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花と緑いつぱい運動/実務セミナー実施報告

決算期別説明会/新設法人説明会/年末調整説明会

岩 槻

寛政H ll(1799年 )、 ギllll藩 に仕えていた儒者 児 に南何 (こ

だまなんか)が開設した私塾です.文化年間(1804年から1817

年)に藩校となり、儒学を中心とした講義が行われ、藩十の子弟

らがここで学びました,茅茸、平摩建ての30坪 ほどの当時の武

家屋敷を利用した建物で、数,■ の改修が行われてきましたが、

平成1511から17年 度に力■ナて、解体復原■■tが行われ、現在
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では江戸時代に児■南 l」 が創設した当IIの姿となり、吹きさら

しの玄関や漆喰の壁、′L徒の入口を11けています.現在埼玉

り1内 にT7.存 する41 の藩校でもあります.「 遷喬館 という名称

は、詩経(41国 最占のII集 )の「IH自 幽谷 遷 |:喬 木 ,に 出来して

いま|.学 HJを欲し友を求めることを鳥がり|るい場所を求めて

‖者い谷から高い木に飛び移ることにたとえた内容で、ここで学

ぶ物に高い志を持つことを促したものです.城下町ソ1槻にはお

越しの際は是非おヽ

'ち

寄りいただきたい史跡のひとつです.
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着 任 の

ごあいさつ

春日部税務署長

栗 原 茂 雄

この度の人事異動により、春Π部税務署長を拝命いた

しました栗原でございます。前任の中坪署長同様、引く続

き、よろしくおFrliい いたします。

出身は、新lFJ県妙高市です。春日部署は、30年ほど前にな

りますが、当時の署の所在地 (八木崎駅前)の近隣に3年ほ

ど居住しておりましたので、大変思い出深い場所です。

野原会長をはじめ、公益社 Hl法 人 春H部法人会の皆

様には、日頃より、税務行政全般にわたり深いご理解と多

人なご協力を賜り、心より厚くおネL申 し上げます。

貴会におかれましては、地域に開かれた団体として、1に

しい税知 i哉の普及や納税意識の高揚を図るため、決算

期別説 1月 会、新設法人説明会をはじめとする各種,F修

会等の開催や、小学校を対象とした租税教室、「税に関

する絵はがきコンクール」など、租税教育にも積極的な取り

組みをしていただいております。

また、地域社会の健令な発展のため、各地域において

は、各種講演会等の開催や地域の産業祭等の機会をと

らえて「花と緑いっぱい運動」などの社会貢献活 _‐ lJにも取

り組まれるなど、lll広 い活動を展開されており、公益法人

としてふさわしい活動を行われております.

このような活動は、野原会長をはじめとする役員のIrL様

方の献身的なご尽力と、会員の皆様方のご理解とご協力

の賜物であり、改めて敬意を表する次第です。

加えまして、平成26年 4り 1に、「自主点検チェックシート」

を活用した「企業の税務コンプライアンス向 11のための取

組」が開始されました。

この収組は、卜1税庁の使命である「納税者の自発的な

納税義務の履行を適正かつ円滑に実現」するために極

めて有意義な取組と考えており、平成27年 4月 に国税庁

後援とさせていただいたところです。

国税当局といたしましても、この取組の普及 拡大に向

｀r成 28年 H月号

けて、今後とも皆様との相 llの 信411協力関係をより強固

なものとし、連携 協調を図ってまいりたいと考えております

ので、引き続きよろしくお941い 中し1:げます。

さて、わが国では、経済取引の複雑化 広域化や、経済

社会の卜l際化 高度情報化が急速に進展する中、税務

行政を取り巻く環境も大きく変化しております。

そのような状況の中で、私どもといたしましては、L」 税,i=

の使命を着実に果たしていくため、納税者サービスの充

実や納税者が不公平感を抱かないよう適lF公平な課

税 徴収に取り組んでおります。

納税者サービスの充実では、e― Taxや確定中告書等

作成コーナーなどのICTを活用した中「1納付手段の充

実に取り組んでおります。

特に、e― Taxにつきましては、利用者の利便性向 卜の

観点から、スマートフォンやタブレット端末から利用できる

手続きの対象を拡大するほか、本年4ナ 1/Jヽ らは、e― Taxで

送信する際に、別途郵送などできniにより提出する必要

があった添付書類について、書面による提出に代えて、イ

メージデータによる提出を
“
J能とするなど、更なる利便性

の向 Lに向けた施策に取り組んでおります。

貴会におかれましては、役itの 皆様が積極的にご利用

いただくはか、その普及 定清にご尽力いただいておりま

すことに感謝申し上げます。

今後も、引き続き、e― Taxの更なる普及・定着に向けて

取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願

いいたします。

また、本年1月 から導入されましたマイナンバー制度に

つきましては、間もなく141が経過しようとしております。

貴会におかれましては、これまで、各種説明会の積極

的な開催や、広報誌に掲載していただくなど、本ll度の円

滑な導入 定着に向けた周女H広報にご協力いただきまし

たことに対しまして、改めてお礼申し
'げ

ます。

なお、確定中告書などへの番号記載が来年1月 から本

格化することから、引き続き、マイナンバー制度に対する理

解をさらに深めていただけるよう周知 広報に取り組んでま

いりますので、ご支援を賜りますようお願い中しLげます。

結びに、公益社団法人春「1部 法人会の益々のご発展

と、会員の皆様のご健勝並びに/「S業 のご繁栄を′さより祈

念申しLげまして、着任のあいさつとさせていただきます。
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春日部税務署の定期異動の状況

平成28年7月 10日付で春日部税務署の定期異動があ:り ました。主な異動は、次のとおりです。(敬称略・順不同)

《新 任 者》 《前 任 者》《役

署 長 栗原 茂雄 局I・B査査察部 調査管理課長 中坪 敬治 平成28年 7月 退職

副署長 (法人) 飯田 浩二 留任

目」署長 (個 人 資産担当) 樋口 政幸 庁諜税部資産評価企画官補佐  Jヽ山 貴文 局課税第一部 資産評価官

副署長 (総務 管徴担当) 松谷正太郎 17r沢署総務課長 坂主 純一 局徴収部訟務官

総務課長 尾崎 誠一 大田原署総務課長 酒井 敏也 局総務部税務相談宝相談官

管理運営第 1統括官 塩見 違三 留任

徴収第 1統括官 加藤 仁之 宇都宮署徴収 統括官 後藤 福男 越谷署徴収1統括官

個人課税第1統括官 粂  禾口城 西川口署 1国 人1 統括官 渡部 成道 大宮暑特別国税調査官(所得)

責産課税第1統括官 杉本 謙― 留任

法人課税 第 1統括官   江利川 寛 下館署特号1国税調査官(法 人) 磯貝 一彦 前橋署法人1統括官

第2統括官 横山 典章 栃木署法人4統括nf 松浦 由行 宇都宮暑法人5統括官

第3統括官 荒川 ―美 留任

第4統括官 倉又 清― 留任

第5統括官 吉田 剛喜 留任

第6統括官  紫垣 知里 留任

連絡調整官 (法 人) 関根 英司 足利署 法人1総括上席 佐野 佳子 大宮署 ツt人 2統括官

総務課 課長補佐 原  辰也 留任

法人課32第 1上席調査官  伊藤 ―久 浦和署法人lL席 八重樫美香 所沢署法人 L席

新法人下統括。上席の紹介

法人課税第一部門

統括国税調査官

江利川 寛 (ぇりかわひろり

前任地 :

下館税務署特別国税調査官(法人担当)

趣味 :ウ ォーキング、読書

好きな言葉 :千里の道も一歩から

法人会に一言 :法人会は、正しい税知識の普及や納

税意識の高場を図る活動を通じ税務行政への提言や

協力、地域企業と地域社会の健全な発展に御努力さ

れていると理解しております。今後も会員の皆様と更

なる信頼・協力関係を構築させていただきたいと考え

ております。よろしくお願いいたします。

法人課税第一部門

上席国税調査官

伊藤 一久 し、とぅかずひ詢

前任地 :

浦和税務署 法人課税第一部門

趣味 :ボウリング

好きな言葉 :継往開来、前向き

法人会に一言 :長 い歴史と伝統のある春日部法人会

様の担当となり、大変光栄に感じております。今後、皆

様の身近な存在として、よリー層の連携を図ってまいり

ますので、よろしくお願いいたします。また、マイナン

パー制度やe― Tax等の各種施策にも積極的に取組

んでまいりますので、ご協力をお願いいたします。
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第33回 法人会全国大会 長 崎 大 会

第33卜 J「法人会全国大会J長崎大会が、迫田国税庁長官、

中村長崎県知事を始め多くの来賓をお招きし、長崎ブリック

ホールで開催されました。全1玉1か ら約1,800名 が集い、当会から

は野原宏会長 (全法連理事 県連副会長)、 鯨岡文夫副会長

(県連理事)、 山|||一 徳税制委員長が参加しました。

第1部では、「地域が生き残るために ～長崎 その歴史 その

魅力 その未来～」をテーマに、長崎総合科学大学教授 グラ
バー園名誉同長のブライアンバークガニフ氏による記念講演

でした。氏は、1972年に来日し、京7るのキで祥の修行をしていま

したが、その際に立ち寄った長崎で西洋人としてこの街で何か

することがあるとひらめき、長崎に移住しました。深く仏法を知

り、長崎に魅せられて暮らす先生が、外1可 人と日本人が普通に

暮らす長崎を言Iられました。

第2部の大会式典で、全国法人会総連合 池田会長は「本人

会は、『税制改iFに関する提言』の内容を発表する場であるととも

に、全国各地の法人会の代表が一常に会し、相互の交流と711さん

を通じ、一層の連携を深めることが目的Jと挨拶されました。また、税

制改正提言の報告、会員増強、研修参加率向上、福利厚生制度

についての表彰やFll

税教育活動の報告

が行われました。

Zこ 力`ら

鯨岡昌1会長
野原会長 (全 法連理事)

迫田国税庁長官
利根県連会長(全法連副会長)

山田税制委員長

平成29年度税制改正スローガン

◆経済の再生と財政健全化を目指し、歳出。歳入の一体的改革を1

◆適正な負担と給付の重点化。効率化4持続可能な社会保障制度の確立を!

◆中小企業の重要性を認識し、活性化に資する税制措置の拡充を!

◆中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を!

平成28年 10月 20日 (木 )

於:長崎プリックホールほか

大 会 宣 言

われわれ法人会は、新公益法人等への移行を契機

に、昨年、新たな理念を制定し、「税のオピニオンリーダ

ーたる経営者の団体Jと して、「税制改正に関する提

言」等、税を中心とする活動を積極的に展開し、引き続

き広く社会へ貢献していくこととした。

現在、わが国経済は、消費者マインドに足踏みが見

られ、このところ一部に弱さも見られるものの、緩やかな

回復基調が続いている。一方、海外においては、中国

をはじめとするアジア新興国や資源国等の景気の下

振れ、英国のEU離脱問題などがあり、先行きに不透明

感が高まっている。

こうしたなか、アベノミクスの中心的役割を果たしてき

た金融政策の限界が指摘され始めており、デフレから

完全に脱却するためには、抜本的な規制改革の実施

など成長力の確保に向けた取組みの強化が必要とな

っている。また、国家的課題である財政健全化につい

ては、消費税の税率引き上げが再延期されることを踏

まえ、歳出 歳入一体による強固な改革工程を改めて

策定し、明確な道筋を示す必要がある。

法人会は、これまで法人実効税率の引き下げを提言

してきたが、平成28年度税制改正により「法人実効税

率20%台」が実現し、大きな前進が図られたところであ

る。しかしながら、真の経済再生のためには、地域経済

と雇用を担う中小企業の力強い成長を促す税制の確

立が不可欠である。

われわれ法人会は、「中小企業の活性化に資する

税制」、「本格的な事業承継税制の創設J等を中心と

する「平成29年度税制改正に関する提言」の実現を

強く求めるものである。

創設以来、納税意識の高揚に努めてきた法人会

は、ここ長崎の地で全国の会員企業の総意として、以

上宣言する。        平成28年 10月 20日

全国法人会総連合全国大会
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平成29年度税制改正に関する提言(要約)

● 基本的な課題 ●

1.税・財 政 改 革 のあり方

1財政健全化に向けて

()消 費税率10%へ の引き上げ再延期は、2017年 4月 から2019年

10月 へと2年 十の大幅なものとなった。これにより、我が日の財

政健全化目標には狂いが生じることになった。

①国民の将来不安を増幅させないためには、財政規律をり|き締め

直し、改めて歳出、歳入両面からの強力な改革が求められる。

(1)ボi費 税率10%への引きLげは、財政健全化と社会保障の安

定 Itl源 確保のために不‖J欠である。Fl民 の将来不安をtlll l

するために、「社会保障と税の一体改革」の原点に立ち返っ

て、2019年 10月 の税率引き上げが確実に実施できるよう、経

済環境の整備を進めていくことが重要である。

(2)2018年 度の財政健全化中間日標の設定に伴い、歳出面では

18年 度までの3年 間で政策経費の増加額を16兆 円 (社 会保

障 ll・ 15兆円、その他01兆円)程度に抑制する目安を示した。

今回の骨 人の方針では、消費税率引き上げ延期で中間同標

数字への言及がなかったが、この政策経費の抑制は確実に

行うべきである。

(3)財政健令化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的改革

によって進めることが重要である。歳入では安易に税の自然

増収を前提とすることなく、また歳出については、聖域を設け

ずに分野別の具体的な削減の方策ど 1:程 衣を明示し、着実

にLVX革 を実行するよう求める。

(4)消 費税についてはこれまで主張してきたとおり、税率10%程 度

までは中―税率が望ましいが、政府は税率10%引 きLげ時に

軽減税率制度を導入する予定としている。仮に軽減税卒制

度を導人するのであれば、これによる減収分について安定的

な ll久財源を確保するべきである。

(5)国債の信認がlTらいだ場合、金利の急 L昇など金融資本 ド

場に多人な影響を与え、成長を阻害することが考えられる。「
場の動向を踏まえた細心の財政運営が求められる。

2社会保障制度に対する基本的考え方

〇持続可能な社会保障制度の構築は喫緊の課題であり、「給

付」を「重点化 効率化Jによって●l能な限り抑制するとともに、

適J:な「負担Jを確保する必要がある。

(1)年 金については、「マクロ経済スライドの厳格対応J「支給 F・ l

始年齢の引きLげ J「高所得高齢者の基礎年金国庫負夕1相

当分の年金給付削減J等、抜本的な施策を実施する。

(2)医 療については、成長分野と位置付け、大胆な規制改革を行

う必要がある。給付の急増を抑制するために診療報酬 (本

体)体系を見直すとともに、ジェネリツクの普及率80%以 Lを

1ヽ期 に達成する.

(3)介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介

護が必要な者とそうでない者にメリハリをつけ、給付のあり方

を見直す。

(4)生活保護については、給付水準のあり方などを見直すとともに、

不正受給の防止などさらなる厳格な運用が不可欠である。

(5)少

`化
対策では、現金給付より保育所や学童保育等を幣 lFI

するなどの現物給付に重 点を置くべきである。なお、子ども子

育て支援等の取り組みを着実に推進するためには安定財源

を確保する必要がある。

(6)企業の過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないよう

な社会保障制度の確立が求められる.

3行政改革の徹底

0「 行革の徹底」には、地方を含めた政府 議会が「まず随より始

めよJの精神に基づいて自ら身を削ることが何より必要である ,

(1)卜1地方における議員定数の人胆な削減、歳費の抑制.

(2)厳 しい財政状況を踏まえ、国 地方公務員の人員削減と、能

力を重視した賃金体系による人件費の抑制。

(3)特 別会計と独立行政法人の無駄の削減.

(4)積 極的な民間活力導人を行い成長につなげる。

4消費税引き上げに伴う対応措置

○軽減税率は何と言っても事業者の事務負担が大きいうえ、税

‖」の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などのlII点 から

問題が多く、税率lo%程 度までは単 ‐税率が望ましいことを改

めて明確にしておきたい。

〇税率り|き Lげに向けては消費税制度の信頼性と有効性を確

保する観点からも、以下の対応措置が重要である.

(1)現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法Jの 効果

等を検 .lTし 、中小
/1N業が適正に価格転嫁できるよう、さらに実

効性の・lい対策をとるべきである.

(2)消 費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課

題となる.消 費税の制度、執行面においてさらなる対策を講し

る必要がある。

5マイナンバー制度について

6今後の税制改革のあり方

Ⅱ.経済 活 性 化 と中小 企 業 対 策
1法人実効税率について

00ECD加盟卜|の法人実効税率平均は約25%、 アジア主要10カ 国の

平均は約2200となっており、これらと比較すると依然として税率格差

が残っている。当面は今般の法人実効税率引きドげの効果等を確

認しつつ、将来はさらなる引き下げも視野に入れる必要がある.

2中小企業の活性化に資する税制措置

(1)中 小法人に適用される軽減税率の特例 15%を 時・lKIL置 (｀「
成29年 3月 31日 まで)ではなく、本則化する。なお、直ちに本川1

化することが困難な場合は、適用期限を延長する。また、昭 III

56年 以来、800万 円以下に据え置かれている軽減税率の適

り‖所得金額を、少なくとも1,600万 円程度にりき |:げる。

(2)利 1税特別措置については、税の公iF性 簡素化の観点から、

政策目的を達したものや適用件数の少ないものは廃 Lを 含め

て整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新な

ど経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充し、

本則化すべきである.なお、中小企業投資促進税制の適用期

限が平成29年 3月 31日 までとなっていることから、直ちに本則

化することが困難な場合は、適用期限を延長する.,

①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、

「中古設備」を含める。

②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例につ

いては、損金算入額の上限 (合計300万円)を 撤廃する。

(3)中小法人課税について、適用される中小法人の範lH(現 行

資本金1億円以下 )を 見直すことが検討されているが、資本金

以外の「他の指標 (例えば、所得金額や売 L高 )Jを使用した

場合、毎年度金額が変動する、業種や企業規模によってそれ
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ぞれ指標を定める必要がある等、経営面でlFt乱 が生じること

が予想される。このため、中小企業の活力増大と成長のllL進

に資する観点からも慎重に検討すべきである。

3事業承継税制の拡充

○我が国企業の人■を占める
'|1小

企業は、地域経済の活性化や雇

用の確保などに大きく貢献しており、経済社会を支える基盤ともい

える存在である。その中小企業力琳目続税の負オH等により事業が継

承できなくなオロよ、我が日経済社会の根幹力湘 らぐことになる.

(1)事 業
'‖

資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税11の

倉1設 …事業に資する相続については、事業従事を条件として

他の 般財産と切り離し、非 L場株式を含めて事業用資産

への課税を軽減あるいは枠除する、欧州並みの本格的な事

業承継税制の創設が求められる.

(2)相 続税、贈
lJ税の納税猶予制度について要件緩和と充実

①株式総数上限(3分 の2)の撤廃と相続税の納税猶予割

合 (80%)を 100%に引き上げる。

②死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除されない

制度を、5年経過時点で免除する制度に改める。

③対象会社規模を拡大する。

(3)親族外への事業承継に対する措置の充実

(4)取 引本H場のない株式の評価の見直し

円滑な事業承継に資する観点から、比較対象となる 11場株式の

株価のあり方や比準要素のあり方を見直すことが必要である。

Ⅲ 地 方 のあり方

O地方活ll化には、1司と地方の役割分担を見直し、財政や行政の

効率化をⅨIる地方分権をさらに進めねばならないが、「1時に現在

推Jll中の地方創′L戦略の深化も極めて重要である.その共通理

念として指摘しておきたいσメよ、地方の自立 自助の精神である .

Cふるさと納税制度で 湘費こ見られるような換金性の高い商品券

や高額または返礼割合の高い返礼品を送付するなどの過度な

競争には問題があり、適切な見直しが必要である。

○異常な水211に まで|[化 した我が国財政を考えると、国だけでなく

地方の財政規律の確

'も

欠かせない。とくに、国が地方のl14源

を手厚く保障している地方交付税の改革をさらに進め、地方は

必要な安定Jl源の確保や行政改革についても、自らの責任で

企画 立案し実行していく必要がある。

(1)地 方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能移転の

促進、地元の特性に根差した技術の活用、地元大学との連

携などによる技術集積づくりや人材育成等、実効性のある改

革を大胆に行う必要がある。

(2)広 域行政による効率化の観点から道州制の導入について検

討すべきである。基礎自治体 (人 180万人程度)の拡充を図る

ため、さらなる市町村合併を推進し、合併メリットを追求する必

要がある。

(3)地方においても、それぞれ行財政改革を行うために、民「・Uの

チェック機能を活かした「事業仕分けJのような手法を広く導入

すべきである。

(4)地 方公務員給 与は、国家公務員給与と比べたラスパイレス

指数 (全国平均ベース)が是正されつつあるものの、依然とし

てその水 lllは高く、適止水準に是正する必要がある.,そのた

めには国家公務 11に ll拠するだけでなく、地域の民間企業

の実態に準拠した給与体系に見直すことが重要である。

(5)地方議会は、大‖1に スリム化するとともに、より納税者の視点

に立って行政に対するチェック機能を果たすべきである.ま

た、高すぎる議11報酬の一層の削減と政務活動費の適 正化

を求める,`i政 委員会委員の報酬についても日当制を広く導

入するなど見直すべきである。

Ⅳ 震 災復 興

O東日本大震災については、本年4ナレ らヽ「復興 創生期間 (｀「 成

28年 度～32年度)Jに入ったが、被災地の復興、産業の進展

はいまだ道半ばである。今後の復興事業に当たってはこれまで

の効果を十分に検証し、予算を適正かつ jl・ 速に執行するとと

もに、原発事故への対応を含めて引き続き、適 L/Jな 支援を行う

必要がある。また、被災地における企業の定右、雇ナ‖確保を図

るIII点 などから、実効性のある措置を講じるよう求める。

()本年4月 に起こった熊本地震についても、東日本大震災の対応

などを踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、被災地

の確実な復 日復興の実現に向けて取り組まねばならない。

○今後も大規模な災害が発生すると予想されていることから、「大規模自

然災害を想定した税制Jの整備について検討することも必要であろう。

V.その他
1納税環境の整備

2租税教育の充実

● 税目別の具体的課題 ●

法人税 関係
1役員給与の損金算入の拡充

(1)役 il給 与は原則損金算入とすべき

(2)‖ 族会社も利益運動給与の損金算人を認めるべき

2公益法人課税

所得税 関係
1所得税のあり方

(1)基 幹税としての財源調達機能の回復

(2)各種控除制度の見直し

(31個 人住民税の均等割

2少子化対策

相続税・贈 与税 関係
1相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、こ

れ以上の課税強化は行うべきではない。

2贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきである。

(1)贈
lJ税の基礎控除を引き上げる、,

(2)相続時精算課税制度の特別控除額(2 51Xl万円)をりき上げる。

地 方税関係
1固定資産税の抜本的見直し

(1)商 業地等の宅地を評価するに当たっては、よ嗽 益性を考慮

した評価に見直す。

(2)卜 :住りll家屋の評価は経過年数に応じた評価方法に見直す。

(3)償却資産については、「少額資産」の範 lllを 国税の中小■/1‐ 業

の少額減価償却資産 (30万 νl)に まで拡大する。また、将来

的には廃JLも検討すべきである。

(4)1可 十交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土

地の評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価体

制は一元化すべきである。

2事業所税の廃止

3超過課税

4法定外目的税

その他
1配当に対する二重課税の見直し

2電子申告
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租 税 史 料 室 か ら の お 知 ら せ
～ 租税史料室をご利用ください

国枷宇税務大学校和光校合の笹税史料室は、税に関する貴重な歴史的資料

(史滲Dを 1枚集、保存及び展示している施設で、史料を広く一般の方々に公

開 (見学無料)していまう1

租税史料室の展示は、税に関連する職業の方や、税を研究されている方は

1)と より、一般の方や学生にも興味を持っていただけるような内容となって

おり、どなたでも気軽に税の歴史に触れていただくことができまうち

0 特別展示

毎年テ■ヤを決めて行う期間限定の展示で、
:平成28年度は、篤誌家の方から寄贈いただいた

史料を中心に展示しています。

疇拐u醐 間】

平成 28年 10月 ～平成 29年 9月 まで

音声ガイ ド機器の貸し出しt)行 つており、音声

ガイド(所要時間1訥 40分)を聴きながら見学する

こともできまうち

研究調査員による解説を受けながら見学をしてい

ただくことく)できますので、是非ご利用くださし、

※ 団体見学を希望される場合は、事前1こ ご連絡く

ださし、

※ 展示していない所蔵史料の関覧を希望される

方は、租税史料室 1階事務室で受付を行ってくだ

さし、

租税史料の収集にご協力を|

租税史711室 では、所蔵史料の一層の充実を図る

ため、■税史料の1又集に努めていまう■

皆様のお近くに、税務行政に関する文書に限ら

ず、図書、写真、器具等人々の暮らしと税 との

関係が感 じられる史料はありませんか ?

皆様か らの税に関する史料や情報のご提供を

お待ちしていまうち

※ 史料提供について

は、最寄 りの税務署

(総務課)までお問い

合わせくださし、,

【所 在 地】

埼玉県和光市南2-3-7
東武東上線和光市駅からバスで約 10分

西武池袋線大泉学園駅からバスで約20分

【融 蝸 】

9時 30分～16時 30分 【入館無料】

※ ただし、閲覧申請は15時 30分まで

【体 館 日】

上 。日曜日、祝日、年末年始、史料幣理日

及び特別/― l間

※ 史料整理日及び特別整理期間等は、事前

に国税庁ホームページ (税務大学校コー

ナー)にてお知らせしまうL

【お問い合わせ先】

税務大学校 税務情報センター0■税史料∋

税務大学校和光校舎租税史料室への
アクセス方法

税に関する史料はありませんか?
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税 を 考 え る 週 間

国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を

深めていただくため、 1年を通じて租税に関する啓発活動を行つていますが、

毎年 11月 11日 から 17日 を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報

広聴施策を実施していまう■

今年は、テーマを「くらしを支える税」 として、以下のとおり実施しま九

国税庁ホームページによる広報
O国 税庁の取組紹介

「税を考える週間」の実施に合わせて、国

税庁ホームページ内に「くらしを支える秘

をテ=マとした特設ぺ
=ジ

を設け、国税庁の

各種取組についてご紹介しますЪ   I
I 国税庁の取組等を分かりやすく最新の

・  ‐ デ■夕で紹介しまり■
・ 調査や徴収などの業務をドラマ仕立て

で紹介します。
・ 国税庁レポートなど、国税庁の1年間

の活動やその年のトピックについて、統

計資料等を交えながら説明していま丸

SNSを 利 用 した 広 報

0 ツイッターによる― lE

駐を考える週間」の実施に合わせて、Yo暉

“

e‐

の国税庁動画チャンネルや国税庁ホームパ■ジ
のインターネット番組 IWdデnⅨ―w」

―などの各瑠萎霧曖寮舶はしま悦

講演会の実施や関係民間団体との連携〉
社会人や大学生を対象とした講演会や説明会 |

を動 しま丸                 ‐

また、関係民間団体・地方公共団体等と連携し

て、各種イベントを全国各地で実施しま丸

社会保障。税番号制度、 ICTを利用した申告・納税手続きなどへの国税庁の取組

10 社会保障・税番号 (マイナンパー)制度  ‐       ‐ | ■

榔 障・税番号 (マイナンバ→ 制度については、聘戎28年 二月から国税か野において番号 |

| の力月が開始されていま丸
|なお、納戎 29年 1月 以降は、各種申告書や法定調書等への番号記載が本格化することから、

効果的劇司知・広報を実施します。

また、国税庁は、法人番号の付番機関であることから、法人番号が社会的なインフラとして ‐

幅広い分野で利活用されるよう、関係省庁と連携を図りつつ、「わかる。つながる。ひろがる。」

をキャッチフレーズに制度説明や利測弔の働きかけに取り組みま丸

O o-Tax
e一Taxについては、利用者の利便性向上の観点から、不や,トフオンやタブレット端末か |

ら利用できる手続の対象を拡大するほか、添付書類について、e Taxで受付可能なデータ形式～の

変換プログラムの提供や、イメージデータによる提出を可能とするなど、更なる利便性向上に向

けた施策に取り組んでいま丸

税に関する情報旧 税庁ホームページ 鰤田 nta go Jp)ヘ

昌慕言奨襲:量:'`′財 謂電器ぷ∬1剪
」ツmerln切lndeX htmp
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平成28年 1月 1日 以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たつて、給与等
の支払を受ける居住者の方が、非居住者である親医

`以

下「国外居住親族J_と 1ヽ いまりLD^_につ
いて、扶養控除等の適用を受ける場合には、下記のとおり、国外居住親族に係る「親族関係書類」
及び「送金関係書類」を、給与等の支払者に提出し、又は提示する必要があります。

手続 適用を受けようとする控除 提出(提示)する時期

給与等の源泉徴収
扶養控除、配偶者控除
又は障害者控除

親族関係書類
扶養控除等申告書を提出する
とき

給与等の年末調整

扶養控除、配偶者控除
又は障害者控除

送金関係書類 年末調整を行うとき

配偶者特別控除
親族関係書類及び
送金関係書類

配偶者特別控除申告書を提出
するとき

(9)

確定申告において、国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合にも、

及び 「送金関係書類」を確定申告書に添付又は提示する必要があります。ただ し、

に既に提出又は提示 した書類については、添付又は提示の必要はありません。

「規族 Ftl係 書類」

給与等の支払者

次の①又は②のいずれかの書類 (日 本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が居住

者の親族であることを証するものをいいます。

① 戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券

(パ スポー ト)の写 し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行 した書類 (国外居住親族の

氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限 ります。)

次の書類 (日 本語での翻訳文も必要です。)で、居住者がその年において国外居住親族それ

ぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行つたことを明らかにするものをいいます。

① 金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者か

ら国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

② いわゆるクレジットカー ド発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそ

のクレジットカー ド発行会社が交付したカー ドを利用して商品の購入や役務提供を受けた

ことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を居住者から受領し、

又は受領することとなることを明らかにする書類



法 人 春 日 部 平成28年 H月 号

申告書や申請書等には

マイナンノギーの言己載ド必要です:!

◆マイナンバーカード (個人番号カード)をお持ちの方は

● マイナンパーカー ドだけで、本人確認 (番号確認と身元確認)が可能です。

●ご自宅等から e―Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。

◆マイナンバーカードをお持ちでない方は

[_

社会保障 。税番号制度 (マイナンバー制度)の導入に伴い、

f‐ ■||■ |||_|
|| || |■ |■

‐
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これからはインターネットで
カンタン申告 !

埼玉県では、地方税の電子申告システム「eLTAX

(エルタックス)」 がご利用いただけます。混み合う

窓ロヘ申告に出かけることなく、オフィスや自宅

に居ながらにして、法人県民税、法人事業税

及び地方法人特別税の申告ができます。

さらに、電子申告に引き続いて、平成27年 3月 から申告データをもとに「納付情報」を発行できるようにな

りました。当該情報を使えば、金融機関のインターネットバンキング等から電子納税 (ペイジー)することがで

きます。納付書を作成して支払窓口に行く手間が省けるので大変便利です。また、法人県民税・事業税に関す

る申請書・届出書の一部については、eLTAXを 利用して電子的に提出することができます。

ますます便利になつたシステム「eLTAX」 を是非ご利用ください。

利用開始手続きなど詳しくは、eLTAXホームベージ(httpプ/www enaxip/)を ご覧ください。

【お問い合わせ】告県税事務所か県税務課 TEL 048-830-2657 FAX 048‐ 830‐ 4737

11月は個人事業税
第2期分の納期です。
8月 にお送りした納付書により、お近くの金融機関等

で忘れずに納めてください。納付書を紛失された場合に

は再発行いたしますので、お近くの県税事務所へご連絡

ください。

個人事葉税の納税には、口座振替をご利用いただけま

す。お申込みの手続は、納税通知書に同封されているハ

ガキで行うか、お近くの県税事務所へお問合せください。

簡単に行うことができますので、是非ご利用ください。な

お、利用開始手続に2か月程度要するため、これから手続

をしていただくと、平成29年度からのご利用とな
'り

ます。

個人事業税について詳しくは…
お近くの県税事務所又は

■県税務課

TEL048 830 2664 FAX048 830 4737
■県税務課ホームベージ「くらしと県税」

http://www pref saitama lg ip/

a0209/z^kurashiindex/z-2-4 html

法人会の基本的指針

一一―全国法人会総連合 ―一―
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(12) 法 人 春 日 部 平成28年 H月 写

実 施 日 催 し名 /腱 4L場 所

春日部

4/16(土 |口 ,● 5社|ジャズディかすかべ 中央町第4公 園ほか

4/24(日)かすかべ藤まつり春日都駅西口藤通り

6′ 11(■ ,12(日 )粕壁エイサー′ふれあい拠点施設

6/18(■ )19(日 )4ヽ学生ドンジボ~ル大会 ウイングハット春日部

3/20(■)春日部夕涼みフェスタin公園橋

0′ 15(■ )16(日 )かすかべ商工まつり■大招運動公園

槻一］石 10/16(日 ) 第12回岩槻区民やまぶきまつり'岩槻文化公園

久 喜

蓮 田

幸 手

10/16(日 )第30回 久喜市民まつり/久喜駅前 (西口)

11/6(日 )

4/2(土 )

久喜市健康食育まつり/久喜市総合文化会館

商工祭さくらまつり 元荒川河川敷公園

8/20(土 )

11/3(祝 )

第27回 はすだ市民まつり/のくば通り

雅楽谷の森フェスティバル/蓮田市役所

11/26(■ ) 蓮田マラツン/黒浜グランウド他

11/13(日 ) 第23回 幸手市民まつり/幸手駅前通り

宮 代

白 岡

菖 蒲

10/30(日 )1第 27回 みやしろ産業祭 宮代町商工会駐車場

12/3(土 )しらおか農業まつり/白 岡味彩センター

11/23(IIll)わ んぼく実(高)店街(軽トラ市)白岡駅西口周辺イベント広場

11/3(祝)久喜市菖蒲産業祭 /あやめ公園

11/6(日 )久喜市食育健康まつり 久喜市総合文化会館

一一́
一多
】
コ
自然と人間の調和 :環境共生へのチャレンジをテーマに平

成8年度から取り組んできた花と緑いっぱい運動は、今年で

21年 ||となりました。今年も、法人会主催の講演会、各,「 町

の産業祭 市民まつりなど、様 な々イベントで運動を展開して

いますて,「 いただいた種を蒔いて、今、花がいっ|れ 咲ヽいてい

ます」などのお声をいただくと、活動に参加している会員から

も思わず笑みが浮かびます。今年の参加予定の11なイベント

は表をご覧ください←一部終了)。 花の種や‖i、 各支部で11

人した様 な々啓発品の配布などを行っていますので、ぜひお

立ち寄りください。

イベント会場では、同時に「税の啓発活JIJJや「さいた

ま緑のトラスト基金への募金活動Jを 行っています.こ の

募金活動は、埼 F[の優れたri

然や貴重な歴 lt的環境を県

民共有の財産として水永く保

存していこうとする運動で、春

日部法人会は毎年矢Π事から感

謝状をいただいています。

栗 橋 |

自分たちの住む行を自分たちが育てた花と緑で満たし、

i問いのある街にしようとする運動にご協力をお願いします。

春日部法人会では、企業経営に必要なI・I々 な知識を学ぶ実務的なセミナーを開催しています。いず

講lK1/も 会員の皆様の要望が多かった内容で、経営者の方や従業11の 方など多くの参加をいただきましだ

◆平成28年 6月 15日 (水) 於:春日都市商工振興センター

「 1日でわかる!経理のすべて」
経理や簿記の知識は会社の経理担当者だけでなく、ビジネス社会の常識です,今回のセミナーでは、基本的な知.・■を含めて、

経理実務の流れや決算書を理解するための事り1、 給与や労務管理の注意点などにまで触れていただきました。5時間という長時

間の講座でしたが、豊富な資料と話術で、充実したセミナーとなりました。講師は(有 )マスエージェント代表取締役 林忠志氏でした.

◆平成28年7月 22日 (金)於 :春日部市商工振興センター

「中小企業のための税務調査の基礎知識」
会社を経常している以上、税務調査は避けて通ることはできません。税務当局の

現1人を矢Πり、税務調査の日的、調査のターゲット、調査手法を理解することで税務

J.l企に対する不安解消し、また、日頃からどのようなことを′とヽ力ヽ すたらよいのかを講

61:国税OBの税Fjl士野川悟志氏から学びました。実体験に基づくQ&Aなどあっと

|:う 間の2時 間でした。

11/20(日 )栗橋やさしさときめき祭 久喜市栗橋文化会館

11/6(日 )久喜市食育健康まつり/久喜市総合文化会館

10/22(■ )23(日 )|わ しのみやコスモスフェスタ/鷲宮総合支所

11/6(日 )久喜市食育健康まつり■久喜市総合文化会館

7/16(■)杉戸夏まつり/日光街道

11/3(祝)杉戸町産業祭 アグリパークゆめすぎと

8/27(■)庄和夏まつり 産熟総合公園

11'd(日 )産業票「 庄和総合公園



平成28年 H月 号 法 人 春 田 部 (13)

決算法人を対象とした税務講●Hlが、関東信越税理士会春H部支部の先生方及び春日部税務学伊藤上席IIn査官を講

RTに 開催されました。.t習 では、法人会が作成した F税制改正のあらまし」Fわ かりやすい会社の決算 J11告の実務～法人

税申告へのアプローチ～』をはじめ、税務署からもたくさんの資料提供がありました。この説りJ会は毎年4・ 7101月に開

催されています。次国は1月です。該当の方はぜひお出かけください。

岩槻本丸公民館 清水 洋介 先生 |

1 春日部市民文化会館 裂
一

昌則 先生

7/28(本 ) 久喜総合文化会館 中原 信子 先生

10/21(`さ ) 岩槻本丸公民館 須賀

110/27(木
)

禦 信子 先生

14:00
～16100

出来

中原

昌則 先生 |

轟

―

|

春日部市民文化会館

久喜総合文化会館

平成27年 12月 ～平成28年 6月 に創立された法人を対象に、法人税→原

泉所得税■肖費税などについての説明会が開催されました。説明会では、法

人会作成の「新設法人のための会社の税金ガイドブック」のほか、税務署か

らも多数の資料が提供され、指導は、関東信越税理士会春H部支部の下記

の先生方と春H部税務署伊藤上席調査官にお願いしました。講習終 f後

は、個別相談にも応じて頂きました。次回開催は3月 の予定です。

松田 健太郎 先生 |

9/27(メ() 春日部市民文化会館 須賀  昌則 先生 |

13:30
-16:00

今年も年末調整を行っていただく時期となりま

した。つきましては、年末調整説明会をイ下記の日

程により開催いたしますので、都合のよい会場に

お越しください。

なお、説明会では「年末調整のしかたJ及 び

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成

と提出の手引」などのパンフレットを用いて説明

いたしますので、税務署から源泉徴収義務者の

方にお送りしましたこれらパンフレットをお持ちい

ただきますようお願い中しLげます。

※春日部市中央公民館において説明する内容は、午前午後とも同じです。※会場の駐車場を利用される場合は、入口で「年末

調整説明会に出席する」旨、申し出てください。※不明な点等ございましたら、遠慮なく税務署にお尋ねください。

お Fpl合せ 〉春 日部 税 務 署 048-733‐ 2111(代 )自動音声案内の「2Jを お選びください。税務署の担当部署におつなぎします。

11/24(木 )

I午前1930～ 12:lK

I午後〕0∞～1000

13:30
-16:00

久喜総合文化会館 ノ」ヽホール
久喜市下早見140番 地

幸手市保健福祉総合センター (ゥ ェルス幸手)

幸手市大字天神島1030-1

蓮田市コミュニティセンター
蓮田市大字貝塚1015番 地

春日部市中央公民館
春日都市粕壁6918番 地 1

岩槻本丸公民館
さいたま市岩槻区本丸三丁自17番 1号

11/22(メ ()



(14) 法 人 春 H部 平成28年 11月 号

平成28年度

中学生の「税についての作文」

「税についての作文」に

乙492編の応募
国税庁と納税貯蓄組合連合会が主催する「税につ

いての作文」募集が9月 8日 まで行われました。春日

部法人会では、租税教室同様、中学生の時期に税に

ついて考えることは意義あるものと捉え、積極的に協

力し、推進してきました。

今年度は、春日部税務署管内の中学校48校から、

7′492編 (昨 年 7′ 176編 )の 応募があり、9月 14日 、

春日部税務署において地区審査会が行われました。

審査会にあたり、栗原署長は「本事業は次の世代に

向けた重要な事業である」と評され、寺門納税貯蓄

組合連合会会長からは、「今年度も法人会各支部の

皆様の協力で大きな成果を得られた」と感謝の言葉

がありました。

作品には、学校生活や公共サービスと税の関わり、

税 (消 費税)の使途、社会生活と税、納税者となつた

時の心構えなど、中学生の視点でとらえた税につい

ての考え。思いがしつかりと述べられていました。優

秀作品は、更に県審査・全国審査に進みます。結果

は 169号 (1月 発行)でお知らせします。「法人春日部」

では、毎号優秀作品を紹介します。

一

平成28年度中学生の「税についての作文」事業

協力優秀校へ法人会支部長賞の贈呈
本年度も作1ll募集にご協力いただきありがとうございました。主催者による優秀作品の表彰の他、特に募集

に功績のあった下.Lの学校に、春日部法人会各支部から支部長賞を贈呈する予定です。

春日部市立春日部中学校

さいたま市立慈恩寺中学校

久喜市立久喜南中学校

蓮 田 蓮田市立平野中学校

幸  手 幸手市立幸手中学校

1宮 代 宮代町立前原中学校

1白  岡 白岡市立書義中学校

菫 蒲 久喜市立菖蒲南中学校

栗  橋 久喜市立栗橋東中学校

鷲  宮 久喜市立鷲宮中学校   ‐

杉  戸 杉戸町立広島中学校

庄  和 春日部市立葛飾中学校



平成28年 11月 号 法 人 春 日 部

平成28年度 公益社団春日部法人会会長賞

な っ て 気 |づ くに と| |

久喜市立鷲宮東中学校 3年  覆Fイド :たネLさん

「勉強しなさい」 う。家から通える範囲に学校がある。一人一人に

私の母に限らず親が子どもによく言い、子ども 教材が用意されている、誰でも教育を受けられる

も一度は言われたことのある言葉だと思う。私は 環境が整っている。教科書に書かれたあの文は

今、中学二年生。義務教育最後の一年だ。 私たちの未来の可能性を広げてほしいという思

私は毎年、四月の新学期に思うことがある。そ いがあるのではないだろうか。そして「税金によっ

れは新しい教科書が配布され「この教科書は、 てJと いう言葉を使うことで卜|の 大切なお金を

これからの日本を担う皆さんへの期待を込め、税 使っている、子どもも、またその米来も大切なんだ

金によって無償で支給 されています。大切 にしま と伝えている気がした。

しょう。」という文を読むときである。「どうせ私なん 日本の義務教育は小学校六年間と中学校三

て頭悪いんだし…、期待とか勝手にしないでほし 年間である。その九年間、大人は私たちにとても

い…。」毎年教科書のその文を読むたびに「今 恵まれた環境を用意してくれている。そして見

年こそ頑張らないとJと 思う反面「勉強か…」と 守っていてくれる。義務教育の九年間、昔手なこ

思っていた。しかし、受験 生 になった今 、義務教 とにも嫌いなことにも百パーセントでぶつかってい

育最後の今、ようやくその文に込められる意味が く期間なのだ。学校教育に使われている税金は

わかった気がするc 私たちの未来を応援 してくれているのだ。

もしも日本の教育に税金が使われず義務教育 このこと以外にも税金の使い道はさまざまだ。

がなかったら、私は何をして九年間過ごしていた 今になって私が思ったことはlE直 、今気づくので

だろう。少なくとも今より勉強もできず世界や日本 は遅すぎる。せめて小学校高学年の子にはわ

についての知識もないだろう。実際、他の国には かっていてほしい。恐れず、逃げずチャレンジす

思う存分教育を受けられない子どもがたくさんい ることを。そして、それを国が大切に見守ってい

性の範囲がせまいのだ。日本の場合はどうだろ

てくれることを。る。そういった国の人が世界へでて有名な学者

や研究者になることは本当に本当に珍しい。つま

り、教育がちゃんと受けられないので未来の可能
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平成28年 7月 25日 (月)16:00～
於 :三高サロン(久喜市)

法人会の福利厚生命1度 は、「会員企業を守りたい」という法人

会の強い想いから昭和 46年に誕生した経営者大型保障制度

など様々な保険制度があります。これらの制度の現状を学び、ど

う広めていくのかを協議するため、福利厚生制度推進連絡協議

会が開催されました。協議会には、本会役員の他、提携生損保

会社の幹部や春日部文部担当の推進員 代理店の方々も出席

して意見交換を行いました。

平成 28年 8月 2日 (火)16:00～
於 :春日部税務署

春H部税務署定期人事異動後の初会合となる情報交換会が

行われました。春日部税務署からは、栗原署長、飯田・樋日・松

谷百」暑長など、幹部職員の皆様に出席いただき、当会工品J会長

(支部長)委員長 部会長と意見交換を行いました。各支部長

は、それぞれの特色ある活動や組織の現況などを説明しました。

J arma

女性部会 (組織委員会主管)による現地研修が開催されました。

この研修は、会員相Jlの 交流と各支部の活動状況の情報交

換を目的としたもので、一日を通じ、積極的な交流が進められまし

た。当初予定した視察地 迎賓館は予約が叶いませんでしたが、

lli正 予算審議中の国会 (衆議院)、 移転問題に揺れる築地場外

市場、昨年末浅草に新たに誕生した村おこし町おこしのメッカ=
「まるごとにっぽん」を視察しました。

また、車中では、各文部における事業の実施状況や創意工夫

している点などの情報交換が活発に行われました。

ア

熊本・大分両県の法人会から
御礼のメッセージが届きました
春日部法人会では、全国法人会総連合の呼びかけに応じ、熊本地震で

された熊本 大分両県の法人会に義捐金を送らせていただきました。この度、

両県法人会まり御礼のご挨拶が届きましたので報告します。なお、全国法人会

総連合のホームベージでは、被災地向け復興支援情報 (事業者への経営支援、

雇用維持、資金繰り、従業員、税制面、手続きなど)を公開しています。

＼

平成28年 10月 4日 (火 )

於 :国会 ,浅草 築地
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基懸鼠晨え∵百蔀法人公と春日01

平成28年 11月 16日 (水 )
入 場 無 料

1 会  場 春日部市民文化会館 3階 大会議室

開  会 15:00～ (受付 14:30～ )

記念講演 15:15～『税務の仕事あれこれJ

講師 春日部税務署長 栗原茂雄氏

春日部市立立野小学校 含唱部

平成28年 9月 15日 (木 )

於 :春日部ターキーボウル

青年部会では今年度より支部を3つのプロックに分け、事

業の企口iをしています。6月 に北部北区担当の公開講演会

(渡逃陽一氏)に続いて、今口lは 西部地区企画による公開

健康セミナーが多数の一般参加をいただき開催されました。

セミナーでは、プロボウラー坪井実 本す||1恵梨氏を迎え、ボ

ウリングを活かした健康づくり「体 ガ尚心の健康」やスコアアノ

プの秘訣を学んだ後、実際にプレイしました,,プレイl卜も各レー

ンをプロが巡回して指導していただき、久 の々プレイながら20

ポイントはアップしたとの声がきかれました。

|

鮮

「

こ
lL.`

´

鋪‐6国 会員交流ゴルフ

一般参加の方と部会員が一緒に体を動かしながら交流

し、さわやかなひと時を過ごしました。

平成28年 10月 13日 (木 )

於 :紫 CCあやめコース

会員相互の交流と新規会員働誘を目的に開催し

ているゴルフ大会。6回目となる今回は、初めて多加

されるという新たなメンバーも含め、124名の参加を

いただき盛大に開催されました。

競技後のパーテイーでは、支部や業種を超えた法

人会ならではの交流がにぎやかに進められました。

表彰式で提供される各支部や関係企業の特色ある賞品は法人会ならではのもので、紹介される

たびに歓声が上がりました。税の啓発活動や社会貢献活動と共

に、会員相互の交流・親睦の機会は、広域で様々な業種の方々が

会員である法人会ならではの活動です。

新春には賀詞交換会も開催されます。ぜひお誘い合わせの上ご

参加ください。

0コ置冒困コ墓翅覇轟理■■■■■■■■■■■■

卜1税庁では、卜1民 に租税の意義や

役割、税務行政に対する知識と理解を

深めていただくため、1年を通じて租税

に関する啓発活動を行っていますが、

毎年H ttll日 から17‖ を「税を考える週

間」として、集中的に様々な広報広聴施

部税務署管内税務行政協力会では、

この期間に合わせ、毎年公開講座を開

催しています。

J r+me

実践 !健康増進ボウリング
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法 人 本 日 部 平成28年 H月 号

法人会では、税制改正提言・租税教育・税の啓発・企業支援活動などのほか、

様 な々地域貢献活動・会員相互の絆を深める交流・親睦事業を行つていま魂

親子で楽しく

お金と税金をゲームで学ぼう
H28年 9月 20日 (水 )

やまぶきまつり
H28年 10月 16日 (日 )

会員増強 5者懇談会
H28年 10月 フ日 (金 )

青年部会 トラック協会
合同交通安全教室

H28年 6月 22日 (水 )

杉戸夏まつり 花いつぱい運動
H28年 7月 16日 (■ )

法人会 商工会工業部 合同研修会
H28年 8月 19日 (金 )

古利根川流灯まつり
3H28年 8月 6曰 (土 )



平成28年 H月 け 法 人 春 「1部

五者懇談会
H28年 9月 23日 (金 )

商工まつり
H28年 10月 16日 (日 )

第30回 久喜市民まつり
H28年 10月 16日 (日 )

コミュニティ夏祭り
H28年 8月 27日 (土 )

蓮田市民まつり
H28年 8月 20日 (土 )のくは通り

白岡まつり 陶芸絵付け 啓発活動
H28年 8月 6日 (■ )

夕涼みフェスタin公園橋
H28年 8月 22日 (月 )

無料マツサージ¬―ナー



法 人 春 H部 平成28年 H月号

「絵」を見ること、いい「絵」とは

|ス蒙 部  (公社)春日部法人会会長 久喜支部長

野原種苗(株)会長野原 宏

わたくしの趣味は絵を1‖ いたり、見たり、蒐集したりすること

です。暇つぶしに子供の落書きのように身近な野菜や果物を

淡彩やパステルで画いて楽しんでいます。裏面にはその日の

できごとなどを絵日記のように書いてあります。ここ数年は

ちょっとサボっていますカヨまとんど処分せずにとってあります。

画くほうが先か見るほうが先かは、私は見るほうから入りまし

た。日本画・洋画・版画 水彩画などありますが自分がいいな

と感じられるものが一番です。美術館で絵を見ることが一般

に絵画鑑賞と思われがちですがお子様が画かれた絵でもな

かなかの名画かもしれません。迷画か名画力■よ見る人がきめ

ます。居間などの生活空間で自分が気に入っている絵を見る

ことこそ趣味の絵画鑑賞です。教科書や画集で見る額装さ

れた名画はそれなりに良品ですが必ずしも素直にいいなと納

得できないものもあります。自分を責めないでください。あなた

の判断でいいのです。その時々で好みも変わってきます。無

理に好きにならなく

てもいいのです。

好きか、嫌ヽヽか半J

断するだけでも立

派な絵 画鑑 賞で

す。どこが好きでど

こが嫌いかもう一

歩前に出てよく見

てみるとさらに発

見があります。気になる絵の前で足が止まるようになれば絵

が而自くなります。自分だけの素晴らしいところを沢山見つけ

出すことこそ「絵」を見る書びです。

いい「絵Jと は、「盗んででも自分のものにしたい絵」だと言

う‖利きがいます。注釈が紙面の都合でできませんが、積極

的に機会を作って沢山の絵を見ることから始めてみてくださ

い。必ず豊かな人生につながるものだと思います。一枚の気

に人った絵をできれば、最初は10万 円以 ドのものと決めて、

自分の足と日で1000枚 以 卜見て自腹で買ってみてください。

必ずあります。その効用は絶人なものがあります。インターネッ

トのヤフーオークションでも数千点の作品が見られますが実

物を見てから購入することをお勧めします。

還 暦 の年 を迎 えて

鷲最 部
‐ 大東印刷有限会社

代表取締役 橋本 宏之

今年還暦を迎え、主な所属してきた会を振り返ってみました。

20代前半に、鷲宮町商:1:会 に大会し青年部に入りました。

人った当時は、20代後半から30代後半の先輩が多く、「なん

てこった」、おじさんばかりの会に入ってしまったと後悔しまし

た。しかし、商工祭、カラオケ大会、ゴルフコンペ等に参加する

ようになり打ち解けてきました。30代後半に青年部長を努めさ

せていただき部長職ならではの貴重な体験をすることが出来、

商工会活動を通して奉仕の心と、組織 イベント運営に関する

ノウハウを少しずつ学びました。30代前 11に、知人に誘われて

久喜青年会議所に入会しました。人会前は、変な宗教団体の

イメージを抱いていましたが、積極的に参加しているうちに、会

の運営システム等と先輩たちから様々なことを学びました。特

に、年令差のある人とのコミュニケーションのとりかたが勉強に

なりました。また、青年会議所は‖1界 的な組織なので活動の取

り組み方で、日本全国と世界の広範囲に多くの力ヽ すがえのない

友人を得た人もいるそうです。30代後半に、埼玉県久喜市倫

理法人会に入会しました.果本方針は、奉仕の心です.目 的

は経営の心構えの名文句集等と実践での経営の精神修行

等、活llJ内 容で印象深いのは、公共施設のトイレ掃除や公道

の清掃活動です。40、 50代に入ってからは、春日部法人会と

鷲宮ライオンズクラブに入会しました。存続し卒業年令に満た

ない会は、脱会なしで継続しております。所属している会の基

本は、奉仕の心 仲間づくり 自己啓発等が目的です。しかし、

外から漠然とイメージしていたのでは、偏見や勘違いが起きて

しまいます。各々の会には、特色があり、得るものがある。時間

を調整捻出し出来る限嚇 極的に出席参加したいと思います。

また、60歳を節日に、何力ヽ こ挑戦したいと考えています。残りの

人生を平均寿命で計算しますと20数年ですが、少ないか多

いかは自分次第だと思います。残り少ない人生と考えず、これ

からが人生の後半と考え、心の底から本当にやりたい事を今

年中に見つけ、実践すると決意しました。

今日この頃の「想うがまま」です
`.

′
カタログ・チラシ・カラー冊子・記念誌 etc

大東E口届J有限会社
〒3400213埼 玉県久喜市中妻 1345‐ 1

TEL 0480-58-7190 FAX 0480-59-2240
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●春田部支部

会員名

株式会社エスユーエイ設計事務所

株式会社アイツー

株式会社LKB

小河原 隆秀

株式会社梅里物流サービス埼玉営業所

SBS
株式会社ヒューマンケアサービス

●岩槻支部

有限会社伸栄サービス

新徳株式会社

●久喜支部

有限会社セ キロ企画

有限会社スマイルホーム

株式会社句花

●蓮 田支部

株式会社武藤土建

有限会社オークマ

株式会社ポリライン

所在地

春日部市粕壁東 12211
春日部市中央317‐20
春日部市本田町21753
千葉県野田市木間ケ瀬21408
春日都市大場4321
春日都市西1味綺3卜28メソンdeサイトウ103

春日部市大場304

さいたま市岩槻区浮谷 1155
さいたま市岩槻区笹久保新田7875

久喜市野久喜86112
久喜市本町 197
久喜市本町7‐7‐ 19

蓮田市御前橋 1841
蓮田市馬込 5‐45
中央[日本滑矛場町217 5CANA[[日 本橋27520号室

自須整形外科クリニック   リlI子市子安町12引 王ヽ子南□駅前ロレ2階3階

有限会社ウェルフェアプランニング 蓮田市間戸2522]
株式会社風土       蓮田市東525101

● 白 岡 支 部

NEX
コリアンダイニング」UJU

●菖蒲支部

有限会社小山技建

株式会社AODEN
株式会社タイヨウ金属

株式会社真田工業

●杉 戸支部

株式会社テンフォワード

株式会社―新工業

宗教法人上原寺

● 庄 和 支 部

有限会社横川基礎造園土木

株式会社シンダイ

白岡市荒丼新田65
春日部市中央1913M2ビル

久喜市菖蒲町三箇4708
久喜市菖蒲町三箇997
久喜市菖蒲町下栢間26551
久喜市菖蒲町新堀1960101

杉戸町杉戸4‐213
杉戸町堤根 1049
杉戸町鷺巣427

春日部市東中野997
春日部市西親野井5221

ェ
リ
ァ
が
魅
力
で

春
日
部
法
人
会
。
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会員増 強 運動展開中 法人会活動紹介リー7レットを

作成しました

法人会は税のオピニオンリーダーとして、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経営者の団体です。

春日部税務署管内には約 11.500の 法人

がありますが、このうち約 40%の 4,300の企

業経営者が会員です。お近くの企業の方でま

だ会員でない方がいらっしゃいましたら是非参

加をご案内ください。法人会に関する資料や

入会案内はお近くの各地区商工会にあります

法人会支部事務局又は春日部法人会事務局

にお願いします。

どんなことをやっているの?会員のメ

リットは?…会員勧誘でよく間かれる会話

です。そのようなP。5い合わせにお応えする

べく、新たなリーフレットを作成しました。

各支部事務局にございますので、ぜひご活

用いただき、新たな会員をご紹介ください。

・一一】̈̈
一一　』嗜̈一一「一””一崚
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■講演会・セミナーのこ案内
今後実施される講演会・セミナーをご案内します。

詳しくは春日部法人会ホームページを c‐ 覧ください。 (計画中の事業もあります。)

手術で治せる 税務の仕事
認知症・歩行障害・尿漏れ

平成28年 11月 12日 (土 )

午後2時～

講師 :医学博士下田仁恵氏

会場 :春日部市市民活動センター

平成28年 11月 29日 (火)午後2時～
「税務の仕事あれこれ」

講 師 :春日部税務署長  =
栗原茂雄氏   i

演奏 :チェロ//1り 1泰典  |
ピアプ/中島知美

会場 :ホテル久喜 (久喜市)

平成29年2月 18日 (土)午後2時～

あれこれ

平成28年 11月 16日 (水)午後3時～

講師:春日部税務署長栗原茂雄氏

演奏 :春 日部市立立野小学校合唱部

会場 :春日部市民文化会館

‐
平成29年 3月 11日 (土)午後3時～ 会場薇市民会館

V
講 師 :開アーカス・インズ亀田直幹氏

会場 :春日部市商工振興センター

細雪 。ささめゆき
平成29年 3月 13日 (月 )

1会 場 :明治座 (東京都)

2020
東京オリンピック
・パラリンピックで
日本の何が変わるのか?

平成29年 2月 7日 (火)午後3時～

講師:スポーツ評論家玉木正之氏
会場:春日都市民文化会館

親子で参加するハッピーで楽しい
フアミリーコンサート。
一緒に歌い踊り参加できるコンサートです。

すべての人をまた会いたい人に
受講生の98%の印象が劇的に変

全く新しい営業教育プログラム

歌舞伎、ミュージカル、

演劇など日本の伝統文化や

芸術に触れる。



平成28年 11月 ケ 法 人 春 H部

平成 2711の 相続税制改i:か ら二次本H続へのリ

スクマネジメントに注目が寄せられています 基礎控

除引きドげなとが要因と思われますが、事業承継対

策と合わせて今後益 重々要になってくるでしょう。

何故二次相続が重要かと言いますと、一次相続

では「配‖1者の税額軽減Jが使えますが、二次

‖絲売、二次相続でのltt負 担についてあらかじめ十分

な対策をしておくことが重要になるのです。

特に企業を継itしていくうえて後lll者 への相続

相続分か 1億 6T万円かどちらか大きい金額 まで

相続 した場 合、妻 には税 金がかからないことにな

けになるltj合 、
「

供たちに税負11が押 し寄せるこ

とになるからです

相続ではこれが使えません。相nt人 が子供達だ

例えば夫婦と子供二人の4人家族で考えてみま

を一次利続と言います。この時、妻が遺産を法定

ります、これを「配偶者の税額軽減 Jと 言います。

やがて要が 亡くなりますがこれが 二次相続で

す、この時の相続 人は子供達だけになりますの

続税を負担することになるのです。

中でも、二次‖I続時に後継者に相続税 Hl llj:を 残

す生命保険の活用は効果的です。(契 約形態 契

約者 被保険権 被利晰売人、受取ブ、=後継者つ

受取保険金は、受収人の同有則産として他の相半売

財産と区別されますので、後継者のもとにTl税財源

や自由になる資金が41み liせる効果があるのです

14し 、相 l―t対 策に不 HJ欠のツールと1:わ れる生

命保険ですが、年齢が高くなったり、体調が悪く

なると契約できないという性質があります.で きる

だけ健康なHキ リ|、
つまり現経営者のl IL事 業承

継対策を行う際に同時並行で二次‖続への対策

継で考えなくてはならない経営者のリスクがここ

にも存在するのです ,

llt負 担は他の‖1続 人以 卜になりがちで、事業承

いうちに対策を立てるべきでしょう,

を作iう ´ヽ きでしょう.

では誰が税金を負担するかというと他の相続人で

ある
「

供達です.,

で、1年度 r供 たちに税負lnが押 し寄せることにな

るのです。つまり子供たちは親が亡くなる度に相

著者プロフィール:島津 悟氏
大同生命提携講師 PHPビジネスコーチ ファイナンシャ

ルプランナー 年全ブランナー ■日部法人会会員.新潟

県出身.大 同生命支社長を経て研修部門.平成24年

同社退職を種に研修鵬師として独立.同社職員や管理

者の育成に携わる また 全国の法人会 納税協会の経

営者セミナー 税理士会向けのセミナーで活躍中.

この税負‖1を軽減する「l目 次相続控除Jという制

度もありますが、これは一次相続から二次相続まで

の期‖」が 10年以内等の条件がありますので、すべ

ての人が使える.PNで はありません.し たがって、一次

法 人 会 は、様々な事業を行つていますが、大きな柱の一つが福利厚生制度で、全国法人会総連合では、この制度

を「大同生命保険株式会社」「AIU損害保険株式会社」「アフラツク(アメリカンフアミリー生命保険会社)」 の3社と

提携しています。会員でなければ加入できない保障制度、集団取扱いによる割安な保険料、法人契約にすれば保険料

が損金処理できる保険などがあります。詳しくは各社「法人会福利厚生制度推進員」におたずねください。

大同生命保険株式会社 埼玉支社春日部営業所……

アメリカンフアミリー生命保険会社 埼玉総合支社 電

話 048-734‐ 3371

話 048‐ 650-7670

話 048-645‐ 0861
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曇聯 動

“

の 保険

世界有数の地震日、日本 !

いつ、どこで大地震が発生しても
不思議で13ありません。

地震災書のリスクに日膚ξ

回選・低減の対策を!

鋼顧む1肺
"

/。n法人会の企業地震保険
企業財産保険+財物損害補償特約+地震 噴大危険補償特約(財物損害補償特約用)

地震災害のリスクから会員企策をガ…ドします :

AIU損害保険株式会社
URL:http:′ A"n四 Laiu.● ●Jp

埼玉支店 逍舗蝠 盤議護政Fノ
スウイング13L

(受付時

“

:午前 ,時から午後 S時まで 土 曰 祝0 年末年始を除く)

⌒

法人会会員企業にお働めの皆様は、お一人から ご加入いただけます。

奸

'.ac配

三颯_生鉾動
埼玉総合支社
〒330Ю 854さいたま市大富区桜木町 10‐6大宮センター曰レ14F

法人会フリーダイヤル邑 0120…876…505
肇今後の対応は担当の事■代理店″■■ まヽす。          r法 権a161u76睦 相

ハ

編集 :春日部法人会 広報委員会 染谷・林 (茂)橋本・小暮・林 (明 )・ 須賀 浜田・真中。明野 進藤・中島。中野


