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11月の

東京都・税務情報
をお届けします

東京都から届いた税務情報をお知らせします。
より詳しく確認したい方は、
QRコードより詳細が記載されたホームページをご確認ください。
会員同士で協力し合いながら、
税知識を深めていきましょう。

Information

3

eLTAX電子納税が
大変便利です

地

方税共通納税システムでの「eLTAX」電子納
税が大変便利です。インターネットバンキング
等での納付に加えて、事前に登録した口座から

詳細は、eLTAXホームページを
ご確認ください。

引落としが可能なダイレクト納付ができます。さらに全国
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中小企業向け
省エネ促進税制
法人事業税・個人事業税の減免

お問合わせ

中小企業向け
省エネ促進税制について

03-5388-2963
主税局課税部（個人）

クール・ネット東京

詳細は、主税局ホームページ
「＜東京版＞環境減税について」を
ご覧ください。

10 月から、都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等
譲渡所得割の納入が可能となりました。

主税局課税部（法人）

地球温暖化対策報告書制度・
導入推奨機器について

法人事業税、個人事業税を免税しています。

の自治体に一括で納付することが可能です。また令和 3 年

所管都税事務所の
各税目担当班

03-5388-2969

東京都では、中小企業者が行う省エネ設備等の取得を支援するため、

令和3年度

税制改正に関するアンケート

の結果について

03-5990-5091

当
Information
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大法人の電子申告が
義務化されました

大

Information

法人が提出する、令和 2 年 4 月 1 日以降開始の、
事業年度の法人事業税・特別法人事業税・法人
都民税の申告書及び申告書に添付すべきものと

されている書類は、
「eLTAX」による提出が義務化されま

制度の概要については、
主税局ホームページをご確認ください。

法人会会員の皆様におかれましては

おられることを改めて教えていただき、私ども税

益々ご清祥のこととお慶び申上げます。 制委員会としてその責任の重さに身の引き締まる
この度はお忙しい中、全国法人会総連

合が実施する「税制改正アンケート」にご協力い
ただきましてありがとうございます。
おかげさまで 100 社からご回答をいただきま
した。うち 5 社からは税制に関するご意見も頂戴
いたしました（東法連のなかでは 3 番目に回答数
の多い単位会となりました）。

想いでございます。
ご回答いただいた内容を集計し、全国との対比
をいたしましたのでご報告させていただきます
（結果は、玉川法人会と全国との間には考え方に
大きな差異はありませんでした）
。
今後とも玉川法人会の活動に、ご支援ご協力を
いただきますようよろしくお願いいたします。

会員の皆様がこれほど税制にご関心をお持ちで

税制委員会 委員長 大島光隆

アンケート結果については
ホームページよりご確認ください

した。また東京都では、令和 2 年 10 月発送分から電子申
告義務化の対象法人への申告書類郵送物を変更しています。
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あの人

に

話 を 聴 き まし た
vol.

1
1

玉川法人会の会員である
各界のトップランナーから、
その実績とともに、
仕事観やこだわり、
未来へのビジョンなど、
様々なテーマで話を伺いご紹介します。

この度、
当法人会に新しい仲間が増えました。
どのような事業を展開されているかなど、
メッセージとともに紹介します。
皆様も困りごとがあれば、
相談してみましょう。

院長

出沢 明さん
高度な技術はメディア
などで“神の手”と紹
介され、腰痛の日帰り
手術を新たなスタンダ
ードに押し上げた名医。
日帰り治療や予防的観
点からの腰痛の解説書
など著書も多数執筆。

2

1）少しでも患者の不安が和らぐようにと、
病状や手術方法などを模型を使い分かりや
すく説明してくれる。2）脊椎神経や椎間
板など身体の軟部組織の病状を診断可能な
MRIを院内に設置。3）こちらでは診察と
保存療法による治療を行い、手術は入院施
設を完備した向ヶ丘遊園の別院で行われる

エール・ビジネス
コンサルティング株式会社

株式会社
インベスティゲイト

コンサ ル ティング

経 営 コンサ ル ティング

金

3
全国で約40名のPED認定医を増やし、より多くの患者がPEDを選択できるようにしたいと語る

悩める患者を救う先進医療の最前線

出沢明PED
クリニック

4

面からワンストップサービスが可能です。コンサルタント

だこと、そしてそこで得たネットワークを生かして、社会

全員がマネジメント経験者であり、経営者としての視点に

貢献したいと考えています。何かお困りのことがあれば、

立って専門的アドバイスをご提供します。

お気軽にご連絡・ご相談ください。

杉野由和

河口仁昭

代表者

んが、痛みや日常生活に不自由を感じる

住所

世田谷区用賀4-9-20-301

住所

世田谷区野毛1-14-14

03-4283-9578

電話

090-6159-8122

患者さんの苦しみは相当なものです。そ
の辛さから少しでも早く、より多くの人を
解放したいと 2014 年に開院しました」
現在は PED を「脊椎管狭窄症」の治

電話&FAX
メール
ホームページ

yellbizlaw@g05.itscom.net
https://yellbizlaw.com/

【 第5支部 】0502825

メール
ホームページ

yoshi.kawaguchi@investigate-ibj.com
https://www.investigate-ibj.com/

療に応用した「PEL（ペル）
」を含め、
年間 400 症例もの執刀を行いながら、
第一人者としてこれらの優れた治療法の
普及にも尽力。
「脊椎というデリケート
性と微細な手の感覚が求められる高度な

国民生活基礎調査・2013 年）

皮的）Endoscopic（内視鏡下）Disce

手 術 で す が、2009 年 に『 日 本 PED 研

と推計され、約 4 人に 1 人が腰痛である

ctomy（椎間板ヘルニア摘出術）
』です」

究会』を立ち上げ、手技の標準化や教育

計算になります。そんな国民病ともいえ

医師として40 年のキャリアを持ち、内

る腰痛の主な原因のひとつ「腰椎椎間板

視鏡技術の進んでいたアメリカやドイツ

ヘルニア」を、
「PED（ペド）」と呼ばれる

で学び、2003 年に日本で初めてPED を

画期的な手術法で治療するのが出沢明先

導入した出沢先生。従来の手術法と比べ

生です。
「椎間板ヘルニアは、腰椎の間

て圧倒的に患者の身体への負担が少なく、

でクッションの役割を果たす軟骨『椎間

早期の社会復帰が可能なこの最先端の治

気です。この飛び出た部分（ヘルニア）を、 も先の予約が埋まっていたといいます。

展開支援です。これまでメーカー、銀行、総合商社で学ん

支部

な部分にアプローチし、ミリ単位の正確

勤務していた大学病院では、最長で 6 年

法律事務所も併設しているので、リーガルとビジネスの両

【 第9支部 】0901878

用いて切除するのが『Percutaneous（経

ることで痛みや足の痺れを引き起こす病

内部監査のアウトソーシング ②投資のアドバイス

（M&A のアドバイザリー業務など）③東南アジアへの事業

支部

約 1㎝の切開で、内視鏡と専用の器具を

療を求め、全国から患者が殺到し、当時

業・業界調査を得意としています。主な業務は、①

「命の危険に直結する病気ではありませ

で約 2800 万人（厚生労働省

板』が変形して飛び出し、神経を圧迫す

わたり、経験豊富なコンサルタント人材を有し、様々

企

なニーズに柔軟に対応できます。また、同じグループ内に

代表者

痛に悩まされる人の数は全国

腰

融・商社・メーカー・司法と幅広いビジネス領域に

システムの充実を図っています」

玉川法人会は
皆様のご入会をお待ちしています
公益社団法人玉川法人会は、皆様と同じ玉川税務署管内の企業が会員とな
り構成されています。
私たち玉川法人会は、昭和 25 年に創立されました。昭和 50 年 10 月には
社団法人の認可を得て、平成 23 年 4 月からは「公益社団法人」として、地

Data

域企業と地域社会の発展に貢献する事業活動を推進しています。そして、健

入会方法

入会申込書にご記入のうえ、
推薦者にお渡しする、
もしくは
返信用封筒にて玉川法人会事務局まで
ご郵送ください。

入会案内は
こちらから

※入会金は不要です。
※会費は自動振替にて指定の銀行口座より
引落としされます
（郵便振込も可能）
。
※50歳以下の方は
「玉川法人会青年部会」
にも、
ぜひご入会ください
（会費無料）
。

全な納税団体として税知識の普及に努め、税法・税務に関する提言を積極的
に行い、会活動を通じて適正・公平な申告納税制度の維持・発展と、税務の
円滑な執行に寄与しています。

でざわあきらペドクリニック
住所／世田谷区玉川 3-6-1 第 6 明友ビル2・3F
☎／ 0570-666-963 診療時間／ 9:00 〜 12:00、
14:00 〜 18:00（水・土曜は再診のみ、
日曜は代理医師の診療）※完全予約制
休み／火・木・金曜、祝日

法人会とは、
よき経営者を目指す団体です
企業間から自主的に誕生しました

ご不明点や詳細などは玉川法人会事務局までお問合わせください。

公益社団法人 玉川法人会

〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-1-15
TEL：03-3707-8668
FAX：03-3707-4992
E-MAIL：tamagawajimukyoku@orion.ocn.ne.jp
HP：https://www.tamagawa.or.jp/
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Let It Be Coffee

玉川法人会の日々の活動を、
会員の言葉でお届けします。
同好会や青年部会でのイベント、
ゴルフコンペなどその内容は多岐に渡ります。
気になるものがあれば参加してみるのもいいでしょう。

1

二

子玉川の商店街に佇むこちらは、有名店で経験を積んだ
宮崎哲夫さんと Motoco さん夫婦が営むカフェ。美味し

いコーヒーと地域に根差した心地よい空間は、長居したくなる
“二子玉の憩いの場”です。オリジナルブレンドは、後味にベ

しみました。コロナの影響で

た経験のある『ニーコの店』に持ち込み、

久々の釣り、なかなか勘が戻

調理してもらえます。ニーコの店では、

りません。それどころか出港間もなく船

釣った魚の調理は誰でもウェルカムです

酔い気味となってしまいました。

ので、どうぞご活用ください。
「法人会

そんなこんなで体調と格闘しながら我

リー感のある中深煎り。二人のかつての同僚が豆を焼く、縁を

慢の釣りです。今回の狙いは「チカメキ

大切にした一杯となっています。
1

釣った魚は三ツ星シェフのもとで働い

11

支部 丸山正高

今

レット イット ビー コーヒー

年になって初めての釣りを楽

の皆様のお越しを楽しみにお待ちしてお
ります」とのことです。

ントキ」。これは主に日本近海で釣れる
高級魚で、赤く硬いウロコに覆われた魚

2
2

3

です。目が大きな愛嬌のある姿が特徴で、
とても美味しくいただけます。
釣果は、トップが 9 匹、そして 6 匹、
6 匹、4 匹となりました。風が強くうね

久しぶりに釣りを
楽しみました。

個性豊かで美味しいお店があふれる“たまがわエリア”。
その中にはもちろん加盟店も。
休日に訪れてみてはいかがでしょうか？

釣り同好会

会員さんのお店、紹介します！

りもあり、船酔いもどきの大変な釣りで、

1）その日の一番美味しい部位が楽しめる「厳選5種盛り合わせ（5,400
円）
」
。2）2 ～ 4階まで座席を完備。3）軟らかな「マキロース」

3
1）益子焼のオリジナルカップに注がれた「ブレンド（500 円）
」と「抹
茶プリン（560 円）
」
。2）二子玉川在住歴も長く、地元愛にあふれる宮
崎さん夫婦。3）
「歪みカプチーノ（500 円）
」

住所／世田谷区玉川3-23-25
☎／なし
営業／11:00〜17:00
休み／水曜
letitbecoffee

4月17日
（土）5:00出港

を手にして、久し振りに釣りを楽しむこ

場所

館山 相浜港「良栄丸」

とができました。

参加者

4名

ふたこビールじょうぞうしょ
情ある街並みに様々な店が軒を連
ねる「柳小路」。その一角に、二

やきにくしばうら こまざわほんてん

肩

肘張らずに最高級の焼き肉を味わえる『焼肉芝浦』。オ

今後のスケジュール

ら学んだ後に開業しました。高品質な A4 ランク以上の雌の和
牛のみを仕入れており、舌触りがよく、口の中でまろやかに溶
けていく焼き肉を楽しめます。

住所／世田谷区駒沢5-16-9
☎／03-5706-4129
営業／11:30〜14:00、16:00〜22:00
（L.O.21:30）
※ランチはテイクアウトのみ
※当面の間は営業時間変更。詳細は要電話確認
休み／月・火曜
（祝日の場合は翌日休み）

1）ソーセージに「フタコエール（L 1,045 円）
」
、
「コーヒースタウト
（L 1,155 円）
」
。2）シーズナルビールを醸造。3）開放的な店内
2

てきた「ふたこビール」の旗艦店があり
ます。
「フタコエール」をはじめとする

気軽に立ち寄れるのもポイントです。

Data
住所／世田谷区玉川3-13-7
柳小路南角2F ☎／03-6411-7125
営業／11:30〜23:00
※当面の間は営業時間変更。
詳細は要Instagram確認
休み／月・火曜
futakobrewery

定番に加え、全国から厳選したクラフト
ただけます。ランチから通し営業なので、

11

月

shibaura4129

子玉川の地ビールとしてファンを増やし

ビールなど常時 7 種類が食事とともにい

住所／目黒区五本木1-9-2
☎／03-3792-2534

3

※赤字は誰でも参加できます
※新型コロナウイルスの感染状況などにより、
予定が変更になる可能性があります

支部の活動はこちらから

ーナーの藤枝祐太さんは、独立前に半年間、東京都中央

Data

1

CHECK

ニーコの店

焼肉芝浦 駒沢本店

ふたこビール
醸造所

6

日時

卸売市場食肉市場・通称“芝浦”に勤務し、肉のことをイチか

Data

風

料金は一人 10,000 円でしたが、高級魚

12
1
月

月

9（火）

第1・2・3支部合同ゴルフコンペ（9:00 森永髙滝カントリー倶楽部／市原市）

12（金）

税を考える週間 Zoom講演会（18:00）

15（月）

税を考える週間 献血活動（11:00 玉川町会）

16（火）

全国女性フォーラム（14:00 新潟市）

26（金）

理事会（15:00 玉川区民会館 集会室）、全国青年の集い（15:00 佐賀市）

1（水）

税に関する絵はがきコンクール表彰式（16:00 玉川税務署）

18（火）

賀詞交換会／講演会／Zoom／創立70周年式典（二子玉川 エクセルホテル東急）

27（木）

正副会長会議（14:00 玉川町会）、理事会（15:00 玉川町会）
7

