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挨 拶動
支頭 部
狂言鑑賞会

各支部は年最低1回以上の支部活動を目標とする
税務研修会

8月27日
（土）〈参加254名〉

●萩山支部

●汐路・田光・津賀田・白金・村雲・北山・川名の7支部合同企画

和泉流

11月18日
（金）〈参加35名〉

野村又三郎一門公演狂言鑑賞

税務研修会「消費税の軽減税率制度」

解説：狂言の鑑賞の手引きと演目の説明
出し物：膏薬煉（こうやくねり）
・素袍落（すおうおとし）
一般社団法人

研修見学会

研修見学会
12月1日
（木）〈参加19名〉
昭和法人会 会長
●御器所・松栄の2支部合同企画
日本特殊陶業株式会社
近江八幡散策と彦根城
代表取締役副会長
9月11日
（日）〈参加41名〉

柴

垣 鑑賞会
信 二

●天白北・植田・大坪・天白中・南天白・平針の6支部合同企画

「名古屋をどり」 中日劇場公演

12月2日
（金）〈参加35名〉

●瑞穂ヶ丘・田光の2支部合同企画

クラリネット＆ファゴットの魅力

発表担当会として 10 年ぶりに指定を受けました。当

皆様、新年明けましておめでとうございます。
研修見学会

研修見学会

9月13日
（火）〈参加23名〉

研修見学会
12月3日
（土）〈参加者17名〉
会では、発表する活動研究テーマをこの
1 年間検討し

平成 29 年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を
●長久手支部

●日進支部

申し上げます。
「加島屋と広岡浅子」
展（大同生命本社）

た結果、今後新たな事業を新たに立ち上げるのではな

彦根城と近江八幡散策

く、今抱えている会員減少問題や財政問題、ひいては

会員の皆様方を始め、関係各位におかれましては、
研修見学会
10月19日
（水）〈参加24名〉
日頃から昭和法人会の活動に対しまして、格別のご理

研修見学会
12月13日
（火）〈参加19名〉
公益等各種事業の内容等々、現在昭和法人会が置かれ

●川名・駒方の2支部合同企画
解と温かいご支援を賜り心からお礼申し上げます。

ている状況を、いろいろな角度から組織分析・現状分

●東郷支部

「ラグーナテンボス（フラワーラグーンと歌劇鑑賞）」

おんな城主直虎とエアーパーク

さて、この一年、わが国の経済は、アベノミクスを

析を行い、もう一度原点に立って法人会活動全体を見

始めとする各種政策の効果もあり、景気は緩やかな回

直す機会にしたいと考えました。そしてそのテーマを

復基調が続いています。企業部門の設備投資は上向き

『原点回帰』～組織・活動を総点検し、さらなる飛躍

つつあり、雇用・所得環境も改善する中にあって、個

昭和法人会

人消費も底堅い動きを示しています。

へ～として研究活動を進めます。

当 面一年後には、今後の活動の方向性や指針を示すこと
の行事予定

しかし、一方で大企業と中小企業では企業業績・景

のできるよう、研究活動を進めてまいりますので、会

況感に温度差があり、格差拡大の傾向も懸念されてお

員の皆様方には、温かい目で見守っていただきますよ

平成29年 1月～5月

1月11日（水）
税務連絡協議会定例会
り、加えて今後、米国大統領の交代や TTP 問題の行
11：00～
今池ガスビル・ガス燈

うお願い申し上げます。

1月19日（木）
【県連】理事会・賀詞交換会
いて難しい舵取りを求められようとしています。
16：00～
名鉄ニューグランドホテル

改革や簡易保険手数料の制度変更等により、活動面及
13：30～

方等々先行きが不透明な面もあり、一層企業経営にお

このような中にあって、昭和法人会は「税のオピニ

1月24日（火）
女性部会１月例会（税務研修会）
オンリーダーとして、企業の発展を支援し、地域の振
13：30～
メルパルク名古屋

興に寄与し、国と社会の繫栄に貢献する経営者の団体

2月1日（水）
正副会長会・理事（監事）会
である。
」ことを基本理念に、税知識の普及や納税知
15：30～
メルパルク名古屋

識の効用を目的とした事業、地域社会への貢献を目的

2月2日（木）
青年部会拡大推進教養講座
17：30～
とした事業に、役員を始め会員の皆様とともに幅広く
ガーデンパレスホテル

積極的な活動を展開してまいりました。

2月3日（金）
愛知ブロック講演会（講師：佐藤倫子 氏）
15：00～
特に、青年部会が取り組んで２年目となりました租
東郷町商工会館

2月21日（火）
15：30～

【県連】調査部所管法人経営者懇談会

WHナゴヤキャッスル

このように、法人会もこの 10 年間で公益法人制度

2月23日（木）

女性部会２月例会（労務研修会）

メルパルク名古屋

び財政面においても大きな変革の時を迎え、一方、公
3月9日（木）

【東海法連】第71回東海法連大会

益事業への役割がますます増加している中にあって、
13：30～

ホテル花水木

厳しい運営が求められる現状にありますが、今後と
4月6日（木）

調査部会第５回通常総会

も、会員の皆様のニーズを十分に踏まえ、皆様のお知
14：00～
熱田神宮会館
恵を拝借し、国・県市の税務ご当局のご指導を仰ぎな
4月14日（金）

正副会長会・理事（監事）会

14：00～
がら、従来にも増して企業経営と社会の健全な発展に
メルパルク名古屋

貢献する活動を推進して参りたいと考えております。

4月18日（火）
青年部会第５回通常総会
17：00～
どうか会員の皆様方には、今までにも増してご支援
メルパルク名古屋

税教室、女性部会が新たに企画した「税に関する絵は
2月14日
（火）
名古屋市内合同講演会（講師：加藤清隆 氏）
13：30～
日本特殊陶業市民会館
がきコンクール」への取組は、教育の現場からも好感

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
4月20日（木）
女性部会第５回通常総会

を持たれており、今後それぞれの部会において中心的
2月21日
（火）
決算期別説明会
14：00～
名古屋市公会堂

企業の益々のご繁栄を心から祈念いたしますととも
5月～６月
第５回通常総会

な事業として育てて参りたい事業と考えております。

13：30～
メルパルク名古屋
最後になりましたが、会員の皆様方のご健勝と各
14：00～

メルパルク名古屋
に、関係ご当局・諸団体の変わらぬご支援ご協力をお

願い申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただ

ところで、昭和法人会は、本年 12 月に行われる平

昭和法人会広報委員

ブラザー工業㈱

成 29 年度愛知県連運営研究会において、活動研究の

この会報は右記委員で企画・編集しています。ご意見・ご感想、お寄せ下さい。
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きます。
日本パーツ機器㈱

藤井宗高
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山勝㈱
㈱山田工務店

森 祥一
辻 節子

年頭のご挨拶

名古屋国税局

山

下

課税第二部長

俊

彦

平成 29 年の年頭に当たり、一般社団法人昭和法人

広報など、引き続きお力添えを賜りますようお願い

会の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

申し上げます。

会員の皆様には、平素から税務行政につきまして

ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、経

深い御理解と格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上

済活動の国際化、
ＩＣＴ化の急速な進展等により厳し

げます。

さを増している状況であります。国税当局といたし

さて、昨年の管内の経済情勢を振り返りますと、

ましては、調査必要度の高い分野に事務量を重点的

設備投資や生産の増加、住宅投資の持ち直しなどに

に投下するほか、調査以外の書面照会や説明会など

より、景気は緩やかに回復を続けております。経済

も組み合わせた多様な手法により、納税者の皆様が

以外の面に目を向けましても、５月に三重県志摩市

自発的に納税義務を履行していただけるよう税務コ

でＧ７伊勢志摩サミットが開催され、日本の原風景

ンプライアンスの向上に取り組む必要があると考え

ともいえる伊勢志摩地区の豊かな自然が全世界に発

ております。

信されたことは大変喜ばしい出来事でした。また、

貴法人会におかれましても、各企業の内部統制面

８月にブラジルのリオデジャネイロで開催された第

や会計経理面の質的向上に向けた自主的な取組を促

31 回夏季オリンピックで、日本が過去最多となる 41

すことを目的として、
「自主点検チェックシート」及

個のメダルを獲得するなど、私たちに大きな活力を

び「自主点検ガイドブック」を作成し、これを会員

与えてくれた明るい出来事がありました。

企業のみならず一般企業にも配布する取組を実施し

このような中で新しく迎える年が、会員企業の皆

ておられます。

様にとって希望の多い充実した年となりますことを

この取組は、納税者全体の税務コンプライアンス

祈念いたしますとともに、貴法人会が引き続き魅力

の維持・向上に資するものであり、国税庁の使命に

ある事業活動を展開され、会員企業と地域社会の発

も合致することから、更なる普及に向けて後押しを

展に一層の貢献をされますことを御期待申し上げ

させていただくこととしておりますので、今後も積

ます。

極的な取組をよろしくお願いいたします。

また、行政面では、マイナンバー（社会保障・税

ま た、
ｅ－Ｔａｘに つ き ま し て は、添 付 書 類 の イ

番号）制度が導入され、昨年度から本格稼働してい

メージデータによる提出などの更なる利便性向上施

るところです。このマイナンバー制度は、行政手続

策の運用が開始されております。貴会におかれまし

の効率化・透明性を高め、国民の皆様の利便性の高

ては、かねてからｅ－Ｔａｘの普及・定着に多大な

い公平・公正な社会を実現することを目的に導入さ

ご尽力をいただいており、皆様のこれまでのご協力

れたものであります。

に対しまして、厚くお礼申し上げますとともに、今

国税庁は法人番号の付番機関であるとともに、個

後とも変わらぬご支援を賜りますよう、重ねてお願

人番号及び法人番号の利活用機関であることから、

い申し上げます。

これまでも国税庁ホームページへの掲載や各種説明

最後になりますが、一般社団法人昭和法人会の更

会等における説明など、積極的な制度概要の周知・

なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業のま

広報に取り組んできたところでございます。

すますの御繁栄を祈念いたしまして、年頭の御挨拶

貴会の皆様におかれましても、より一層の制度の

とさせていただきます。

定着に向け、会報誌やホームページにおける周知・
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昭和税務署長

吉
圭

村

文

男

新年明けましておめでとうございます。

いよいよ運用が開始されました社会保障・税番号

平成 29 年の新春を迎え、一般社団法人 昭和法人会

制度いわゆる「マイナンバー制度」につきましては、

会員の皆様に謹んで新年のごあいさつを申し上げ

納税者の皆様の利便性の向上や行政の効率化につな

ます。

がるものとして、国税庁ホームページや貴会をはじ

会員の皆様には、日頃から税務行政に対しまして、

めとする関係民間団体が開催する説明会を通じて周

深い御理解と多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し

知・広報を行ってまいりました。

上げます。

また、
ｅ－Ｔａｘにつきましても、利用者の利便性

昨年を振り返りますと、貴会におかれましては、

向上の観点から、納税証明書の請求がスマートフォ

税知識の普及を目的とした税務研修会、
「税を考える

ンやタブレット端末からオンライン請求できるよう

週間」での街頭ＰＲ活動などの社会貢献事業のほか、

手続きの対象が拡大されたほか、添付書類について

「租税教育の充実」に向けて、小学生を対象とした租

もイメージデータによる提出が可能となるなど、更

税教室への講師派遣や「税に関する絵はがきコン

なる利便性向上に向けた施策に取り組んでおります。

クール」の募集活動など、次代を担う若い世代に正

そのほかにも、社会・経済の変化に応じ、国際的

しい税の意義・役割を理解してもらうための事業活

な租税回避への対応や税務に関するコーポレートガ

動にも積極的に取り組まれました。また、本年の愛

バナンスを充実させる自発的な取組を促進していま

知県運営研究会における発表単位会として、
「
『原点回

す。こうした取組を通じて、納税者の皆さんに適正

帰』～組織・活動を総点検し、さらなる飛躍へ～」

かつ円滑に申告・納税をしていただけるよう努めて

とテーマを定め、取り組むこととされました。

おります。

会長をはじめ役員の皆様方の永年にわたる御尽力

これらの取組を推進していくには、貴会の皆様方

に対しまして、深く敬意を表するとともに、今後も

の御理解と御協力が必要不可欠と考えておりますの

引 き 続 き、魅 力 あ る 法 人 会 活 動 を 展 開 さ れ、発 表

で、引き続き、皆様方のお力添えをいただきますよ

テーマとして定められました、８項目の課題に取り

うお願い申し上げます。

組み、12 月には１年間の成果を活動研究結果として

更に、間もなく平成 28 年分の所得税等の確定申告

発表できるよう御期待申し上げます。

期を迎えますが、国税庁ホームページ「確定申告書

さて、私どもに与えられた使命は「納税者の自発

等作成コーナー」を御利用いただくことにより、自

的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」こ

宅で簡単に申告ができますことを会員企業の役員の

とであり、納税者サービスの充実に努めるとともに、

方はもとより、社内広報の一環として、従業員の皆

適正な申告を行った納税者の皆さんに不公平感を与

様にも呼び掛けていただきますようご支援の程よろ

えないよう、適正公平な課税及び徴収に努めている

しくお願い申し上げます。

ところであります。

結びに当たりまして、一般社団法人 昭和法人会の

また、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済取

更なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業の

引の複雑化・広域化や経済社会の国際化・高度情報化

益々の御繁栄を心から祈念いたしまして、年頭のご

の更なる進展により大きく変化しております。この

あいさつとさせていただきます。

ような中、引き続き、与えられた使命を果たしてい
くため、様々な取組を行っています。
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年頭のご挨拶

愛知県名古屋南部県税事務所長

大

木

純

明けましておめでとうございます。

較的堅調であったことなどから、概ね見込みどおり

平成 29 年の年頭に当たり、一般社団法人昭和法人

に推移しておりますが、景気動向が県税収入に及ぼ

会の会員の皆様に、謹んで新年のお慶びを申し上げ

す影響をなお注視していく必要があると考えており

ます。

ます。

会員の皆様には、日頃から愛知県の税務行政を始

私ども税務行政に携わる者といたしましては、納

めとする県政の円滑な推進につきまして、格別の御

税者の皆様から御理解と御協力が得られるよう最大

理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

限の努力を重ね、
「適正かつ公平な税務行政の推進」、

現在、愛知県では「あいち重点政策ファイル 300 プ

「信頼される税務行政の確立」に向けて誠実に努めて

ラス 1」のロードマップを作成し、
「リニアインパク

まいる所存であります。また、法人県民税・事業税

トを生かし、世界に発信する「中京大都市圏」をつ

の申告につきまして、
ｅＬＴＡＸの利用が 60 パーセン

くる」、
「産業首都あいち」
、
「人が輝くあいち」などの

ト弱までに達することができましたが、納税者の皆

300 項目の政策を着実に実行するため、様々な施策を

様の利便性に寄与するとともに、行政運営の効率化

展開しております。愛知の経済、産業を強くしてい

にも繋がることから、更なる定着に向けて取り組ん

く中で、若者や女性の雇用を増やし、人づくりを進

でまいりますので、今後ともなお一層の御理解と御

め、すべての人が活躍し、人が輝く愛知をつくり、

協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
ところで、愛知県では昨年も多くの交通死亡事故

そしてさらに地域を元気にするという好循環をさら

が発生したことにより、交通死亡事故多発警報を複

に前進してまいりたいと考えております。
これらの施策を推進し、県民の皆様の多様な行政

数回発令しました。交通事故は決して他人事ではな

ニーズに的確に対応していくためには、財政運営の

く、自分にも起こりうる身近な問題であります。自

根幹である県税収入の確実な確保がなによりも重要

分自身が悲惨な交通事故を起こさない、交通事故に

であります。我が国の景気は、このところ弱さもみ

巻き込まれないことはもちろんのこと、御家族や職

られるものの、緩やかな回復基調が続いております。

場の仲間、更には近所の人たちにもお声がけをして

先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くな

いただき、交通安全の輪を広げていただきますよう

かで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向

お願い申し上げます。

かうことが期待されておりますが、海外経済の不確

最 後 に な り ま す が、一 般 社 団 法 人 昭 和 法 人 会 の

実性の高まりや金融資本市場の変動の影響が懸念さ

益々の御発展と、この新しい年が会員の皆様にとり

れているところであります。

まして幸多き年でありますことを心から祈念いたし
まして、年頭の御挨拶とさせていただきます。

このような経済情勢のもと、本年度の県税収入の
見通しにつきましては、県内企業の３月期決算が比
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納 税 表 彰
（昭和法人会関係、敬称略、五十音順）

●平成 28 年 11 月 1 日（火） KKR ホテル名古屋

名古屋国税局長表彰

柴

垣

信

二

一般社団法人

5

昭和法人会

会長

●平成 28 年 11 月 16 日（水） 熱田神宮会館

昭和税務署長表彰

水

野

雅

彦

一般社団法人

昭和法人会

常任理事

大

和

幹

大

一般社団法人

昭和法人会

常任理事

昭和税務推進協議会長表彰

井 川

誠

一般社団法人

昭和法人会 監事

市 川 利 治

一般社団法人

昭和法人会 理事

永 田 洋 一

一般社団法人

昭和法人会 理事
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講演 昭和税務署長講演会

税務調査の受け方
講師／昭和税務署長

吉村文男 氏
圭

●日時／平成 28 年 11月17日
（木）
●会場／メルパルク名古屋
日頃は、昭和法人会の皆様には、納税意識の高揚
を図るための各種研修会の開催、将来を担う子供た
ちへの租税教育を積極的に行っていただき、誠にあ
りがとうございます。また、本日は、その皆様にお
話をさせていただく絶好の機会を頂戴しましたので、
私の税務経験の中で最も長く実践していた「税務調
査」にスポットを当てて、この「受け方」と題してお
話させていただきます。
さらには、所得税、法人税、消費税の実地調査に
よる追徴税額は、平成元年と平成25年で比べますと、
約9,800億円から約2,800億円に低下しており、税収に
占める調査追徴税額の割合も4.0％から1.3％と約７割
減少しています。
こうした現状を踏まえると、国税組織のパフォー
マンスは相当大きく低下している状況にあると言わ
ざるを得ません。
このような状況の中、実地調査は、コンプライア
ンス・リスクの高い分野への調査の充実に重点化し
ております。

税務調査とは
まず、税務調査は何故必要なのか、を最初にお話
ししますと、
「誠実な納税者の負託に応え、正しい申
告と納税をしていないと認められる不誠実な納税者
に対しては厳正な調査を行う必要がある。」ことが背
景にあると言われています。
そして、この機能を果たすためには強い権限が必
要であり、皆様もよく御承知とも思いますが、
「質問
検査権（国税通則法74の２～ 74の６）」がそれで、具
体的には、納税義務者及び関係人等に対し質問し、
帳簿書類その他の物件を検査する権限です。
実は、この「質問検査権」については、平成23年度
税制改正により、国税通則法において、一連の手続
として、各税法から集約して横断的に整備されまし
た。この改正によって、平成25年1月以降、税務調査
手続については、
「事前通知」、
「調査の終了の際の手
続」、
「物件の預かり」などの手続が法令上明確化され
たのです。

調査における重点的取組事項
では、コンプライアンス・リスクの高い分野とは
何か、についてですが、国税庁リポート 2016 にお
いて「調査における重点的取組事項」として、次の三
つが掲げられております。
● 資産運用の多様化・国際化を念頭に置いた調査
の実施
● 十分な審査と調査等により、消費税の不正還付
申告を防止
● 納税者の主張を正確に把握し、適正な課税処理
を遂行
つまり、国際的租税回避や消費税の不正還付など、
不正が発生しやすい分野やそれらの不正を見逃した
場合に全体の申告水準に与える影響が大きい分野へ
調査事務量を重点的に投下し、投下する事務量に見
合った申告水準の向上効果が得られるよう波及・牽
制効果の最大化を追求していくことであります。

【税務調査の現状】
しかし、これらの手続を適切に履行することによ
り、結果として、調査１件当たりの調査日数が増加
しました。法人税調査においては、平成23年に7.7日
だったものが、平成26年では9.4日と1.7日増加してお
ります。
それに加え、国税組織においては、定員が減少傾
向であり、実調率（１年間に実地調査を実施した件数
を納税者数（法人数）で除したもの）も大きく低下しま
した（Ｓ43年 15％ → Ｈ元年 8.5％ → Ｈ26年 3.2％）
。
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本日は、今年、税務の分野で最も話題となった
「パナマ文書」問題にも関連する「資産運用の多様化・
国際化を念頭に置いた調査の実施」について少し詳
しくお話します。
バル企業による国際的租税回避に包括的に対応する
ための様々な措置が勧告されています。
主要な内容は、電子経済への対応、既存の国際基
準（モデル租税条約・移転価格ガイドライン）の見直
しやタックス・プランニングの実態を把握するため
の情報報告制度の構築などに係る15項目の勧告です。
こうした各勧告を踏まえて、各国は必要な法整備
及び租税条約の改正作業を続け、今後その実施状況
のモニタリング等が行われます。
平成28（2016）年度税制改正においては、多国籍企
業グループの国ごとの活動状況に関する情報「国別

【富裕層の対応】
「パナマ文書」報道でも盛んに問題とされました
が、いわゆる富裕層における金融資産額や対外証券
投資が増加している状況の一方で、こうした個人の
保有資産や国外への投資については、その実態の把
握が困難な面があり、場合によっては租税回避の対
象となる可能性もあるところです。
そこで、まず富裕層の実態の把握を行い、その上
で適法な運用がなされているかどうか判断し、適正
に課税していくことが重要であるということです。
具体的な対応として、情報収集機能を強化する観
点から、平成26年７月に、東京・大阪・名古屋国税局
に富裕層プロジェクトチームを設置しました。
また、制度上でも、富裕層に対する適正課税の確
保に寄与することが期待される制度を導入しました。
●「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」
対象者は、１億円以上の有価証券等を有する
国外転出者
●「国外財産調書」
対象者は、年末時点において5,000万円を超える
国外財産を保有する個人
●「財産債務調書」
対象者は、所得2,000万円超で年末時点において
３億円以上の財産又は１億円以上の有価証券等
を保有する個人

報告事項」などを税務署に提供又は作成・保存するこ
とが義務付けられました。
対象法人は、直前の会計年度における総収入金額
1,000億円以上の多国籍企業グループの最終親会社等
です。ここで注目したいのは、情報提供は、国税電
子申告・納税システム（e -Tax）により提供すること
とされ、かつ、租税条約等の自動的情報交換に基づ
き、多国籍企業グループの構成会社等の居住地国の
税務当局に情報提供することです。そして、平成30
（2018）年９月までに、外国の税務当局への情報提供
を開始するとともに、諸外国からも国別報告事項に
相当する情報の提供が開始されることになるのです。
このように、
「調査における重点的取組事項」の「資
産運用の多様化・国際化を念頭に置いた調査の実施」
に関しては、特に、コンプライアンス・リスクの高
い分野（「富裕層」、
「多国籍企業」など）に向けた制度
上の整備が、我が国だけではなく、全世界的に整備
していこうという動きであると言えます。
したがって、今後は、全世界の情報を整備した上
で、富裕層や多国籍企業に対する適正課税の確保に
取り組んでいくこととなりますので、ご自身（社）が
対象となる、という方も多数おみえになると思いま
すので、御留意願います。

【多国籍企業の租税回避に対する国際的批判への対応】
もう一つ、やはり「パナマ文書」報道でも取り上げ
られておりますが、それ以前から問題視されており
ました「多国籍企業」関連です。
各国がリーマンショック後に財政状況を悪化させ、
より多くの国民負担を求めている中で、グローバル
企業が国際的な税制の隙間や抜け穴を利用した節税
対策により税負担を軽減している問題、いわゆる
「税 源 浸 食 と 利 益 移 転」
（ベ ッ プ ス：BEPS：Base
Erosion and Proﬁt Shifting）が顕在化してきました。
この問題に対応するため、OECD租税委員会は、
2012年６月より「BEPSプロジェクト」を立ち上げて
議論を行い、昨年秋、
「最終報告書」が承認され報告
されたところです。
このBEPSプロジェクト最終報告書では、グロー

ガバナンス向上への期待（施策）
さて、これまでは、税務署サイドからの調査のお
話が中心でした。が、お気付きの通り、実調率がこ
れだけ低下しているわけですから、調査されない大
多数の会社に対する取組、本日のメインとなるお話
をさせていただきます。
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講演 昭和税務署長講演会

税務調査の受け方
【自己点検チェックシート】

【自己点検チェックシート・確認表の活用方法】
自己点検チェックシート及び庁ホームページにあ
る確認表は、いずれも、かなり多数の項目となって
おります。が、いずれの項目も、
「申告審理」及び「調
査」のノウハウがふんだんに入っている優れ物と言
えます。
まずは、貴社の過去の調査等で指摘があった項目
の「別表」及び「勘定科目」からご検討ください。更に、
各項目の検討資料もお手元に残しておいてください。
そして、もし貴社への調査、という事態になった場
合には、当該検討資料をお示しください。きっと、
有効であったなぁ、と実感されると思います。

まずは、法人会の皆様が主体となって取り組んでい
らっしゃる「自己点検チェックシート」に関してです。
この取組は、企業の内部統制や経理能力の水準を向
上させることにより税務コンプライアンスを向上さ
せ、適正な申告につなげていただくというものです。
我々税務署の立場から見ましても非常に有益な取
組だと考えておりますし、皆様の企業の成長につな
がることとなれば、とても素晴らしいこととだとも
考えております。
加えて、用意されている点検項目は、企業の内部
統制や経理能力の水準を向上させるためにいずれも
重要な項目であり、経理能力の水準が向上すれば、
税務調査がスムーズに進行して調査に対応する負担
が軽減されます。このことは皆様にとっても有益な
ことであると思います。
各項目の具体的な内容については、法人会各支部
研修等の機会に、署の担当者からその説明をさせて
いただく予定であります。

これからの税務行政の方向性
我々、税務当局の使命は、
「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」ことです。こ
れを実現するため、今後は、
「調査・徴収」を適正に実
施しつつ、納税者に自発的に申告・納税していただく
ために「納税者サービス」をどう充実していくかとい
うことだと考えています。
後段の「納税者サービスの充実」に関しては、
「自発
的な適正申告・納税への誘導」がキーワードとなり、
ここが、
「税務調査の受け方」に直結するツールである
わけです。
特に、国税庁のホームページを通じた情報提供を
充実させることや、e -TaxなどICTを活用した申告・
納税手段のさらなる充実も必要と考えています。
繰り返しになりますが、是非、当該ツールをふんだ
んにお使いいただきたいと思います。
最後になりますが、こうした納税者のコンプライア
ンス・リスクに応じて多様な手法を選択することで、
納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に
実現するという我々の使命を達成していく、これが今
後の税務行政の目指す方向であると考えております。
ご清聴、ありがとうございました。

【 大企業を対象とした
コーポレートガバナンスの充実に関する取組 】
我が国全体の申告水準の維持・向上の観点から、
大企業の税務コンプライアンスの維持・向上は大変
重要です。
このため、国税庁では、大規模法人の調査の機会
を利用して、税務に関するコーポレートガバナンス
の状況を確認し、経営責任者等と意見交換を行い効
果的な取組事例を紹介するなど、その充実に向けた
取組を推進しています。
また、税務に関するコーポレートガバナンスの状
況が良好と認められた法人については、一般に国税
当局と見解の相違が生じやすい取引等の自主開示を
受け、次回調査までの間隔を延長し、より調査必要
度の高い法人へ調査事務量を重点的に配分すること
により、納税者の負担軽減と調査の効率化を進めて
います。
これらの取組に加えて大規模法人向けには、自
発的な適正申告の一助とするため、国税庁ホーム
ページに、申告書の自主点検や税務上の自主監査
を 行 う 際 に 活 用 す る 確 認 表 を 掲 載 し て い ま す。
〔http://www.nta.go.jp/ > 申告・納税手続 > 法人税
> 申告手続に係る各種参考情報〕
この確認表の各項目についても、先月法人会調査
部会で局調査部審理課長からその説明があったこと
と思います。

（注）講演テーマの参考と
してお話させていた
だいた「ベンフォード
の法則」については、
誌面の都合により、
掲載を省略させてい
ただきました。申し訳
ありません。
※この記事は平成28年11月17日（木）の講演を要約したものです。
文責／一般社団法人 昭和法人会
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平 成 28 年 度

昭和税務
署長賞

税に関する作 文

「税に関する高校生の作文」
昭和税務署長賞
名古屋市立若宮商業高等学校 ３年
にしかわ

ゆ

ま

西川 由真 さん
身近に感じた税

今年の夏休み、私はアルバイトの帰りに、車と接触する軽
い事故に遭った。事故に遭った直後は、頭が真っ白になりど
うすればいいのかわからなかったが、冷静になり警察を呼び、
対処してもらいひと段落した。
数日後、夏休みの宿題である「税の作文」が、私の目
の前に立ちはだかった。例年のごとく、書く内容に困ったが、
今年は税に助けられたことを思い出した。
それまでの私は、税金は大人だけが払えばいいと思って
いた。消費税は、国民全員が払わなければいけないもので、
平等なものでもあるが不平等なものでもあると感じていた。
収入の多い人、少ない人、小学生や中学生のようにお小
遣いだけで物を買うしかない子供も、同じ消費税を払わなく
てはいけない。
しかし、小学生や中学生は、税金で教育を受けているし、
国民の医療費が三割負担なのも、税金で補っているからだ。
私が事故に遭ったときに呼んだ警察も、税金がなければ、
利用料や手数料がかかり、私は警察を呼ぶことはなかったと
思う。改めて税金は、大人だけが払うものではなく、大人も

名古屋国税
局長賞

いたが、
「心停止して三、四分が勝負なの。脳に酸素が届かなくな
る。看護師である以上、救急車まで繋がなくては。助けられる命
があるのにベストをつくせないのは後悔するからね。」と言っていた。
必死に命を繋ごうとする二人からは、使命感と強いパワーを感じた。
日本では、救急車を呼ぶ事は、現在は無料である。しかし海外
では、それに対して数万円必要な国も少なくない。日本は税金によ
りまかなわれているのだ。病院へ運ばれさえすれば、あらゆる医療
保険制度により、最善のシステムで治療を受けられるし、働く医療
人達も、日本のシステムに応えられる様、誇りを持って必死に支えて
いるのだと思った。
数か月前、他県で三年間に四百回もの一一九番通報をし、駆
けつけた救急隊員に「もう帰れ、ざまあみろ」と嫌がらせをし、
逮捕された事件を知った。救急車をタクシー代わりに使用したり、
夜間は待ち時間が少ないからと救急外来を使用する、コンビニ受
診問題も生じている。モラルの無い行動にも税金が使用されてい
るし、モラルの無い人を逮捕することにも税金を使用することに
なってしまう。そして、そんな嫌がらせをしている間に、本当に救
急車を必要としている人に間に合わなかったとしたら、許されるべ
き行動ではない。
僕達は生まれる前から、日本独自に発展した母子健康手帳で税
の恩恵を受けている。義務教育制度により、青空ではなく快適な環
境で教育を受けている。税金は嫌なものではなく国民を守り、楽しく
安全、快適に生活するための義務である。今の感謝の気持ちを
忘れず、無駄遣いをしない納税者になりたい。

中学生の「税についての作文」
名古屋国税局長賞
名古屋市立平針中学校 ３年
ふるそう

子供も関係なく払うことが大切だと思った。
また、事故に遭った場所も、税金が多く使われていること
に気づいた。道路や信号、歩道に植えられている木や花も
税金が使われていて、きれいな道路を使うことができている
のも、整備されているからなんだと思った。
私が、税について考え直したのは、この作文があったか
らだ。税について考えることは、はっきり言えばそんなにな
い。しかし、事故に遭ったことで、作文は書きやすくなった
し、税の大切さを感じることができた。だからといって事故
にはもう遭いたくはないが。今回のことがあって、消費税を
払わなくてもいいものじゃないかと考えていたが、私が最も
身近に払える、他の誰かを助けることができる税金だと考え
が変化した。
社会人になってからは、消費税だけでなく、他の税金も
払わなければならない。前までの私なら、何のため払って、
どこに使われているかもわからない税金を払う意味があるの
かと考えたと思う。しかし、今の私なら、誰かのためになる
税金、自分自身にも返ってきている税金を進んで払うことがで
きると思う。
今後の未来を担っていく私たちが、生活や国を支えてい
る税について深く知り、国民全員が税を納めることに抵抗が
なくなって、社会のための税として気持ちよく使えるようになる
未来をつくっていきたい。

たいよう

古荘 大洋 さん
税の恩恵とそれを支える人

僕は今年の夏、今まで経験した事のない程の衝撃的な体験
をし、その時のことを目に焼き付けた。この事は、一生忘れない
でいようと思う。
盆休みに一日だけ祖父母の家へ行き、夕食の買い出しに行く為
に家を出たら、隣の家のおばさんの叫び声がし、瞬間的にバッグを
放り出し走って行ったのは警察官の叔父と看護師の母だった。父と
僕達も後に続き行ってみると、裏の空き地に、見知らぬおじいさん
が倒れており、心肺停止だった。父はすぐに一一九番通報。母と
叔父はすぐに吐物と入れ歯を出し、気道確保と心臓マッサージをし
ていた。
「私のバッグの右のポケットから、オレンジ色の丸いのを出し
て！早く
！」と僕は言われ、震える手を落ち着かせながら取り出すと、
すぐ母が叔父に指示をし、人工呼吸が始まった。その間、母の手
は止まる事なく心臓マッサージをしていた。数分後、救急車とパト
カーが到着し、母が救急隊に引き継ぎをしながらＡＥＤが三回行わ
れ、すぐに搬送された。手足が震えた僕達とは違い、その迅速な
行動には本当に感動した。叔父は、
「警察官は仕事中じゃなくても、
緊急時の対応ができなきゃいけないんだぞ。」と言っていた。
人工呼吸用マウスピースと言う物を常に持ち歩いていた母にも驚

12

愛知県納税
貯蓄組合連合
会長賞

校生活が、
さらに快適になってきました。
私の母も、
授業参観など
で学校に出向く機会があると、
「私が学生の頃は、
夏になると暑く
て授業も集中できなかったのに、
今は逆に学校のほうが過ごしや
すい。」
と言います。時代の移り変わりとともに、
学校教育もよりよ
いものへと変わってきている、
ということが分かります。
また、
少し外に目を向けてみると、
十分な教育を受けられない
子供がいます。発展途上国などでは、
制度が整っておらず、
教
育を受けたくても受けられない、
そんな子供がたくさんいるので
す。
その現状を改善できず、
苦しい生活が次の世代、
そしてまた
次の世代へと続いてしまう、
世界にはそのような国もあります。
毎日学校に通って授業を受けていることが、
私たちにとっては
「当たり前」のように感じられます。
しかし、
それはとても幸せなこと
なのです。小・中学生の誰もが、
皆平等に教育を受け、
学習でき
る、
そんな幸せな環境を支えているのは、
国民全体、
つまり税金
なのです。
日本という国が、
私たち児童生徒、
そして学校教育に
目を向け、
環境を整えているからこそ、
私たちの幸せが保たれて
います。
今回は、
税金の使い道として学校教育を一つの例として挙げ
ましたが、
警察や消防、
ごみ収集、
福祉などの公共サービスや、
公園、
道路などの公共施設の提供も税金によるものです。税金
は、
様々な場で私たちの生活を支えています。
将来、
私も税金を
納める立場になります。
その時には、国民の一人として次の世
代、
未来の「当たり前」の幸せを支え、
作っていけるようきちんと税
金を納める人でありたいと思います。

中学生の「税についての作文」
愛知県納税貯蓄組合連合会長賞
名古屋市立天白中学校 ３年
ひろ せ

み

ゆ

廣瀬 美結 さん
「当たり前」の幸せを支える税金

私たちは、
義務教育とされている小・中学校に九年間通いま
す。新学期を迎えると、
一人一人教科書が配付されます。
その
教科書には、
「この教科書は、
これからの日本を担う皆さんへの
期待をこめ、税金によって無償で支給されます。大切に使いま
しょう。
」
と記されています。
毎年「当たり前」のように教科書が無償で配付されています
が、
そんな「当たり前」
を支えているのが、
税金です。税金は、
私
たちの学校教育のためにも役立てられています。
国の財政の中
で、
学校教育費の予算が立てられ、
それにより学校での教育が
運営されているのです。
教科書については、
義務教育教科書無
償給与制度が適用されています。調べてみると、
「この制度は、
次代を担う児童生徒の国民的自覚を深め、
我が国の繁栄と福
祉に貢献してほしいという国民全体の願いを込めて行われてい
るものであり、
同時に教育費の保護者負担を軽減するという効
果を持っている。」
とありました。
なんだか少し難しくも感じられま
すが、
このようにして私たちの学校教育が成り立っているのだと
分かります。
最近では、
各学校でエアコンが設置されるなど、
私たちの学

愛知県納税
貯蓄組合連合
会長賞

私は、こうしたメリット・デメリットを踏まえた上で、消費税増
税に賛成です。賛成というより、やらなければならないと思って
います。所得税は、低所得者に負担がかからないよう年収の
多い人の負担が増してもうこれ以上進められないと思います。
そのため、国民全体が広く薄く支払う「消費税」を上げるべき
です。もちろん、反対する人々の意見も分かります。毎日切り
つめて生活している中で、これ以上消費税が上がってしまうと
苦しくなる、他にできることがあるのではないか。しかし、目先
のことだけでなく、もっと長く深くこれからの日本を考えてみると、
少子高齢化はこれからもっと進むだろうし、今の日本の借金を
後の世代に回してはいけないと思います。財政の悪化に歯止
めをかけるには、増税から逃げてはいけないと私は考えます。
他国に目を向けると、税金が高いことで有名なデンマークの
消費税は二十五パーセントです。これには驚いてしまいました
が、日本も増税することで国のサービスが充実し、国民の幸福
感が増すかもしれません。
税のことを知るにつれ、私たちの生活の多くは税金に支えら
れていることを痛感しました。毎日当たり前のように通えている
学校やたくさんの人が利用する病院も、税金のしくみがなけれ
ば負担が重くなりすぎ、十分な教育や医療を受けられません。
税金は、国民全体が助け合い、協力し補い合うという精神に
基づくものだと思いました。私が今払っているのは消費税だけ
ですが、大人になったら国民全体の豊かな暮らしのため、納
税の義務をしっかり果たしていきたいと考えています。

中学生の「税についての作文」
愛知県納税貯蓄組合連合会長賞
名古屋市立汐路中学校 ３年
やました

あい

山下 藍 さん
私たちの生活を支える消費税

さまざまな税金がある中で、唯一私たち中学生が肌で感じる
ことができるのは消費税です。今回はその消費税にスポットを
当てて考えてみることにしました。
消費税が十パーセント増税されることが決まっていましたが、
先日それが二〇一九年十月に繰り越されることになり、世間で
は国民の意見を二分する大きな問題となりました。
まず私は、なぜ延期されたのかということが気になったので
調べてみると、景気の低迷が続いたからというのが一番の理
由でした。確かに、景気がよくならないと感じている人が少なく
ない中、消費税の増税をしてしまうと、国民はダブルパンチを
受けてますます消費を控え、ひいてはさらに景気が悪くなってし
まうことも考えられます。私たち中学生は決まったお小遣いの中
で買い物をしているので、消費税が上がれば当然買えるもの
は減ってしまいます。それは私たちにとって厳しい現実です。
しかし増税には良い点もあると考えます。今、問題となって
いる少子高齢化では、年々必要な社会保障費が上がっていま
す。もし増税が実現したのであれば、年金の問題も少しは改
善し、その安定も期待できます。
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講演 名古屋市内法人会合同講演会

地方自治と市民社会のゆくえ
講師／慶應義塾大学法学部教授

片山善博 氏

●日時／平成２８年９月１３日
（火）13:30 ～ 15:00
●会場／日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

あきれた富山市議の辞任
私は税務署長をしたことがあり「法人会」と聞くと
懐かしい思いがします。秋田県能代でのことで、昭
和54年、27歳でした。その当時、法人会はまだ法人
化していなくて、社団法人になるために、法人会会
長さんや専務理事さんと一緒に管内に出向き、会員
増強や、どんな公益事業をしたらいいか、税務署と
して不即不離の関係で応援していたことを思い出し
ます。
私は大学を出て自治省（現総務省）に入り25年ほど
いましたが、主に地方自治を所管する部門で、地方
税（固定資産税・市民税・県民税・自動車税など）の制
度がどうあるべきかを検討したり、地方自治の仕事
が円滑にできるように後押ししてきました。
「地方自治」とは何か。市民の皆様に支払っていた
だいた税をどう使うか。どんなルールで誰からどん
な基準で頂くかを決めるのが「地方自治」です。
最近の地方自治の話題としては、富山市会議員が
政務活動費の領収書偽造による不正がバレて辞職し
たことですが、これは脱税です。
議員の役割は、地方自治法に書かれてあるように
固定資産税や市民税など地方税の税率を議会で決め
て、そして市長や知事が部下たちと考えた予算案を
吟味し、承認することです。もうひとつ重要な役割
は、決めた通りに使っているか、無駄遣いしていな
いか、目を光らせることです。
それをチェックする責任のある議員が領収書を偽
造するのは言語道断です。当然、議員が悪いのです
が、その議員を選んだのは市民の皆様です。最後は
市民の皆様の責任が問われます。
富山市は、コンパクトシティとして電車を市中に
走らせ、機能を集約させて効率的に町づくりされて
います。また環境に配慮して自転車を機能的に利用
できるように駐輪場を随所に設けていて、私として

は好感度の高い町でしたので、議員の醜態を見て
がっかりしました。

豊洲市場問題からみた東京都政
東京都の豊洲市場移転問題ですが、率直に言って
「そんなものだろう」と思いました。と言いますの
も、私は鳥取県の知事を８年間務めました。人口60
万人弱、東京都の20分の１ほどの日本で一番小さい
県から東京都をみていますと、気になることはいっ
ぱいあったのです。その印象は今でも変わっていま
せん。
築地の中央卸売市場が手狭で古くなったので豊洲
に移転することになったのですが、問題がいっぱい
出てきました。
土壌汚染対策として盛り土をすることになってい
たのですが、建物の下が盛り土されていなくて空間
だったのです。東京都は全部盛り土をしたとＨＰ
で公表していますので、それでは都民や議会を騙し
たことになります。どうしてこんなことが起こった
のか。
知っていて、公表内容と事実が違っていたら悪質
ですが、私はＨＰで広報する部門と工事の部門との
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連携がされていなかった。情報を共有できていな
かった可能性があると思います。そうであればガバ
ナンスが効いてないということです。
舛添前知事は毎週湯河原に行っていたり、よく美
術館を視察されていたそうですが、知事をしていた
私の経験から、よくそんな暇があったなと思います。
東京都は20年以上トップのガバナンス（組織の統率）
が効いていないと思います。いろいろな部局を統合
して、相対立する利害を治める役割の人がいなかっ
たということです。副知事がしっかりしていればカ
バーできますが、東京都は副知事が５人いますので、
それぞれに担当分野を決めてお互い相手の領域には
口出ししない、情報が共有されない縦割りの構造的
な問題があったと思います。

チェック機能を失った都議会

広報と情報公開とは違う

組織は人間がやることですから間違いを起こしま
す。チェックする機能が働けば間違いは早い段階で
くい止めることができます。会社なら監査役、公認
会計士、株主によるチェック機能があります。最近
は社外取締役を置く企業も増えています。
自治体も特に税の使い方をチェックすることは重
要ですので、各自治体には数人の監査委員がいます
が、影が薄いです。あまりチェック機能を発揮して
いないかも知れません。
最大のチェック機関は議会ですが、形骸化してい
るところが多いようです。
東京都議会はどうか。議会を見た第一印象は、で
きあがったシナリオを読んでいる学芸会のようでし
た。それではチェック機能は働きません。
豊洲市場移転は大事業ですから、議会がチェック
機能を発揮する機会はいくらでもあったはずです。
ＨＰには全部盛り土にしてあると公開してあります
から、それを前提に建物の設計図と比較して職員に
つじつま
説明させれば、辻褄が合わないのでわかるはずです。
豊洲市場は農林水産省が承認しなければ開設でき
ません。今の状態では許可されませんから、また余
分な税金が使われることになるでしょう。
税務署長をしたときに強く感じたことですが、市
民の皆様には誠実に納税していだたいているわけで
すので、税を徴収する側としては税を無駄遣いして
はいけないと身に染みて思っていました。

２つ目の問題点は情報公開です。情報が市民の皆
様と的確に共有できていたか。市民として自治体を
監視する市民オンブズマンが各地域にあります。特
に税の使い方を監視する団体です。私は市民オンブ
ズマンは知事として重宝しました。依頼していない
のに無料でしっかりチェックしてくれるのです。部
下 職 員 の 中 に は 不 心 得 者 も い る わ け で す か ら、
チェックしてくれたら、大事になるのを未然に防げ
るわけですから私としては有り難かったです。
市民オンブズマンは自治体の情報公開度をチェッ
クしてランキングをしていて、鳥取県は１位か２位
でしたが、東京都はいつも47位でした。論外のとき
もありました。
そもそも東京都には、適切に情報を公開しようと
する姿勢がありません。東京都に情報公開請求する
と、ある人が東京都の情報公開は“ノリ弁”と揶揄し
ましたが、多くを黒マジックで塗って公開している
のです。
いろいろな情報を出しておけば、批判を受けて身
を正して大事になる前に初期消火できますが、東京
都はノリ弁でしたから大火事になりました。
ある都知事経験者は、
「ツイッターなどで積極的に
情報を出すように指示していた」と言っていました
が、情報公開とは、
「公開したくないけれど出さざる
を得ない仕組み」で市民の権利なのです。出したい
情報しか出していないのは“広報”です。
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講演 名古屋市内法人会合同講演会

地方自治と市民社会のゆくえ

大きくなりすぎた東京都

あまりにも大きくなると地方自治は運営不能にな
ります。東京都はいささか、そういう症候群に陥っ
ています。それが豊洲市場問題の遠因と思います。

もうひとつ東京都には構造的な問題があります。
大きくなりすぎたのです。
名古屋市中央卸売市場が移転する場合、名古屋市
の責任になります。でも東京は東京都知事の仕事で
す。オリンピックも、ロンドンや北京は市の仕事で
したが東京は都の仕事ですから、リオデジャネイロ
へは小池知事が次期開催地の旗をもらいに行きま
した。
東京は、地下鉄・水道・下水・消防なども都の仕事
です。東京都知事は、県知事と市長の仕事を兼ねて
いるので本来なら寝る暇もないほど忙しいのです。
昭和18年戦時体制のとき、東京府と東京市が合併、
府知事は官製知事と言って政府の役人がやっていて
政府直結でした。それが今に至っていて、あまりに
も膨大になって市民に縁遠くなっています。税の使
い方をチェックしようと思っても大変なのです。元
に戻すことを考えなければ本当の地方自治にはなら
ないと思います。
名古屋や大阪で、県・府と市が合併しようという
話がありましたが、東京都のようにガバナンスが効
かず、情報公開ができず、チェック機能が果たされ
ないものを目指そうというのは、それは民主主義か
ら遠ざかることに思えます。中京都構想も自然消滅
しましたし、大阪都構想も市民の投票でダメになり
ましたが、私はいい選択だったと思います。

身近な市会議員選挙にもっと関心をもとう
これからは身近なことにもっと関心をもってくだ
さい。
選挙というと、衆参の国政選挙は話題になり盛り
上がります。県知事や市長選挙も関心をもたれます
が、市議会議員の選挙には「誰がなっても同じ」と関
心が薄いです。でも一番身近な選挙が一番大事なん
です。そこで市民の皆様にとって重要な福祉や教育、
環境の分野にどれほどお金を使うかを決めているの
です。
保育所待機児童問題で騒がれていますが、なぜ
もっと保育所にお金をシフトさせなかったのか。そ
れを決めたのは議会です。
どういう代表を選ぶか。有権者一人ひとりの関心
と見識の問題になるのですが、日頃から身近なとこ
ろに目を向けて、より良い地方自治を市民の力で作
り上げなければなりません。
税金の使い方をよりよくするということに、皆様
ももっと強い関心を持っていただければと思います。
※この記事は平成28年９月13日（火）の講演を要約したものです。
文責／一般社団法人
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昭和法人会

平成 29 年度 税制改正要望

行動する法人会
法人会では、毎年、税制改正に関する要望事項

会に反映されるよう統一行動を実施しました。

を、アンケートや税制委員会により意見を取りまと

昭和法人会においても、相羽税制委員長が、近藤

め、各法人会→県連→全法連へと順次会員の意見を

昭一衆議院議員及び池田佳隆衆議院議員の各事務所

取り次ぎながら、全国442法人会の総意として「平成

を訪問し、要望書を手渡し強くその実現に向け要請

29年度税制改正に関する提言」を取りまとめました。

活動を行いました。

これを受け、愛知県連を始めとする県下20法人会
では、それぞれ地元出身の国会議員に対し、直接

その他、県市町、商工会などの地方関係機関にも
要望活動を行っています。

「税制改正要望書」を手渡すとともに、要望内容が国

平成29年度
税制改正
スローガン

●

経済の再生と財政の健全化を目指し、歳出・歳入の一体的改革を！

●

適正な負担と給付の重点化・効率化で、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！

近藤昭一衆議院議員

池田佳隆衆議院議員

税制改正に関するアンケート調査結果（有効回答総数11,189名）

Q1

法人会では法人実効
税率20％台の早期実

Q3
C.わからない
10.9％

あなたの会社を事業

D.その他
1.7％

承継するに当たって、

現を求めておりました

事業承継税制につい

が、今般の改正で実現
します。今後の法人実
効税率のあり方につい
てどう考えますか。

てどのように考えま
B.さらなる
引き下げは
当面必要ない
26.9％

A.さらなる
引き下げを
求める
60.5％

Q2
E.その他
15.9％
承継するに当たって、

え て い る か、お 聞 か
せ下さい。

すか。

C.これまで
の改正で
十分
6.6％

A.本格的な事業
承継税制の
創設を求める
39.9％
B.現行制度
のさらなる
改善を求める
29.3％

Q4

あなたの会社を事業
どのような形態を考

D.その他
24.2％

A.子に
事業承継
45.6％

D.まだ考えて
いない
23.7％
C.親族外に
事業承継
9.3％

少子高齢化により増大
する社会保障費を抑
制するためには、負担
と給付のあり方を見直
す必要があります。今

B.子以外の親族に
事業承継
5.5％
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後の社会保障の給付
と負担のバランスにつ
いてどう考えますか。

D.その他
14.7％
C.給付水準を
大幅に引き
下げ、負担
も減らす
12.3％

A.給付水準を
ある程度下げて、
現行の負担を
維持する
38.2％

B.現行の給付水準を保つため、ある程度の
負担の増加はやむを得ない
34.8％

法人会全国大会〈長崎大会〉

●平成 28 年 10 月 20 日（木）
●長崎ブリックホール

去る 10 月 20 日、第 33 回法人会全国大会が長崎ブリックホールに
全国から約 1,900 名の会員、関係者が参加し、盛大に開催された。
第一部は、長崎総合科学大学教授のブライアン・バークガフニ氏
に、
「地方が生き残るために」～長崎 その歴史 その魅力 その未来
～と題した記念講演が行われ、第二部の式典では、池田弘一全法連
会長の挨拶に続き、迫田英典国税
庁長官、中村法道長崎県知事、田
上富久長崎市長の各来賓から祝
辞を頂戴した。
その後、会員増強・研修・福利
厚生部門での成績優秀県連の表
彰に続き、
「平成 29 年度税制改正
に関する提言」の趣旨説明が行わ
れ、大会宣言が採択された。
平成29年度

3．行政改革の徹底
・
「行革の徹底」には、地方を含めた政府・議会が「まず隗より始めよ」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）国・地方における議員定数の大胆な削減､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入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、税制の簡素
化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題が多く、税率
10％程度までは単一税率が望ましいことを改めて明確にしておきたい。
・税率引き上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」の効果等を検
証し、中小企業が適正に価格転嫁できるよう、さらに実効性の高い対
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じる必要がある。
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

税制改正に関する提言（要約）

基本的な課題
Ⅰ．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
年半の大幅なものとなった。これにより、我が国の財政健全化目標には
狂いが生じることになった。
・国民の将来不安を増幅させないためには、財政規律を引き締め直し、
改めて歳出、歳入両面からの強力な改革が求められる。
（1）消費税率10％への引き上げは、財政健全化と社会保障の安定財源
確保のために不可欠である。国民の将来不安を解消するために、
「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目標の設定に伴い、歳出面では18年度
までの3年間で政策経費の増加額を1.6兆円（社会保障費1.5兆円、
その他0.1兆円）程度に抑制する目安を示した。今回の骨太の方針で
は、消費税率引き上げ延期で中間目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）財政健全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
削減の方策と工程表を明示し、着実に改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％程度までは単
一税率が望ましいが、政府は税率10％引き上げ時に軽減税率制度を
導入する予定としている。仮に軽減税率制度を導入するのであれば、
これによる減収分について安定的な恒久財源を確保するべきである。
（5）国債の信認が揺らいだ場合、金利の急上昇など金融資本市場に多
大な影響を与え、成長を阻害することが考えられる。市場の動向を踏
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
・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」によって可能な限り抑制するとともに、適正な「負担」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」
「支給開始年齢の
引き上げ」
「高所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付
削減」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、ジェネリックの普及率80％以上を早期に達成する。
（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）少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等を整備するなど
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。

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

1．法人実効税率について
・OECD加盟国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22％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下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％を時限措置（平成29年3
月31日まで）ではなく、本則化する。なお、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。また、昭和56年以来、800万円
以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
1,600万円程度に引き上げる。
（2）租税特別措置については、税の公平性・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止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囲（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、所得金額や売上高）
」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ぞれ指標を定める必要がある
等、経営面で混乱が生じることが予想される。このため、中小企業の
活力増大と成長の促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
・我が国企業の大半を占める中小企業は、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
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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」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
ある。その中小企業が相続税の負担等により事業が継承できなくなれば、
我が国経済社会の根幹が揺らぐことになる。
（1）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設
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一般財産と
切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは
控除する、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、贈与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）取引相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、比較対象となる上場株式の株価
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

・地方活性化には、国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率

化を図る地方分権をさらに進めねばならないが、同時に現在推進中の
地方創生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
ておきたいのは、地方の自立・自助の精神である。
・ふるさと納税制度で一部に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。
・異常な水準にまで悪化した我が国財政を考えると、国だけでなく地方の
財政規律の確立も欠かせない。とくに、国が地方の財源を手厚く保障し
ている地方交付税の改革をさらに進め、地方は必要な安定財源の確保
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（人口30万人程度）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、民間のチェック
機能を活かした「事業仕分け」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、依然としてその水準は高
く、適正水準に是正する必要がある。そのためには国家公務員に準
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、大胆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、高すぎる議員
報酬の一層の削減と政務活動費の適正化を求める。行政委員会委
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

・東日本大震災については、本年4月から「復興・創生期間（平成28年度
～ 32年度）
」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
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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」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
算を適正かつ迅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、適切な支援を行う必要がある。また、被災地における企業の定着、
雇用確保を図る観点などから、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、被災地の確実な復旧・
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」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）役員給与は原則損金算入とすべき
（2）同族会社も利益連動給与の損金算入を認めるべき
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
（3）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）贈与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（2,500万円）を引き上げる。
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、より収益性を考慮した評
価に見直す。
（2）居住用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」の範囲を国税の中小企業の少額
減価償却資産（30万円）にまで拡大する。また、将来的には廃止も
検討すべきである。
（4）国土交通省、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

税 務 署 だ よ り

昭和税務署

制度の概要等は
右頁をご覧
ください
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税 務 署 だ よ り

昭和税務署

ネットが便利 確定申告
印刷して
郵送等で提出
入力が終わったら

こんな方に、お勧めします。
画面の案内に従って
入力すれば、申告書や www.nta.go.jp
決算書等が作れます。
初めての方も、
ぜひご利用ください。

確定申告

会

場

開設期間
開設時間

検

索

・申告会場で待ちたくない！
・自分の都合が良い時間に申告書を作りたい！
・国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」
を利用すれば「復興特別所得税」
の計算漏れもありません。

確定申告会場のご案内
電気文化会館（5階）

【所在地】名古屋市中区栄二丁目2番5号

2月14日
（火）
～3月15日
（水）の平日

ただし、2月19日
（日）及び2月26日
（日）
に限り開設します。

午前9時15分～午後5時（受付終了時間午後4時）
申告書の作成には時間を要しますので、会場の混雑状況により、
受付を早めに終了する場合があります。

会場周辺図

税務署からのお知らせ
●確定申告会場では、パソコ
ンを利用した確定申告書の
作成を行っています。
●駐車場がありませんので、
公共交通機関をご利用くだ
さい。
●開設期間中は、税務署内に
は確定申告会場を設けてお
りません。

〈お問い合わせ先〉

昭和税務署 ☎０５２-８８１-８１７１

※電話は自動音声にて案内しています。音声案内に従って操作してください。
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国税に関する相談方法のご案内
STEP1 インターネットで調べる
タックスアンサー

検

索

クリック

右のＱＲコード
からもご利用
いただけます。

「タックスアンサー」には、よくあるご質問に
対する回答が掲載されています。

例えば…

●医療費を支払ったとき

●マイホームの取得や増改築などをしたとき
●住宅取得等資金の贈与を受けたとき

など

STEP2 電 話 で 相 談 す る
昭 和 税 務 署 へ 電 話

受付時間は、8：30～17：00
（土日・祝日・年末年始を除く）
です。

自

動

音

声

案

内

税金に関する
一般的なご質問や
ご相談の方

税務署からのお尋ねや
納付に関するご相談など
税務署にご用の方

消費税の軽減税率
制度に関する
ご質問やご相談の方

1

2

3

相談内容に応じて、次の該当番号「1」
～
「6」を選択してください。
1

所得税（個人の方の給与、年金、事業など）

2

源泉所得税、年末調整

3

相続税、贈与税、財産評価、譲渡所得（個人の方の土地、建物、株式の売却など）

4

法人税

5

消費税、印紙税

6

上記以外の国税等、又は、ご不明な場合
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県

税

事業主の皆様へ

広

報

名古屋南部県税事務所

愛知県個人住民税特別徴収推進協議会からのお知らせ

個人住民税は特別徴収で納めましょう
● 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与
所得者に代わって、毎月従業員（パート・アルバイト・役員等を含む）に支払う給与から住民税（県民税＋市
町村民税）を徴収し、納入していただく制度です。
● 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則として、すべて特別
徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

愛知県と県内全市町村は、対象となる全ての事業主に対して個人住民税の
特別徴収（給与天引き）を行っていただくための取組を進めています。

特別徴収のしくみ

※毎年5月に特別徴収義務者あてに、特別徴収税額の通知をお送りしますので、その税額を毎月の
給与から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

納期の特例
従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
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個人住民税の特別徴収について Q＆A
Q1

なぜ、特別徴収にしないといけないのですか？
地方税法第 321 条の 4 及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事

A1

業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収すること
が義務づけられています。
事業主や従業員等が特別徴収するかどうかを選択することはできません。

Q2

特別徴収にするメリットはあるのですか？
【事業主のメリット】
住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする必要はありませ
ん。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町
村から通知しますので、事業主の方は、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の 10 日ま
でに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくだけです。

A2

なお、従業員が常時 10 人未満の事業所には、申請により年 12 回の納期を年 2 回とする制
度もあります。
【従業員のメリット】
従業員にとってたいへん便利な制度です。特別徴収をすると、従業員の方がわざわざ金融
機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年 4
回であるのに対し、特別徴収は年 12 回なので従業員（納税義務者）の 1 回あたりの負担が少
なくてすみます。

Q3
A3

普通徴収から特別徴収に切り替えるには、どうすればいいのですか？
普通徴収から特別徴収への切り替えの手続等具体的なお問い合わせは、各従業員の方の
住所地の市区町村（住民税担当）に直接お問い合わせください。

具体的な手続きに関するお問い合わせは、従業員（納税義務者）の方がお住まいの市町村の
個人住民税（特別徴収）担当課までお問い合わせください。
「愛知県個人住民税特別徴収推進協議会」は、愛知県と県内全市町村が参加して
個人住民税の特別徴収推進を図る目的で、平成24年7月に設立されました。
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市

税

広

報

名古屋市金山市税事務所

個人市民税・県民税 給与支払報告書の提出
●個人別明細書と総括表の提出について
1

提出期限

なるべく平成 29 年 1 月 20 日（金）までに提出をお願いします。
（提出期限は平成 29 年 1 月 31 日（火）です。）

2

個人別明細書の提出対象

平成 28 年中に給与等の支払を受けた方で、
（1） 平成 29 年 1 月 1 日に給与等の支払を受けている方
（2） 平成 28 年中に退職した方（注）
（注）個人別明細書の提出義務があるのは、平成 28 年中の支払金額が 30 万円を超える方ですが、支払金
額が 30 万円以下の方についても、提出していただきますようお願いします。

3

提出先

平成 29 年 1 月 1 日（退職者については退職時）に名古屋市内に住所がある方の個人別明細書に総括表を添え
て、名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。
提出の際には、年末調整関係の資料に同封の返信封筒をご利用いただきますようご協力をお願いします。
給与支払報告書等の様式の変更について
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、平成 29 年度以後の年度分の給与支
払報告書等から、個人番号及び法人番号の記載欄が設けられたため、様式が変更されていま
29 と記載のあるものを使用してください。
す。総括表・個人別明細書の用紙は、左上に○

●提出は電子申告が便利です
名 古 屋 市 で は 、給 与 支 払 報 告 書 や 異 動 届 出 書 の 提 出 を 地 方 税 ポ ー タ ル シ ス テ ム 「 e L T A X 」
（http://www.eltax.jp/）を利用して電子申告することができます。
給与支払報告書を電子申告で提出いただいた場合は、5 月の特別徴収税額決定通知書の送付の際に、特別徴
収税額通知をデータでも提供しています。是非ご利用ください。

●よくあるご質問について
『 給 与 支 払 報 告 書 の 作 成 と 提 出 に つ い て よ く あ る ご 質 問 』を 名 古 屋 市 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.city.nagoya.jp/）
に掲載していますので、給与支払報告書をご提出いただく際の参考としてください。
名古屋市は個人市民税の特別徴収を推進しております。事業者の皆様にも、ご理解・ご協力を
お願いいたします。
【問い合わせ先】
〒460-8201 名古屋市中区丸の内三丁目 10 番 4 号（丸の内会館）
名古屋市個人市民税特別徴収センター
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電話
（052）957-6930

償却資産（固定資産税）申告書の提出
1

償却資産とは

土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産
（構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・
運搬具、工具・器具・備品など）
で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定により
所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

2

申

告

毎年 1 月 1 日現在に償却資産を所有されている方が納税義務者になりますので、資産の所在する区ごとに申
告書を作成していただき、資産の所在する区を担当する市税事務所へ申告していただきます。
提出期限は平成 29 年 1 月 31 日
（火）
です。提出期限間近になりますと、窓口が混雑いたしますので、なるべく
平成 29 年 1 月 20 日
（金）
までの提出にご協力ください。

3

提出先

名古屋市では、市税に関する事務を栄市税事務所、ささしま市税事務所、金山市税事務所で行っています。こ
れに伴い、償却資産申告書の提出先、お問い合わせ先が、資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課
償却資産係となっています。下記の該当する市税事務所固定資産税課償却資産係へご提出ください。なお、窓口
が混雑することが予想されますので、郵送による申告書の提出にご協力をお願いします。

資産の所在する区

担当する事務所

昭和区

瑞穂区

金山市税事務所

熱田区

南

緑

天白区

区

区

固定資産税課
償却資産係

千種区

東

区

栄市税事務所

北

中

区

固定資産税課

区

守山区

名東区

西

中村区

区

中川区

港

区

償却資産係

ささしま市税事務所
固定資産税課
償却資産係

所在地
〒460-8626
名古屋市中区正木三丁目 5 番 33 号
（名鉄正木第一ビル）

〒461-8626
名古屋市東区東桜一丁目13 番 3 号
（NHK 名古屋放送センタービル 8 階）

〒450-8626
名古屋市中村区名駅南一丁目 27 番 2 号
（日本生命笹島ビル 8 階）
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連絡先

TE（
L 052）
324-9809
FAX（052）
324-9826

TE（
L 052）
959-3309
FAX（052）
959-3319

TE（
L 052）
588-8009
FAX（052）
588-8019

「個人情報保護法改正」のお知らせ

28

29

社会貢献活動

まつり
昭和区区民
0～
（日）10：0
月23日
0
1
／
時
日
●
舞公園
●場所／鶴

昭和区ブロック連絡協議会、天白区ブロック
連絡協議会、及び東郷・日進・長久手の３支部で
は、各役員及び青年部会役員が、各地区開催の
地域住民まつりに参加してブースを借り受け、
税金クイズや税に関するパネル展示、税に関す
るパンフレット・マンガ本などを配布しました。
各会場では天候にも恵まれ多くの来場者に対し、
それぞれ工夫を凝らした税の啓蒙活動と法人会
のＰＲをしました。

天白区区民まつり
●日時／10月23日
（日）10：00～
●場所／天白公園

東郷町文化産業まつり
（日）10：00～
●日時／11月13日
●場所／東郷町いこまい館

まつり
民
市
にっしん
00～
日）10：
（
日
3
1
／11月
●日時
市役所
／日進
所
場
●

2016 なが
くて

市民まつり

●日時／
11月13日
（日）10：
●場所／
00～
長久手市
役所
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瑞穂区・昭和区ブロック連絡協議会
「税務研修会と経営講演会」
●平成 28 年 10 月 28 日（金） 熱田神宮会館
●講師／第一部講師
昭和税務署

法人課税第一部門統括官

堀

善典氏

第二部講師
㈱日本旅行西日本営業部
個人旅行営業部 担当部長・旅行添乗員
おもしろ旅企画「ヒラタ屋」代表

平田進也氏

㈱日本旅行

平田進也氏

10月28日、熱田神宮会館において、瑞穂区・昭和区

タック！」や「探偵！ナイトスクープ」などのテレビ出

ブロック連絡協議会共催による研修会と講演会にあ

演を600回以上こなし、日本旅行に入社するや22,000

いにくの雨の中76名が参加し開催されました。

人のファンクラブを持ち、１人で８億円を売り上げ

第一部の税務研修会は、昭和税務署法人課税第一
部 門 統 括 官 堀 善 典 氏 を 講 師 に 迎 え、
「自 主 点 検
チェックシートの活用について」と題し、全法連が作

るナニワのカリスマ添乗員の異名をとるスーパーサ
ラリーマンです。
この平田進也氏が語る商売とは、
「笑売」であって、

成した「自主点検チェックシート・ガイドブック」に

笑いが無ければ契約することはできない。お客様に寄

より、企業における自主点検の重要性を分かりやす

り添って、気遣ってあげて、信頼関係を築くところか

く具 体 的 に 説 明 をし て い た だ き、この「自 主 点 検

ら商売は広がっていく。旅行業界は、今、安いイン

チェックシート」を使用することにより、適正申告す

ターネット予約に押され苦戦が続くが、ホテルの価格

ることはもちろん、各企業が経理業務を点検する事

を叩いた激安ツアーに未来はありません。私は、高い

により、経理の精度が向上し、大変有効であること

ツアーしか売りません。でも、相手にどうしたら喜ん

が良く分かりました。

でもらえるかを徹底追及して、笑わせ、心を通わせれ

第二部の経営講演会は、㈱日本旅行西日本営業本部

ば、高いツアーでも人はいっぱい来るんです。笑いの

旅行添乗員 おもしろ旅企画「ヒラタ屋」代表 平田

バリアを解けば、財布のひもも解かれますと、笑いあ

進也氏をお迎えして「ここまでやるか！ほんまもんの

り、涙ありの抱腹絶倒の爆笑講演で、平田進也氏のお

サービスはこれや！」と題して講演をいただきました。

帰りの際には、多くの参加者が握手を求め歩み寄る姿

平田進也氏は、学生時代からテレビ番組「ラブア

も見られ、受講者は満足してフィナーレを迎えました。

天白区ブロック連絡協議会
「講演会」
●平成 28 年 11 月 7 日（月） ＪＡ天白信用 本店ホール
●講師／

名古屋市消防局 天白消防署
予防課長（消防司令長）

村上敏彦氏

天白消防署

村上敏彦氏

11月7日、天白区ブロック連絡協議会では、
「災害か

どう活かしていくかを熱く語っていただき、県内の

ら学ぶ・教訓」事業所防災～自助・共助～と題して、

中小企業における事業継続計画（BCP）策定が進んで

天白消防署予防課長の村上敏彦氏を招き講演会を行

いない現状を説明していただきました。今後発生が

いました。

危惧される「南海トラフ巨大地震」への備えや、オ

村上氏は、阪神淡路大震災や、東海豪雨災害の対

フィスにおける地震対策など、受講した参加者もも

応、中越地震、東日本大震災への派遣経験をもとに、

う一度自社における地震対策の必要性を再認識する

過去に起きた大地震等の災害の教訓を事業所防災に

機会となった講演会でした。
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やさしい法人税セミナー
●開催日／平成 28 年 9月7日
（水）
、14日
（水）
、23日
（金）
、27日
（火）
、10月5日
（水）
、11日
（火）
の６日間
●開催場所／昭和ビル９階ホール
●講師／税理士

小掠めぐみ氏（元名古屋国税不服審判所

本年で３回目となる「やさしい法人税セミナー」
を、昭和・名古屋中・千種法人会の三会合同で開催

国税審判官）

として使用した「図解法人税」を片手に、６日間に亘
り体系的にわかりやすく説明していただきました。

しました。この講座は、税知識の普及事業として

本年度の参加者は、主に初めて経理や法人税申告

「法人税の基礎実務の学習と企業会計の調整ポイン

を担当することとなった方が多く、全体で100名（延

トを把握しよう！」をテーマとして開催しているも

べ486名）、うち当会からの参加者は23名（延べ119

のです。

名）が受講し、講義の終了後は、講師に質問する多

講師には、本年から税理士の小掠めぐみ氏（元名
古屋国税不服審判所 国税審判官）をお迎えし、教本

くの参加者もあり、好評を博したセミナーとなりま
した。

●セミナーの主な内容
・法人税の基礎事項
・収益、資産、費用、損失の税務
・完全支配関係がある法人間の取引
・海外取引の税務
・税額計算、申告、納付
・消費税の取扱い
講師

小掠めぐみ氏
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など

■ 調 査 部 会 コ ー ナ ー

■

調査部所管法人部会合同講演会・税務研修会
平成 28 年 10 月 24 日（月） 熱田神宮会館
当会調査部所管法人部会では、昭和・熱田・中川・
半田法人会の４会合同で、熱田神宮会館において、97
名が参加し合同講演会・税務研修会を開催しました。
第一部の講演会では、名古屋国税局調査部長 中川
吉之氏を講師にお招きし、
「国際課税をめぐる国際
的な取組と我が国の対応」～BEPSプロジェクト～と
題して講演をいただきました。
第二部の税務研修会では、名古屋国税局調査部調
査審理課長 寺尾敦郁氏に「最近の是正事例」～誤り

名古屋国税局

中川吉之調査部長

のない申告のために～と題して、名古屋税関業務部
原産地調査官 宇野秀吾氏に「TPP原産地規則につい
て」と題して、それぞれ研修会を行っていただきま
した。
講演会・研修会のいずれのテーマも、昨今関心の
高いテーマであり、かつ実務的にも直接影響のある
事項ばかりであったため参加者も熱心に聞き入って
いました。

初級簿記教室

複式簿記の原理と会計の基礎実務

平成 28 年 9 月 21 日（水）、27 日（火）、29 日（木）、10 月 5 日（水）、7 日（金）、11 日（火）、
13 日（木）、17 日（月）、19 日（水）、24 日（月）の 10 日間
名古屋市中小企業振興会館 会議室
●講師／税理士
税理士

仙田浩人氏
吉田正子氏

本年度も、第35回目となる『初級簿記教室』を開
催したところ、新入社員や初めて経理担当になった
方々など26名が申し込まれ、９月21日から10月24日
の間の延べ10日間に亘り名古屋市中小企業振興会館
において行いました。
講師には、名古屋税理士会昭和支部の税理士 仙田

議所簿記検定への受験・合格を目指す方も多く各講

浩人氏及び税理士 吉田正子氏の両名にお願いし、

座の終了時には、講師への質問で行列ができるほど

初日の簿記の基礎知識に始まり、仕訳の仕方や試算

の盛況でした。

表の作成、日々の取引の記帳等簿記の各項目につい

来年度も、9月から10月頃に開催予定しておりま
すので、この機会に広く受講されますようご案内い

て体系的に講義をしていただきました。
受講者の中には、この講座の受講後に日本商工会
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たします。

■ 青 年 部 会 コ ー ナ ー

■

第 30 回

法人会全国青年の集い「北海道大会」

平成 28 年 9 月 8 日（木）～ 9 日（金） 旭川大雪アリーナ
第30回法人会全国青年の集い ｢北海道大会｣が９月

ついて考え、税の使途といった新しい観点から租税教

８～９日に旭川市で開催されました。

育活動の意義について、活発な議論を交わしました。

大和部会長率いる青年部会役員一同は、８日には租

９日午後は、旭川大雪アリーナでの大会式典に参加

税教育活動プレゼンテーションに参加し、全国各地よ

し、大会スローガン「Be Ambitious ! Do Action !」のも

り選抜された局連の代表による素晴らしい取り組みを

と、これまでの歴史を通じて培われてきた法人会の理

拝聴し、今後の活動の参考にすることができ大変有意

念の下、志を持ち行動していくことを確認しあうこと

義な時間となりました。９日午前中は大和部会長のみ

で、それぞれの地域での青年部会活動がより素晴らし

部会長サミットに参加され、
｢税の使途（社会保障制度）

いものになることを信じて開催されました。

に関する意見集約と租税教育活動への反映｣について、
全国から集まった部会長総勢450名で社会保障制度に

記念講演では、スキージャンプの葛西紀明氏を講師
に迎え、
「夢は、努力でかなえる」という演題で、葛 西
氏のジャンプ競技の経験、怪我による悔しさ、後世へ
の競技指導への様々な苦労話の講話を通じて、私達青
年部会の志を達成するためのヒントを感じるとても素
晴らしい時間となりました。
今回の全国大会への参加は、租税教室活動を始めと
する青年部会活動の発展に寄与し、ひいては国と社会
のよりより一層の繁栄に繋がっていくことを改めて確
信できた意義のある大会になりました。
広報担当副部会長 後藤秀臣

青年部会

9 月度税務研修会

平成 28 年 9 月 27 日（火） 中小企業振興会館
９月27日、昭和税務署副署長芳賀政志様、法人課税

させられました。

第一部門統括官堀 善典様を来賓に迎え、税務研修会

消費税の制度変更に伴うレジスター等の交換の必要

を開催しました。

性については、現在「軽減税率対策補助金」の申請期

今回の講師には、着任間もない堀統括官に「消費税

限も延長されていること等を紹介していただくなど、

のあらまし～軽減税率制度のポイント～」と題して講

今後、商売を続けていく上において切っても切り離す

演をいただき、当初平成29年４月から実施する予定で

ことのできない消費税の諸課題に直接触れることがで

あった軽減税率制度が、去る６月１日にその導入時期

き、早期に対応する必要性を感じたとても有意義な研

を平成31年10月に２年半延期する旨の閣議決定が行わ

修会となりました。
研修担当副部会長

れたことの説明を受けました。しかし、法律そのもの

浅井啓介

は変更されていないため、この制度の導入時に備え、
軽減税率制度のポイント等を分かりやすく解説してい
ただきました。また、併せて「区分記載請求書等保存
方式」や「適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス
方式）
」の説明をしていただきましたが、参加者から
は、実際にこれらの制度が導入された場合、経理や営
業等の実務面においても大きく影響することを再認識

堀法人第一統括官
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親睦ボウリング大会
平成 28 年 10 月 24 日（月） スポルト名古屋
10月24日、スポルト名古屋にて恒例となりました

がら盛り上がることができ毎月でもボウリング大会

親睦ボウリング大会が開催されました。
昭和税務署からは

が開催したくなりましたが、次回を楽しみにしてお

村署長を含め24名の方々と青

ります。

年部会を合わせた総勢48名で行われました。

広報事業委員長 森 祥一

今回も昨年同様に、会員交流副委員長の黒宮淳司さ
んの緊張しながらも笑顔が絶えない司会進行で、青年
部会の大和部会長による開会宣言、挨拶の後、 村署
長と大和部会長の両名による始球式が行われボウリン
グ大会がスタートしました。今大会もどのレーンから
も拍手歓声が沸き、大変盛り上がり２ゲームで370の
スコアを出した青年部の細野さんが優勝、準優勝は
榊原事務局長、３位は昭和税務署の小倉正代様の順
位で終わり楽しい時間を過ごすことができました。
その後、青年部会メンバーは場所を移し、表彰式
を兼ねた懇親会が行われ美味しいお酒と食事をしな

租税教室の実施
12 月 12 日（月） 瑞穂区

御劔小学校 6 年生

青年部会では、昨年に引き続き「税の教育・税の啓

聞いており、和やかな雰囲気の中で授業が進み、講

蒙活動の一環」として、租税教室を実施しています。
この活動は、青年部会員が地区の小学校を訪問し、

師は緊張の中にも多くの感動を味わいました。
この後、１月に瑞穂区高田小学校、天白区植田北

教室の講師となって、税がこの社会で果たしている

小学校、植田南小学校の３校を予定しており、併せ

役割の重要性を正しく理解し、関心を持って頂くた

て４校６講座となり昨年度より２校３講座の増加と

めに実施しています。

なりました。

そのため、事前に昭和税務署での研修や、昨年の

今後も、青年部会はこの事業を通し、一人でも多

講師経験者からアドバイスを受けたほか、模擬授業

くの小学生が税について正しく理解をしてくれるよ

も実施する等して、小学生により分かりやすい授業

う、努力していきたいと思います。

を目指し準備をしました。

会員交流副委員長 黒宮淳司

本年度はまず、黒宮会員がトップバッターの講師
として、12月12日に瑞穂区の御劔小学校で実施しま
した。講師がパネルやDVDを使用しながら身近な税
金を取り上げ、この税金がどのように社会に貢献し
ているかなど、小学生に分かり易く税金の話をしま
した。
また、教室の中で１億円のレプリカを見せて話をす
る場面では、小学生の興奮も最高潮になり、実際の１
億円の重さを一人ひとりに体験してもらいました。
講義を受けた小学生は、皆、真剣な眼差しで話を
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■ 女 性 部 会 コ ー ナ ー

■

9月例会 新署長を囲む意見交換会と税務研修会
9月8日（木） メルパルク名古屋
本年も、税務署の人事異動後恒例となりました「新

とや、署長在任中は、海外旅行もできないことなど、最

署長を囲む意見交換会」と「税務研修会」を開催しま

後まで部会員一同が真剣にメモを取りながら聞き入っ

した。

ているなど、有意義な時間を持つことができました。

新たに着任された 村文男署長様との意見交換会で

続いての税務研修会では、本年法人課税第一統括官

は、昭和区のご出身であることやご家族のことなど、や

に着任された堀善典様を講師にお願いし、
「消費税のあ

さしい笑顔でお答えいただき、部会員も和やかな雰囲

らまし～軽減税率のポイント～」と題し、平成 31年10

気の中で意見を交わしました。

月からの実施に延期された消費税の軽減税率制度につ
いて、概要や実務上の留意点などをわかりやすく説明

特に、法人税に関わるお仕事が長く、調査先の選び

していただきました。

方や、マイナンバーへの対応など、多くの質問にも、丁

堀統括官様とは、初めての研修機会でしたが、とて

寧にわかりやすくご説明いただき、中でも、本年夫婦

も親しみやすく有意義な研修会となりました。

揃って税務署長を務められ、情報交換されて見えるこ

新署長を囲む意見交換会

「第１回税に関する絵はがきコンクール」作品審査会
9月26日（月） 名古屋市公会堂
本年度から、私たち女性部会が新規事業で開始し

ンクール」コーナーに掲載のとおり「会長賞」
「署長

た「税に関する絵はがきコンクール」について、管

賞」などの入賞作品を選びました。

内小学校６年生の皆さんに夏休みの課題としてその
募集を行い、多数の作品が寄せられましたので作品
審査会を名古屋市公会堂で開催しました。
私たち女性部会も初めてのことばかりなので、素
晴らしい出来栄えの作品を目の当たりにして、作品
の審査に当たっても大変悩みましたが、外部審査員
も２名お願いし、税務署長様にも審査に加わってい
ただき審査した結果、
「第１回税に関する絵はがきコ

絵はがき審査会
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10月例会 社会貢献事業

講演会＆演奏会

10月25日（火） メルパルク名古屋
毎年恒例行事となった女性部会が主催する社会貢献

管理を含めたお話に、事前準備・心がまえの重要性を

事業「講演会＆演奏会」を 10 月 25 日（火）に一般参

再認識させられる有意義な講演会でした。

加者 162 名を含む総勢 209 名の参加を得て、盛大にメ

第二部は、長年、当演奏会のプロデュースをしていた

ルパルク名古屋で開催いたしました。

だいているピアノ奏者 甚目裕夫先生の呼びかけに参集

第一部の講演会では、昨今、全国各地で地震が頻発

いただいたオペラ歌手 髙橋正典様、Vanessa Navaro

していることから、家庭としての防災知識はもとより

様、宮里直樹様による演奏会を開催いたしました。

会社経営者としての立場も含め、オフィスや家庭の防

演目は、
「イタリア ムジカリーバの仲間達」と題して、

災知識や地震対策を学ぶために、名古屋市東消防署

毎年、イタリア北部で開催されるムジカ・リーバ音楽祭

市民防災普及員の谷口賢三氏に「地震‼その時あなた

に出演したオペラ歌手の皆さんに集まっていただき、絶

は～会社・家庭を守る防災知識～」の演題でご講演い

妙なピアノ演奏と魅力の歌声のコラボに聞きほれ、素

ただきました。業務中の災害発生時等、従業員の安全

晴らしい秋のひと時を満喫することができました。

名古屋市東消防署 谷口賢三氏

ピアノ奏者 甚目裕夫先生

11月例会 署長講演会
11月17日（木） メルパルク名古屋
11月例会は、税を考える週間の一環として、本会

これまで長年の法人税の調査に従事した経験や昨

役員、青年部会員、女性部会員、調査部会員が一堂

今の税務行政における重点的取組事項をわかりやす

に会し、 村昭和税務署長様を講師にお迎えをして、

く説明され、今まで伺ったことのない海外取引や

「税務調査の受け方」と題した講演会に参加いたしま

BEPS（税源浸食と利益移転）など大変興味が沸く奥

した。

の深いお話を拝聴いたしました。
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平成28年度

愛知県法人会運営研究会
（昭和 法 人 会 発 表 ）

平成28年12月1日（木） ホテルキャッスルプラザ
愛 知 県 法 人 会 連 合 会 で は、毎 年「活 動 研 究 セ ミ

スルプラザにて開催され、その場において昭和法人

ナー」として県下の２単位会を指定し、毎年12月に

会はこれまで検討してきた結果を踏まえ、次のよう

運営研究会の場でその成果を発表しています。

な施策に取り組むことを発表しました。

昭和法人会は、今回その指定を受け、10年振りに
活動研究テーマを定め、１年間の研究成果を発表す
ることとなりました。
そのため、昭和法人会では、特別委員会として
「運営研究会担当委員会」を立ち上げ、この１年間そ
の研究活動テーマとその方向性について検討を重ね
てきました。
本年度の運営研究会は、12月１日、ホテルキャッ
運営研究会で発表する昭和法人会

研究テーマ決定に至る経緯
昭和法人会の組織状況は、昭和55年の社団化当時

りました。当会は、一旦は一般社団法人の道を選択

3,707社であった会員数が、その後の加入拡大活動の

したとはいえ、ますます公益事業への役割が増して

結果、平成10年には7,182社（加入率63.9％）とピーク

いる中で、もう一度しっかり足元を見つめ直し、諸活

を迎えましたが、平成28年10月末現在では、3,960社

動を再構築しなければ、この状況は改善できないの

（加入率34.0％）となっています。

ではないかと考えております。

その間、支部役員を中心とした新規加入活動も引

このような組織分析・現状分析のもと、私たちは、

き続き積極的に取り組んできましたが、景気低迷等

「もう一度原点に立って足元を見直そう」
、そして

を理由とする退会者数は入会者数を上回り現在の状

「法人会として求められる活動とは？」
「会員が求める

況に至っています。

活動とは？」をもう一度再認識した上で、財政面の

また、財政面においても、一般会費は昭和59年に

基盤の整備、公益化に向けた活動の方向性の指針

改定した以降一度も見直すことなく30年が経過し、

等々、この「法人会活動研究セミナー担当法人会」と

その他自主財源であった「簡易保険手数料」は平成13

して指定を受けたこの機会を捉え、体内組織・活動を

年度の約50,000千円をピークに、制度見直しと満期退

見直す時間としました。そして、私たちの活動研究

会等により平成28年度では2,800千円まで落ち込んで

テーマは、

います。当然、事業費等活動的にも影響がすでに表
れてきています。
一方、この10年間で法人会の組織も公益法人制度

『原点回帰』

～組織・活動を総点検し、さらなる飛躍へ ～
としました。

改革の流れの中で変革の時を迎え、活動理念も変わ

この1年間で検討を進める具体的検討課題
① 組織率拡大、加入勧奨策

② 財政の中期展望と会費の見直し

③ 社会貢献活動への取組み

④ 法人会の公益化に向けて

⑤ 青年部会活動の活性化

⑥ 女性部会活動の活性化

⑦ 目に見える法人会活動

⑧ スケールメリットを活かした活動
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市内9法人会合同講演会 開催案内
●演題 ：

安倍政権 の 今後と課題
～激動の世界の中の日本～
か とう

●講師 ： 政治評論家

きよたか

加藤 清隆 氏

日時

平成29年2月14日（火）13：30 ～ 15：00

場所

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

中区金山1-5-1（地下鉄名城線「金山駅」より地下連絡通路あり）

加藤清隆氏 略歴

1997年 帰国後、政治部長、静岡総局長、解説委員長等要職を

1952年 長崎市生まれ。64歳。

経て、定年後特別解説委員に。

1977年 早稲田大学政治経済学部卒業。時事通信社へ入社。政
治部に配属され、歴代総理番・官房長官番等を担当し、

2014年 9月特別解説委員を辞任し、政治評論家に転身。
〈テレビ出演〉
「そこまで言って委員会」
（読売テレビ）、
「真相深入り
！

1994年ワシントン特派員として主にホワイトハウス・国防総

虎ノ門ニュース」
（DHCシアター）等出演も多数。

省を担当。

税を考える週間
平成28年11月20日
（日） ●イオン八事店
昭和税務連絡協議会では、11月20日
イオン八事店において、
「税を考える週
間」
行事の一環として、日曜日のスーパー
来店者を対象に、税に関するチラシ配布
と税理士による税金クイズ、相続・贈与
税のセミナー並びに無料税務相談を行い
ました。
また、併せて当日は、法人会及び納貯
連が夏休みに募集活動を行った小学生の
「絵 は が き」
「習 字」
、中 学 生 の
「作 文」
の
「税に関する作品の合同表彰式」
を初めて
税務連絡協議会として開催したことか
ら、受賞者とともに保護者の方も多数来
場され、税の啓蒙活動として大きな盛り
上がりを見せた一日となりました。
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街頭ＰＲ

一般社団法人

無料

昭和法人会の

インターネットセミナー

昭和法人会では、平成 28 年 9 月から会員向けサービスとして「インターネットセミナー」の配信を行ってい
ます。
この「インターネットセミナー」とは、昭和法人会のＨＰからログインしていただき、パソコン上でお好きな
セミナーを選んでいただくだけで、各種講演会やホットな経営情報の入手、管理職の教育、朝礼でのヒント集など、
約４００の豊富なコンテンツを無料で視聴することができるものです。
毎月、新しいセミナーが続々と更新されますのでご利用ください。

http://www.showahoujinkai.jp
インターネット・セミナー TOP 画面

①

▲

▲

▲

セミナー詳細画面

ID とパスワードを入力

▲

昭和法人会ホームページ

②

④

⑤

法人会のホームページより、インターネット・セミナー TOP 画面を開きます。
【ログイン手順】
①赤いボタン≪ログインはこちら≫をクリック
② ID とパスワードを入力しログイン⇒再びインターネット・セミナー TOP 画面へ
③視聴したいセミナーを選択
④≪動画を見る≫ボタンをクリック
⑤セミナー視聴画面へ

③
▲

セミナー視聴画面

▲

インターネット・セミナー TOP 画面

会員限定ＩＤ・パスワード
ＩＤ : hj1813

パスワード : 9677

お す す め セ ミ ナ ー
タイトル
政 治 経 済 混迷を深める経済の行方

講師名

時間

内容
2016 年 6 月英国の EU 離脱ショックは短期に終息したが、今後数年の世界経済の先行

伊藤

さゆり

61 分

きを不確実なものにさせた。反 EU の機運が高まる中、英国はいつどのような形で EU を
離脱するのか。欧州経済の専門家が EU 諸国全体の経済動向と日本への影響を語る。

一 般 経 営 日本企業の事業承継と人づくり

創業 100 年を超える老舗企業が守り続けている経営の真髄とは。さらに、創業時の理念

柴田

光榮

59 分

がどのように次世代に受け継がれていくのか。老舗企業を長年取材している講師が、経営
者の声を織り交ぜながら日本企業ならではの経営メカニズムを紐解きます。

「すぐやる人」になるための仕事
研修
人 材 育 成 のやり方

労務

法律
税務
経理

リスクを減らしてピンチをチャンス
に変える会社のつくり方 ( 前編 )
明るい職場をつくる
ハラスメントの対処法
誰でもわかる決算書の
読み方セミナー ( 前編 )( 後編 )

若手社員に向けた「仕事ができる人」になるための研修。自分のクセを知るためのワーク

鈴木

進介

107 分

を行い、自身の弱点を克服する方法を解説。「すぐやる」最初の一歩を習慣にして " やら
ないストレス " を減らしてみませんか？
パワハラ問題や不当解雇、未払残業代問題など会社と従業員のトラブルは、正しい法律知識

藤堂

武久

25 分

で対処すれば軽減できます。労働問題を専門とする弁護士が、判例を紹介しながら人事リス
クの対策法を解説します。
仕事上のハラスメントは、どこの職場でも起こりうる問題です。訴訟問題にならないため

佐藤

みのり

39 分

に、会社ができる防止策とは何でしょうか？ハラスメントが起こらない職場づくりの方法
を、弁護士がお伝えします。
会社の経営状態を表す決算書は、分析することで自社や取引先の強み弱みが見えてきます。

川口

宏之

89 分

このセミナーでは、決算書を構成する貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書
を図に置き換えて、直感的に読みこなすコツを学びます。
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利用のお願い
名古屋市内法人会 e-Tax 推進合同会議
名古屋市内の９法人会では、平成 22 年９月から
連携して、
「e-Tax 利用の実施について」と題した
依頼文により会員の方へ e-Tax 利用のご案内をし
てまいりました。

「ダイレクト納付」の利用に向けた周知活動にも取
り組んでおります。
ダイレクト納付とは、事前に税務署に「ダイレク
ト納付利用届出書」を提出しておけば、e-Taxを利

この取組みによって、名古屋国税局管内におけ

用して電子申告等又は納付情報登録依頼をした後

る e-Tax の利用割合の向上に少なからず寄与する

に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振

ことができたものと考えております。

替により、即時又は指定した期日に納付することが

これも、一重に皆様方の活動へのご協力の賜物
であり、深く感謝申し上げます。

できる電子納税の納付手段です。
このダイレクト納付の利用には、インターネット

さて、皆様もご承知のとおり、従前の活動主体

に繋がるパソコンさえあれば、簡単な手続きです

は「会員企業の関与税理士による代理送信の依頼」

ぐに開始することができますので、会員の皆様に

でございましたが、平成 25 年度からは、この活動

は、是非、納税にも、ご利用いただきますようお願

に加えて e-Tax 手続きのうち、利用開始の手続きが

い申し上げます。

非常に簡単であり、また、多くの会員企業の皆様
方が行っている源泉所得税の納付に非常に便利な

関与税理士の方に
お伝えください！

なお、すでにご利用いただいている会員におかれ
ましては、引き続きのご利用をお願い申し上げます。

名古屋市内 9 法人会は、関与税理士への代理送信依頼活動に継続して取
り組んでいます。会員企業の皆様には、関与税理士の方に対し、機会を
とらえて「当社の申告は、e-Tax でお願いします。」とお伝えください。

《ダイレクト納付相性診断》

インターネットができるパソコンさえあれば、
誰でもすぐに始められる、ダイレクト納付から始めてみましょう!
まずは、あなたの会社とダイレクト納付の相性チェック!!
次の質問に該当する場合は、
□チェックしてください。
イ
ンターネッ
トにつながるパソコンを持っている
□
□ e-Tax には協力したいが、手続きが面倒だから二の足を踏んでいる
□ 毎月、忙しい中、時間を割いて源泉所得税の納付のために銀行に出かけている
□ 源泉所得税の納付をうっかり忘れたことがある
以上の項目に 1 つでもチェックできた方には、ダイレクト納付がお勧めです ! ダイレクト納付は、
① 利用開始の手続きが、とっても簡単
② 金融機関に行かなくても指定した預貯金から納付可能
③ 納付日を予め指定しておけば、納付のうっかり忘れを予防
等々、特に、毎月の源泉所得税の納付に係る事務削減には効果絶大です !

会員の皆様、簡単・便利なダイレクト納付の活用をご検討ください
名古屋市内法人会 e-Tax 推進合同会議
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支 部 活 動
狂言鑑賞会

各支部は年最低1回以上の支部活動を目標とする
税務研修会

8月27日
（土）〈参加254名〉

●汐路・田光・津賀田・白金・村雲・北山・川名の7支部合同企画

和泉流

野村又三郎一門公演狂言鑑賞

解説：狂言の鑑賞の手引きと演目の説明
出し物：膏薬煉（こうやくねり）
・素袍落（すおうおとし）

11月18日
（金）〈参加35名〉

●萩山支部

税務研修会「消費税の軽減税率制度」
研修見学会

12月1日
（木）〈参加19名〉

●御器所・松栄の2支部合同企画
研修見学会

近江八幡散策と彦根城

9月11日
（日）〈参加41名〉

●天白北・植田・大坪・天白中・南天白・平針の6支部合同企画

「名古屋をどり」 中日劇場公演

鑑賞会

研修見学会

12月2日
（金）〈参加35名〉

●瑞穂ヶ丘・田光の2支部合同企画

クラリネット＆ファゴットの魅力
研修見学会

9月13日
（火）〈参加23名〉

研修見学会

●長久手支部

「加島屋と広岡浅子」展（大同生命本社）
研修見学会

12月3日
（土）〈参加者17名〉

●日進支部

彦根城と近江八幡散策
研修見学会

10月19日
（水）〈参加24名〉

12月13日
（火）〈参加19名〉

●東郷支部

●川名・駒方の2支部合同企画

「ラグーナテンボス（フラワーラグーンと歌劇鑑賞）」

おんな城主直虎とエアーパーク

昭和法人会

当面の行事予定

平成29年 1月～5月
1月11日（水）
11：00～
1月19日（木）
16：00～

税務連絡協議会定例会
今池ガスビル・ガス燈

【県連】理事会・賀詞交換会
名鉄ニューグランドホテル

1月24日（火）
13：30～

女性部会１月例会（税務研修会）

2月1日（水）
15：30～

正副会長会・理事（監事）会

2月2日（木）
17：30～

青年部会拡大推進教養講座

2月3日（金）
15：00～

愛知ブロック講演会（講師：佐藤倫子 氏）

2月14日（火）
13：30～

名古屋市内合同講演会（講師：加藤清隆 氏）

2月21日（火）
14：00～

決算期別説明会

2月21日（火）
15：30～
2月23日（木）
13：30～

【県連】調査部所管法人経営者懇談会
WHナゴヤキャッスル

女性部会２月例会（労務研修会）
メルパルク名古屋

【東海法連】第71回東海法連大会

メルパルク名古屋

3月9日（木）
13：30～

調査部会第５回通常総会

メルパルク名古屋

4月6日（木）
14：00～
4月14日（金）
14：00～

正副会長会・理事（監事）会

4月18日（火）
17：00～

青年部会第５回通常総会

4月20日（木）
13：30～

女性部会第５回通常総会

5月～６月
14：00～

第５回通常総会

ガーデンパレスホテル

東郷町商工会館

日本特殊陶業市民会館

名古屋市公会堂

昭和法人会広報委員
この会報は右記委員で企画・編集しています。ご意見・ご感想、お寄せ下さい。

ブラザー工業㈱
日本パーツ機器㈱

ホテル花水木

熱田神宮会館

メルパルク名古屋

メルパルク名古屋

メルパルク名古屋

メルパルク名古屋
藤井宗高
後藤秀臣

山勝㈱
㈱山田工務店

森 祥一
辻 節子

一般社団法人

昭和法人会

http://www.showahoujinkai.jp/

公益財団法人

全国法人会総連合

一般社団法人

愛知県法人会連合会

http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

http://www.aichikenhoujinkai.or.jp/

法人会

消費税期限内納付
推 進 運 動

