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　「ひみぼうずくん」は、氷見市をＰＲするマスコットキャラクターとして、「忍者ハッ
トリくん」や「怪物くん」などの人気キャラクターを生み出された市ご出身のまんが家、
藤子不二雄Ⓐ先生が考案されました。氷見の海からやってきた海坊主の子どもで、特技
は釣りと人を幸せにすることです。お魚が大好物で、右手には釣りざおを持ち、左手に
はブリを抱えています。様々な広報活動に参加し、氷見市の認知度向上のために日々活
躍しています。
　「唐島」は、氷見漁港から300ｍほど沖合いにある、緑に包まれた島で、藤子Ⓐ先生の
ご生家である曹洞宗の古刹、光禅寺の所有地です。弁天堂、観音堂などがあり、昔から
地元の信仰を集めています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【表紙説明】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氷見市まちづくり推進部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観光交流・若者と女性の夢応援課

ひみぼうずくん、唐島について
《表紙説明》
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特別座談会　2017年

坂井署長年頭インタビュー
平成28年12月７日㈬　〈収録〉 高岡商工ビル５階 副会頭室

坂井署長年頭
インタビュー

西村：　明けましておめでとうございます。本年も、よろ
しくお願いいたします。

署長：　皆さん、明けましておめでとうございます。こち
らこそ、よろしく
お願いいたします。
西村：　本日は、
坂井署長にはご多
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、坂井署長にご協力をお願いし
た次第です。

　　　　今回は、今月発行予定の第109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、福井県の福井市です。現在は福井市で
すが、生まれた時は吉田郡河合村で、翌年に福井市
に編入した田舎生まれです。

　　　　周り一帯が田畑で、親の話によると子供のころは
非常に活発（やんちゃ）で、畑になっているナスや
キュウリを生で食べて育ちました。

　　　　国税の職場には、オイルショック後の昭和50年に
採用され、大阪の枚方市にある税務大学校大阪研修
所で１年あまり研修を受け、最初に配属されたのが

高岡税務署長　坂　井　昌　彦

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　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

大阪の堺税務署でした。
　　　　その後、北陸に戻り、大野、福井、金沢、高岡、

富山、敦賀の各税務署と金沢国税局に勤務しました。
一番勤務が長いのは金沢国税局で、筆頭酒類業調整
官、消費税課長、会計課長など通算19年間勤務しま
した。

西村：　高岡の勤務は２回目と聞いていますが、着任され
ての第一印象はどうでしょうか。

署長：　高岡税務署は、15年ぶり２回目の勤務であり、１
回目は平成11年7月から13年７月の２年間、法人課
税部門の初代の連絡調整官をしておりました。

　　　　連絡調整官は内部事務が中心であり、外へ出る機
会は少なかったのですが、法人会の総会・役員会・
支部研修会に署長随行で出張し、その際には、阿原
専務理事、立浪事務局長さんに大変お世話になりま
した。

　　　　今回２回
目の勤務で、
改めて高岡
署管内には
歴史・文化
の面影があ
る街並みが
多いと感じ
ております。

　　　　先般、北
野前署長と
新湊曳山祭
りを見学し、幻想的な提灯山は所用で見られず残念
でしたが、勇壮華麗で歴史ある13本の花山に感激い

出　　席　　者
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たしました。
　　　　また、「高岡御車山祭の御車山行事」が「魚津の

たてもん行事」「城端の曳山行事」と共にユネスコ
の無形文化遺産に登録されました。

　　　　今年の５月１日の巡行を楽しみにしております。
　　　　これからも、管内の名所旧跡や祭りなどを拝見し、

管内の歴史に触れていきたいと思っております。
西村：　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：　人生観や信念というものではありませんが、「何

事にもチャレンジ」という気持ちで仕事に取り組ん
できました。

　　　　座右の銘は「後悔先に立たず」です。
　　　　本来の意味は、「すでに終わったことを、いくら

後で悔やんでも取り返しがつかないので、事前に十
分注意しなさい。」という意味です。

　　　　元プロサッカー選手の中田英寿氏のブログに、「後
悔先に立たず」を「後悔したってことは、済んでし
まったこと。そのこと以外に、もっと良い方法があ
るということを学べたということだ。」と捉えてい
ますと載っていました。

　　　　私も、「あの時チャレンジしておけばよかった。」
と後悔しないために、失敗を恐れずにチャレンジす
ることと捉えております。失敗したときは「失敗は
成功の基」という諺があるように、次は大丈夫と考
えるようにしています。

西村：　ところで、
趣味や余暇の
過ごし方はど
うでしょうか。

署長：　大野税務署
勤務時代に当
時の七澤久一
署長（元高岡
法人会専務理
事）にゴルフ
を教えてい
ただき、それ以来は、趣味と言えばゴルフでしたが、
15年前に半月板損傷で膝を手術してからは、ほとん
どしなくなりました。

　　　　今は、趣味と言えるものは特にありませんが、お
酒の仕事をしていた関係上、北陸三県の地酒は全国
的にみても美味しいのですが、その中でも安くて美
味しい酒を見つけたいと思っています。

　　　　土日は、一昨年、初孫ができたので、もっぱら孫
守りをしています。

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：　国税局の会計課勤務が通算13年であり、金沢国税
局の職員の中でも一番多く、周りからは「会計プロ
パー」と言われております。

　　　　会計課では、各種施策に予算をいくら配分するか

というような予算事務を６年、税務署の庁舎及び職
員の寮・宿舎の工事の担当を６年従事しました。

　　　　会計課勤務で印象に残っているものとして二つあ
ります。

　一つ目は、庁舎のOA
フロア工事です。
　税務署では、現在、全
国の国税局と税務署を
ネットワークで結び、申
告・納税の事績や各種の
情報を入力することによ
り、国税債権などを一元
的に管理する国税総合管
理（KSK）システムが
導入されており、そのシ

ステムに入力されたデーターを分析して税務調査や
滞納整理に活用するなど、各種事務処理の高度化・
効率化にも役立っています。

　　　　そのKSKシステムを導入する前に、発生したの
がOAフロア工事です。ネットワーク配線を簡易化
するために二重化した床（フリーアクセスフロアと
も言います）工事のことで、平成５年度から順次発
注したものです。

　　　　私が担当したのは、平成６年７月～平成８年７月
で、当時メンバーは６名、そのトップである課長補
佐が長井宰専務理事で、係長が私、主任が北田実都
雄副署長でした。

　　　　２年間で北陸三県15署のうち13署の事務室・会議
室のOAフロア工事を発注しましたが、特に印象に
残っているのは、平成７年９月頃に国税庁から追加
の予算配分があり、10月に富山署、金沢署のほか３
署の工事を一斉に発注したことです。工事をする際
には、事務机等の備品を撤去しなければならないの
ですが、税務署は、御承知の通り２月～３月は所得
税の確定申告時期のため、工事をすることができま
せん。５署の工事を一斉に発注したため、11月～１
月までの間は、年末年始を除き毎週土日は６名が手
分けして工事の立ち会いをしました。もちろん、長
井専務理事にも何度も土日に仕事をしてもらい、金
沢署では夜の12時過ぎまで立ち会ってもらいました。

　　　　非常に大変でしたが、予定通り１月中に完成させ
たとの達成感もありました。

　　　　なお、KSKシステムは大量の納税者情報を保有・
蓄積しているため、職員は職務上必要な情報しか利
用できない仕組みにするとともに、納税者情報を取
り扱う職員のパソコンをインターネットから物理的
に分離するほか、セキュリティ監査を定期的に実施
するなど、不正利用や漏えいの防止には細心の注意
を払っています。

　　　　二つ目は、魚津・七尾・三国税務署の新築の際
に、事務室・会議室等のレイアウトを決めたことで
す。限られた面積の中で、事務室や会議室等をでき
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るだけ広く確保するため、通路を極力少なくしたり、
所得税の確定申告期の使い勝手を考慮し、各部屋の
配置を決めたりしました。現在、３署とも職員から
高評価を得ています。

　また、税務署では、所
得税・源泉所得税・法人
税・消費税・酒税・物品税・
印紙税など多くの税に関
する仕事を担当しました。
　一般的には、法人関係
事務や個人関係事務と
担当事務が決まっており、
退職するまで一つの事務
を担当する職員が多いわ
けでありますが、私の場

合は、法人・個人・旧間税・酒の事務を経験しまし
た。担当事務が変わることを「転課」といい、その
都度、一から勉強する必要があるわけですが、その
転課を４回経験しております。

　　　　その中で印象に残っているのは、お酒に関する事
務です。

　　　　国税庁の任務は、①内国税の適正かつ公平な賦課
及び徴収の実現、②酒類業の健全な発達、③税理士
業務の適正な運営の確保であり、その中の②酒類業
の健全な発達を担当しておりました。

　　　　平成19年から平成23年までの５年間、富山署・国
税局で酒類業調整官として、主に地酒の振興のため
の業界支援を行ってきました。少子高齢化による飲
酒人口の減少が見込まれることから、量から質への
転換を働きかけるとともに、農政局・ジェトロ・県
の担当部署も参加した輸出促進のための連絡会の立
上げも行いました。

　また、小売酒販組合が、毎年
４月８日に未成年者飲酒防止
キャンペーンを実施しています
が、当時、実施していなかった
高岡・魚津・砺波の各小売酒販
組合に実施を働き掛けるととも
に、各警察署へ協力依頼にも行
きました。
　今回、署長講演は、「国税庁
の任務とお酒」と題しお話をさ

せていただいております。
　　　　北陸の地酒は、酒造好適米（清酒造りに適した性

質をもつ酒造専用品種の総称）の使用割合が全国１
位であり、製造数量のうち特定名称酒（吟醸酒、純
米酒、本醸造酒）が占める割合も全国１位です。

　　　　酒造メーカーは、コストをかけ全国的にみても非
常においしい清酒を造っております。

　　　　お酒を飲むときは、地酒振興のため「地酒で乾杯」
をお願いします。

　　　　なお、地酒を飲む合間に「和らぎ水」を飲めば、

気分すっきり、深酔いしません。
西村：　高岡に着任されての抱負をお聞かせください。
署長：　税務署としては、納税者の皆様に適正かつ円滑

に申告・納税をしていただけるよう様々な取組みを
行っているわけではありますが、その取組みを推進
していくに当っては、納税者の皆様の税務行政に対
する理解と信頼が不可欠であると考えております。

　　　　納税者の皆様からの理解と信頼を得るために、一
番重要なのは、やはり「適正・公平な課税・徴収の
実現」であると思います。

　　　　納税者の皆様からの質問・相談には親切・丁寧に対
応する一方、悪質な納税者には厳正な態度で臨みた
いと考えております。

　　　　また、平成28年１月から導入された社会保障・
税番号制度（いわゆる「マイナンバー制度」）につ
きましては、今後、各種申告書や法定調書等への番
号の記載が本格化することを受けて、納税者の皆様
が、税務関係書類の提出などを円滑に行うことがで
きるよう、引き続き的確な周知・広報を行うととも
に、納税者の皆様からの質問・相談についても適切
に対応するよう取組んでおります。

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：　人口減少社会の到来により、今後、税務署の定員
も減少するのではないかと言われており、国税庁の
使命である「納税者の自発的な納税義務の履行を適
正かつ円滑に実現する。」ためには、e-Taxの更な
る利用・促進に努めるとともに、事務の効率化を図
る必要があると思います。

　　　　具体的には、相談事務をはじめとする内部事務に、
新聞紙上でも話題になっているAI（人工知能）を
活用する一方、悪質な納税者に対して、職員は、税
務調査や滞納処分に従事することで、「適正・公平
な課税・徴収を実現」し、納税者の皆様からの理解

と信頼を得てほしいと考
えています。
　また、マイナンバー制
度に関しては、申告書、
法定調書等の書類に番号
が記載されることから、
法定調書の名寄せや申告
書との突合が、より正確
かつ効率的に行えるよう
になり、所得把握の正確
性が向上するものと考え

ています。
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：　高岡法人会は、昭和27年11月に創立された伝統あ

る法人会であり、「税のオピニオンリーダーとして
企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社
会の繁栄に貢献する経営者の団体」として、正しい

坂井署長年頭
インタビュー
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税知識の普及や納税意識の高揚に取組んでおられま
すとともに、地域社会との共生を目指した社会貢献
活動を活発に行われるなど、幅広く事業活動を展開
されておられます。

　　　　特に、企業の税務コンプライアンス向上のため導
入された「法人会自主点検チェックシート」の更な
る普及推進や会員の増強による組織基盤強化のため
の取組み、社会貢献活動としての「婚活支援事業」、
また、小学生を対象とした「租税教室」や「租税教育
バス」更には「税に関する絵はがきコンクール」の実
施など、その活動の充実ぶりには、私どもといたし
ましても、大変心強く感じているところであります。

　　　　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御努力の賜物で
あり、その御熱意と御尽力に対しまして心から敬意
を表する次第であります。

　　　　ところで、税務行政を取り巻く環境は、経済取引
の複雑化・広域化や経済社会の国際化・高度情報化
が急速に進展するなど大きく変化しております。

　　　　私どもといたしましては、「適正・公平な課税・
徴収」を実現するため
様々な取組みを行ってお
ります。その取組みを推
進していくに当っては高
岡法人会の皆様のお力添
えは、なによりも大きな
ものでございます。
　引き続き、税務行政の
よき理解者として、御支
援を賜りますようお願い
申し上げます。

西村：　ここで、同席されています皆様から、一言ずつお
願いします。

鍛冶：　中小企業の社長に、財務会計を理解する仕組みを
設けてもらえたらと思いますが。

署長：　多くの事柄が税と関連していますが、全て既存の

研修会等で理解してもらうのは難しいので、キャッ
シュ・フローなどは、税理士から説明されるように
なればと思います。

浦　：　企業会計と税務とが、ますます乖離しており、近
づく努力が必要と考えるが。

署長：　以前は近づく努力がなされていたが、各々の目的
が異なっており、現在は各目的に沿って進められて
いるものと受け止めています。

土田：　マイナンバーが導入されて、業界によっては、ア
ルバイトの確保が困難となるのでは？何かいいアド
バイスはないですか。

署長：　配偶者控除や社会保険料の適用範囲があり、どこ
まで働けるかが問題です。

鍛冶：　大手でも兼業ＯＫの時代が到来したと思います。
社員から子供が大学に入学し、教育資金が不足する
ので兼業を認めてほしいと言われて、了承したこと
がある。

西村：　私ども法人会の会活動において、税務御当局の
御指導・御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、長時間にわたって
いろんなお話をいただき、ありがとうございました。

【坂井昌彦高岡税務署長略歴】
平成16年７月　金沢国税局　総務部　会計課　課長補佐
平成18年７月　富山税務署　特別国税調査官
　　　　　　 （源泉所得税担当）
平成19年７月　金沢国税局　課税部　酒類業調整官
 （富山税務署派遣）
平成21年７月　金沢国税局　課税部　酒類業調整官
平成23年７月　金沢国税局　課税部　筆頭酒類業調整官
平成24年７月　敦賀税務署長
平成25年７月　金沢国税局　課税部　消費税課長
平成26年７月　金沢国税局　総務部　会計課長
平成28年７月　高岡税務署長
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　　　　　〝世界が認めた光と祈りの街〞

第33回「法人会全国大会」長崎大会
平成28年10月20日㈭　於：長崎ブリックホール

法人会全国大会

◇ 大 会 宣 言 ◇　10月20日㈭、長崎ブリック
ホールに全国から1,700余名
（当会から多田会長他４名）
の会員が第33回「法人会全国
大会」長崎大会に集い、長崎
市において盛大に開催された。
　第一部の記念講演では、長
崎総合科学大学教授 ブライ
アン・バークガフニ氏による
「地方が生き残るために」～
長崎 その歴史 その魅力 その
未来～と題して講演が行われ
た。
　第二部の式典では、開会の辞で始まり、国
歌斉唱、来賓紹介のあと、主催者を代表して
池田弘一全法連会長の挨拶、つづいて、迫田
英典国税庁長官、中村法道長崎県知事、田上
富久長崎市長からの祝辞がありました。
　引き続き、表彰状贈呈式に移り、平成27年
度において顕著な成果を挙げた県連、単位会
に対する表彰では、富山県連及び高岡法人会
は下記の部門において表彰された。
◆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表彰
　　《富山県連》（努力賞）
　⑵高研修参加率を長期間維持の県連表彰
　　《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
　　の高い単位会表彰
　　《高岡法人会》（優秀賞）
◆福利厚生制度推進表彰
　その年度において顕著な成果を挙げた県連
表彰《富山県連》（対前年100%以上）
　表彰の後、「平成29度税制改正に関する提
言」の報告と「青年部会による租税教育活動」
の報告があり、最後に「大会宣言」が朗読され、
大会式典は滞りなく終了した。最後に、次回
開催地である福井県への招聘のプレゼンテー
ションが行われ、再開を誓い参加者は、次の
懇親会場へと向かった。

　われわれ法人会は、新公
益法人等への移行を契機に、
昨年、新たな理念を制定し、
「税のオピニオンリーダー
たる経営者の団体」として、
「税制改正に関する提言」等、
税を中心とする活動を積極
的に展開し、引き続き広く
社会へ貢献していくことと
した。
　現在、わが国経済は、消
費者マインドに足踏みが見
られ、このところ一部に弱
さも見られるものの、穏や
かな回復基調が続いている。
一方、海外においては、中
国をはじめとするアジア新
興国や資源国等の景気の下
振れ、英国のEU離脱問題
などがあり、先行きに不透
明感が高まっている。
　こうしたなか、アベノミ
クスの中心的役割を果た
してきた金融政策の限界が
指摘され始めており、デフ
レから完全に脱却するため
には、抜本的な規制改革の
実施など成長力の確保に向
けた取組みの強化が必要と
なっている。また、国家的
課題である財政健全化につ
いては、消費税の税率引き
上げが再延期されることを
踏まえ、歳出・歳入一体に
よる強固な改革工程を改め
て策定し、明確な道筋を示
す必要がある。
　法人会は、これまで法人
実効税率の引き下げを提言
してきたが、平成28年度税
制改正により「法人実行税
率20%台」が実現し、大き
な前進が図られたところで
ある。しかしながら、真の
経済再生のためには、地域
経済と雇用を担う中小企業
の力強い成長を促す税制の
確立が不可欠である。
　われわれ法人会は、「中
小企業の活性化に資する税
制」、「本格的な事業承継税
制の創設」等を中心とする
「平成29年度税制改正に関
する提言」の実現を強く求
めるものである。
　創設以来、納税意識の高
揚に努めてきた法人会は、
ここ長崎の地で全国の会員
企業の総意として、以上宣
言する。

 平成28年10月20日
全国法人会総連合全国大会

平成29年度　税制改正スローガン

◎経済の再生と財政健全化を目指し、歳出・歳入の一体的改革を!
◎適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を!
◎中小企業の重要性を認識し、活性化に資する税制措置の拡充を!
◎中小企業にとって事業承継は重要な課題。 本格的な事業承継税制の創設を!
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 Ⅰ．税・財政改革のあり方　
１．財政健全化に向けて
　•消費税率10%への引き上げ再延期は、2017年４月から2019
年10月へと２年半の大幅なものとなった。これにより、わ
が国の財政健全化目標には狂いが生じることになった。

　•国民の将来不安を増幅させないためには、財政規律を引き
締め直し、改めて歳出、歳入両面からの強力な改革が求め
られる。

　　⑴　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。

　　⑵　2018年度の財政健全化中間目標の設定に伴い、歳出面
では18年度までの3年間で政策経費の増加額を1.6兆円
（社会保障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に抑制する
目安を示した。今回の骨太の方針では、消費税率引き上
げ延期で中間目標数字への言及がなかったが、この政策
経費の抑制は確実に行うべきである。

　　⑶　財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的
改革によって進めることが重要である。歳入では安易に
税の自然増収を前提とすることなく、また歳出について
は、聖域を設けずに分野別の具体的な削減の方策と工程
表を明示し、着実に改革を実行するよう求める。

　　⑷　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。

　　⑸　国債の信認が揺らいだ場合、金利の急上昇など金融資
本市場に多大な影響を与え、成長を阻害することが考え
られる。市場の動向を踏まえた細心の財政運営が求めら
れる。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
　•持続可能な社会保障制度の構築は喫緊の課題であり、「給
付」を「重点化・効率化」によって可能な限り抑制すると
ともに、適正な「負担」を確保する必要がある。

　　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や学童保育等を
整備するなどの現物給付に重点を置くべきである。なお、
子ども・子育て支援等の取り組みを着実に推進するため
には安定財源を確保する必要がある。

　　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
　•「行革の徹底」には、地方を含めた政府・議会が「まず隗
より始めよ」の精神に基づいて自ら身を削ることが何より
必要である。

　　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、能力を重視した賃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
　•軽減税率は何と言っても事業者の事務負担が大きいうえ、
税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点
から問題が多く、税率10%程度までは単一税率が望ましい
ことを改めて明確にしておきたい。

　•税率引き上げに向けては消費税制度の信頼性と有効性を確
保する観点からも、以下の対応措置が重要である。

　　⑴　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。

　　⑵　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
　•マイナンバー制度は2016年１月から運用が開始されたが、
国民や事業者が正しく制度を理解しているとは言い難い。
政府は引き続き、制度の意義等の周知に努め、その定着に
向けて取り組んでいく必要がある。

　　制度運用に当たっては、年金情報流出問題などを踏まえ、
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
保護など制度の適切な運用が担保される措置を講じるとと
もに、コスト意識を徹底することが重要である。また、国
民の利便性を高めるためには、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。

　　今後は社会保障と税、災害対策となっている利用範囲をど
こまで広げるかが大きな課題となるが、広範な国民的議論
が必要である。

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
ケ国の平均は約22%となっており、これらと比較すると依
然として税率格差が残っている。当面は今般の法人実効税
率引き下げの効果等を確認しつつ、将来はさらなる引き下
げも視野に入れる必要がある。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
　　⑴　中小法人に適用される軽減税率の特例15%を時限措置

（平成29年3月31日まで）ではなく、本則化する。なお、
直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長
する。また、昭和56年以来、800万円以下に据え置かれ
ている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600万
円程度に引き上げる。

　　⑵　租税措置については、税の公平性・簡素化の観点から、
政策目的を達したものや適用件数の少ないものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術
革新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度
を拡充し、本則化すべきである。なお、中小企業投資促
進税制の適用期限が平成29年３月31日までとなっている
ことから、直ちに本則化することが困難な場合は、適用
期限を延長する。

　　　①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充し
たうえ、「中古設備」を含める。

平成29年度 税制改正に関する提言（要約）
　　　　　　　　　　

税 制 改 正

基　本　的　な　課　題
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税 制 改 正

税目別の具体的課題

　　　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。

　　⑶　中小法人課税について、適用される中小法人の範囲（現
行資本金１億円以下）を見直すことが検討されているが、
資本金以外の「他の指標（例えば、所得金額や売上高）」
を使用した場合、毎年度金額が変動する、業種や企業規
模によってそれぞれ指標を定める必要がある等、経営面
で混乱が生じることが予想される。このため、中小企業
の活力増大と成長の促進に資する観点からも慎重に検討
すべきである。

３．事業承継税制の拡充
　•我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化
や雇用の確保などに大きく貢献しており、経済社会を支え
る基盤ともいえる存在である。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　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
他の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資
産への課税を軽減あるいは控除する、欧州並みの本格的
な事業承継税制の創設が求められる。

　　⑵　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。
　　⑶　親族外への事業承継に対する措置の充実
　　⑷　取引相場のない株式の評価の見直し
　　　　円滑な事情承継に資する観点から、比較対象となる上

場株式の株価のあり方や比準要素のあり方を見直すこと
が必要である。

 Ⅲ.地方のあり方 
　•地方活性化には、国と地方の役割分担を見直し、財政や行
政の効率化を図る地方分権をさらに進めねばならないが、
同時に現在推進中の地方創生戦略の深化も極めて重要であ
る。その共通理念として指摘しておきたいのは、地方の自
立・自助の精神である。

　•ふるさと納税制度で一部に見られるような換金性の高い商
品券や高額または返礼割合の高い返礼品を送付するなどの
過度な競争には問題があり、適切な見直しが必要である。

　•異常な水準にまで悪化した我が国財政考えると、国だけで
なく地方の財政規律の確立も欠かせない。とくに、国が地
方の財源を手厚く保障している地方交付税の改革をさらに
進め、地方は必要な安定財源の確保や行政改革についても、
自らの責任で企画・立案し実行していく必要がある。

　　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 
　•東日本大震災については、本年4月から「復興・創生期間（平
成28年度～32年度）」に入ったが、被災地の復興、産業の
進展はいまだ道半ばである。今後の復興事業に当たっては
これまでの効果を十分に検証し、予算を適正かつ迅速に執
行するとともに、原発事故への対応を含めて引き続き、適
切な支援を行う必要がある。また、被災地における企業の
定着、雇用確保を図る観点などから、実効性のある措置を
講じるよう求める。

　•本年４月に起こった熊本地震についても、東日本大震災の
対応などを踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、
被災地の確実な復旧・復興の実現に向けて取り組まねばな
らない。

　•今後も大規模な災害が発生すると予想されていることから、
「大規模自然災害を想定した税制」の整備について検討す
ることも必要であろう。

 Ⅴ.その他 
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実
◆詳細については、全法連のホームページを参照してください。

種目別の具体的課題
 法人税関係 
１．役員給与の損金算入の拡充
　　⑴　役員給与は原則損金算入とすべき
　　⑵　同族会社も利益連動給与の損金算入を認めるべき
２．公益法人課税
 所得税関係 
１．所得税のあり方
　　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
　　⑴　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。
　　⑵　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。
　　⑶　償却資産ついては、「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。

　　⑷　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
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＊＊平成29年度 税制改正に関する提言＊＊
～税を考える週間～　行動する法人会「高岡」

　　　　　　　　　　　❖❖❖国会議員・３市長へ提言書を持参‼❖❖❖

※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。

右から
前辻秋男氷見副市長、島　正己常任理事
濱井　信青年部会副部会長
山田圭子女性部会副会長、長井　宰専務理事

左から
石灰一友青年部会副部会長、小川記生副会長
牧田和樹副会長、夏野元志射水市長
中曽外海女性部会副会長
小川ゆり子女性部会副会長、長井　宰専務理事 

左から
橘　慶一郎国会議員
多田慎一会長、西村博邦副会長
野上和義青年部会長、渡辺佳世子女性部会長
長井　宰専務理事

左から
高橋正樹高岡市長、西村博邦副会長
野上和義青年部会長、若野歌子女性部会副会長
多田慎一会長、長井　宰専務理事

提 言 活 動

於　氷見市役所　

氷見市長（11月８日）

於　射水市役所（新庁舎）　

射水市長（11月９日）

於　高岡商工ビル　

橘慶一郎国会議員（11月12日）

於　高岡市役所　

高岡市長（11月14日）
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自 主 点 検
チェックシート

※当会ホームページに税務署提出一覧表を作成しました。申告の際にご活用ください。
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法人会全国青年の集い・租税教室・税経セミナー

青年部会情報

青年部会のメンバーが講師となって、子供達の生活の中での税
金の使われ方やクイズ・スライドを使って租税教室を行った。

　９月９日㈮旭川大雪アリーナに、全国の法人会
青年部会員（当会青年部会から野上部会長ほか14
名）が参集し、第30回法人会全国青年の集い北海道
大会が盛大に開催された。今大会スローガン「Be 
Ambitious！ Do Action！」は、ここ北の大地北海
道の礎を築いた先人たちの志と強い開拓精神を今に
受け継ぎ、若者らしく未来を切り拓く力強いものに
なる事を目指した大会であった。
　当日、記念講演会として、スキージャンプ葛西紀
明氏による「夢は、努力でかなえる」と題し、講演
された。
　次回開催地は高知にて執り行われる。

【開催日】平成28年12月15日㈭　

【場　所】ホテルニューオータニ高岡４階

【参加者】15名

【講　師】社会保険労務士　三井　敏彦 氏

【テーマ】こんな会社が危ない‼

　　　　　　～労務管理にひそむリスクとは～

小学６年生を対象に租税教室を開催

◆高岡市立南条小学校 平成28年12月12日㈪
◇氷見市立朝日丘小学校 平成28年12月12日㈪
◆射水市立太閤山小学校 平成28年12月13日㈫
◇射水市立中太閤山小学校 平成28年12月16日㈮

高岡市立南条小学校

氷見市立朝日丘小学校 射水市立太閤山小学校 射水市立中太閤山小学校

税経セミナーを開催

  平成28年９月８日㈭～９日㈮第30回 法人会全国青年の集い「北海道大会」  会場：旭川大雪アリーナ

青年部会・女性部会
〰会員募集〰

★あなたも仲間に入り
　ませんか‼
◇各種研修会に参加して、
幅広い知識を習得し発想力
を鍛え、時代の先取りし経
営感覚を養い、部会活動に
も参加し異業種の仲間たち
とネットワークを広げてみ
ませんか。

【部会員の資格及び年部会費】
◉青年部会
　親会会員企業（経営に携
　わる方）の満50歳まで 
　…… 年部会費／3000円
◉女性部会
　親会会員企業
　（女性の代表者又は役員
　 の家族）
　…… 年 会 費／2000円

※申し込み
法人会事務局（23－8855）
または、各部会役員まで。
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社会貢献活動と租税教育活動
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　射水市立作道小学校　平成28年８月26日㈮
□租 税 教 室　高岡市立川原小学校　平成28年10月26日㈬
□租 税 教 室　氷見市立灘浦小学校　平成28年11月18日㈮

★高岡市 つくし保育園　　 平成28年10月11日㈫
★氷見市 こもれびの里　　 平成28年12月２日㈮
★射水市立大島南部保育園 　平成28年12月６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、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坂井署長へ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28年９月１日㈬ 

公益社団法人 南越法人会女性部会交流会　 平成28年８月４日㈭ 
　福井県南越法人会女性部会会員18名が視察研修旅行で高岡市を訪れ、瑞龍寺・高岡
市七夕祭り・㈱能作を観光、見学し途中昼食をとりながら高岡法人会女性部会と交流
会を開催した。
　交流会では、各部会での活動状況を報告し、地域での違いや研修会の開催報告など
を聞き、各会員会話もはずみ交流を深めた。
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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28年度合同納税表彰式が、11月14日、高岡ふれあい福祉セン
ターにおいて挙行された。
　受賞の栄に浴された方<法人会功績者>は、次のとおりです

先進地視察（東京都）
平成28年９月12日㈪～13日㈫

女性部会情報

【開催日】平成28年11月16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】会員87名　一般73名
【講　師】ジャーナリスト
　　　　　　　三橋　貴明　氏
【演　題】「日本経済の嘘と真実」

（公社）高岡法人会常任理事

◆◆平成28年度◆◆

～栄えある～ 納税功績者表彰式が挙行される!!
平成28年11月14日㈪　於：高岡市ふれあい福祉センター

税を考える週間

税を考える週間　　特　別　講　演　会

　残暑も残る９月、女性部会は、新高岡駅から北陸新幹線かがやき号で東京へと出発。
目黒の雅叙園では「百段階段」の装飾豪華な各部屋の説明を聞いた。
午後から国立新美術館、一般開放された迎賓館本館を訪れ、世界のVIPとの会談など
に使われる豪華な室内の造りや、手入れの行き届いた庭園を見学した。
　翌日大雨のため行程変更し、聖徳
記念絵画館を見学。最後に日本銀行
本店を訪れ、銀行内のシステム・歴
史などの説明を受けながら見学した。
一泊二日の東京視察であったが、会
員の親睦と、普段なかなか訪れるこ
とができない所を見学し満喫した先
進地視察であった。

島　　 正  己 様
（株式会社アムテック代表取締役）
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　正しい税のしくみと役割を理解してもらう目的で、全納連と国税庁が共催で、全国の中学生

から「税についての作文」を募集。全国法人会総連合も平成24年度から後援協力を行って、高

岡税務署管内での募集した作文の中から優秀な作品１点に高岡法人会会長賞が贈られた。

　なお、表彰された方々は次のとおりです。

〰平成28年度〰 
中学生の「税についての作文」入賞者を表彰!

平成28年11月14日㈪　於：高岡市ふれあい福祉センター

税を考える週間

共催：全国納税貯蓄組合連合会・国税庁

後援：公益財団法人全国法人会総連合 他

★《全国納税貯蓄組合連合会会長賞》
　　『期待をこめた贈り物』
 高岡市立五位中学校３年　前

まえ

田
だ

野
の

乃
の

葉
は

★《高岡税務署長賞》
　　『税金を払う重要性』
 高岡市立伏木中学校３年　藤

ふじ

井
い

　晴
はる

菜
な

　　『当たり前の安心を考える』
 射水市立大門中学校３年　山

やま

崎
ざき

　萌
もえ

香
か

★《富山県知事賞》
　　『大切な存在〝税〟』
 高岡市立高岡西部中学校３年  米

こめ

納
のう

　怜
れい

亜
あ

★《北陸納税貯蓄組合総連合会会長賞》
　　『税金のおかげでできること』
 射水市立新湊南部中学校１年　釣

つり

谷
たに

　優
ゆ

羽
う

★《富山県納税貯蓄組合総連合会会長賞》
　　『救 わ れ た 命』
 高岡市立高岡西部中学校２年　川

かわ

口
ぐち

　京
きょう

華
か

★《高岡税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞》
　　『未来のための税』
 射水市立新湊中学校３年　久

く

々
ぐ

江
え

龍
りゅう

飛
と

★《北陸税理士会高岡支部支部長賞》
　　『税 と Ｏ Ｄ Ａ』
 射水市立大門中学校３年　轟

とどろき

　　優
ゆう

里
り

★《公益社団法人高岡法人会会長賞》
　　『税のむだづかい』
 射水市立大門中学校３年　原

はら

田
だ

　海
かい

斗
と

高岡税務署管内表彰
 ～『税についての作文』入賞者～

  　  ＜敬称略・順不同＞
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平成28年度　中学生の「税についての作文」
〈敬称略〉

税を考える週間

　2011年３月11日、私はあの日の記憶を今も
鮮明に覚えています。
　小学校にいた私は多少の揺れを感じました
が、すぐにおさまったので、あまり気にして
いませんでした。しかし、帰宅するといつも
仕事で夜遅くに帰ってくる祖父と祖母がテレ
ビの前でニュース番組を見ていました。私が
どうしたのかと尋ねると、
「福島のおばあちゃんの所だよ」
と言われ、テレビを見ると画面が大きく揺れ、
福島県には大津波警報がでていました。そし
て、一時間も経たないうちに津波が押し寄せ
ていました。
　私の母親の実家は福島県にあり、家族みん
なで心配し、しきりに電話を掛けました。で
も電話は全く繋がらず、その日は眠ることが
できませんでした。
 しばらくして、電話が繫がると母親の実家
は被害を受けていなかったものの、周りの家
はみんな流され、何もない平地になっている
と知らされました。
　二カ月後、家族で福島へ行きました。電話
で聞かされた通り、今まで公園があった場所
に遊具はなく、瓦礫置き場となっていました。
また、母親の実家の周りには家は無く、荒れ
た土地や海から流されてきた舟がありました。
　想像以上の被害の大きさに驚きを隠すこと
ができませんでした。
　震災から三年後、もう一度福島を訪れると、
仮設住宅・仮設校舎が建っており、ひびの入っ
た道路も舗装され、たくさんあった瓦礫がほ
とんど無くなっていました。
　その後、復興にかかる費用はどのように払
われているのか分からなかった私は、イン
ターネットで調べてみると、仮設住宅や仮設
校舎の建築、道路の舗装工事、瓦礫の撤去、
原発事故の賠償金などに税金が使われている
事を知りました。
　百円ショップで払う八円分の消費税、家族
の持つ三台分の自動車税、家を持つ人にかか
る固定資産税など、私たちには多くの税金が

課せられています。税金についてよく分かっ
ていなかった頃の私は、「なぜこんなに税金
を払わなければいけないのだろう」と考えた
ことが何度もありました。しかし、税金につ
いて調べた今は、「復興に携わることができ
てうれしい」と感じています。
　税金の制度があることで東日本は、日々復
興に向かって動き続けています。今年熊本で
起こった熊本地震でも復興のために多くの税
金を求めています。だから今私たちにできる
ことは、税金に対して悲観的に思わず、地球
に生きる一人として税金を払う義務を果たす
ことだと思いました。

　「税金とは？」と聞かれたら、中学生はど
う答えるのだろうか。
　私は今まで「税」について、深く考えたこ
とがなかった。もちろん、買い物をすれば消
費税を払うので、税金についてのばく然とし
たイメージはある。でも、知識はない。私は
十五歳。この状態のまま高校生、そして大人
になっていくのは危険だ。そこで、この作文
をきっかけに少しだが税について調べてみる
ことにした。
　税金は国税や地方税、直接税や間接税など
に分類される。また、その種類としては私達
がよく耳にする消費税の他に、所得税や酒税、
ガソリン税などがある。そして、この使い道
は、私達の学校生活にも関係していた。
　学校の校舎はもちろん、毎日使う教科書を
小・中学校の間無料で使えていたのも税金の
おかげだった。それだけではない。調べてい
くと学校の授業には何とたくさんの教材が必
要なのか。授業だけではない。私が大好きな
部活のためにも税金は使われていた。 
　そこで考えた。もしも、ここに税金が使わ
れない社会があったらと。確かに消費税はい
らなくなる。他にもきっと、両親が払ってい
るどれだけかの税金も払わなくてよくなる。
そしたら生活はどうなるか。これまで税金で
まかなわれていた部分を個人が負担すること
になる。そうなると、当たり前に友達と学校

　◉高岡税務署長賞

　「当たり前の安心を考える」

射水市立大門中学校３年　山
やま

崎
ざき

　萌
もえ

香
か

 

　◉高岡税務署長賞

　「税金を払う重要性」

高岡市立伏木中学校3年　藤
ふじ

井
い

　晴
はる

菜
な
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税を考える週間

で学べた毎日が、当たり前でなくなるかも知
れない。学校生活に関わるだけでも、税で支
えられている部分が大きいのに、これが国の
単位になると大変だ。病気になった時に、平
等に治療が受けられなくなるのではと不安に
なった。
　そんな時、私は道徳の授業のことをふと思
い出した。それは世界平和について考えた時
で、マザーテレサが「家族を大切に」と言っ
た言葉に対し、この「家族」とは血のつなが
りだけを意味するのか、もっと家族を広くと
らえればよいのではないかという意見があり
私はハッとした。最後にみた動画では、一人
一人の小さな優しさがつながり最後には自分
に愛が戻ってくるというものだった。この「思
い合う心」なんだか税のしくみに似ている。
　そこでもう一度税について考えてみた。私
達の住む社会には私の知らないしくみが多く
あって、いろいろな形で私達の生活を支えて
いる。税金もまた私達の生活を支えているが、
ここで思ったのは、最後にそれを使い生活す
るのは私達自身だということ。きっと私達の
生活は物だけでは豊かにならない。みんなが
安心して生活できる社会にするには、税金の
使い方や使われ方が大切になってくると思う。
　まだ中学生の私が今できることは、納税者
が誰かの未来のために納めた税金で学校生活
を充実させること。そして、そのしくみを未
来につなげていくこと。私はそう考える。

　僕にとって税とは、まだまだ無関係なもの
だと思っていました。でも、あの話を聞いて
からそんな考えが無くなりました。
　ある日、僕はいつものように学校に登校し
ました。その日は一限が体育だったのでとて
もわくわくして学校に登校しました。そして
やってきた体育の時間にある出来事が起こり
ました。体育が終わり、水を飲んでいるとき
横の人が水を出しっぱなしでどこかへ行って
しまいました。その当時の僕は、水なんて無
くならないでずっとあるものだと思っていま
した。だから、自分も出しっぱなしにしまし

た。そして、そのまま昼休みになり、外で遊
ぼうとしたときに、水が流れる音が聞こえま
した。一限に出しっぱなしにした水がまだ流
れていたのです。でも、違う人がまたやった
のかもしれないと思い水を止めようとしませ
んでした。そして六限は集会で先生が水の話
をしました。先生は、
「水道などの水は、税でまかなっているんだ
よ」
と言われたとき、僕はドキッとしてとても変
な汗がでました。さっきまでの自分に対する
注意だと思いとてもドキドキしました。周り
から変な目で見られてないかな、と思いなが
ら、六限が終わると、すぐに水を止めにいき
ました。すると、一限で僕の横で水を飲んで
いた人も止めにきていました。そして、その後、
今まで自分がしてきた税のむだづかいにとて
も恥ずかしさを感じていました。家に帰って
からというとインターネツトで税はどんな所
で利用されているのかを調べたりしてみたと
きに、水だけではなく、まだ他に税が使われ
ているものがあり、まだ遅くはない、今から
の行動しだいで税のむだを取り戻すことがで
きると思いました。
　それからは、税の重みを感じ、一人一人が
意識して税の大切さ重みを実感してほしいと
思いました。そして、水が出しっぱなしにし
てあるのを見たときはすぐ止めて、税のむ
だを減らし、その分他のことに税を役立てて
ほしいと思いました。前の僕にとって税とは、
まだまだ無関係のものでした。しかし、今の
僕にとって税とは、誰もが関わることのでき
る、また、世界に貢献できるものの一つだと
思っています。しかし、税の関わりしだいで
大きく世界が変わっていくと僕は思います。
そして、僕は税を知ることで今まで見ていた
世とは違う景色に感じました。また税は、市
の発展、被災地の復興に役立っています。あ
なたが物を買うことで町が発展していく、被
災地の人々が助かる。それは、とてもすてき
なことだと思いませんか。僕は水の出しっぱ
なしは良いきっかけだと思います。なぜなら
あれが無かったら、今の世界の景色が見れな
かったからです。これからも税について学ぼ
うと思います。

　◉公益社団法人 高岡法人会会長賞

　「税のむだづかい」

射水市立大門中学校３年　原
はら

田
だ

　海
かい

斗
と
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国 税 の 窓



高岡法人会報 19

平成28年分所得税・個人消費税・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‼～

国 税 の 窓
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生前贈与にご注意ください

北陸税理士会高岡支部 支部長　森　原　博　明

税理士会だより

　平成27年１月１日以降の相続につき、遺産にかかる基礎控除額が40%減額されることに伴い、
巷では、相続税対策をあおる広告などが氾濫しています。しかし、相続対策は、税金対策にと
どまらず、幅広いものです。また、その対応を誤ると、かえって負担の増加やトラブルを引
き起こしかねません。特に生前贈与に関しては、安易な手続きにより、その効果がなかったり、
後日、贈与税や相続税の追徴課税を受けたりするケースがあり注意が必要です。まずは相続税
見込み額を試算し、冷静かつ適切な対策が必要です。
　今回は、生前贈与の中でも最も多い、金銭（預金）贈与の注意点をまとめてみました。税務
調査で贈与が認められず名義預金と指摘されれば、せっかくの相続対策も効果がなくなります。
ぜひ参考にしてください。もし、具体的に対策をお考えであれば、事前に専門家に相談し、ア
ドバイスを受けるとよいでしょう。また、すでに実施された場合には、要件を満たしているか
チェックをしてみてください。

◆金銭（預金）贈与が名義預金だと否認されないためのチェック項目
　※名義預金とは、その預金が預金名義者のものでなく、名義を借りた他者のものだとされるもの

　　⑴もらった人が受け取りを承諾しているか。

　　⑵贈与契約書があるか。また、自署で作成しているか。

　　⑶年間110万円の基礎控除を超えた場合、贈与税の確定申告をしているか。

　　⑷銀行口座を通して贈与するなど、お金の動きを証明できるようにしているか。

　　⑸銀行手続きは、通帳や証書の名義人が行っているか。

　　⑹通帳や証書及び印鑑やキャッシュカードは、もらった人が管理しているか。

　　⑺贈与された預金は、もらった人が使うようにしているか。

　上記をすべて満たすことが要件ではありませんが、特に⑵と⑹は重要で、税務調査では必ず
確認される項目です。
　贈与契約書は、贈与があったことや成立していることを証明する書類として有効です。また、
もらった人が成人の場合、あげた人が通帳や証書と届出印などを持ち続けている場合は、贈与
が認められない可能性が高くなります。
　なお、未成年者に対する贈与は、親権者が契約するなど
一定の条件を満たせば認められます。しかし、名義預金と
みなされ否認されることが大変多いので、実施に当たって
は細心の注意が必要です。
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（改正・決算期別・実務講座）研修会 Pick up!

法人会活動報告

【開催日】平成28年９月７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】会員116名
1【講 師】高岡税務署法人課税部門　長井統括国税調査官
　【演 題】「法人会自主点検チェックシートについて」
2【講 師】高岡税務署法人課税部門　岩本審理専門官
　【演 題】「法人税の税制改正について」
3【講 師】高岡税務署個人課税部門　富﨑上席国税調査官
　【演 題】 「所得税の税制改正について」
4【講 師】高岡税務署資産課税部門 土肥統括国税調査官
　【演 題】 「相続税及び贈与税について」

【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　岩本審理専門官 
【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作成要領｣
　　　　　◎８月～10月決算法人対象
　　　　　　・平成28年９月13日㈫　16名
　　　　　◎11月～１月決算法人対象
　　　　　　・平成28年12月６日㈫　26名

★第１回　10月７日㈮　開講式
　【テーマ】「企業会計と税務申告・益金と損金」等
★ 第２回　10月12日㈬
　【テーマ】「販管費の取扱い」等
★ 第３回　10月19日㈬
　【テーマ】「減価償却・繰延資産」等

【場　所】高岡商工ビル会議室　14時
【参加者】会員61名
【講　師】税理士　油谷 奈津紀　先生

★ 第４回　10月26日㈬
　【テーマ】「法人税額の計算・申告と納税」等
★第５回　11月２日㈬
　【テーマ】「消費税のしくみ」等
★ 第６回　11月17日 (木)  閉講式    
　【テーマ】「仕入税額控除・簡易課税制度」等

修
了
証
授
与
式

改 正 税 法 研 修 会

決算期別法人研修会

法人税実務講座《中級》
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雇用管理研修会と支部研修会
　　　　　＆税経セミナー Pick up!

法人会活動報告

福岡 支 部
【開催日】平成28年11月11日㈮　15時～
【場　所】高岡市福岡観光物産館（２F多目的ホール）
【参加者】会員16名、一般７名
【講　座】①「国税庁の任務とお酒」
　　　　　　　　高岡税務署長　坂井　昌彦 様
　　　　 ②「行政の節目における議会の関わり」
　　　　　　　　高岡市市議会 議長　水口　清志 様

【開催日】平成28年11月９日㈬　13時30分～
【場　所】射水市小杉社会福祉会館（３F会議室）
【参加者】会員30名
【講　座】①「国税庁の任務とお酒」
　　　　　　　　高岡税務署長　坂井　昌彦 様
　　　　 ②「ディズニーに学ぶ成功と笑顔の法則」
　　　　　　　～あなたの働く価値観と
　　　　　　　　　　　　人生をかえてみませんか～
　　　　　　　　㈱プロデュース　川田　直子 様

射 水 支 部

雇用管理研修会
【開催日】平成28年８月10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】会員61名、一般２名
【講　師】①社会保険労務士　宮本　敦子 氏
　　　　　 「有期契約労働者の無期転換に対応するために
　　　　　　　　必要な準備と雇用形態の見直し等について」
　　　　 ②（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　富山支部
　　　　　　　　給付金・助成金担当　久保　正春 氏
　　　　　 「障害者雇用納付金制度に基づく助成金について」
　　　　 ③（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　富山支部
　　　　　　　　高齢者雇用給付担当相談員　高地　伸政 氏
　　　　　 「高年齢者雇用安定助成金の活用事例と平成28年度の制度改正について」

【開催日】平成28年10月27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】会員20名
【講　座】①「国税庁の任務とお酒」
　　　　　　　　　　高岡税務署長　坂井　昌彦 様
　　　　 ②「節税と脱税」　
　　　　　　　　　　梶税理士事務所所長　梶　義明 様

氷 見 支 部

■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □支 部 研 修 会（税を考える週間）
◆ 
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異業種交流視察と新会員紹介

法人会活動報告

〒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29年１月20日
印　刷　所　平田印刷㈱

◎高岡市　 
農事組合法人 麻生谷営農 小川　安夫 麻 生 谷
森田技研 合同会社 森田祐太朗 福岡町三日市
㈲竹澤薬局 竹澤　裕一 戸 出 町
㈲きもの山﨑 山嵜　勝久 問 屋 町
学校法人高岡学園 高新自動車学校 片山　主水 能　　町
㈱OASIS 伊藤　英彦 東 上 関
㈱トゥザスカイ 松田　英昭 京　　田

～NHK大河ドラマ「真田丸」の舞台
　　　　　　　　　 信州ゆかりの地を訪ねて～

【開催日】平成28年10月６日㈭
【参加者】20名
【行き先】信州方面
〈上田城跡、善光寺、真田宝物館〉

　10月６日午前５時45分商工ビルに集合、６時出発。集合が早かったため皆眠たそう。出発する際は小雨だった
が、だんだんと晴れてきた。
　約３時間半で上田城跡に到着。天気は晴れ。日頃の行いが良いおかげか（笑）。この城は、真田昌幸が徳川の
大軍を二回も撃退した名城である。当地では、数万人の人夫でも動かせなかったという真田石、真田神社、大
河ドラマ館を見学。大河ドラマ館は年間入場者の目標が50万人のところ、すでに60万人を達成（前年の花燃ゆは
６万人）。期間限定のため、興味のある方はお急ぎを。今回は時間の都合で手前の方だけだが、次回は奥の方ま
で行ってみたいと思った。上田城跡の次はお昼ご飯。長野市内すき亭本店（026－234－1123）にて、りんごで育

てた信州牛のすき焼きをいただく。大変おいしく、今回は遠慮したが、次回は
肉を追加しようと思う。
　次は善光寺の入り口にある善光寺上人お住まいの寺である善光寺大本願へ。
ここでは、天皇家ゆかりの善光寺上人関連の宝物殿を見学、参拝した。普段は
レプリカなのが今回タイミングよく本物を拝見できた貴重な機会であった。
　最後は長野市内の松代へ。当地は、上田から移封された真田10万石松代藩の
あった場所である。ここでは、真田宝物館、真田邸、文武学校を見学。特に宝

物館は、真田信幸（之）本人の鎧兜などの大名道具、武具、調度品が展示してあり貴重な体験をさせてもらった。
真田家や戦国時代に興味のある方は是非訪れると良いと思う。
　当方、戦国時代に興味があり、小学生の頃のNHKドラマ真田太平記や大河ドラマ武田信玄、風林火山に今年
の真田丸（原作も含め）の舞台である上田、長野、松代を訪れることができたのは貴重な体験であった。今回は、
時間の都合もあり、今回いけなかった所もあるので次回はもう少しじっくりと訪ねたいと思った。
　松代を出発して、午後８時半くらいには高岡へ到着。バスガイドさん、運転手さん、法人会事務局の方、当日
参加の皆様お疲れ様でした。 （立野井慎一記）

◎氷見市　 
㈱うみあかり 里木　昌博 宇　　波
◎射水市　 
㈱シマダ蝋燭 島田　友義 青 井 谷
㈱協　働 土田　一清 戸破針原
協和ホールディングス㈱ 藤坂　和則 布 目 沢

法　　人　　名 代表者名 町　名 法　　人　　名 代表者名 町　名

新会員のご紹介　　　　　平成28年９月～　

異業種交流視察研修

事務局だより

彩　　創 二塚　大希 射水市小島
荒谷正人 荒谷　正人 高岡市答野出

◆賛 助 会 員
賛 助 会 員 名 代表者名 所在地



【日　時】 平成29年5月19日（金）
　　　　  午後3時30分～（1時間半）

公益社団法人　高岡法人会第6回定時総会
会場：ホテルニューオータニ高岡4階
（平成29年5月19日（金）午後2時）

【場　所】 ホテルニューオータニ高岡4階
　　　　  高岡市新横町1番地

■総会記念講演会のご案内■
テーマ（予定）『これからの世界経済の行方と日本の企業戦略』

【講　師】 経済評論家

門 倉　貴 史　氏
かど くら たか し

　ＢＲＩＣｓ経済研究所  代表、経済評論家
　１９７１年神奈川県生まれ。
　９５年慶應義塾大学経済学部卒業。
　銀行系シンタンク、生保系シンクタンク等を得て、ＢＲＩＣｓ経済研究所を設立。専門は、日米経済、アジア経
済、ＢＲＩＣｓ経済、地下経済、行動経済学と多岐にわたる。現在は、同研究所の活動と合わせて、フジテレビ
｢ホンマでっか！？ＴＶ」、テレビ朝日｢ビートたけしのＴＶタックル」など各種メディアにも出演中。
　また、雑誌・ＷＥＢでの連載や各種の講演も多数行っている。『図説ＢＲＩＣｓ経済』『人にいえない仕事はな
ぜ儲かるのか？』 『インドが中国に勝つ』『日本人が知らなかったＶＩＳＴＡ株』など著書多数。


