここでは別の視点からＡさんと
話し合い、気持ちを切り替えてもらいました。そ
れが、まず自分への思いやり、という姿勢です。

◆頑張っている自分に、自分からいたわりの言葉

をかけましょう

　これは、『セルフ・コンパッション』と呼ばれ
る、アメリカで生まれた新しいストレス対処法で
す。コンパッションは思いやり、慈悲の心と訳さ
れます。従ってセルフ・コンパッションは「自己
への思いやり」という意味です。自分自身に優し
く語りかけてみてください。「頑張っているね」と。
自分を責めるのではなく、自分をいたわる気持ち
になるはずです。自分にとって都合のいい感情に
置き換えていることで、他人への嫌悪や距離を感
じて苦しんでいるケースが多いのですが、自分を
いたわることで、その偽りの感情は消えると説明
されています。

　Ａさんにこの話をしました。最初は抵抗があっ
たようですが、自分への思いやりという姿勢が自
分の中に浸透していくにつれて、分かってもらえ
ました。余計なことを考えないで仕事に集中でき
たこと、ミスをしても回復が早くなったこと、な
ども語ってくれました。

◆相手からも思いやりが返り、職場に潤いが戻り

ます

　セルフ・コンパッションには続きがあります。
自分への思いやりを持つと、自然に他人への思い
やりも発揮するようになるのです。周囲のモチ
ベーションを高め、部署全体の業績向上にも良い
影響を与える効果が期待されます。自分の本音に
気づいて自分らしく生きる契機となり、職場でも
コミュニケーションを円滑にし、共感のある温か
い人間関係を築くことになる流れです。この流れ
のゴールは「他者からの思いやり」です。誰かに
思いやりを向けることで、その見返りとして、相
手からも思いやりが返ってくるという図式です。
　Ａさんも深くうなずいてくれました。コロナ禍
で多くの働く人が悩み、苦しんでいます。今回紹
介したセルフ・コンパッションを取り入れてみて
はいかがでしょう。3 つの流れを示しましたが、
まずは自分への思いやり。小さなことでもできて
いる自分を褒めることから始めてみてください。

「筆者紹介」

柏木　勇一（かしわぎ・ゆういち）
1941年生まれ。大学卒業後、新聞社勤務を経て、現
在EAP企業でカウンセラーとして活動。産業カウンセ
ラー、家族相談士、交流分析士。
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正しい「腸活」を習慣づけて、悔いのない毎日を
医療ジャーナリスト　大　谷　克　弥

　近年よく使われる「腸内フローラの改善」も同
じ意味
　流行語にもなった「腸活」とは読んで字の如し
で、“第 2 の脳”とも呼ばれる腸の活動や働きを
良くすることです。食事や運動に配慮して、重要
な臓器である腸の機能向上を目指すと同時に、ラ
イフスタイルにも取り入れることを積極的に呼び
かけ、腸活とは『腸内環境を改善すること』と定
義されました。
　ところが後発の「腸内フローラの改善」は、何
ともしゃれた感じはしますけれど、実は「腸内環
境の改善」と全く同じ意味なのです。そこで分か
りやすく「腸内フローラ」とは何なのか、の説明
から入ることにします。
　私たちの腸の中には多種多様の細菌がすみつい
ていて、その数は実に 1,000 種、100 兆個に及ぶ
と言われています。フローラとは英語でお花畑の
ことですが、腸内細菌を顕微鏡で覗くと、まるで
お花畑のように見えることから、腸内細菌は「腸
内フローラ」と呼ばれるようになりました。
　その無限大とも言える腸内細菌は 3 種類に大別
されます。体に良い働きをする「善玉菌」、悪い
働きをする「悪玉菌」、どちらにも属さない「日
和見（ひよりみ）菌」です。そして種類別の腸活
とは、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らし、日和見
菌をなるべく多く味方につけること、とされてい
ます。
　具体的に言うと、善玉菌はビタミンの合成、消
化吸収、老化防止、健康維持に影響を及ぼす細菌
で、代表的なのはビフィズス菌、乳酸菌です。次
に悪玉菌は文字通り体に悪さをする細菌で、腸内
で有害物質をつくり出すほか、便秘や下痢の原因
にもなります。代表的なのはウェルシュ菌、ブド
ウ球菌です。そして日和見菌は、健康な時はおと
なしくしていますが、体が弱ったりすると仮面を
脱いで悪さを始めます。代表的なのは大腸菌、連
鎖球菌、バクテロイデス菌などです。

まず食生活を見直し、適度な運動と十分な睡眠を
　食事では何を食べれば良いかの前に、必ず実行
して欲しい、守って欲しい、大前提があります。
それは毎日、1.5 リットルほどの水を飲む習慣を
つけること。
　そして、毎日決まった時間に 3 食きちんと食事
をすることです。会社勤務の方は難しいかも知れ
ませんが、出来る限り努力をしましょう。
　次に、毎日食したいのは、優れた効能を持つ乳
酸菌・ビフィズス菌たっぷりのヨーグルト、それ
に善玉菌の好むオリゴ糖の多い牛乳です。これが
両横綱と言えます。
　日本に古くから伝わる発酵食品も腸をきれいに
する働きをします。納豆を筆頭に味噌、漬け物、

鰹節、甘酒です。前述のヨーグルトのほかチーズ、
キムチも、この仲間に入ります。
　食物繊維の多い野菜もお勧めです。ゴボウ、カ
ボチャ、オクラ、セロリ、サツマイモ、アスパラ
ガス、トウモロコシなどです。食べ物ではワカメ、
コンブ、寒天などの海藻類、シイタケ、シメジな
どのきのこ類、バナナ、ミカン、グレープフルー
ツなどの果物類も、腸活食品の上位にランクされ
ています。
　腸を活発にするには運動も大切です。ただし、

「スポーツは苦手」と尻込みする必要はありませ
ん。ほんの軽いジョギングで十分です。とにかく
体を動かして体の外側から腸に刺激を与えること
が、推奨される正しい腸活につながるのです。
　動くことと同時に休むこと、そう睡眠も大事です。
睡眠不足は体内のホルモンの分泌や自律神経の機
能にも影響を及ぼしますので、ストレスに負けない
ようリラックスすることを身につけ、熟睡を心掛け
たいですね。入浴は心身を休めさせますが、寝酒
は度を過ごすことがあるので控えましょう。

１日に１回は自分の便をチェックして、腸内環境
を知ろう
　さて最後は、自分の腸内環境を知る上で最も基
本的であるのに、あまりされていないチェック法
のお勧めです。それは自分の便を、自分の目で確
かめること。排便回数に個人差はありますが、1
日に 1 回の日があれば必ずメモをし、不定期続き
であっても平均回数を同様に頭に入れましょう。
回数の結論は、1 日から 3 日以内に一度、すっき
りした便があれば正常と見なされます。
　次は色ですが、推奨は黄褐色ですけれど茶色も
まず問題ありません。黒っぽいのは便秘の人に多
いようですが、痔持ちでないのに血が混じって赤
いとか、薬を飲んでないのに白い場合は、早急な
検査が必要と肝に銘じて下さい。
　形は昔から見本とされているバナナ型が理想で
す。そして腸内がきれいであれば、便には臭いが
ほとんどありません。腸内が汚れていたら便もオ
ナラも臭いが強くなる、と覚えましょう。
　現在は洋式トイレが普及して便のチェックが簡
単になったので、出来れば 1 日に 1 回、それも毎
朝、便器と自分の便を見るようにしたいですね。
便器についていた赤い色は何かと病院で検査を受
け、大腸がんと分かったケースは無数にあります。

「筆者紹介」

大谷　克弥（おおたに・かつや）
医療ジャーナリスト。東北福祉大学講師。日本医学ジャー
ナリスト協会会員。読売新聞社出身、在職中に長期連載
「医療ルネサンス」を創設。現在はフリーで、著作、講
演活動などに従事
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税務署からのお知らせ
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税務署からのお知らせ
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札幌市からのお知らせ 
 

 
 
●札幌市では、個人住民税の特別徴収を徹底しております 

  以下の事由に該当しない場合は、原則として特別徴収としていただく必要がございます。 
 
＜例外として普通徴収が認められる事由＞ 

   ⑴ 毎月の給与が少なく個人住民税を引ききれない 
   ⑵ 給与の支払いがなく個人住民税を引けない月がある 

   ⑶ 前年中の給与支払額が 100 万円以下である 

   ⑷ 事業専従者である（個人事業主が営んでいる事業所のみ対象） 

   ⑸ 他の事業者で特別徴収を実施する（所得税の乙欄適用者など） 

   ⑹ 退職者又は給与支払報告書を提出した年の５月 31 日までに退職予定である 

●特別徴収を始めるための手続きについて 

  令和３年分の給与支払報告書を提出いただく際に、総括表の報告人員欄に特別徴収者と普通徴収者の人数内訳を記入し、個人別明

細書は特別徴収者と普通徴収者に区分して添付してください。 
なお、eLTAX を利用して給与支払報告書を提出する場合は、個人別明細書ごとに特別徴収か普通徴収かを選択することとなります。
 

●特別徴収を実施しない場合は「特別徴収実施困難理由書」の提出をお願いいたします 
従業員の方全員分の給与支払報告書を「普通徴収」として提出する場合は、「特別徴収実施困難理由書」の提出をお願いいたします。

※ 「特別徴収実施困難理由書」の提出がない場合、普通徴収として提出された方に関して特別徴収に切り替えて税額決定通知書を

お送りする場合がございますので、御注意願います。 
「特別徴収実施困難理由書」の様式については、札幌市ホームページからダウンロードいただくか、札幌市中央市税事務所特別

徴収係（TEL：011-211-3075）に御連絡ください。 
  

 
 

●eLTAX（エルタックス）とは 

インターネットを利用して電子的に地方税の手続きを行うことのできるポータルシステムです。 
  札幌市では、給与支払者の皆様の申告事務の負担軽減を図るため、eLTAX による給与支払報告書や異動届出書等の電子申告を導入

しております。 
無償の eLTAX 対応ソフトウェア（PCdesk）や、市販の税務・会計ソフト（eLTAX 対応のソフトウェアに限ります）を使って自宅や

オフィスのパソコンからインターネットを通じてお手続きいただけます。  
●eLTAX または光ディスクでの給与支払報告書の提出義務について 

令和 4 年度（令和 3 年分）の給与支払報告書の提出について、令和元年分の「給与所得の源泉徴収票」の税務署への提出枚数が 100
枚以上であった場合には、eLTAX または光ディスク等で提出する必要があります。 

※ 前々年の「給与所得の源泉徴収票」の税務署への提出枚数が基準以上となるときは、給与支払報告書を eLTAX または光ディ

スク等で提出するよう義務化されています。 
 

●地方税共通納税システムについて 

  令和元年 10 月より、地方税共通納税システムの運用が開始されたことに伴い、特別徴収の納入手続きがインターネットを通じて

行うことができるようになりました。  
  従来は、納入書を使用し、金融機関等の窓口にて納入手続きを行っていただいておりましたが、地方税共通納税システムを用いれ

ば、インターネットからの納入手続きが可能となるため、金融機関へ足を運ぶ必要がなくなります。 

また、一度の手続きで複数の地方公共団体への納入も可能となります。 
なお、手数料は無料となっておりますので、どなたでもお気軽に御利用いただけます。  

 詳しくは、下記の eLTAX ホームページを御覧ください。 

 
 

― 札 幌 市 ―          

＊ eLTAX ホームページ（地方税共同機構）☞＜https://www.eltax.lta.go.jp/＞ 

従業員の⽅の個⼈住⺠税は給与から特別徴収してください。 

給与⽀払報告書の提出等は eLTAX（エルタックス）が便利です。 

札 幌 市 か ら の お 知 ら せ 

＊様式ホームページ ☞  札幌市 特別徴収実施困難理由書  で検索 
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日本政策金融公庫からのお知らせ

〈お問合せ先〉
札幌支店 （国民生活事業） Tel 011-231-9131
札幌北支店（国民生活事業） Tel 011-726-4221

後継者がいないことなどを理由に「事業を譲り渡したい」とお考えの方と、
創業や事業拡大等に向けて「事業を譲り受けたい」とお考えの方をつなぐ、
マッチングサービス「事業承継マッチング支援」を提供しています。

日本公庫 事業承継マッチング 検 索

「続けたい」と「始めたい」をつなげる。

小規模事業者の方のご利用が中心

事業を受け継いで創業される方も対象

専門担当者によるサポート

無料のサービス

１

２

３

４

事業承継マッチング支援の４つの特徴

こちらの二次元コード
からもご覧いたけます。
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　法人会女性部会の事業である小学生の「税に関する絵はがきコンクール」の作品展
を開催します！
　南法人会には371通の作品が寄せられ、札幌5法人会連絡協議会主催で優秀作品が展示されま
すので、地域の子供たちのすばらしい作品を　ぜひご覧いただきますようお知らせいたします。
当会からは北海道法人会連合会優秀賞作品他、45作品以上が展示されます。

　絵はがきの優秀作品は次回の「ふりこ」でご紹介させて頂きますが、11月以降全入賞作品が札
幌南税務署１階に掲示される他、札幌南法人会ホームページにも掲載されますのでご覧下さい。

http://www.satsu-minami.jp

　札幌南法人会では12月に皆様の企業や家庭で余っているカレンダーをとりまとめ、
老人福祉施設やユネスコのリサイクルカレンダー市に寄贈しています。
　年々カレンダーを作成する企業も減少傾向にあり、毎年福祉施設の皆さんに喜んで頂いており
ます。ぜひ今年もたくさんの方のご協力をお願いいたします。

　札幌南法人会では毎年ラジオ「ＦＭアップ
ル」を通して「税についての情報発信」と「法
人会の活動」をお知らせしています。　
　本年は「税を味方に！」をテーマにお届けし
ます。ぜひ、お聞きください！

け ん た からのお知らせ 見にきてね！

税に関する絵はがきコンクール 作品展

日時　　10月31日（日）　10時～17時

会場　　札幌駅地下歩行空間（チカホ）「北大通交差点広場（東）」（大通西 3）
開催
案内

期間　　令和３年12月１日～12月22日まで
対象　　令和４年版カレンダー、手帳、書き損じハガキ
方法　　札幌南法人会　事務局へ送付または持参願います。
　　　　札幌市中央区北１条西２丁目　北海道経済センター９階　TEL　011-251-7863

募集
要領

放送
日時

リサイクルカレンダー事業　令和４年版カレンダーをお寄せください

老人福祉施設へ
　昨年は、「長生園」「ノテ福祉
会幸栄の里」「万葉閣うららか」
等９か所へ各10～80本寄贈し
ました。
　お年寄りの皆さんから「それ
ぞれの部屋にかざれて嬉しい」
と感謝されています。

リサイクルカレンダー市へ
　札幌市リサイクルカレンダー
市へ寄贈。
　その収益は地球の砂漠化防止
「みどり1本」運動や北海道社
会福祉協会ボランティア支援等
に使われています

書き損じハガキ
　ユネスコ協会のカンボジア寺
子屋運動に協力しています。
　ハガキ1枚（63円）でカンボ
ジアでは消しゴム４個、鉛筆４
本、チョーク80本が買えます。
6,000円でひとりが1年間学べ
ます。

ぜひ、
ご協力ください

ＦＭアップル　76.5Mhz　法人会提供番組　放送予定！

11月５日（金）～12月
毎週　金曜日

15：30～16：00予定
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「雑学・雑談の庭」　こんなときこそ政治家の判断を
　“コロナ禍”が収まらない。ここ半年ほど、国を挙げて「ワクチン接種！」を叫
んできたが、それで抑えきれない新種のウイルスも登場してきた。薬で…という
化学的対処法がダメならどうする？　物理的対処法に頼るしかない。
　それは、人流（各メディアで「じんりゅう」と言われているが、この言葉、手
持ちの『広辞苑』には載っていない）を「抑える」のではなく、より強硬な人流を「止める」であ
る。ウイルスを拡散させない最終手段と考えられている。
　映画のような「ロックダウン（都市封鎖）」が検討されている。現に中国ではこれでコロナを乗
り切ったといわれた。人の出入りを徹底的に止める政策。守れなかったら、例えば罰金を科すよう
な強硬措置をわが国に採れるだろうか？
　“前例主義”の官僚。一貫しない付け焼刃的ワクチンの打ち方を見てもわかるとおり、前例のな
いこんな騒動に官僚は苦戦している。官僚をリードする政治家の決断。国民はそれを待っているの
だ。
　国政を担うのは政治家。政治家を選ぶのは国民。さあ、しっかりやろうぜ！
 フリーランスライター　藤木　順平

斡旋図書のご案内

№ タ　　イ　　ト　　ル 発　行　元 価　　　格

１ 基礎からわかるインボイス ㈱清文社
2021年６月

無　　料
Ｂ５版（36頁）

２ 税務調査で指摘されない
ウィズコロナ時代の法人税務Ｑ＆Ａ

㈱清文社
2021年５月

無　　料
Ｂ５版（48頁）

３ 税務調査ガイド ㈱税経
2021年６月

無　　料
Ｂ５版（60頁）

４ 「がん患者本位のエンゲージメント」を目指して
がん患者が社会で自分らしく生きるための３つのビジョン

日経BP
2021年１月

無　　料
Ｂ５版（200頁）

＊上記の図書をご希望の方に差し上げます。但し送料のご負担はお願いします。
＊数量に限りがございますので、先着順とさせて頂きます。

＊＊＊　お問合せ・申込先　＊＊＊

公益社団法人　札幌南法人会　事務局
札幌市中央区北１条西２丁目　北海道経済センター９階　TEL 011（251）7863　FAX 011（241）3218

差し上げます！
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新 入 会 員 の ご 紹 介
　令和３年６月30日発行の第152号でご紹介した以降、９月９日までの間に新しく次の方々が札幌南法
人会の会員になりました。どうぞよろしくお願いします。

法　　人　　名　　等 代　表　者　名 所　　在　　地 所属支部 紹介者名

㈱　ケ ー サ ポ ー ト 谷　中　新　二 豊）月寒西1条2丁目1-28 豊 平 １ AIG
山　中　貴　雄

模 型 の ジ ョ ー 城　地　　　洋 豊）月寒東4条15丁目2-14 豊 平 １ 堀　　　理　人

㈱　ケ ン セ イ 社 冨　田　　　猛 豊）西岡515-15 豊 平 ２ ㈱ハッピーゲート
平　野

㈱　吉 田 工 業 吉　田　年　克 豊）美園8条6丁目2-3 豊 平 ３ AIG
牧　野　圭　希

三井マネジメントワーク　㈱ 三　井　位　子 豊）平岸2条3丁目6-13 豊 平 ５ 三　井　薬　品

㈱　ハ ウ ス・ ケ ア よ し も と 吉　本　俊　幸 南）真駒内柏丘10丁目6-4 南 １ AIG
㈱コルディス

Ｋ Ｋ Ｃ マ ー ケ テ ィ ン グ 菊　池　佑　典 南）石山1条1丁目8-57 南 ２ AIG
小　林　輝　人

（同）　ひ よ こ 梅　原　　　進 千歳市新富2丁目4-11 千 歳 AIG
小　豆　島　純

今 野 工 業　㈱ 今　野　弘　隆 千歳市北陽5丁目4-3 千 歳 AIG

㈲　中 澤 設 備 中　澤　久　喜 恵庭市島松東町2丁目12-1 恵 庭 AIG
鈴　木　唯　司

（同）　Ｃ ｉ ｒ ｃ ｕ ｓ 福　島　紫　乃 北広島市中央3丁目8-4 北 広 島 AIG
小　豆　島　純

西 村 重 機　㈱ 西　村　富治雄 北広島市大曲末広7丁目2-10 北 広 島 ウインライフ
水　間　秀　樹

北 駿 建 設　㈱ 側　瀬　邦　彦 北広島市東共栄3丁目5-4 北 広 島 HIホールディングス㈱
勝　見　　　諭

札幌南法人会は新しく入会された方々とともに、地域社会の貢献に努めます！

法人会に入会しよう！

札幌南法人会では、役員・会員一丸となって組織拡大（会員増強）運動を実施しています。
皆様のお知り合いの方で法人会に未加入の会社がございましたら、是非ご加入をお勧めいただくか
お近くの役員か事務局にご連絡をいただきたくお願い申し上げます。

公益社団法人　札幌南法人会　　　　　　　　　　
副会長・組織委員長　橋　本　　　毅　

お問い合わせは　事務局　TEL　011-251-7863　（http:www.satsu-minami.jp）へ
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地域の経営者と交流。
地域貢献ができる。

保険が超有利になるから。税金の情報が早く聞ける。

自主点検チェックシート

経営者の友人ができる。

無理のない年会費。

法人会に入りませんか? きっと役立ちます！

子供たちに税の教育を。
様々なセミナーが無料。

そもそも法人会を知らなかった。 税務署と近いイメージがあり、
余計に税金がかかるんじゃ。

会社がまだ小さいので無理
なんじゃないかな。 会議所やロータリーに

入ってるから必要無い。

広報不足ですね。頑張ります。

小さな企業、起業間もない会社に特に
価値がある会です。参加する会合も
自由に選べます。

全く逆で税の正しい取り扱いや最新情報が
常に入るので、かえって節税ができます。

法人会は特に自社の発展、防衛
のための情報にあふれています。

地域の発展や困っている方の
お助けなど、様々な地域貢献
活動も行っています。

よく変更がある税の仕組みに対応し、
年に何度も行われる税の勉強会や
研修で正しい対応策が学べます。
金融機関からの信用は納税額の
増加ですので信用度が高まります。

会社、従業員、家族を守る損害保険
や生命保険が、法人会に入会すると
会員向けの特別メニューが有ります。

国税庁後援、税理士会連合会監修のこの
シートを利用することで、コンプライアンスを

向上させるだけでなく、申告する際にも法人
事業概況説明書に内部監査実施と記載す
ることができます。

経営者は孤独なものですよね。
同じ立場の、札幌南法人会会員
2,200人以上の中から友人を
見つけてください。

社員のスキルアップのセミナーが年に
何度も開催され、会員ならいつでも

参加できる経営の役に立つ４５０以上
のWEBセミナーなどもあり、全て無料
です。

少額の会費で様々な研修や人との

出会い、社会貢献ができるのが法人
会です。資本金１,５００万円以下なら
年会費６,０００円です。

同じ地域の多くの企業が参加している
ので上質な取引相手とも巡り合える
チャンスが広がります。

小学生も学校の授業で税の勉強を
するようになりました。法人会会員
が講師となり地域の小学校で

分かりやすい啓蒙活動として租税
教室を行っています。

同じ地域の支部や女性部会、青年
部会等で行われる交流会は社長の
息抜きや情報交換に最適です。

上質な取引のチャンスが。

お問合せ先
公益社団法人札幌南法人会

札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済ｾﾝﾀｰ9F ＴＥＬ011-251-7863
http://www.satsu-minami.jp ﾒｰﾙ info@satsi-minami.jp

公益社団法人

札幌南法人会




