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【日　時】 平成28年5月19日（木）
　　　　  午後3時30分～（1時間半）

公益社団法人　高岡法人会第5回定時総会
会場：高岡商工ビル2階大ホール
（平成28年5月19日（木）午後2時）

【場　所】 高岡商工ビル 2階大ホール
　　　　  高岡市丸の内1-40

■総会記念講演会のご案内■
テーマ『地方創生と日本の将来』

【講　師】 慶応義塾大学法学部教授

片 山　善 博　氏
かた やま よし ひろ

　1951年岡山市生まれ。74年東京大学法学部卒業、自治省に入省。能代税務署長、自治大臣秘書官、自
治省国際交流企画官、鳥取県総務部長、自治省固定資産税課長などを経て、99年鳥取県知事（2期）。
　07年4月慶應義塾大学教授。10年9月から11年9月まで総務大臣。同月慶應義塾大学に復職し現在に
至る。併せて、早稲田大学政治経済学術院非常勤講師、鳥取大学客員教授、「民事司法を利用しやすくする
懇談会」議長、「デジタル文化財創出機構」理事、「日本司法支援センター（法テラス）」顧問、「角川文化振興
財団・城山三郎賞」選考委員、「教育10人委員会」委員、「活字文化推進会議」委員、日本郵便「切手アドバ
イザリー・グループ」委員などを務める。
　主要著書に、「民主主義を立て直す  日本を診る2」（岩波書店2015年）、「片山善博の自治体自立塾」
（日本経済新聞社2015年）、「日本を診る」（岩波書店2010年）、「『自治』をつくる」（共著）（藤原書店2009
年）、「市民社会と地方自治」（慶応大学出版会2007年）、「災害復興とそのミッションー復興と憲法」（共著）
（クリエイツかもがわ2007年）などがある。
　テレビ出演は、「時事放談」（TBS）、「新報道2001」（フジテレビ）、「報道ステーション」（テレビ朝日）など。
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鰤で一年の平安を祈る「鰤分け神事」射水市（旧、下村）
　射水市の旧下村に鎮座する加茂神社は、平安時代の1066年に創建されました。それ以来、
神職と氏子が力を合わせて多くの神事を変わらぬ姿で受け継いでいます。「鰤分け神事」
もその一つです。「鰤分け神事」は、一月一日午前十時から、新年を慶祝し、皇室や国家、
氏子崇敬者の平安と発展をお祈りする新年慶賀祭の中で行われます。お供え物として、氏
子区域である加茂地区・倉垣小杉地区・柳瀬地区より、塩鰤が合計六尾奉納されます。こ
の鰤は、神様にお供えした後に切り分けられ、同じく切り分けた鏡餅と一緒に氏子区域の
全ての家に配られます。これは、神様が食されたものと同じものを氏子が食べることでお
力を頂く「神人同食」という文化が受け継がれているからです。塩鰤にするのは、お供え
物を清める為です。また古くはこの鰤を京都の賀茂御祖神社（下鴨神社）まで運んで奉納
していたことから、保存が利くように加工したという経緯もあります。
　加茂神社は、賀茂御祖神社の倉垣の庄という荘園をお護りする神社の総社として創建さ
れました。流鏑馬や牛乗式、稚児舞、御田植祭などの神事もこの時に伝えられました。ま
た、射水市やその周辺に「加茂」と名の付く神社が多いことからも当時の荘園の広さを窺
い知ることができます。 
 【表紙写真・説明】提供：加茂神社宮司　野
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特別座談会　2016年

北野署長年頭インタビュー
平成27年12月11日㈮　〈収録〉 高岡商工ビル5階 副会頭室

北野署長年頭
インタビュー

署長：　皆さん、明けましておめでとうございます。本年
も、引き続き、よろしくお願いします。

一同：　おめでとうございます。こちらこそ、よろしくお
願いします。

西村：　本日は、北野署長にはご多用の中、公益社団法人
高岡法人会の広報誌インタビューをお受けいただき、
ありがとうございます。

　　　　広報委員会では、読み易い紙面づくりのため、
105号からインタビュー形式に取組んでおり、税務
署長のトップバッターとして北野署長にご協力をお
願いした次第です。

　　　　今回は、１月発行予定の第107号に掲載いたしま
すので、よろしくお願いします。

　　　　初めに、出身地、経歴等も含めて自己紹介をお願
いします。

署長：　出身地は、能登半島の先端にある珠洲市です。能
登は世界農業遺産に認定されるなど自然豊かで、ま
た、「能登はやさしや土までも」との言葉もあるよう

に、人はもとより
土までやさしいと
されている地です。
　たまに帰ります
と、近所の人たち
には幼い頃の愛称
で呼ばれ、子供の
頃遊んだ木や砂浜
などが、まだ残っ
ていたりして、本

高岡税務署長　北　野　泰　一

広報委員長　西　村　博　邦　インタビュア

広報副委員長　浦　　　俊　夫　会報担当責任者

広 報 委 員　土　田　一　清　会 報 担 当

広 報 委 員　鍛　冶　功　一　会 報 担 当

広 報 委 員　西　川　隆　宏　会 報 担 当

広 報 委 員　川　井　和　夫　会 報 担 当

専 務 理 事　長　井　　　宰

事務局次長　立　浪　理巳子　写 真 担 当

出　　席　　者

当に心が安まります。
　　　　私を育ててくれた故郷とは、高校卒業以来、繋が

りが希薄になっていますが、子育ても一段落したの
で、これからは、できるだけ関わりを深くしていき
たいと考えています。

　　　　仕事は、金沢、松任、輪島、敦賀の４署と金沢国
税局、また、東京国税局にも通算８年合わせて40年
余り勤務しました。なお、金沢国税局では、個人課
税課長、総務課長など、通算15年勤務しました。

西村：　富山県での勤務は初めてだと聞いていますが、着
任されての第一印象はどうでしょうか。

署長：　高岡税務署勤務が初めてなので、着任直後から管
内を探訪しています。

　　　　その中で、夫婦で、夏の暑い日に民家の軒先に
涼んでいたところ、「中に入って休んでいかれ」と
声をかけて頂いたり、
若者に道を尋ねると
「遠いから車で送り
ますよ」と誘われる
など、親切で心温か
い人が多い印象です。

　　　　産業面では、高岡
はアルミ製品の生産
や銅器などの伝統産
業、氷見では漁業や
畜産、射水の工業地
帯など、それぞれ特
色ある産業が繁栄し、
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北野署長年頭
インタビュー

相互に好循環している感じがします。
　　　　なお、管内には、伝統産業のほか魅力ある観光地

や美味しい食材も多く、交通網も充実しているほか、
何といっても、思いやりのある優しい人も多いので、
これらをアピールすれば、今後ますます観光客も増
加し、更なる活性化につながるのではないかと思い
ます。私も、お魚の美味しい季節になりましたので、
これからいろいろ味わうことを楽しみにしています。

　　　　私は、祭りが大好きです。皆さんご存知かどうか、
能登にはキリコ祭りがあります。

　　　　先般、大門の曳山祭りを女房と見物しましたが、
これからも祭りや行事などを通じて、管内の風土や
文化等にもできるだけ触れたいと考えています。

西村：　これが、そ
の時の写真な
んですね。管
内には沢山の
祭りやイベン
トがあります
ので、是非、
できるだけ多
くの祭りなど
を見ていただ
きたいですね。

　　　　それでは、人生観、信念、座右の銘などございま
したらお願いします。

署長：　税務の職場に入った際に父から「国民の奉仕者」
になれと言われたこともあり、これまでいろいろな
仕事をしてきましたが、常に、仕事の先に納税者が
いることを意識してきました。

　　　　これがあったから、困難なことも乗り越えられた
のかなぁと思っています。

　　　　座右の銘といったかっこいい信念はありませんが、
常に感謝の気持ちを忘れないことが、大事であると
思っています。

　　　　一つの事を成し遂げたときに、ややもすると自分
の実力・成果であると思いがちですが、内部、外部
を問わず必ず協力者がいるということを忘れてはい
けないと考えています。

　　　　そして、誠実な納税者に対する感謝、税の良き理
解者である関係団体に対する感謝、職場の仲間に感
謝、私生活では、家族、地域の皆様に対する感謝です。

　　　　このような中で、この気持ちを新たにした福島県
の新聞記事がありました。

　　　　震災の記事…東日本大震災からしばらく経過した
頃の新聞記事ですが、被災地の子供たちが描いた将
来の街の絵に、公園ではなく、ビール工場と宿舎が
描かれていたそうです。ビール工場は復興のために
働いている人、宿舎は学校の先生が生活するために
描いたそうです。このように子供には、自然と感謝

の気持ちが備わっています。
　　　　感謝の気持ちをもつのは、人間の原点ではないで

しょうか。
　　　　私たちは当たり前のように道路を使って生活や事

業をしていますが、そこにはみんなが納めた税が使
われており、感謝の気持ちをもつべきだとなぁと
思っています。

　　　　税務署では小・中学校の児童や生徒に対して租税
教室を行って、子供たちに税の大切さを伝えていま
す。高岡法人会でも租税教室に協力をいただき、感
謝しております。

西村：　素敵なひまわりの写真をお預かりしましたが、趣
味や余暇の過ごし方はどうでしょうか。

署長：　趣味といえるか自分
自身疑問ですが、学生
の頃から気が向いたら
油絵を描いています。

　　　　イーゼルを立てて、
フォークソングを聴き
ながら、ペインティン
グナイフで描くことで、
自分が芸術家になった
ような錯覚と雰囲気に
浸る自己満足型の趣味
です。

　　　　絵はうまい、うまく
ないではなく、最後まで丁寧に心を込めて描いた絵
が、最も素晴らしい絵だと、自分に言い聞かせて描
いています。写真のひまわりは、作品の一つです。

　　　　余暇は、これまで妻に苦労をかけてきたことから、
最近は妻の指示に従い付き人に専念することが多い
状態です。

西村：　ここまでの署長のお話で、私には署長のやさしさ
と信念の強さが伝わってきました。

　　　　浦副委員長の感じられた印象は、どうですか。
浦　：　私は、今58

歳で、たぶん
署長と同年で、
同じような時
代を生きてき
たと思います。

　　　　一番の印象
は、現場主義
を貫いて、自
分の足で管内
を見て回り、自分の目で見たことを業務に活かすと
いう姿勢です。簡単なようで、なかなかできるもの
ではありません。

　　　　私の会社は現場を抱えており、新しい仕事や荷物
が来れば、百聞は一見にしかずで現場へ行って確認
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することから始まります。相通じるものがあり、感
心して聴いておりました。

西村：　西川委員はどうですか。
西川：　署長は常に

感謝の気持ち
を忘れないこ
とが大切であ
ると話されま
した。

　　　　我々も企業
を経営してい
るうえにおい
て共通するも
のがあります。会社では従業員に対して、家庭では
妻を始め家族に対して、父母が存命であれば父母に
対して、等々の感謝の連鎖が日本の原点ように思い
ます。

　　　　感謝の気持ちは、利害関係があるからではなく、
中から湧いてくるもの、伝わってくるありがとうの
気持ちであり、近年薄れてきており、一層共感しま
した。

西村：　国税局の勤務が長いとお聞きしましたが、これま
でで一番印象に残っている仕事は何でしょうか。

署長：　これまで約40年間で、19回転勤し23回担当事務が
変わりましたが、中でも印象に残っているのは、平
成22年に担当した監督評価官の仕事です。

　　　　国税庁から金沢国税局に派遣されている監督評価
官は、局長から要請されたテーマについて、税務行
政の現状を把握し、必要に応じて、改善策を提言す
る部署です。

　　　　現状の把握に当たっては、現場に足を運び、数十
人から直接ヒアリングをして、正直に現状を聞いた
り、関係部署など多数の職員を対象にアンケートを
実施しました。

　　　　私が担当した監督テーマは、「育児、家事と仕事
の両立」です。

　　　　「男女共同参画社会の実現」に向け官民一体とな
り様々な取組を進めており、国税の職場でも女性職
員が増加してきたことを踏まえ、「育児や家事更に
は介護などの実情により時間制約がある職員も含め、
全ての職員が国税の職場において十分に能力を発揮
することができる職場環境の整備」を目指したもの
です。

　　　　提言事項は、育児等に関する各種制度の周知、女
性職員が気兼ねなく各種制度を利用することができ
る環境整備、働き方の意識改革、超過勤務の縮減な
ど広範囲かつ複数の提言をしました。

　　　　当時からみると職員全体の意識も変わり、従来以
上に女性職員が安心して仕事に取組み活躍している
ように思えて、その一助となったのではと思い込ん

でいます。
　　　　その他、農業所得関係の資料を作成するために、

先輩の家に１週間泊りがけで仕事をしたこと、また、
無申告者の指導のため、土曜日や日曜日に地区の集
会所等に出向いて仕事をしたことなどが、印象に
残っています。

浦　：　最近民間では、内部統制とかコーポレートガバナ
ンスが厳しく言われております。

　　　　目的は、会社の運営を会社自らが法的、倫理的に
問題の無いように管理していこうという趣旨であり
ますが、馴染みがない制度であり内部統制を担当す
る部署の人間は、手探りで問題点を洗い出していま
す。

　　　　署長のやっておられたアンケートを取る手法は実
態を把握するのに、とても良い方法なので早速取り
入れて行きたいと思います。

署長：　内外の環境変化に的確に対応するためには、まず
は現状把握が重要であると考えており大方の民間企
業においても更なる発展を目指して様々な方法で取
り組まれていると思います。

西村：　初めての高岡税務署勤務ということですが、着任
されての抱負をお聞かせください。

署長：　国税庁の使命は「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」ことであり、その使
命を果たすためには、地域・納税者からの税務行政
に対する信頼が原点であると考えています。

　　　　そして、信頼確保するための基本は、「正直者に
は尊敬の的、悪徳者には畏怖の的」にあると考えて
います。

　　　　これは、昭和24年の国税庁開庁に重要な役割を果
たしたハロルド・モス氏から贈られた言葉で、「国
税職員は大多数の誠実な納税者からは信頼（尊敬）
され、一部の悪質な納税者からは恐れられる（畏怖）
存在でなければならない。」という意味です。

　　　　時代は変わりましたが、この理念は今も変わりま
せん。

北野署長年頭
インタビュー
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北野署長年頭
インタビュー

　　　　このため、私の高岡税務署運営の基本は、誠実で
適正な申告・納税をしている納税者には親切・丁寧
に応接し、悪質な納税者には組織力も活かして厳正
に対応することです。

　　　　また、社会・経済状況の変化に応じ、富裕層や国際
的な事案などにも積極的に取組んでいるところです。

　　　　なお、平成28年１月から運用が開始されている社
会保障・税番号制度においては、国税庁は個人番
号及び法人番号の利活用機関となっておりますので、
この番号制度の導入を契機として納税者の皆様の利
便性を更に向上させるよう努めていきたいと思いま
す。

西村：　少し、かたい話となりますが、税務行政の将来像
などについてお願いします。

署長：　昭和以降の税務行政をみると、申告納税制度の導
入、消費税の導入、e-Taxの導入、更には、社会保障・
税番号制度の運用開始など大きく変化してきている
ほか、社会情勢の変化に応じて様々な税制改正がな
されてきました。

　　　　また、平成以降はICTの進展が目覚ましく、税務
署内の処理も20年前には想像もつかなかったくらい
大きく変化しました。

　　　　このような状況を踏まえると、今後予想される、
人口減少、ネット取引の更なる進展、資産運用の多
様化、国際取引の進展などを考えると、税制や税務
の運営も大きく変化していくのではないかと思われ
ます。

　　　　これは、私が希望する税務行政の将来像ですが、
申告等は全てe-Tax、税務署の内部事務にはAI（人
工知能）を導入することにより、更なる効率化を図
り、それによって納税者サービスの向上と適正・公
平な課税が一層進展していることを望みます。

西川：　e-Taxの導入について、ハード面がどんどん進む
ことにより、私たちより上の年配層が取り残された
ような状態になり、ソフト面の対応が利用できる層
と利用できない層とに二極化していくと思います。

　　　　年配層を始めインターネットを利用できない層に
対し、人と人との関係を重視した、署長の話にある
ようなやさしさを反映した対応をお願いしたいと思
います。

署長：　インターネットを使えない人たちに対しても、き
め細かなサービスを展開していくのが行政の使命で
あり、心のこもった行政に務める基本姿勢は変わり
ません。

西村：　最後に、法人会に対するご意見・ご要望等がござ
いましたら、お聞かせください。

署長：　公益社団法人高岡法人会におかれましては、昭和
27年に創立された伝統ある法人会であり、「よき経
営者を目指すものの団体」として、正しい税知識の
普及や納税意識の高揚に取組まれるとともに、地域

社会への貢献と地域企業の健全な発展の両立を目指
す社会貢献活動を活発に行うなど、幅広く事業活動
を展開されております。

　　　　特に、企業の税務コンプライアンス向上のための
取組としての「自主点検チェックシートの普及推進」
や社会貢献活動としての「婚活支援事業」、また会
員交流支援の推進にも力を注がれており、その活動
の充実ぶりは私どもにとって誠に心強い限りであり
ます。

　　　　これもひとえに、多田会長をはじめとする歴代の
役員並びに会員の皆様方のたゆまぬご努力の賜物で
あり、そのご熱意とご尽力に対しまして心から敬意
を表する次第であります。

　　　　税務行政は、消費税の改正、相続税の改正、ICT
の更なる推進、更には社会保障・税番号制度の運用
開始など数多くの課題がありますが、これらを適正
かつ円滑に施行、導入するには、高岡法人会のご理
解とご協力が不可欠と考えています。

　　　　引き続き、税務行政のよき理解者として、ご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

西村：　私ども法人会こそ、会活動において、税務ご当局
のご指導・ご支援が不可欠でございますので、今後
も、会員企業の健全な発展のため、研修会・説明会
等への講師派遣、助言を引き続きお願いいたします。

　　　　本日は、大変お忙しいところ、そして、長時間に
わたっていろいろなお話をいただき、ありがとうご
ざいました。

【北野泰一高岡税務署長略歴】
石川県出身
昭和51年４月　金沢国税局　採用
平成18年７月　豊島税務署　副署長
平成20年７月　国税庁長官官房　金沢派遣国税庁監察官
平成22年７月　国税庁長官官房　総務課監督評価官室
　　　　　　　金沢派遣監督評価官室長
平成24年７月　松任税務署長
平成25年７月　金沢国税局　課税部個人課税課長
平成26年７月　金沢国税局 総務部総務課長
平成27年７月　高岡税務署長（現職）
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　10月８日㈭、徳島県立産業観光交
流センター（アスティとくしま）で、
第32回「法人会全国大会」徳島大会が
徳島市で盛大に開催された。当日は、
中原国税庁長官や川島国税庁課税部
長はじめ多数の来賓を迎え、全国の
法人会から役職役員1,800余名（当
会から多田会長他４名）が参加した。
　第一部のパネルディスカッショ
ンでは、「日本の山里に、こんな仕
事・移住企業もありますよ～」と題
し、㈱いろどりの横石知二代表取締役社長と
NPO法人グリーンバレーの大南信也理事長
がパネリストとなり、公益財団法人徳島経済
研究所の田村耕一理事長がコーディネーター
を務め、パネルディスカッションが行われた。
　第二部の式典では、地元主幹の一般社団法
人徳島法人会連合会の古川武弘会長の開会の
辞で『本大会は、すべての法人会が公益法人
等に移行したことを契機に制定された「税の
オピニオンリーダー」としての新しい理念の
下での最初の大会である』と挨拶されたあと、
国歌斉唱、来賓紹介が行われ、主催者である
池田弘一全法連会長の挨拶のあと、ご来賓の
祝辞があった。
　次に、表彰状の贈呈に移り、平成26年度の
顕著な成果を挙げた県連に対する表彰では、
富山県連は下記の部門で表彰を受けた。
◆研修参加率向上表彰
　⑴その年度に顕著な成績を挙げた県連
　　（研修参加率160%以上）
　　《富山県連》（努力賞）
　⑵高研修参加率を長期間維持の県連
　　（参加率160%以上を３年間継続維持）
　　《富山県連》（努力賞）
　⑶その年度において税法税務の研修参加率

の高い単位会

　　（税法税務研修参加率120%以上）
　　《高岡法人会》（優秀賞）全国単位会10位
◆福利厚生制度推進表彰
　⑴その年度において顕著な成果を挙げた県

連に対する表彰（大同生命取り扱い分）
　　《富山県連》（対前年100%以上）全国県連18位
　⑵その年度において大型総合保障制度の役

員加入率が高い県連に対する表彰
　　《富山県連》（加入率70%以上）全国県連10位
表彰後の平成28度税制改正に関する提言（次
頁）では「税・財政改革のあり方」、「経活性化
と中小企業対策」、「地方のあり方」「震災復興」
などの提言を法人会の総意として報告され、
つづいて「青年部会による租税教育活動の報
告」が行われ、最後「大会宣言」が朗読されあと、
次回開催地である長崎の招聘プレゼンテー
ションが行われ、大会は滞りなく終了した。

　　　法人会は“税のオピニオンリーダー”を理念として
第32回「法人会全国大会」徳島大会が開催される!
 ～企業の発展を支援し地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体～

平成27年10月８日㈭　於：アスティとくしま

法人会全国大会

平成28年度　税制改正スローガン
◎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%台に引き下げ、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!

　われわれ法人会は、半世
紀を超える歴史を通じ、「健
全な納税者の団体」として、
税に関する活動を中心に広
く社会への貢献活動を展開
してきた。
　その歴史と実績を踏まえ、
新公益法人等への移行を契
機に「税のオピニオンリー
ダーたる経営者の団体」と
して、引き続き、租税教育
など税の啓発活動を中心と
した公益的な活動をさらに
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
が総じて改善傾向にあり、
設備投資も増加基調に転じ
始めるなど「アベノミクス」
が一定の効果をあげ、緩や
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外部
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
保障制度の確立と財政健
全化の両立も国家的課題と
なっている。これらの課題
に対応するに当たっては、
その前提として、行政改革
の徹底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
雇用の担い手である中小企
業に、まだ、十分に浸透し
ていない。
　日本経済の再生のために
は、それぞれの地域を支
える中小企業の力強い成長
が不可欠であり、われわれ
法人会は、「法人実効税率
20%台の早期実現」、「事業
承継税制の拡充」等を中心
とする「平成28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、
ここ徳島の地で全国の会員
企業の総意として、以上宣
言する。
　
 平成27年10月８日
 全国法人会総連合全国大会

✿ 大 会 宣 言 ✿



8 高岡法人会報

平成28年度 税制改正に関する提言（要約）
　　　　　　　　　　

税 制 改 正

　
　
 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には、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。

　　⑴　財政健全化は歳出、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、また歳出は聖域を設けず具体的削減の
方策と工程表を明示し着実に実行すべきである。

　　⑵　消費税率10%への引き上げに当たっては、経済への負
荷を和らげる財政措置も必要であるが、それが財政健全
化の阻害要因とならないよう十分注意すべきである。

　　⑶　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、成長をも左右すると考えられ
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を構築するには、適正な「負担」
を確保するとともに「給付」を「重点化・効率化」によっ
て可能な限り抑制することである。

　　⑴　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。

　　⑵　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。

　　⑶　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。

　　⑷　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
可決である。

　　⑸　少子化対策では、現金給付より保育所の整備など現物
給付に重点を置いた方が効果的である。

　　⑹　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
　•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。

　　⑴　国、地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑制。
　　⑵　厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減

と、能力を重視した資金体系による人件費の抑制。
　　⑶　特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　　⑷　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%への引き上げにあたっては、行政改革の徹底、
歳出の見直しに本腰を入れるだけでなく、景気動向も十分
注視する必要がある。

　　⑴　軽減税率は事業者の事務負担、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、当
面（税率10%程度までは）は単一税率が望ましい。また、
インボイスについては、単一税率であれば現行の「請求
書等保存方式」で十分対応できるものと考えるので、導
入の必要はない。

　　⑵　低所得者対策は現行の「簡素な給付措置」の見直しで
対応するのが適当である。

　　⑶　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。

　　⑷　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
　•国は、制度の仕組みなどについて周知に努め、定着に向け
て取り組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、
第三者の悪用を防ぐためのプライバシー保護が十分に担保
される措置を講じることが重要である。

　•マイナンバーによる国民の利便性を高めるためにも、
e-TaxやeLTAXを利用した場合の申告納税手続きの簡素
化や各種手当等の申請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で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
　•今後の税制改革に当たっては、①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③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④国際間の経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。

 Ⅱ．経済活性化と中小企業対策　
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
際競争力や外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、法人の税負担は地方税を含めて
軽減する必要があり、「20%台」は早期に実現すべきである。

　•税率引き下げの代替財源については、財政健全化目標との
関係なども踏まえれば、引き続き恒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。

　　⑴　我が国の立地条件や国際競争力強化などの観点から、
早期に欧州、アジア主要国並みの20%台の法人実効税率
を実現する。

　　⑵　代替財源として課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。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
　　⑴　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

基　本　的　な　課　題
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なくとも1,600万円程度に引き上げる。
　　⑵　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格の損金算入の特例措置の適用
期限が平成28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。

　　⑴　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。
　　⑵　親族外への事業承継に対する措置の充実
　　⑶　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
 Ⅲ．地方のあり方　
　•地方分権の必要性は、国・地方の財政や行政の効率化を図
るだけでなく、地方活性化という観点からも強調されてき
た。そしてその基本理念が地方の自立・自助にあることも
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化するためには、国だけでなく地方の
財政規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。

　　⑴　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。

　　⑵　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。

　　⑶　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。

　　⑷　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。

　　⑸　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　
　•今年は５年間の集中復興機関の最終年となるが、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。

 Ⅴ．その他　
　１．納税環境の整備
　２．租税教育の充実
　
　
　
 法人税関係　
　１．役員給与の損金算入の拡充
　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
　　⑴　基幹税としての財源調達機能の回復
　　⑵　各種控除制度の見直し
　　⑶　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。
　　⑴　贈与税の基礎控除を引き上げる。
　　⑵　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
　　•地価の動向は、全国ベースでは依然として下落が続いて

いるが、一方で三大都市圏では上昇に転じる傾向にある。
こうした中で固定資産税につい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

税目別の具体的課題
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～税を考える週間～　国会議員・３市長へ提言書を持参‼

行動する法人会「高岡」
平成28年度　税制改正に関する提言

※高岡法人会役員が、税を考える週間（11/11～17）にあわせ、国会議員・市長に税制改正に
ついて直接お会いし説明を行い、提言活動を行った。

左から
髙橋正樹高岡市長、多田慎一会長
西村博邦副会長、渡辺佳世子女性部会長
野上和義青年部会長、長井　宰専務理事

髙橋正樹 高岡市長（11月９日）

於　高岡市役所　

左から
長井　宰専務理事、濵井信青年部副部会長
山田圭子女性部副会長、島正己常任理事
前辻秋男氷見副市長

右から
長井　宰専務理事、野上和義青年部会長
庄司美次副会長、西村博邦副会長
橘慶一郎衆議院議員

右から
長井　宰専務理事、中曽女性部副会長
小川女性部副会長、夏野元志射水市長
牧田和樹副会長、小川記生副会長
高田大介青年部副部会長、石灰一友青年部副部会長

提 言 活 動

前辻秋男 氷見副市長（11月9日）

於　氷見市役所　

橘慶一郎衆議院議員（11月14日）

於　高岡商工ビル　

夏野元志 射水市長（11月17日）

於　射水市役所　
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社会貢献活動と租税教室
教養講座

女性部会情報

小学校６年生を対象に租税教育バス・租税教室を開催

社会貢献活動　手作り雑巾を寄贈 　  

□租税教育バス　高岡市立横田小学校　平成27年８月26日㈬
□租 税 教 室   射水市立作道小学校　平成27年10月23日㈮

　残暑も残る９月、女性部会は、新しく加入された会員も含め、30人で石川県へ視察
の旅に出かけた。今年３月に開業した北陸新幹線を利用し、新高岡駅から13分の乗車で、
観光客で賑わう金沢駅に到着。新幹線開業前とは大違いな人の多さに圧倒され、全員
で写真を撮るのも一苦労。
　最初の目的地は、『にし茶屋街』。100有余年の歴史を感じながら、
町並みを散策。昼食は金城樓で郷土料理をいただき、午後からは、
『ひがし茶屋街』を散策。帰りに近江町市場にも立ち寄り、新幹
線で近くなった石川金沢の歴史・伝統・文化の旅を満喫した。

♥高岡市 佐野保育園　　　平成27年10月 9日㈮
♥射水市 水戸田保育園　　平成27年10月26日㈪
♥氷見市 なごみの郷　　　平成27年11月18日㈬
　高岡法人会女性部会は会員による手作り雑巾と研修会等で集めた
未使用タオルを高岡市、射水市の保育園・氷見市の福祉施設に寄贈
した。
　女性部会が地域に根付いた社会貢献活動の一環として平成16年か
ら毎年実施している。毎年違う施設へ寄贈するため園児の皆さん、
施設の方々から感謝の言葉や園児の歌踊りなどで歓迎された。

　女性部会では昨年に続いて、小学校６年生を対象に県内の公共施設を見学する租
税教育バスと学校の授業での租税教室を行った。
　未来を担う子供たちに、税の事、身近な生活の中に税金が使われている事や、と
ても役に立っている事を女性部会役員が、講師となりビデオ上映、一億円のレプリ
カの重さ体験、○×クイズなどを通じて伝えた。
　授業後、子供たちから「税」についてよく理解でき、「税」はとても大切なものとい
う事が分かったと、感想が寄せられた。

　富山県法人会連合会女性部会連絡協議会では社会貢献、租税教育活動の一環として、
全国で実施されている「税に関する絵はがきコンクール」を22,000枚作成し、県下４
法人会女性部会に配付した。高岡法人会女性部会では、高岡税務署管内小学生の租税
教育活用のお願いに渡辺女性部会会長から北野署長へ5,800枚を手渡し、委託した。

～税に関する絵はがきコンクール～　　 平成27年９月８日㈫ 

先進地視察　　　　　　　　　 平成27年９月11日㈮ 

　氷見支部では、氷見市海浜植物園において寄せ植え教室を開催した。
秋から冬の庭を彩る花々を寄せ植えし、技術指導員の関谷氏から、お花にとって良い
環境となるように管理のしかたを学んだ。

氷見支部研修会　　　　 平成27年11月18日㈬ 
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漫遊いばらき～常世の国 魁の地にて 感性を研け～
　　第29回法人会全国青年の集い　❖茨城大会❖　

　　 平成27年11月19日㈭～20日㈮　　
　　会場：茨城県立県民文化センター他

青年部会情報

　11月20日㈮、茨城県立県民文化センターに、
全国の法人会青年部会の青年経営者2,200余
名（当会青年部会から野上部会長ほか14名）
の会員が参集し、「第29回法人会全国青年の
集い」茨城大会が盛大に開催された。
　当日、大会式典前に記念講演会があり、宇
宙航空研究開発機構（JAXA）の的川泰宣名
誉教授による「この国とこの星と私たち～『は

やぶさ』からのメッセージ～」と題して講演
された。
　続いて、醍醐青連協会長の挨拶、池田全法
連会長の挨拶のあと来賓祝辞につづいて、租
税教育活動プレゼンテーションで最優秀賞を
受賞した広島南法人会の事例発表があり、最
後に、大会実行委員長による大会宣言が読み
上げられ式典は最高潮に達し、次回開催地の
北海道（旭川市で９月９日開催）に大会旗が
引き継がれ、大会式典は成功裡に終了した。

〰〰スローガン〰〰
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　　～租 税 教 室～
平成27年度租税教育活動（租税教室）を実施

青年部会情報

◆ 法人会青年部会「租税教育活動」スローガン ◆
われわれ法人会青年部会は法人会の目的である「税知識の普及、納税意識の高揚」の基本理念に立
脚し「租税教育活動」を大きな柱と位置付け積極的に推進します

　小学６年生を対象に、青年部会のメンバーが講師となって子供達に生活の中での税金の使われ方や役立つ税
金に関するクイズやスライドを使っての租税教室を行った。

青年部会活動報告

高岡市立木津小学校　12月４日㈮
６年生　50名

射水市立小杉小学校　12月15日㈫
６年生　102名

射水市立東明小学校　12月17日㈭
６年生　62名

【開催日】平成27年12月14日㈪　

【場　所】ホテルニューオータニ高岡４階

【参加者】14名

【講　師】社会保険労務士　三井　敏彦 氏

【テーマ】マイナンバー制度 スタート直前!

　　　　　　～これだけは欠かせない企業の対応～

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■高岡市（１校）・射水市（２校）の下記小学校で実施！

租 税 教 室 実 施 校
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　多年にわたり、税のよき理解者あるいは協力者として、正しい税知識の普及に努め、納税道
義の高揚と円滑な税務行政にご尽力された功績に対して贈られる平成27年度国税庁長官納税表
彰式が、去る10月21日に東京都港区の三田共用会議所で、高岡税務署管内の合同納税表彰式が、
11月16日、高岡ふれあい福祉センターにおいて挙行された。
　なお、受賞の栄に浴された方々＜法人会功績＞は、次のとおりです。

◇平成27年度◇ ～栄えある～ 国税庁長官納税表彰に
　　　　　多田慎一会長が受彰‼ 

税を考える週間

税を考える週間　特 別 講 演 会

【開催日】平成27年11月13日㈮　14時　

【場　所】富山県高岡文化ホール（多目的小ホール）

【参加者】120名

【演　題】「日本人の知らない中国の現実」　　

【講　師】ジャーナリスト　富 坂　 聰　氏

❖ 国税庁長官表彰 ❖

（公益社団法人高岡法人会 会長）
（第一物産株式会社  相 談 役）　

❖ 高岡税務署長表彰 ❖

（公益社団法人高岡法人会 副会長）
（株式会社廣瀬アルミ 代表取締役）
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　正しい税のしくみや役割を理解してもらうために、全納連と国税庁が共催で、中学生の「税

についての作文」を募集、法人会もこの作文募集事業が租税教育の推進に側面的に役立つこと

を願い平成24年度より後援協力を行い、高岡税務署管内で募集した多くの作文の中から１点に

高岡法人会から会長賞が贈られた。なお、多数の作文の中から表彰された方々は次のとおりです。

〰平成27年度〰 
中学生の「税についての作品」入賞者を表彰!

平成27年11月16日㈪　於：高岡市ふれあい福祉センター

税を考える週間

高岡税務署管内表彰
 ～『税についての作文』入賞者の方々～

  　  ＜敬称略・順不同＞

✿《高岡税務署長賞》
　　♥「税金によってうまれる笑顔｣　
 高岡市立戸出中学校２年　鋤

すき

田
た

　紗
さ

良
ら
 

　　♥「税で成り立つ社会」　
 射水市立大門中学校３年　佐

さ

藤
とう

　美
み

緑
のり

      
❀《富山県知事賞》
　　♥「『納税』の意味とは」　
 射水市立大門中学校３年　富

とみおか

岡愛
あ ゆ み

夕海      
✿《北陸納税貯蓄組合総連合会会長賞》
　　♥「『税』はなぜ存在するのか」　
 射水市立小杉中学校３年　明

みょう

神
じん

　慎
まこ と

人
❀《富山県納税貯蓄組合総連合会会長賞》
　　♥「税金の意味」　
 射水市立大門中学校３年 　城

しろいし

石　侑
ゆう

香
か
      

✿《高岡税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞》
　　♥「税金で成り立っている僕達の生活」　
 氷見市立北部中学校２年　山

やまぐち

口　侑
ゆう

作
さく
 

❀《北陸税理士会高岡支部支部長賞》
　　♥『消費税増税』　
 高岡市立伏木中学校３年　酒

さかもと

本　貴
たか

矢
や

✿《公益社団法人高岡法人会会長賞》
　　♥『税の重要性』　
 高岡市立戸出中学校３年　浦

うらつじ

辻　真
ま き

希

共催：全国納税貯蓄組合総連合・国税庁

後援：公益財団法人全国法人会総連合 他
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平成27年度　中学生の「税についての作文」
〈敬称略〉

税を考える週間

　私は、「税金」というと、買い物をした時
の消費税くらいしか知らなかったが、７月に
14歳の挑戦でお世話になった病院で、税金が
使われていることを知った。
　病院のショートステイのできる施設で１週
間職場体験をさせてもらった時、さまざまな
利用者様と接することができた。
　痴呆がすすんで何度も同じ話を繰り返す方、
左半分が麻痺して動かせない方、足が不自由
で車椅子の方、飲み込むことが困難で流動食
の方、介護の内容は人それぞれ違うけれども、
利用者様に共通することは、施設でサービス
を受け、楽しみ、そして家庭へ帰って行かれ
ることだった。この施設を利用することこそ、
税金が使われていると知り、驚いた。
　介護サービスを受ける時だけではなく、病
院で診察や検査などを受ける時も、後期高齢
者医療制度では５割も税金で賄われている。
「個人の負担は１割で済むから、助かるんだよ。」
と、私の祖母も言っていた。収入が年金だけ
となる高齢者の方々にとっては、ありがたい
制度なのだ。
　税金を納める時は、高いなとか、とられて
いるイメージが強いが、サービスを受ける時
は、あたり前のように思っている。
　しかし、国民一人一人が税金を納めなけれ
ば、私たちの生活は豊かにならず、将来、安
心して生活を送ることの出来ない世の中に
なってしまうと思う。
　学校や図書館、体育館など、身近な施設は
「税金」で運営されているものが多い。何も
かも全て自己負担となると、税金を納めるよ
りも負担は大きくなるのではないだろうか。
　高齢者の負担額も今後見直されると新聞で
読んだ。
　私は、職場体験で出会うことができた利用
者様たちの笑顔を思い出す。皆様が安心して
サービスを受けることのできる素晴らしいし
くみを崩さず、一人一人が自分のこととして

考えていける社会をつくっていくことが必要
であるだろう。
　私たちが高齢者になっても、笑顔で安心し
て生活できる、そんな社会を望みたい。その
ためには、国民一人一人が納税の義務を果た
し、納めた税金が適正に使われなければなら
ない。
　そして、私たちは税金を通して支え合いな
がら、生きていくことが大切である。

　「もう、こんな時期か。確定申告、出さない
となあ。」
　これは、毎年２月から３月にかけて、我が
家で聞かれる言葉である。父は会社員ではな
く、自営業者なので、１年間の収入や支出、
医療費、扶養家族状況などから所得を計算し
た申告書を毎年税務署へ提出する必要がある。
それと同時に、１年間の所得税を支払うのだ。
父の言葉を用いるなら「一年に一度の大仕事」
なのである。
　反する母は、給与所得者なので、毎月の給
与から源泉徴収という形で、所得税を国へ支
払っているそうだ。源泉徴収とは、所得税の
仮払いである。１年間の収入を予想したもの
と、扶養家族数等によりあらかじめ決められ
た金額を、給与天引きという形で納めるので
ある。１年間の最終的な納税額は、年末調整
によって算出され、差額があれば精算される
ことになる。
　所得税の他にはどのような税があるのか、
調べてみた。私にとって一番身近な消費税、
住んでいる都道府県や市町村に納める住民税、
会社の所得にかかる法人税、価格に税金が含
まれている酒税やたばこ税、輸入品にかかる
関税、ガソリンにかかる揮発油税、自動車に
かかる自動車税・自動車重量税、実は様々な
税金があることに驚いた。たくさんの税を支
払うのは大変だと思い、母に問いかけてみた。
「納税は国民の義務だから。でも、税金に

◆高岡税務署長賞

　「税で成り立つ社会」

射水市立大門中学校３年　佐
さ

藤
とう

　美
み

緑
のり

◆高岡税務署長賞

　「税金によってうまれる笑顔」

高岡市立戸出中学校２年　鋤
すき

田
だ

　紗
さ

良
ら
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税を考える週間

よって今の生活は支えられているともいえる
よ。公共サービスがなかったら大変。」
と返ってきた。
　確かに、公共サービスがなかったら大変で
ある。学校へ通うのも有料。教科書も有料。
ごみを捨てるのにも、病院で診察を受けるの
にも多額の料金を支払わなければいけないし、
道路や公園を使うのも有料ということになっ
てしまう。いざという時の救急車や交番も、
料金を気にして利用するのをためらうかもし
れない。今の私達の健康で安全な生活は税に
よって支えられているのである。
　さらに、日本の税制度は大きな問題をかか
えている事がわかった。歳入の約38パー
セントが公債金収入なのである。少子・高齢
化も未来に不安を残す要素となっている。と
きどきニュースになる「税金の無駄遣い」も
気になるところである。真面目に懸命に納税
の義務を果たしている人々を裏切ることは、
あってはいけないことである。また、納税者
も、もっと税金の使われ方に興味を持つ必要
がある。
　次世代を担う私が、今できることは、広い
視野を持ち、政治や経済についても見聞を広
め、一つ一つの事柄に流されることなく、しっ
かり考えることである。そして、納税の義務
を果たし、未来を支える一人になりたい。

　私は今まで税など無ければ良いのに、と
思っていました。しかし私が気づかぬところ
で税は私たちが生きていくうえでとても重要
な役割を果たしていたのです。
　小学生の高学年頃に私は学校で税に関する
ビデオを見ました。その内容は、「税など無
ければいいのに」と思っている子どもが実際
に税の無い暮らしをしてみる、といったもの
です。私もその子どもと同じ考えをもってい
たので真剣になって見ていました。
　税が無くなってしまうと「犯罪者が出ても

警察のように捕まえる人がいない。道路がこ
われても、そのまま通行しなければならない。
病気になっても、十分な手当を受けられな
い。」といったさまざまな困った事がおこる
ことが分かりました。また、救急車を１回呼
ぶと、約５万円の税がかかるそうです。
　私も一度救急車を中学１年生の時に利用し
ています。その時は夜中で、私はいきなり体
験したことの無いような腹痛に襲われました。
それは、立ち上がれないほど鋭い痛みでした。
そんな時に救急車がすぐ来てくれ、病院へ行
くことができました。お医者さんも一生懸命
検査して下さいました。そのおかげで朝には
歩けるようになり、午後からは学校に行きま
した。もし、税がなく救急車を呼ぶとき有料
で約５万円支払わなくてはいけなかったら呼
ぶ前に迷ったりして、こんなにもスムーズに
治療ができなかったと思います。なければ良
いと思っていた税がどれだけ重要で大切なも
のなのかということが改めて思い知らされま
した。
　税の重要さが分かったのはこれだけではあ
りません。テレビで税に関することについて
やっているのを見つけました。なにげなく聞
いていると、税がなくなると警察官や消防車、
救急車もなくなるから、殺人、放火が日常茶
飯事になる。病人は救われずに亡くなる。裁
判所も無くなるわけだから、紛争の救済は、
決闘のみ可能になる。そして、そのとき生き
ている日本国民がどれだけなのか、とまで
言っていました。それを聞いて考えれば考え
るほど恐ろしいと思いました。
　去年の４月に消費税が８パーセントになり、
良い印象ではないですが、私の納める税によ
り救われている命があると思うとうれしいで
す。この気持ちを10パーセントになっても忘
れないでいたいです。将来、大人になると納
める税が増え、所得税、住民税などを納めて
いかなくてはいけません。その中でも立派な
大人としてしっかりと納めていきたいと思い
ます。

◆公益社団法人 高岡法人会会長賞

　「税の重要性」

高岡市立戸出中学校３年　浦
うらつじ

辻　真
ま き

希
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国 税 の 窓
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平成27年分所得税・消費税（個人）・贈与税の

確定申告書を提出される方へ
～高岡税務署からのお願い‼～

　確定申告の時期、税務署は大変混雑します。
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」を利用すると、確定申告書等を書面
にて印刷し郵送等にて提出することができます
（時間外文書収受箱に提出することもできます）。
是非、ご利用をお願いします。

　税務署の申告会場は、平成28年２月８日㈪に開設しま
す。相談のために来署される場合には、 開設日以降、 ３
月15日㈫までの間（土日祝日は除く）にお願いします。

　所得税及び復興特別所得税を申告される場合は、復興特別所得税
（原則として各年分の所得税額の2.1%）の記載漏れのないようにご注意
ください。

～納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします～

国 税 の 窓

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成
コーナー」に「給与・年金画面」を新設‼
　この画面は、初めての方でも簡単な操作で
申告書が作成できます。是非ご利用ください。

重要

【給与・公的年金収入
　　 のみの方にお知らせ】

NEW!!
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マイナンバーの運用開始

北陸税理士会  砺波支部長　舘　田　康　弘

税理士会だより

　平成27年10月より個人番号の通知が始まり、すでにほとんどの方が通知カードを受領し、個
人番号カードの交付申請をされたことと思います。また、法人番号については11月に通知書が
発送され、ホームページに公表されました。
　そこで、マイナンバーについて再確認をしたいと思います。
　

１．個人番号カード
　　①簡単にいえば、マイナンバーが記載された身分証明書のこと。
　　②表面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が、裏面には12ケタのマイナンバーが記載

されており、交付申請をして交付を受ける（スマホからの交付申請も可能）。
　　③個人番号カードは平成28年１月から順次発行されるが相当期間を要する場合がある。
　　　（平成28年の確定申告をe-Taxで行う方は、申告期限に間に合わない恐れがある。）
　　④交付通知書が届いたら市町村の窓口に、交付通知書、通知カード、住民基本台帳カード、

身分証明するもの等を持参して受領する。その際、英数字６～16ケタのパスワードと数
字４ケタの暗証番号が必要。

　　⑤住基カードは個人番号カードの交付を受けていない場合のみ有効期限まで使用できる。
　

２．法　人　番　号
　　法人には１法人１つの法人番号（13ケタ）が指定され、登記上の所在地に書面で通知され
ます。番号の通知後、法人番号は、インターネット（法人番号公表サイト）を通じて公表さ
れ、法人番号はどのように利用してもかまわないことになっています。

　　公表される情報は、商号又は名称、所在地、法人番号の３項目です。
　

３．マイナンバーが必要な税金に関わる手続き
　　税務関係書類への個人番号・法人番号の記載の開始時期は次のとおりです。
　　①所得税や贈与税……平成28年分の申告書から
　　②法　　人　　税……平成28年１月１日以降に開始する事業年度に係る申告書から
　　③消　　費　　税……平成28年１月１日以降に開始する課税期間に係る申告書から
　　④相　　続　　税……平成28年１月１日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
　　⑤酒税・間接諸税……平成28年１月分の申告書から
　　⑥法　定　調　書……平成28年１月以降の金銭等の支払等に係るものから
　　⑦申請・届出書等……平成28年１月以降に提出するものから
　

４．マイナンバー制度に関する各種情報
　　国税庁ホームページのトップページにある「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉」を
クリックすると国税関係をはじめ、他省庁へのリンクから関係省庁の情報を取得できます。

　

５．通知カード、個人番号カード、マイナンバー制度等に関するお問い合わせ先
　　『マイナンバー総合フリーダイヤル』　０１２０－９５－０１７８（無料）
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　前日からの天気予報は大きく外れ、早朝から快晴に恵
まれ能越自動車道を今年NHKの朝ドラで一躍脚光を浴
びた輪島方面に向かいました。
　「しおやす」の漆器工房で漆製品の出来上がる工程を見学し、展示場では高価な作品の数々
を目の当たりにしました。
　奈良時代から続いている輪島の朝市では沿道の西側に並んだ出店の数々で試食をしながら品
定めし、海の幸・山の幸や手作りの工芸品の数々を
散策しました。
　日本海沿岸沿いにある輪島キリコ会館では高さ４
～15ｍの雄大かつ豪華なキリコ灯篭の数々に圧倒さ
れ、いきのよい担ぎ手の掛け声に賑やかさを感じま
した。
　テレビドラマでも見たすず塩田村の揚浜館で塩づ
くりの説明を受け、昔の製造工程が現代まで継承さ
れていることに驚きでした。
　バスの窓からの日本海の荒波を眼下に千枚田を眺
め楽しい研修旅行でした。
 （共益事業推進委員会委員　藤森　亮子 記）

各種（税務・異業種交流）研修会 Pick up!

法人会活動報告

【開催日】平成27年９月３日㈭　14時
【場　所】富山県高岡文化ホール（多目的小ホール）
【参加者】194名
1【講 師】高岡税務署法人課税部門　中屋審理専門官
　【演 題】「法人税の税制改正について」
　　　　　「マイナンバー制度の概要と税務について」
2【講 師】高岡税務署資産課税部門　神田国税調査官
　【演 題】「相続税及び贈与税の税制改正について」

【開催日】平成27年９月17日㈭　14時
【場　所】高岡商工ビル４階会議室
【参加者】会員40名、一般４名
【講　師】ダイヤ精機㈱
　　　　　　　　代表取締役　諏訪　貴子 氏
【テーマ】「中小企業が生き抜くための経営改革と人財育成」

～NHK朝の連ドラ「まれ」のゆかりの地を訪ねて～

輪島キリコ会館

【開催日】平成27年10月２日㈮
【行き先】能登方面
【参加者】29名

《能登企業視察に参加して》

◆ 異業種交流視察研修会 ◆
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各種（税務・異業種交流）研修会 Pick up!

法人会活動報告

【場　所】高岡商工ビル会議室　14時　　　【参加者】会員52名
【講　師】税理士 秋元　和子　先生
★第１回　10月７日㈬　開講式
　【テーマ】「消費税の概要」「仕入税額控除」
★第２回　10月14日㈬
　【テーマ】「仕入税額控除」「消費税トラブルの傾向と対策」

★第３回　10月21日㈬
　【テーマ】「法人税の概要」「法人税 収益及び資産の税務」
★第４回　10月28日㈬
　【テーマ】「法人税 費用の税務・資産の税務」
★第５回　11月４日㈬
　【テーマ】「法人税 損失の税務」他
★第６回　11月26日㈭　閉講式
　【テーマ】「平成27年法人税 税制改正」「中小企業会計要領について」

【開催日】平成27年11月11日㈬　14時30分
【場　所】福岡さくら会館
【参加者】会員17名、一般２名
【講　座】①「税のおはなし」
　　　　　　　　高岡税務署長　北野　泰一 様
　　　　 ②副市長を振り返って
　　　　　　「地方創生、これからの福岡町への思い」
　　　　　　　高岡市前副市長　高田　　哲 様

【開催日】平成27年10月29日㈭　13時30分
【場　所】氷見市ふれあいスポーツセンター（１階会議室）
【参加者】26名
【講　座】①「税のおはなし」　 高岡税務署長　北野　泰一 様
　　　　 ②「税にまつわる耳よりな話」 税理士　梶　　義明 様

氷 見 支 部

福 岡 支 部

【開催日】平成27年11月17日㈫　13時30分
【場　所】新湊中央文化会館
【参加者】23名
【講　座】①「税のおはなし」　 高岡税務署長　北野　泰一 様
　　　　 ②「射水市の交通政策とあいの風とやま鉄道の取り組みについて」
　　　　　　　あいの風とやま鉄道㈱
 代表取締役副社長　日吉　敏幸 様

射 水 支 部

修了証授与式

支 部 研 修 会 ★税を考える週間★
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事務局だより

　平成27年度の法人会会費未納の方がいらっしゃいます。法人会指定の納
付書が届いているかと思いますが、ゆうちょ銀行か指定金融機関の高岡法
人会の口座に振り込みいただきますようお願いいたします。
　なお、会費納入について預金口座振替制度を実施していますので、まだ
採用されていない方は、ぜひ採用をお願いします。
　金融機関先：北陸銀行・富山銀行・高岡信用金庫以外で口座振替をご利
用される場合は、事務局にお申し出ください。

　平成27年度分
法人会会費の納入と預金口座振替制度採用のお願い！

〒933-0912　高岡市丸の内１番40号
　　　　　　高岡商工ビル内
　　　　　　TEL 0766－23－8855
　　　　　　FAX 0766－26－1216
発　行　人　公益社団法人　高岡法人会
発　行　日　平成28年１月20日
印　刷　所　平田印刷㈱

新会員のご紹介　　　　　　　平成27年９月～　

◎高岡市　 
かすみ不動産㈱ 京谷　浩平 問 屋 町
㈱システムワークス 宮川　　孝 問 屋 町
㈲アラミ塗装 星野　節雄 中　　田
㈲プリンセスパリ 杉本　貴信 京　　田
㈱フジシステム 藤田　康則 京　　田
税理士法人 ホライズン 高野　智之 蓮 美 町
㈱山本建成工業 山本　孝信 角
㈲稲　向 向　　清光 戸　　出
㈲ケーズメタル 片山　要治 下 麻 生
ライフ㈱ 野尻　貴志 野　　村
㈱アルキャン 関澤　　浩 早　　川
㈱スパークルカンパニー 山口　克次 福岡町大滝
協和アスコン㈱ 大井　佳隆 出 来 田

法　　人　　名 代表者名 町　名 法　　人　　名 代表者名 町　名

◎氷見市　 
㈱リサイクル城東 坪利　利夫 上 田 子
氷見まちづくり㈱ 寺下　利宏 北 大 町
　
◎射水市　 
合同会社 新湊ベイブリッジ 松田　治男 海竜新町
㈲大門運送店 土合　洋昭 赤　　井
今牧自動車㈱ 今牧　元樹 小　　島

【場　所】高岡商工ビル４階会議室　14時
【講　師】高岡税務署 法人課税　中屋審理専門官
【テーマ】「決算における主な注意点」
　　　　 「法人会自主点検チェックシートについて」
◎８月～10月決算法人対象
•平成27年９月９日㈬　13名
◎11月～１月決算法人対象
•平成27年12月２日㈬　30名

賛 助 会 員 名 代表者名 所在地

坂井孝行税理士事務所 坂井　孝行 高岡市井口本江

◆賛 助 会 員
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公益社 団 法 人 　 高 岡 法 人 会

ひみ いみず たかおかひみ いみず たかおか

【日　時】 平成28年5月19日（木）
　　　　  午後3時30分～（1時間半）

公益社団法人　高岡法人会第5回定時総会
会場：高岡商工ビル2階大ホール
（平成28年5月19日（木）午後2時）

【場　所】 高岡商工ビル 2階大ホール
　　　　  高岡市丸の内1-40

■総会記念講演会のご案内■
テーマ『地方創生と日本の将来』

【講　師】 慶応義塾大学法学部教授

片 山　善 博　氏
かた やま よし ひろ

　1951年岡山市生まれ。74年東京大学法学部卒業、自治省に入省。能代税務署長、自治大臣秘書官、自
治省国際交流企画官、鳥取県総務部長、自治省固定資産税課長などを経て、99年鳥取県知事（2期）。
　07年4月慶應義塾大学教授。10年9月から11年9月まで総務大臣。同月慶應義塾大学に復職し現在に
至る。併せて、早稲田大学政治経済学術院非常勤講師、鳥取大学客員教授、「民事司法を利用しやすくする
懇談会」議長、「デジタル文化財創出機構」理事、「日本司法支援センター（法テラス）」顧問、「角川文化振興
財団・城山三郎賞」選考委員、「教育10人委員会」委員、「活字文化推進会議」委員、日本郵便「切手アドバ
イザリー・グループ」委員などを務める。
　主要著書に、「民主主義を立て直す  日本を診る2」（岩波書店2015年）、「片山善博の自治体自立塾」
（日本経済新聞社2015年）、「日本を診る」（岩波書店2010年）、「『自治』をつくる」（共著）（藤原書店2009
年）、「市民社会と地方自治」（慶応大学出版会2007年）、「災害復興とそのミッションー復興と憲法」（共著）
（クリエイツかもがわ2007年）などがある。
　テレビ出演は、「時事放談」（TBS）、「新報道2001」（フジテレビ）、「報道ステーション」（テレビ朝日）など。


