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第10回 通常総会のお知らせ／令和４年度　研修計画一覧表
令和4年度 収支予算

中央区立築地川祝橋公園 撮影：小林義行

税と地域の情報誌
社内回覧願います

今年度の研修会も
ご参加よろしくお願いいたします

京橋法人会 検索



■日　時

■会　場

会場略：【法人会】･･･ 京橋法人会館　【ブロッサム】･･･ 銀座ブロッサム（中央会館）　【印刷】･･･ 日本印刷会館　【日本橋】･･･ 日本橋公会堂

　本計画表の日程等は予告なく変更する場合がありますので、出来るだけ直近の当会ホームページでご確認ください。

　　　　　　　　　　公益社団法人　京橋法人会　令和４年度 研修計画表（案）　　　　　　　　　R4.3

項目・回数・
講師
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修
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５（火） 
【法人会】

５（火） 
【法人会】

４（火） 
【法人会】

12（木） 
【法人会】

決
算

法
人

11（水） 
【法人会】

2（木） 
【法人会】

4（木） 
【法人会】

8（木） 
【印刷】

8（火） 
【法人会】

6（火） 
【印刷】

７（火） 
【法人会】

9（木） 
【ブロッサム 
ホール】

法
人
税
申
告
書 

作
成
セ
ミ
ナ
ー 

（
全
6
回
）

第 1回 
【法人会】

第 2回 
【法人会】

第 3回 
【法人会】

第 4回 
【法人会】

第 5回 
【法人会】

第 6回 
【法人会】

源
泉
所
得
税 

入
門

（
全
6
回
）

     第 1 回 
【法人会】

第 2回 
【法人会】

第 3回 
【法人会】

第 4回 
【法人会】

第 5回 
【法人会】

第 6回 
【法人会】

特
別
説
明
会

そ
の
他
研
修

「電子帳簿」
25（水） 

【ブロッサム】

「別表 4,5」
7（火）
【印刷】

「源泉調査」
12（火）

【ブロッサム】
「年末調整」
【法人会】

「国際源泉」
8（木）

【ブロッサム】

「公益法人 
セミナー」
24（火） 
【日本橋】

調査部所管法
人税務研修会
9（木）

【ブロッサム
ホール】

8（金） 
新入社員 

ビジネスマナー 
【東実健保会館】

27（金） 
新入会員

租税セミナー
【法人会】

経
営
者
セ
ミ
ナ
ー

講
演
会 21（火）

経営者セミナー
「働き方改革」
【ブロッサム】

13（水） 
特別講演会 
【日本橋】

10（水） 
経営者セミナー
「真の資産保全」
【ブロッサム】

２（水）
調査部法人
部会講演会
【日本橋】

17（金） 
第1ブロック 
税務研修 
【ブロッサム
ホール】

　　

28（月）
健康セミナー
【ブロッサム】

簿
記
講
習
会
・

支
部
別
研
修
会

≪簿記講習会≫ ≪支部別税務研修会（統一テーマ）≫

7月～ 8月 全 15回　 
　18:00 ～ 20:30 
【法人会】

第 1支部～第 9支部
9月～ 10月
全 5回

検索 京橋法人会
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令和4年度 年度会費のご請求ならびに口座振替のご案内について
令和４年度の京橋法人会年度会費につきまして、請求書（金融機関振込用紙）並びに口
座振替案内書の発送を４月下旬に予定しております。
●　口 座 振 替 日　　　令和４年５月 23日（月）
●　金融機関へお振込みの方は、６月末日までの振込をお願いいたします。
　会費額は、会社の資本金により定められております。貴社資本金に変更等がございましたら、お手数ですが、
当会HPの「変更届」にご記入の上、FAX・Mail・郵送によりお届けくださいますようお願い申し上げます。
　尚、昨年度より申告書に貼付する会員証シールを、本年より玄関などに貼付する会員証シールの発行を廃
止いたしました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。（「法人事業概況説明書」裏面 17 欄（加入組合
等の状況）に、法人会員であることをご記入下さい）
法人会費は会活動の財源です。何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　令和 4年 3 月 18 日（金）開催の令和 3年度第 4回理
事会において、令和 4年度事業計画案と収支予算案が
承認されました。
　詳細は令和 4年 6 月 14 日（火）開催の通常総会で報
告しますが、事業計画のうち会員増強運動と収支予算
の概要は次のとおりです。

◆会員増強活動について
　会員数の減少傾向が続いている中で、組織の充実強
化を図るため、協力 3社とも連携し、会全体が一丸と
なった組織的な会員増強を行います。
　特に、会員増強期間においては、役員一人一人が率
先して地域企業との接触の機会を捉えて、積極的な会
員増強を図ります。
　目標数は、前年度と同様、各支部の常議員以上と青
年部・女性部幹事以上の役員数です。
役員はじめ会員皆様のご協力をよろしくお願いし

ます。
【会員増強月間】
・5～ 6月　役員等による加入勧奨を重点的に行う。
・10 ～ 12 月　会全体として、会員が一丸となって会
員増強を図る。
加入勧奨に際しては、法人会は税のオピニオリー

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全国約 75 万社の経営者
の団体であり、税知識が身につく、人脈が広がる、
充実した福利厚生制度が受けられることなどをPR願
います。

令和４年度 会員増強活動について 令和4年度 収支予算
（自　令和4年 4月 1日　　至　令和5年 3月 31日）

科目 予算額（円）

１．経常増減の部

（１）経常収益

特定資産運用益等 496,000

受取会費 47,400,000

事業収益 4,225,000

受取補助金 18,046,900

受取負担金 200,000

受取寄付金 500,000

雑収入 200,050

経常収益計 71,067,950

（２）経常費用

事業費 50,611,340

管理費 10,551,440

経常費用計 61,162,780

当期経常増減額 9,905,170

２．経常外増減の部

（１）経常外収益 0

（２）経常外費用 0

 税引前当期一般財産増減額 9,905,170

 法人税、住民税及び事業税 　　100,000

 当期一般正味財産増減額 9,805,170　

 一般正味財産期首残高　357,703,813

 一般正味財産期末残高　367,508,983
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事 業 報 告事 業 報 告

　１月 27 日（木）、日本橋公会堂において、京橋・日本
橋法人会と京橋・日本橋税務署との共催で公益法人・一
般法人を対象とした特別説明会を感染防止対策を講じた
上で開催し、54 名の参加がありました。当説明会は当
会においては今年で 2 回目の説明会であり、第一部で
は、税務署の担当官から公益法人等の収益事業につい
て、質疑の多い項目を中心に留意すべき事項について
分かりやすい解説が行われました。
　また、第二部では『公益法人を巡る最近の動向』につ
いて、内閣府公益認定等委員会参与で公認会計士の高
山昌茂氏にご講演いただきました。来年度も同じ時
期である 1 月 24 日（火）に日本橋公会堂で開催する予定
です。

2月 9日（水）、日本橋公会堂において、調査部所管法
人を対象に東京国税局の協力を得て感染防止対策を講じ
た上で税務研修会が行われ、477名（資料配布を含む）もの
参加がありました。当研修会は、麹町・日本橋・京橋法人
会と麹町・日本橋・京橋税務署との共催で本年初めて開
催されたものであり、内容は、税制改正、調査側からみ
た国際課税における実務上の留意点、印紙税の誤りやすい
事例、インボイス制度の概要と幅広い内容でした。
　来年度は、会場を日本橋公会堂からより広い銀座ブ
ロッサムに替えて、2月 9日（木）に開催する予定です。

2月 18 日（金）、東法連第１ブロック（麹町・神田・日
本橋・京橋・芝法人会）共催の税務研修会が銀座ブロッ
サムホールにおいて、感染防止対策を講じた上で開催さ
れました。
　第一部においては、東京国税局担当官から『適格請求
書等保存方式（インボイス制度）について』の演題で、ポ
イントを絞った説明が行われました。
　また、第二部では、税理士の大久保勇氏（元日本橋税
務署長）から『法人税申告のポイント』の演題で、決算準
備時期において特に注意する事項等のほか、令和 3年度
の税制改正や国等からの助成金等の支給を受けた場合の
取扱いについて、令和 4年度の税制改正にも触れながら、
わかりやすい説明が行われました。
当研修会には、前年を上回る221名の参加がありました。

3 月 2 日 （水）、3 月決算
の法人を対象とした京橋税
務署、東京税理士会京橋支
部共催の決算法人説明会が
銀座ブロッサムホールに於
いて開催され、196 名（Live
配信を含む）もの参加がありました。 前半は角掛博人税
理士より決算要領についての説明があり、後半は京橋税
務署各担当官より改正法人税、源泉所得税の留意点、イ
ンボイス制度について説明が行われました。

　東法連主催 青年部会全体会議が 2月 8日（火）、WEB
限定で開催され、当会から青年部幹事 3名が参加しまし
た。
研修会として、関西学院大学教授の村尾信尚氏から『コ

ロナは日本を変えるか？～次の世代の日本を考える～』の
テーマで講演会が行われました。研修会後には、『財政
健全化のための健康経営プロジェクトについて』、『大型
保障制度「Ｊタイプ」の推進について』と多様なテーマで
の説明会が行われました。コロナ禍の影響で当初予定し
ていた会場での研修会、着座式の懇親会が中止となる中
でしたが、東法連所属の青年部会員が多数参加しました。

説明会・研修会 公益法人・一般法人対象
特別研修会

説明会・研修会 第一ブロック税務研修会

説明会・研修会 決算法人説明会

説明会・研修会 東京国税局調査部所管法人
特別研修会

青年部会 東法連主催
青年部会全体会議

法人 きょうばし
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事 業 報 告事 業 報 告

3 月１日（火）、法人会館に於いて、来賓に京橋税務署
橋本法人課税第１部門統括官をお迎えし青年部幹事会が
開催されました。当幹事会は、ＷＥＢ配信併用で開催さ
れ、北見部会長のあいさつに続き、3月 23 日（水）開催
の青年部セミナーの役割分担や令和 3年度の事業報告案
及び令和 4年度の事業計画案、青年部会員増強運動、健
康経営宣言の提出、経営者大型総合保障制度（Ｊタイプ
等）の推進、租税教室等、今後の事業等について積極的
な議論がされました。
　幹事会終了後には、懇親も深められました。

　2月 21 日（月）、京橋法人会館に於いて、開催を予定
しておりました女性部会幹事会はコロナ感染症の拡大状
況を鑑み書面での振替開催となり、主な議題の令和 4年
度事業計画・予算案はすべて承認されました。
　令和３年度は事業の実施見合わせが相次ぎました。次
年度はコロナの動向に注視しつつ、従来の事業に加えて
税にこだわらないテーマでの教養セミナーや講演会な
ど、なるべく多くの方に参加して頂けるような事業を展
開してゆく予定です。

　１月 21 日（金）、法人会館に於いて、京橋優申会役員
会が開催され、石原会長の挨拶に続き、例年 2月に開催
している研修会について議論が行われ、研修会の実施内
容は了承されましたが、開催は、感染状況等を考慮して
延期することが決定されました。また、令和４年度の事
業計画案等の方向性についても議論がなされ、5 月 12
日（木）開催の役員会で議事とすることとされました。

　1月下旬から 2月中旬に開催を予定していた事業研修
委員会、税制委員会、広報委員会、厚生委員会及び総務
組織委員会は、いずれも感染状況等を考慮して書面開催
となりました。
　各委員会で提案された令和 4年度の事業計画について
は、3月 18 日開催の理事会において、付議事項として
提案されます。

　1月 11 日（火）、京橋税務署に於いて、新年のあいさ
つ会が行われました。当会からは、松﨑会長、石原優申
会長他６名と事務局から 2名が参加しました。コロナ禍
で交流が難しい中、税務署長をはじめ署の幹部と年末年
始に於ける京橋地区の状況について情報交換するなど貴
重な時間を過ごすことができました。

　2月 7 日（月）、京橋法人会館において、京橋税務署、
東京税理士会京橋支部、法人会による三者協議会が開催
されました。
　松﨑会長の挨拶で始まり、当会の令和 4年度の税務関
連の研修計画について、書面で開催の事業研修委員会で
提案された研修計画の具体的な実施要領について協議さ
れました。
　京橋税務署、東京税理士会京橋支部からも様々なご提
案とアドバイスがあり、それらを具体的な実施要領に織
込んでいくこととしています。

　3月 18 日（木）、法人会館に於いて、役員等候補者選
出委員会に続き、常任理事会・理事会がWEB配信併用
で開催され、令和４年度事業計画案及び予算案と理事補
選の審議が行われ満場一致で承認されました。
　また、第 10 回通常総会が 6月 14 日（火）銀座ブロッサ
ムにおいて開催されることと総会終了後の懇親会は感染
状況を踏まえて開催しないことが決定されました。

優申会 優申会役員会

青年部会 幹事会

会議 各委員会

合同会議 三者協議会

合同会議 常任理事会・理事会

会議 新年あいさつ

女性部会 女性部会　幹事会（書面開催）

法人 きょうばし
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　令和 4年度の税制改正において、法人税のメインとな

る改正は、積極的な賃上げを促すための措置です。従前

から給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度はあ

るのですが、令和 4年度改正において大きく改組されて

います。

　現行の中小企業者等に対する措置は、資本金が 1億円

以下の株式会社などの中小企業者等が、平成 30 年４月

１日から令和５年３月 31 日までの間に開始する各事業

年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合

において、その中小企業者等の雇用者給与等支給額が前

年度に比べて 1.5％以上増加しているときは、法人税額

から控除対象雇用者給与等支給増加額の 15％相当額を

法人税額から控除するというものです。ただし、法人税

額の 20％が上限とされています。

　また、雇用者給与等支給額が前年度と比べて 2.5％以

上増加しており、かつ、①教育訓練費が前年度と比べて

10％以上増加しているか、又は②中小企業等経営強化法

に基づく経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行

われたことにつき証明された場合には、控除対象雇用者

給与等支給増加額の 25％を法人税額から控除すること

ができます。

　令和 4年度の改正では、税額控除率の上乗せ措置を次

のとおりとする見直しを行った上、その適用期限を 1年

延長することとされました。

１ 　雇用者給与等支給額が前年度と比べて 2.5％以上増

加した場合には、原則 15％の税額控除率に 15％加算

して 30％とする。

２ 　教育訓練費が前年度に比べて 10％以上増加した場

合には、上記１を満たさなくても、税額控除率（15％

又は 30％）に 10％を加算する。

　この改正により、雇用者全体の給与等支給額の増加額

の最大 40％を税額控除できる制度になりました。なお。

新制度は令和 4年 4月 1日以後開始する事業年度から適

用されます。

　コロナ禍にある中小企業者等では賃上げ自体が難しい

かもしれませんが、事業年度末において相当の利益が出

そうな場合には、大胆に決算賞与を支給して利益を従業

員に還元するとともに、税額控除を受けるというのも賢

い節税になると思います。

　なお、この制度を適用する場合には、確定申告書等（こ

れらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申

告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告

書又は更正請求書を含みます。）にこれらの規定による控

除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除

を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載し

た書類を添付する必要があります。また、この制度によ

り控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給

与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記

載された金額が限度となります。

　過去には、確定申告書に添付する明細書に控除対象雇

用者給与等支給増加額を誤って少なく記載してしまい、

後に気づいて更正の請求をしたものの、認められなかっ

たという事例もありましたから、計算間違いや記載誤り

には十分ご注意ください。

　税理士　奥田芳彦

令和4年度の所得拡大促進税制の改正について
知って得する税情報

法人 きょうばし
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❖ 税理士による無料税務相談のご案内 ❖
〈東京税理士会京橋支部主催『無料税務相談』の利用について〉
京橋法人会ホームページから【無料税務相談 受付票】をダウンロード、必要事項ご記入の上、
京橋法人会事務局まで、e-mail でお送りください。
内容確認の上、追ってご連絡いたします。

【事前予約制】
○会　場　　東京税理士会京橋支部（中央区新富１-７- ７新富センタービル５階）
○相談日　　原則毎週火曜日、第１、第３木曜日
○時　間　　13時～、14時～、15時～　（相談時間は 45分）
★税理士又は税理士法人が関与されている方はお受けできません。

【申込先】
○京橋法人会　FAX　03-3523-2033
○ e-mail アドレス　info@kyobashi.or.jp 

件名に【無料税務相談】を付けて下さい。

❖ 新設法人説明会のご案内 ❖
　新たに設立された法人を対象に、法人税や消費税、源泉所得税についての基本的な知識や
申告手続きについての説明会です。オンライン参加も可能です。　お申込みは京橋法人会ホー
ムページ【研修会】からお申込み下さい。（事前予約制）

開催日時 会場

令和４年７月 ５日（火） 午後１時 30分～４時 20分 京橋法人会館

　　　 10 月 ４日（火） 午後１時 30分～４時 20分 京橋法人会館

令和５年１月 12日（木） 午後１時 30分～４時 20分 京橋法人会館

京橋法人会館貸会議室ご利用料金の一部改定のお知らせ

貸会議室の一般のご利用料金を令和４年 4月 1日利用分から改定させていただきます。ご理解とご協力

をよろしくお願いいたします。

利用時間 区分 改定前 改定後

午前 9：30～ 12：30
会員 4,000 円 変更なし

一般（非会員） 4,500 円 8,000 円

午後 1：00～ 5：00
会員 5,000 円 変更なし

一般（非会員） 6,000 円 10,000 円

終日
午前 9：30～午後 5：00

会員 8,000 円 変更なし

一般（非会員） 10,000 円 16,000 円

法人 きょうばし
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13:30 16:20
13:30 16:20
13:30 16:20
13:30 16:20
13:30 16:20

tohoren
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2 0 2 2 年度国税庁経験者（国税調査官級）募集
Pride of the Specialist  ～公平な世の中を創る、志～

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。
　人事院では、30歳以上の社会人経験者を対象とした「国税庁経験者採用試験（国税調査官級）」を実施しています。
試験の概要については下記のとおりです。
　なお、採用後は、税務大学校において約３か月の研修後、各国税局（国税事務所）が管轄する税務署に配属され、国
税調査官又は国税徴収官に任用されます。
　興味のある方は、東京国税局総務部人事第二課試験係までお気軽にお問合せください。

記

◆　試験概要　 2022 年度の試験概要については、令和４年７月以降に人事院及び国税庁ホームページへ掲載される予
定です。

◆　問合せ先　東京国税局総務部人事第二課試験係（℡ 03-3542-2111 内線 2162・2163）

【参考：2021 年度の実施状況】
◆　最終合格者数（全国）：94名
◆　受験資格　 2021 年４月１日において、大学等（短期大学を除く。）を卒業した日又は大学院の課程等を修了した日

のうち最も古い日から起算して８年を経過した者
◆　試験日程
　⑴　受験申込受付期間　　令和３年８月２日（月）９時から８月 16日（月）[受信有効 ]まで
　⑵　第１次試験　　　　　令和３年 10月３日（日）
　　　第２次試験　　　　　 令和３年 11月６日（土）、７日（日）、13日（土）又は 14日（日）で指定する１日
　　　第３次試験　　　　　令和３年 12月上旬又は中旬で指定する１日
　⑶　最終合格発表　　　　令和３年 12月 23日（木）

※　試験概要等の詳しい情報は、東京国税局ホームページ
　 　「採用関係お役立ちリンク集」をご確認ください。
　　 【問合せ先】東京国税局 総務部 人事第二課 試験係
　　　　　　　　(代表 )０３－３５４２－２１１１ 内線２１６2

2 0 2 2 年度税務職員募集
Pride of the Specialist  ～公平な世の中を創る、志～

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。
　税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識を駆使して適正な
課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。

◆　受験資格　１ 　 2022（令和４）年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年
を経過していない者（2019（平成 31）年４月１日以降に卒業した者が該当する。）及び2023（令和 5）
年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

　　　　　　　２　人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者

◆　申込手続　１　申込方法 : インターネット申込み
　　　　　　　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利用ください。
　　　　　　　２　受付期間：令和４年６月 20日（月）９時から令和４年６月 29日（水） ［受信有効］まで
　　　　　　　３　受験案内交付期間：令和４年５月６日（金）から令和４年６月 29日（水）まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　９時から 17時まで（土曜日及び日曜日を除く。）
　　　　　　　４　受験案内交付場所：東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）人事院ホームページからもダウンロードすることができます。

◆　試 験 日　第１次試験　令和４年９月４日（日）
　　　　　　　第２次試験　 令和４年 10月 12日（水）から令和４年 10月 21日（金）までのうち指定された日時

※　試験概要等の詳しい情報は、東京国税局ホームページ

　　「採用関係お役立ちリンク集」をご確認ください。
　　【問合せ先】東京国税局 総務部 人事第二課 試験係
　　　　　　　  ( 代表 ) ０３－３５４２－２１１１ 内線２１６2

採用関係お役立ちリンク集

採用関係お役立ちリンク集

人事院国家公務員試験
【採用NAVI】

法人 きょうばし
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Ａ.システムでの還付は行いません。中央区から還付の通知
をお送りいたします。

Ｑ.還付が発生した場合、システムで返金してくれますか？

Ａ.紙の領収証書は発行されません。納付済の確認
メッセージや納付履歴が画面上で確認できます。

Ｑ.電子納税した場合、領収証書は発行されますか？

eLTAXヘルプデスク　電話 ０５７０－０８１４５９　ホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/

中央区総務部税務課課税係　電話 ０３－３５４６－５２７０～５２７５

中央区総務部税務課収納係　電話 ０３－３５４６－５２７６～５２７８
○区役所職員が、納入書やｅＬＴＡＸを利用せずに、特定口座への振り込みを依頼することはありません。振り込め詐欺にご注意ください。

対象税目

よくあるご質問 Q&A

ご利用に当たっての注意点

問い合わせ先

ｅＬＴＡＸを利用した電子納税をご利用ください！

中央区税務課からのお知らせ                  

築地警察署からのお知らせ                    

電話

法人 きょうばし
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中央区環境課からのお知らせ
自然エネルギー・省エネルギー機器等

導入費助成制度

　地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑制する
ため、省エネ機器などの導入費を一部助成し普及を進めて
います。

助成制度の概要

申請受付 令和４年４月１日～令和５年３月３１日
※予算が無くなり次第、受付を終了します。

対象者 区内に事業所を有する
中小企業者、個人事業主など

対象機器

・太陽光発電システム・蓄電システム 
・エネファーム ・エアコンディショナー
・ＬＥＤランプ・屋上屋根用高反射率塗料
・窓用日射調整フィルム・窓用コーティング材
・その他の省エネルギー機器

助成額

①一般助成
　導入費の 20％（上限：20万円）
 　※太陽光発電システム、蓄電システムを除く。
②中央エコアクトの認証を取得している場合
　導入費の 50％（上限：40万円）
 　※太陽光発電システム、蓄電システムを除く。

事業所用中央エコアクト
（二酸化炭素排出抑制システム）

　中央エコアクトとは、各事業所の状況に合わせた環境活動を
実施することで、二酸化炭素排出量を減らすとともに光熱費な
どの事業コスト削減が期待できる制度です。

制度の概要

認証特典

①自然エネルギー・省エネルギー機器等
   導入費助成制度での上乗せ助成
②商工業融資における優遇利率の適用
③区発注工事案件入札時の評価点の加算
④環境配慮事業所として、区のホームページ
   などへの掲載

取組内容
・過去のエネルギー使用量から二酸化炭素排出量
削減計画を立て、目標達成に向けた環境活動や
従業員への環境教育を実践します。

環境活動例
・昼休み消灯、照明の間引き
・屋上、壁面の緑化を実施する
・アイドリング ･ストップを徹底するなど

環境教育例
・省エネポスターを作成・掲示し、省エネ活動の
具体的な取り組み方法等を周知する
・省エネ講習会などに参加するなど

いつでもどこでもスマホで簡単に納付ができます。
スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」で 
納付書のバーコードを読み取るだけで納付ができます。
手数料はかかりません。 

いつでもどこでもスマホで簡単に納付ができます。
スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」で
納付書のバーコードを読み取るだけで納付ができます。
手数料はかかりません。

中央都税事務所からのお知らせ                     

詳しくは、中央区ＨＰ：（ホーム>まちづくり ･環境 >環境政策>温暖化対策）をご覧ください。

【お問い合わせ】　中央区環境土木部環境課　℡：０３－３５４６－５６２８
助成金 中央エコアクト

法人 きょうばし
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研修会予定 ★すべての説明会・セミナーは会員・一般を問わず参加できます
 　　　　参加申込はホームページもしくは FAX（チラシ）によりお申込みください

講演会を除く全ての研修会は原則Web併用とし、会場、Webとも事前申込・定員制といたしております。また状況により開
催を中止・延期をする場合がございますので、参加する前に最新の情報を京橋法人会のホームページでご確認下さい。なお、
ご参加の際には、感染防止にご協力をお願いします。

項目 開催日 時間 場所
新設法人説明会 4月  5 日（火） 午後１時 30分～ 4時 20分 京橋法人会館
決算法人説明会 5月 11日（水） 午後１時 30分～４時 20分 京橋法人会館

特別説明会「電子帳簿」 5月 25日（水） 午後１時 30分～４時 00分 銀座ブロッサム
７階

新入社員租税セミナー 5月 27日（金） 午後１時 30分～ 4時 00分 京橋法人会館
決算法人説明会 6月  2 日（木） 午後 1時 30分～４時 20分 京橋法人会館

特別説明会「別表４，５」 6月  7 日（火） 午後 1時 30分～ 4時 00分 印刷会館

経営者セミナー「働き方改革」 6月 21日（火） 午後 1時 30分～ 3時 00分 銀座ブロッサム
７階

新設法人説明会 7月  5 日（火） 午後１時 30分～４時 20分 京橋法人会館

特別説明会「源泉所得税調査の受け方・備え方」 7月 12日（火） 午後１時 30分～ 4時 00分 銀座ブロッサム
７階

新入会員紹介（Ｒ3年12月～R4年2月入会）　　　　　　（敬称略）
第1支部(京橋1~3、八重洲2)

新幹線エンジニアリング㈱ 新幹線の車両及び部品の検査等

第4支部（銀座1~8）※昭和通りより東
㈱KOWATRAVEL 旅行代理店

㈱サン・アクトレス 人材派遣業

第5支部（湊・新富・明石町・入船）
司法書士・行政書士まるやま事務所 司法書士・行政書士

新輝国際㈱ 国際物流業

第5支部（湊・新富・明石町・入船）
MYUTTY㈱ 不動産業

一般社団法人　アラドラ 無戸籍、及び障害者の支援

第6支部 (築地 )
㈱東仙ぷらす 電気工事業、建築工事業

和麗商事㈱ ワイン小売、レディースアパレルインターネット販売

第7・8支部(八丁堀・新川)
一般社団法人　国際交流サービス協会 旅行業、人材派遣業

INFORMATION

京橋法人会 検索

「一般寄附金」御礼とご報告
　当会では、税務知識の普及、地域企業の発展、地域社会への貢献を柱とした公益目的事業等のより一層の拡大、充実を図

るべく、「公益目的事業等のための寄附金（一般寄附金）」の募金をお願いしております。

　今回、ご寄付を賜りました皆様に、あらためまして心からの御礼を申し上げます。

　お寄せいただきました寄附金は、当会の規程に則り、適正に使用させていただき、公益社団法人としての使命を果たして

まいる所存でございます。なお、一般寄附金は随時受け付けておりますので、この募金の趣旨をご理解いただき、引き続き
ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

一般寄附金をお寄せいただいた方（令和４年１月～受納分）
　　　法人１社様　（非公開）（公表について同意をいただいた方を掲載しています）

一般寄附金のお申込み・お問合せ

　当会への寄附金のお申込みは、同封の「寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお送り下さい。
(当会ホームページからダウンロードもできます)
【お問合せ】　公益社団法人 京橋法人会 事務局　寄附金担当　TEL03-3523-2030

法人 きょうばし
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INFORMATION

変更届はお早めにお願いいたします

『会員専用ページ』　ＩＤ・パスワードについて

■チケット　７月１日販売受付開始予定　※詳細は後日HPにて
■主　催　　公益社団法人　京橋法人会
■協　賛　　大同生命保険・ＡＩＧ損害保険・アフラック　
■問合せ　　（公社）京橋法人会　TEL：０３－３５２３－２０３０

宛名の会社名、代表者名等の変更届はお早めにお願いいたします
住所、会社名、代表者名等の変更、または宛名印刷に誤字脱字がありましたら、法人会事務局
へ『変更届』をお送りください。
『変更届』用紙は、京橋法人会HPの【各種届出】からダウンロードのうえ、FAX 送信もしくは
e-mail に添付して当会宛にお送りください。

法人会員の特典である「経営支援サービス」「福利厚生サービス」等の詳細、申し込みは、東京
法人会連合会ＨＰの会員専用ページをご覧ください。（京橋法人会ＨＰからリンクしています）
京橋法人会会員であれば、全てのサービスがご利用いただけます。
なお、『会員専用ページ』　ID・パスワードは以下のとおりです。
ID：tohoren　　パスワード：0771

法人 きょうばし
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