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(2, 法 人
=日

部 平 成 5+10Hち

こ|:iilli::I!:IIiil111
新総合T.4済対策関連の法人税関係法令の改正について国税速報

(大蔵財務協会発行 )第4573け より転載します。

新総合経済対策関連の法人税関係法令の改正について
は じ め に

,′ 成 5,1月 13日  
“

1綺対策閣僚会議において景気浮揚■を盛り込んだ
‐
Ft合 |り な祥 :石ヽ策のllL進 につ

いてJ I浙●.・ィ、イ1清対■ |が決定された_ 1の新総合l.K‖ ,サ 策ク)諸 lnl策 のうち法人機関係の花樹 1の‖ 1●

として1ヽ間設備 l.・ 資のlt進 のたうの絆 ど  4、企 x対策等の‖ |が設け ,,れ  これらについては l■ tllk
■促進 ll鋼 の拡充ヽの■制|卜の措置と同 しく  和1税特別す|:卜 法の一卸1を 改正する法fl案 1に ■り込まカ
平成 3年 6月 81に 成 ●し 

“

成 5年法律第08り として司月161に ,ヽ布され 同 I施行された.

また その実 4L細 目を定めた「■税特り11.・ 世法地行令の 割;を 改 1:す る政イ)_■ び「机税社,1■ ■法施
行規則の一部を改J:す る

`令
 も平成 5,政令第 l,37及 び平成 5■ 人蔵省0第 65り として同F+に 公布

地行さ′した

本稿では これらの改 1:法 令のうす′法人|● [「 lす るものについて説

"す
る.

1 高度化機械等を取得した
場合の特別償却制度

(創設された制度の概要〕
二の制度は 占色中

`,法

人である

'1定

事業者が

平成 5年 7月 l lか ら平成 6年 6月 枷 |ま での却1

出1 指定川 r・51内に高度化機械 ,のjr4■
をして

これを指定期 珂へ

`省

力化役贅 ,業 者が取響,等■
した高度化機械については その収■等の 日か ,,

1年 ll内 | :J内 に力〉るその|↓t業者の■業の用
に供した場合に ,t“ 年度において その高度イヒ
機械等の収得価枚の30′´1省力化投資事業者のう
ち中小企業者守力■象得1を した高度化機械につい

て 1 36%)襦 111真 のネ,別 償力」を認めると,ヽ )も

″)て ある 1措ユ12の ア● |

は
' 

適用対象法人 (特定事業者)

■の制度の適用ll象 法人は 青色中
=法

人で

スに掲げるものである_

イ ,弓 ,■化機械を事Xの用に供→る法人 (省カ
化■資事業者 ,

4 1'小企業者や

01 1小企業 イ等以外の法人

t 中小企業者キとは ,II置 法第424の 1第

3■ に,定する 小企業者に該当 十る法人

文

`ま

晨業協同lll合 等をいう え体nlな 1し囲

は人のとおりである (措法42の 7(|  |||
法12の 1(う 措令2アの lo,・

(1)中 小
`ヽ

文 者

資本又は出資の企おれが 1億円以下の法

人
`大

規模法人の子会IL等は除かれる )

資本又は11資 を有しないま人です時使用
|ろ 従娑員の数か]Io人 以ドのもの

② 農半協同倒[合,
晨輩協同組1今  晨半 ll・ Flt合 ,生 合会

中小企たヽ協同組合、出資‖l令である商

工

“

Π合及ひ商ェネ略 迪合会 内軌海道 Fll

イ, 内l■ 海運ネH合迪●会 ‖1資 ‖10であ

る環境衛生

"業
組合 漁半協同社/- 4

驚協同組合,生 合会 水産力11業協同:H合

人産加
「

業協同事1合 ,屯合会 森沐沐H合 ム

び森林IH合赳企会

口 1'小企業者卜でI.・ 置法第45条 の 2第 l●に規

定する,業 を営む法人 ,特定中小企業 イ,



平成 5年 10月 号 法 人 春 Π 部 (3)

け, I・置法第45条 の 2第 1瑣に規定する手業

と
`よ

 人に

“

げる■業をいう (It法 45の 2

11- ‖イ)28の 爛② 措規 い́ 152)

製造業 建設業 農業 林業 漁業、水

産姜殖業 鉱業 ■
'売

業、道路貨物運送業

港湾運送業 ガス業 小売業 料理 店その

ILの 欽卸占業 |十1■: バー キャバレー

ナイトクラブそのlllこ れらに対:す る事贅を

除 く。)、 こん也業 サービス業 (物II`t,

業 娯来業 1映IBl業 を除く,'及 びlf殊 浴場

業を除く.|

(2)適用対象資産

この制度の適用対象姿産は n)の適用1,I氣 法

人の|え分にI● し、そイtぞれ人の資丼である。

イ 省力化投資事業者

高度化機械 (高 ,'な 処理能力ヽを有→る機

械その他の減イ面償却資産で事業の省力化文は

今用化に著しく資するものとして大蔵大臣が

指定するもの )

0口 具体的には人茂●li示 11:5大蔵省告ホ

第131サ )で H5il衛が指定されている.

ロ オ1定中小企業イ

猜|● 法第45条 の 2第 1項に規定する事業の

用に

'ヽ

される機械及び装置並びに器_u及 び備

品 (器具及びlFt品

`■

ついては 事務処理の能

4化手に資するものとして大蔵省令で定める

ものに限られる

'大蔵省令では 人の10種 類の器具及び備品

が定め
',れ

ている (ヤ1規20の 40).

0電子計算機 ②似●機 0フ ァクシミリ

に,デ ングルlF●交換設備 ⑤デンタルボタン

七II設備、C電子フ●イリング設備、0マ イ

クロファイル設備 01反売時点情報管理装置

olCカード利用設備 ll冷房用又は暖,"用

機器

なお これらの対象資産て次の要件を満た

す ものが この制度の適用対象となる.

(イ  その製作の後事業の用に供 されたことの

ないもの .

(口  ,付 けの用に

'1さ

れるものでないこと.

|ヽ 器具及び備 1テ1以外の減価償ム
'資

産に ,́´ .

ては 1台 又は 1■ の収得仙11が 4Ю万円

以 にであること.

い  に記イのうち器具及び備品にあっては、

1イ ,又は 1本の取rll価 11か 100万円以上で

あること.

い  に|こ 口のうち器具及び備品にあ
`,て

II

その事業年度において新たにllt得 等をして

,業の川に供したもの
'そ

の取件剛 く力20

′,口 ,未 i出 のも )́を 除く.1の収得価額の合

計IIIが 100万円以 1の ものであること,

(3, 特別償却限度額

特,1償却 lP.虜 Irは  件用年度に1,い て 次の

法人の区分に応し、取イ早イ面額にそれぞ″tスの減

価餃 1資産ごとの特別債却割合を来して言算し

た/●mである。

イ 省力化投資,業 者のうち中小企業者■に
'亥

当する法人

“

皮イヒ機械について86%

口 1'小企業イ■以外の省力化投資ヽ業者スは

特定中小企業者

高度化機械又はll定 小企業者用設備につ

いて30%

(4)特別償却を行う事業年度

この特
'1償

調1' 次の適用ll象 rl人 の区分に

1■ して、それぞれスの事業年度において行う

イ 省力化投資事業者

平成 5午 7月 1日 か
',平

成 6年 6月 30日 ま

での期間内に高度化機械の取得等をして そ

の取得等の から111以内に事業の用につヽし

た日を含む事業年度

口 付定中小企ヤイ■

平成 5年 7月 l llか ら平成 6年 6月 30日 ま

での期間 晰 定期間)内 に特定1小企業者用

設備の取得等をして、これをその指定瑚出1内

に■来の用に供した1を

'む
事業年度

(5)その他

ィ オ捌 償却の方法として準備企方式によるこ

とも認められる。また、特月1償却不足額につ

いては 1年
“

]の操越しが認められる (IH法

52`う 2  52の 3 ).

口 高度化機械争につ き、不性税嘲 l措置法の規



(4) 法 人 春 日 部 平成 5年 10月 り

tに よる■額控晰:「市言υ瞑又は他の特別償

力1の適用を受けるよ場合 ■1よ  こ′lll度の適用

|ま ない

^ この制度の適用を受けるためには 確定 [|

し薔ヽ|:・1要の■■1を「己よして中告すること

んち必要七さ′tて いろ ‖―112の テ11

ニ ニク)“|■の適ロス:,(す ること :代 2て 法人

■llの 特別控際枷 ■グ,適用を,1す ることがで

きる IIn法 42の 7''■

(適用時期〕

平成 6年 7月 1日 以

“

に取得キをする高度化機

械等につい て遭用されイ, す昔法42の
'1,'.

省力化投資 1ヽ 業ζ又は特定中小企業者キが

高■化機械等の卿 ,キをした」|.`の適 l‖

'1象
資鷹及び税頷控除限度額|ま 、次のとおりであ

る。

|イ1 迪Htr象資庄

1の制度の迪円資産は 高
''化

機械 )を

1ズ ●した場合の■別●却制,1に おける迪丼|

'1象
資産と同様である.

■・  i屯 oO控除限皮11

1,,絆除眠嘲 1は  ,tH年
'え

:お い 0 人

の法人′)区分に応し 取得lll11■ それぞ′大

力Ⅲ,価債去,資 ll■ との税如■綸苦10を来して

:il[た薇 1な る ただし その.I算 をした

0′ |が・,期 の法人■,の 20%,■ 当|“ ,Jl対
=

おい 〔その事業の用にl■ した1'■
't摯 "ヨ

ヒ‖

価
=f,き

,おし1,別 ||1世 法第42条 の 7第 2■,の

■・Lに より l` WI夕)法 人税額が ,,絆除される企

ながある場合は 当薇金額を確 ,し たヽ||,

を超える場合には 当期の法人i,141の 20%相

当

`“

を限度として控除する

1 省力化で産業 どのうち中小企業者
=に

1'

当する法人

11曖 化機械について84%

= 
中小企業者,以外の省力化14・資事業者く

|■サtl'小企業イ

11,イヒ機械又は特定中小企業′用設1綺 につ

|ヽ 〔 7 ?ら

γヽ 絆隙不t,1の薇越し

lt積控除限ll′

“

力■●切ク)法 人わ

`額

の20,り

担当額を超える場イトには そのllえ る令薇

については  1年間の探越しが認め
',れ

る

.措法42の 7,ケ 1.

口 省力化ル資■業者がF~渋 化機llの ■借をし

た場合

省力化投資事業者か 物il“ ,業 を,むイ

から契約により高度化機械を■借した場合ク)

迪月,1,象 資

" 
リース契約の要(1'等 は 次の

とおりである_

つ 適用対象資オ

この制度のjll用 対象資産 .・  高度イヒ機械

で ,― ス賓円の総額が 暑共及び術 ,ヽ 以

2 高度化機械等を取得した
場合等の法人税額の特別控
除制度

〔創設された制度の概要)

この制度は 青色中告法人であるオ1定事業とが

平成 5年 ,月 lH力 ら平成 6午 6月 30日 までの,u

FII t指定期I])内 に高度化機械■の■li■ ,文 ●

高度化機械のli■ )を して これを11定 ●IF.0内 (省

力fヒ投資 f.常 者が取イ手■をした高度化機械につい

ては そのIFK得等の 1か ら 1年以内|に 国内にあ

るそのキit+Xイの事業の月に供した場合に ,t
H年 度において その高度化機llk等の1,得価触{又

:ま 高度化機械のリース●●円の総頷の

“
%相当額 ,

に F%1省 力化投資事業者のうち 小企業等が収

イ]■又はほ什したら鷹化機械については 84%)
を乗して.t算 した令alに ついて法人社額の特,1控

降を認めるというものである |,1法12の 70～ (3,

1:, 適用XIn法人

この制 えの適用対象法人は 高度化機械+を
取件した始 の11,lll却樹1度における適用対象

法人と・l様である.

(2' 特別税額控除を行う事業年度

特別ll,t砕除を行う1'業年l・4は 高度化機械

等を取

`+し

た場合のォ1別償却制度における事業

年度とll様 である.

(3)適用対象責産及び特月1税額控除の計算

イ 高度化機械の収各手をした場イヽ
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外の減価償却資産にあっては 270万 円以 に、

器具及び備品にあっては 140万 円以上のも

のに限られる (措法42の 7⑮ 持令27の 7

②).

(● 適用対象となるリース契約

この制度の適用対象となるリース契約は、

人に掲げる要件のすべてに該当するものに

限られる (IL● 27の 7④ ).

① リース期F●5が 5年以上であり、かつ、

対象資産の耐用年数を超えるものでない

こと.

② リース費用の総額が、対象設備 1台又

は 1基ごとに定められているものである

こと。

③ リース費用の総額が リース契約期Fll

内に均等頷により定期的に支払うことと

されていること。

|ヽ  リース税額推除限度頷

札額控際限度額は 供用年度において、

人の法人の区分に応し、リース費用の総
`頁の60%相当額にそれぞれ次のれ猥控除割合

を茉して計算した額である。

① 省力化投資事業者のうち中小企業者等

に該当する法人…… 84%
② 中小企業者等以外の省力化投資事業者

又は特定中Jヽ企業者 - 7%
をお その計算した金額が彗期の法人税

額の20%相」J籠 (当 型,に おいてその事業の

用に供した●葉基盤強化設備につき措置法

第42条 の 7第 2項の規定により当期の法人

税額から控除される金額がある場合又は当

期においてその事業の用に供した高度化機

械等につきl・l条第14項 の規定により当期の

法人税額から控除される金額がある場合は

これらの金額を控除した残額 )を 超える場

合には 当期の法人税額の20%相 当額を瞑

度として控除する (帯法42の 7⑭ )。

0 控除不足捩の繰越し

リース税頷控除限度額力電 期の法人税板

の20%相 当額を超える場合には、その超え

る金額については 1年間の操越しが認め

られる (措法42の 70).

0 税額控除の取戻じ

リース税馘控除の適用を受けた法人が

その適用を受けた事業年度後の事業年度に

おいて 解散等の事由以外の事由によリリ

ース期間満了前に高度化機械を事業の用に

供しなくなった場合には、/cの供しなくな

った日からリース期間の末日までの期F13に

対応する金額をその供しなくなった日を含

む事業年度の法人税の額に力,算する (着法

42の 7① 措令27の 7② .

(4)そ の他

イ 高度化機械等につき T■税特別措置法の規

定による税額控除、F■縮記帳又は他の特別償

却の適用を受ける場合には この制度の適用

はない。

● この制度の適用を受けるためには、確定中

告書等にF/r要 の事項を記載して申告すること

が必衆 されている (措法42の 7⑭ )。

ハ この制度の適用を受けることに代えて特,1

償鰤 l度の適用を受けることができる (計法

42の 70).

(適用時期)

平成5年 7月 1日 以後に取得等をする高度化機

械等又は賃借をする高度化機械について適用さ′t

る (措法42の 7⑪ ⑮ )。
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第一 部  総  論

(第二次税制改革の早期着手への提言 )

第一 高齢化・国際化への対応

われわれに
'二

年 1オ 政 rj.‖1の態勢整仙を要望

し続けてきた.社 会のヽ齢化 経i斉の国際化は多

くの訳画を投けかけており これに対1占|る ため

には財政 税お1雨 の状本的なV備が欠かせないか

らである

その必要‖Jま 年ごとに増している.高 齢化は従

来のきClし い予想をさらに上ШIる スピーードで進ん

でいる.ま た国際化は EC市 場統合の実現など

にみられるように いちたんと進んでいる,

これらは島硫化に
'11し

する,t会 ロストの高まり

あるいは H際化|「 会に生きるためのコストのよ

"大のI′ ( いす′d[せ よ J民の

't,■

にならざるをえ

ない

第二 行財政改革の徹底

国1く の負担のヽ力1は地けらオtな いにしても そ

の高さ11'Jiな 木W`に ととめる必要がある。いう

までもなく負IΠ ttW,と ■益水

"1は

 表哀―llNの も

のである.

こ′t力■,21世ホじへの高齢者人口の大1扇 な川力Π

社会保|1制 度の成黙化を考えると 国民負Ⅲl十 の

In制 に決して各 場で よない。

負〕111を 適当な水準にととめるために ます必

要なことはfl財政改ⅢのItlll 徹底である.■ 民

に負|を 求めるためには 行政 財政の各1☆ にわ

たっていっそうの節減に努める必要がある.ま た

年令 医療など社会保障制度などにおいても 制

度水準:の lrド まで党 1■ しての紋 り込みを大11に 行

うこと力t必要である.

第三 社会保障負担と税負担

将来のヨ民負11事 をできるだけ押さえ込むにし

ても 現在の水4(平成 5年 39%ヽ 1)よ り少なく

とも10%て いどは上がることになろう。その負●

上

"分
をとのようなI1/で負コlす るかが次の問題で

ある。

国民負担は 社会保険料などの社会保H負担と

租祝負担からなる.た だ その時の現役の勤労者

とそれを雇用する会社に主 として負●を求める社

全保障負lЦには そ′

“

ユどの負拉 j●は求められな

い 将来 1:産年齢人口は大幅な減少が想定さ′t

ているし また 現役のみにスイ
`す

るとすれば

勤労意欲の減退 社会の

「
滞■を招 くからである

したかって 負11■ク)大 きな部分は、rR税負
"でまかなわざろをえない.

第四 税体系の大担 な是正

IIll純 でltiЦ増を求める奈地があるのは やはり

消費課 l・tであろう. ■イ
' 

い1賀 資産という3つ

の課税グル ブグ)う ち、わが日はOECD I社 1石

協力開発機lt'諸 l■ の1で も、所件課税への依存

度かとび抜けて高く '肖資課税の比rは きわ立 ,́

て,ヽ いというオ1微 をも ,́て いる。このことからみ

ても、所得課税の軽減財源を求めることができ

さらに,米の負担増の余地があるのは消費税であ

ろう.賜 浙として資Fr課 ■の強化も理屈としては

考え
',れ

る 1´ かし、その ■な11身 が相続千えやい|

tttl■ 税であることを考えると くオ課税に負コ1

の大きな増加を求めることは適当でない.

前述のように かなりの負担増を必要とする2

世 T・ は日耐
"■ 'Jっ

ている その基提作りという意

lllで も  刻も早く第 2次税制1改 単に着手しなけ

ィばならない.き じJlた り直間lt“ ″,t正 に取り

1ヽむ こととし 法人税 rf得税の軽減と

'百

貨■の

充実をはること力'必要である.

かりに法人社の基本税準の30%への引き「
げな

ど 法人lt 所得机ともl.収のはは 21刹 の軽減を

行うとすれ イ 必要財源は約 91L円 となる。これ

を ll賛 税イク)引 き■げでま力なうと

'オ

tば  ,1,賛

■■[の高さは7%と 試算される.

選挙の公約などとか
',ん

で 代4'1源 1普 置は″,

いまいなままでつ

"与

税減税を行おうとする動きが

ある.日 先の人気取 りに日を奪わねて、将来の1オ

政困難を力1■ させるような指置をとることは '
い日でみてマイナスであり 避けるべきである。

なお、■米の問題として、国民魚,1率 を50%‖

度にととめるにしても、21世紀初頭の不足財浙0ま

50兆円～60'し円と推定される。これをすべて消費

ftで まかをうと仮定すれば、少なくとも
'■

賛税

“|ま EC諸国並みの10数パーセントの高さを必要と

“

る。

第二部 各 論 は号掲載)
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=想うがまゝ= その 1

不況脱出のカルテ

驚宮地区会

日下部 甚 ―

嵐の前の静けさ 台風 ll・l など 台風は吉か

,,人 の上 i舌 と深 く関わぅてきた 台風13号 は 9月

31 大型で非■に強い勢力を保す,な が
',直

摩+
島に

「 |″ Lた 。その後日本,1島 を北 Lし 北海道に

いたるまで荒れ,1い 大きなl・I■ 々

"し

て卜を閉し

た

さて 現在 本口1島 を駆け巡 ている台風は不

景気台風である なかなか弱まるlr rがみえない。

よさに戦後最大ク)起人11台 風だ。

それにしても 日本は戦後彼興か ,,高 度経済成

長の■に来って 饉拓人モと言われるまでに成長

できたことは,速だった。でもこの間幾つかの不

ルしを釆り越えてきた 停戦不lι なべ底不わι ド

ルショ´ク ォィ′しショ′クなとがあ ,た が 今

回の不況|ま 従来の景気循環11でなく日本の社会構

造まで間われる大ヤ不わこのようだ.

日本の貿易摩襟 白勁■の輸出現制 米の自由

化 円高などに力」え 台風13り の被! 北海道南

西地震の災害 え常気象による冷書なと不況民を

煽ることにな‐,た .

このイ班 の治粽に 支ナ|■71バーセントをこえ

る7r政 権細川内閣の名医もそのキ1効薬にす慮して

いる

中小企輩 =細企業の不況対■処方隻はなかな

かきけないか 先―l llは 自分の気力で漁→決意が

最も大llた 。

その一つに 企業の体■強化が″〉る.作 ,tは 売

れた,1代 |よ 終わった.多 様化した,肖費者のニーズ

に対応した新製どtの rrl発 ィ1営椰J新の能力などの

ll」 人1充実が挙げられる.

スに ,卜J能力を高めるには 社内の■FEな 人

|オの優赳七■欲ある人材採用の決断である.イ 用

環境は7い すにイア和1な 条11■ な っている

●つHは  それぞれの0業十の将来展望を麟ま

えた 当面の■体的カルチの設定と,気 ある行動

である

四つ日は 前項の二つの条4■こ,`っ た 公|1機

関のlll成 制1度のl● 極||な i舌 用となる。すでに社会

構造は情報化社会に急速にr多

`|し

てぃる。‖のリ

は二度ときない.":し い油は、新しい●袋を
'“

価

することを忘′tて
`ま

ならな。ヽ

最後に 側々の力は弱いが 情報交換 ,t J11

発など業拉‖1 具r_業 種F]の 積極的な交 Itと  11
昔能力を高めるため業団白主勉強会の設置を切望

する.

嵐を1,観 し打つ手を然憲、機をllち  素当
`く

計

画を実践
`る

 この気慨と,,tで不 ltを 来り切り

やかて来る●風 過の秋喘には さらに躍進路鞭

に結び付けたい.

総合葬儀・霊柩車・ 花環・生花
果物篭・寝台自動車昼夜運行受付

■ご―報下され!I係員参上致します

花勝の
1場で格調ある式典を…・

番日部店
春日部市粕壁2,29(東口武銀並)

●(043)7642154代

岩槻 店
岩概市飯塚1032

●(048)7981571■

いえ藤葬挙
庄和 店

■和町新イ打新「 13″ (ア サヒスーバー際)

0(048)746-4432に



平成 5年 m月 , 法 人 な 口 部 (9)

=想うがまゝ= その 2

ひとりでは何もできない

蓮田市役所商工課長 岩 崎 俊 ―

~人
づくリフォーラ′、inは ヽたJが  ,し は■城

‖t lは ロロ
',tを

始め 1,勺タトか
',4●

数「 名の

参加イを集めて 平成 5年 2月 20日 に囁1(活 Jlj総

/― tiン ターでIFlnlさ ′1ま し′:.

私たち実行委 Hは  1年 1'と 11か ら このイベ

ントについて計し,い 、研究 t´  11:年 8'1に は金

″●けて行われたイ:に 大会にも参加して 内容を見

ツしたりしました

この準備

'占

動を振りかえ ′́てみると 行事を行

)IIに 必要ないくつかの f・ lllに 気がつきよケ

Ⅲ∫かを行う場合 ますやろうとする |き ,か け
J

が必要です。人 デ́くリフォーラ
`ヽ

の場合には 自

治体・4会の関東プロ
`夕

のlr物が埼+県の番にな

ていた■と L旧市力'市制施行20H年の年 とな

,て いたこと などの要因に力‖え  「ぜひやって

みたい |と 。ヽう人かいたことです.

次に必要なの1ヽ 按になる人たちです .今日lの フ

ォーラ′、では  こみで70名 以「
の実行委員が■

よりました オ1ち合わせ会のたびに 茶英代とフ

ィ ラム会費として 人 1∞0円 を納めるという

tlど おり

'弁
当の集まりでした

もうひとつ重要だ‐,た のは賀用です.最初は,
力,輩 3 000pl 交

“

t会費 4000円  30()名
`11度

を

F定 して 2】 0万 円ほどの予算を立てました .

ところが途中で 協賛令をお願いしようという

.lが 出てきました 参加呼びかけのチランや当日

Lす 資料など ″ラーlp“1に したいとか より多

くク,人 に呼びかけたいので部数を増やすとかで

賛‖|力 か`かると。ヽうのが理由でした。

人●委員の中には
‐
いっしょにやって欲しいと

いうことで出席したら 協贅金を集めて来いとは

だまされたみたいだ。」と言 ,た 人もいます。し

かし 実際にはあ贅者 190名 余 400万 円lr.く も協

贅していただき flた ち自身びっくりしてしまい

ました。

会場の tt」 活ヽ動総合センターの使用についても

使■を図 ,て いただけ よした 後払団体 も80団体

にの1ま りました.

lj民 と1,皿 ltろ 志の素人集団が

'イ

)当 でオ,め た

イベ ントめ' このように人勢の人た +,ク )協力べ'■

,力 を受けて仕 1[り ました こ
'[|ま

 やろうとする

熟」が認められた結果でもあるとよしています .

~ひ
とつて よ何もできない しかし ひとりが

始めなけ″

“

r何 もできない。

こんなLtl汗 のことわざを改めて かみしめてい

る今 |こ の嗅です.

=想うがま =ゝ その 3

情けは人の為ならず

=蒲
地区会 株式会社鈴木総合設備

鈴 木 重 蔵

スが社屋を建ててIHも なくの颯 あるタクシーの

,■漱 ■/・ と言う方がイヽ社に参りまして その人は

昭和39年の東京オリンピ ′クの11に ノィンランド

ltF手 の単属の運転子となり 会場と選■村への送

illを していたとの事です 彼はその際にフィシラ

ンドの選手を誠 亡誠意寝食も忘れてオス
`|サ

ービス

に

'あ
たとの手で 選 千達に非常な感鶴を与え

でよ謝さⅢたとの事です.

オリンに′ク終了後 フィンラント政府より″{

待を■け 同 Jの 最高の勲章を投与されたそうで

¬。私どもでも その1`を PHlい て以来 フィンフ

ントという国が頭にあるようになり 平成 3年に

フィンランドの学生をllり 3ケ 月円l i校教育

合気道など 又日本の家庭生活を菊っても
',い

1交の概古友好に誠 0誠意つとめましたが ||●

の学■をnる 者として え日本人として責任の

“大さは何年たつても忘れる手(ま 出来ませんが  ノ

ィンランドの学生に教えられた フィンランドの

すべてを私共の一′●に役●てたいと思います.
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=想うがまゝ= その4

況 と

キ曰部地区会 藤 潤 ―

政治家はか ,́で の消空純反対運動に懲 りて、消

費税事のりき I」 )を 口にしなくな ,た 。 し力し、

消費■に反対 した 11義の味″_|「 会党,先の選

挙で疹lkを したのは,I女 が.

89年 4月 の,"青 税導入力'あ ′dユ と不評だったの

1ま  その前,で ある売 1:機構想で中管

"(首

相が日

民に■枚舌を仙う言動を繰 り返 tた のか足を引い

た

剖
"1首

Inは 、『所得札¨ヽ税を,めて ■間比率の

足IFな と税押の,た 本的改 rを |う,審議してほしい」

と税謝総合の日

“

で発言した つより『改革なく

して減税なし」 と,ヽ う意思表り,に はかならない。

首有|と 大蔵省の発言は ,ビ ーのようにビタリー鵞

する.

大蔵省が改Tの ill.と するのはあくま 0も 税収

の確保であり とりわけ,肖賀■の
'日

収である。所

得税減税は消費税増税のための大■を切リトしであ

リトラの rな のだ。しかし景気は頁以降、再び急

速に悪化 してきている.日 本経済を支える人企業

の減員が 5000人  13 ooo人 とlL口 新聞祇 J[報

しられる事が過去にあったか 景気対象として本

格的なPlrttI触税が不可欠なIH勢になってきてい

る.

国

'(所

得の中の■ 年企、卜,保験 社会保障な

ど国民負す|■コ110年 前の77兆円が 146'L」 こ倍
'"

している.「2020年 南齢化ビーク1寺 に国民負担事

税

加

を50%以 下にとどある_と llltt H標 を立てたが

専門家の同では
~,壼

成はすでに絶望 ||」 との見方

が広がっている。年企 区燎 税0と J民負担
`のはとんどを勤労世イヽにゆだれている.し かもサラ

リ マンに負|口 が集 している このままでは魚

す「 :よ やがで
'llえ

がたいものになる.

"1本

的数年を見れば明貯.llt収 入 192年度 予算

ベース,Pl得 税2,'し 円 法人税]初

`円

、オ古費l15

51L円  しかも所得札27兆 PIク ,う ちИ泉徴収分20

'`円

に達している。

「
桜■偏■の現行体系を改める方法が 理111の

1で も現実論として,,最 も優れていることを 他

のソ,法 と比較しな力
'ら わか りやすく とつオ月)i"

t税増l.の 必要性についてF」 ヽが1 1分にT l11で

きる説明力●必要だ.社制の変更 .・ ‖民生活にF扶
かかわるだけに、■1民の十分な理解力'欠 かせない。

不況かさ
',に

深刻1化 し 屁′
"不

安にまで発展し

た
'′

どうなるか.消費411j・ flど ころではなくなる。

政11も 吹飛メ■ 消費ll.増税を,H保 につil■税減移1を

先●させる考え方
`1+分

に説件力を1,つ と考′る.

11 政権にIF同 たる

`言

念と

"気
を打 ってIII辻 lる

こたをltl●|る .

実務に役立つ初級簿記講座のご案内
1 日 時 +崚 5年 1。 月26H大  2「 日●′,2日 ‖

2 会 場 本回割
'1,民

文化会館 31中会議4
1ロ ビンツシの束け |

3 講 師 花理 :会本 1剖
`支

:「 」ヽ|べ康去先I
4 受講料 3000り く村■ 21間 のi食イヤ含し |

5 申込み  0月 22日 までにコ)ヽ 又|よ ′,′ クス1法

人名 所●lL ti`番号を相団法人イヽ日
J'法人公■務11へ おい込み卜さい.

うなぎ燻製 。うなぎ煎餅

ゑ かう な ぎ
蓮田市 本店8o48(768)2468別館●(7691588上尾店(7巧)3330
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000000
婦人部研修旅行に参加して

へ行 ったつもつてⅢl度 もりLめてきましたが 'サ の

11つ の1`早 く12,1を

'6ぎ

てしよ。ヽ = ‐―岡瀾
'で

i食 をとりました、

特,1サ  ビスて■泉にも人

'谷
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