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公益社団法人 川越法人会

会長藤倉省一

新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましては、お健やかに新春を

お迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

また、昨年は台風など、巽常気象とも思える天候

により多くの方々が披害を受けられました。

改めてをお見舞い申し上げます。

平素は、川越法人会の活動に対し税務当局をはじ

め、関係諸団体、金融機関、会凪、役員の皆様には

多大なるご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

今年度も各種事業につきまして計画通りに進展し

ておりますことをご報告させて頂きます。

昨年10月より消費税率が10％に引き上げられ、本

会では、川越税務署にご協力を］頁き 「軽減税率制度」

に関する研修会を開催致しました。多くの受謡を頂

いております。

法人会の理念は、税のオビニオンリーダーとして、

企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社

会の繁栄に貢献する経営者の団体です。

これまでも、税制、税務行政の健全な発展と、社

会に貞献し地域と経済をリードして参りました。

また、財政枯盤の強化については、大同生命保険

（掬 ．A I G1且害保険（印 ・アフラックの 3社による福

利厚生制度の拡充を推進しております。

会員のニーズを的確にとらえ、組織の充実と財政

基盤を強化し、参加しやすく 、魅力のある法人会と

して、地域に存在感を示す組織活動を行って参りま

す。引き続きのご理解とご支援を賜りますようお願

い申し上げます。

まもなく確定申告の時期を迎えますが、期限内の

申告 ・納税にご協力をお顧い致します。併せて e-

Taxの利用、 普及にもご理解をお願い致します。

昨年は、天皇陛下のお代替わりがあり 、令和かス

タートいたしました。今年はいよいよ東京オリンピッ

クが開催されます。

令和の新時代を砦様と切り開けるものと信じ、新

年のあいさつとさせて頂きます。

川越税務署

署長熊崎美杉

令和 2年の年頭に当たり 、謹んで新年のお疫びを
申し上けます。
公益社団法人川越法人会の会員の皆様には、お健

やかに新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げ
ます。
皆様には日ごろから税務行政全般にわたりまして、

深いご理解と多大なご協力を賜り 、厚くお礼申し上
げます。
貴会におかれましては、各種説明会の開催や e-

Taxの利用促進、自主点検チェックシートを活用
した企業の税務コンプライアンス向上への取組など
を通じ、会員の積極的な自己啓発を支援し、納税意
識の向上と企業経営並びに地域社会の健全な発展に
貢献しておられます。

更には、小学生を対象とした 「税に関する絵はか
きコンクール」や 「租税教室」など租税教育活動に
も積極的に取り組まれておられます。
小学校の年代から税に対する関心を高め、社会や

国を支える税の意義や役割を理解することは極めて
重要なことであり 、税務行政に携わる私ともといた
しましては、大変心強く感じております。
これも藤倉会長をはじめ、役員の皆様の卓越した

指導力と会員の皆様の熱意の結晶であり 、さらに魅
力ある法人会として飛躍することを願っております。

さて、税務行政におきましては、昨年10月に消費
税率の引き上げと軽減税率制度が実施されました。
また、令和 5年10月からは適格請求』等保存方式
（インボイス制度）が導入されます。 このように変
化していく税制について、説明会等を開催し周知 ・
広報に努めてまいりましたが、私どもの力のみでは
自ずと限界がございます。 この点において、地域社
会のリーダーである会員の皆様からのお力添えが税
務行政を運営していく上で非常に大きな支えとなっ
ておりますので、引き続き、税務行政に対するご理
解、ご協力を賜りますようお願い申し上けます。

間もなく 、令和元年分所得税等確定申告の時期を
迎えます。本年からスマートフォンを利用して申告
できる方の範囲が広がり 、 2ヶ所以上の給与所得か
ある方、年金収入等の雑所得がある方などにも対応
できるようになりました。税務署の確定申告会場は
大変混雑しますので、貴会の会員の従業員の皆様に
も、申告する際には是非、ご自宅のパソコン ・スマ
ホを利用して申告をしていただきますよう 、ご案内
方を重ねてお願い申し上げます。

結びに当たり 、この新しい年か、公益社団法人川
越法人会の益々のご発展と、会員の皆様方のご繁栄
の年となりますよう心から祈念申し上げまして、新
年のあいさつとさせていただきます。
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関東信越税理士会川越支部

支部 長 赤 羽 哲 郎

新年あけましておめでとうございます。

公益社団法人川越法人会の会員の皆様におかれま

しては、令和になって初めての新春をお健やかにお

迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

平素より関東信越税理士会川越支部の諸事業に深

いご理解とご協力を賜り 、心より感謝申し上げます。

また、多くの支部会員か賛助会員として貴会のお世

話になっておりますことを併せてお礼申し上げます

と共に、多少なりと貴会の会員拡大のお役に立てて

いるかと存じております。

四会は、税のオビニオンリ ーダーとして企業の健

全な発展を支援されています。 また凶会の会員は税

や経営の研修、地域企業との交流を通じて企業価値

の向上を目指されており 、社会公益性の高い団体の

一員として広く認知されております。

当会及び支部会員は、決符法人説明会等への講師

派遣、税制改正建議の検討会へのご協力や税務署と

当支部との三者協議会の開催など貨会の主要事業の

多くの部分でお世話になっており 、会員一同お礼申

しあげます。 また公開講涸会には、多くの支部会員

が参加させていただきました。

昨年10月には消費税率の10％への変更及び消費税

制にわが国では初めての複数税率か導入され、中小

企業の事務負担は増加しております。消費税は社会

保節の安定財源確保と財政健全化に不可欠であり極

めて重要であるとの認識は当然のうえ、税額計冥に

必要不可欠な的確な記脹を実行し適正公正な納税の

実現に向けて貰会と当会は今まで以上の協力関係が

必要になってきております。

また税制改正要望においては、当会は税制の簡素

化、税務執行コ ス ト等から消費税制は貴会と同様に

単一税率が望ましいと考えており、時代により適合

する税制改正を要望しているところでございます。

結びに当たり 、貴会の益々のご発展と、会員企業の

ご繁栄と皆さまのご健勝をご祈念申し上げ、新年の

ご挨拶とさせて戴きます。

贔 >ヌ択贔
本年も

よろしくお願い中し上げます

副会長大東地区会会長

山口徳行有限会社山善 川越市

副会長 富士見地区会会長

島田 敏郎島田建設株式会社 富士見市

副会長 鶴ヶ島地区会会長

廣嶋正夫有限会社廣嶋建材店 鶴ヶ島市

副会長 名細地区会会長

関根勇冶初雁興業株式会社 川越市

副会長 中央西地区会会長

原 敏成武州瓦斯株式会社 川越市

副会長 日高地区会会長

吉澤俊明株式会社ナナコ商事 日 高 市

常任理事 中央北地区会会長

石井成人昭和工業株式会社 川越市

常任理事 中央東地区会会長

山口 佳郎有限会社山口油材 川越市

常任理事 中央南地区会会長

飯野 嚢之 株式会社シンワ •スポーツ•サーピス川 越 市

常任理事 山田芳野地区会会長

島田 裕二 ちふれホールディングス株式会社川 越 市

常任理事 古谷南古谷地区会会長

小岩井貞幸 有限会社立ち華葬祭 川越市

常任理事 高階地区会会長

吉野郁恵株式会社ウメノ産業 川越市

常任理事 福原地区会会長

小田切武久 武州産業株式会社 川越市

常任理事 霞ヶ関地区会会長

荒井 秀樹 有限会社リトルプリンス 川越市

常任理事 三芳地区会会長

中村治幸中村倉庫株式会社 三芳町

常任理事 ふじみ野地区会会長

野溝 茂 のみぞ住宅販売有限会社 ふじみ野市

常任理事 坂戸地区会会長

木藤文雄株式会社木藤設計 坂戸市

常任理事 毛呂山地区会会長

岡部和雄有限会社岡部米店 毛呂山町

常任理事越生地区会会長

堀 武美 三光産業株式会社 越生町

専務理事

荒井正明
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1 令和元年度 I 

納瞬裏彰式
令和元年度納税表彰式が、去る11月13日川越税務

署会議室において、多くのご来賓の方々ご臨席のも

と盛大に挙行されました。式典では、永年にわたり

税務協力団体等を通じ、納税思想の高揚と税務行政

に貢献された方々に、川越税務署長よりそれぞれ表

彰状が手渡されました。

また、高校生 ・中学生の税に関する作文に応辟さ

れ、厳しい審査の中から入買された生徒の皆さんに

も、関係者の見守る中、表彰状が手渡されました。

受貫の栄に輝きました方々に対し、心からお祝いを

申し上げます。受宜されました方々は、次のとおり

です。

（敬称略 ・順不同）

■関東信越国税局長表彰

藤倉 省ー公益社団法人川越法人会会長

■川越税務署長表彰

小川 茂 公益社団法人川越法人会（元）常任理事

中村博幸公益社団法人川越法人会理事

市ノ川洋子 川越税務署管内納税貯蓄組合連合会理事

早川 祐輔 川越税務署管内青色申告会連合会理事

新井 誠埼玉県青色申告会連合会理事

新保正俊川越市教育委員会教育長

0租税教育推進校感謝状

■国税庁長官感謝状

学校法人星野学園星野高等学校

■関東信越国税局長感謝状

ふじみ野市立諦原中学校

■川越税務署長感謝状

川越市立南古谷中学校

0税に関する高校生の作文

■埼玉県税務連絡協議会会長賞

生田 怜子学校法人星野学園星野高等学校 1年

■埼玉県租税教育推進協議会会長賞

森 脩平 学校法人城北埼玉学園城北埼玉高等学校 1年

0中学生の税についての作文

■関東信越国税局長賞

福寿莉央ふじみ野市立話原中学校 2年

■全国納税貯蓄組合連合会会長賞

潮田 真子 学校法人星野学園星野学園中学校 1年

■埼玉県納税貯蓄組合総連合会優秀賞

南部紗彩川越市立初雁中学校 2年

辻 瑠那川越市立餞ヶ関中学校 1年

岡本 爽武 学校法人城北埼玉学園城北埼玉中学校3年

川田 浬己 学校法人星野学園星野学園中学校 1年

野本優海冨上見市立勝瀬中学校 3年

岡本彩花富士見市立西中学校 3年

岩淵彩華ふじみ野市立莉原中学校 3年

久慈真名海 ふじみ野市立大井東中学校 3年

高橋将輝毛呂山町立毛呂山中学校 3年

■埼玉県租税教育推進協議会会長賞

山元偉久馬坂戸市立住吉中学校 3年

■川越税務署長賞

羽角 奈那川越市立殴ヶ関西中学校 3年

高橋観之信 学校法人城北埼玉学園城北埼玉中学校 1年

■埼玉県川越県税事務所長賞

佐藤陽花 川越市立城南中学校 3年

■埼玉県飯能県税事務所長賞

堀越星楽毛呂山町立川角中学校 3年

■川越税務署管内税務協力団体協議会長賞

山田 涼音 学校法人星野学園星野学園中学校 1年

■関東信越税理士会川越支部長賞

加藤里奈 川越市立初雁中学校 2年

■公益社団法人川越法人会会長賞

井上美咲川越市立名細中学校 3年

■川越税務署管内納税貯蓄組合連合会長賞

矢野愛佳川越市立城南中学校 2年

加藤 優ふじみ野市立踪原中学校 3年

■全国納税貯蓄組合連合会会長感謝状

川越市立城南中学校

富士見市立西中学校

iー ・ 山•
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中学生の税についての作文（令和元年度優秀作品）

ふじみ野市立蓋原中学校 2年 福 寿 莉 央

社会の罷
一~ J

 中学二年、夏。

「SSH?」 私は夏休みの課題の 「上級学校訪

問」のためとある県立高校の説明会に参加した。学

校行事の説明や部活動の紹介などで沢山のことを知

ることができ、まだ高校のことをよく分かっていな

い私にとって、とても良い刺激となった。そして、

その説明会の中でとても興味深い話を聞くことがで

きた。それが、 SSHについてである。

SSHとは、文部科学省が指定した理数系教育の

先進研究校のことで 「ス ーノヽ ー サイエンスハイス

クール」の略である。 SSHの目的は、理科 ・数学

に重点をおいた教育を大学や研究機関等と密接に辿

携しながら推進し、将米の国際的な科学技術系人材

の育成を図ることにあるという。

私が今回訪問した学校は SSHの指定校にな って

いて、希望者は理数に特化した勉強ができるのだ。

国民すべてが平等に教育をうけ られるように、教育

費には多くの税金が使われていることは知っていた

けれど、私たちにより良い教育環境を与えるために、

こういうことにも税金を使ってくれていることを知

り、とても蟄いたのと同時に未来への期待がふくら

んだ。また、税金は祖父母の世代にも優しく寄り添っ

てくれている。

私の祖父は三年前、腰の病気で手術をした。その

手術は無事成功し、病気は冶ったけれど、やはりま

だ痛みは残っていたという。そんな祖父は生活への

支障もあったため、介護保険の要介護認定を受けた。

そして、福祉用具である特殊疫具をかりたり 、入浴

補助のための入浴用いすを買ったり 、家に手すりを

数か所取り付けてもらったりしたのだが、これらは

全て介殿保険により 、費用の負担を軽減してもらえ

たという。 この介護保険に関わる金額の一部にも、

税金が使われているのだ。

今ではだいふ哺要の痛みも和らぎ、前よりもスムー

ズに動けるようになった祖父。今私か祖父の元気な

姿を見ることができているのは、介護保険などの社

会保障の支えがあったからだ。私の大切な家族が介

殿保険に支えてもらったことで、より税金を身近に

感じ、有難みを実感することができた。

税金制度によって、この豊かで安心できる社会は

存在している。 この税についての作文を書いたこと

で、私は税金制度に色々な場面で支えられているこ

とに改めて気付くことができた。だからいつか私は、

恩返しかしたい。感謝の気持ちを大切にしながら、

この社会に対して。そのためにも、常に税金制度に

関心を持ち続けることが大事なことなのだと思う。

税金制度は、私たちの笑顔を守ってくれる、大切な

社会の礎なのだから。
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第36回法人会全国六合（三重六会）腸催
功 l悶fnョ苫・翡茄製滋lmm北ぷ翠叩．

令和元年10月3日（木）、三重県津市産業 ・スポー

ッセンタ ーにおいて第36回法人会全国大会が開催さ

れ、全国から約1,600人が参加しました。記念講演で

は伊勢神宮広報室広報課長音羽悟氏が 「皇室と神宮」

をテーマに講演されました。

大会では税制改正に関する法人会の提言が発表さ

れ、全国各地の法人会員の代表が参加され、 当会か

らは、藤倉会長、靡嶋税制委員長、荒井専務理事が

参加しました。提言事項が採決され、国会や関係省

庁等に提言されます。

全国大会 全国大会会長、廣嶋、荒井

［
 

令和 2年度税制改正に関する提言
令和 2年度税制改正に関する提言か、全法連から政府 ・国会及び関係各省に、当川越法人会では、12月12日

（木）地元選出の国会議員並びに地方自冶休に対し、それぞれ実現に向けて提言を行いました。

川合善明 川越市長へ 川越市議会 三上喜久蔵議長へ

＼ 

神山佐市衆議院議員へ 山口泰明 衆議院議員へ 小宮山泰子 衆議院議員へ

説制改正に関するスローガン
〇経済の再生と財政健全化を目指し、歳出・歳入の一体的改革を！
〇適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！
0中小企業は日本経済の礎。活力向上のための税制措置拡充を！
0中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

： 
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「よ

法人会員の輪をもっと広げよう

◆公開講演会開催◆

ろこびを力に…」
講師：元マラソン選手有森

-7-

裕子氏

去る11月19日、川越プリンスホテルにおいて、元マラソン選手の有森裕子氏による公開講演会を開催いたし

ました。当 日は、幅広くお客さまにお集まりいただき、270名の来場となりました。オリンビックメダリストの

生い立ちゃ、恩師との出会いなど、人生の歩み方について感動を呼ぶ内容で、来場者は熱い思いと感動を胸に、

会場を後にされました。よろこびを力に変える、その思いが溢れる時間でした。

―̀ 
講演者 有森裕子氏

ウェスタ川越

第5回県民ふれあいフェスタに出店

川越法人会青年部会は、11月 4日（月）に開催された第 5回ウェスタ川越県民ふれあいフェスタの会場で小

学生を中心に租税教育活動 「税金クイズ」「みんなの税金をきみなら何に使うと題したアンケート 」「一億円の

レプリカの体験」を実施しました。

税金ク イズは親子で挑戦する方が多く 、アンケートについても税の使い道を親子で真剣に考えて頂き 、その

光景は大変微笑ましいもので、245人か参加しました。

1億円のレプリカでは、見て触って、持ち上げて 11意円の重みを体験して頂き 「初めて見た」 「結構重い」等

の感想を頂きました。

当日は県内のご当地グルメやご当地アイドルご当地キャラクター大集合が行われ、青年部会員かイ ータ君の

着ぐるみでご当地キャラクタ ーとして出場し来場者は記念撮影を楽しんでいました。

好天にも恵まれ、ふれあいフェスタには15,000人（昨年11,500人）が来場されました。

~•· -っ．ー・

《イータ君 (e-Taxキャラクター）》 《税金クイズ》
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アクセス墨羅講座（テータベー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スの墨匿編）
アクセス中縁講座（テータベースの実器編）

法人決算研修会

11月21日（木）、 27日（水）にパソコン研修会を
開佃。アクセスは一般的に普及しているデータベー
スノフトの定番です。データベースの基礎から実際
に役立つアクセスの使い方をわかりやすく解説した
講座を実施しました。

．
 

公開セミナー開催
『言いたいことを表現する！l＼リウット仕込みの伝達篠』

去る11月 6日（水）、川越東武ホテルにおいて
「言いたいことを表現する。ハリウッド仕込みの伝
逹術」を開催いたしました。

外国人観光客の対応にあたって、身振り手振りで
言葉を伝えることは非常に大事です。本セミナ ーで
は、体を使った自己表現について、体験を通して解
説いたしました。

公開セミナー開催
『在職老齢年金のしくみ』

去る11月15日（金）、 ウェスタ川越において日本

年金機構から講師を派遣いただき「在職老齢年金の

しくみ」を開催いたしました。

10月～12月決算を迎える法人を対象に法人決算研

修会を、川越税務署担当官を講師にお迎えし、 12月

5日（ふじみ野市）、 9日 （越生町）、11日（ウェス

タ川越）の 3会場にて実施しました。

公開セミナー開催
『PCデータ整理で業務効率改善』

- J  

去る11月28日（木）、川越東武ホテルにおいて

「身近に出来る、生産性向ヒ、残業軽減に向けての
第一歩」をサプタイトルに業務効率改善セミナーを

開催いたしました。必要なデータを探す時間の短縮

につなける、ペソコンの整理整頓術をコンサル業務

にも精通した講師を招きました。

新設法人説明会開催 ］ 
去る10月31日（木）、川越税務署会議室において

新しく法人を設立された方々を対象に、法人税 ・源泉
徴収税等に関する説明会を開催し、多数の参加をい
ただきました。適正な納税は、対外的な信用を高め
ることだけでなく会社の経営強化にもつながることに
なります。是非、新設法人のご参加をお廊いします。
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［税務相談・融資相談のご案内

◆関東信越税理士会

川越支部による

税務相談

◆日本政策金融公庫

川越支店による

融資相談
相 百I汰火 日 会 場

2月3日（月）、 5日（水）、 7日（金）

12日（水）、14日（金）、17日（月） 税理士会

19日（水）、21日（金）、26日（水）
川越支部事務局28日（金）

3月2日（月）、 4日（水）、 6日（金）

(9 :00,..._, 12:00) 

9日（月）、18日（水） (13:00----15:00) 

相談 日 会 場

2月12日（水） 日本政策金融公庫

3月11日（水） JI I越支店

4月8日（水） (13:00,..._, 16:00) 

※相談ご希望の方は、公益社団法人川越法人会事務局までご連絡ください。

〒350-1124 川越市新宿町 1-17-17 ウェスタ川越 5F

公益社団法人 川 越 法 人 会

電話 049-257-6191 FAX 049-257-6190 

税務相談 融資相談 申込書

（何れかに〇印を付けてください。）

相談ご希望日 平成 年 月 日

申込者名

住所

電話

担当者名
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県 内経済の動き 「出所 ：公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団」
埼玉りそな経済情報2020年 1月号より

概況 埼玉県の景気はこのところ弱含んでいる。

一悪化を示している ） 

9月のCI（コンポジット・インデックス）は、先行指

数：I00.0 （前月比•2.8ポイント）、一致指数：95.8 130 

（同▲2.1ボイント）、遅行指数：101.4（同＋0.3ポイ 120 

ント）となった。

先行指数は2カ月連続の下降となった。

一致指数は2カ月ぶりの下降となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比•J.54ポイン

トと、3カ月連続の下降となった。埼玉県は景気の基

調判断を、「下げ止まりを示している」から「悪化を

示している」に下方修正した。

遅行指数は4カ月ぶりの上昇となった。

景気動向指数の推移
2015年＝100

140 

• 百貨店•スー／t-販売額か3カ月ぶリに減少

10月の百貨店・スーパー販売額は769億円、前年

比•6.2%（既存店）と消費増税前の駆け込みの反

動で3カ月ぶりに減少した。業態別では、百貨店（同

▲20.0%）、スーパー（同•2.9%）ともに減少した。

新設店を含む全店ベースの販売額は同•6.1％と3

カ月ぶりに減少した。

11月の新車販売台数（乗用車）は10,80]台、前

年比▲17.8％と2カ月連続で減少した。車種別では

普通乗用車が5,793台（同▲21.7%）、小型乗用車

は5,008台（同•12.8%）だった 。

110 

＿一 先行指数

一←ー一致指数
遅行指数
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80 
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資料経済荏苓白、日本自動豆販売協会遵合会

一 2カ月ぶりに前年を下回る） 新9住宅着工戸数の推移

6,000 
10月の新設住宅着工戸数は3,783戸、前年比

▲25.7％と2カ月ぶりに前年を下回った。

利用関係別では、持家が1,288戸（前年比

.&.3.0%）と2カ月連続で減少し、貸家が1,146戸（同 4,000

▲37.3%）、分譲が1,338戸（同.&.27.8%）と、いず
3,000 

れも2カ月ぶりに減少した。

分譲住宅は、戸建が1,265戸（前年比.&.6.8%）と 2,000

7カ月連続で減少し、マンションも65戸（同▲86.7%)

と2カ月ぶりに減少した。

5,000 

1,000 

給与

貸家

％ 

一← 前年比（右目盛）
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臼牙1田土交通治
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一2カ月連続で前年を上回る）

11月の公共工事請負金額は275億円、前年比

+22.9％と2カ月連続で前年を上回った。2019年

4~11月までの累計でも、同＋1.4％と前年を上

回っている。

発注者別では、独立行政法人等（前年比▲0.1%)

が減少したものの、国（同＋ 188.0%)、県（同

+34.8%）および市町村（同＋2.2%）がいずれも増

加した。

なお、11月の請負件数は796件（同▲4.0%）と

前年を下回っている。

2カ月ぶりに減少
） 鉱工業指数の推移

9月の鉱工業指数をみると、生産指数は95.1、前

月比•2 .3％と2カ月ぶりに減少した。 業種別では、

電子部品・デバイス、電気機械、プラスチック製品な 105 

ど11業種が増加したものの、生産用機械、輸送機

械、化学など12業種が減少した。
100 

在庫指数は91.7、前月比＋2.1％と4カ月ぶりに増

加した。業種別では、輸送機械、電子部品・デバイス、

その他製品などl]業種が増加したものの、化学、プ 95 

ラスチック製品、金腐製品など9業種が減少した。

有効求人倍率は1.29倍
） 有効求人倍率の推移

10月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、

前月から0.01ポイント下降の1.29倍となった。

有効求職者数が80,734人（前年比＋1.3%）と、

4カ月連続で前年を上回るなか、有効求人数につい

てはl05,668人（同•2.3%）と4カ月ぶりに前年を

下回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から

0.19ポイント上昇の2.17倍となっている。

なお、10月の就業地別有効求人倍率（季節調整

値）も、前月から0.01ポイント下降の1.44倍であった。

公共工事請負金額の推移

億円 ％ 
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ネットが便利です！ 申告・納税 e-Tax
ヽ

ノ

今年4月から大法人（資本金の額が 1億円超であるなど要件あり）の法人税及び地方法人税

並びに消費税等の申告書の提出方法が電子申告 (e-Ta x)に義務化されます。これに伴い、

法人税等に係る申告データを円滑に提出できるように環境整備が進められております。以前よ

り送信容量が拡大され、認証手続の簡略化及びデータ形式の柔軟化など従来のシステムよりも

使いやすくなっておりますので、まだ活用されていないようでしたらぜひご検討ください。

平成 30年 4月から現在までに可維となったこと

〇送信容量の拡大 (PDF形式：約 92KB)

〇イメ ージデータ (PDF形式）で送信された添付書類の紙原本の保存不要化

0土地収用証明書等の添付省略（保存義務への転換）

〇法人代表者の電子署名から、法人の代表者から委任を受けた当該法人の役員

・社員の電子署名によること も可能

〇法人申告書別表（明細記載を要する部分）及び勘定科目内訳明細書のデータ

形式の柔軟化 (XML形式に加えcsv形式による提出）

e-Taxならこんなメリットがあります

0税務署に出向くことなく、インターネ ットを利用して申告や納税などの

各種手続きををすることができます。

0書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。

〇納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。

(e-Tax:370円書面： 400円）

個人の確定申告について（令和元年分の確定申告）

～スマホでラクラク確定申告～

給与所得 ・雑所得（公的年金など） ・一時所得の申告をする方はスマホ専用

画面から申告ができます。医療費控除やふるさと納税（寄附金控除）をはじめ

全ての所得控除に対応しています。なお、事前に ID・パスワードの取得が

必要です。
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～川越税務署からの確定申告に関する重要なお知らせ～

◇ 所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します。

なお、確定申告会場の開設期間前は、相談スペースが限られており 、長時間お待ちいただく場

合があります。

会場 川越税務署 1階

期間 令和 2年 2月17日 （月）から 3月16日（月）まで

土、 日及び祝日を除きます。

ただし、 2月24日（月）及び 3月 1日 (1-:1)に限り開場します。

※ 令和 2年 2月14日（金）までは、確定申告会場は開設しておりません。

時間 相談受付 ：午前 8時30分から午後 4時まで （提出は午後 5時まで）

相談開始 ：午前 9時から

※ 申告書の作成には時間を要しますので、お早めにお越しください。

なお、相談内容が複雑な場合は、午後 3時頃までにお越しください。相談が午後 5時

を過ぎる場合には、再度お越しいただく場合があ りま宅こ

※ 確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合や受付を早めに締め

切る場合があります。

1 確定申告に便利な ID・パスワードを取得しましょう！

国税庁ホー ムページ 「確定申告粛等作成コーナ ー」で巾告書を作成し、 IDとパスワ ー ドを入

力するだけで、 e-Taxで確定申告をすることかできます。

I D・パスワー ドを使えば、マイナンバーカー ドや ICカードリーダライタをお持ちでなくて

も、 ご目宅等からパソコンやスマ ー トフォンで節単に e-Taxで申告することができ大変便利

です。

なお、 I D・ペスワ ー ドはお近くの税務署において 5分程度で発行を受けられますので、取得

されていない方は、是非お早めに取得してください（発行の際、税務署で職員と対面による本人

確認が必要です。）。

※ 1 マイナンバーカードと ICカードリ ーダライタ又はマイナンバーカー ド対応のスマ ー トフォ

ンをお持ちの方は、「マイナンバーカード方式」による e-Taxがご利用いただけます。

※ 2 I D・パスワード取得の際は、運転免許証などの顔写真付きの本人確認富類をお持ちくだ

さい。
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※ 3 税務署から ID・パスワードの発行をすでに受けていただいている方は、お手元の 「ID • 

パスワ ー ド方式の届出完了通知」でご確認ください。

※ 4 I D・パスワ ード方式は暫定的な対応です。お早めにマイナンバーの取得をお廊いします。

2 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」が便利です！

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コ ーナー」をご利用いただくと 、混雑する税務署の確

定申告会場に出向かなくても、 ご自身のパソコン ・タプレット ・スマートフォンから24時間いつ

でも申告告を作成できます。

なお、作成した申告轡は、 e-Taxで送信 (ID・パスワードを入力して送信又はマイナン

バーカードを使って送信）、印刷して郵送のいずれかにより提出できます。

特に、 ID・パスワ ードによる e-T a xは大変便利ですので、令和元年分の確定申街は、税

務署で取得していただき、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、

I D・パスワ ードによる e-T a xをご利用ください。

「確定申告古等作成コーナー」の操作等に関するご不明点は、電話にてお問い合わせいただけ

ます。

<確定申告などに関するお問合せ>>

国税庁ホームページ 「確定申告特集」をご覧ください。

<<e-Tax• 作成コーナーの操作などに関するお問合せ>

「e-Ta x •作成コーナーヘルプデスク」（匹0570-01-5901)

【受付】月曜～金曜（祝日等及び12月29日～ 1月 3日を除きます）

3 いつでもどこでもスマホで申告！

国税庁ホームページ 「確定申告温等作成コーナー」では、スマートフォンでも申告告が作成で

きます。

令和 2年 1月から、 2か所以上の給与所得がある方、年末調整が済んでいない方、年金収入や

副業等の雑所得がある方など、入力が簡単な 「スマホ専用画面」をご利用いただける方の範囲が

広かっておりますので、該当の方は「スマホ専用画面」をご利用ください。
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4 医療費控除を適用される方へ

平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となり、代わりに 「医療費控除

の明細書」の作成 ・添付が必要となりました。

なお、税務署から 「医療毀控除の明細揖」の記載内容の確認を求める場合がありますので、領

収四は 5年間保存する必要があります。

※ 令和元年分の確定申告までは、従来どおり領収魯の添付又は提示によることもできますが、

令和 2年分以降は、医療費控除の明細古の作成 ・添付が必要となります。

5 公的年金等を受給されている方へ （確定申告不要制度のお知らせ）

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の

所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。

※ 所福税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合かあります。

なお、所得税の遠付を受ける場合や確定申告古の提出が要件となっている控除（例えば、純

損失や雑損失の繰越控除なと）の適用を受ける場合には、確定申告害の提出が必要となります。

また、平成27年分以後は、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の

対象とならない公的年金等を受給されている方は、この制度は適用されません。

6 消費税の確定申告をされる方へ

消費税の確定申告書を作成するには、令和元年10月1日以降の取引について、売上げや仕入れ

等を税率」堅滅税率 8% • 標準税率10%) ごとに区分して記帳するなどの経理（区分経理）を行っ

た帳簿が必要となります。

また、令和元年分からは、消費税確定申告習を作成するには、区分経理を行った帳簿に甚づき、

「課税取引金額計算表」の作成が必要となります。

なお、消費税の仕人税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿や受け取った

諮求書などの書穎を保存する必要があります。
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県税からのお知らせ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------―̀ 

給与支払報告書・源泉徴収票の提出は「eLTAX（エルタックス）」で！ ！ 

給与等の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に支払報告書を提出す

るほか、記載内容がほぽ同一の源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要があり

ます。「elTAX（エルタックス）」 を利用すれば、市区町村に提出する給与等の支払報告書の

電子甲告用のデータを作成する際、税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子申告 (e-Tax)用

のデータも同時に作成し、一括して「elTAX（エルタックス）」 で一元的に送信することがで

きます。

また、令和元年10月 1日に、地方税共通納税システムがスタートしました。地方税共通納税

システムを使えば、地方税の納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、オフィ

スや自宅に居ながらにして、パソコンからインターネットを通じて簡単に行うことができます。

すべての地方公共団体に対して電子納税ができ、複数の地方公共団体に対して一度の操作で電

子納税が可能です。

ますます便利になったシステム「elTAX」を是非ご利用ください。利用開始手続きなと詳

しくは、elTAXホームページ (https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。

お問合せ：各県税事務所又は県税務課

(TEL O 4 8 • 8 3 0 • 2 6 5 7 FAX O 4 8 • 8 3 0 • 4 7 3 7) 

法人決買研修合Z：案内 1

1月～3月決算期を迎える法人を対象に右記

日程で 「法人決算研修会」を開催します。

＊テーマ 改正税法 ・申告の留意点

女講師 川越税務署法人課税部門担当官

税理士会川越支部所属税理士

期 日 時間 会 巴勿

2月3日（月） pm 2 : 00 ふじみ野市商工会館

2月6日（木） pm 2 : 00 鶴ヶ島市商工会館

2月7日（金） Ipm 2 : oo 日高市商工会館

2月12日（水） pm 2 : 00 ウェスタ川越

受講されますと

総合受講証明書 （税務署提出用）を発行致します。

会員手帳を必ずご持参ください。

＊会員以外の方もご参加できます。

I 
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一一一
者 協 議 合 を 圃 催

去る11月19日、川越税務署幹部、関東信越税理士

会幹部、当会より藤倉会長他、幹部役員にて三者協

譲会か開催され川越法人会の組織増強対策 • e-Tax

の利用促進について協議をいただき、三者の相互理

解が深まり支援体制の強化が再認識されました。

く川越税務薯熊崎署長 あいさつ＞

＜藤倉会長あいさつ＞

く税理士会赤羽支部長 あいさつ＞

県 外 役 員 会 を 開 催
去る10月17日に県外一泊役員会が伊香保温泉 ・千明仁泉亭にて開催されました。総務、組織、厚生、広報、

研修、税制の各委員会および青年 ・女性部会から事業報告がなされ出席役員は改めて法人会の各委員会活動を
認識しました。

圃 ー “
|＿□迦 ―印ャリテ←コlしつコンベ闘催

地区対抗ゴルフコンペを坂戸地区会を幹事に去る10月24日、越生ゴルフクラプにて開催し44名の方に参加い
ただきました。皆様からのチャリティ募金17,865円は緑のトラスト基金へ寄付させていただきます。ありがとう
ございました。おもな成禎は以下のとおりです。税理士会は 4名の精鋭を集め、優勝を勝ち取りました。

竺-1-

《団体戦 》
優勝川越税理士会
準優勝坂戸地区会
3 位富上見地区会

《個 人 戦 》
優勝加藤浩明
準優勝金井栄二
3 位五十嵐洋太

（敬称略）
（税理士会）
（高階）
（富士見）
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tt腔部 合 地域社 合 貢 献 タオ /Lを 寄 付

当女性部会では、部会員並びに法人会員の皆様に

支援を募り、今年も去る12月 2日にタオルを川越い

もの子作業所に寄付しました。今年度は141本を寄

付し、平成21年からの合計は2,223本となりました。

本運動にご理解を賜りまして、ご支援ご協力をいた

だきました皆様方に厚くお礼を申し上げます。今後

とも、ご支援をよろしくお願い申し上けます。

廿牲踵 会主 催で Ill越説務薯畏講潰合を闘催

去る11月19日に川越プリンスホテルにおいて、税

を考える週間の行事として川越税務署長熊崎美杉氏

を講師に迎え『身近な相続のはなし』をテーマに購

演をいただきました。大変にわかりやすい内容で参

加された皆様は税に関する理解を更に深めることが

できました。

tt 牲 踵 台 泊 研 修 会 を 開 催

,.,...~, 
ふ

10月27日（日） ～28日（月）、飯能名栗温泉にて

一泊の女性部会研修会を開催いたしました。渋沢栄

ー記念館、冠稲荷神社、妻沼聖天山歓喜院をめぐり 、

二日目には話題のムーミンバレーパークや竹寺を散

策しました。天候にも恵まれ、部会員相互の情報交

換、交流も図られ、楽しい時間を共にすることがで

きました。
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I□青年部合「第33回法人合全国胃年の集い六分六合」

令和元年11月 7日～ 8日 「全国青年の集い大分大会」は租税教育活動はもとより事業活動全体をさらに充実

させるために、お互いの活動を知り 、情報交換を行い、租税の意義や役割の普及啓蒙活動への取組みか「国と

社会の繁栄に貢献する」という法人会の理念の実現を目指し開催されました。来年度は11月 5日～ 7日、島根

県で開催されます。

胄年部合例合・説諮研修合を開催

去る12月10日（火）、割烹）1|島において、税務研

修会を開催しました。講師は川越税務署上席国税調

査官 金占あけみ氏に講演いただきました。テーマ

は 「消費税の軽減税率制度について」10月より引き

上げられた消費税率に併せて実施された、今回の軽

減税率制度を事業者、一般市民生活での影密をポイ

ントを押さえて説明いただきました。

-――‘ 
胃 年 部 会 祖 説 教 室 を 闘 催

毎年、市内小学校で行われる租税教育授業について、租税教育委員会メンハーが中心となり実施しました。

12月、市内 2校に訪問致しました。 12月 3日仙波小学校で 4時限 4クラス、 4日は大塚小学校を訪問し 1時

限 2クラス合同で行いました。合計約200名の児童を前に税金の役割について、心に残る授業をおこなえました。

今回の授業に向けては、委員会活動にアイデアを持ち寄り 、スクリーンを使いながら税金に関するクイズで

興味を持たせ、 DVD教材や 1億円見本などを使い、授業の組み立てに工夫を持たせたことで、児菫の輿味と

理解を深めることに繋がりました。年明けにも 3校の授業を予定しています。

《仙波小学校訪問》 《大塚小学校訪問》
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椴務の鍛脱書や経営に役立つl」9冊子等を無料で提併しています。
申込先：公益社団法人川越法人会事務局

電話 049-257-6191 FAX 049-257-6190 

《参考図書一覧》

〇会社の決算・申告の実務 わかりやすい！法人税申告へのアプローチ

〇税制改正のあらまし

〇今日から使える！ビジネスマナーの基本と実践

0新設法人のための会社の税金ガイドブック

〇源泉所得税実務のポイント

〇会社取引をめぐる税務Q&A 111111111111111 
0軽減税率制度の基本と実務対策

0キャッシュレス決済の基礎知識

〇会社経営の法律トラブルQ&A ヽ
0防災のしおり

DVDの無料貸し出しも行っています。

《DVD無料貸し出し一覧》

0新設法人のための 「決算・申告までの 3つのステップ」 1 3分

〇税理士10 0人に聞きました 「決算・申告実務間違えやすい5つのポイント」 1 4分

〇けんたくんの大冒険 「租税教育用」

〇オフィスでできる！簡単エクササイズ

0ビジネスシーンもマナーでアピール

0クレーム対応の巧拙が企業生命を左右する

〇「攻め」の営業の仕組み作り

〇電話応対マナー

1 6分

4 1分

38分

57分

64分

6 1分

0今企業に求められる危機管理・企業防災の重要ポイント 96分

〇生き残る会社の決算書 50分

0防犯は想像力だ 1 1 1分
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地区会たより
◇富士見地区会

10月25日正副会長会議 富士見市商工会館

]2月17日役員会 ひで蔵

10月8日 11月5日 12月10日

鶴瀬駅、ふじみ野駅、みずほ台駅清掃事業

11月17日県外研修会 山梨県

11月28日 ゴルフ会 高坂カントリークラプ

◇三芳地区会

10月16日 研修会（救命講習） 三芳町中央公民館

11月20日 研修会（ペ ップトーク） 三芳町商工会館 I
●● M ● • ●●●●-

●●●力で ●下

•<,．ヘ,:

ー・ 一

11月1日役員会 手打そばうどん富

11月6日親睦会 平成倶楽部

◇名細地区会

12月14日清掃活動 餞ヶ関駅北ロ ータ リー

［ 

◆名所・旧跡探訪（表紙写真説明）

◇日高地区会

11月20日 正副会長会議 日高商工会

12月4日役員会、親睦会 はし本

10月9日 第16回異業種間交流ゴルフコンペ

（商工会主催に共催） Jゴルフ鶴ヶ島

◇ふじみ野地区会

10月9日 視察研修 CYBERDYNE STUDIO 

予科練平和祈念館

10月23日 役員会（常任理事会、理事会） 品久家

11月12日 講涸会 「軽減税率制度渫人後の会計処理実務」

ふじみ野市商工会

12月17日 研修会 「明年の政治 ・経済の大局を読む」

美可美

◇越生地区会

10月18日 第 2回役員会 越生町商工会館

12月6日 年忘れゴルフ大会 日本カントリークラプ

12月6日忘年会

◇坂戸地区会

lO月4日 会員増強会議

lO月15日 広報委員会

11月27日 ゴルフコンペ

◇鶴ヶ島地区会

10月15日役員会

11月29日 年末懇親会

◇毛呂山地区会

（有）山富費

坂戸グランドホテル

坂戸市商工会

鳩山カントリークラプ

太田ケ谷 「紅琳」

鶴ケ丘「おおさわ」

ll月17日 税の啓蒙 ・無料税務相談 毛呂山総合公園

12月4日 正副会長会議、理事会、 ときわ

役員会、金融懇談会

「初大師 だるま市」 は川越の喜多院境内に祀られている慈恵大師のご縁日です。慈恵

大師は、比叡山中で密教を修めて民衆の苦しみや悩みを救ったことから、古来より多くの

人に 「厄除けのお大師さま」 として信仰を集めてきました。大師が涅槃に迎えられた日にちなんで、毎年

1月3日に 「初大師」という名で縁日がひらかれるようになりました。

詳しい年代は定かではあり ませんが、明治時代の初めから、初詣に訪れる多く の参拝者にさらなる御利

益がもたらされるよう、だるまの露店が並ぶようになったと言われています。

この「初大師 だるま市」は、戦時中でも一度も休むことなく開催され、余の景気に関わらず人出は変

わらなかったと言われています。川越の冬の風物詩です。
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地域企業のご紹介 （地区別・略敬称）

【富士見市】

侑）ワイズエステート

MASAKI GLOBAL（有）

閻ァベゼル

医療法人社団サンセリテ

光石材（樹

闊みらい企画

卸サダナ

（有）アネックス

（樹ウォ ームデイ

水野歯科医院

【ふじみ野市】

医療法人社団彩明会

（樹松屋ハウジング

（樹アイリスジャパン

エミネンス商事閻

（有）シージェイフード

闊世大

縣）Ones of Truth 

卸ケーズ自動車

サンライズホーム（籾

（樹信雷鉄工

三上工業 三上創平

【川越市】

閥吉丸防水

合同会社RSK

ふじみ野西3-13-6

ふじみ野東1-2-3

羽i尺1-27-4

下南畑3166

勝瀬1624

西みずほ台1-8-16

鶴瀬西2-5-5

鶴瀬東1-6-15

鶴馬2-16-24

鶴馬1-13-25

うれし野1-1-12

上福岡6-3-2

大井武蔵野1287-80

大井武蔵野1440-5

鶴ケ岡3-15-40

鶴ケ岡3-1-41

鶴ケ岡4-18-1

東久保1-13-17

福岡中央2-1-12

~t野2-12-7

」ヒ野1-3-2

かわつる三芳野1-12

下広谷1140

（樹エコパーツ箕 硲ヶ関東1-8-23

藤本鍼灸整骨院藤本廉三 霰ヶ関東2-7-14

（宗）延命寺 笠幡4451

神山学習教室神山裕一 笠幡4898-10

ハジメ不動産 笠幡156-375

（樹正建コーポレーション 笠幡1476

闊 U-trusut

（株）アイムス

（株）マーク ・スター不動産

（樹ムロ

K -style 

仲産業（樹

テックジャパン（株）

（有）春日美装

川越資材謡橋幸雄

（株）HausLernen

柴田建設（樹

閥志村電設

鈴木三男

闊ファルマンア

今井徹

笠幡3777-1

岸町1-46-45

岸町1-25-82

岸町1-2-2

久下戸3153-4

久下戸3460-1

牛子323-3

古市場757-17

古谷上5746-1

今成1-19-23

今福818-8

今福1068-2

今福674-8

今福1116-3

砂新田56-10

（有）大栄塗装工業 砂新田6-14-23

御千築工業所 砂新田159-8

宮崎建設 山田2057-10

新井まりえ 寿町1-2363

山口英了 寿町1-2363

丸山良介 小堤880-1

（有）アップ 川越ァスリート接骨院

上野田町34-22

昧AKホールディングス 城下町10-1

（悧FPパートナー川越支社新宿町3-3-18

コーモ ラント（掬 新宿町1-17-17

（有）アップ さくら介殿ステーション

菅原町1-7

金子正之 西小仙波町2-11-4

西村建築設計事務所西村秀男

閥 FIVE

野島電気野島秀則

西嶋泰子

石原町1-9-5

仙波町2-19-7

大字平塚109-7

池ノ辺1188



No. 219 法人会員は企業の発展にお手伝いしています -23-

闊MKG 中福647

（樹アプリプランニング 的場1830-21

合同会社圏央イノベーション藤原町6-30

今野総合食品今野勝一藤倉2-7-25

（有）毎日企画

菅野明美

（樹LOGIC

栗原オ ー トサービス（樹

太田真一

閥楽房

閥大都ライフサポ ー ト

南台2-5-32

南大塚1-1-2

南通町10-1

南田島1618-5

並木西町20-13

豊田町2-2-6

脇田新町4-24

税理士事務所TMコンサルティング

脇田本町30-2

【坂戸市】

（樹関東不動産情報センター 溝端町2-4

広栄交通バス（樹

幸進運輸（掬

小沼292-1

新堀152-1

（樹絢ァーキテクト ・ファクトリ ー 森戸447

（掬タケショウ 千代田2-16-27

山村国際高等学校 千代田1-2-23

合同会社H・T不動産 浅羽975-2

（有）ヤナギサワ勝建工 中小坂866-48

結婚相談所 Beautiful Bride 金子美代次

南町12-12

合同会社にじ色コンパス 南町8-10

カクテルアンドディナー（樹

（株~Ma p イノベ ー ション

閻 ；ヽ；ーアンドダプル

【鶴ヶ島市】

翔美高野裕康

（有）秀建

合同会社プラネット

日の出町1-23

日の出町2-26

片柳166-1

羽折町18-3

下新田350-1

脚折1831-30

（樹久米平

（樹アオゾラペイント

闊松本青果

オーエルビー（樹

脚折町5-3-43

三ッ木9-8

松ヶ丘3-11-21

上広谷666-1

ァロ ーラ（掬 新町2-5-11

（有）筋圧 中新田1523-1

合同会社森田不動産管理 中新田364-2

ヒロキ整骨院関□広輝鶴ヶ丘51-39

【日高市】

閥松井工業

渡部和子

山田防災

【毛呂山町】

八榮建物（有）

【越生町】

（有）ユ ーアンドエ ー

【地区外】

閻ケントリファイン

旭ヶ丘竹の台673

原宿132-10

高萩東1-24-7 

岩井西3-5-6

黒岩88

狭山市青柳770-10

味噌っち岩岡屋儀間崇時所沢市岩岡町276-10

闊エヌアイケイ 所沢市東狭山ヶ丘

（樹町屋

（樹LINO

合同会社サンステイ

（有）コンセント

1-15-34 

栃木県那須郡那須町

高久丙3246-21

八潮市南後谷99-1

練馬区石神井台6-11-8

和光市下新倉5-3-47
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頂康の身体障勉痰喝腿園だよるリタイアリスクから
族をまもります

総合咽
（大同生命の定期保険＋AIG損保のべ→シノク傷害保験

無配当就業障がい保障保険（身体障がLヽ饗手帳連動・需解約払屡金型）

帳の交付を受けた場合に、

保険金を支払います。

〇保険金額2億円までご加入できるのは、契約者が法人か所定の個人事業主（契約者と被保険者が同一人の場合に限る）の場合です。

0この保険には高度薩がい保険金・死亡給付金・解約払戻金はありません。また、満期保険金・配当金・保険料の払込免除の取扱もあり

ません。

〇身体障がい者福祉法の改正により、就業障がい保険金の支払対象となる身体障がい状態は変動する可能性があります。

〇当資料に記載の保障は「Tタイプ［無配当就業障がい保障保険（身体障がい者手張連動・無解約払戻金型）］」によるものです。AIG損
保のベーシック傷害保険の補償内容につきましては、 「総合型VTタイプ」バンフレ ッ トをご覧ください。

〇この制度は、法人会の会員のみご加入いただける制度です。ご加入後に法人会を退会された場合は、保険料の引き上げや損害保険

部分の解約等のお取扱いとなることがあります。

〇この資料は、2019年3月現在の志品内容に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。

〇ご検討・ご契約にあたっては、「設計書［契約概要］」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。

・ヽ--
D仰/DO大同生命保険株式会社 区匝］AIG損害保険株式会社

埼玉西支社／埼玉開川越而協日本8J6-20(<Iまたピ）レ6F) ）II越支店／埼玉嬰）II越而雨宿町3-3-2（ダイゴピ）は莉届3F)

TEL 049-246-1 766 TEL 049-244-6 l 00 F-2018-1039(2019年3月7日）B-152060

Af;・ac 
本サービスは、アフうックの提携先

（株式会社メディカルノート）が提供します。

（ プロの医療チームがあなたをサポートします！ ］ 
法人会会員企業にお勤めの

役員・従業員であれば、

おひとり様月1件のこ相談まで

無料で利用いただけます。

＇ 
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※月1回とは、新しい相談1回を指します。同じこ相談における追加質問については
回数制限はありませんのでこ納得いただけるまでこ相談いただけます。月1件を
超える新しい相談事項の追加については、通常料金432円（月額・税込）になり
ますので、翌月無料分のこ利用がお勧めです。

株式会社メティカルノート support@me~te-；；日 遷
回
弔
5
回




