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センターセンターセンターセンター代表代表代表代表    杉浦杉浦杉浦杉浦    正康正康正康正康    

    新年新年新年新年をををを明明明明るくするためにるくするためにるくするためにるくするために    

 明けましておめでとうございます。本年も

何卒宜しくお願い申し上げます。 

 毎年年初には「今年こそは良い年になりま

すように」との願いを強く持ち、そうなること

を期待するわけですが果たして今年はどのよ

うな年になるでしょうか？ 

 昨年は「アベノミクス」の効果で金融の超緩

和の成功で円安・株高になり日本経済が明る

くなったことは確かです。事実、昨年末に発表

された１２月の「日銀短観」によりますと、大

企業の景況感はペースは鈍りつつも改善を続

けていますし、何よりも中小企業の全産業の

業況判断指数が１９９１年１１月の調査以来

約２２年ぶりの高水準を記録したというので

す。日経新聞は「国内需要が主導する今回の回

復局面では、出遅れていた中小の景況感にも

ようやく改善の波は届き始めた格好だ」と書

いています。このことについて無条件に同感

と言える中小企業経営者は弊事務所の顧問先

様では意外に少ないのですが、全体的にはそ

ういうことのようです。円安で潤った自動車

産業その他の製造業の下請け企業や災害復興

とそれに便乗した財政出動で潤った建設業の

下請け企業の数値が短観の数値を押し上げた

というのですからそれ以外の中小企業がピン

とこないのは当然かも知れません。 

 問題は、大企業の見方として先行きについ

て「悪化」が見込まれ「天井感」が漂っている

という回答が多いのが気になるところで、「ア

ベノミクス」による好調が持続し隅々にまで

浸透するか否かということです。その点で「第

三の矢」＝経済成長がどうかということです

が、それを知るには消費税増税後の結果をみ

ないと判断できないようです。「経済の活性化

のためには大企業を潤わせるのが一番」と考

えている安倍総理は、消費税増税で景気に水

をさされないようにと徹底的な大企業優遇の

政策を推進しようとしています。 

 昨年１２月１２日に決定された与党の「税

制改正大綱」では復興特別法人税廃止・設備投

資減税・戦略特区減税・大企業の交際費課税減

税等々が踊り、加えて労働行政の方で「派遣労

働の事実上の制限撤廃」を決定したりしてい

ますが、家計の方で所得が増える措置が見当

たりません。大企業が雇用と賃金を大幅に増

やす方向へ行けばよいのですがその保証はな

く専ら大企業経営者の善意に期待するしかな

いのが気がかりです。 

 ところで、与党の「税制改正大綱」の後に発

表された「国家安全保障戦略」「新防衛大綱」

「中期防衛力整備計画」等の、中国の軍事的台

頭への対抗措置として「集団的自衛権の行使

を視野に日米同盟の強化と自衛隊の増強を図

る軍事力重視の政策」が閣議決定されました。

その方向での景気押し上げを狙っていること

が窺えますので参考にすべきでしょう。 

 何れにしても中小企業の私たちとしては政

府の政策待ちの姿勢では展望が開けません。

やはり既定路線を強力に進めることで自ら明

るい年にして行くことしかないようです。 
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所長所長所長所長    杉浦杉浦杉浦杉浦    康晴康晴康晴康晴    

謹賀新年謹賀新年謹賀新年謹賀新年    

 新年明けましておめでとうございます。 

 昨年は、近年の中では明るい話題が多かっ

たように思います。６月には富士山が世界文

化遺産に登録され、９月には２０２０年の東

京オリンピック招致が決定しました。そし

て、景気が徐々に上向きになりつつあるとい

う明るい雰囲気の中、新年を迎えました。 

 昨年、１２月の企業短期経済観測調査（短

観）は中小企業・非製造業の景況感が約２２

年ぶりにプラスになるなど、安倍政権の経済

政策「アベノミクス」が、大企業だけでなく

幅広く浸透しつつあることを示しました。し

かし、短観で景況感がプラスになっているも

のの、現場ではなかなか実感がないというと

ころではないでしょうか。ただ、先行き（３

カ月後）の景況感は大企業、中小企業とも足

元に比べ悪化しています。今年４月の消費税

増税を控え企業が慎重な姿勢を見せており、

景気の先行きにはまだ不安感が拭えないもの

があります。 

 「地方・地域の元気なくして国の元気はな

い」と税制大綱の中でも基本的な考え方が示

されています。デフレ脱却・日本経済再生に

向けた税制措置の一つとして「復興特別法人

税の１年前倒し廃止」が挙げられています。

企業収益を賃金上昇につなげていくきっかけ

となるようにとのことですが、消費税増税に

よる影響が不安という状況で賃金上昇という

のは難しいでしょう。また、「民間投資と消

費の拡大」という項目の中で賃上げをしてい

く企業を一層支援するため所得拡大促進税制

の拡充、事業再編を促進するための税制の創

設、民間企業等によるベンチャー投資促進税

制、大企業の交際費課税の見直しなど多くの

税制改正が盛り込まれています。一方で高所

得の給与所得者に係る給与所得控除の見直し

なども検討されています。 

 昨年の流行語大賞でもノミネートされた

「アベノミクス」。「決断・実行」を期待さ

れた安倍政権は良い雰囲気のまま一年が経っ

たように思います。今年は消費税増税という

大きな変化があります。我々経営者にとって

も、一消費者としても大きな影響があること

が予想されます。これからが正念場です。好

景気が実感できるような年になることを期待

したいものです。 

 今年はおかげさまで当センター創業５０周

年を迎えます。昭和３９年に創業して以来、

顧問先様をはじめ関係者各位に支えられ発展

できましたことを厚く御礼申し上げます。  

「感謝」とこれからの「信頼」を大切にし、

我々スタッフ一同、より一層精進して参りま

す。 

 今年の６月には「感謝」の気持ちを込めて

盛大な記念式典を企画しております。皆様方

とお会いできることを楽しみにしておりま

す。皆様のご来場をお待ちしております。 

 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
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 明けましておめでとうございます。本年も

宜しくお願い申し上げます。 

 １２月１０日に法人の景気予測調査の結果

が発表されました。１０～１２月期の景気判

断指数によるとこの先景気が「上昇」すると

答えた割合から「下降」すると答えた割合を

差し引いた割合が４．７％と前回の７～９月

期と比べると２．３％改善しています。中小

企業の同指標もプラス４．３％と大幅に改善

してきております。 

 一方、この発表の１週間前の日本経済新聞

には、日本の大企業の自己資本比率が３０．

９％と過去最高を更新したという記事が載っ

ておりました。これは利益を蓄え体力が高

まった反面、企業が資金を投資や賃上げに回

すのではなく内部留保に回していることを表

していると思われます。アベノミクス効果で

大企業では増収、増益になっておりますがそ

の恩恵が中小企業までまわってきていないの

が現状ではないかと思います。 

 その上、今年の４月からは消費税率が５％

から８％へと引き上げられます。政府は消費

増税の駆け込み需要の反動による経済の落ち

込み対策として、企業の設備投資に対する減

税や住宅借入金等特別控除の控除額の拡大な

どの税制上の優遇策を色々と講じておりま

す。この政策の効果が中小企業まで届くのは

まだまだ先になるものと思われます。 

 このような厳しい経済情勢下我々職員一同

皆様のお役に立てるよう経営に有用な情報や

サービスの提供に努めてまいりますので宜し

くお願い致します。 

特定社会保険労務士特定社会保険労務士特定社会保険労務士特定社会保険労務士        杉浦杉浦杉浦杉浦    玲子玲子玲子玲子    税理士税理士税理士税理士        古田古田古田古田    益三益三益三益三    

 あけましておめでとうございます。 

 昨年は、労働法制、社会保障制度の分野で

数々の改正が世論の意思を問う暇もなく成

立、次々とスピード施行されつつあります。

アベノミクスの現実が見えてまいりました。 

 年金制度の見直しは蓄えの自主運用を促

し、医療、介護費の自己負担割合はアップ

し、予想される介護職員の人員不足には、自

立を促す施策に転換する等、厳しい内容と

なっております。高齢者自身が、どういう生

き方をすべきかが、問われているといえま

す。 

 労務管理事務所では、顧問先様に６５歳ま

で働ける制度のご相談に応じてまいりまし

た。 

康友会サロンでは、シニアのパソコン教室、

健康「つぼ」教室を開催し、顧問先、地域の

皆様に支えられ、７年目となっております。 

 当センターでは、年金、医療、介護、遺

言、相続、保険、税金、成年後見等社会シス

テムに係わる専門分野を担っております。 

 センター誕生５０周年を迎える年に、実務

で培った知識、相談経験を基に、ボランティ

ア団体（中部シニアライフアドバイサー協

会）の仲間と勉強し、世界の高齢者施設の見

学、高齢者との交流の経験を生かして、シニ

アの自助自立をし、充実した高齢期を生きる

情報、知恵の創造を語り合えるサロンの運営

をしていきたいと考えております。皆様のお

力をお借りいたしたいと存じます。 
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 新年あけましておめでとうございます。 

 IT業界の今年の話題はまずWindowsXP（以

下XP）のサポート終了でしょうね。昨年末あ

たりから、XPのUpdateが終了しなくなってパ

ソコンが重くて動かないという現象が出た

り、やっぱりXPからは卒業しなくてはという

状況がこれから増えていくでしょうね。 

 入れ替えとなるとWindows7（以下「7」）

かWindows8.1（以下「8.1」）のどちらかと

なりますが、ビジネス向けということなら

「7」をお勧めします。Microsoftのサポート

は２０２０年まで（あと６年以上）あります

し、SPが１と安定していますし、周辺機器

メーカーの対応や各種ソフトも対応済が多い

と思われるのが理由です。 

 ただ、お店に行って「7」のパソコンが欲

しいと言ってもたぶん在庫は無いと思います

ので、通販かパソコンショップ、または私ど

ものような業者にご相談ください。 

次の話題は勿論消費税増税ですね。 

パソコンのソフトを入れ替えたところもある

でしょうし、３から５のときはどうしたか？

も記憶が薄いですよね。２０日締めの請求書

は、一旦３月末で締めて、改めて４月１日か

ら２０日までの締めをする、というのがスタ

ンダードでしょうか。 

 新年早々、春先にむけてパソコンのハー

ド・ソフトの切り換え時期が同時にせまって

来ます。まずは、今お使いのソフトの開発元

へ「7」「8.1」の対応はできている？複合機

などの販売業者へも「8.1」で動く？と聞い

てみることから始めてください。 

 本年もよろしくお願い致します。 

 新年明けましておめでとうございます。 

 昨年末、国家秘密保護法が成立しました。 

 この法律に対しては、新聞社を始め各方面

から強い批判の声が上がっていました。 

 まず、行政機関の長が、当該行政機関の所

掌事務に係る一定の情報について、その漏え

いが我が国の安全保障に著しい支障を与える

おそれがあるため、特に秘匿することが必要

であると判断するものを、特定秘密に指定し

ます。指定の有効期間は原則として５年以内

ですが、３０年、場合によっては６０年、暗

号などの重要な情報は際限なく延長が可能で

す。 

 次に、特定秘密の取扱いの業務は、適性評

価において、特定秘密を漏らすおそれがない

と認められた者だけが行えます。適正評価で

は、精神疾患、飲酒についての節度に関する

事項なども調査されます。 

 そして、罰則です。例えば、特定秘密の取

扱いの業務に従事する者がその業務により知

得した特定秘密を漏らしたときは、１０年以

下の懲役、又は情状により懲役に加え１，０

００万円以下の罰金に処せられます。未遂に

終わっても処罰され、過失によって罪を犯し

た者も、２年以下の禁錮又は５０万円以下の

罰金に処せられます。 

上記の行為の遂行を共謀、教唆、又は煽動し

た者も、５年以下の懲役に処せられます。 

 特定秘密が拡大しないよう、国民の不断の

監視が必要です。 

 本年もよろしくお願い申し上げます。 

弁護士弁護士弁護士弁護士        長谷川長谷川長谷川長谷川    留美子留美子留美子留美子    株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 コスモシステムコスモシステムコスモシステムコスモシステム        佐藤佐藤佐藤佐藤    修修修修    
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 新年明けましておめでとうございます。 

 皆様におかれましては、希望の新春を迎え

られまして心よりお慶び申し上げます。 

 一昨年末に衆議院選挙が実施され、政権が

民主党から自由民主党へ移るとともに、アベ

ノミクスの合唱が聞こえて参り、社会の雰囲

気が少し明るい方向に変化して参りました。 

 この変化に乗じて昨年には参議院選挙が実

施され、これまでの「ねじれ国会」から与党

圧勝によりねじれが解消され、同時に社会情

勢がよくなることにより、経済の安定化が図

られると期待を寄せたことと思います。 

 この期待が、過去２０年間の経済成長の停

滞、雇用の減少、物価の下落等の解消を止め

るための「力」となることと信じて止みませ

ん。昨年の経済成長は、プラス成長を確保

し、雇用は微増となり、また、物価の上昇は

日銀の緩和策が功を奏し、順調に推移して参

りました。総じて言うならば、昨年は、失わ

れた２０年を取り戻すための「新たな年」で

あった様な思いが致します。今年は、消費税

率のアップをはじめ、諸々の問題点を多く抱

え、直接影響を受ける難題が待ち受けていま

す。 

 私たち康友会は、これらの難題に立ち向か

い、乗り切るため、皆様方からの情報を活用

し、また、共有すると共に、葵総合経営セン

ター様のご指導を頂き、色々な事業経営の企

画を致し、会員企業の更なる発展に役立つよ

う努力する所存でございます。 

本年も飛躍の年でありますよう心からご祈念

申し上げます。  

 新年明けましておめでとうございます。 

 希望の新春を迎えまして皆様のご清栄を心

からお慶び申し上げます。 

 昨年の一番の話題と言えば『２０２０年 

東京オリンピック・パラリンピック』開催決

定ではないでしょうか。アジアで初めて開催

されたオリンピックは１９６４年の東京オリ

ンピックで、５６年ぶり２度目の開催となり

ます。因みに１９６４年は私の生まれ年で

す。 

 ２０２０年大会開催に伴う経済波及効果は

２兆９，６００億円にのぼり、約１５万２，

０００人の雇用が創出さると発表されており

ます。 

 ３年ぶりに政権奪回を果たした自民党 安

倍総裁が推進する『三本の矢』による経済政

策アベノミクス効果、東日本大震災の復興事

業で緩やかではありますが、景気は確実に回

復しております。しかし今年４月と来年１０

月からの消費税引き上げによる国民への負担

増、消費の減退等々のデメリットが懸念され

ます。 

 企業を取り巻く市場や競争環境の質的、構

造的変化は厳しく、長期的戦略や経営計画の

策定が不可欠ではないでしょうか。 

 本年も『異業種経営者交流会』では会員企

業様の経営に役立つ催しを企画して参ります

ので、ご出席賜りますようお願い申し上げま

す。本年も飛躍の年でありますよう心から祈

念致します。 

株式会社株式会社株式会社株式会社    ミリオンエンターテックミリオンエンターテックミリオンエンターテックミリオンエンターテック    

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    

東菱電子東菱電子東菱電子東菱電子    株式会社株式会社株式会社株式会社            

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役     

会長会長会長会長        篭橋篭橋篭橋篭橋    美久美久美久美久  会長会長会長会長    大川大川大川大川    秀樹秀樹秀樹秀樹            

康友会康友会康友会康友会    駿世会駿世会駿世会駿世会    
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新年号の特集企画として、葵総合経営センターの次の顧問先

様より、新年に向けての抱負をいただきました。 

  

 ・社会福祉法人 中部盲導犬協会 

 ・株式会社 マイゾックス 

                     （五十音順、敬称略） 

 

御多忙中にも関わらず、快く対応していただき、ありがとう

ございました。 

本年もよろしくお願い致します。 

                         広報委員会 

平成平成平成平成26262626年年年年をををを迎迎迎迎えてえてえてえて    

        

特  集   
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            株式会社株式会社株式会社株式会社マイゾックスマイゾックスマイゾックスマイゾックス    

「新しい価値の創造を目指して」 

 新年、明けましておめでとうございます。 

 当社は愛知県長久手市にある測量・土木・

建築関連機器の開発・製造・販売を行ってい

るメーカーで、今年で創業６０周年を迎えま

す。測量や土木の機器といいますと、一般の

方々には馴染みがない製品かとは思います

が、どんな建物を建てるときも、どんな道を

造る時も、あるいはどんな橋を架けるときも

まず測量を行って、その後土木工事、そして

建築（建設）工事と進み、その各工事では距

離や位置、角度、あるいは高低差や水平精度

などを測る作業が必要で、そのような作業に

おいて必要とされる製品を製造・販売してい

ます。あまり目立たない存在ではあります

が、日本中で社会基盤の構築やインフラ整備

のための工事が日々行われており、また東北

大震災や台風被害などに遭われた地域での復

興工事においても、各現場で安心かつ便利に

お使いいただける製品を迅速に提供できるよ

う、日々責任を持って事業をさせていただい

ています。また、近年では経済成長が著しい

新興各国へ向けた販売も積極的に行ってお

り、現在東南アジアや西アジアを中心に、約

５０ヶ国へ製品を輸出しています。 

 当社は社名でもある「ＭＹＺＯＸ」を自社

ブランドとして製品を製造・販売しておりま

すが、企画・設計・開発は自社で行うもの

の、製品の生産は一部を除いてそのほとんど

を中国・台湾・ベトナムの各生産委託工場

（約１０社）で行っています。 

 海外でものづくりをすることは簡単ではあ

りませんが、特に当社の場合は高い精度が求

められる製品が多く、また自社工場を持たず

全て生産委託方式で生産を行っておりますの

で、しっかりとした品質管理指導及び、品質

検査を行うことが非常に重要です。レーザー  

機器などの製品においては、輸入した全ての

製品について１台ずつ受入検査を行い、検査

の結果、精度や機能が規定の範囲内に入って

いないものがあった場合には再度調整を行う

必要があるのですが、従来その作業は築４０

年以上が経過した瀬戸市の自社工場で行って

おり、建物及び設備の老朽化が課題となって

いたと同時に、本社（長久手市）の技術・品

質管理部門と場所が離れているという地理的

な条件が、いろいろな面での効率の悪さにつ

ながっていました。また、瀬戸市の工場周辺

では人を募集してもなかなか応募がない、と

いう悩みもありました。 

 そこで、２年前に本社の隣地の約３００坪

の土地を購入し、昨年１０月に新たに「ＣＳ

センター」を建設し、従来瀬戸の工場で行っ 

 代表取締役 溝口 博己 氏 



ていた受入検査機能を全てそのＣＳセンター

へ移管すると同時に、新たな検査・調整用シ

ステムも導入しました。また、主に販売した

製品の修理や部品提供などのアフターサービ

スを行っているサポートセンターという部門

も同時に統合して、輸入した製品の受入検査

から販売後の製品のアフターサービスまでを

同じ部門で行うことができる体制を作りまし

た。これにより従来からそれぞれの部門が

培っていたノウハウや技術を融合し、さらに

高いレベルでの業務及びサービスが提供でき

るようになりました。設計・開発部門と技術

品証部門、そしてＣＳセンターが一ヶ所に集

約されたメリットも今後いろいろと期待でき

そうです。 

 ちなみに「ＣＳ＝顧客満足 (Customer 

Satisfaction)」の意味ですが、単に製品を

製造して販売するのでなく、価値あるものづ

くりと顧客志向に基づいたサービスを併せて

提供することによって、お客様にとってなく

てはならない存在となることを目指して、こ

の名称にしました。おかげさまで当社の業績

はアベノミクスによる経済効果や、公共事業

を中心とした補正予算事業の実施、東北大震

災の復興需要などの追い風が重なり、円安と

いう大きなマイナス要素もあったものの、昨

年７月度決算では過去最高水準の経常利益を

計上することができました。 

 また、今年度も間もなく上半期を終了しま

すが、好調であった昨年度の売上を、さらに

２０％上まわるペースで推移しています。 

 ＣＳセンター建設の構想を描き検討を始め

たのはリーマンショックの影響で業績が大幅

に悪化した４年前のことでしたが、その後、

当初地主さんが反対していた土地の買収の折

衝や、３００坪という限られたスペースにい

かに機能的な建物及び設備を作るかという検

討を繰り返し行いながら準備を進め、その結

果、現在の好況下で竣工を迎えることができ

たのは非常に幸運でした。土地買収や建設の

ための費用は金融機関からの借入金で行いま

したが、近年の好業績を受けて、今年中には

全て返済を終えることができそうです。 

 今後はＣＳセンターの機能を最大限活用す

ることによって昨今の建設需要の高まりに適

切に対応し、一方で多様化するお客様のニー

ズにも応えることできる体制づくりを行って

いきたいと思っています。 

 今年は春には消費税が増税されますし、当

社にとってはコストアップの要因となる円安

傾向がどこまでつづくのかは予測ができませ

ん。幸いなことに昨今建設業界は久々の好況

に恵まれ、東京オリンピックの開催決定など

明るい話題もありましたが、当社は外的要因

に一喜一憂することなく、どんな状況下にお

いてもしっかりとしたものづくりを行い、お

客様が必要とするものを必要とされるときに

ご提供できるよう、また、「創造王国」とし

て新しい製品を常に開発・販売できるよう、

ＣＳセンターの機能を最大限活用して頑張っ

ていきたいと思います。 

 本年もよろしくお願い致します。 

 

新築した「CSセンター」 
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全国で１，０６７頭おりますが、上部組織の

調査では約４,０００人の視覚障害者が盲導

犬を必要としております。 

  

１０ 

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    中部盲導犬協会中部盲導犬協会中部盲導犬協会中部盲導犬協会    

 新年、明けましておめでとうございます。 

 昭和４５年９月５日に「視覚障害者に行動

の自由を」との目標を掲げて中部盲導犬協会

は設立されました。 

  また、昭和４９年１１月には、「財団法

人」の設立許可申請を行い、１２月に愛知県

より認可され「財団法人中部盲導犬協会」が

誕生しました。 

 施設は当初、中村区、北区の小さな長屋で

事業を開始しましたが、昭和５５年には日本

自転車振興会（ＪＫＡ）、愛知県、名古屋市

のご助成により名古屋市港区十一屋に当時国

内最大級の最新設備の整った盲導犬訓練セン

ターが完成しました。 

 その後、現在の施設が平成１５年に日本自

転車振興会（ＪＫＡ）、愛知県、名古屋市、

岐阜県、三重県そしてライオンズクラブ様は

じめ多くの皆様のご助成により名古屋市港区

寛政町に盲導犬総合訓練センターが完成し移

転しました。 

 そして、一層視覚障害者福祉サービスの充

実を目指し、法人格も財団法人から社会福祉

法人に移行し、本年四月より社会福祉法人中

部盲導犬協会として新たなスタートとなりま

した。 

 盲導犬の育成団体は全国に十カ所しかな

く、当協会の近辺では東は神奈川の日本盲導

犬協会。西は京都の関西盲導犬協会となりま

すので、当協会は中部地区唯一の盲導犬育成

団体となります。 

 ２０１２年３月現在、盲導犬の活動頭数は

常務理事・施設長    

    田 嶋 順 治 氏    



 一方一頭の盲導犬を育成するには、約５０

０万円の費用を要しますが、財源の９割以上

は民間の方々からのご寄付に依存しており国

や県からの補助金は１割未満です。 

 なお盲導犬は視覚障害者の方々に無償で貸

与されており、貸与には盲導犬を使用するた

めの一ヶ月間の協会での宿泊を伴う歩行訓練

および貸与後のアフターフォローも含まれて

おり、そのような費用もご寄付で賄われてお

ります。 

 そのため盲導犬育成事業は、国民一人一人

が四十年の歳月をかけて築き上げてきた日本

で唯一の社会福祉事業と認識するとともに、

改めて皆様の無償の愛に対して障害をお持ち

の方及び役職員を代表して厚く感謝申し上げ

ます。 

  

 今後とも、ご支援ご指導宜しくお願い申し

上げます。 

 

 

中部盲導犬協会の概要 

 

組織概要 

 機関名 社会福祉法人 中部盲導犬協会 

  設立 ２０１３年３月２９日 

 所在地 〒４５５－００６６ 

     愛知県名古屋市港区寛政町 

     ３－４１－１ 

  TEL  ０５２－６６１－３１１１ 

  FAX  ０５２－６６１－３１１２ 

  施設 盲導犬総合訓練センター 

 

沿革 

 昭和４５年９月５日 

   名古屋市中村区則武町にて事業開始 

 昭和４９年１２月１８日 

   愛知県より財団法人認可 

 昭和５０年５月１日 

   名古屋市北区金田町に移転 

 昭和５５年７月１日 

   名古屋市港区十一屋に、日本自転車 

   振興会、愛知県、名古屋市等の補助 

   により、日本で初めての盲導犬総合 

   訓練センターが完成し盲導犬育成の 

   促進が図られた 

 平成１２年９月５日 

   ３０周年を迎える 

 平成１５年７月３０日 

   新たに名古屋市港区寛政町に、日本 

   自転車振興会、愛知県、名古屋市、 

   岐阜県、三重県等の補助により、 

   新盲導犬訓練センター設立竣工式 

   を行う 

 平成２５年４月１日 

   財団法人を解散、社会福祉法人へ移行 

１１ 



１２ 

医療法人医療法人医療法人医療法人    清水会清水会清水会清水会    相生山病院相生山病院相生山病院相生山病院    事務局長事務局長事務局長事務局長    鈴木 章央鈴木 章央鈴木 章央鈴木 章央    

秋秋秋秋のののの康友会行事康友会行事康友会行事康友会行事    

『『『『世界遺産 薬師寺 奈良世界遺産 薬師寺 奈良世界遺産 薬師寺 奈良世界遺産 薬師寺 奈良でででで心心心心をををを清清清清めるめるめるめる旅旅旅旅』』』』    

 楽しみにしておりました康友会平成２５年

度のイベントの一つ「奈良ホテルの昼食懇親

会並びに薬師寺見学会」は１１月１５日金曜

日に催され、参加された皆さんは深まる秋の

一日の良き思い出となったことかと思いま

す。 

 前日、夜来からの激しい雨で心配でしたが

予報では午後は晴れることとなっておりまし

た。 

 予定通り葵総合税理士法人前を８時３０分

に出発し関サービスエリアで休憩、道中雨で

紅葉は味わえなかったですが渋滞もなく奈良

ホテルに１１時３０分に着きフランス料理を

待つこととなりました。 

 大きなホテルが銘木の純木造であり、心落

ち着く雰囲気でやはり奈良でなければと感銘

いたしました。料理のメニューは通常のフラ

ンス料理でしたが、味の方が工夫されていて

同席の女性２名も絶賛の様子でした。約一時

間美味しく、楽しく過ごせた事は主催者の心

配りがあったであろうと感じました。 

 ホテルを出ますと雨はすっかり止んで西の

空も明るくなってまいりました。 

 薬師寺と国宝五重の塔へは少し遅れて午後

２時に到着、バスガイドの説明もありました

がさすが日本の歴史と趣が奈良を代表して醸

し出されておりました。 

 私自身、薬師寺は初めてでありましたので

一層その感は深く重く貴重なものでした。副

住職の３０分間の楽しくも面白い説教を聞い

た後、写経組と寺内の見学説明会組と二班に

分かれ、私は後者に参加しました。会長ご夫

人杉浦様の寺への特別な個人的配慮により一

般の人では見られない国宝五重の塔の大修復

現場を最上階まで登り目の前で見る事が出来

たのもこの康友会企画に参加して良かったと

強く感じました。 

 日本の歴史と伝統を学ぶなら奈良であると

聞きますが、そもそも歴史を学ぶことは過去

の正確な事実を知り現在までの時代の流れの

必然性を理解し、現状を的確に把握し未来を

正しく予測できる能力を身につける為と恩師

に学んだことを思い出しました。 

 本日参加された方は大なり小なり経営に直

接関係してみえる方ばかりかと思います。過

去・現在・未来を正確に読めることは経営に

は大切なことではないでしょうか？ 

 今回康友会奈良旅行を企画立案されました

篭橋新会長をはじめ関係者の皆さんご苦労様

でした。今後も葵総合税理士法人と康友会と

ご出席の皆様の益々のご発展充実を祈念致し

ます。 



１３ 

【行程】 

・８：１５ 

 葵総合経営センター前 集合、出発 

・１１：３０～ 

 奈良ホテルで皆様に四季折々の材料を活  

 かしたフランス料理をご堪能していただ 

 きました。 

・１４：００～ 

 薬師寺では境内の特別拝観、村上太胤副     

 住職による法話、写経により清浄な心を 

 発見していただきました。 

・１９：３０ 

 葵総合経営センター前 到着 

康友会のお問い合わせ： 

    葵総合経営センター 康友会事務局 

     電話：０５２－３３１－１７４０        

〈〈〈〈奈良奈良奈良奈良ホテルホテルホテルホテル    食事風景食事風景食事風景食事風景〉〉〉〉    

〈〈〈〈薬師寺薬師寺薬師寺薬師寺    写経風景写経風景写経風景写経風景〉〉〉〉    

〈〈〈〈薬師寺薬師寺薬師寺薬師寺    金堂前金堂前金堂前金堂前にてにてにてにて集合写真集合写真集合写真集合写真〉〉〉〉    

（文責：総務部 近藤 陽介） 

 総勢で３６名の方に参加していただき、皆

様と大変有意義な時間を過ごせました。 

 康友会では、今後も参加者の皆様にお楽し

みいただけるイベントを企画・運営して参り

ます。次回のイベントにご期待下さい。 



１４ 

＜＜＜＜１１１１．．．．復興特別所得税復興特別所得税復興特別所得税復興特別所得税のののの創設創設創設創設＞＞＞＞    

        東日本大震災からの復興財源として所得税の基準所得税額に対して２２２２．．．．１１１１％％％％の復興特別 

  所得税が付加されます。また、利子等の源泉所得税にも課せられます。 

＜＜＜＜２２２２．．．．給与所得控除給与所得控除給与所得控除給与所得控除のののの上限規定上限規定上限規定上限規定＞＞＞＞    

        給与等の収入金額が１１１１，，，，５００５００５００５００万円超万円超万円超万円超のののの場合場合場合場合、給与所得控除額は２４５２４５２４５２４５万円万円万円万円までです。    

＜＜＜＜３３３３．．．．住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローン控除控除控除控除のののの縮小縮小縮小縮小＞＞＞＞    

        平成２５年に居住した場合、住宅ローン控除の限度額は２０２０２０２０万円万円万円万円にににに縮小縮小縮小縮小されます。 

  長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等の場合、平成２５年の限度額は３０３０３０３０万円万円万円万円です。 

＜＜＜＜４４４４．．．．バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー工事工事工事工事のののの住宅特定改修特別税額控除住宅特定改修特別税額控除住宅特定改修特別税額控除住宅特定改修特別税額控除＞＞＞＞    

  自己資金で工事した場合の減税可能限度額が１５１５１５１５万円万円万円万円→→→→２０２０２０２０万円万円万円万円にににに拡大拡大拡大拡大されました。 

＜＜＜＜５５５５．．．．給与所得控除給与所得控除給与所得控除給与所得控除のののの特定支出控除特定支出控除特定支出控除特定支出控除のののの範囲範囲範囲範囲のののの拡大拡大拡大拡大＞＞＞＞    

＜＜＜＜６６６６．．．．勤続年数勤続年数勤続年数勤続年数５５５５年以下年以下年以下年以下のののの法人役員等法人役員等法人役員等法人役員等のののの退職金退職金退職金退職金にににに対対対対するするするする２２２２分分分分のののの１１１１課税廃止課税廃止課税廃止課税廃止＞＞＞＞    

 以上、本年度確定申告の主要改正点をお伝えしましたが、適用時期や要件等は様々で 

すので詳細については税理士法人各担当者にご相談ください。     

平成平成平成平成25252525年度確定申告適用年度確定申告適用年度確定申告適用年度確定申告適用のののの主主主主なななな税制改正税制改正税制改正税制改正    

葵総合税理士法人 勝見 友裕 


