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春日部 まちが賑わう音楽イベント

●H.l.1,で よ1,1111月 に様 な々十楽イベントが開催され ま

ちが賑・Iいます 1,内 夕>峠腋今l・
I部 |ス終来部はレベルが高

く,■関東大会や0可 人会で好成績を1`めています こうした

人来の i「 栞家た
'′

や j也 元出身のアーテイストを

“

き「かすか

べ r楽今 を1,民 彙化会肛千で開催しています

また 本,■ よ新たな取
gltと

して 吹奏楽鶯

“

家か 堂に会

して人今■を来しむキ栞イベント
~プ

ラスジヤンイⅢ′―inか すか

べJがおれあいキュープで開催されます

一弗 164 口万
(平 成27■ 1月 号 )

| みんなで回覧しましょう。 |
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こうした許共イベントよ斥夕ヽでも行われ 中りt‖ ,外 ,Ч 公いで

,,催 |れる「ジヤズデイかすかべJt` 部Tヽ口)● II,よ 本格

的なアーティストカ,い童することから市外か
',も

多くの人が訪れ

ます さらに 市内の人
`′

商業施設や 喫茶店 |ヽ rEイしE
など様 な々店 ,ヽや 嘴んでミニコンサートカ̀

開
か′tる「まち力どコ

ン1'― 卜」が開催されるなど まちがキ楽で販わいます Xi羊しく

は 春 .li公式ホー′、ベージをご覧ください
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(2) 法 人 事 日 部 平成27年 11月 号
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着任のごあいさつ

春H部税務署署長

中坪 敬治

この度の人

“

異動により、ホ田部税務署長を拝命いた

しました中
"′

でございます。前年は関東信越国税λサの課

税第一部国税訟務官室長を務めておりました。前任の清

澤署跡 l様よろしくお願いいたします。

公益社団法人本日部法人会の特様には、日頃より法人

会活動を通しまして 税務行政全般にわたり深いご理解と

多大なご協力を賜り、心より厚くお礼11しあげます。

責法人会におかれましては、公益社回法人として、公

益性の高い活動をなされていることに、心より敬意を表す

る次第です。貰法人会と私どもとのll工の信頼協力関係

を強固なものとし、連絡協調を図
`)て

まいつたいと

`え

てお

ります.

貴法人会は、「健0な納税者の出体 J「 良き経営者を日

指す者のll体 |と して、11しい税知識の普及や納税意1裁

の高揚をドるため、決算期別説明会、新設法人説明会を

はじめとする各薔研修会を開催され、毎年11月 の税を考

える週間では、幕日部税務署管内税務行政協力会の中

心となり「公開講座」を開催するなど、・I発な活動を展開

されておられます。

また、「花と緑いっぱい運動Jなど、社会貢献活動等を通

し、地域社会の仕企な発展にも大きく貢献されています.

租税教育活動においても、小学校での机税教室及び

中学生の「税についての作文JttjlJに積極的に参tlされ

るなど、多人な貢献をしていただいております.

このような活動は、野原会長をはじめとする役員の皆様

方の献身的なご尽力と 会員の情様方のご理解とご協力

の賜物であり、改めて故意をたする次第です_

ところで、最近の税務行政を取り巻く環境を見ますと、

急速に進む少子高齢化や経済取り1の グローバル化

ICTイ ヒに伴い社会情勢は日々 変化しております。

こうした中で、納税者利便の向 Lを図りつつ 変化に対

応した効率 K7な 事務運営に努め「納税者の自発的な納

税義務の履行を通正かつ円滑に実施するJという私ども

に課せられた使命を納税者の皆様からの理解と信頼の

匡着実に果たしてまいりたいと考えております。

特に、llt年 度に税率引上げとなった消費税や相続税

課税ベース拡大等の改正内容の広報 l・ l知 相談などに

適切かつ J事に対応してまいりたいと考えております。

また、糾税者の構様の中告 納税が「簡単 便利 ス

ムーズ」に行つていただけるよう、e― Taxの普及拡大に積

極的に取り組んでおります。貴法人会におかれましても、

その趣旨を十分に理解され、その普及拡大を会の重点日

標の一つとして積極nlに取り組んでいただいていますこと

に、深く感謝中し上げる次第です。社会保障 税番号制

度(いわゆるマイナンノ`一制度)につきましては、本年10月

から個人及び法人番号の通知が開始され、平成28年 1月

から順次、利用が始まることとされております。番号制度の

円滑な導入に向けまして、会員の皆様が制度を十分に認

知 理解していただきますよう 引き続き 制度に関する周

知 広報や説明会の開催など、積極的なご支援をお願い

中しLげまつ。

更に、貨法人会は、昨年度より企業の税務コンプライア

ンス向Jlのために「自主点検チェックシートガイドブックJ

の活用を推進されております。これは、税務リスタの軽減に

つながるだけでなく、企業の成長にも寄与するものと期待

されており、当局といたしましても、できうる限りの協力をさ

せていただきたいと
=え

ております.

結びに、公益社団法人春日部法人会の益々のご発展

と、会員の皆様方のご健勝並びに会長企業のご繁栄を

心より祈念中しLげまして 着任のあいさつとさせていた

だきます。



平成2,■ ll′ I号 法 人 本 1部 (3)

長署

《前任者》

清澤  清
27●

"退
職

内海  智
前橋署 特別調査11(,所得)

坂主 純―

春日 裕司
ド館暑 副著長

中村 孝志

水戸署 総務課 課長

鈴木 昭世
本月:署 総務:摯  ;氣長

後藤 福男

渡部 成道

齋藤 隆宏
■rfォ 資産1統If官

大須賀―正

長野署 法人1統 If,i

松浦 由行

宮下  保

浦和1暑 法人3続橋官

丸岡 茂樹
27●7月退職

古日 剛喜

中村  弘
27■ 7'1還職

佐野 佳子

福田 恵子
16徴収部統徴官 J:^

八重樫羮香

担当副署長・一統括の紹介

春日部税務署副暑長

飯田 浩二 lt・ .、だこぅぃ

前任地 :

東京国税局 総務部 厚生課 課長補在

趣味 :ドライプ

好きな言葉 :一歩でも前ヘ

法人会に一言:法人会は、公益性の高い社会長献活動 正し

い税知識●普及や納税意識の高場を図るlr4動等を地域社会

に密着して積極的に展開されており、会長の皆様方のご努力並

びに_~3カに心より感謝申し上げます。今後も、皆様方と連携

協調を図らせていただき、更なる信頼鶴力関係補 築させてい

ただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

法人部悦第一部Fl統括日税調査官

儀貝 一彦
ていそが,ヽ か・ |ひこ)

前任地 :

関東信越国税局 課税第一部

統括国税実査官 総括主査

鮨味 :魚つり

好きな言黎 :気づき

蔵人会に一言 :

法人会の皆様と連携しながら、地域や企業そして法

人会の発展に寄与できればと考えております。担当

者ともともよろしくお願いします。

春日部税務署の定期異動の状況

平成27年7月 10日付で春日部税務署の定期異動があ!'ました。主な異動は、次のとおりです。徹赫 順不同)

副署長
(個 人 資

“

)

コ署長
(総務 管理邁管 徴1又 )

副署長
(法 人)

総務課長

管理運営第1綺括官

微収第1統括官

個人課税第1続括官

資産課税第1統括官

法人課税第1続括官

法人課税第2続括官

法人課Bl第 3統括官

法人課税第4統括官

法人課税第5統括宮

法人課税第6続括官

連絡調整官
(法 人)

課長補佐

法人課税第1部門上席調査官

《新任者》

中坪 政治
局課■第 部国税松務官室室長

小山 貴文
大阪局下京オ 副キ喪

坂主 純―

R 任

飯田 浩ニ

東京局総務部厚生躍 課長補佐
洒井 敏也
伊勢崎署総務課長

塩見 達三

L尾署 管運1統
'I官後藤 福男

m 
“渡部 成道

留 任
杉本 議―

・I課税第一部 資

“

課税 上査

磯貝 ―彦
IJ課税第一部統li同 籠実

'有

楡lF i:脊

松浦 由行
■ 任

荒井 ―美
所,(署 法人課税 速綸調整官

倉又 清―

大田著法人2統ltr●

吉田 剛喜
留 任

柴垣 知皇
束求局総務1氣 文書係長

佐野 佳子
留 任

原  辰也
大田署法人1総括上席調査官

八重樫美香
7 ●



(1,

会のftたが ■
「 に会し lu

″の交流と初rさ んをtlし 、

層の速ltを沐めることが

11,Jと挨拶されました

表彰 !ま「会員増強」側「

,夢 参ll lキ 向 に_「 恭i●l厚 生

制度推進Jの3分雰′で それ

ぞれ距著な成績を挙げた

■,会が表彰されました.

われわll法 人会は 半世紀を超える歴史を通じ「饉

全な納税者のEl体 Jとして 税に関する活動を中心に

広く社会への貢献活職 展開してきた。

その歴史と実績を踏まえ IF公益法人等への移行を

契櫂に「■のオピニオンリーダーたる経営者のEl体 Jと

して 引き続き租税教育など社の啓発活動を中心とし

た公益的な活動をさ夕こ積極的に展開し広く社会に

貢献していくことをここに誓うものである.

わが国は 今 企業収益・l総して改善傾向にあり設

備投資も増加基調に転じ始めるなど「アベノミクス|か

一定の効果をあげ 綴やかな回復基調を続けている.

しかしながら米国の金融政策や中国経済など夕1部

環境が不確実性を増しており新たな成長戦略のもと

できるたけ早期に国民の実質所得 個人消費 設備投

資の好循環という持続的な成長サイクルを構築するこ

とが求められている.

加えて 持続可能な社会保障喘1度の確立と財政健

全化の両立も国家的課題となっている.これらの課泊

に対応するに当たっては その前掟として ,政改革の

徹

`が
行われるべきである。

こうした中 アベノミクスによる効果は 地域経済と雇用

の押い手である中小企業に ,だ+分に浸透していなし、

日本経済の再生のためには それぞれの地域を支え

る●′
,ヽ企業の力強い成長が不可欠でありわれわれ法

人会1■ 「法人実効税事20%台の早期実現J「事榮

承継税制の拡冗J等を中心とする「平成28年度説制

改正に関する提言Jの実現を強く求めるものである。

創設以来 納lll意 識の高揚に努めてきた法人会

は ここ徳島の地で全国の会員企業の綸意として 以

上
=日

する.

平成2,411月 写

平成27年 10月 8日 (木 )

於 :徳島県立産業観光交流センター

(アスティとくしま)

平成27年 10月 8日

全国法人会総連合全国大会

法 人 ネ ロ 部

第32回 法人会全国大会 徳 島 大 会

■32回「法人会

'H大
会_徳 島人会が  場:J税庁長 11

餃来徳島県知事を始め多くの来貧をお

“

イきして徳島県、lll来

観光交流センター(,スティとくしま,で開伴されました.令 ‖か

ら約1700名 が参加し、11会 からは望,原りt会 長 t全法 l■ 川事

県辻扁1会 長,■ F・ 文人副会長 (県迪聟1事 ,山日―徳税キ1

委員長が参加Iし ました

第1部は、′
'ネ

ルディスカ′ション
~日

本の,山にこんなイ「事 移

住企業もありますよヽ地方創世の独創的ビンネスモデルヽ_で

パネリストのIIIいろとり代表取締役社長 批石知二氏と特定非

営イ」il動法人グリーンパレー 理事■ 人南信也氏力|コ デ
`ネ

ー

ターの(公 ll,徳 鳥経済研究所専務理■ ‖十lll 氏のリードで

地方におけるビジネスの新しい姿について展開しました 埼工県

法人会では 翌日、紹介された活動σ)現場を視案しました.

第2部の人共は、徳島県連占川会長のり,会で始まり、主他 ど

の全国法人会l.遮 合 ,L山 会長は「本人会は、税制改正に関

する提言Jの内イドを,0人 する場であるとともに、全国各地の法人

大 会 宣 二一［一

平成28年度 税制改正に関するスローガン
◆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!

◆中小企業の力強い成長なくして、真の経済再生なし!

◆法人の実効税率を早期に20%台に引き下:ス 軽減税率15%本則化の実現を!

◆中小企業の円滑な事業承継のために、欧州並みの本格的な税制の創設を 1

法
人
会

，
国
大
会

徳

島

大

会



平成271111月 号 法 人 不 日 割
'

平成28年度 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

●財政健全化目標を達成するl_は 厳しい財政規律の下で歳出

歳入両面からより堅実な数値目標を設定して地道に取り組むこ

とが求められる.

(1)lll政 褪企化は歳出 晨人の 体的改■によって進めることが

重要である 炭入では安易に税の自然増収を11■とすることな

くまた崚口|は ll咸を設けず具体||う1減の方策と [r・ 表を明

示しを実に実行すべきである.

(2)消 費純1`10%へのりき上げに当たっては、経済への負荷を和

らげる財政‖置も必要である力ヽ それ力渕 ll.世企化の阻害要

因とならないよう「 分注意すべきである.

(3)国 債のlt認がI・らいだ場合、金オ1の急上昇など金融資本1,

場に多大な影響を与え 成長をも左右すると者えらオ■る.市場

の動Ⅲ,を略まえた細心のl餃運営が求めらオ1る .

2社会保障制庄に対する基本的考え方

●持続可

“

:な社会保障制度を構築するには 適工な「負担Jを確

保するとともに「給付」を「重点イし効率イtJによって可能な限り

抑制することである.

(1)年 全については「マクロ経市スライドの厳格対応 |「 支綸関

ll年 腑のりきヒげJ「高
"|イ

市ヽ齢者の基礎イ,金口庫負世IH

I:分の年金給イ1市1減 Jヽ 抜本l●な施策を実施する.

(2)ス 療に´
'い

ては 成長分野と位置イ∫け 大Inな規制改
=を

行

う必要がある.絆付の急増を抑制するために診贅報酬 (本体 ,

体系を見直すとともに シェネリ′クの普及

“

80%ll Lを 1期 に

達成する

13卦議ll険については、制度の丼長性を高めるために東に介議が

必要なととそうでない者にメリ′uりをつけ 給付のあり方を見直す.

(4,生 i`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1'の 防 卜なとさらなる厳格な運用力ゞ不可欠である.

(5)少 了化対象では、現金綸イサより供育所の整備など■物給付に

重点を置いた方が効果

"で

ある

(6)企 業の過度な保険料 Fl,0を 抑え
`済

成長を情l=しないよう

な社会保綸制度の確立が求められる.

3行政改革の徹底

●消費税引き上げは国民に痛みを求めることに変わりはなくその

理解を得るには地方を含めた政府 議会が「まず陳より始めよ」の

精神に基づき自ら身を削らなければならない.

11)同 lL方における議員定数の人11な百1減 歳資の抑制.

(2,政 しい1オ Ttll況を踏まえ、コ地方公務員の人員削減と、能力

を重視した賃令体系による人件賛の抑制.

(3)■ ,1会 Jと独立行政法人の無駄のrll減 .

14'薇●1'な !(問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

0消費税率,0・7・ への引き上|ザにあたっては lT政 改革の徹底 歳ヽ出の見

直しに本腰を入れるだけでなく景気動向も+分注視する必要がある.

(1麻減税■は,X者の事務負,■
'1の

簡業化 税務執行コス

トおよび税1又確保などの観点から11題が多く当面(札率10%

程度までは)は 単 税半が望ましい。また インボイスについて

は 単一税事であれば現行σ〉「:青 求書等保存方式 Jで 1分対

ILできるものと″えるので 導入の必要はない.

(2旭所●者対策は現行の「簡Iな給付:計置Jの 兄●しでサlさ

するのがで 1である.

(3,現イt施行されている「消費税転は対策特,1持 置法」の効果

,を検証し、1小企業が適上に価格I1/嫁できるよう、さいに実

効性の高い対策をとるべきである.

(4'消費税の滞納珈 Jよ■率の1き L‖
=伴

ってより重要な課題となる.

消費■の制度 執イテ面においてさらなる対策を請じる必要がある

5マイナンバー制度について

0回は 制度の41組みなどについて周知に努め 定書に向けて双り

IIIんでいく必要がある。また マイナンバー運用に当たっては 個

人情報の漏洩、第二者の悪用を防ぐためのプライバシー保護が

十分に担保される措置を議じることが重要である.

()マ イナンバーによる国民のオ帳 性を高めるためにも e― Taxやe

LTAXを利用した場合の申告納税手続きの簡素イ七や各種手当

等の申誘手続きの簡略化を図るべきである。同時に システム構

築面などて行政側のコスト意識の徹底も求めておきたい.

6今後の税制改革のあり方

0今後の税制改革に当たっては 0経済の持続的成長と雇用の

創出②少子高齢化や人口減少社会の急進展Oグローバル競

争とそれがもたらす所得格差など経済社会の大きな構造変化

0国際同の建済取引の増大や多様化 諸外国の租税政策等と

の国際的整合性――などにどう対応するかという視点等を踏ま

え税制全体を抜本的に見直していくことが重要な課題である。

■経済活性化と中小
/1N業

対策

1法人実効税率20・/・台の早期実現

=ア
ジアや欧州各国との税率格差は依然として残っているうえ 社

会保険料を含めた企業負担は年々高まっており国際競争力や

夕ヽ国資本の対日投資面などで懸念が指摘されている。こうした観

点から法人の税負IBは地方税を含めて軽減する必要があり「2

0%台」は早期に実現すべきである。

()税率引き下げの代薔財源については 財政健全化日標との関係

なども踏まえれば 引き続きIn久財源の確保を原則とすべきで 具

体的財源は税制全般の改革の中で検討されるのが望ましい。

(1敢が国のⅢ地条件や国際競争力強イヒなどの観点から早期に

欧州 アジア主要ll並みの20●●台のl_人実効税率を実現する.

(2氏替財源として1県税ベースを拡大するに当たっては、中小企業

に十分配慮すべきである.
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(5)地方議会は 大11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IILを 来たすべきである。また、高

すぎる議H報酬の 層の削減と政務活動資の連F化を求め

る.行政委晨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

0今年は5年間の集中復興期間の最終年となるが、被災地の復

興 産業の進展はいまだ道半ばである。今後の復興事業に当

たってはこれまでの効果を十分に検証し予算を通正かつ迅速に

,行するとともに 原発事故への対応を含めて引き続き遠切な支

援を行う必要がある。また 被災地における企業の定着 層用確

保を図る観点などから実効性のある措置を調じるよう求める。

Vその他

1納税環境の整備

2租税教育の充実

●税 LJ別 の具体的課題 ●

法人税関係
1役員給与の損金,入の拡充

2交際費課税の適用期限延長

所得税関係
1所得税のあり方

(1湛幹税としくのll厳調達機能の,1復

(2)各種絆嚇 1度 の見 置し

(3)個 人住民税の均等割

2少子化対策

相続税 贈与税BU係

1相続税の負担率はすでに先淮主晏国主みであることから、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イヒに賛するよう見直すべきである。

(〕 )贈 与社の基礎挫際を,き |げる.

(2)相続1,精 管課税制度の■ ,り 控膝籠(2500万「 1)を 引き「 げる.

地方機関係

1固定責産税の抜本的見直し

●地価の動向は 全国ベースでは俵然として下落が続いているが

一方で三大都市口では上昇に転じる1頃向にある。こうした中で固

定資産税につぃては負担感が強いとの指摘がなされている。こ

のため 都市計画税と合わせて評価方法および課税方式を抜本

的に見直すべきである。また 固定資産税は賦課課税方式であ

り納税者自らが申告するものではないことから制度に対する不

信感も一部見受けられる。地方自治体は 納税者に対して分かり

易い説明をすることが求められる。

2事業所lllの廃止

3超過課税

4法定外目的税

その他

1配当に対する二菫課税の見直し

2電子申告

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に減札率の41″,15●●を時1哭措置では

なく本則イヒする。また、1“ 和56年 ll来 800万円以 下に掘え

置かれている軽減税ギの適用所得金額を 少なくとも1600万

11帯■にワIき Lげる

(2,1小企業の技術■新など経清活性イヒに資する措置は 以 下

のとおり制度を拡充し、本口1化すべきである なお 少額減価償

却贅産の収得価類の投金算入のll例措置の適用期限が14

蔵28'3'1末 までとなっていることから、●ちに本員J化すること

が困難な場合は、通,1期 り
`を

延長する 11■1で実■資lF世

lt詢Ⅲこついては ,彙性備を拡充したうえ 1中古設備Jを合め

る.●少額減価償去1資 イの取得価頷のlH金算人の特例につ

いては 損全算人額の L口t(合 .t300万 Pl)を撤咤する.

3事彙承継税制の拡充

●我が国企業の大半を占める中小企業は 地域経済の活性イしや雇

用の確保などに大きく貫献しており饉済社会を支える基盤ともい

える存在である。その中小企業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"饒■ 贈与税の納税猶′制度について,● :緩和と充実

1株式総数上ユ(3分の2,の撤廃と相競礼の納猛猶予割合

(8()%)を 100%に ,き Lげる.2死 亡llま で株式を所イjしない

と‖予税額が免除されない

"1度

を、5■経辺
'1点

で免l.|する

ll度 に改める。3対象会社規模を拡大する.

(2)概族外への事業承締に対する措置の充丈

(3),来 用資産を一投資たと切り難した本格的な事業承継税初

の創設

IIl地方のあり方

0地方分権の必要性は国地方の財政やFT政の効率
`ヒ

を図るだ

けでなく地方活性イヒという観点からも強調されてきた。そしてその

基本理念ぼ地方の自立 自動にあることも指摘されてきた。政府が

進める地方創生でもこの基本理念を十分に認識する必要がある。

()我が国の財政を健全イとするためには 国だけでなく地方の財政競

律の確立も欠かせない。地方交付税改革をさらに進め 地方行政

に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ことが重要である.

(1,地 方創41では、さいなるB.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 え効性のある改革を

大11に 行う必要がある.

(2)広城4r政による効率化の観に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 1130万 人程度)の拡充を図るため さ

な̈る1,町村令■を推進し企llメ リットを進求する必要がある.

(3)地 方においても、それぞれ行財政改すを行うために、民間の

チェック機能を活かした■ 茉十分け.のような

'法
を広く導入

すべきである.

(4)地 方公務員給 ,は、国家公務員給 ,と ,七 べたラスパイレス指

餃(全 |1平均ベース)がた |:さ れつつあるも′〉の 依な してそ

の水準は高く、適 iド 水準にた正する必要がある.そのためには

lJ家 公務員に準拠するだけでなく地域の1(|.“業の実態に

“

拠した給与体系に■■すことが重要である
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=

認を行うことが必要となります。
※ 国税分野における本人E暉措こについては、国税庁ホームベージをご覧ください.

１

２

個人番号カー ド (番号確認 と身元 (実存)確認 )

違知 カー ド (番号確認)+運 転免許証、健康保険の被保険者証な ど (身元 (実存)確認)※
※ 事業者の方が 与員表示のない身分.・ 明言等により与元 (実存)確認を行う場合には 2種類必憂てす

> 個人番号カー ドとは、本人が市区町村に交付を申請し、通矢0カ ードと3換えに交付を受ける
カートです。個人番号カードには、本人の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記載さ
れ、本人の写真が表示されます.

> 通知カー トとは、個人番号を通知するために、市EXI町 村から送付されるカー ドて、本人の
氏名、住所、三年月日、性別、個人番号が認 tされます。

事業者が個人番号の提供を受ける場合の本人確認について
法定調書の提出義務者や源泉徴収義務者が、従業員や報酬などの支払を受ける方から

個人番号の提供を受ける場合には、本人確認として、個人番号の確認と身元 (実存)確

(1)「給与所得者の扶贅控除等 (異動)申告薔」への個人番号又は法人番号の記載
源泉徴収義務者は、平成 28年 1月 1日以後、給与所得者から給与所得者本人、控

除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者の扶姜控
除等 保 動)申告書」の提出を受ける躇要があります。

また、この申告書の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書に自身の個人番号
又は法人番号を付記する必要があります。

イ 平成 27年 12月以前であっても 給う所0者■の個人番
=が

記載された「平成 28年分の給5所得音のメ

養控陰等 (異動)中■言 )の提出を受 |すても産 し支えありません

(2)「給与所得者の扶姜控除等 (異動)申告書」の提出を受ける場合の本人確認
源泉 l‐D収義務者が給与所得者から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認を

行う必要があります.

なお、源泉徴収義務者が本人確認を行う必要があるのは、個人番号の提供を行う
給与所得者本人のみとなります (控除文」象配偶者や控除 x‐

j象扶量親族等の本人確認は、
給与所得者が行うこととなります。).

源泉徴収義務者が提出を受ける書類のうち、受給者が個人番号を記戦する書類は「給与所
得者の扶養控除等 (異動)申告書Jのほか、例えば、以下のものがあります。

従たる給与についての扶貴控除等 (実動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告雹
退職所得の受総に関する申告書
公的年金等の受給者の扶震親族等申告書

X これらの中告書についても、提出を受けた源泉徴llk義務者は、その申告書に自身の
個人番号又は法人番号をlJ記するL/要があります.

鰻  町弯年壼 JコR

圏 撃■

11 源泉徴収義務者が給与所得者から提出を受ける書類の主な変更点
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[来

平成 0'年 5月 ホ●●I在 の様式イメ リ であ り 今性変更 とな く,場合があ ります 最綺め倫極は 国腱F卜  ′
^―

―ジをこ

諄2く だ さい

日 1 給与所得の源泉徴収票の主な変更点

※ 平成′ ■5月 本
'4●

'様
式イメージで,,■  今後変更となる場合 ,｀ あります

法定調書 及 び法定 調書 合計 表 の様 式 lntび に法定 調書 を光 デ ィスク等 によ り提 出 する場 合 の L/コ ー ド

内容 等の最新 の情 爺に ついて は、国税 庁ホ ームベ ー ジをご確 認 ください。

日 2 支払を受 ける方の番号記載の猶予

平成 28年 1月 1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書には、支払を受ける方の個

人番号又は法人番号の告知を受 けてその番号を記載する必要があ りますが、所得税法等

に告知義務が規定 されている一g3の法定調書 については、個人番号及び法人番号の告知

について 3年間の猶予規定が設けられて おり、その間告知を受けるまでは個人番号又は

法人番号を記載 しなくてもよいことにな つています (lSu:特定 □座年間取∃報告書 ).

なお、給与所得の源泉徴収票や、不動産の使用料等の支払調書には猶予規定は設けら

れていません (猶予規定が設 けられている法定調書の一覧について は、国税庁ホームベ

ージに掲載 しています。)。

東京都 千代口区

llヶ 関 3-× ―×

平|ヽ 28年分  給与所得 の猥泉徴収興 平成 28年 1月 以後の支FAに係
る給与所得の源泉徴IIX票 には、太

枠で囲つた部分のように、給与の

支払を受ける方等の個人番号又

は法人番号 を新たに記載する必

要があります。
また、給与所得の源泉徴収票

は、現行の ∧6サイズからA5サ
イズに変更されます。

,(「個人番3又は法人番
=J襴

に 12綺
の個人番号を:3戦する場合は を捩jの 1

マスを空けて、●:きめて記載してくださ

しヽ .

× 法定調3と ともに提出する選走罰彗

合計表にも握秘濁お者の適人彗号又は

法人番号の 8じ麟がt/要になります

法定調書の種類ことに、前々年の提出すべきであ つた当該法定調書の枚数が 1 0CXl枚以上である法定調

8については、平成 26年 1月 1日以降、光デ ィスク等又は e―Taxによる提出が義務イじされています。

詳 しくは、国税●ホームヘージをこ覧ください。
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> 法人番号は、平成 27年 10月から、書面により通知を行うこととしており、例え|よ 設
■音記法人については、番号の指定後、登記上の本店所在地に通知書を測ヨけしま軌
※ 言●●豊言醇ひの

"ヨ
所麟 罐 手続を行つていない場合には、変更前の和ち所在地に通知薔

が送付されますので、ご注意ください。
> 法人番号は、個人番号とは異なり、原則としてインターネット (法人番号公表サイト)

を通じて公表され、どなたでも自由にご利用いただくことができます。公表サイトでは、

利用される方にとつて使いやすいものとなるよう、公表する3情報 (①名称、②所在地、

C法人番号)の検索やデータダウンロートを可能とします。
検索などの法人番号の公表機能の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

法 人 本 1部

法定調書の提出義務者や源泉徴収義務者は、個人番号を取り扱うこととなりますが、以下の点に注
意する必要があります。

1 取得

る場合雇績ちそう渥墜貫¥濯信異g=雰籍震警f栃][g添モ習霞,Pれ
た事務を処理するために必要/DKあ

L型 1事業|は `■ 員■の営業寓11管 理じの目的で 個人●号の提供を求めてはなりません

2 利用 提供

台曇書貫1す165モ 3″P信異33言籍冨ギ臆縦蕃
員等の個人番号を記載して行政機関等及び健康保険組
ることができます.

1輌 :社員番喜や嘔冒管理彗Bと しての利用は 仮に■員や騒客本人の同意があ ってtできません ~    ~   1

,1鶴廃彙
~   ~~~~―    

―
― ―

け暑ΞB余写讐霞すF会
保障及び税に関する手続書類の作成

`務
を行う必要がある場合に限 り、保管し続

(2~E型
目する必要が認塑られこ とから

'繁

ξ詔 轟 爾 累ξξ駆 塑 聖 野「 ]f「
めに 翌

」

撃喜う「 F誉賛響婦田:軽置[房爆8[昏尋瀞長殿詈g=讐署だg遭38[魔皇5は罰農じ
=15Rな

意:
4 安全管理措置

管日蒼目思議じ履厚介[馨8Pこ分: 装種 鼎       ∬ 侶 摯 騎
倒 :組機的 人3つ安全管理措置

1 8人 =3を
取り技う担当者を明配に t′て lB当者以外が0人番号を取り猥わないようにする_

特定個人情報碗 3取さllた
=類

を お錠●j能な団にヌ督する
国人番0を取りlvNう 担当者以外の人は 情11に アクセスできない措置を

“

じる

1例 :技術的 匈理的,全管理億晨
|

―  

―

―

 |特定個人情報lr取扱いにつし
:鷹身t√暑興舎膳露信謬言「ξ要5奎梶唐盾ini5星,「

報σ 個人情報保護委員会が作成したガイドラインを踏まえた対6が必
大を防ぐために、事業内容や規模に応して、必要な対応ができる

◎社会保障・税番号制度の詳細やおPc5い合わせは

内閣官房「社会保障 税薔BホlE」 ホームベーシ
htp 7′ ν゙

^A～
CaS g。 ,p●pl∞ imkじ ■ logosddO inde× いoη l

マイ
'ン

バーのコールセンター (全国共通,ビダイヤル)0570-2013776~)
※すビダイヤルは通:=料がかかります 平日0時 30分～17時 3o分 (■ 日祝曰 年末年始を除く.

国

'庁
ホームペーンの トップベージ上殺の | をクリック

hft prl,'\/\/\@.nta so jelmynumberinf or'inOexh.o
最新情報は 随峙更新 していきますので お矢0らせ⊃―ナーをこ覧ください.

gaン 国税局・税務署



r■ 2,■ 11'11 口, ブ、 イド   部 111,

1支 部| ヌ施曰 |
41261日 |

516■ |

531日

枷 117)i

催し名及び開催場所

かすかべ継ま,り 暮曰古
`駅

■0●近リ

81221■

' 
暮曰蔀タオみフェスタ|,公 属嬌

,0¬ 71■ | 
かすかべ商ェャつし 大 i召 01・ 公ヨ

18日

本 槻  101181日 1 第¬コ岩校区民やまふきまつり 岩炒文化公
=

久 喜
lν ♀7霙 聟 鮮 輩 諄 1久

抑 唾 吐

414土 1 商工祭さくら十つり 元荒川河,敷公ヨ

熾 日
■

2:i量
蠍 1だ噂 卍 レ%』 11所

|    111′ 281上 ,1蓮田マラツン 県浜グランウト他

■ 手  ll1 8日
' 

第22回 ■手市民まつり ■■駅前■り

宮 イt l o1251日 1 気27匡 みやしろと巣票 宮|い こ■

'駐
車■

日団‖乱吉言iζ]謙鼻.習経‐i免
=堤

百 二_1■ 31人

'1産
業禁 あ,,哩 __   ___

栗 摘  111151局 1 栗稿やさしさときめき祭 久喜1票嬌文化会館

督 宮 ,024 11 コス千スフ,スタ 鷲宵総合,■

ア 18+ 杉戸夏まつり 日光行道

uC■三春
=ド

六会子と1向事業

`[■

■■で
`誉

■
=,

粕菫■イサー れゝあい拠点

“

■

,キステ
`か

すかヽ 中央日|,14公 国ほか

杉  戸

1庄  示]

11 3人 , 杉戸町産業, 7ケ ツ ―`クIIい すぎと

11ことして木よく1宗 イrして1こう七|る連動て 卜 :F法 ′、

会は,1¬ J千 が
',よ

謝1ム をいただいていま十

自分たらの住
`街

を自分たらカイiて たイとし

'こ
油

'た

し、

11い のある街にしようとキるu動 |:ご協力をお願いします

平成27年 10月 8日 (木 )午後2時～4時

於1春日部税務署

自然と人円Iの 1調 和:環境共■へのチャレジ

'を

アーマ11

11■ 8年 ■か
',lkl組

んできたイヒヒ緑い
`,ゴ

tヽ 地動 ま 今

年で201■ ltな りました 今年も 法ブ、会
'111υ

,証 ,● 会

作「 ‖」のtX'1'民 よつりなど 様 な々イベントこ逝flを

展|]し ていま|'いただいた,Fを 薦いて ′
|イとがいっま

い,い ています などのおliを いただくと ,舌 ll:参 加して

いる会員からヽ ,思わず,みか
=か

びま→ ′
た年の参加予

定の「 なイベントま表をご覧ください|一 部itt r'花 σ)担

やげi各 k訂
`で

「

'(し

たlt々 な|“ 発IIの 内ごれなとを■‐,

ていますの rt.0お ■ち●|く だ いヽ

イベント会場では ,1

時に 税の11 7t itt WIJ I

や さいたま緑フ)ト ラス

ト基金へ 71夕 全 i占 動

を行ってt'よ |この募

金活動は、1奇「 の優れ

た向スや
=trな「

咆

1,環境を
',11く 't有

の

812911,1庄 和三■リリ 庄和t合公い|

11,8い  =業 警 F和

“

合公園

c-1,、 は rlしやォフ′スから 中li l l青 |ヽ ユ1等 る`で

きる大変拠 |,′ ,も′
'こ

うが バツ:lン が占手 |に ったことが

ないなとllk,11● ソt rtヽ ろ方もtヽ らっしゃしヽま|

不 11コ

`法
人会

コよ、このよう′,',

のために な 川
`

■■署 の協 ′,を

1.た だき実際 ifト

茨できる市イマ会を

■lFし ました

初めての体岐
=い

う参机者がイどで 最初 1少々紫張

気味でしためヽ

'μ

lll・ 員の力 の々T■なご

'|■

で実顔あ

お′ιる講iHと な0ま した
′
た,1の iを内容は I法人関係 l

給与計算から納付書作成 納付手続きまで 【個人l身

近な申告(確定申告 医療費控除)でした



(12) 法 人 本  部 平成27年 11月 号

岩槻本丸公民館 須賀 昌則 先生

14:00

～16100

合翅 ヒ会館

久喜総合翅 ヒ会館

ピ謹

l o喜T

伊藤允彦 先生

中原信子 先生

春日都市民翅 ヒ会館 出来 太 先生

10/29(木 ) 岩槻本丸公民館 須賀 昌則 先生

D
決算法人を対象とした税務識習力ヽ 関東信越税理 :

会本 11ヨ,文 部の先生方及び

`H‖'税
務署′ヽ重樫「 席

調査官を講師に

'う

催されました 識習で よ 法人会が作

成した1税制改 lEのあらましjrわかりやすい会|卜 の決算

″24(金 )

中riの 実務～法人枕中[へのアプローチヽ」をはじめ

税務署からもたくさんの資料

「

L供がありました.

この説明会は

'1年

47101月に71催 されています.次

日は1月 です.該 当の方はぜひお出カヨナください.

10/23(金 )

平成26年 12月 ヽ平成26年 6月 に糾立

された法人を対象に、法人税 源方(炒′イ宇

税 消費税などについての説 l13会 が ,‖ ll

さオιました、

訂ι ll会 では、法人会作成の「力i設法人

のための会社の Il.金 ガイトブック |の ほ

力、税務 7か らも多数の rt.卜 が提 ,tさ

オし指導は、関束信越税理 :会 l.HI`え 部の先

生方と本日剖
`税

務署人重杵 に席調査官におm
いしました。証習終 r後 は、個

"り

Hi炎 にも応して

llきました.次回開lllは 3月の 予定です

9716(水 ) 14:00
-16:00

須賀昌貝」先生

1 伊藤 允彦 先生ツ17(木 )

春日部市民刻 ヒ会館

久喜総合翅 ヒ会館

今年も年末謝平を行っていただく1,IIとなりました.つき

ましては 年末調整.tu明 会をイiの日程に1り 開催いたします

ので 都合のよい会場にお越しください

なお .lt明 会では1年末調整のしかた_及 び・給 ',Di`い

の II泉 徴収票等の法定調書の作成とl■ ‖1の手引Jなどの

パンフレットを川lいて説り,いたしますので、税務署から源泉

徴1又 義務 者の方にお送りしましたこれらのバンフレットをお

持ちいただきますようお願い中し上げます

※各会場におぃて説明する内容は 午前 年後とも同じです 大会場の駐車場´

利月される場合
`人

口で1年末調整説明会に出席,る 1旨 中し出てください ※不

鍋な点等ごぎぃましたら遠慮なく税務署にお尋ねくださ、、

【お問合せ】春日部税務署048733‐ 2111(代 )

自動音戸宴内の「21を お選びください 税務署の担当部署におつなぎします

幸手市保健福祉総合センター

ウェル ス幸 手 輌 手市天神卸 030■

蓮田市コミュニティセンター

{運田市大字貝塚1015番地)

11/1フ (火 )

【午前の部】
1719(木)…′∬

・・

-12:00

11/25(水 )

【午後の88】

1727(金)」 :1:0

久喜総合文化会館′Jヽホール
(久喜市大学下早見140番地,

春日吉「市中央公民館
(春田部市わ邸 ,16番 地1)

岩槻本丸公民館
〔さいたま市岩餃区本九三丁目 7番 1号 |

11/30(月 )



平成2Ftt H′ lり 人 イヽ   F` i131

これからはインターネットで

カンタン申告 !

申告書の作成支援機能もあり税務ソフトウェアとの連携も可能(eLTA× 対応ソフトに限ります)。 カンタンに申告書が作

成できます。また 税理士の署名のみでご利用になれます。さらに 法人県民税 事業税に関する申請 届出の一部について

も eLTAXに より電子的に提出することができます。ますます便オ1になったシステム「eLTAX」 を是,卜ご利用ください。

埼玉県では地方税の電子申告システム「eLTAX(エルタンクス)J

がご利用いただけます。混み合う窓ロヘ申告に出かけることな

く、オフィスや自宅に居ながらにして、法人県民税、法人事業

税及び地方法人特別税の申告ができます。

利用開始手続きなど詳しくは eLTAXホームベージ(hup//www enax,p′ )をご覧ください.

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

11月は個人事業税
第2期分の納期です。

11月 は個人事業税第2期 分の納期です.8月 にお送りし

た納付言によりお近くの金融機関等で忘れずに納めてくだ

さい.紛失された場合には納付書を再発行いたしますので、

お近くの県税事務所へご連絡ください。

なお 個人事業税の納税には 口座振替をご和1用 いただ

けます。利用開始手続に2カ月程度要するため これから手

続をしていただくと 平成27年度からのご禾1用とな
''ま

す。お

申込みの手続は お近くの県税事務PFlへ ご連絡いただき

簡単に行うことができますので ぜひご利用ください.

個人事業税について詳しくは…

お近くの県税事務所又は

日県税務課

TEL 048‐ 830‐2659 FAX 048‐ 830‐4737

■県税務課ホームページ「くらしと県税」

http//www preF sa tama lgip/S te/
2-kurash ndex/2-2‐ 4 html

|

報 の娼 こユ 曲 こつtlL:重ξ象 、織 などを珊 ます できないと |

論 号の影物 難
愕 鑽 耗 i蒻夕1誼J

被害を受けた皆様へい合せくださしヽ
冒

法人会の基本的指針

罫
幣
事

法

人

会

の
キ

ャ

ッ
チ

フ

レ
ー
ズ

や
こ

:
た写
傘
海
外
の需
葵
ｅ
―一―全国法人会総連合 一 ―



111 法 人 イド 1部

中学生の「税についての作文」 会|“

平成27年度

会にあたり、中坪税務署長は「本事業は次の世代に

向けた重要な事業である_と .Tさ れ、また、寺門納税

貯蓄組合連合会会長からは、「法人会各支部の皆様

の協力で大きな成果を得られたJと感謝の言葉があ

りました.

作品には 学校生活や公共サービスと,の関わり、

税 C肖 資税Iの使途 社会生活と税 納税者となつた

時の心構えなど 中学生の視点でとらえた税につい

ての考え 思いかしっかりと述べられていました.

優秀作品は 更に県密査 全国審査にltみ ます.結

果は165号 11月 発行)てお知らせします・法人春日

部Jでは、毎号優秀作品を紹介します.

「税についての作文」募集に

乙176編の応募
国税庁と納税貯蓄組合連合会が主催する 税につい

ての作文サ募集が明 8日 まで行われました.

春日部送人会では 租税教室同様、中学生の時期に

税について考えることは意薔あるものと捉え、積極的に

協力し、推進してきました

今年度は、春日部税務署管内の中学校45校から、

7′ 176蘊 (昨年6.583編 )の応募があり、9月 15日 、春曰

部税務署において地区審査会が行われました―審査

ヽ ´

′lk27イ|:11'Jり

平成27年度中学生の「税についての作文」事業

協力優秀校への法人会支部長賞の贈呈
本年■t,作 品募集にご協力いたたきあつかとうこざいました.ヽ ‖者による●

`作
llの 表彰の他 特に募集

にtJ損 のあ ,た 1記の学校に、支部長賞を贈Jする予定です.

自 岡 自岡市立篠津中学校

蒲

・
橋

首
目

一
栗

久喜市立菖蒲中学校

久喜市立栗橋西中学校

久喜市立鷲宮東中学校

杉戸町立杉戸中学校

春日部市立江戸川中学校

岩 槻 さいたま市立岩槻中学校

久喜市立久喜中学校

蓮田市立黒浜中学校

幸手市立西中学校

宮代町立前原中学校



平成27年 11,」 り 法 人 黎 日 部 (15'

平成27年度 公益社団春日部法人会会長賞

1税 金 の 大

久喜市 17栗橋東中学校 3年 3組 針ント 言寺モ争さん

税金といえば、社会で胃う、国民の■大義務 が、ゴミ処理にも、税金が使われています。私が

である納税.最 近夕!卜 がりし、人騒ぎになった消 ‖Iし たお菓 子のゴミや、本、洋服などを処理する

貨税くらいしか認識がなく、夏休みの前にもらっ

た税のパンフレットを見て、税の使い道の多さに

ために使われていると思うと、なるべくゴミを減ら

驚きました。 地域をみても、祖父が務めている消防署や、自

そう、エコにつとめようと、孝えさせられました。

調べてみると、私の身近には、沢山の税金が

使われていることが分かりました。朝起きて、顔を

宅のすぐそばにある警察署も税金が使われてい

ます。祖父は、火事の消火活動や救急活動以外

Ftい 、トイレを使えば、下水道を使用します。これ にも、小学校の近くで、生徒が安全に登校できる

も税金が使われています。毎日通学する迫路や、

その環境整備、橋、学校の校舎、勉強する机や

格子に教科書 .そ して休 Hに利用する図書館や

ように、交通整備をしたり、イベントなどで、救急の

美術館などの公共施設、体調をilし た時に訪れ 税金は、私たちがより安全に、より豊かに暮ら

る病院、治療費や 予防接種にまで、税金は使わ せるよう、様々な所で使われているのだと分かり

講習会をりりいたりしています。私たちが安全に

集らせるよう、様々な活動を行ってくオtて います .

れています。ある年齢がきたら、何も考えずに学 ました。そして、大きなHが属く所というより、あっ

してしまう所に多く使われているのです。「当たり

校に入学し、当たり前のように、机や格子などを て当たり前、というような私たちが何気なく見過ご

使っていましたが、国民が  41懸 命、働いたお

金でltわ せて
'貫

いていたのだ…と、感謝しなけ 前なんかない。J誰 かが国民や社会のために、

生懸命働き、そのおかげで、私たちは安心してればいけなかったのです .

当たり前に、生活の一部として使っているもの 幕らしていけるのだということを考え直さなけれ

ばかりで、特に何も意識していませんでしたが、も ばいけないと思いました。これから、高校や大学

し、 つでも生活の中に無かったら、困るものば

かりです。もっと早くに勉強しておくべきだったと

など、またまだ勉強する時間は長いけれど、学ベ

るのも税金のおかげ、と感謝し、Tll張 っていきた

思いました。

また、私は家庭でゴミ捨てを 1伝っています

いと思います。



(16, 法 人 春 H部 F成 27年 11月 号

法人会の福利厚生ル1度 は「会員企業を守

りたい という法人会の強い想いから昭和16年

に誕生した経営者大型保障11度など様 な々保

険制度があります.これらの御l度の現状を学び

どう広めていくのかを協議するため 鶯I利ll,生

制,1推進連絡協議会が日ltさ れました.協議

会には、本会役員の他、1/t携 生損保会I「 の幹

ヨ
`職

員もlL席 してぎ見交換を行いました,

J ffse

平成27年 7月27日 (月)16:00～
於 :三高サロン(久喜市)

平成27年 10月 7日 (水)

於 :旧古河庭園ほか

当地名11」  1本の美の意識J「 riと 新しい感ltの融合J

などのテーマリリフロアを見学しました.

主な研修地は、20年 に■り「イとと緑い夕よい込動 _を展開

する本1日
'法

人会にふさわしい 卜指定名勝 日占IJ庭 国

と、11本ll,ltが初めて
「 1ロナたFF業施設KITTEです.

口東京 央郵使 |サ を清川したKITTE Cは 、「全卜1のご

女‖:部会 (組織

委員会■管)による

県外研,夕 が開催さ

オtました この研1修

は、会 ll相 互の交

流と作文劃め 活動

状ltの情報交換を

日10と したもので、

また、車中

では、4支
部における

よ業の実施

状況や創意

工夫 してい

る点などの

発表が行わ

′tま した.

ロプログラム 1500～ 17:00(受付1430～ )

>1500～  開会行事

卜15¬ 5～ 記念綱演「31J奎雇:F4!」
講師 :春日部税務署長 中坪 敬治 氏

●16■ 5～ 記念コンサート

自岡市立白岡中学校 吹奏楽部

大きな編成で演奏されることの多い吹奏楽

ですか 今回は、小編成のアンサンブルによ

る演奏をじつくりとお楽しみいたたきます

日会 場 ふれあいキューブ 1階多目的ホ ル
(春日都駅西口下車徒歩5分 )

'お
問い合せは一

公益社団法人 春日部法人会

■ 申込み 参加ご希望の方は 申込み用紙にご記入の上 F  〒3448585春曰都市粕壁東12028
TEL 048 761-3551  FAX 048 752‐ 3244A× てお中し込みくださt、

主催 :公益社団法人 春日部法人会 /共催 :春 日部税務署管内税務行政協力会



平成27年 1]月 号 法 人

` 
剖, (17'

第5回 会員交流コ レフ大会

イヽ日部税務署定卿1人 Jr異動 1/kの初会合となる1■ 報交

換会が行われました.4.I剖
`税

務署からは 坪署長、坂

主副署長、小山出]署長、飯 IΠ 市1者長などの幹部職員の

十様に出席いただき ■

`会

正副会長(支部長)と意見交

換を行いました,

各上部長は それぞれのIt色ある活動や現況、マイナ

ンバー制度研修のllN況などを説明しました.

会員湘互の交流と新規会員勧誘を目的に開催している

ゴルフ大会。5回日となる今回は、初めて参加されるという新

たなメンバーも含め、146名の参加をいただき盛大に開催さ

れました。

競技後のパーテイーでは、支部や業種を

超えた法人会ならではの交流がにぎやかに

進められました。

表彰式で提供される各支都や関

係会社の特色ある賞品(副■)は法

平成27年 8月 3日 (月)]600～
於 :春日部税務署

麟   
“

大会ならではのもので、紹介されるたび

に歓声が上がっていました。

な社会を実現することを目的として、社会保障‐税番号

制度 (マイナンバー制度)の導入が進められていま丸

書日部法人会では、春日部税務署や関東信越税理士

会春日部支部などのこ協力をいただきながら、いち早

く研修を進め、9月末までの回数は35回、参加者は900

名を超えました。これは、新たな制度への不安と会員の

皆様の関心の高さを表していま二

10月 から、いよいよ個人番号 法人番号の通知が始

められていますが、法人会では今後も各支部を中心に

研修を行うとともに、広報誌やホームベージを通じ、最

新の情報融 を行つてまいります.

最新情報は、法人会ホームベージから国税庁ホーム

ページヘのリンクが便利で丸 また、研修に参加できな

い方は、インターネットセミナーをこ活用ください.セミ

ナーは 法人会ホームベージの下部のバナークリック

で会員なら無料ていつでもこ覧いただけま丸

インターネットセミナーの「マイナン′ヽ―鋼度の

■■知識～事菫者に求めら格 実務対応～」は、

8月月間視聴ランキング第1位になつていま魂

マ 言

平成2フ年 10月 15日 (本 )

於 :紫 CCあやめコ‐ス

マイナンバー制度織会保障。税番号)の最新情報は…

法人会ホームベージから『国税庁ホームページJや

「インターネットセミナー (無料)Jをこ活用ください
社会保障 税制度の効率性 透明性を高

め、国民にとつて利便性の高い公平 公正

-



(18' 法 人 イヽ 日 .l 平成2,lill'J写

マイナンバー研修
■■′年′

「
23■ 不

税とお金の教育事業
「電子マネー教室」
‖27年 7■ 2o「 |「 |  '

夕涼みフェスタ
税の啓発 青年部会
HJ′年8,サ PPL(上 )

女性部会
視察研修:造幣局東京支局
|,7年 7日 15「 ,kl

親子で一緒に !

お金と税金.E座
¬,7■ 8Fρ

「
 「]

会員増強
5者懇談会
12′ 年 10■ /□ ■く

'

税務研修会
マイナンパー
27■ OF7Flxl

第26回 蓮田市民まつり
「花と緑いっぱい運動」
イチJフロジェクト回扇を配布
|,アイ・・F,P口 ITI

マイナンパー制度
説明会
H /年 Jljl=tW,

…

由
・ ・

■ ‖咽■

―



平成27年 ‖ ,1を 法 人 キ 「
部 91

女性部会
身近な金融犯工被害

防止セミナー
H27■ 71P■ ●本 |

会員の集い
127● 6F l¬ 1本 ,

税務研修
マイナンバー研修
卜Pア

'f●
IP「 日'ス

|

コミュニティ夏祭り
「ストレッチマッサーシコーナー」
127■ e戸 26‐ I

日光街道杉戸宿と

杉戸の文化人
F713■

'8三 =

税務研修
マイナンバー研修

27年 0「 25「 1本

'

芸能のタベ
■ビ′三

`」
●= |

花と緑いっばい運動 青年部会

杉戸夏まつり

しヽ運動 青年部会
,7イ 7F 8■ 1土 ,

古利根流灯 まつり

灯籠製件 女性部会
HJ/年ビI JI二 |

マイナンバー研修
H27年 3月 27日 1人 ,

マイナンバー研修 -7■・ ■/・ ■



法 人 4「l部 平成27年 11月 を

伝 統 的 IF工

庄和支部  (有)遠藤本材

代表取締役 遠藤 洋一

III術 の特徴は 防湿 防虫 防カビ■せから人●Jな物を保

管する器として Fiされてきました。イヽ 11の桐″生産量

は、全国 を誇っています

組

`ヽ

では、毎年8月 に伝統 1:芸 会剣|(4ヽ 川町)にで r供

達を対象にII・ 材を使った貯仝箱,りを行.,て います こオtは

世界に1つしかない自分一人のオリンナルな貯金箱を4ると

,うものです 年年多くの子供辻 保護イの方々のご参力1を

llい ております 子供旭が、それぞれの思いで貯金静を作り

その場でI.千 伝いできる|■供の役に上つ,場に参加でき、

嬉しく.nう 今 この頃です

それでは ll・l・ (切 り)が せヽい様ですので、この辺で終わり

にさせてllきます 最後まで読んで下さった方、有難うござい

ました。

口ｍ
一
一

埼玉県には 伝tIIul子 工よ11指 定というル]度があります.

これは、県内′)●統ll手 :共 11を 各産地の細イャ,が 県に

11請 し認められるということたと思います.現 在県内には 20

/JL 30 1l Hが 指定を受けています.そしてそれらの組合等

がlm人 を推露して件られるl・_統 工去 Lと いう制度がありま

つ 私も数年前組合より推腐を負い●社 r it十に認定さ

せて戦きました.失1,公館で LШ 知事より猜定証を手渡さ

れ、Ⅲ庭で記念撮影し、プ1常に貫tな社験をすることが、出

来ました.

春 都市には 4つ のII産 品があります 女わら輌子 押

絵JJ rtt II・l筆働そして、小社が製造している桐箱です。

11箱 のい史は、IJ 300年 前に遡り日た束11「 lt l:にあた

り0同から優秀な工匠達が参集し その後 1`1,桐 が今富

だった『I光衛道の11場
"r■

 部に■みつづけ |■整理″

"を

遺り秩けた事が始まりとされています.

各種 桐箱 製造

l■l遠 藤 木 材
代表取締役 遠藤 洋一

埼玉県伝続工芸士 認定書号第168号

モ ンゴ ル の 銀 行

=蒲
支部 (株 )Jヽ林建設 」ヽ林 照央

十さんはモンゴルと問ぃて,Jを思い,デかべますか?

私が人と話しているときモンゴルの話になって同様な事を

聞くと 1相按 2革原 3遊梁民となります

たぶん皆 んヽが■うモンゴルもそんなところたと思います

が かくいう私もそうでした。しかし首都ウラン′`―トルはビル

が乱立しレストランでどこの卜Iの料理も食べられディスコゃ
バーなどなんでもあります 15年 前に父がモンゴルで井戸翻

りσ)会社を始め、8年 前に父かモンゴルで急逝してからはエ

ステ店を私が

“

1,,して今はlrT情で開沖iし ましたが 15年 11

カらの発展は凛ましく景気も,て くなりlprの仕事をしても成功す

るような状,兄でした それも中国の景気が悪くなるまでの話で

すが .

この1∫ 景気のとき銀行の貸イ」が年利約30%で 11保がヽ

やヤギ 市などでも貸してくオtて 銀行員がIn保となる羊やヤ

ギを数えに行ったそうです_そ して高いのは貸

`J年

イ1だけで

なく定期預金の,イ」も15年前は18%の 複不1で一度14%`立

まで落ち込んで現在は預金する通貨によりますが特 lul定 期

lll金 で161%になっています.モ ンゴルでは100%外 同の投

資会|「 もできますじタトト1人何人名義で 1座を持つこともでき

″を,1設 すればインターネットバンキングもr能です

ここまで読んで戦き「おっ1良いじゃん |って思っている方も

いらっしゃると思いますが、そこはモンゴル.やはリリスクはあり

ます_ま ずは為替 中国景気や米ドルに影響されます 次に

政治 いつなんどきどう変わるか分か0ま せん,それと銀イi

大手象

`iは

FIK綻 しないと,け ,れていますが誰も保障してくォt

ません そんなリスクがあっても我はと思う方は遊びがてらに

モンゴルに行ぅて 1座を,1議 してみては力1,Jですか?

注 100万円以上海外に持ち出す場合は申告して下さぃか

株式会社 小林建 設

〒3460115久喜市菖蒲町小林 ,フ 82

TEL 0480-85-6635  FAX 0480 85-0フ 2つ



11成 27′ 111'Jを 人 4   ,「

参議 こン超3分    (平
成27年6月～9月入会)

121'

新入会

●春 日都支部

会員名

IF勇

林式会社 高木工業

It式会社 卜
=,プ

ロ |:

株式会ネ|オーI―ァク
~カ

4限介: ]1,■家

R s Factory

=|じ
万

●岩槻支部

株式会社 ザラージャバン

株式会'1石 ¬電気■●

桑原正敏

II式会

` 
日本■クセル

(有 )山FRttlt所

株it'|IF■今

株式会社 SI∧ R

●久喜支部

株式会社 日央空乖

l■工

^ズ

 アイアツノ

社会保険■率士木IJ光―事奉T

=,t吉
「

ざ
=事

夕 ■

有限会社 福岡■務店

有1製会社 11● エキ

所在地

0日部 ■ヽ三東4PI 16

薔日都市粕壁東5口 9

百EJ'「穴lteC:ン デ′ブラザ●番||[11

越谷市大泊5331

書」:|■大■321

春口部市備後東22フ ]4

-F曰
1防 小渕 1202 1()

さいたま市岩槻区金■1906

とし`t●■を

'こ=上
■JI143-3

さいたま市岩槻区府内22330

●い|ま 11言槻区R● 18354

さいたま市岩槻区屁¨ 901

卜し口.^■ ■
"F市

:98]

香曰部市南]136

久喜市下早見 ]1818

久喜 IJ`再 ユヽ]2572

久
=市

久百本42フ

久■市
=″

 462

久喜市本阿7265

久喜
=久

言■史 141()

●蓮田支部

有1餃会社 板項商店

S■ A妖式会袢

株式会社アーキュレーシヨン

■■会社 ノンスァツプリービス

秩式会社 11 口Ve

● 幸 手 支 部

興翔建設株式会社

■式会社 イ ステ,ブ

●宮代支部

株式会社 光栄

●自岡支部

井上商事 林式会社

● 栗 橋 支 部

,画丼石材

=IJな
市

わ十嵐健司

●杉戸支部

公益社団法人

杉戸ヨシルバー人llセンター

●庄和支部

株式会,彩朽

状■会社 MKフイン

越谷市大択 ]68012
(:Ξ

「

)藁 水:jn‐ 1 8CP

さいたま¨見r区東大F460イ |

「

ヨ市馬込545

蓮田市黒浜34]53

十手市平,賀 12992

■十三F目411

富代可道

“

2]

白E市西9 /P

久喜市栗橋束3卜 ]フ

久喜■t門 |148P

久喜市南栗オあ59]8

杉戸町堤根383卜 ]

香日都市す宿新出22265

合口日
'■

水)出

`357

公益法人となり新たな会員章を作成しました。

会員の皆様には、「法人春日部」7月号に同封させていた

だきました。ぜひ事業所の入口にお貼りくださいますよ

うお願いします。



一Ｃ一員一〈〓
一
ζ

法 人 な  部 ‖′成27年 11月 リ

運 動展 開中

年4回 各3会場、中告前に要点チェック

年2回、各2会場 法人に関する様々な税を解説

11月 5会場 午前 年後、年末調整の留意点

税制度の改正点を具体的に説明 マイナン′ヽ一制度なども

企業の経営に役立つ経理等のチェック

社員研修や人材育成にも、接遇等実務的な内容で

時P.5にとらわれず自宅や職場で 800以上の豊富なテーマ会員は無伯

「税制改正J「 会社取引をめぐる税務」等役立つ実務冊子を知貫掟供

法人会の主な事業

法ノ、会は税の2ビニ

オンリーダーとして、企業

の発展を文援し、地域の

振興に崎与し 国と社会

の繁米に貢献する経営

イの団体です.

決算期別説明会

新設法人説明会

年末調整説明会

税制改正研修会

税務コンフライアンス研修

公開セミナー

インターネットセミナー

資料 冊子を送付

公開講演会

税の作文コンクール

税の絵はがきコンクール

花と緑いっはい運動

さいたま緑のトラスト運動

研

修

春日部税務署待内に

は約 11コX)の法人があ

りますが このうら約40%
の4300の 企業経■キ

が会員です.お近くの企

業の方でまだ会員でな

tヽ 方力ヽ らヽっしゃいまし

たら是リト参加|を ご案内

ください 法人会に関す

る資料や人会案内はお

近くの各市町商T会議

け

'文

は商 T会 内にあり

ます法人会支部1,務局

又は十日部法人会 I.務

′りにおmいします.

今後実施される主な講演会・セミナーをご案内します。

12月 8日 (火 )140o～

著名人による「新春講演会J総会記念講演会J

中学生を対象に税をテーマに作文を募集 (全国)国税庁後援

小学生を対象に税をテーマに絵はがきを募集 (全国)国税庁後援

20年 目 花の種や苗を配布 自然との共生、イ主みよい街づくリ

自然や歴史的環境を後世に残す募金活動に協力、埼玉県

経営者保険 がん保険など会員のみの有利な保険割引や書」引

がんの早期発見に

基本手数料が無料又は割引 (期間限定)

春曰部法人会のホームページで企業紹介が無償で

ゴルフ大会や懇親会などで会長相互の交流を

春日部法人会や税の最新情報をり乃 レタイムで

全国】大会総連合発行、企業経営に有型な情報、年
1ロ   コ

講話:「税 金百 科 !」 春日部税務署長中坪 政治 氏

演奏 :ン プラノ

'/牧
優雅 ピ,,/自鳥 晃司

講話 ビジネスや日常生活で役立つ

ウソ (人間心理)の見抜き方
講師:い Oearwoods代 表取締役森透匡氏

一
　

社
会
貢
献

「

ll経営者保険 保障制度

il獄謬
生きた情報交換 企業交流

広

籠

法人春日部

ホームベージ

ほうじん

―

  

―

 
―

― ― ― ―

―

   
― ― ― ―

 
―

― ― ― ―
―

―

|

各支部の活動等法人会の活動情拿Rや税務署最新情報満載、年4回
 |

=口 'R11^^然 ^‐
に ,■ ,‐  ― Ⅲ ^′  ―              |

きのえね (久喜市)

12月 9日 (水 )14100～

春曰都市中央公民館

詳しくは春日部法人会ホームページ をご覧ください。

演奏:白岡市立自岡中学校吹奏楽部

《女性部会》

税
?詳
話とで

―コン

`―

卜「
《公開セミナー》

相手のウソを見抜く法

__ __内 彗 等

《女性部会》健康セミナー ーJ「
5見 休)1430～

_講 話:「健康な体をつくるために (食育)」

春日部市商工振興センター  講師:株式会社ミサコランド代表取締役高塚美佐子氏
~~~~~―

十
一 ― ― ―

     

―
― ― ― ― ― ― ― ― ―

‐

― ― ― ― ― ―
‐ ― ― ― ― ―

―

税を考える週間公開講座 11月
il日 (水 )15ЮO～  1講話「税金百科 !」 春日部税務署長中坪1敬治氏

1 

東書Fふれあしヽ拠点

"設

 |「



平成27年 H月 号 法 人 十 日 部 (23,

日本人の死囚第 1位である「がんJは 、具体|」に

どのくらいの確率で催忠し亡くなるのか,実はサイ

コロを振って偶数(あ るいは奇数)が出た人が「が

んJに罹患し 罹患イの |で ジヤンケンをして負け

た人力'亡 くなってしまうほど身jFでぁる.

吉前「がんJは 不治の病と恐れられ、1にす

るのも憚られていた病気であった.しかし現代で

は「がんJに 対して二人治瞭 (手術 1/t射 線 わtが

ん剤)を組み合わせて行い 完治することさえ可

能である.

戦後70年 、 本社会は大きな変貌を遂げ |

でも生活環境の格備及び医療技術の発展等は著

ところが医療費が払えないために治療をLf念

せざるをlfない このような会員をゼロにしたい
.

法人会企業の経営 と様及び大 tjな ご家族 従

業員の方の愉えは 1分か、今 度、会員の皆様に

はご自身のこととして考えていただきたい.

しく、日本人の 1`均オ命がllび続ける一月となっ

た.しかしその 方で 超高齢社会と呼ばれる現

代日本では「がん提 患率も上昇した.

さて、「がん に罹患する人はどのような特徴が

あるのか.がん家系、喫煙者、生活習慣の悪い人

など思い浮かべられた方も多いはすである.しか

しある調査では既述の要因はlr能 性の 部であ

り、絶対ではないとされている.では、何が要因な

のか.現在のところ不詳だが、運Jと 発表される

ことさえある

アフラックは19■ 年に日本社を設●して以来が

んと闘う
=l・

Iを応援し続け つい先||お 支払いが

ん保険証み数が300万 仰‐に達し 総額は6兆円

を突破した。 人でも多くの皆様のお役に
'ち

、

皆様の生きるJを創る、これが私達の願いである.

法 人 会 は、様々な事業を行つていますが、大きな    会員でなければ加入できない保障制度 集団ltt扱い

柱の一つが福利厚生制度で、全国法人会総連合では、   による害り安な保険料、法人契約にすれば保険料が損金

この制度を「大同生命保険株式会社」「AIU損害保険   処理できる保険などがあります.

株式会社」「アフラツク(アメリカンフアミリー生命保    詳しくは各社「法人会福利厚生制度推進貝」におた

険会社)Jの 3社と提携しています.            すねください

大同生命保険株式会社 埼玉支社春曰部営業所  ……… …電話 0487343371

AIU損害保険株式会社 埼玉支店……… …………… …電話 048‐6507670

アメリカンフアミリー生命保険会社 埼玉総合支社  ………電話0486450861
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お問合せ先

埼玉支店
URL:http://www.aiu.co.jp
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AIU損害保険株式会社

このL色 は保険の概要にこ説明したもつてり

法人会会員企業にお勤めの皆様は、お一人からでも集団取扱の割安な保険料でご力0入 いただけます。

― ■ 人 ,一

生きるための
がん保険五

(;督保葉
=●

l)

0商品の詳細は『興詢●要」等をご覧ください。

埼玉総合支社
+3300854さ いたま市大宮区桜本町 卜96大宮センタービル 14F

.      法人会フリーダイヤル固50120-876‐ 505

― 法 人 ■ ―

ちやんと応える
医療保険
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