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消費税期限内納付
法人会 一声運動

めざします
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法人会を！
会員の会員による会員のための

令和２年

新春を迎えて

公益社団法人砺波法人会

会長

皆様、新年明けましておめでとうございま
す。

齊

藤

啓

作

の為の福利厚生事業の推進を図り、引き続き
提携保険３社との連携を強化しつつ支援をし

希望に満ちた令和２年の新春を迎え、謹ん

てまいります。

でお慶びを申し上げます。

他方において去る 10 月３日に三重県津市

会員の皆様には、日頃より公益社団法人砺

にて開催された、第 36 回法人会全国大会三

波法人会の事業活動に対し、たいへん深いご

重大会にて決議された「税制改正に関する提

理解とご協力を賜り心から厚く御礼申し上げ

言」を管内の行政当局及び議会に対し要望を

ます。

致しました。なかでも会員企業の多くが対象

さて、昨年５月に元号が平成から令和とな

となる中小企業に対する租税特別措置や、中

り、直後の５月 23 日に開催された第８回定

小企業投資促進税制、近年特に問題になって

時総会において、鴨島前会長より会長職を引

いる事業承継税制の拡充など、我々にとって

き継ぐこととなり、名実ともに令和の時代と

身近な問題について提言を行い、会員企業さ

ほぼ同時にスタート致しましたが、当時の政

らには中小企業の皆様の健全経営が計られる

治、
経済状況と現状とはかなり変化しており、

様に協力したいと考えます。

我々経済社会で事業活動を営む立場から思え

当法人会も会員企業の減少が止まらず大変

ば、景気の先行きには特に注視をする必要が

苦慮しているのが現状であり、会員増強に役

あるかと考えられます。また、海外の政治状

員の皆様そして会員の皆様方にもご協力を賜

況よってはかなり不安定な年にもなるかと危

りながら、是非とも昨年末の実績を確保した

惧されます。

いと思いますので、ご理解とご協力を改めて

そのような状況下であっても、企業活動に

お願いする次第です。その中でも将来の地域

は安定と成長が求められるものであり会員の

を担ってくれるべき青年部、女性部の充実に

皆様には大変かと思いますが、日々のご努力

支援をいたしたいと考えておりますので、よ

をお願い申し上げる次第であります。

ろしくお願い致します。

さて、昨年は定時総会において承認された

いろいろ申し上げましたが、基本的には会

事業計画及び予算に基づき事業活動を行って

員各位の日々の努力が実り企業の安定、成長

まいりましたが、特に税の啓発並びに租税教

があっての事かと思います。その為にも関連

育事業については砺波市・南砺市・小矢部市

する行政当局、諸兄の皆様方には一層のご指

の小学６年生を対象とした、租税教室を税務

導ご鞭撻、そしてご支援を賜りますよう心か

当局の協力を頂きながら 100％の開催に向け

らお願い申し上げます。

て実行中であり、充実した内容で理解される
よう努力したいと考えております。

結びにあたり、本年が良い年でありますこ
とと皆様方のご健勝・ご活躍を。合わせて、

また、地域企業の健全な発展、社会への貢

この「となみ野」が豊かで住みよい地域であ

献事業として各種セミナー・研修会・講演会

らんことを祈念し、年頭のご挨拶といたしま

なども積極的に開催し、会員企業の発展の一

す。

助となるよう努めてまいります。さらに会員
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年頭のごあいさつ
砺波税務署

署長

保 井 久理子

新年明けましておめでとうございます。

に捉え、様々な取り組みを行っているところ

公益社団法人砺波法人会の会員の皆様方

です。

に、謹んで新年のお喜びを申し上げます。

納税者の皆様の申告・納税等に役立つ情報

会員の皆様方には、平素から税務行政の円

を国税庁ホームページ等を通じて分かりやす

滑な運営につきまして、深い御理解と多大な

く提供していくとともに、相談体制の充実や

る御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

更なる e-Tax の使い勝手の向上など、ＩＣ

貴会におかれましては、発足以来半世紀に

Ｔも活用し納税者の利便性の向上に努めるほ

わたり健全な企業経営及び社会の発展に貢献

か、効果的・効率的な調査の実施、期限内収

され、正しい税知識の普及と納税意識の高揚

納の確保やキャッシュレス納付の推進など

に取り組んでこられました。

様々な課題に計画的かつ着実に取り組むこと

また、租税教育は社会全体で取り組むべき

としております。

ものとの考えの下、租税教室の開催への御支

また、昨年 10 月から消費税率の引上げや

援もいただいておりますことに、敬意を表す

軽減税率制度が実施されておりますが、事業

るとともに改めて感謝を申し上げる次第でご

者の皆様が制度の内容を十分理解し自ら適正

ざいます。

な申告・納付を行っていただけるよう、引き

さて、国税庁の使命は、納税者の皆様に自

続き、役員並びに会員の皆様方と緊密に連携

発的に適正かつ円滑に申告・納税をしていた

を図りながら、着実な周知・広報や丁寧な相

だくことです。戦後間もなく、国の税制は税

談対応に取り組んでまいります。

務署が税額を決定する賦課徴収制度から納税

このような取組を推進していくためには、

者が自ら税額を申告する申告納税制度へと大

皆様のお力添えが必要不可欠であると考えて

きく転換し、それに伴い税務行政も大きく変

おりますので、今後とも、より一層の御理解

化し今の組織体制になりました。国の財政基

と御協力を賜りますようお願い申し上げま

盤を支えるためには、この申告納税制度がき

す。

ちんと機能しなくてはなりません。国税庁が

結びに当たりまして、新たな年が公益社団

創設され 70 年が経ち、税務行政を取り巻く

法人砺波法人会の益々の御発展と会員の皆様

環境は大きく変化しておりますが、自発的に

方の事業の御繁栄の年となりますことを心か

適正な申告・納税をしていただくという使命

ら祈念いたしまして、年頭のあいさつとさせ

を引き続き果たすために、環境の変化を的確

ていただきます。

表紙写真説明

北陸浄土真宗の拠点として、六百有余年の歴史を誇る井波別院瑞泉寺の門前町＂井波＂。
まちの中心にある石畳の敷かれた坂道を行けば、古いまち並みから醸し出される落ち着いた風
景に出会える。多くの彫刻工房が軒を連ね、あちらこちらから職人たちの振るう木槌の音が聞こ
える通りは、どこか懐かしく、心地よい。
長い歴史に彩られた数多くの名所旧跡のある井波のまちなかを、どうぞゆっくり歩いてくださ
い。お寺と日本一の規模を誇る木彫りの里、井波へようこそ。


写真提供／南砺市交流観光まちづくり課
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第 ３６ 回法人会全国大会「三重大会」開催される
第 36 回法人会全国大会が 10 月３日、三重
県津市産業・スポーツセンター「サオリーナ」
で開催され、全国から約 1,700 名の会員が参
加した。当会からは、齊藤啓作会長をはじめ、
西能

徹、澤田

勇、藤森武義、今井逸子、

小竹明代、三村美枝子の７名が参加した。
第一部の記念講演は、講師として伊勢神宮
広報室広報課長「音羽

悟」氏を迎え、「皇

室と神宮」という演題で記念講演が行われ、
皇室と伊勢神宮との永い関わりについて、細
かく説明があった。第二部の式典では、全法
連の小林栄三会長から主催者代表挨拶があ
り、その後、来賓を代表して星野国税庁長官、
鈴木三重県知事、前葉津市長からの祝辞を受
けた。続いて、各表彰状の贈呈、飯野税制税
務委員長
による税
制改正提
言の報告

よる租税教育活動の報告が行われた。大会宣

の後、金

言は、
利根筆頭副会長が声高らかに読み上げ、

沢法人会

最後に次回開催地の高橋岩手県連会長が閉会

青年部に

の辞を述べ、大会は盛況のうちに終了した。

 大 会 宣 言 
われわれ法人会は、「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など、税を中心とする活動を積極的に展開しながら、広
く社会へ貢献していくこととしている。
現在、わが国経済は企業収益に陰りが見えるなど、景気の減速懸念がにわかに強まっている。大規模金融緩
和の効果が期待できなくなった上、米中の経済摩擦によるマイナスの影響が顕在化してきたためである。一方、
国際経済面では、アメリカの保護主義的政策がわが国をも対象とするなど予断を許さない状況となっている。
国家的課題である財政健全化は困難を極めており、わが国の長期債務残高は先進国の中で突出して悪化して
いる。また、わが国は先進国で最速のスピードで少子高齢化が進み、かつ人口減少という深刻な構造問題も抱
えている。社会保障の恒久的安定財源である消費税は、今般、税率が 10％に引き上げられたが、今後の社会
保障給付費の増大と財政健全化の困難さを考えれば、「受益」と「負担」の均衡に向けた議論を早急に開始す
ることが重要である。
中小企業は、地域経済と雇用の担い手である。グローバル経済や厳しい環境変化に対応し、その存在感を維
持するとともに、わが国経済の礎として、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」、「事業承継税制さらなる拡充」等を中心とする「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、納税意識の向上に努めてきた法人会は、令和という新しい時代を迎え、ここ三重の地で全国の会
員企業の総意として、以上宣言する。
令和元年 10 月 3 日



全国法人会総連合
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全国大会

令和２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
● 今後の税財政を考えるうえで重要な要素となるの
は団塊の世代の動向である。この世代の先頭が後期
高齢者入りするのは 2022 年であり、2025 年度は団
塊の世代すべてが後期高齢者に達する年である。つ
まり、政府のＰＢ黒字化目標年度は遅すぎるわけで、
本来なら団塊の世代の先頭が後期高齢者入りする前
に黒字化目標を設定すべきである。
⑴ 今般の消費税率 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だっ
た。税率引き上げによる悪影響を緩和する等の環
境整備は必要だが、本年度に引き続き、来年度当
初予算においても臨時・特別の措置を講じること
としている。しかし、それがバラマキ政策となっ
てはならない。
⑵ 政府は、2016 年度から 18 年度の３年間を集中
改革期間と位置づけ、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
抑制する目安を達成した。2019 年度から 21 年度
の基盤強化期間についても、引き続き社会保障費
の増加額を抑制する目安を示し、改革に取り組む
必要がある。
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 今般の消費税率引き上げに伴って本年 10 月より
軽減税率制度が導入されるが、これによる減収分
については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、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
害することが考えられる。政府・日銀には、市場
の動向を踏まえた細心の政策運営を求めたい。
2. 社会保障制度に対する基本的考え方
● 社会保障給付費の財源は公費と保険料である。適
正な「負担」と重点化・効率化による「給付」の抑
制を可能な限り実行しないと、持続可能な社会保障
制度の構築も財政の健全化も実現できない。とりわ
け、医療と介護の分野は給付の急増が見込まれてお
り、ここに改革のメスをどう入れるかが重要になる。
● 超高齢化社会が急速に進展する今、社会保障は「自
助」
「公助」
「共助」の役割と範囲を改めて見直す必
要があるが、その際に重要なのは公平性の視点であ

る。たとえば医療保険の窓口負担や介護保険の利用
者負担などの本人負担については、高齢者において
も負担能力に応じることを原則とする必要がある。
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 医療は産業政策的に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、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。
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とにメリ
ハリをつけ、給付及び負担のあり方を見直す。
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
格な運用が不可欠である。
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。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。
また、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 企業へ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
● 今般の消費税率引き上げは国民に痛みを求めるも
のであり、その前提として「行革の徹底」が不可欠
であったことを想起せねばならない。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
自ら身を削るのである。
⑴ 国 ･ 地方における議員定数の大胆な削減と歳費
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
● 本年 10 月から導入される軽減税率制度は事業者の
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問題が多い。こ
のため、かねてから税率 10％程度までは単一税率が
望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の見
直しで対応するのが適当であることを指摘してきた。

令和２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！
○中小企業は日本経済の礎。活力向上のための税制措置拡充を！
○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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令和２年度税制改正に関する提言（要約）
軽減税率制度導入後は、国民や事業者への影響、低
所得者対策の効果等を検証し、問題があれば同制度
の是非を含めて見直しが必要である。
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。
⑶ システム改修や従業員教育など、事務負担が増
大する中小企業に対して特段の配慮が求められ
る。
5. マイナンバー制度について
● マイナンバー制度はすでに運用段階に入っている
が、依然としてマイナンバーカードの普及率が低い
など、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、その定着に向け本腰を入れて取り組んでい
く必要がある。
6. 今後の税制改革のあり方

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
1. 法人実効税率について
● “ 先進国クラブ ” と称されるＯＥＣＤ（経済協力開
発機構）加盟国の法人実効税率平均は 25％、アジア
主要 10 カ国の平均は 22％となっている。米国もト
ランプ税制改革で我が国水準以下に引き下げられた。
● ＥＵ内では一部に引き下げ行き過ぎ論も出ている
が、我が国の水準が比較的高いという現実に変わり
はない。国際競争力強化などの観点から、今般の法
人実効税率引き下げの効果等を確認しつつ、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
⑴ 中小法人に適用される軽減税率の特例 15％を本
則化すべきである。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 租税特別措置については、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たうえで本
則化すべきである。
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
例措置については、損金算入額の上限（合計
300 万円）
を撤廃し全額を損金算入とする。なお、
それが直ちに困難な場合は、令和２年３月末日
までとなっている特例措置の適用期限を延長す
る。
⑶ 中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）
や、中小企業が取得する償却資産に係る固定資産
税の特例（生産性向上特別措置法）等を適用する
に当たっては、手続きを簡素化するとともに、事
業年度末（賦課期日）が迫った申請や認定につい
て弾力的に対処する。

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いる。
その中小企業が相続税の負担等によって事業が承継
できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことにな
る。平成 30 年度の税制改正では比較的大きな見直し
が行われたが、さらなる抜本的な対応が必要と考え
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
我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す
ると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの
本格的な事業承継税制が必要である。とくに、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。
⑵ 相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
平成 30 年度税制改正では、中小企業の代替わ
りを促進するため、10 年間の特例措置として同制
度の拡充が行われたことは評価できるが、事業承
継がより円滑に実施できるよう以下の措置を求め
る。
① 猶予制度ではなく免除制度に改めるととも
に、平成 29 年以前の制度適用者に対しても適
用要件を緩和するなど配慮すべきである。
② 国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者
に向けた制度周知に努める必要がある。なお、
特例制度を適用するためには、令和５年３月末
日までに「特例承継計画」を提出する必要があ
るが、この制度を踏まえてこれから事業承継の
検討（後継者の選任等）を始める企業にとって
は時間的な余裕がないこと等が懸念される。こ
のため、計画書の提出期限について配慮すべき
である。

Ⅲ．地方のあり方
●

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は地方活性化の上でも重要であ
る。その際には地方の自立・自助の理念が不可欠で
ある。地方創生戦略を推進するうえでもこの理念は
極めて重要になろう。
● 「ふるさと納税制度」の返礼品アピール競争をみて
いると、あまりに安易で地方活性化に正面から取り
組もうとしているのか疑問を呈さざるを得ない。住
民税は本来、居住自治体の会費であり、他の自治体
に納税することは地方税の原則にそぐわないとの指
摘もある。納税先を納税者の出身自治体に限定する
など、さらなる見直しが必要である。
● 地方交付税制度は国が地方の不足財源を手厚く保
障する機能を有しており、それが地方の財政規律を
歪めているとして改革が求められてきた。地方は国
に頼るだけでなく、自らの責任で行財政改革を進め
地方活性化策を企画・立案し実行していかねばなら
ない。
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。また、中小企業の事業承継の問題は
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令和２年度税制改正に関する提言（要約）
地方創生戦略との関係からも重要であり、集中的
に取り組む必要がある。
⑵ 広域行政による効率化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 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。
⑷ 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。
⑸ 地方議会は、議会のあり方を見直し、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．震災復興等
●

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～令和２年度）」
も４年目に入っているが、被災地の復興、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。
● 近年、熊本地震をはじめ地震や台風などによる大
規模な自然災害が相次いで発生しているが、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・復興等に向
けて取り組まねばならない。
● 近年、自然災害により甚大な被害が発生している
ことを踏まえ、震災特例法と同じく、災害等に係る
雑損失の繰越控除期間を５年（現行３年）に延長す
ること。
（
「個別事項」参照）

Ⅴ．その他
1. 納税環境の整備
2. 租税教育の充実

≪税目別の具体的課題≫
法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
⑴ 役員給与は原則損金算入とすべき
⑵ 同族会社も業績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
⑴ 基幹税としての財源調達機能の回復
基幹税としての財源調達機能を回復するため
にも、所得税は国民が能力に応じて適正に負担
すべきである。
⑵ 各種控除制度の見直し
各種控除は、社会構造変化に対応して合理的
なものに見直す必要がある。とくに、人的控除
については累次の改正の影響を見極めながら、
適正化を図るべきである。
⑶ 個人住民税の均等割
地方税である個人住民税の均等割について
も、応益負担原則の観点から適正水準とすべき
である。
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 家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に
見直す。
⑶ 償却資産については、納税者の事務負担軽減
の観点から、「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
するとともに、賦課期日を各法人の事業年度末
とすること。また、将来的には廃止も検討すべ
きである。
⑷ 固定資産税の免税点については、平成３年以
降改定がなく据え置かれているため、大幅に引
き上げる。
⑸ 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
事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有
することから廃止すべきである。
３．超過課税
住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を
課税対象としているうえ、長期間にわたって課税
を実施している自治体も多い。課税の公平を欠く
安易な課税は行うべきでない。
4. 法定外目的税
法定外目的税は、税の公平性・中立性に反する
ことのないよう配慮するとともに、税収確保のた
めに法人企業に対して安易な課税は行うべきでは
ない。
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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令和２年度 税制改正を目指して
市長並びに市議会議長に協力依頼
法人会は、会員企業の意見や要望を反映しながら、税のあるべき姿や将来像を見据え
て建設的な提言を行っています。これらの要望の実現を目指し、11 月 21 日（木）
「南
砺市長・南砺市議会議長」、11 月 26 日（火）
「砺波市長・砺波市議会議長」
、11 月 28 日
（木）「小矢部市長・小矢部市議会議長」様を訪問し、提言書を直接手交して、理解と協
力をお願いしました。

＜砺波市長＞
夏野修砺波市長に協力依頼（11月26日）
齊藤会長、米原税制委員長、山本砺波支部長

＜砺波市議会議長＞
島崎清孝砺波市議会議長に協力依頼（11月26日）
齊藤会長、米原税制委員長、山本砺波支部長

＜南砺市長＞
田中幹夫南砺市長に協力依頼（11月21日）
齊藤会長、岩崎福野支部長

＜南砺市議会議長＞
向川静孝南砺市議会議長に協力依頼（11月21日）
齊藤会長

＜小矢部市長＞
桜井森夫小矢部市長に協力依頼（11月28日）
齊藤会長、澤田副会長、府録小矢部支部長

＜小矢部市議会議長＞
福島正力小矢部市議会議長・
 山室秀隆副議長に協力依頼（11月28日）
齊藤会長、澤田副会長、府録小矢部支部長
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栄えある納税功労者表彰
税知識の普及と納税意識の高揚を図り、申告納税制度の確立に顕著な功績のあった次の
方が受彰されました。受彰者各位はいずれも永年にわたり法人会の運営、発展に多大の貢
献をされました。会員一同心よりお祝い申し上げます。
金沢国税局長表彰（11 月１日表彰）

砺波税務署長表彰（11 月 13 日表彰）

砺波重機株式会社
代表取締役会長

有限会社堀内自動車工業所
代表取締役

齊 藤 啓 作 氏





堀 内 雄 一 氏

謹んで新年のお慶びを申し上げます
令和２年
会

長



元旦

（井

波）齊藤

啓作

常任理事（福

光）



澤田

喜朗

副会長（総務委員長）
（福


光）石崎

直樹

常任理事（福

光）



川合

誠一

副会長（組織委員長）
（福


野）西能

徹

常任理事（城

端）



大西

史鴻

副会長（厚生委員長）
（城


端）川田

征利

常任理事（城

端）

出島

武晴

副会長（広報委員長）
（小矢部）澤田


勇

常任理事（井

波）



門口克比古



副会長（研修委員長）
（庄


川）藤森

武義

常任理事（庄

川）



武田

武美

副会長（税制委員長）
（砺


波）米原

嘉孝

監

事（砺

波）



小杉

康夫

山本

吉弘

監

事（小矢部）



立浪

重建

山村

正然

西森

昭治

宮田

智行

常任理事（砺

波） 

常任理事（砺

波）



北村

憲三

監

事（福

常任理事（砺

波）



白山

達也

理事

青年部会

常任理事（砺

波）



余西

孝之

理事

青年部会副部会長

常任理事（小矢部）



府録

弘之

理事

青年部会副部会長



山下

博

常任理事（小矢部）



加藤

明博

理事

女性部会

長



今井

逸子

常任理事（小矢部）



屋敷

吉信

理事

女性部会副部会長



小竹

明代

常任理事（小矢部）



屋敷

正昭

理事

女性部会副部会長



三村美枝子

岩崎

渉

中川

政則

常任理事（福

野）

常任理事（福

野）
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野）
会

会


長



外役職員一同

青年部だより
全国青年の集い大分大会
第 33 回 法人会全国青年の集い 大分大
会が 11 月７日（木）、８日（金）の２日間、
大分県大分市で開催され、砺波法人会より
７名のメンバーが参加いたしました。
大会スローガン「湧き上がれ！未来を動
かす熱きパワー」のもと、初日は全国 440
単位会すべてで開催されている租税教育活
動について代表 11 法人会のプレゼンテー
ションを見学し、それぞれ活動の良い部分

２日目、部会長サミットでは青年部会の

を感じることができました。当法人会でも

新たな取り組みとなる「財政健全化のため

11 月末より管内７小学校で実施する租税

の健康経営プロジェクト」の普及・浸透に

教室の参考になりました。

向けて、全国各地の部会長同士のディス
カッションに参加し活発な意見交換を行い
ました。
また、大会式典・記念講演・大懇親会を
通して、参加したメンバーそれぞれに学び
と気付きを得ることができ、今後の青年部
会活動の励みになる良い機会となりまし
た。

（青年部会長

西森昭治）

「租税教室」青年部・女性部が力をあわせて取り組みます。
今年度の租税教室の
方針等を決定するため

なると世の中がどう変わるか。
」について、
解りやすく説明しました。

に、「青年部・女性部

最後に、児童の皆さんには砺波市の税収

合同打合せ会を 10 月

額を体感するため、１億円の札束のレプリ

18 日（金）に開催し、

カに触れてもらい、身近な税金を体験して

「令和元年度租税教室

いただきました。

の日程と役割分担」を
決め、本年度は、青年
部４校、女性部３校の合計７校を実施する
ことになりました。
令和最初の租税教室は、11 月 29 日（金）
に砺波市立鷹栖小学校６年生 28 名で、女
性部常任理事蟹谷康代さんが講師となり、
国と砺波市の租税収入の状況、税の使いみ
ちや税の種類を学び、「マリンとヤマトの
不思議な日曜日」のビデオで「税金がなく
－ 10 －

女性部だより
砺波税務署長へ「絵はがきコンクール」応募はがきの活用を依頼
公益社団法人砺波法人会女性部会（今井

しているもので、砺波市・小矢部市・南砺

逸子部会長、小竹明代・三村美枝子副部会

市の小学校等に配付します。

長）は、保井久理子砺波税務署長を訪問し、
令和元年度「税に関する絵はがきコンクー
ル」応募用紙の活用を依頼し、コンクール
を活用した租税教育活動の説明を行いまし
た。
この取組は、富山県法人会連合会女性部
会連絡協議会が、社会貢献事業の一環であ
る租税教育に資することを目的として実施

「青年部会・女性部会」税務署長との懇談会を開催
砺波商工会議所二階大ホールにおいて、
「保井久理子砺波税務署長との懇談会」が
開催されました。
保井署長から、「税務行政の現状と将来

像」と題し、これからの国税庁・税務署が
進もうとしている、また、目指しているも
のについて、わかりやすく説明していただ
きました。

砺波税務署長へ
「租税教室グッズ」の配布を依頼
齊藤啓作会長は、保井久理子砺波税務署

ト、法人会クリアファイル）及び冊子「お

長に、児童に “ 税の大切さ ” や “ 税の果た

じいさんの赤いつぼ」
「ダックスフントと

す役割 ” に

けんたくん」の配布を依頼しました。

ついて考

この取組は、
公益社団法人砺波法人会が、

え、理解し

社会貢献事業の一環である租税教育に資す

てもらうた

ることを目的として実施するもので、砺波

めに、
「グッ

税務署や砺波法人会等が開催する租税教室

ズ（蛍光ペ

を通じて、砺波市・南砺市、小矢部市の小

ン、 付 箋、

学校の児童 6 年生全員に配布します。
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小中学生・高校生の税についての受賞作品紹介
自分の事しか考えていなかったことを恥ずかしく感じ
た。将来、自分が税金を納める立場になった時、自分
の様な立場の人を支えられる人になりたいと思った。

砺波地区納税貯蓄組合連合会

中学生の部

【砺波税務署長賞】

【全国納税貯蓄組合連合会優秀賞】

社会保障の充実のために

様々な税に支えられている僕


砺波市立般若中学校
二年 髙島



亘平

今年の十月から消費税が 10％になると、昨年からテ
レビや新聞で見かけるようになった。
ある日、夕食中に消費増税のニュースが流れた時に
「かんべんして欲しいよ…お小遣い少ないのに消費税が
上がったら買いたい物が買えなくなってしまう。
」と僕
が言うと、母が「消費税が上がるのは家計も痛いけれ
ど、食料品や学校給食等は軽減税率制度の対象にもなっ
ているし、何よりうちのようにお父さんと死別した家
庭は、この消費税が福祉目的で使用されているからこ
そ助けられている一面もあるのよ。その他にも、様々
な税金のおかげで、安心・安全な生活を送ることがで
きていることも考えないとね。
」と教えてくれた。
我が家は、僕が小学校四年生、兄が高校二年生の時
に父が悪性リンパ腫で亡くなった。その頃のことを母
に聞くと、父の病気は入院をして治療を受けるのに、
一ケ月で百万円以上の治療費が掛かる病気だったそう
だ。でも日本は「国民皆保険制度」と言う仕組みがあっ
て、国民全員が公的な医療保険制度に加入しているか
ら、僕の父は高額な治療費が掛かる病気になってしまっ
たけれど、
「高額医療費制度」を利用して最期まで十分
な医療を受け続けることができたことを知った。また
父が亡くなった後、僕と兄は 18 歳まで、母は僕が 18
歳になるまで、市の「ひとり親医療費助成制度」を利
用できるようになり、僕たちが病気になっても経済的
な心配なく治療が受けられることになった。中学校卒
業後には、高校進学を希望しているが、高校は義務教
育ではないので母子家庭の僕は、経済的に授業料の心
配もある。しかし、それも二〇一〇年度から「高校授
業料無償化・修学支援金支給制度」が実施されており、
兄もこの制度のおかげで無事高校を卒業し、就職して
いる。
少し調べただけでも、僕の生活を支えてくれている
税金がこんなにもあるとは驚いた。
しかし、これ以外にも税金に助けられていて、生活
の中に当たり前のようにあるからこそ、税金の有り難
みを忘れてしまっていたことに気がついた。自衛隊、
警察署、消防署、水道局、学校、公園、高速道路、道路、
トンネル、橋、空港、鉄道、バス、自動車、ゴミ回収、
資源リサイクル…どれ一つとっても無いと困る物ばか
り。来年、世界的規模で行われる東京オリンピックも
たくさんの税金が使われているが、これも日本を訪れ
る外国の人々をおもてなしすることや新しい施設の建
設交通システムの整備等をすることで、結果的に日本
の経済を豊かにし、僕たちの生活も安定することに気
がついた。
こんなにも税金に支えられて生活をしているのに、
消費税が上がって自分の欲しい物が買いにくくなる等、

南砺市立福野中学校
三年 田丸

千晴

今秋、今まで先送りになっていた消費税が８％から
10％に引き上げられます。正直なところ、自分でお金
を稼いでいる訳でもなく、大きな買い物をする事もな
い中学生の僕にとっては、その重大さがよくわかりま
せんでした。そこで、政府広報のホームページで調べ
たところ、増税分の使い道について、『主に子ども、子
育て、医療、介護、年金など、全世帯を対象とする社
会保障の充実と安定のために使われます』と書いてあ
りました。
僕は、この社会保障制度によって助けてもらった経
験があります。小学生の時、腎臓が正しく働かなくなり、
体がむくむ病気になり約半年間県外の大学病院に入院
しました。小児病棟では、主治医の先生や看護師さん、
医学部の学生さん、多くの方が僕達の為に休むひまも
なく治療にあたってくださり、最新の医療を受ける事
もでき、今ではすっかり回復し元気に学校に通ってい
ます。
僕の病気は、国が指定している小児慣性特定疾患の
対象だった為、国からの医療費助成と市からの子ども
医療費助成により自己負担なく治療をうけられたと後
に母から聞きました。そのおかげで安心して治療に専
念する事ができました。
税金は医療費以外にも様々なことに使われています。
この数年間で、教室にクーラーがつき、落ちついて勉
強できる環境が整いました。又、教科書も税金によっ
て作られています。他にも、道路の整備や災害対策、
治安の維持費、いろいろなところで税金が使われてい
ます。そのどれもが、僕達が安心・安全に暮らす為に
欠かせない事がわかりました。
まだまだ世の中には、かつての僕のように難病と戦っ
ている子供達がいます。また、地震や土砂災害で被災
して不便な生活を送っている人など、たくさんの問題
を抱えて生きている方々がいます。そんな方々が一日
でもはやく元気に笑える生活がくる日を願っています。
僕も、大人になったらしっかりと働いて税金を納める
ことにより困っている方々の助けになりたいです。

【砺波税務署長賞】
日本の将来を導く税金


砺波市立出町中学校
二年 安達友希乃

「夏休みの課題として作文をひとつ書きましょう。
」
そう先生がおっしゃられ、今年もかぁ…と私の気分
はどんよりとした。私の通う中学校では、夏休みに描
くポスターのテーマが出席番号順で決められる。私は
「税に関するポスター」があたった。だから、インター
ネットで税金について調べていた。
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それから数日後のある日。学校から自転車で帰って
いるとき、ふと思った。
「もし税金をみんなが払わなけ
ればどうなるのだろう」と。私の住んでいるこの砺波
市は、健やかで豊かな美しい市だ。だがそれは、市民
一人一人がきちんと税金を払っているからだ。もしみ
んなが納税の義務を放棄すれば、このような街になる
だろう。
道路が整備されておらずガタガタ。信号機など一つ
もなく、とても車が走れるような状態ではない。事故
が起きたとしても、パトカー？消防車？救急車？来る
わけがない。病気のご老人が病院へ通うだけでも、と
てもお金がかかる。子どもたちが学校で勉強したくて
も、机・椅子・教科書、何もかもが揃っていない。そ
もそも、首相や議員が働けず、この日本という国自体
が成り立っていないだろう。
そう考えてみると、今のような日本があるのは、税
金を納めている人、つまり私たち国民の一人一人がつ
くり上げているのだ。そう思うと、税金について興味
が湧き始め、
再びインターネットで調べてみた。すると、
国税庁ホームページの税の学習コーナーというページ
に「税は、私たちが社会で生活していくための、いわ
ば『会費』といえるでしょう」という言葉が目に入った。
私は納得させられた。確かに、このような環境で生き
ていられるのであれば、ある程度の税金を払い、みん
なが豊かに暮らせる国であり続けるのが一番だと思っ
たからだ。
「一人はみんなのためにみんなは一人のために」。こ
の言葉は、多くの人が知っているだろう。私はこの言
葉と納税が似ていると感じた。この言葉は文字通り、
一人はみんなのために行動しみんなは一人のために行
動するという意味だ。納税も、私たち一人一人が日本
の将来のために納め、国民みんなが誰かのためを思い
税金を納めるということだと私は考える。だから私は、
日本の将来を思い、みんなが豊かに暮らすために、税
金を納めたい。そして国民一人一人もみんなや将来の
ためを思い、しっかり税金を納めてほしい。

何もしなくなってきた。私はそんな祖母を見て、いつ
までも元気でいられるわけがない。もし体が不自由に
なったらどうしよう。私はだんだん将来について不安
になってきた。しかもこれから少子高齢化社会が進み、
高齢者の数が増加していくのだから。
私はもっと高齢者福祉や社会保障の充実に力を入れ
て取り組んでいかなければならないと思う。そのため
なら消費税が十パーセントでも良いと思う。いや、良
いというより、むしろすべきである。
ところで以前、こんな大人の会話を耳にしたことが
ある。
「税金がでかいと取られてしまって、手取りはこれだ
けやわ。」
その時はあまり違和感がなかったが、今、この作文
を書いていると、「取られる」という言葉がとても気に
掛かる。「取られる」ではなく、「納める」ではないだ
ろうか。調べてみると憲法第三十条に「国民は、法律
の定めるところにより、納税の義務を負ふ」とある。
義務は「取られる」ものではなく「おのれ自ら果たす」
ものである。権利だけを主張するのではなく、義務を
果たすことが民主主義の根幹の一つではないだろうか。
終わりにあたり、税金や増税分がどこに、どれだけ、
どのように使われるのかを明確にし、その良さを実感
できるようにすることが納税への理解者を増やすこと
になるのではないか。また、したくても個でできない
ことが公でやれる良さも認識できれば、さらに税の理
解者も増えるだろう。
人によって人の為に成す税金、納税は別の形で私た
ちに還元されるのである。豊かな国にするために、
納税、
還元というサイクルを強く、正しく、大きくすること
こそが肝要である。
私はまだ未成年だが、進んで増税する大人になりた
い。そして、税金を有効に価値ある使い方をして、全
ての人にとって安心で豊かな生活の実現に力を注いで
ほしいと考える。

【金沢国税局長賞】
「誰か」へ向けた「ありがとう」

高校生の部


【国税庁長官賞】
豊かな国づくりを目指して


富山県立南砺福野高等学校
一年 小森 優花

令和元年十月一日より、消費税が八パーセントから
十パーセントになる。先日の参議院議員選挙では、賛成・
反対の両意見がテレビや新聞などで大きく取り上げら
れていた。私が見た限りでは、どちらの意見も納得の
いくものばかりで、どちらが良いのか分からなかった。
しかし、私をとりまく家族の様子を見て、十パーセン
トに増税することは私なりに賛成という結論に至った。
私には七十代の祖母がいる。年の割には元気だと思っ
ていたが、近頃は体のあちこちが痛むらしく、病院通
いが多くなってきた。料理や畑での野菜作りが趣味の
祖母が、
「あぁ、だやい、だやい。
」と、言って近頃は

富山県立砺波高等学校
一年 米林 栞那

この前、社会の授業で税について学んだ。始めに、
先生から「知っている税の種類を書き出してみて。
」と
いう指示が出たとき、私は消費税、法人税、所得税、
酒税、たばこ税の五つしか書けなかった。授業を通し
て、身のまわりにはたくさんの税が存在することを知っ
たが、例えば、温泉に行ってお風呂に入るだけで徴収
される入湯税や、自動車を所有しているだけで納める
義務がある自動車税は、本当に必要な税金なのかどう
か疑問に思えた。
家に帰って、もう少し詳しく調べてみるとごみ収集
などの公共サービスも税金によって賄われていること
がわかった。今までは、決まった日にごみを置いてお
けば、収集車が来て、処理場まで運び、処分してくれ
るというルーティーンを当たり前だと思っていたので
サービスを受けているという意識さえなかった。確か
に、自宅で大掃除をして不要な物が出た際には、個人
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でごみを持ち込んで、お金を払って引き取ってもらっ
ていたけれども、それが毎週続くとなるとかなりハー
ドである。交通手段のないお年寄りや大量のごみが発
生するお店なども、私の家だけに限らす負担に感じる
と思う。そう考えると、このサービスは、生活に必要
不可欠かつこなすのが難しい作業をしてくれる、なく
てはならないものだと分かった。
このことから、私たちの生活は、気づかないだけで、
色々な場面でたくさんの「誰か」に支えられているこ
とを改めて認識できたと思う。今までは、税金といえ
ばマイナスなイメージが強かったけれど、今回税につ
いて考えたことで、よりたくさんの「ありがとう」を
よりたくさんの「誰か」へ向けて伝えられるという意
識に変わった。入湯税や自動車税も、そういう風に考
えれば、払うのが億劫にはもうならない。私たち日本
人の誰もが、少なからず税金によって支えられている
ということを絶対に忘れてはいけないと思う。知らな
い人かもしれないけれど、確かに存在する「誰か」へ
向けて、一人一人が前向きな気持ちで感謝を届ければ、
より明るくて素敵な社会が待っていると思う。

【砺波税務署長賞】
ちから


富山県立南砺福野高等学校
一年 板鼻 夏希

私たちの生活は、何によって産みだされているのだ
ろうか。税という漢字にその意味が込められているの
ではないかと思い、辞典を引いた。税という漢字には
「ちから」という読み方があり、民の力によって生産さ
れるものという意味があった。
つまり私たちの生活は税によって成り立っているの
だろうか。確かに、税がなければ警察や消防は高額な
値段がかかり、気軽に医療機関は訪れることは難しく
なる。ささいな事にも税金は使われているはずだから、
私たちの生活が回らなくなってしまう。日本が回るた
めには多くの税がいる。
しかし、社会が回るためには、多くの税が必要なの
だろうか。日本で２番目に多い租税収入は消費税であ
る。その消費税は近々上がる。すると家計のハードル
が上がる。そのハードルは、皆あまり跳ぼうとしなく
なるのではないだろうか。
本当に税というものは難しいものだと思う「二兎追
う者は一兎をも得ず」ということわざを思い出した。
納税者が「幸せな生活」の兎と「社会が回る」兎を同
時に追わなければならない。
兎を追うためには「ちから」がいるのだと思う。そ
の「ちから」とは、民の力だと考える。
「二兎追う者」
を「二兎追う者達」になればよいと思う。一人一人が
考え、その一人が税についての意見を広めれば、それ
は「ちから」になるのではないか。納税者が一人一人、
自分の意志と発信力を持てば、兎は何羽でも捕まえる
ことができると思う。
「ちから」を持つためには、納税
者たる国民の意志が必要となってくる。国民の意志が
手に取れるものとはどのようなものだろうか。今、私
たちの近くにはＳＮＳがある。ＳＮＳを通して発信す
る人を最近見かけるようになった。そんな人がもっと

増えてほしいと願う。
税はめぐりめぐって私たちの生活を便利で豊かなも
のにしていると思う。その税は、未来を造る私たちに
投資されたものでもあるといえる。私たちは今を未来
へつなげ、発展させるために、社会のしくみを学ぶこ
とが重要となる。税を学ぶことが、日本を良くしてい
けると信じている。

【砺波税務署長賞】
税と未来


富山県立南砺福野高等学校
一年 植垣 乃愛

皆さんは、
「税」についてどのくらい知っていますか？
なかには「物を買うときに一緒に払うお金」としか思っ
ていない人もいると思います。私もその一人でした。
税とは、国に納めるお金です。しかし、税の使い道
を知らない人は多くいます。私は、租税教室を通して
税について学びました。税は、私たちの身の回りにた
くさんあります。私たちの身の回りは税で溢れている
と言っても過言ではないでしょう。例えば、道路の整
備や火事が起きたときに使う水、小、中学生の教科書
などです。これらの他にも、数多くのものに税は使わ
れています。だからと言って、全員が税を納めること
を良いことだとは思っていません。税を良いことだと
思う人がいる一方、税について不満を感じている人も
います。その人たちの多くの人は、「税が高い」という
ことを良く思っていないからです。確かに、税は３％
から５％、５％から８％と増え続けています。近い未
来には 10％になるのではないかという話もあります。
では、もし税がなくなったらどうなるのでしょう。当
然物を買うときに払うお金は安くなります。
しかし、いざというときに救急車、消防車を利用す
ることは難しくなります。利用するのにお金がかかる
からです。また、道路は整備されなくなり、一瞬にし
てその町は荒れてしまうでしょう。税がなくなったと
きのメリットは、ほんの少ししかありませんが、デメ
リットは、こんなにもたくさんあります。これらのこ
とから、税を納めることは大切だということが分かっ
たと思います。しかし、なかには税を無駄に使う人が
います。「救急車は無料だし早く病院に着く」それを良
いと思った人が軽いケガや病気で救急車を利用してい
るのです。そのせいで、本当に救急者を必要としてい
る人たちが利用することができなくなっています。
「元
気な人は利用しない」そんな簡単なことができていな
いのです。税は、あなた一人のお金ではありません。
無駄に使われる税が多いため、税が足りなくなり税の
負担が大きくなるのです。
このように、ただ税を納めれば良いと言うわけでは
ありません。しっかりと税について理解したうえで税
は納めるべきです。そうしないと「誤ったことに税が
使われ、税の負担が大きくなる」という悪循環が続い
てしまうでしょう。税は、私たちの生活と切っても切
れない存在です。だからこそ、正しく税とつき合うこ
とが、これからの私たちの課題だと私は思います。

－ 14 －

小中学生・高校生の税についての受賞作品紹介


【南砺市】

庄西中学校

津沢中学校

城端中学校

中学生の部 （ポスター）

【小矢部市】

村

二年 木

誠
大

畠

三年 石

椛
友
関

六年 松

砺波南部小学校


六年 山

砺波北部小学校


本

本

康

祐

花

菜

五年 片

石動小学校


六年 谷

東部小学校


山 乃 綾

多 里 桜

眞 琴

六年 矢

城端小学校



五年 中

福光東部小学校





凛

奈

渚

嶋 穂乃香

山 月

【南砺市】

五年 長谷川

税金は
みんなの未来を
支える力

【小矢部市】

六年 長谷川

税金から
生まれる安心
あなたの笑顔



税金で
「平和」な「令和」に
かけ橋を

久瑠海

福野小学校

田

蟹谷小学校
六年 亀

砺波東部小学校


【砺波市】

小学生の部 （書・標語・ポスター）
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太
駿

【砺波市】

一年 中

金賞】
【租税教育推進協議会

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

わが社を支える
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

若 手社員と 会 社案内

大鳥居設計・施工・管理
鋼製鳥居・鋼構造物設計施工

有限会社

宮田鉄工所

代表取締役

宮田行夫

本

社／富山県小矢部市矢水町665-1
TEL:0766（54）6250
FAX:0766（54）6249
小神工場／富山県小矢部市小神72-2
石川工場／石川県河北郡津幡町字竹橋メ85
TEL:076（288）0326
FAX:076（288）0327

北日本放送
『モノヅクリのその先へ』で
紹介されました
⇐⇐⇐

牧出

）
務〔入社１年目（溶接技能者）〕

・血液型：不明

・星座：双子座

・趣味：マラソン

山内


貴弘〔入社 1 年目

（ビームワーカーオペレーター）
）
〕

・血液型：O 型

・星座：山羊座

・趣味：映画鑑賞

（有）宮田鉄工所は工場配管設備工事を主として 1968 年に創業し、
おかげさまで昨年 50 周年を迎えました。
今日では、設計から施工まで一括して行う総合建設業や建築鉄骨
製作加工業において地域に密着した工事を行っております。また、
鋼製鳥居の設計・施工の分野では、業界関係者からのご要望にお応
えし、30 年以上にわたり全国に数多くの鳥居を建立しております。
50 周年を迎えるにあたり昨年小矢部市矢水町に新工場を構え、今
年４月には本社事務所も移転して、心機一転 51 年目のスタートを切
りました。
これからも技術、品質の向上を追求しながら、地域の皆様にお役
に立てる事業を行い、社会の発展に貢献できるよう努めてまいります。

社員保有資格（抜粋）
一級建築士

3名

二級建築士

3名

1 級建築施工管理技士

1名

2 級建築施工管理技士

3名

鉄骨製作管理技術者

1名

建築鉄骨製品検査技術者

1名

建築鉄骨超音波検査技術者 2 名
溶接管理技術者
溶接技能者

1名
10 名

最近の施工例
倉庫
ト㈱アイリス
山形県 出羽三山神社大鳥居
トランスポー
和
大
〕
作
製
〕
建方〔鉄骨
2018.11 建立〔設計・施工
2019.9
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場
株）組立工
本堂精工（
施工〕
方〔設計・
建
1
.1
9
201

研修会だより

研修だより

研修会だより

研修会だより

研修会だより

研修会だより

税を考える週間記念講演会開催

研修会だより

定例研修会

政治ジャーナリス

加藤美香保弁護士

ト田﨑史郎氏を迎

を 迎 え、 平 成 30 年

え、「政権の課題と

７月の相続法の改正

『ポスト安倍』の行

についての研修会を

方」と題して講演会

行いました。

を開催しました。当

支部研修会

日は、会員及び一般の方を併せて 180 名の聴
衆で会場は満席でした。

庄川支部
では、会員

定例研修会

を対象とし

「源泉所得税の改正のあらまし」及び「消

た「支部研

費税の今後の注意点」と題して、砺波税務署

修会」を計

法人課税部門上席国税調査官

画し、砺波税務署法人課税統括官炭谷宏明氏

並びに国税調査官

長谷川晃奈氏

西方公子氏から説明が

を迎えて開催しました。

あった。

法人税実務講座開催
令和元年８月 21 日から 10 月 23 日の計 10
回にわたり、法人税の実務講座を開催し、受
講者６名全員が修了証を受け取りました。

１．
一般会員
法人名
株式会社本堂精工
株式会社セラスト

新入会員紹介（令和元年７月～令和元年 12 月）

所在地
代表者
業種
推薦者
小矢部市泉町 15 番 10 号 本堂 政治 製造業
鴨島 広将
砺波市新明 38
泥川 一豊 土木工事業
南砺市福野
772
株式会社人づくり・学び舎 クリゾンテムビル２階
浦井 啓子 その他産業教育
池田麻衣子
中山工業株式会社
南砺市利賀村大勘場 595-1 中山 慎仁 土木建築工事業
門口克比古
有限会社マツイ・
松居 春三 建設業
中川 政則

コーポレーション 南砺市苗島 401 番地
合同会社斎藤農園
南砺市山斐 105 番地
斎藤 幸範 農業
門口克比古
２．賛助会員
会員名
住所
業種
推薦者
C・I 工業 飯田 千暁 砺波市東石丸 73-7
建設業
ADAPT（AIG 代理店）
小橋左官店 小橋康明
小矢部市浅地 1031
左官工事 ティ・アイ・エス㈱
（AIG 代理店）
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♥

企業や団体で

♥

婚活をサポート しませんか？

とやまマリッジサポートセンターとは

♥

富山県が少子化対策の一環として、公益社団法人富山県法人会連合会に委託

し開設する公的な機関で、結婚を希望する男女に出会いの場を提供しています。
事業の概要

応募資格・応募方法

●独身男女を個別にお引き合わせ（お見合い
会員）

●富山県内及び交流可能な地域において、独
身男女を雇用している団体等。

結婚を希望する独身男女を会員登録、ご

※協力企業の登録は、企業や団体の内部組

希望の方と個別にお引き合わせを行います。

織単位でも構いません。

●メルマガ登録・配信（メルマガ会員）

例：○○法人△△支部、△△青年部△

メルマガ会員を募集・登録して、セミナー

△女性部

やイベント等の情報配信を行います。

○○会社△△支店、△△工場

●結婚希望者向けスキルアップセミナー開催
ルマガ登録・配信

△互助会、△労働組合
※宗教及び政治色の強い団体はご遠慮くだ

コミュニケーション力やライフプラン等

さい。
●とやまマリッジサポートセンターＷｅｂサ

のセミナーを開催します。
●応援企業・団体等によるイベントの提供

イトの協力企業応募フォームからお申し込

応援企業・団体によるイベントの実施な

みください。

ど、男女の出会いの機会を提供します。

応募に関して入力いただいた内容は、本
事業以外には使用しません。

協力企業になると

なお、応募受付後に辞退する場合には、

センターとの連絡窓口になっていただく
「担当者」を設置していただきます。
企業内の独身男女にメルマガ登録のご案内
やイベント情報のお知らせをお願いします。
仕事が忙しくて、なかなか出会いの機会の
少ない企業内の独身男女の方々に、「とやま
マリッジサポートセンター」の目的や事業内
容等を周知していただき、メルマガ登録やイ
ベント参加の促進を図ることによって、出会
いの場づくりを側面から支援していただきま

その旨を書面にて提出してください。
◆質問・問い合わせについて
〒 930-0029 富山県富山市本町 9-10

（公益社団法人富山県法人会連合会内）
とやまマリッジサポートセンター
ＴＥＬ： ０７６－４７１－６５１０
ＦＡＸ： ０７６－４７１－６５２０
Ｅ -Mall： toyamari@shore.ocn.ne.jp
詳しくはホームページをごらんください。

https://www.msc-toyama.jp/
至金沢

す。

県庁
●

「とやまマリッジサポートセンター」
のホームページで協力企業のご紹介をさ
せていただきます。
企業や団体のイメージアップや CSR

城址公園
至大学前
富山国際会議場●

に繋がります。

至魚津

ＪＲ富山駅
中央郵便●
●市役所

ホテルグランテラス
とやまマリッジ
サポートセンター

（大同生命富山ビル７F）

市電荒町

至南富山
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税 理 士 会 だ よ り

インボイス制度導入で、免税事業者は？
税理士 岩

城

修

昨年 10 月１日から消費税率の引上げと軽減税率制度の導入が実施されましたが、令
和５年 10 月から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイ
ス制度）が導入されます。適格請求書を発行できるのは発行事業者登録を行った課税事
業者に限られ、同制度の導入後は原則として免税事業者など適格請求書発行事業者以外
の者から行った課税仕入れに係る消費税額は控除できなくなります。これを受け、昨年
２月 26 日の衆院財務金融委員会において財務省は、約 500 万者（個人・法人）とされ
る免税事業者の約３分の１に当たる 161 万者程度が課税事業者に転換するとの見込みを
示しており、同制度の導入により相当数の免税事業者が課税事業者への転換を迫られる
ものとみられます。
昨年 10 月１日からの消費税率の引上げ等に伴い、消費税の仕入税額控除の方式とし
て導入された「区分記載請求書等保存方式」は、記載事項等がいくつか追加されたもの
の基本的に従来の「請求書等保存方式」を維持しており、免税事業者からの課税仕入れ
に係る消費税額も従来通り仕入れ税額控除の対象となっています。
しかし、インボイス制度では、令和５年 10 月～令和 11 年９月末まで設けられる経過
措置の適用期間（６年間）および一部の請求書等の交付を受けることが困難な取引を除
き、事業者は適格請求書に記載された消費税額しか仕入税額控除の対象とすることがで
きません。適格請求書は、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請
求書発行事業者」しか発行ができず、結果として免税事業者との取引は仕入税額控除の
対象から外れることになります。
仕入税額控除の対象から外れると、免税事業者から仕入れを行う事業者が課税事業者
で簡易課税制度を適用していない場合、従来通りに取引をしていると消費税の納付額が
増加します。取引先に免税事業者と適格請求書発行事業者があり取引価格が同額の場合、
適格請求書発行事業者からの仕入れの方が消費税の税額計算上有利となり、免税事業者
との取引を排除する事態が起こり得ます。これを避けるため、免税事業者の課税事業者
への転換が見込まれるというわけです。


■今後の懸念（日本商工会議所の見方および警告）
免税事業者が課税事業者に転換すれば、当然、消費税を納める必要が生じるが、
１．消費税の価格転嫁が困難な状況に加え、消費税制度の複雑化によって免税事業者の
課税転換は極めてハードルが高いとの見方
２．このままではインボイス制度導入を契機に、小規模事業者の廃業増加や複雑な納税
事務を回避するため免税事業者に留まる小規模事業者の成長意欲の低下など、地域経
済の衰退に拍車をかける恐れがあると警告
（参考資料：週刊税のしるべ・国税庁 HP 等）
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税 務 署 だ よ り
軽減税率制度・適格請求書等保存方式の施行スケジュール
軽減税率制度・適格請求書等



保存方式の施行スケジュール

軽減税率対象品目の売上げや仕入れ（経費）がある事業者の方は、制度実施前における請
求書等の記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等（区分記載請求書等）の交付や記帳
などの経理（区分経理）を行っていただくこととなります。
区分記載請求書等保存方式
（令和元年 10 月～）

請求書等保存方式
（令和元年９月末まで）
税率

8.0％

○
○

（消費税率 6.3％、地方消費税率 1.7％）

適格請求書等保存方式
（令和 5 年 10 月～）

軽減税率 8.0%（消費税率 6.24％、地方消費税率 1.76％）
標準税率 10.0%（消費税率 7.8％、地方消費税率 2.2％）
請求書の記載事項

請求書等

・発行者の氏名又は名称

左記に加え

左記に加え

・取引年月日

①軽減対象資産の譲渡等である旨

①登録番号

・取引の内容

②税率ごとに区分して合計した課税 ②税率ごとの消費税額及び適用税率

・対価の額（税込み）

資産の譲渡等の対価の額（税込み） ※

・受領者の氏名又は名称

※

上記①②は交付を受けた事業者
の追記可

交付義務なし・類似書類等交付の罰則なし
※ 免税事業者も発行可

帳 簿及び請 求書等 の保 存
が要件
※ 免税事 業者か らの 仕
入税額控除可

帳簿及び区分記載請求書等
（交付を受けた事業者が追記
した区分記載請求書等を含
む。）の保存が要件
※ 免税事業者からの仕入税
額控除可

仕入税額控除
の要件

せり売りなどの代替発行された請求書による仕入税額控除可

中古品販売業者の消費者からの仕入れ等は、帳簿の記載のみで仕
入税額控除可
３万円未満の取引は、帳簿の記載のみで仕入税額控除可

※

「税率ごとに区分して合計した課税資産
の譲渡等の対価の額」は税抜価額又は税込
価額
交付義務あり・類似書類等交付の罰則
あり ※ 免税事業者は発行不可

帳簿及び適格請求書等の保存が要件
※ 免税事業者からの仕入税額控除不可
ただし、以下の特例あり。
令和5年10月～令和8年９月

80％控除可

令和8年10月～令和11年９月

50%控除可

一定の要件の下、媒介者等により交付さ
れた適格請求書による仕入税額控除可
請求書等の交付を受けることが困難な一
定の取引は、帳簿の記載のみで仕入税額
控除可
原則として、３万円未満の取引も適格請
求書等の保存が必要

決算書類に記載の決算額は税率ごとの区分がありませんので、決算書類からは消費税確定申告書の

作成はできません。税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づき消費税額を計算する必要があります。
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パソコン
から 確定申告!
スマホ
申告書の提出はe-Tax（データ送信）または郵送等で！

e-Taxで送信して提出

より便利に！

郵送する手間とコストがかかりません
マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方

IDとパスワードで送信

マイナンバーカードを使って送信

（ID・パスワード方式）（注）

（マイナンバーカード方式）

IDとパスワードは…

用意するものは、次の２つ！

平成30年1月以降に税務署等で職員と対面による本人確認を
行った後に発行されるものです。

① マイナンバーカード
氏名
住所

番号

ID・PW

花子

見本
（見本）

○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号
性別

平成元年 3月31日生
□□市長

女

2025年 3月31日まで有効

が目印

ID・パスワード方式に対応した
0123456789ABCDEF

ID・パスワード↓

1234

② ICカードリーダライタ

又は

マイナンバーカード対応スマートフォン
発行を希望される方は、運転免許証などの本人確認書類を
お持ちの上、 お近くの税務署にお越しください。
確定申告会場で、既にID・パスワード方式の届出書を提出
された方は、申告書の控えと一緒に保管されている場合が
ありますので、ご確認ください。

又は
マイナンバーカード対応
スマートフォンのみ
マイナンバーカード対応スマートフォン等をお持ちでない方も、右記の
「ID・パスワード」があれば、e-Taxで送信できます。

（注）・ID・パスワード方式は暫定的な対応です。
・メッセージボックスの閲覧には、マイナンバーカード等が必要です。

印刷して郵送等で税務署へ提出

プリンタをお持ちでなくても、コンビニ等のプリントサービス（有料）を

〒

利用すれば、印刷できます。

申告書の提出の都度、
マイナンバーの記載 と 本人確認書類の提示 又は 写しの添付 が必要です。
本人確認書類とは、

※ e-Taxを利用すれば、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要となります。

例１：マイナンバーカード、例２：通知カード 及び 運転免許証 など

○ 砺波税務署の申告会場開設日は ２月１７日（月）です
「所得税及び復興特別所得税」、「贈与税」の申告と納税は３月１６日（月）まで！
「消費税及び地方消費税」の申告と納税は３月３１日（火）まで！

砺波税務署
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市役所
だより

詳しくは各市の税務課へ

詳しくは各市の税務課へ
砺 波
市 税務課
砺 波 市
税務課
℡
小矢部市 税務課
小矢部市
税務課 ℡
南 砺 市 税務課
南 砺 市 税務課 ℡

℡（0763）33－1111
(0763)33-1111
℡（0766）67－1760
(0766)67-1760
℡（0763）23－2005
(0763)23-2005

富山県内のすべての市町村において、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収
（給与からの引き去り）を徹底しています。法令によりすべての事業所で特別徴収の方
法により納めることが原則となっていますので、ご理解とご協力をお願いします。

給与支払報告書の提出
給与支払報告書は、「年末調整のしかた」や「給与所得の源泉徴収票等の法
定調書の作成と提出の手引」を参考にして正しく作成してください。
また、令和２年１月３１日（金）までに給与受給者の住所地の市町村へ提
出してください。
作成上の留意点
●給与支払報告書は、個人番号の記載が必要となっています。
給与の支払を受ける者、（源泉・特別）控除対象配偶者、控除対象扶養
親族、１６歳未満の扶養親族それぞれについて、個人番号を記載してくだ
さい。また、氏名、フリガナ、個人番号等は正確に記載してください。
●前職分の給与額を含んでいる場合は、摘要にその支払者、支払額、社会保
険料控除額、源泉徴収税額、退職年月日を記載してください。
●給与支払報告書（総括表）は記入漏れのないようにしてください。

償却資産（固定資産）の申告
毎年１月１日現在（賦課期日）、市内で事業（製造業、販売業、建設業、農
業など）のために使用している償却資産を所有されている法人や事業主の方
は、地方税法及び税条例の規定により償却資産の所在する市町村へ当該資産
の所有状況について申告する義務があります。
申告期限
対象資産の種類
令和２年１月３１日（金）
構築物及び建物付属設備（舗装駐車場・内装
など）
、機械及び装置、船舶、航空機、車両及
提出書類
び運搬具（自動車税対象車両除く。
）、工具・
①償却資産申告書（必須）
器具及び備品など
②種類別明細書（必須）
③その他必要な添付書類（課税標準の特例の適用を受ける場合など）
●廃業・解散などの場合や資産の増減がない場合でも、その旨を記載し申告
書を提出してください。（資産の確認のため、毎年、申告が必要です。）
●地方税電子申告（eLTAX）による申告も可能ですので、ご利用ください。
●様式は、各市の税務課のホームページからダウンロードできます。
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富山支店

〒930-0856
富山県富山市牛島新町5-5 インテックビル9階
TEL.076-432-6232 FAX.076-442-4885
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

富山支社

〒930-0004 富山県富山市桜橋通り2-25富山第一生命ビルディング7階
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富山支社高岡営業所/
富山県高岡市昭和町３－１－１３（高岡金網ビル４F）
TEL 0766-22-2397

●発行所／公益社団法人 砺波法人会 〒 939-1332 富山県砺波市永福町 6-28 砺波商工会議所ビル３階
広報委員長 澤 田
勇 電話 0763-33-1544 FAX 0763-33-4173 印刷／㈲ナカダ印刷
ホームページアドレス https://tonamiho.com/ Eメール tonami-h＠violin.ocn.ne.jp

