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ところで、昭和法人会は、本年度の愛知県連運営

皆様、新年明けましておめでとうございます。

研究会における活動研究の発表担当会として指定を

平成30年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を

受け、昨年度から『原点回帰』
〜組織・活動を総点検

申し上げます。

し、さらなる飛躍へ〜をテーマに研究活動を進めて

会員の皆様方を始め、関係各位におかれましては、
日頃から昭和法人会の活動に対しまして、格別のご

参りました。その活動研究結果を過日12月4日に愛知

理解と温かいご支援を賜り心からお礼申し上げます。

県連運営研究会において発表したところです。
具体的には、現在昭和法人会が置かれている状況

さて、この一年は、アメリカにおいてトランプ大
統領の誕生や、北朝鮮情勢など外交や安全保障にお

を、いろいろな角度から組織分析・現状分析を行い、

いていろいろ考えさせられ、国内においても突然の

もう一度原点に立って法人会活動全体を見直す機会

衆議院解散もありましたが、第四次安倍政権が立ち

とし、
「加入率の拡大策」
「会費改定を含めた財政問

上がり引続きわが国のけん引役となりました。

題」
「法人会の組織・運営体制」等々を見直し、今後の

わが国の経済も、アベノミクスを始めとする各種

活動に活かしていくべき方向性を示しました。本号

政策の効果もあり、景気は引続き堅調で緩やかな回

にもその活動研究結果の要旨を掲載いたしましたの

復基調は崩れておらず、企業部門の設備投資も持ち

でご高覧いただきたいと存じます。

直しています。雇用情勢も緩やかな回復基調にあり

今後、昭和法人会では、これらの研究結果をより

ますが、賃金の伸び悩みもあり消費の増加ペースは

実効性のあるものとするため、各種規定の整備や活

緩やかなものになると思われます。

動の見直し等の諸手続きを進めて参りますので、ど
うぞご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

しかし、一方で大企業と中小企業では企業業績・景
況感に温度差があり、格差拡大の傾向も懸念されて

法人会活動は、この10年間で公益法人制度改革や

お り、加 え て 今 後、貿 易 問 題 や 北 朝 鮮 情 勢 の 行 方

各種制度変更等により、活動面及び財政面において

等々先行きが不透明な問題もあり、一層企業経営に

も大きな変革の時を迎える中で、各法人会ともに一

おいて難しい舵取りを求められようとしています。

層公益事業への役割がますます増加しています。
昭和法人会といたしましても、今後とも会員の皆

このような中にあって、昭和法人会は「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

様のニーズを十分に踏まえ、皆様のお知恵を拝借し、

振興に寄与し、国と社会の繫栄に貢献する経営者の

国・県市の税務ご当局のご指導を仰ぎながら、従来に

団体である。」ことを基本理念に、税知識の普及や納

も増して企業経営と社会の健全な発展に貢献する活

税知識の効用を目的とした事業、地域社会への貢献

動を推進して参りたいと考えております。
どうか会員の皆様方には、今までにも増してご支

を目的とした事業に、役員を始め会員の皆様ととも

援ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。

に幅広く積極的な活動を展開してまいりました。
特に、社会貢献事業の分野で、青年部会が取り組

最後になりましたが、会員の皆様方のご健勝と各

んでいる租税教室や女性部会の「税に関する絵はがき

企業の益々のご繁栄を心から祈念いたしますととも

コンクール」への取組など、教育の現場からも好感を

に、関係ご当局・諸団体の変わらぬご支援ご協力をお

持たれており、それぞれの部会において中心的な事

願い申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただ

業として育ちつつある事業と考えております。

きます。
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年頭のご挨拶

名古屋国税局

中

川

課税第二部長

政

晴

平成 30 年の年頭に当たり、一般社団法人昭和法人

税者の皆様の利便性の向上と、税務署の内部事務等

会の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

の集中処理などの事務運営の最適化を通じて、税務

会員の皆様には、平素から税務行政につきまして

行政のスマート化を目指すことにより、納税者の皆

深い御理解と格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上

様の信頼の確保に努めるとともに、納税者の皆様が

げます。

自発的に納税義務を履行していただけるよう税務コ

さて、昨年の管内の経済情勢を振り返りますと、

ンプライアンスの向上に取り組む必要があると考え

輸出、生産、設備投資の増加、個人消費の持ち直し

ております。

などにより、景気は拡大しております。また、この

貴法人会におかれましても、各企業の内部統制面

地域においては、2027 年予定の「リニア中央新幹線」

や会計経理面の質的向上に向けて、
「自主点検チェッ

の開業を見据えた名古屋駅周辺の再開発が進んでお

クシート」及び「自主点検ガイドブック」を作成し、

り、新しい名古屋の玄関口として、名古屋駅直結の

これを会員企業のみならず一般企業にも配布する取

超高層複合ビル「ゲートタワー」が開業するなど大

組を実施しておられます。

いに活気付いております。

この取組は、納税者全体の税務コンプライアンス

さらに、経済以外の面に目を向けましても、史上

の維持・向上に資するものであり、国税庁の使命に

最年少でプロ棋士となった愛知県出身の藤井聡太四

も合致することから、更なる普及に向けて後押しを

段の活躍や、秋篠宮家の長女・眞子様の御婚約発表

させていただくこととしておりますので、今後も積

といった大変喜ばしい出来事がありました。

極的な取組をお願いいたします。

このような中で新しく迎える年が、会員企業の皆様

また、e-Tax につきましては、添付書類のイメージ

にとって希望の多い充実した年となりますことを祈念

データによる提出などの更なる利便性向上施策の運

いたしますとともに、貴法人会が引き続き魅力ある事

用 が 開 始 さ れ て お り ま す。皆 様 に は、こ れ ま で も

業活動を展開され、会員企業と地域社会の発展に一層

e-Tax やマイナンバー制度の普及・定着をはじめ、消

の貢献をされますことを御期待申し上げます。

費税の軽減税率制度や税を考える週間、確定申告期

ところで、経済活動の国際化・ICT 化の進展とと

における税の啓発活動などに、多大な御支援をいた

もに、様々な制度改正が行われるなど、税務行政を

だいております。

取り巻く環境も大きく変化しております。

このような御協力に対しまして、重ねて御礼申し

国税当局といたしましては、
「納税者の自発的な納

上げますとともに、今後とも変わらぬ御支援・御協

税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という国

力を賜りますよう、切にお願い申し上げる次第でご

税庁の使命を果たすため、納税者サービスの充実に

ざいます。

努めるとともに、適正な申告を行った納税者の皆様

最後になりますが、一般社団法人昭和法人会の更

が不公平感を抱かないよう、適正・公平な課税・徴収

なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業のま

に努めているところです。

すますの御繁栄を祈念いたしまして、年頭の御挨拶

具体的には、ICT やマイナンバーの活用による納

とさせていただきます。
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昭和税務署長

平

野

勝

志

新年明けましておめでとうございます。

さて、今年も間もなく、所得税・消費税の確定申

平成 30 年の新春を迎え、一般社団法人昭和法人会

告の時期を迎えます。国税庁におきましては、国税

会員の皆様に、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

庁ホームページにおいて、申告に必要な情報などを

会員の皆様には、日頃から税務行政に対しまして、

提供するとともに、確定申告書等作成コーナーを充

深い御理解と多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し

実させるなど、ICT を活用した申告の推進を図り、

上げます。

納税者の利便性の向上に努めております。

貴会におかれましては、会員の皆様方の熱意溢れ

貴会におかれましては、今後とも ICT を利用した

る意識の下、役員の皆様を中心とした活発で充実し

申告及び期限内納付の広報などについて、御協力を

た活動を展開されており、社会貢献事業の一環とし

賜りますようお願い申し上げます。

て開催される講演会と演奏会や、税知識の普及を目

なお、e-Tax の普及・拡大につきましても、多大な

的とした税務研修会、更には租税教育の充実に向け

る御尽力をいただき、その利用率は年々向上してお

ての「税に関する絵はがきコンクール」の募集活動

りますが、会員企業の役員並びに従業員の皆様方が

並びに租税教室への講師派遣など、積極的な活動を

確定申告書を提出される際には e-Tax を活用した申

していただいていることに対しまして、重ねて御礼

告書の提出及び期限内納付の働きかけにつきまして

申し上げる次第でございます。

も、引き続き御理解と御協力を賜りますよう重ねて

そして、昨年 12 月 4 日、ホテルキャッスルプラザ

お願い申し上げます。

（名古屋市）で開催された「愛知県法人会運営研究

結びに当たりまして、一般社団法人昭和法人会の

会」での御発表、大変お疲れ様でした。研究テーマ

更なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業の

として取り組まれました「
『原点回帰』
〜組織・活動

益々の御繁栄を心から祈念いたしまして、年頭のあ

を総点検し、さらなる飛躍へ〜」は、現状の諸課題

いさつとさせていただきます。

を正面から捉え、見直せるところはすべて見直し、
組織を立て直すという斬新な内容であり、他の単位
会の手本となったものと確信するとともに、このよ
うなテーマに対して真摯に取り組まれた貴会を頼も
しく感じるところでございます。
また、本年 3 月 9 日、ホテルセンチュリー静岡（静
岡市）で開催される「東海法人会連合会 第 72 回大
会」におきましても、東海 4 県下の各単位会に向けて
この素晴しい研究テーマを発信され、貴会の存在感
をアピールしていただきたいと存じます。
新しい年を迎えられ、原点に立ち返った貴会の今後
に、大いなる期待とさらなる飛躍を願っております。
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年頭のご挨拶

愛知県名古屋南部県税事務所長

祖父江

伸光

明けましておめでとうございます。

税者の皆様から御理解と御協力が得られるよう最大

平成 30 年の年頭に当たり、一般社団法人昭和法人

限の努力を重ね、
「適正かつ公平な税務行政の推進」、

会の会員の皆様に、謹んで新年のお慶びを申し上げ

「信頼される税務行政の確立」に向けて誠実に努めて

ます。

まいる所存であります。また、法人県民税・事業税

会員の皆様には、日頃から愛知県の税務行政を始

の申告につきまして、eLTAX の利用が 64 パーセン

めとする県政の円滑な推進につきまして、格別の御

トまでに達することができましたが、納税者の皆様

理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

の利便性に寄与するとともに、行政運営の効率化に

愛知県では日本一元気な愛知をつくり、日本の未

も繋がることから、更なる定着に向けて取り組んで

来をつくるため、平成 27 年 7 月に「あいち重点政策

まいります。会員の皆様には、今後ともなお一層の

ファイル 300 プラス 1」のロードマップを作成し、毎

御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上

年度、事業の進捗状況等を踏まえ、その内容を更新

げます。

しながら全庁を挙げて各取組を推進しております。

ところで、愛知県では昨年も多くの交通死亡事故

そして日本一の産業集積を誇る愛知のさらなる飛躍

が発生しました。交通事故は決して他人事ではなく、

を目指し、愛知の経済、産業を強くしていく中で、

自分にも起こりうる身近な問題であります。自分自

若者や女性の雇用を増やし、人づくりを進め、すべ

身が悲惨な交通事故を起こさない、交通事故に巻き

ての人が活躍し、
「人が輝く」愛知をつくり、地域を

込まれないことはもちろんのこと、御家族や職場の

元気にするという好循環を、さらに前進してまいり

仲間、更には近所の人たちにもお声がけをしていた

たいと考えております。

だき、交通安全の輪を広げていただきますようお願

これらの施策を推進し、県民の皆様の多様な行政

い申し上げます。

ニーズに的確に対応していくためには、財政運営の

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

根幹である県税収入の確実な確保がなによりも重要

益々の御発展と、この新しい年が会員の皆様にとり

であります。我が国の景気は緩やかな回復基調が続

まして幸多き年でありますことを心から祈念いたし

いており、また、先行きについては、雇用・所得環

まして、年頭の御挨拶とさせていただきます。

境の改善が続くなかで、緩やかに回復していくこと
が期待されておりますが、海外経済の不確実性や金
融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。
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、主要税目であります法人県
民税・事業税の大幅な減収を見込んで予算計上をい
たしましたが、全体の約 7 割を占める 3 月期決算法人
の申告実績を見ましても、大幅な減収という状況は
基本的には変わっておらず、厳しい状況であります。
私ども税務行政に携わる者といたしましては、納

4

平成 29 年度

納税表彰

（昭和法人会関係、敬称略、五十音順）

●平成 29 年 11月15日
（水） 熱田神宮会館

昭和税務署長表彰

麻 野 知恵子
荒 川 善 隆
藤 戸
宏

昭和法人会
一般社団法人 昭和法人会
一般社団法人 昭和法人会
一般社団法人

女性部会副部会長
青年部会前副部会長
副 会 長

昭和税務推進協議会長表彰

今
後
細
渡

村
藤
野
辺

源
秀
晃
清

一
臣
稔
貴

昭和法人会
一般社団法人 昭和法人会
一般社団法人 昭和法人会
一般社団法人 昭和法人会
一般社団法人
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理
事
青年部会副部会長
青年部会監事
理
事

講演 昭和税務署長講演会

税と公平
講師／昭和税務署長

平野勝志 氏

●日時／平成29年11月16日
（木）
●会場／メルパルク名古屋

民事訴訟法を準用しますので、刑事訴訟法によるか、民事

本日は、税と公平というテーマで国税の手続き、不服があ

訴訟法によるかの観点から行政訴訟は民事訴訟に含めて考

る場合などの話をさせて頂きたいと思います。
私の前任官署が広島国税不服審判所、その前が名古屋

えられます
（行政事件訴訟法第7条）
。従って、広い意味で

国税不服審判所に勤務していましたので、皆さんになじみの

の民事訴訟は、行政訴訟を含むことになり、国税に関しての

薄いあまり聞いた事のない、国税に関しての賦課・徴収とい

訴訟は、行政訴訟となり広い意味での民事訴訟に含まれる

う処分について不服があった場合に、その不服を申し立て、

ことになります。

争いごとを解消するための国税の役所が、国税不服審判所

⑶ 行政訴訟と行政不服
「行政訴訟」
の他に、
「行政不服」
がありますが、裁判所で

となります。初めにその概要について説明します。

の訴訟による紛争解決の前の段階で、行政機関で解決を図

最初に行政不服審査制度について、次に、国税不服審

ることを
「訴訟」
ではなく
「不服」
と言います。

判所の特色、仕事の内容等について、説明させていただき

行政機関の処分に対して、行政機関に申し立てるというの

ます。

は、簡易迅速に国民の権利を救済するための制度として重

争いごとの解決方法としての、裁判による訴訟は、刑事

要な訳ですが、処分した行政機関ではないから、
「十分な救

訴訟と民事訴訟に分けられます。
⑴ 刑事訴訟と民事訴訟

済は受けられないのではないか」
との心配もあります。そのた

○刑事訴訟・・・刑法で定められた犯罪に対する刑罰を実

め、一般的には、処分に不服がある時には、直ちに裁判所

現する手続き。

に出訴するか、行政不服申立の手続きを経た上で裁判所に

対象とする事件を刑事事件（傷害、窃盗、痴漢などのい

出訴するかについて、選択が認められております
（行政事件

わゆる犯罪行為に関する事件。警察の捜査。検察による起

訴訟法8条）。

訴。有罪の証明は極めて厳格に求められる。
）

⑷ 不服申立前置主義

○民事訴訟・・・私人間の権利又は法律関係についての争

国税に関する処分については、原則として行政に対する

い
（私的紛争）
を裁判によって法律的・強制的に解決するた

不服申立を経た後でなければ訴訟を提起することができない

めの手続き。

こととなっています
（国税通則法115条）
。その理由は後程説

対象となる事件を民事事件（貸したお金を返してもらえな

明します。

い、会社から解雇を言い渡された、不倫相手に慰謝料の請

国税に関する不服申立制度については、平成28年4月1

求をしたいなど、私人間の生活関係に関する事件。真実ら

日以降に行われる処分を対象として、新しい申立制度に改

しさを
「高度の蓋然性」
が認められる程度（多くの人が認める

正されていますが、訴訟を提起する前に、行政機関に対し

程度）
に証明すれば良い。）

て不服申立を先に行わなければなければならないという原則

刑事訴訟と民事訴訟の区分・・・①当事者の違い
（国VS

は変わっておりません。

被疑者、私人VS私人）②証明についての違い
（証明の程

まず、平成28年改正の前の制度を見てみます。

度が厳格、証明の程度が低い）
③和解による解決ができる

国税に関する不服申立には、処分を行った税務署長など

か否か、④刑事訴訟法によるか、民事訴訟法によるか。

に行う異議申立と、国税不服審判所長に対して行う審査請

⑵ 行政訴訟と民事訴訟

求があります。

○行政訴訟・・・行政庁の権限の行使の適法・違法をめぐる

国税に関する不服申立は、先程説明しましたように、不服

国民と行政庁との間の紛争
（行政事件と言います）
を解決す

申立前置主義なのですが、原則として、処分を行った税務

る裁判手続き。民事訴訟の要件のうち、私人VS私人では

署長などに行う異議申立を経た後に国税不服審判所長に対

ないので民事訴訟には含まれないようですが、行政事件は

して審査請求を行わなければならないという、2段階
（異議申
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国税不服審判所長や東京支部、大阪支部の長に、裁判

立前置）
の手続きを経なければならないこととなっていました。

官や検察官の職にあった方を任用しています。

不服申立前置が取られている理由

また、国税審判官には、審理の中立性・公平性を確保

その後提訴となりますが、平成28年度、裁判所へ訴えが

し、専門的知識・経験を活用する観点から、国税職員のほ

提起された件数は、230件です。
（27年度は231件）

かに、裁判官、検察官のほか、弁護士や税理士、公認会

裁判所の統計では平成27年度のデータ全事件352万件

計士等の職にあった民間の専門家も任用しています。

のうち民事・行政事件が143万件です。

③裁決は行政内部の最終判断

他の行政事件は直接裁判所へ提訴できるのに、なぜ国

裁決は、行政内部における最終判断となります。従って、

税の場合は、直接裁判所へ提訴できないのでしょうか。

原処分庁は、裁決の内容を不服として訴訟を提起すること

平成28年度の一年間に国税不服審判所へ審査請求され

はできません。

た件数は2,488件です。

④国税庁長官通達に拘束されません

裁判所へ訴えを提起した件数は230件ですので、約十分

国税不服審判所は、国税庁長官通達に示された法令解

の一、一桁違います。

釈に拘束されることなく裁決をすることができます。

税務署長や国税局長が行った処分に対して不服のある納

先程説明しました民間の専門家、外部からの人材登用に

税者が、直接裁判所に訴えたら、裁判所がパンクします。
①このように租税に関する処分が毎年大量に上るため、裁

ついてですが、昭和45年5月1日に国税不服審判所ができ

判所の能力を超えた訴訟事件の発生を防ぐためには、行政

てから、審判所の職員は、国税局や税務署から出向した職

不服申立によってなるべく多くの事件を解決する必要がある

員がほとんどでした。
国税不服審判所では、平成19年から、税理士や弁護

こと
②租税事件には複雑な課税標準の認定を内容とする場合

士、公認会計士などの職にあった方々を任期付きの国税審

が多く、多分に専門的・技術的な性格を持っているため、ま

判官に登用しており、現在では、事件を担当する国税審判

ず行政段階で十分な審理を行い、何が争いごとかということ

官の約半数である50人の方が民間出身となっています。ま

を整理する必要があること

た、これまでの累計では、128人の方を採用しており、平成
29年では15人の方（弁護士8、税理士4、公認会計士3）
を

この2つから、直接裁判所への訴えでなく、行政への不

採用しております。

服申立前置主義がとられています。

今年の任期付国税審判官の状況は、弁護士26人、税理

国税不服審判所は、昭和45年5月1日に設立され、47年

士14人、公認会計士10人の50人となっています。

の歴史のある組織です。ちなみに国税庁の発足は昭和24

国税審判官の職務の内容は、国税不服審判所長に対し

年ですので68年目となっています。国税不服審判所は、税

てされた審査請求に係る事件の調査及び審理を行います。

務署長などが行った国税の法律に基づく更正・決定や差押
えなどの処分についての審査請求に対する裁決を行う、納

国税不服審判所で扱う審査請求事件は、近年の経済取

税者の正当な権利利益を救済する国税庁の特別な機関に

引の国際化、広域化の進展により、ますます複雑、困難なも

なります。裁決というのは、処分に対する判断を納税者に示

のとなってきています。国税不服審判所の目的達成のため

すものになりますが、その内容は後でお話します。

に、高度な専門知識や様々な経験を持った民間専門家が必

国税不服審判所の使命は、
「①簡易迅速な手続きによる

要なのです。

国民の権利救済を図る」
「②行政の適正な運営を確保する」

実際に、弁護士の方は比較的若く30歳代が多く、公認

の2つです。

会計士の方は比較的年齢が高くなっていますが、M&Aや

国税庁の特別の機関である国税不服審判所には、東京

海外での勤務経験のある方も多く国際関連事案への対応も

（霞が関）
にある本部のほか、全国の主要都市（各国税局の

可能であり、職員構成からもダイバーシティな組織となってい

単位毎）
に12の支部と7の支所があり、定員は全国で472人

ます。

となっています。

先程お話ししたように、平成28年度の一年間における審

国税不服審判所には、4つの特色があります

査請求事件の件数は2,488件です。

①争点主義的運営

調査手続きに関する国税通則法の改正の影響から、平

国税不服審判所は、審査請求人と原処分庁の双方から

成25年に調査件数が減少したこともあり、平成25年度、26

事実関係や主張を聞き、争点（主張の相違点）
に主眼を置

年度と減少しましたが、調査手続きの効率化により調査件数

いた調査・審理を行っています。

が戻ってきたことから27年度から増加傾向となっています。

②公正な審理

平成28年度の審査請求の処理件数は、1,959件となってい

国税不服審判所長が行う審査請求に対する裁決は、そ

ます。

れぞれ独立した立場にある3人以上の国税審判官等
（担当

処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れ

審判官及び参加審判官）
で構成する合議体の議決に基づ

られた件数は241件
（全部認容49件、一部認容192件）
で、

いて行われます。

その割合は12.3％
（全部認容2.5％、一部認容9.8％）
となって
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講演 昭和税務署長講演会

税と公平

求事件でも東京霞ヶ関の審判所本部の所長の名前で出さ

おり、前年度の8％から大きく伸びています。

れます。

納税者に対して簡易迅速な手続きによる救済を図るという
国税不服審判所の使命から審査請求は、原則1年以内に

実際に事件の審理は、各地域の審判所で行い、担当審

裁決するよう努めています。これは国税全体の実績の評価

判官が議決したものを例えば名古屋国税不服審判所の首席

の基準として1年以内の裁決という目標を掲げており、その

審判官が裁決書を本部の所長から委任を受けて本部所長

結果は公表されています。平成28年度の審査請求に係る

名で作成し送付しています。

1年以内の処理件数割合は98.3％となっています。

税務行政の将来像 〜スマート化を目指して〜
国税庁の使命
（ミッション）
を十分に果たしていくために、そ

（なお、裁判所へ訴える訴訟について、平成28年度にお
ける終結件数は245件（課税関係186件、徴収関係54件、

の時々における課税・徴収上の個々の課題に的確に対応し

審判所関係5件）
であり、このうち納税者の請求全部又は一

ていくことはもとより、税の執行上の課題を中心に税務行政の

部が認められた割合は4.5％
（H27は8.4％）
となっています）

透明性の観点から、中長期的に目指すべき将来像について

審査請求書が提出された流れを説明しますと、

国税当局として考えていることを明らかにし、着実に取り組ん

①請求が適法に行われているかどうか形式的な審査を行

でいくことが重要と考えています。そこで、今般、
「税務行政

い、記載漏れ等がある場合には、補正を求めます。

の将来像」
を取りまとめ、平成29年6月に公表いたしました。

②原処分庁に対して
「答弁書」
の提出を求めるとともに、証

ICT・AIの著しい進展やマイナンバー制度の導入のほか、

拠の提出を依頼。同時に、調査・審理を行う担当審判

経済取引のグローバル化の中、国税職員の定員減少と所得

官 1 人、参加審判官2人（合議体）
を指定し、通知。

税申告件数や法人数の増加などもあり、調査・徴収事務は

③審査請求人は
「答弁書」
に反論がある場合は、
「反論書」
、

複雑・困難化しています。

証拠を提出できる。審判所では、双方の主張を整理し、

こうした環境の変化を踏まえ、国税庁では、
「納税者の利

争点を確認する。

便性の向上」
と
「課税・徴収の効率化・高度化」
を2本柱とし

④審査請求人は、原処分庁から任意に提出された証拠の

て、税務行政のスマート化を目指すこととしています。

閲覧を求めることができる。

具体的には、ICTやマイナンバーの活用によるデジタル化

⑤審査請求人は、自己の主張を口頭で意見を述べる申立て

を推進し、税務相談や申告・納付の手続をスムーズかつス

ができる。

ピーディなものにするなど、納税者の皆様の利便性向上を進

⑥担当審判官は、双方又は参考人等に対して質問し、帳

めてまいります。

簿その他の物件の提出を求め、検査することができる。

また、課税・徴収事務を効率化・高度化するとともに、税務

⑦審理が終了すると、合議体の合議により結論
（議決）
をする。

署の内部事務の集中処理などを通じた業務改革を進め、こう

国税不服審判所長は議決に基づいて裁決する。

した取組により創出したマンパワーを活用し、国際的租税回避

裁決内容の種類は、
「全部認容」、
「一部認容」、
「棄却」、

への対応といった重点課題に的確に取り組んでまいります。

「却下」
の4つです。

今回取りまとめた内容は、AI技術の進展を踏まえた情報シ

「全部認容」
とは、審査請求人が原処分の全部の取消し

ステムの高度化と、外部機関の協力を前提としたものであり、

を求める場合において、その請求の全部が認められたもの

おおむね10年後の税務行政のイメージを示したものとなって

です。
（処分の全部が取り消される）

います。その実現に向けて、今後は、e-Taxの使い勝手改

「一部認容」
とは、請求人が原処分の全部の取消しを求

善を通じた申告・納付のデジタル化の推進により、納税者の

める場合において、その請求の一部が認められたもの、又

利便性の向上とともにデータ基盤の充実を図り、AI技術等を

は審査請求人が原処分の一部の取消しを求める場合におい

取り入れながら、段階的に取り組んでまいります。

て、その請求の全部または一部が認められたものです。
（処

※この記事は平成29年11月16日
（木）
の講演を要約したものです。

分の一部が取り消される）

文責／一般社団法人 昭和法人会

「棄却」
とは、審査請求人が原処分の取消し又は変更を
求める場合において、その請求が認められなかったもので
す。
（処分が維持される）
「却下」
とは、①審査請求が法定の期限経過後にされたと
き、
②国税の法律の基づく処分に該当しないもの
（延滞税の
お知らせなど）
を審査請求の対象としているときなど、不適法
な審査請求である場合に、審理の対象として取り上げられな
かったものです。
裁判の場合は、地方裁判所であれば、裁判長裁判官の
ほかに裁判官2人の方の名前で判決が出されますが、裁
決書は誰の名前で出されるかというと、全国どこの審査請
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活動研究結果を発表しました
平成 29 年度

愛知県法人会運営研究会〔活動研究セミナー〕

昭和法人会が、愛知県法人会連合会から平成 28・29 年度の「活動研究
セミナー」対象会として指定を受けてからこれまでの 2 年間、当会では
特別委員会を立ち上げ、その活動研究テーマについて多方面からの検討
を行い、最終的に「原点回帰」
〜組織・活動を総点検し、さらなる飛躍へ
〜をテーマに掲げ、この機会を通じ新規事業や加入勧奨等を拙速に行う
のではなく、組織分析や現状分析の下、
「もう一度原点に立って足元を見
直そう」を合言葉に、組織面や財政面の基盤の整備、公益化に向けた活
動の方向性等々について、その改善すべき課題をあぶり出し、それに対
する対応策を検討してきました。
（平成 29 年 9 月号：第 194 号既報）
そして、その活動研究の成果発表として、昨年 12 月 4 日に開催された
「平成 29 年度愛知県法人会運営研究会」の場において、愛知県下 20 法人
会の前で、柴垣会長を代表とする役員が発表しました。本号では、その
発表資料をもとに、浮かび上がった課題等に対し改善・見直しを行った
事項について説明します。

活動研究成果を発表する柴垣会長ほか発表団

●具体的に改善し・対策を講じた事項
対策 1 加入率の拡大を図るために

愛知県法人会運営研究会の光景

① 会員等管理データの整備
当会が新規加入勧奨を進めるに当たり、当会の会員管理システムでは、未加入法人のデータ管理に問題があることが指
摘されました。今回データの整備に当たり、平成 27 年 12 月に稼動し始めた国税庁の法人番号公表サイトを積極的に利活用
し、当会保有の法人データと照合することにより、すでに実体のないデータは除外しました。また、新規発生分について
は「全法連提供データ」を有効活用
《昭和法人会 会員管理フロー図》
し、情報公開法に基づく開示請求や県
下法人会への転入等の照会情報を加
え、非会員を含めたデータベースの整
備を図り、その精度を上げることがで
きました。
将来的には、会員番号を公表法人番
号に置き換えたいと引続き検討作業を
進めています。

② 具体的加入勧奨策の見直し
最初に取り組んだのは「入会のご案
内」パンフレットの改訂作業です。従前のパンフレットは、具体的活動
や加入メリット等もよくわからない状態でしたので、写真入りで分かり
やすく改訂しました。
加入勧奨活動者も、整備した会員等管理データを有効に活用し、従前
の新設法人に転入法人も加えた対象者に接触することとし、接触できな
い場合は、ポストインや郵送等の手当も行い支部役員を中心とした加入
勧奨を現在実施しています。

対策 2 財政の中期展望と会費の見直し
当会の財政状況は、前号でも示したとおり、これまで経費の縮減等に
より持ちこたえてきましたが、もはや現事業体制を続けるのであれば、
すでに単年度赤字の状態が見込まれることから、理事会・各種委員会等でこれらの状況の説明を丁寧に繰り返してきました。
そこで当会は、今後とも幅広い事業を継続展開する上において、会費の改定はやむを得ないとの判断をし、財務委員会
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を中心に具体的改定案を策定し、会費改定の時期を平成 31 年度（平成 31 年 4 月以降）として作業を進めています。
会費の引き上げ額については、愛知県下の他の法人会の状況を参考とさせていただき、中期財政計画を基に、これまで
の平均会費 5,510 円を 9,760 円まで引き上げ、最低向こう 10 年間は再改定をしない下表のような改定案をまとめました。
今後、来年 5 月の通常総会の審議承認に向け、会報誌や HP 等により会員向けに周知していきます。

《会費の見直し検討状況》
資本金又は出資金

現行会費 → 見直し額

資本金又は出資金

現行会費 → 見直し額

100万円以下

2,000円 → 4,000円

10億円以下

40,000円 → 50,000円

500万円以下

4,000円 → 6,000円

30億円以下

65,000円 → 80,000円

1,000万円以下

6,000円 → 11,000円

50億円以下

90,000円 → 110,000円

3,000万円以下

9,000円 → 15,000円

50億円超

5,000万円以下

12,000円 → 18,000円

同一住所等の子会社

1,000円 →

4,000円

1億円以下

15,000円 → 24,000円

公益法人・人格なき社団等

2,000円 →

4,000円

130,000円 → 150,000円

対策 3 法人会活動の PR 方法の見直し
当会の HP はなかなか新しい情報発信ができていないのが
現状でした。まず、第一に見直したことは、事務局スタッフ
の意識改革です。私たちが求める方向性と速報性に対する意
識を事務局スタッフに共有させ、特定の担当者に任せきりと
せず、入力方法も誰もが簡単に操作できるよう研修も徹底し
ました。
その結果、現在では行事案内も積極的に PR できるように
なり、行事結果も行事終了後 2 日以内には情報発信できるよ
うになりました。
さらに HP 全体も画面構成をリニューアルしたことにより、
見やすさも増し、法人会の活動を自信を持って紹介できる
HP となりました。

対策 4 組織・運営体制の見直し
当会の厳しい財政事情の中にあって、支部活動も年々縮小傾向にあります。支部行事においては、隣接支部との合同行
事開催も多く認められるようになったことから、組織委員会を中心に支部体制について議論を重ねた結果、従前に実施し
ていた中学校区を基本とする支部体制の変更を検討することとしました。
検討した統廃合案では、現行の支部の中で 8 支部について統廃合させ 4 支部とし、全体 21 支部体制を 17 支部体制に、会
費改定等財政再構築時に併せて変更することとしました。
今後、支部・ブロックの運営体制は、講演会・研修会等は、ブロックを前面に企画運営することとし、社会貢献事業は
本会が、その他事業はブロックが直接関わっていく体制へと移行していきたいと考えています。

《支部体制の見直し案》
（ 21 支部→17 支部 ）

（統合）

（統合）

（統合）
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（統合）

活動研究結果を発表しました

平成 29 年度

愛知県法人会運営研究会〔活動研究セミナー〕

対策 5 加入メリットを享受できる活動
当会では、これまで会員が直接加入メリットを享受できるものとして、会
員及び従業員向けの福利厚生制度を中心に、人間ドック等医療機関の割引制
度を進めてきましたが、さらに他の法人会が導入している施策を参考にして
取り入れ、平成 28 年度から「インターネット・セミナー」の配信サービスを
行い、さらに平成 29 年 8 月からは、
「ETC コーポレートカード使用による高
速道路料金割引制度」を当会も業者と提携し、会員に直接目に見えるサービ
スとして提供しています。
今後とも、新たな活動
について、他の法人会の
活動を参考にしつつ、会
員の目線に立ったさらな
るサービスの提供に努め
てまいりたいと思います。

対策 6 青年部会活動の活性化に向けて
青年部会員の拡大増強について、これまで青年部会役員を中心とする紹介活動が中心でありましたが、なかなか大きな
増員達成をするには至っていません。青年部会員 OB の中には、本会役員として引続き法人会活動に従事している人も多
く、世代交代による次期後継者を中心に、本会役員からの紹介をも含め、引続き組織拡大に努めていきます。
また、新たな事業開拓について、今後は青年部会独自が企画実践する社会貢献事業をも模索していきたいと考えてい
ます。

対策 7 女性部会活動の活性化に向けて
女性部会の会員数はここ数年横ばいの状態です。女性部会役員はもとより、部会員の高齢化が進んでおり、一方で若手
会員の入会が低調であり、世代交代もままならない状況となっています。現在は、部会員増を目指して本会役員や青年部
会 OB を含めた紹介活動を中心に取り組んでいます。
また、女性部会は、社会貢献事業「講演会と演奏会」を中心に各種の事業を行っていますが、今後も会員の意見を十分
に汲んだ活動をさらに展開してまいります。

対策 8 公益化に向けて
当会は、これまでの活動において、公益活動にも積極的に取り組んでいますが、費用支出の指針である公益事業支出割
合から判断すると、まだその水準に達していません。今回の一連の見直しにおいても議論し検討してきた結果、今般の会
費改定により財政事情が改善されることに伴い、公益性を重視した新規事業を追加したり、公益事業への予算配分を手厚
くするなど、財政再構築後の支出ベースを再度見極めた上で公益化への移行を判断したいと考えています。

●今回の見直し作業を終えて
当会は、この活動研究セミナーを行う機会に、今後向かうべき方向性をしっかり見極め、組織面・財政面・活動面等幅
広い検討作業を行いました。中には、すでに他の法人会が実施している活動を参考としたものもありますが、当会では、
今後とも会員の目線に立ち、会員が求めるニーズ等を的確に把握するとともに、法人会に求められている社会貢献等の公
益活動を含めた諸活動を今後とも精力的に展開してまいります。
そのために、今後これら改善策を実行に移すために、会員の皆様にご承認いただくべく諸手続きを進めてまいりますが、
会員の皆様方には、これらの見直し・改善事項を含め法人会活動にご理解とご協力を引続きお願い申し上げます。
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●平成 29 年 10 月 5 日
（木）
●福井県産業会館

法人会全国大会〈福井大会〉

去る 10 月 5 日、第 34 回法人会全国大会が福井県産業会館にお
いて全国から約 1,700 名の会員、関係者が参加し、盛大に開催さ
れた。
第一部は、毎日新聞専門編集委員の与良正男氏が「今後の政治
と経済の行方」と題した記念講演が行われ、第二部の式典では、
小林栄三全法連会長の挨拶に続き、佐川宣寿国税庁長官、西川一
誠福井県知事、東村新一福井市
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等
の 表 彰 に 続 き、
「平 成 30 年 度 税
制改正に関する提言」の趣旨説
明・報告が行われた後、青年部
会による租税教育活動の報告と
ともに大会宣言が採択された。

平成30年度

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
・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・議会が「ま
ず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削らなければならない。
（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
・消費税率10％への引き上げと同時に低所得者対策として軽減税率
が導入されることになっているが、10％程度までは単一税率が望ま
しいことを改めて表明しておきたい。これまでも指摘してきたように、
軽減税率は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極めて問題が多いから
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
・真の財政健全化を達成するためにはプライマリーバランス黒字化に
向け規律ある具体的な道筋を明確に示し、着実に実行することが
重要である。
（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）
「骨太の方針2015」では、歳出面で2016年度から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。この2年間にお
いては目安を達成していることから、最終年度においても政策
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、長期金利の急上昇など金融資
本市場に多大な影響を与え、成長を阻害するうえ財政の悪化
要因にもなる。政府・日銀には市場の動向を踏まえた細心の運
営が求められる。
2．社会保障制度に対する基本的考え方
・社会保障分野では団塊の世代すべてが後期高齢者となる「2025
年問題」がクローズアップされてきた。医療と介護の給付急増が見
込まれるためで、これを「重点化・効率化」によって可能な限り抑
制し、かつ適正な「負担」を確保していかなければ、社会保障制
度が立ち行かなくなる。
（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、薬価の実態を反映させるよう、2年
に1度としてきた薬価の改定を毎年実施する。さらに、政府目標
であるジェネリックの普及率80％以上も早期に達成する。
（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、給付及び負担の
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。その際、企業も
積極的に子育て支援に関与できるよう、企業主導型保育事業
のさらなる活用に向けて検討する。なお、子ども・子育て支援

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、我が国の税率水準は依然として高い。
今般の税率引き下げの効果等を確認しつつ、国際競争力強化など
の観点からさらなる引き下げも視野に入れる必要があろう。
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％を時限措置ではな
く、本則化する。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、少額減価償却資産の取得価額の損
金算入の特例措置の適用期限が平成30年3月末までとなって
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．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。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。先般、納税猶予
制度の改正で要件緩和や手続きの簡素化などがなされたが、さら
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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制定し
た「理念」をもとに、
「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」や租税教育、企業の
税務コンプライアンス向上に資する取組みなど、税を中心と
する活動を積極低に展開しながら、広く社会へ貢献していく
こととしている。
現在、わが国経済は、引き続き緩やかな回復基調にある
が、未だ「好循環サイクル」には至らず、依然として力強さ
を欠いている。さらに、世界経済においては、アメリカの保
護主義的な動きなどにより主要国の政策協調に軋みが生ずる
など、急速に不確実性が増してきている。
持続的で力強い成長サイクルを構築するためには、アベノ
ミクスの柱である成長戦略において、大胆な規制改革を中心
とした戦略の立て直しが必要である。また、国家的課題であ

る財政健全化については、プライマリーバランスの黒字化に
向け、規律ある具体的な道筋を明確に示し、着実に実行する
ことが重要である。
法人会が長年に亘り提言してきた「法人実行税率 20％台」
は実現したところであるが、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」、
「本格的な事業継承税制の創設」等を中心とする
「平成 30 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、ここ福
井の地で全国の会員企業の総意として、以上宣言する。
平成 29 年 10 月 5 日
全国法人会総連合全国大会

に抜本的な見直しが必要である。
（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
を軽減あるいは免除する制度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
上述の本格的な事業承継税制が創設されるまでの間は、相続
税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実を図るこ
とを求める。
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。

地の復興、産業の再生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。
・昨年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・復興の実現等に向けて早急に取り組まねばならない。

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

Ⅲ．地方のあり方
・地方の活性化には、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化が基本政策といえよう。その際に不可欠
な理念として掲げねばならないのは、地方の自立と自助の精神であ
る。深化段階に入った地方創生戦略を推進するうえでも同じことが
いえる。
・
「ふるさと納税制度」にみられる特産品の返礼品競争については、
あまりに安易な手法であり本格的な地方活性化戦略につながるとは
考えにくい。また、住民税は本来、居住自治体の会費であることか
ら、この制度自体が地方税の原則にそぐわないとの指摘がある。例
えば納税先を納税者の出身自治体に限定するなど「ふるさと納税」
本来の趣旨に沿った見直しが必要であろう。
・地方交付税制度は国が地方の不足財源を保障する機能を有して
いることから地方の財政規律を歪めているとの指摘が多く、その改
革が求められてきた。地方は必要な安定財源の確保や行政改革に
ついて、自らの責任で企画・立案し実行していくことが重要である。
（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）国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革に
は、
「事業仕分け」のような民間のチェック機能を活かした手法
が有効であり、各自治体で広く導入すべきである。
（4）地方公務員給与は近年、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）が改善せずに高止まりしており、適
正な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
・東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期である「復興・
創生期間（平成28年度〜32年度）
」も2年目に入っているが、被災
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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 交際費課税の適用期限延長
3 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

平成 30 年度 税制改正要望

行動する法人会
法人会では、毎年、当会を始め各法人会から寄せ

「税制改正要望書」を手渡すとともに、要望内容が国

られた税制改正に関する要望事項や、アンケートの

会に反映されるよう統一行動を実施しました。

意見等を税制委員会が取りまとめ、各法人会→県連

昭和法人会においても、相羽税制副委員長が、近

→全法連へと順次会員の意見を取り次ぎながら、全

藤昭一衆議院議員及び池田佳隆衆議院議員に直接訪

国 440 法人会の総意として「平成 30 年度税制改正に

問し、要望書を手渡すとともに私たち中小企業の声

関する提言」を取りまとめました。

を強く訴えその実現に向け要請活動を行いました。

これを受け、愛知県連を始めとする県下 20 法人会

その他、県市町、商工会などの地方関係機関にも

では、それぞれ地元出身の国会議員に対し、直接

提言活動を行っています。

●厳しい財政状況を踏まえ、国・地方とも行財政改革の徹底を !

平成30年度
税制改正
スローガン

●超高齢化社会に対応した社会保障制度を構築するため、適正な負担と大胆な受益の抑制を !
●地域経済と雇用の担い手である中小企業に、税制措置でさらなる活力を !
●中小企業は地域経済の要。本格的な事業承継税制の創設により事業の継続を !

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結果（有効回答総数10,925名）

Q1

D. その他
15.5％
C. 課税ベースを拡大
するのであれば、
さらなる引き下げは
必要ない
15.6％

Q2

Q3

平成28年度改正では、
「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げ
る」
という考えの下、法人実効税率が段階的に引き下げられ、法人
実効税率20％台が実現しました。今後の日本の法人実効税率の
あり方についてどう考えますか。

D. その他
18.0％

A. 課税ベースを拡大し、
法人実効税率を
さらに引き下げる
33.8％

C. 当面は利用状況等
を注視すべき
16.3％

B. 課税ベースを
拡大することなく、
法人実効税率を
さらに引き下げる
35.1％

Q4

あなたの会社を事業承継するに当たって、
どのような形態を考え
ているか、お聞きかせ下さい。
E. その他
15.6％

A. 子に事業承継
47.1％

C. 給付水準を
大幅に引き下げ、
負担も減らす
13.3％

B. 子以外の親族に
事業承継
7.3％
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A. 事業用資産を他の
一般資産と切り離した
本格的な事業承継税制の
創設を求める
39.8％
B. 生前贈与制度の更なる
拡充や納税猶予制度の
更なる改善を求める
25.9％

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
12.1％

D. まだ考えていない
19.8％

C. 親族外に事業承継
10.2％

あなたの会社を事業承継するに当たって、事業承継税制について
どのように考えますか。

A. 給付水準をある程度
下げて、現行の負担を
維持する
39.6％
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
35.0％

講演 市内合同講演会

「イノベーションが未来を拓く」
〜水素社会の実現に向けて〜
講師／トヨタ自動車株式会社
代表取締役会長

内山田竹志氏
●日時／平成 29 年 10月11日
（水）
●会場／日本特殊陶業市民会館フォレストホール

「プリウス」圧倒的な燃費性能の実現
1993 年秋頃、初代プリウスの開発は「G21」とい
うプロジェクトで発足、私はこのプロジェクトのチ
ーフエンジニアになりました。
このプロジェクトのテーマは 2 つ「21 世紀の新し
い車をつくる」
「車の開発のやり方を変える」でし
た。非常に苦しい開発でした。
「G21」のプロジェク
トは、各部署から係長級の人を 10 人ほど出してもら
い、全ての検討をゼロから行いました。必要は発明
の母と申しますが、初めのコンセプト作りをしっか
りと行う必要があります。
「21 世紀の新しい車」とは
何か ?、車の便利・快適さを向上させ、車社会の課
題、特に資源・環境問題に真正面から取り組む事と
し、圧倒的な燃費性能の向上をコンセプトにしまし
た。当時はまだエアバッグや ABS の標準装備自体が
議論がされているような時期であり、資源・環境問
題を軸にした車両コンセプトを役員会議に提案して
も却下されるのではないかというのが下馬評でした。
ところが、意外にもそのまま承認され、最終的に開
発目標を「燃費 2 倍」にしたのです。
もちろん、技術のブレークスルーが必要、ハイブ
リッドシステムの技術を導入しないと出来ないとい
うことで、1994 年末ハイブリッド車両を商品化する
事にしました。まず、80 種類ほどのハイブリッドシ
ステム案を考え、その中からシステム効率の高いも
のを選び、さらに極力シンプルなハードウェアでソ

1999 年中に出すという予定でしたが、経営トップ
から、さらに前出しして「1997 年 12 月中に発売」と

フト（制御）を軸に進化できる案を選択、THS・ト
ヨタハイブリッドシステムとして開発にとりかかり

いう、とんでもない指令を受けました。500m しか
走らなかった車を、わずか 2 年でいかにお客様に満

ました。設計陣は夏休みも返上して図面を描き、試
作車を組み立て、1995 年 11 月ハイブリッドシステム
を搭載した試作車を東京モーターショーにコンセプ
トカーとして出すことが出来ました。
やっと完成した試作車ですが、最初はテストコー
スで全く動かなく、さらに原因も解らない所からの
スタートでした。49 日後のクリスマスの日にやっと
走ったのです。それでも、たった 500m だけでした。
しかし、新しいシステムで「動くこと」は証明でき
たので、あとはこのシステムの完成度を上げていく
事を必死になって行いました。

前例のない短期間での新技術開発
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足していただける車にするか、非常に厳しい戦いが
始まりました。
「トップの命令でやる」というだけでは千人以上の
プロジェクトチームを動かすことは出来ません。私
は「ア ポ ロ 計 画」
（注 1）と ロ ケ ッ ト 迎 撃 戦 闘 機「秋
水」
（注 2）の話を心の寄り所として、
「各自が全力で頑
張ればできる。我々も出来ないはずがない !」と社員
たちの「心」に訴えました。
プリウスの開発が始まったら、技術課題ごとに専
門メンバーを構成し一つ一つ解決していきました。
加えて、開発情報を共有するための HP やメーリン
グリストなどのシステムを、トヨタで初めて作りつ
つ、多くの問題をスピード感を持って解決しました。
また、とにかく時間がないため、量産化したときの
問題点を早めに洗い出せるように、試作能力の 60％
をプリウスに集中してもらい、さらにベテランの工
場作業員が組み付けを行いました。特に、最後の 3
カ月ほどは、24 時間・週 7 日評価車両を稼働させる
など、限られた時間の中で、全員が一生懸命、会社
中の努力により、なんとか約束通り 97 年 12 月 10 日
にラインオフする事ができました。
「21 世紀に間に合いました」という我々の気持ち
にぴったりなキャッチコピーをつけてもらい、発売
を開始する事ができたのです。

く間に販路が拡がったということもありました。
今年はハイブリッド発売 20 年目で累計 1 千万台販
売しました。その中で我々は、プリウスのモデルチ
ェンジに合わせ新しいハイブリッドシステムを開発
し、燃費を上げながらコストを下げる事を継続して
行ってきました。現行の 4 代目プリウスは、初代に
比べると 4 分の 1 までコストが下がり、その一方で
燃費は 40km/L を越え、非常に性能は上がりました。
ハイブリッドシステムはこれから出てくるであろ
う EV（電気自動車）
・PHV（プラグインハイブリッ
ド車）
・FCV（燃料電池車）に必要な要素技術をも
っています。例えばハイブリッドシステムのバッテ
リーを大きくして充電器をつければ PHV になりま
す。さらにエンジンを取り払えば EV。エンジンを
燃料電池スタックに、ガソリンタンクを水素タンク
に置き換えれば、燃料電池車ということで、同じ技
術コンセプトでやっていけるのです。
これから極力 CO2 を出さないようにと考えると、
大きな車は燃料電池、普通の乗用車はハイブリッド
車とか PHV、都市では小型な電気自動車という住み
分けが当分の間のポートフォリオになるのではない
かと思っています。

HOPE 水素社会の未来へ
1900 年頃、アメリカのデータでは馬車が 162 万台、
次世代車両は 8000 台でした。その 8000 台の次世代
車両の中で多かったのは電気自動車、次に蒸気自動
車です。ガソリン自動車は一番少なかったのですが、
あっという間に普及していきました。理由は、石油
自体が開発された事、電球の発明によりオイルの使
い道が減った事、技術の進歩、そしてお客様の利便
性が良かったからです。
我々は、世の中に普及させていくべき次世代車両
は何かと考え、トヨタは 2014 年 12 月に燃料電池車
「MIRAI」を発売、日米欧で 4000 台以上をデリバリ
ーしました。
「社会に必要なシステムとは何か」
、
「水素社会が実
現したら世の中が今より良くなるのか」
、
「お客様の
利便性」このような議論の結果、水素社会は大きな
ポテンシャル、実現性があると考えたのです。

プリウスのお客様が
環境車時代を作り上げた
プリウスは世界初の量産ハイブリッド車です。ト
ヨタの環境イメージが上がると同時に、初代プリウ
スのお客様が、環境車時代を作り上げていきました。
デリバリーは 12 月 10 日からですが、発売開始前の
カタログ販売のときから 5 カ月 6 カ月待ちになり、
お客様の環境に対する意識は高いと改めて知らされ
ました。その様なお客様からたくさんのご注文やご
支援を頂いた事で、我々も改めてこの商品に自信を
持つことができましたし、環境性能が車の商品価値
になるという価値観の変化をもたらす事ができたと
思っています。アメリカでの映画アカデミー賞の授
賞式に、トップスターがプリウスで乗り付け、一般
の人に「クールだ、カッコいい」と評判になり、瞬
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「イノベーションが未来を拓く」
〜水素社会の実現に向けて〜

①水素は使用時、CO2 が発生しません。
②水素は多
様な一次エネルギーから作り出すことができ、エネ
ルギーセキュリティの面で優れています。オースト
ラリアの褐炭という品質の悪い石炭は使い道があり
ませんが、水素エネルギーにして日本に運ぶという
プロジェクトがあります。また都市の下水処理場で
出たメタンガスから水素を分離して取り出すことも
できます。③水素は地産地消のエネルギーとして適し
ています。風力発電などの遠隔地で作られる再生可
能エネルギーの電力を水素に変換、蓄えておいて電
気に戻してもいいですし、デリバリーして地域で使
うことも可能です。④電気と水素が融合した社会を構
築することで、さらなる低炭素社会構築が可能にな
ります。現在、各地で再生可能エネルギーの導入が
行われておりますが、再生可能エネルギーは出力が
変動します。この部分を水素に変換することでエネ
ルギーの貯蔵が可能となり、発生するエネルギーを
余すことなく活用することができるのです。
水素社会の実現に向け、様々な活動を始めています。
燃料電池バス、特に路線バスが排気ガスゼロで走る
のは大きな意味があると思います。すでに東京で 2 台
走っていますが、東京オリンピック・パラリンピック
までに 100 台以上になるように計画しています。
自動車以外でもフォークリフトの電動化が進んでい
ます。工場や物流倉庫では、排気ガスを出さない電動
フォークリフトが適しています。ただし、バッテリー
充電に時間がかかってしまいます。一方で、燃料電池
タイプは充電時間が短く航続距離が長いので、非常に
適しているのです。豊田自動織機では燃料電池のフォ
ークリフトの開発・販売を始めています。
四大都市圏（東京・名古屋・大阪・福岡）を中心
に、インフラ整備、91 カ所が稼働していますが、ま
だ足りません。水素ステーションは設置に 5 億円と
割高なため自動車メーカー 3 社で運営支援の取り組
みを始めています。
そして、トヨタは燃料電池についての特許は期間
限定ですが無償供与を行いました。
国際的な取り組みとしても、ハイドロジェン カウ
ンシル（水素協議会）が今年スイスのダボスにて発
足しました。自動車・エネルギー・設備などのメー
カー、商社など世界大手企業 13 社が集まり（現在 27

社）、来年からの活動の準備をしています。
このように、トヨタグループ全体、そして社会全
体で水素社会を目指していきたいと思います。

最後に
私の好きな言葉は「挑戦」
「志」です。志がベース
にあって、その実現に向かって挑戦していく事が、
イノベーションの原動力になると思っています。こ
れからも、自分のできる事をやりながら、挑戦して
いきたいと思います。
※これは平成 29 年 10 月 11 日
（水）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

（注 1）アポロ計画／ケネディ大統領は
「アメリカは 1960 年代中に月
への有人宇宙飛行をする」
という計画を発表した。NASA は友
人宇宙飛行できる要素技術が確立していなかったが、それぞれ
の要素技術を決められた時間内に完成する前提で全体プログラ
ムを組んでプロジェクトを成功させた。
（注 2）ロケット迎撃戦闘機
「秋水
（しゅうすい）
」
／第二次世界大戦の終
わり頃、爆撃機を迎撃できるロケット戦闘機を開発するために
ドイツから技術情報や部品を供与されたが、日本への帰還途中
に爆撃され、部品も図面も日本には届かなかった。打ち合わせ
に行った将校のノートと記憶だけで、昭和 19 年 7 月に開発を決
定、わずか 1 年後の昭和 20 年に初飛行させた。着陸に失敗して
大破したが、量産工場もたちあげるという偉業を成し遂げた。
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（一社）昭和法人会会長賞
名古屋市立高田小学校 勝山和奏さん

（一社）昭和法人会会長賞の勝山和奏さん

昭和税務署長賞
名古屋市立しまだ小学校

毛利春陽さん

女性部会では、小学校 6 年生を対象とした「第 2 回税に関する
絵はがきコンクール」を実施し、この夏休みに管内小学校のご協
力を得て、作品募集を行いました。
応募作品は 37 作品が寄せられ、女性部会では柴垣会長及び平
野税務署長様を含めた審査会を開催し、内 10 作品を入賞作品と
して選びました。その中から「法人会会長賞」
「税務署長賞」
「税務
連絡協議会会長賞」の 3 作品については、直接受賞者の小学校に
伺い、受賞されたお子さん方に表彰状を授与しました。
また、昭和税務連絡協議会としてもこの夏休みに募集した「税
に関する作品の合同表彰式」を 11 月 11 日イオン八事店にて開催
し、絵はがきの入賞作品とともに優秀作品を展示しました。
女性部会では、来年度以降も引続き当事業を推進していきます
のでご協力をお願いいたします。

昭和税務署長賞の毛利春陽さん

昭和税務連絡協議会会長賞
名古屋市立植田東小学校 森 結海さん

昭和税務連絡協議会会長賞の森 結海さん
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昭和法人会女性部会長賞
植手花音さん

昭和法人会青年部会長賞
落合瑚子さん

日進市立西小学校

名古屋市立植田東小学校

優秀賞
名古屋市立植田東小学校

佳作
日進市立東小学校

優秀賞
鈴木江里子さん

名古屋市立八事東小学校

佳作
大石暖乃さん

藤谷拓海さん

佳作

名古屋市立広路小学校
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酒井野花さん

日進市立赤池小学校

鶴元千尋さん

平 成 29 年 度

国税庁
長官賞

税に関する作 文
が、私の住む市では、
「子ども医療費助成制度」がある。
健康保険加入者ならば中学三年生までは、入院・通院
にかかる保険診療分の自己負担分を全額助成してくれる。
では、そのお金はどこからくるのか ? それは、税金であ
る。医療用装具を作る際に支払った代金も、申請すれば
返金される。もし、この助成制度がなければ、成長に合
わせて装具を作り変える事をためらっただろう。どこかの
誰かが、納税してくれたからこそ、新調した装具をつけ
て、友人と徒歩で登校する事ができるのである。徒歩で
登校する事は、車イスを利用する事が多い私にとっては、
夢のような事である。そんな毎日を送る事ができるのも、
税金が影で支える大切な役割を果たしてくれているからだ。
しかし、
「税金が高い」
「自分のお金は自分の事だけに

中学生の「税についての作文」
国税庁長官賞
長久手市立南中学校 1年
もろず み

ゆ

い

両角 優衣さん

拝啓 私を助ける納税者様へ
私は、不思議に思っていた事がある。それは私や弟が
医者の診察を受け、薬をもらっても、母がお金を払わず
に帰ることだ。私は、今までに二回手術を受けた事があ
るが、子供ながらにお金の心配をした。その時も、母が
「大丈夫。医療費は無料だから。」
と言った。私に心配をかけさせない為の嘘だと思っていた

名古屋
市長賞

僕は小さい頃から本当にいろいろなところに連れていっ
てもらった。博物館では、昔のおもちゃで遊んだり、不思
議な絵を見た。動物園では、普段絶対見られないワニ
や大蛇、めずらしいカエルなどを見るのが好きだった。図
書館では、赤ちゃんの頃から一週間に何十冊もの本を読
みきかせてくれたそうだ。時には遠出し、一回五十円で
乗り物に乗れる市立の遊園地に行って思うぞんぶん遊ん
だこともあった。科学館には毎週のように行った。プラネタ
リウムや科学の展示コーナーで様々な知識を得た。このよ
うに楽しく、たくさんの発見がある少年時代を過ごした。
小さい頃得たその経験から僕は理科が好きになった。ま
た今の自分に大変いい影響を与えてくれている。
その経験を与えてくれた公共の施設について調べてみ

中学生の「税についての作文」
名古屋市長賞
名古屋市立桜山中学校 3年
こしの

ともろう

越野 智郎さん

僕の一部となった税金
この税の作文のテーマ決めで頭を悩ませているとき、
母に「あなたが小さいときには毎日のようにいろいろな場
所へ連れていったよ。それはほとんど無料のところだった
のだけど、それって税と関係あるんじゃない。
」と言われ
た。僕は衝撃をうけた。あの豊かな経験をほとんど無償
で得ていたことに驚愕したのだ。

昭和税務
署長賞

療費制度」高額医療制度とは、医療費の自己負担額が
高額になる場合、家計の負担を軽減するために、一定
の自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度で事
前に保険者から限度額適用認定証の交付を受けることで、
病院の窓口での支払いを自己負担限度額以内に収める
こともできる。なお、自己負担限度額は所得により異なり、
七十歳未満の月収五十三万円未満で、国民健康保険
加入者の場合は年間所得六百万円以下の一般課税世
帯では、八百万円＋総医療費−二十六万七千円×0.01と

「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
うじはら

ま

な

氏原 真菜さん

身近な税の使われ方
私が小学校六年生の終わり三月十六日に兄が急性リン
パ性白血病で緊急入院した。骨髄バンクに登録し、ド
ナーを待ったがあらわれず、抗がん剤治療が始まった。
私の家は母子家庭で、母だけの収入では治療費の限界
があった。病院の先生から教えてもらい知った「高額医

決められている制度で、事前に教えていただけたので、
母は限度額適用認定証の交付手続きを行い最低限の負
担額＋食事代、ベッド代、先進医療の診察代レンタルパ
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使いたい。
」と思う事は誰にでもあるだろう。脱税するのも
その為だろう。しかし、生活していく以上、納税はのが
れる事ができない義務である。イヤならば、
「義務としての
納税」ではなく、
「恩恵を受ける為の納税」と考えてみれ
ばいいのではないか。毎日の当たり前の様な生活は、税
金で成り立っている。しかし、
「義務」と言っても私達の
大事なお金に違いはない。国や地方自治体は、用途を
明白にし、報告する事を怠ってはならない。自分の税金
がどの様に使われているのかをきちんと把握する事も必要
なのだと思う。
納税の義務が無い私に、母が言った。
「今、お金を払っていない様に見えるかもしれない。でも、
自分の代わりに名前も顔も知らない誰かが支払ってくれて

いるという事を忘れないで。たくさんの納税者がいなけれ
ば手術費も治療費も全て自分で払わなければいけないの
だから。助けて頂いているという事に感謝しなくてはいけ
ない。」
今ではこの意味が良く理解できる。
「税金を納める」と
いう時、お互いを助け合う精神を忘れてはならないと思う。
今の私にできる事は、名前も顔も知らない納税者の「あ
なた」へ、感謝する事しかない。そして、納税する年齢
に達した時、きちんと納税する事こそが、私を助けてくれ
た人達への恩返しになると思っている。私が納税した税
金で、どこかで助かる命があります様に、と願いながら。

ると税金が使われていることがわかった。おそらく民間の
企業ならば、科学館では、あれほどの展示とプラネタリウ
ムの投影をすれば、子供だからといって無料とはしないだ
ろう。かなりの高額をとるはずだ。また、遊園地だと小学
生でも四千円から五千円、同行する大人はそれ以上か
かる。しかしこれだと、一年に一回行けるかどうか。とて
も手軽に行く、ということはできない。感受性豊かな子供
時代に貴重な経験を平等にたくさんすることは難しくなる。
他にも、僕が多額の税の恩恵を受けているものがある。
それは教育費だ。僕たちは一年間のうちに小学生で約
八十九万円、中学生で約百一万もの税の恩恵を受けて
いるそうだ。僕の家は小学生の妹と中学生の弟と僕の三
人兄弟なのだが、税の恩恵がないと義務教育で約二千

五百万円もの負担になる。これでは僕の家は破綻してし
まうだろう。それだけ膨大な額の税の恩恵を受け、僕た
ちは日々勉強し成長しているのだ。
家が貧しいとかお金持ちだとかに関係なく、税金によっ
て、すべての子供たちに平等に、豊かな経験や、九年
間の義務教育を得られる機会が与えられている。そのこ
とを知り、いつもできれば払いたくないなぁ、という気持ち
で支払っていた税金が、公共サービスへの対価なのだと
改めて、また今までよりさらにはっきりと認識した。
税は、お金を支払わなくても公共サービスや義務教育
が平等に受けられる、安全で笑顔で暮らせる社会の会
費なのだ。自分たちの未来や未来の子供たちのために、
進んで納税できる人になっていこうと思う。

ジャマ代などの日用品の負担で済んだ。もしこの制度を利
用していなかったら数十万円で済んだ病院代が数百万円
になっていた。抗がん剤治療を受けられたおかげで兄の
がん細胞は消え、退院自宅療養になり、5 年目だが再発
していない。
ふだん支払っている消費税や住民税、自動車税や酒
税、たばこ税など生きる上で必ず払わなければならない
税金がたくさんあり、嫌になったりもするが、病気やけが
で病院を利用する時に医療費の負担が少なくできるので

なかったが、私達は税金を使わせてもらって学んでいるこ
とに気がついた。財政状況が決して良くないその中で、
私たちの未来に税金が投入されている。これがどれほど
ありがたい事か分かった。この税金を無駄にしてしまうか
どうかは私達の努力次第だ。税金を使わせてもらってい
る分、それに応えなければならない。面倒だと思う課題も、
難しいと思う授業も、させられているのではなく、させても
らってると意識を変えて将来この世代の私達に税金を投
入して良かったと思ってもらえるように一生懸命に学んで

税金はしっかり支払わなければならないなと思った。

行かなければならないと思った。税金のおかげで学べた
事を生かし、私達が大人になった時、社会に貢献しなが
ら納税をしていくことが大切だと痛感した。

医療費だけではなく、就学支度金で無償に近い状態
で学ぶことができている。今までこの事に深く考えたことは

21

税 務 署 だ よ り
よくわかる

昭和税務署

消 費 税 軽 減税率制度 ─Part 2─
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税 務 署 だ よ り

昭和税務署
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事業主の皆様へ
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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。
27

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 30 年 1 月 22 日（月）までに提出をお願いします。
（提出期限は平成 30 年 1 月 31 日（水）です。）

2

個人別明細書の提出対象

平成 29 年中に給与等の支払を受けた方で、
（1） 平成 30 年 1 月 1 日に給与等の支払を受けている方
（2） 平成 29 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 29 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 30 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。

●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。
自宅やオフィスのパソコンなどから複数の市町村へ一括して申告することができ、とても便利です。ぜひ
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 30 年 1 月 31 日
（水）
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 30 年 1 月 22 日
（月）
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

社会貢献活動
昭和法人会では、社会貢献活動の一環として、毎年管内2区2市1町で開催される地域住
民まつりに参加してブースを借り受け、ブロック・支部役員が税に関するパンフレット・マ
ンガ本などを配布しています。本年度は、事前に用意万端準備をしていたのですが、10月
22日予定の天白区区民まつりが衆議院選挙により、10月29日予定の昭和区区民まつりが
台風接近により残念ながらそれぞれ急遽中止になってしまいました。
しかし、11月に開催された長久手・日進・東郷の住民まつりは晴天に恵まれ、各会場と
もに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。

2017

ながくて市民まつり

●日時／11月12日
（日）
●場所／長久手市役所周辺

東郷町文化産業まつり
●日時／11月12日
（日）
●場所／東郷町いこまい館周辺

にっしん市民まつり
●日時／11月19日
（日）
●場所／日進市役所周辺
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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 29 年 10月16日
（月） 熱田神宮会館
●第一部講師／昭和税務署 法人課税第一部門統括官 廣瀬勝之 氏
第二部講師／㈱くいだおれ 代表取締役会長 柿木道子 氏
10 月 16 日、熱田神宮会館におきまして、瑞穂区・昭

くいだおれは、1949 年道頓堀で開業し、1959 年には

和区ブロック連絡協議会共催によります研修・講演会

地上 8 階建ての総合食堂として道頓堀の戦後のゴール

が開催されました。

デン時代を支えていましたが、1970 年代になると食べ
物業界は、万博後、ケンタッキーやファミレス等の外

当日は、あいにくの雨模様ではありましたが、52 名

食産業に押され、あれだけ賑やかだった道頓堀には人

もの参加者を集めての研修・講演会でした。

が来なくなったそうです。世の中は専門店時代となり、

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 廣瀬勝之氏をお迎えして、
「よくわかる消費

「何でも有りは何でも無し」となり、総合食堂は流行ら

税の軽減税率制度」と題し、消費税の軽減税率制度の

なくなりました。

重要性をかいつまんで分かり易く説明して頂きました。

そんな中、会長自らが考案した天ぷらうどんと寿司

第二部の経営講演会は、あの道頓堀「くいだおれ太郎」

を合わせたセットメニューが当り、売上も回復しまし

で有名な、株式会社くいだおれ代表取締役会長 柿木道

た。また、1992 年阪神がリーグ優勝しそうになった折、

子氏をお迎えし、
「道頓堀発 おもてなしの心〜くいだお

店の看板であるくいだおれ太郎が道頓堀に投げられそ

れ泣き笑い商法〜」と題して講演をして頂きました。

うになり、
「わて泳げませんのや」とコメントしたこと
が話題にもなりました。2008 年にくいだおれは老朽化
のため閉店しましたが、今はくいだおれ太郎の商標権
によって、商標ビジネスコンテンツビジネスとして
やっています。
世の中は変わってまいります。でも、変えてはいけ
ないもの「信念」
、変えなくてはならないもの「方法」
が有ります。その中で、お客様商売をしている以上、
おもてなしが必要です。ただ売っているのではなく、
今日はいいひとときを過ごせたな。会話をしようと
思ったら 1 人 1 人に合ったおもてなしをする事、全ての
商いはおもてなしの心が原点と締めくくられました。

㈱くいだおれ会長

柿木道子氏

天 白 区ブ ロック連絡協議会
「 経 営講演会」
●平成 29 年 11月9日
（木） JA 天白信用 本店ホール
●講師／秋田経済法科大学教授 野口秀行 氏
11 月 9 日、天白区ブロック連絡協議会では、平成 29
年度の経営講演会を「中小企業経営の行方と日本経済」
とテーマに、秋田経済法科大学教授の野口秀行氏を講
師に招き、JA 天白信用本店ホールにて開催しました。

秋田経済法科大学教授

野口秀行氏

権の誕生の背景や逸話を交え、昨今の株式市場の動静

講師は、元日本政策投資銀行地域政策研究センター

等々、まさにタイムリーな講演内容で、熱心にわかり

主任研究員の経歴を持つ方で、トランプ政権や朝鮮半

やすく語り掛けるような話しぶりで、受講者も昨今の

島情勢などを中心にホットな情報と、米国トランプ政

関心の高い話題に最後まで真剣に聞き入っていました。
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やさしい法人税セミナー
●平成 29 年 9月6日
（水）、12日
（火）、20日
（水）、27日
（水）、10月4日
（水）、12日
（木）
の 6日間
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 国税審判官）
本年で 4 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しまし

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。

た。この講座は、税知識の普及事業として「法人税の

本年度の参加者は、主に初めて経理や法人税申告を

基礎実務の学習と企業会計の調整ポイントを把握しよ

担当することとなった方や再受講の方もいましたが、

う！」をテーマとして毎年開催しているものです。

全体で 99 名（延べ 471 名）
、うち当会からの参加者は

講師は、前年から税理士の小掠めぐみ氏（元名古屋

25 名（延べ 110 名）が受講し、講義の終了後は、毎回

国税不服審判所 国税審判官）にお願いし、教本として

講師に質問する参加者もでるなど好評を博したセミ

使用した 963 ページの分厚い「図解法人税」を片手に、

ナーとなりました。

小掠めぐみ氏

初 級 簿 記教 室
複 式 簿 記の 原理と会 計の基礎実務
●平成 29 年 9月20日
（水）
、26日
（火）
、29日
（金）
、
10月3日
（火）
、6日
（金）
、10日
（火）
、17日
（火）
、
19日
（木）
、23日
（月）
、26日
（木）
の 10日間
名古屋市中小企業振興会館 会議室
●講師／税理士 仙田浩人 氏
本年度も、当会の伝統行事として第36回目を迎えた
『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23名が申し込まれ、9月20
日から10月26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 仙田浩

受講者の中には、この講座の受講後に日本商工会議

人氏に引続きお願いし、簿記の基礎知識に始まり、仕

所簿記検定への受験・合格を目指す方も多く見え、各

訳の仕方や試算表の作成、日々の取引の記帳等簿記の

講座の終了時には、講師への質問で行列ができるほど

各項目について体系的に講義をしていただきました。

の盛況でした。
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■ 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 29 年 10 月 23 日
（月） 熱田神宮会館
10 月 23 日、熱 田 神 宮 会 館 に お い て 熱 田・
中川・半 田・昭和法人会の 4 法人会合同で、
合同講演会と税務研修会を開催しました。
当日は、季節外れの台風 21 号の接近によ
り開催が危ぶまれましたが何とか開催するこ
とができ、108 名もの参加者を迎えての開催
となりました。
第一部の講演会では、名古屋国税局調査部
部長 沖田政人氏を講師にお招きし、
「税法の
解釈について」と題して事例を上げながらわ
かりやすく説明して頂きました。
第二部の税務研修会では、名古屋国税局調

名古屋国税局 沖田調査部長

査部調査審理課課長補佐 篠田昌宏氏に「申
告書作成上の留意点」〜申告前の再点検〜と題して、
「申告書確認表等の活用に
ついて」や「申告書確認表の活用ポイント」についてパンフレットに沿って丁
寧に説明して頂きました。
さらに、昭和税務署法人課税第一部門統括官 廣瀬勝之氏からは「消費税の
軽減税率制度」について、国税庁のパンフレットに沿って説明され、軽減税率
制度の重要性と未だ関心の低さに警鐘を鳴らしていましたが、平成 31 年 10 月
からの施行が予定されていることから、参加者は真剣に聞き入っていました。

愛知県連主催 税制講演会
平成 29 年 11 月 28 日
（火） ウインク愛知
愛知県連税制委員会では、税制改正の提言活動の研
究の資とするため、毎年県下 20 単位会の役員を対象と
した税制講演会を開催しています。
11 月 28 日、本年度の講師は、中央大学法学部教授の
冨田俊基氏にお願いをし、
「異次元金融緩和と国債累増
の帰結は ?」というテーマで講演をいただきました。
講師は、国債金利に凝縮される過去と未来という話
で始まり、なぜ日本は財政の健全化ができないのか、
また日本財政の展望など、具体的な研究資料や図表を
もとに説明いただき、参加者もメモを取るなどしっか
り勉強しました。今後、平成 31 年度税制改正の提言の
作成作業に向け、役立つ講演会となりました。
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名古屋国税局 調査審理課
篠田課長補佐

■ 青 年 部 会 コ ー ナ ー

■

第 31 回 法人会全国青年の集い「高知大会」
平成 29 年 11 月 9 日
（木）〜10 日（金） 高知県民文化ホールほか
第 31 回法人会全国青年の集い「高知大会」が 11 月
9〜10 日に高知市で開催されました。
浅井部会長率いる青年部会役員一同は、9 日には租
税教育活動プレゼンテーションに参加し、全国各地よ
り選抜された局連の代表による素晴らしい取組みを拝
聴し、今後の活動の参考にすることができ大変有意義
な時間となりました。10 日午前中は浅井部会長のみ
部会長サミットに参加され、
「税の使い道を考える重
要性」について、全国から集まった部会長総勢 450 名
で、税の使途といった新しい観点から租税教育活動の
意義について、活発な議論を交わしました。
10 日午後からは高知県民文化ホールでの大会式典

マラソンを通じ、東日本大震災で甚大な被害を受けた

に参加し、大会スローガン『未来へ継ぐ絆「志国高

被災地への心の復興支援をされ、夢、希望、想いの素

知」
』を掲げて、大政奉還後 150 年という節目の年に

晴らしさを未来に継ぐため、それを「走る」ことで伝

開催される本大会。坂本龍馬をはじめとする幕末の志

える寛平さんの熱い想いを感じるとても素晴らしい時

士たちの志が新たな時代を切り拓いたように、全国青

間となりました。

年部会員の熱い「絆」と高い「志」を再確認すること

今回の全国大会への参加は、租税教室活動を始めと

で、それぞれの地域での青年部会活動がより素晴らし

する青年部会活動の発展に寄与し、ひいては国と社会

いものになることを信じて開催されました。

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。

記念講演では間 寛平氏を講師に迎え、
「走ることで

広報担当副部会長 後藤秀臣

伝える大切な事〜夢・出会い・絆〜」という演題で、

青年部会 9 月度税務研修会
平成 29 年 9 月 25 日
（月） 中小企業振興会館
9 月 25 日、昭和税務署筆頭副署長 髙橋雅登様、法

今回の講師には、着任間もない廣瀬統括官に「ザ・

人課税第一部門統括官 廣瀬勝之様を来賓に迎え、税

国税！」をテーマに、税務署の役割や機構の説明のほ

務研修会を開催しました。

か、廣瀬統括官のこれまでの税務経験の中で、長く国
税局査察部時代のお話をお聞きしました。
一番関心の高かった部分は守秘義務とやらで詳しく
はお聞きできませんでしたが、嫌疑者の現場での臨場
感あふれる苦労話を拝聴し、改めて税務の現場の厳し
さを実感するあっという間の 80 分でした。
このような有意義なお話を聞く機会を青年部会の仲
間の輪を拡げて、一人でも多くの方に参加していただ
くため、会員拡大に向けた決意を参加者全員が確認し
ました。
研修担当副部会長 江場大二
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親睦ボウリング大会
平成 29 年 11 月 7 日（火） スポルト名古屋
11 月 7 日、スポルト名古屋にて恒例となりました親

会員副委員長の横井直己さんのユニークで笑顔が絶

睦ボウリング大会が開催されました。

えない司会進行で、青年部会の浅井部会長による開会

昭和税務署からも平野署長様を始め 18 名の職員の

宣言、挨拶の後、平野署長様と浅井部会長の両名による

方々に参加していただき、青年部会を合わせた総勢

始球式が行われボウリング大会がスタートしました。

45 名で熱戦が繰り広げられました。

各レーンともに拍手歓声が沸き、大変盛り上がった
大会となり、2 ゲームで 380 のスコアを出した事務局
の中島さんが優勝、準優勝は青年部会の箕浦さんでし
た。最後まで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、美味しいお酒と焼き肉を食べ
ながら盛り上がることができ毎月でもボウリング大会
が開催したくなりましたが、次回を楽しみにしており
ます。
会員拡大委員長 穂刈紀希

租税教室の実施
平成 29 年 12 月 15 日
（金）
12 月 15 日
（金）
12 月 19 日
（火）
平成 30 年 1 月 18 日
（木）

瑞穂区
昭和区
天白区
天白区

御劔小学校
白金小学校
植田北小学校
植田東小学校

青年部会では、本年度 3 年目の取組みとなる管内小
学校での租税教室を現在実施しています。
この活動は、
「税の教育・税の啓蒙活動の一環」と
白金小学校での租税教室風景

して、青年部会員が管内の小学校に伺い、講師となっ
て、税がこの社会で果たしている役割の重要性を正し

は江場副部会長が天白区の植田北小学校で、年が明け

く理解し、関心を持っていただくために実施していま

た 1 月 18 日には西本会員が天白区の植田東小学校で

す。全国的にも青年部会活動の中心的活動となってき

講師をそれぞれ勤め開催しています。合わせて、4 校

ています。

5 講座約 290 名を対象とした開催となりました。

そのため、講師役となる青年部会員は、事前に税務

講義を受けた小学生は、皆、真剣な眼差しで講師の

署が主催する講師養成研修を受講し、かつ、青年部会

話を聞いてくれており、中でも授業の中で 1 億円のレ

の中で実際に模擬授業を実施し、昨年までに講師を経

プリカを示した折には、1 億円に殺到し、重さを実感

験した部会員のアドバイスをもとに授業を目指し準備

していました。
青年部会では、部会員全員が講師をできるようにな

しています。

ることを目標に、この事業を通し、社会貢献特に租税

本年度は、黒宮会員が昨年度に引続き講師となり

教育の分野で活動していきたいと考えています。

12 月 15 日に瑞穂区の御劔小学校を皮切りに、同じ 15

研修企画委員長 黒宮淳司

日に奥田副部会長が昭和区の白金小学校で、19 日に
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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5日（火） 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
「新署長を囲む意見交換会」と「税務研修会」を開催
しました。
本年度は、日頃女性部会がお世話になっている昭
和税務署の幹部の方が揃って異動されたことから、
初めての顔合わせに大変楽しみにしておりました。
最初に、新たに着任された平野勝志署長様との意
見交換会では、署長様が瑞穂区の豊岡小学校、萩山
中学校のご出身であると伺い、地元のことをよくご
存じでお知り合いの方も多く、今後とも法人会活動
に協力できることがあれば進んで協力するとの心強
いお言葉を頂戴しました。また、これまでの勤務に

おいてご苦労されたことや思い出深いこと、ご家族
のことなど、やさしく笑顔でお答えいただき、部会
員も和やかな雰囲気の中で意見を交わしました。
また、お仕事に関することでは、所得税の調査経
験のほか、広報事務等官房系のお仕事や職員の非行
防止に向けた監察官のお仕事なども経験されたそう
です。直前には、国税不服審判所という第三者的立
場から不服審査に係るお仕事を経験されるなど、幅
広い知識と経験をお持ちの署長様であることがわか
りました。
この 1 年間、国民の皆様の信頼を失うことなく、
適正・公平な課税を目指して調査・徴収に力を入れ
るとともに租税教育や税務コンプライスにも力を注
ぎ、職員の方々をしっかり指揮していくと抱負を語
られていました。
続いての税務研修会では、本年法人課税第一部門
統括官に着任された廣瀬勝之様を講師にお願いし、
「ザ・国税 !」と題し、廣瀬統括官がこれまで長く勤務
された査察部の経験をもとに、査察制度と査察部時
代の苦労話やエピソードなどを笑いも交えわかりや
すく説明していただきました。
廣瀬統括官様とは、初めての研修機会でしたが、
とても親しみやすく有意義な研修会となりました。

「第2回税に関する絵はがきコンクール」作品審査会
9月27日（水） 名古屋市中小企業振興会館
昨年度から、私たち女性部会が開始した「第 2 回税
に関する絵はがきコンクール」について、管内小学
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、その作品審査会を中小企業振興会館で開催しま
した。
本年で 2 回目の募集活動で多くの応募を期待しまし
たが、思ったほど作品点数は伸びず、教育の現場も
各方面からの依頼で大変ご苦労なさっていることを
実感しました。
その中でも応募された作品はいずれも力作ばかり

長や税務署長様にも審査に加わっていただき審査し
た結果、別頁の「第 2 回税に関する絵はがきコンクー

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大変悩みましたが、法人会会

ル」コーナーに掲載のとおり「会長賞」
「署長賞」な
どの入賞作品を選定しました。
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10月例会 社会貢献事業 講演会＆演奏会
10月19日（木） メルパルク名古屋

第一部 講演会「お笑い税金トーク」
第二部 プレミアムコンサート「ナポリの道化師ジャポニズムの憧憬」

毎年恒例行事となった女性部会が主催する社会貢
献事業「講演会＆プレミアムコンサート」を 10 月 19
日に一般参加者を含め約 200 名の参加を得て、盛大
にメルパルク名古屋で開催いたしました。
第一部の講演会では、名古屋大学落語研究会出身
の二代目最亭どん底の芸名を持つ税理士 安井秀樹氏
にお願いし、
「お笑い税金トーク」と題し講演いただ
きました。
安井先生は、元岐阜北税務署長の経歴をお持ちの
方で、現役時代から多くの講演活動をされており、
今回も芸能人の落研出身者のお話や小噺を織り交ぜ
ながら、楽しくおかしく巧みな話術であっという間

第一部
第
部 講演会 税理士 安井秀樹氏
安

の講演となりました。
第二部のプレミアムコンサートでは、長年、当演
奏会のプロデュースをしていただいているピアノ奏
者 甚目裕夫先生にお願いし、
「ナポリの道化師ジャポ
ニズムの憧憬」と題したプレミアムコンサートを行
いました。
演奏会では、甚目先生の軽妙な話術とピアノ演奏
を中心に、君が代歌手として有名となった若手ソプ
ラノ歌手の野々村彩乃さんの透き通った歌声や、イ
タリアのコメディ＋歌手のシニョール・ジジさんに
よるコミカルな芝居とカンツォーネに、参加者も楽
しく秋のひと時を満喫するコンサートとなりました。

第二部 プレミアムコンサートの光景

税を考える週間 街頭PR
平成29年11月11日（土） イオン八事店
平
女性部会では、11 月 11 日、昭和税務連絡協議会
がイオン八事店にて「税を考える週間」行事の一環
として実施した税に関するチラシ配布等の街頭広
報に参加しました。
また当日は、法人会及び納貯連・間税会が夏休
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」
「標語」の「税に関する作品の
合同表彰式」を併せて開催し、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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市内9法人会合同講演会 開催案内
●演題：

私の仕事から

●講師： 小説家・エッセイスト

林 真理子氏

日時

平成30年2月6日（火）
14：00〜15：30（開場13：30）

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」より連絡通路あり）

林 真理子氏 略歴

昭和29年（1954） 4月1日、山梨県に生まれる。
昭和51年（1976） 日本大学芸術学部文芸学科を卒業。
コピーライターを経て、
昭和57年（1982） エッセイ集『ルンルンを買っておうちに帰ろう』
を出版。
昭和59年（1984） 処女小説『星影のステラ』
が直木賞候補に選出されたことを機に、執筆業に専念。
昭和60年（1985） 『最終便に間に合えば』
『京都まで』により第94回直木賞を受賞。
平成 7 年（1995） 『白蓮れんれん』により第8回柴田錬三郎賞を受賞。
平成10年（1998） 『みんなの秘密』により第32回吉川英治文学賞を受賞。
平成12年（2000） 直木賞選考委員に就任。他、数々の文学賞の選考委員を務める。
平成23年（2011） レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ受章。
せ ご
平成28年（2016） 『西郷どん』連載開始。平成30年NHK大河ドラマ決定。原作者。
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法人会会員特典

ETCコーポレートカードによる
『高速道路料金の大幅割引制度』の
利用のご案内
昭和法人会では、この度会員向けの特典として、ETC コーポレートカードを利用した高速道路利用料
金の割引制度について、昨年 9 月からチラシ等により会員の皆様に同制度をご案内したところ、すでに
会員の皆様から数十社にも及ぶ問合せや申込みが寄せられています。
ETC コーポレートカードとは、NEXCO 中日本等から貸与されるカードで、大口・多頻度にご利用さ
れる事業者を対象として、ETC 車載器での利用をすることにより受けられる割引制度です。1 か月の
NEXCO が指定する高速道路の利用額が多いほど、車両 1 台ごとの割引率が上がっていくカードです。
このカードは、事業者のみが
利 用 で き る カ ー ド で、従 来 の
ETC カードのマイレージサービ
スの割引率に比べ、この ETC コ
ーポレートカードの割引率は、
最高 40％まで受けられます。
カード発行には一定の利用条
件があり、審査が必要となりま
すが、この機会に会社の高速料
金の利用状況等を確認されては
いかがですか。提携組合の担当
者がご相談に応じます。
当カードの申込み・お問合せ
は、次のとおりです。

●申込み・お問合せ
直 接 次の「昭 和 法 人 会ETC
窓口」
もしくは昭和法人会事務
局までお問合せ下さい。案内チ
ラシ等をお送りいたします。
「昭和法人会ETC窓口」
TEL 0120-672-770
FAX 0120-672-771
※ご連絡の際「昭和法人会会員」と
お伝え下さい。

「昭和法人会事務局」
TEL 052-882-9677
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昭和法人会

当面の行事予定

平成30年 1月〜5月
1月10日（水） 税務連絡協議会定例会
11：00〜

今池ガスビル・ガス燈

3月9日（金） 【東海法連】第72回東海法連大会
13：30〜
ホテルセンチュリー静岡

1月17日（水） 青年部会拡大推進教養講座
17：30〜
ホテル名古屋ガーデンパレス

4月12日（木） 調査部会第6回通常総会
14：00〜

1月29日（月）【県連】理事会・賀詞交換会
16：00〜
名古屋東急ホテル

4月12日（木）【全法連】全国女性フォーラム山梨大会
終日
山梨県立産業展示交流館

1月30日（火） 正副会長会・理事（監事）会
15：00〜
メルパルク名古屋

4月16日（月） 正副会長会・理事（監事）会
14：00〜
メルパルク名古屋

2月6日（火）
14：00〜

名古屋市内合同講演会（講師：林真理子 氏） 4月19日（木） 青年部会第6回通常総会

2月9日（金）
15：00〜

愛知ブロック講演会（講師：長野ゆき子 氏）

日本特殊陶業市民会館

2月20日（火） 決算期別説明会
14：00〜

長久手文化の家

中小企業振興会館

2月21日（水）【県連】調査部所管法人経営者懇談会
15：30〜
ウェスティンナゴヤキャッスル

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。
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17：00〜

メルパルク名古屋

4月20日（金） 女性部会第6回通常総会
13：30〜
4月26日（木）【県連】理事会
12：00〜
5月下旬

熱田神宮会館

メルパルク名古屋

名鉄グランドホテル

第6回通常総会
メルパルク名古屋

ブラザー工業㈱
㈱エルモ社
日本パーツ機器㈱

伊藤
尾島
後藤

敏宏
純
秀臣

山勝㈱
ライチ産業㈱

森
祥一
麻野知恵子

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

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

一般社団法人

愛知県法人会連合会

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

法人会

消費税期限内納付
推 進 運 動

