
ＴＯＫＹＯ2020。ＩＯＣロゲ会長の発表と

共に日本中が沸いた。1964年の東京オリンピ

ック以来の56年ぶりの夏季オリンピックの日

本開催だ。長引く不況、東日本大震災。日本

を覆う暗い雰囲気を一挙に吹き飛ばす朗報

だ。まるで、来年にでもＴＯＫＹＯオリンピ

ックが開催されるような大騒ぎだ。

プレゼンテーションも素晴らしかったし、

前回の招致活動と異なり、国民の関心も高か

った。そういう意味では、オールジャパンで

あった。

しかしオリンピック招致を喜ぶのはいい

が、オリンピックはこのままでいいのだろう

かという疑問もある。政治の影響で、参加ボ

イコットということもあった。

オリンピックが商業主義に陥っているとい

う問題もある。アメリカのテレビ局が莫大な

放映権料を支払うことにより、オリンピック

を支配するようになったと言われている。

アメリカのテレビのゴールデンタイムに合

わせて、決勝レースが行われるようになり、

テレビ映えするように試合のルールが変更さ
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れるようになった。オリンピックは肥大化し、

オリンピック自体がショーのようになってし

まった。

ＴＯＫＹＯオリンピックでは、オリンピック

本来の姿に立ち返り、純粋に選手が能力・技

能を競い合う大会になって欲しいものである。

そして今世界中で唱えられている自然との

共生ができないだろうか。オリンピックが自

然との共生の中で行なわれる。そんなオリン

ピックに再生できないだろうか。自然の中で

純粋にスポーツを楽しむ。その最高峰の形が

オリンピックで見られる。関係者の皆様そん

なオリンピックを実現して下さい。

いずれにしても、オリンピックの持つ力は

想像以上に大きい。これから 7年間の間に経

済活動は活発になるでしょう。国民の気持ち

は高揚し、日本中が活気付くでしょう。そし

て、本番では日本ならではの、誠意を持った

大会運営も行われるでしょう。世界から来る

人々に感動を与えるように、日本中で歓待し

ましょう。お・も・て・な・し
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前号で書きましたが、現在の民法では保証

は書面によらなければ効力を生じないとされ

ています。そして、保証契約が電磁的記録に

よってなされた時は、書面によってなされた

ものとみなすとされています。その他根保証

期間が制限されたこと等も前号の通りです。

現在検討中の民法改正の中では、保証につ

いても検討されており、保証人保護を拡充す

る観点から議論されています。

まず、個人保証は原則として禁止するとい

うことが検討されています。これは、多額の

保証債務の履行を求められて、保証人の生活

が破綻するという事態を避けようというもの

です。但し例外的に経営者が自分の会社の保

証をする場合は認めるという議論です。

また、経営者の保証を認める場合でも、裁

判所が経営者の支払能力などを考慮して保証

債務を減額ないし免除できる制度を新設する

という議論も出ています。これらの制度がで

きれば、保証制度は大幅に変わることになり

ます。

また、債権者の説明義務も議論されていま

す。債権者が説明すべき義務の内容としては

主たる債務の元本、利息、損害金や条件、期

限など保証する内容がどのようなものである

か、またそもそも主債務者が支払をしない場

合には保証人が責任を負うのだという危険性

を説明することも内容になるでしょうか。

説明義務を果たさなかった場合にどうなる

かという問題もあります。これについては、

保証契約を取り消せるという考え方や保証契

約は当然無効であるという考え方がありま

す。取消事由とすると取消できる期間はいつ

までかという議論も出てきます。

また、保証人への情報提供という問題もあり

ます。保証される本人の信用情報をどこまで

保証人に提供するのかという議論です。保証

をする方としてはできるだけ、主債務者本人

の情報が欲しい所です。主債務者に財産がな

く収入も少ないとか他にも借金があるという

ことになれば保証人が責任をかぶる可能性が

高くなるからできるだけ情報が欲しいところ

です。他方、保証される方としては信用情報

はプライバシーに関わるので、何でもかんで

も情報提供されては困るという面があります。

この他に、説明義務を怠った与信業者に刑

事罰を科するかどうかとか、主債務者の支払

が滞った場合には債権者に対し保証人に通知

する義務を負わせることにするとか、多くの

ことが議論されています。
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この度、すごい倍率の難関を突破した。
司法試験合格ではない。某アイドルのコンサ

ートチケット。応募の時点から申込者多数でネ
ット回線がパンクするほど。（噂では100万人以

上）そして、次女の申し込んだ分が奇跡の当選。
しかし、次女からのメール「当たるまでに運を
使い果たして席が天空席」要するに国立競技場
の空に近い所（つまりものすごく遠い席）との
事。何でも良し。行けるだけで十分幸せ。
曲もダンスもばっちり？練習して、いざ次女の
待つ東京へ。次女が事前にグッズも買ってくれた。
当日1時間半前に会場の駅に到着。早いと思って

いたが、人人人で前へ進まない。迷子にならない
よう娘の服の裾をしっかり握る（もう親子逆転）。

コンサートはとにかくすごかった。いざ登場！
一斉に黄色い歓声が上がる。噴水も、花火も、さら
に風船も上がる。国立競技場最後の祭りだ～。5

時半からの開演だが夕食どころじゃない。コン
サート中 3時間半ほぼ立ちっぱなし。天空席の私

たちにはアイドルたちは豆粒のようだ。それで
もいい。同じ空間、7万人の一体感に超感動ー。

意外におばさんも多かった。隣のご婦人が
「息子達を応援しているようで」と涙ぐむ。
年を忘れていた。帰路は膝が笑うどころか膝

が泣く。理解あるご主人から「どうだった～？
楽しかった？」との優しいメールに感謝感激雨
『嵐』。しかし、一歩外に出ると現実が…「帰りた
くな～い」
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今回は55番　南光坊。八十八ヶ所で「寺」で

はなく「坊」とつくのはここだけ。縁起は古く
1300年前の大三島の大山祇（おおやまずみ）神
社にさかのぼるという。大宝 3年（703年）伊予の

豪族越智氏が文武天皇の勅命により、瀬戸内海
の大三島に大山祇神社を建立し、伊予の一の宮
にすると同時に別当寺24坊も建立した。その後

海上が荒れると参拝できないということで、領
主河野氏が氏神であり、守り神である大山祇神
社の別宮を今治に移し、別当寺24坊のうち 8坊

も今治に移された。その後、弘法大師が巡礼の
際に訪れたことにより、四国霊場の 1つとなっ

た。南光坊の御詠歌は、

この 8つの坊は長宗我部元親による天正の兵
火で全て焼失した。しかし、慶長 5年（1600年）

に禄高の最も低い南光坊のみが大山祇神社の別
当寺として再興された。
さらに、その後明治になり、廃仏毀釈で大通智
勝如来や二大脇侍などが南光坊に移され独立した
寺院となった。さらに、太平洋戦争の大空襲によ
り、大師堂と金比羅堂以外の建物は焼失してしま
った。本堂や山門はその後に再建されたものだ。
南光坊は今治市内の市街地にある。
境内は開放的で平坦。境内の中に道路が走って
いる。市街地にもかかわらず、静かで落ち着い
た感じが良い。初めてお詣りした時は小雨。参
拝者少なく、静か。境内のお百度石に目がゆく。
お百度を踏む人が多いのだろうか。境内の筆塚
にも目がゆく。書道家の川村驥山（きざん）の
筆塚だ。また納経所には驥山が巡礼した折かぶ
っていた菅笠が奉納されている。その笠には
「應無所住而生其心」と書かれている。
なお、大三島には大山祇神社の本宮があり、

この本宮には沢山の武具・甲冑が納められてい
ることで有名である。国宝、重要文化財の 8割

の武具・甲冑が奉納されているとの事である。
これは見ごたえのある品である。

（Ｙ．Ｏ）
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事務局 北　　　和　代

とします。ＩＱ200を少し調べてみると、アメリ

カでは、ギフテッド（英才児）教育が法律でも

はっきりと守られていて、精神面、社会面で経

験を積みながら、その能力を伸ばしていけるよ

うになっているようです。日本にはその様な教

育システムが無いので、一部の資力ある親はア

メリカでギフテッド教育を受ける人もいるそう

です。ＩＱ200と聞いたときには、“楽にエリー

トコース”と安易な発想しか浮かびませんでし

たが、天から授かった知能を本当に生かすのに

は、様々な苦労があるのですね。

先日、美容師さんから伺った話ですが、そこ

に来るお客さんのお子さんで、ＩＱが200もある

就学前のお子さんがいるそうです。その子に、

将来何になりたいかと尋ねると、「アスファルト

を土に返す研究をする研究者になりたい。」と答

えたそうです。彼は虫が好きで、自然を守るた

めにそう考えているそうです。4、5歳の彼が、

将来、具体的に何をしたいという考えを既には

っきりと描いているようです。やっぱり、ＩＱ
200は違うなぁと感心しました。でも、その理由

が“虫のため”というのは、子供らしくてホッ
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先日、ある講習会で日本国憲法の話が出まし

た。昔（もう30年以上も前）中学生の頃、高校受

験を前に社会の授業で憲法第 9条の条文を暗記

させられた事を懐かしく思い出しながら話を聞

いていました。その時に、

①（保護する子女に）教育を受けさせる義務

②勤労の義務

③納税の義務　　

の 3つの日本国民の義務の話題になり、①の教

育に関しては、「義務」もあるが「教育を受ける権

利」もあり、②の勤労に関しても「勤労の権利」

を有しているのだけれども、③の納税に関して

だけは、「義務」しかないと説明がありました。

ホホゥなるほど、「目からウロコ」です。税務

に携わる職業でありながら、今まで認識したこ

とがありませんでした。「納税」って義務だけし

かないから「とられる」イメージしかなく、だ

から「税金だけは払いたくないんや」という経

営者の方がチラホラいるのかもしれませんね。

まぁそれ以前に「納めた税金がどう使われてい

るかが不透明」という話もありますが。

そこで、どうしたら納税に関してインセンテ

ィブが働くか？無い知恵を絞りました。

ここから先は、「田舎税理士の独り言」と思っ

て聞いて下さい。

まずは、支払った税金を経費として認めるこ

と。現状では、法人税や所得税は経費になりま

せん。経営者は基本的に経費にならない出費は

嫌います。したがって決算で利益が出そうな時

に、「税金払いたくない」という理由で、不要不

急の設備投資をしてみたり、必要ないほど高額

な役員保険に加入したりして、最後にキャッシ

ュフローが苦しくなったというお話をよく聞き

ます。本当は30％税金を払ってでも、その残り

70％を会社の内部留保とする方が財務体質強化

につながるのですが･･･。

これらの税金を経費として認めるなら、納税

者の意識は大きくかわります。「経費になるんだ

ったら、『払ってもエェかぁ』」（義務だから払わ

ないといけないんですが･･･）

もう一つは、「優良法人」表彰制度の復活。以

前は、一定の基準を満たす納税法人には国税庁

から「優良法人」として表彰される制度があり

ましたが、なぜかその制度無くなってしまいま

した。その制度の復活です。「表彰されるんだっ

たら『払ってもエェかぁ』」

日本国憲法で「国民は納税の義務を負う」と

して定められているのなら、せめて納税者に

「払ってもエェかぁ」と思わせてあげる施策・政

策、大事ですよね。

税理士 山 本　　 純

もらうトリマーさんには「パピヨンは本来小型

犬だけど、パピコ君はか

なり大きいので、中型犬

の扱いでお世話してます

（^-^；）」と言われてしま

いました。

ま、何はともあれ

元気ならいいか！

42号でご紹介したうちの愛犬パピコ♂が、10

月で 2才になりました。親のしつけが良い（？）

せいで、芸は「お座り」「お手」「伏せ」の基礎

中の基礎のみに特化しています。このパピコ君、

赤ちゃんの時こそ小さかったものの、今は体重

も 6㎏ほど。パピヨンの平均体重は 3～4.5㎏ら

しいので、かなり重たい。太っているというよ

り、とにかく身体が大きいんです。カットをして

事務局 岡　　 美和子

岡義博法律事務所
長方形

岡義博法律事務所
タイプライターテキスト
Ｍ・Ｏ

Oka3
長方形

Oka3
タイプライターテキスト
外部の方からの投稿です




