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定時総会を開催

平成27年度

平成27年度定時総会が、６月４日（木）土崎港ホ
テル大和に於いて、秋田北税務署長

藤澤公範氏をは

じめ、来賓各位を迎え、開催された。
林会長のあいさつでは、各種研修会・セミナーの開
催や、青年部会・女性部会が開催した児童に対する租
税教育活動、地域住民の方々を対象に開催した社会貢
献事業の講演会など、皆様方のご協力により、公益事
業を中心に円滑に事業を実施できたことを報告した。
また、「e-tax」の利用状況と更なる利用推進、加え
て、昨年11月20日・21日に開催された「第28回全国
議事終
議事終了後
了後、福利厚
福利厚生の
生の事業
事業活動
活動に功
に功労の
労のあ
あった
た、
議事終了後、福利厚生の事業活動に功労のあった、

青年の集い秋田大会」について、会員企業や青年部会

大同生命保険㈱の加藤大推進員、菅原晶子推進員及び

員の参加協力等に対して御礼を述べた。
議事に入り、議案の「平成26年度事業報告・同収

ＡＩＵ損害保険㈱代理店秋田保険センターの北林正規

支決算」及び「任期満了に伴う役員改選の件」は、原

推進員を表彰した。また、秋田北税務署法人課税部門

案通り満場一致で承認された。（詳細は、当法人会ホー

統括官の菅谷浩氏から、「マイナンバー制度」の概要

ムページで情報開示しております）

について説明があった。

受章おめでとうございます
全国法人会総連合会功労者表彰
稲 庭

千弥子 氏（理

秋田県法人会連合会会長表彰
関 口 正 之 氏（常任理事）
宮 腰
徹 氏（理 事）
佐渡谷 寿美子 氏（理 事）

事）

５月28日、秋田ビュ−ホテルにおいて（一社）秋田県法人会連合会の定時総
会の席上、
（公財）全国法人会総連合功労者表彰・（一社）秋田県法人会連合会
表彰が行われ、当会からは上記の方が功労者表彰・会長表彰を受けた。
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着 任 の ご 挨 拶
秋田北税務署長
【はじめまして】
本年７月10日付の定期人事異動で秋田北税務署長
を拝命しました佐藤でございます。
前任は、仙台国税局主任税務相談官として電話によ
る各種税務相談に対応しておりました。
秋田市では、５年ぶりの勤務になりますが、どうぞ
よろしくお願いいたします。

【法人会活動に感謝と敬意】
公益社団法人秋田北法人会の皆様方には、日頃から
税務行政に対しまして、深いご理解と多大なるご協力
を賜っており、ここに紙面を拝借いたしまして、厚く
御礼申し上げます。
秋田北法人会におかれましては、昭和26年４月に
設立されて以来「よき経営者を目指す者の団体」とし
て、会員の自己啓発、納税道義の高揚及び地域社会へ
の貢献を理念に掲げ、法人会組織の増強、各種説明会
の開催及び租税教室への講師派遣等を通じた税知識の
普及、並びに講演会等の開催を通じた社会貢献活動に
取り組まれておられると承っております。
これまでの輝かしい活動実績は、林会長はじめ役員
の方々、会員の皆様の不断の努力によって結実したも
のと存じ、改めて秋田北法人会の活動に対して、心か
ら感謝申し上げますとともに、深く敬意を表します。

【私どもの使命】
さて、私ども税務署の使命、つまり国税庁の使命は
「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」ことでございます。
その使命を果たすため、納税者サービスの充実に努
めるとともに、適正な申告を行った納税者の皆様に不
公平感を与えないよう、適正・公平な課税・徴収に努
めているところであります。

【私どもの取組】
しかしながら、経済活動の国際化、ＩＣＴ化の進展
等により、税務行政を取り巻く環境も変化しておりま
すので、そうした中で引き続き私どもの使命を果たし
ていくべく、様々な取組を行っております。

佐

藤

博

美

の充実に取り組んでおります。
特に、ｅ−Ｔａｘにつきましては、利用者の利便性
向上の観点から、スマートフォンやタブレットによる
納付手続等サービスを開始するなど、更なる利便性向
上に向けた施策に取り組むこととしております。
適正・公平な課税・徴収
また、適正・公平な課税・徴収の実現の面では、納
税者の皆様の利益の保護を図りつつ、大口・悪質な事
案には組織的に厳正な対応を行うほか、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取り
組んでおります。
マイナンバー
平成28年１月から本格的な運用が開始される社会
保障・税番号制度（マイナンバー）におきましては、
国税庁が、法人番号の付番機関になるとともに、個人
番号及び法人番号の利用機関となることから、システ
ム整備等を的確に進めております。
さらに、制度導入を契機として、納税者の皆様の利
便性を向上させるとともに、課税・徴収事務が一層充
実し、より効率的なものとなるよう、業務・システム
の見直しを進めることとしております。
理解と信頼が不可欠
私どもといたしましては、こうした様々な取組を通
じまして、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努めてまいります。
こうした税務行政を推進してまいるためには、納税
者の皆様の税務行政に対する理解と信頼が不可欠と考
えておりますので、秋田北法人会の皆様にはこれまで
以上のご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願い
申し上げます。特に、ｅ−Ｔａｘのご利用につきまし
て、格別のご協力をよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、秋田北法人会の益々の発展と
会員の皆様のご繁栄とご健勝を祈念いたしまして、私
の着任のご挨拶とさせていただきます。

【自己紹介】
・出身

納税者サービスの充実
納税者サービスの充実の面では、国税電子申告・納
税システム（ｅ-Ｔａｘ）や確定申告書等作成コーナー
などのＩＣＴを活用した利便性の高い申告・納付手段
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・趣味

青森県弘前市
単身赴任（仙台市に家族が居住）
読書（ジャンルを問わず好奇心まかせ）
お祭り見物（郷社参りと戻り曳山に感動！）
スキー（ダイエットしてから再開予定？）

平成27年８月31日

税務署だより

あきた北法人会だより

第66号

社会保障・税番号制度導入に伴う
様式の変更点について

平成28年１月から導入される社会保障・税番号制度に伴い、税に関する各種様式が変更されます。
今回は、その一部についてイメージ図を加え、説明します。

▶源泉所得税に関する事務での取り扱い
社会保障・税番号制度導入後の主な変更点
源泉徴収義務者（給与の支払者等）は、平成28年１月１日以後に提出する申請書、届出書等に、源泉徴収
義務者の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。

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
⑴「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」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「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の提出を受ける必要
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。
⑵「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の提出を受ける場合の本人確認
源泉徴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。
（控除対象配偶者や控除対象扶養親族等の本人確認は、給与所得者が行うこととなります。）

−3−

あきた北法人会だより

第66号

平成27年８月31日

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載する書類は「給与所得者の扶養控除
等（異動）申告書」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養控除等（異動）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書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の扶養親族等申告書

※これらの申告書についても、
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。

▶法定調書に関する事務での取扱い
社会保障・税番号制度導入後の主な変更点
⑴

法定調書への個人番号又は法人番号の記載
法定調書の提出義務者（支払者等）は、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、原
則として金銭等の支払を受ける方及び支払者等の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。

⑵

支払を受ける方から個人番号の提供を受ける場合の本人確認
法定調書の提出義務者が金銭等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、本人確認を行
う必要があります。

給与所得の源泉徴収票の主な変更点
平成28年１月以後の支払に
係る給与所得の源泉徴収票に
は、太枠で囲った部分のように、
給与の支払いを受ける方等の個
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Ａ６サイズからＡ５
サイズに変更されます。
※「個人番号又は法人番号」欄に
12桁の個人番号を記載する場合
は、左側の１マスを空けて、右
詰めで記載してください。
※法定調書とともに提出する法定
調書合計表にも提出義務者の個
人番号又は法人番号の記載が必
要になります。

平成27年分の年末調整説明会

“事前情報”

11月16日（月）
、17日（火）に開催されます。今年は、秋田南税務署と秋田北税務署の
合同開催となり、そのため、開催会場が「秋田アトリオン４階音楽ホール」になります。
合
詳細は、各税務署から例年同様、通知がありますのでご確認ください。
詳
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国税庁からのお知らせ
Ⅰ．平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
※平成27年１月１日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税については、基礎
控除額が引き下げられている等、相続税・贈与税・事業継承税制関連で改正されています。
【相続税】
（１）遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
（２）最高税率の引き上げなど税率構造が変わります。
（３）税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
（４）小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。
【贈与税】
（１）相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用条件が変わります。
（２）暦年課税について、最高税率の引き上げや税率の緩和など税率構造が変わります。
【事業承継税制（相続税・贈与税）】
（１）適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。

Ⅱ．平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設されました。（概要はＰ. ６）
※平成27年７月１日以後に国外転出する一定の居住者が１億円以上の対象資産を所有等して
いる場合は、その対象資産の含み益に所得税等が課税されることになりました。

Ⅲ．「所得税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第９号）」により、消費税法等の一
部が改正されます。
※平成27年10月１日以後、海外から国内の事業者等に対して行われるインターネット等を介
した（電子書籍・広告の配信等）役務の提供について消費税が課税されるほか、課税方式の
見直しなどが行われます。
（１）電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し
（２）課税方式の見直し（「リバースチャージ方式」の導入）
（３）国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役
務の提供に係る仕入税額控除の制限（国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者からの
役務提供は、その仕入税額控除を行うことができることになりました）
（４）国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し

上記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの詳細は、
「国税庁ホームページ」に掲載されていますが、秋
秋
ー
田北法人会のホームページ（最新情報）からも簡単に確認できます。また、インター
の
ネットセミナー（マイナンバー制度他）などのお役立ち情報も多数掲載中ですの
で、是非アクセスしてご活用下さい。

http://kitahou.akitalink.com
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国外転出時課税制度 の あらまし
平成27年度税制改正において、
「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」（以下「国外転出時課税」といい
（以下「国外転出（贈与・相続）
ます。）及び「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」
時課税」といいます。）が創設されました。（以下、これらを総称して「国外転出時課税制度」といいます。）。

Ⅰ

国外転出時課税
平成27年７月１日以後に国外転出（国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。以下同じです。）
をする一定の居住者が１億円以上の有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引（以下「対
象資産」といいます。
）を所有等（所有又は契約の締結をいいます。以下同じです。
）している場合には、国外転

出の時に、その対象資産について譲渡又は決済（以下「譲渡等」といいます。）があったものとみなして、対
象資産の含み益に所得税が課税されます。

Ⅱ

国外転出（贈与・相続）時課税
１

非居住者へ対象資産を贈与した場合〈国外転出（贈与）時課税〉
贈与の時において１億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者が、国外に居住する親族
等（非居住者）へ対象資産の全部又は一部（以下「贈与対象資産」といいます。）を贈与した場合には、
その贈与の時に、贈与者が贈与対象資産を譲渡等したものとみなして、贈与対象資産の含み益に所
得税が課税されます。

２

非居住者が相続又は遺贈により対象資産を取得した場合〈国外転出（相続）時課税〉
相続開始の時において１億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者（以下「適用被相続人
等」といいます。）から、国外に居住する相続人等（以下「非居住者である相続人等」といいます。）が、相

続又は遺贈により、対象資産の全部又は一部（以下「相続対象資産」といいます。）を取得した場合には、
その相続開始の時に、適用被相続人等が相続対象資産を譲渡等したものとみなして、相続対象資産
の含み益に所得税が課税されます。

※

国外転出時課税制度の対象となる方は、所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。
また、一定の手続をすることで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置（以下「各種減額措置等」
といいます。）を受けることができます。
国外転出時課税において、納税猶予制度や各種減額措置等を受けるためには、国外転出の時まで
に納税管理人の届出書を所轄税務署に提出するなどの手続が必須となりますので、ご注意ください。

平成25年から平成49年までの間に生ずる所得についての所得税の確定申告の際には、上記掲載
の所得税のほかに、復興特別所得税（原則として所得税額の2.1％）が課されます。
社会保障・税番号制度の導入により、平成28年１月以後に提出する届出書等には、個人番号の記
載が必要となります。
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活動報告

平成27年度

青年部会・女性部会定時報告会
女性部会

女性部会は５月12日、青年部会は５月19日、土崎港ホテ
ル大和において開催された。
議題の平成26年度事業報告・収支決算及び平成27年度事
業計画・収支予算の報告承認、任期満了に伴う役員改選のほ
か、女性部会では、毎年恒例の研修会事業内容についても協
議した。
青年部会では、新部会長として細川信二氏が選任された。
青年部会

（石井前部会長は相談役に就任）

秋田北・南法人会合同セミナー

新設法人・決算法人

★新入社員のための心がまえ研修会★

説 明 会

正しい価値観を身につける

（１）４月28日
（火）
対象：４・５・６月決算法人

（２）７月27日
（月）
対象：７・８・９月決算法人
新設法人
講

師：経営コンサルタント 古川

英夫 氏

▷４月９日（木）「ユースパル」

★マイナンバー制度セミナー★
迫りくるマイナンバー制度の運用前に、個人・職場で出来る事

キタスカ

講師

秋田北税務署

藤本上席国税調査官 様
講

師：中小企業診断士

新木

小川上席国税調査官 様

啓弘 氏

▷６月18日（木）「ユースパル」

新 入 会 員 紹 介

どうぞよろしく

法 人 会 員 名
藤直物産 有限会社
有限会社 こだわり農場
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鬼軍曹健在なり
株式会社ニュークリエイトマネジメント

代表取締役

長

井

三

郎

いの」ということもあるぐらいだ。しかし、品質にか

品質へのこだわり

ける現場監督の思いは強く「ここのところが肝心なん

北進建設（仮称）は社員十数名の小企業ながら、そ

です」と社長といえども簡単には引き下がらない。

の地域の建設業界ではトップクラスの高収益企業であ
る。いや、正確には高収益企業であったというべきだ

責任感が人を鍛える

ろう。
ここ数年の、地方の受注環境の変化で、かつてほど

北進建設には、内藤さんという工事部長がいる。

の利益は稼ぎ出せなくなった。それでも、同業の中で
は上位の稼ぎ頭と言われている。

五十代後半の厳しい顔つきで、いかにも現場監督の
監督という近寄り難い雰囲気の人である。だが、たま

北進建設の強みを一言でいえば、「絶対に手を抜か

に見せる笑顔や悩んでいる部下への声がけなど、何と

ない。品質への強いこだわりを持つ」ということだろ

も言えぬ温かさがあり、この奥深さが部下たちの信頼

うか。この品質へのこだわりが、現場管理者の仕事に

を集めている源かもしれない。

かけるプライドとして、浸透しているところに強さが
あるといえよう。

この内藤部長の仕事にかける厳しさは、社外でも有
名である。古くから付き合いのある業者は、内藤部長

どの業種でも、売り上げや品質に大きな影響力を持
つのは、現場を任せられている部門長である。建設業

のやり方を熟知しているので問題ないが、新規の業者
は大変である。

でこの立場に立つのは、通常「現場監督」といわれ工

工事開始前の準備段取りから職人、作業者の手配ま

事現場を任せられている工事代理人である。この現場

で一切妥協を許さない。そして工事が開始されると、

監督の良し悪しが、工期、品質、原価などを決定づけ

厳しい原価計算からはじき出された高生産性対策で、

る、強い影響力を持っている。

少数精鋭ぶりを徹底して要求される。少しでも余計な
人員を配置しようものなら大変だ。「何を考えている
んだ！

競い合う現場

お前のところはもういらない」。

「引き取ってくれ！」と厳しく一喝される。新たに

北進建設では現場監督が互いに競い合って、より良

内藤部長の配下になった協力業者は、工事が完了する

い工事を仕上げようという気風が漲っている。もちろ

とその多くが、北進建設の社長に直訴する。
「もう内

ん中には管理が甘く、工期遅れや赤字工事を出す現場

藤部長の現場は勘弁してください」と。
しかし、内藤部長に鍛えられた業者は、自らも高い

監督もいる。だが全体としては、上昇志向の強い監督

利益を稼ぎ出せるようになり、より親密に協力体制を

たちに支えられ、今日の北進建設がある。
どんなことでも絶対に手抜きをしない。ときには頑

とっていこうとする。
逆に泣きを入れ内藤部長からダメを出された業者

固なまで妥協しない一途さは、当然ながら発注側の担

は、結局どこでも使い物にならず、自然に消滅してい

当者から圧倒的な支持を得る。
「次の工事の代理人も、山田さんをお願いします」

くことになる。

と指名されたり、一般には高い評価をもらえない公共

仕事の使命にかける責任感の強い、鬼軍曹のいる企

工事の『工事評価表』でも高得点が出されたりする。

業は栄え、鬼のいない企業は衰退していく。このこと

時には社長が「そこまでやらなくてもいいんじゃな

を企業興亡の歴史が教えてくれている。
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