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【提言趣旨要約抜粋掲載】

Ⅰ. 税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
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
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．社会保障制度のあり方に対する基本的考え方
⑴　年金については、「マクロ経済スライドの厳格適
用」「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
運用が不可欠である。

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
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

平平平成成成222888年年年度度度税税税制制制改改改正正正ににに関関関すすするるる提提提言言言
秋田北法人会では、平成28年度税制改正に向け、秋田市に対し提言活動を行いました。

　法人会では、各県連からの税制改正に関する要望事項やアンケート

を取りまとめ、９月16日開催の全法連理事会において「平成28年度税

制改正に関する提言」を決議しました。また、提言の実現に向け、法

人会の全組織を挙げ地元国会議員並びに地方自治体に対し要望活動を

実施しました。

◆◆ 11月17日　林会長が　秋田市石井副市長へ要望書提出 ◆◆

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！
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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ＬＴＡＸ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
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、以下の通り制度を拡充し、本則化するべきであ
る。なお、少額減価償却資産の取得価額の損金算
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
⑴　相続税、贈与税の納税猶予制度の要件緩和と充実
　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

法 人 会 員 名 代 表 者 名 法　人　住　所
㈲サカエ電気工事 舘　岡　　　栄 秋田市外旭川八幡田１－17－15
㈱風の大国・潟上 菅　原　孝次郎 潟上市昭和乱橋字下畑50
秋田中央トランスポート㈱ 渡　邉　綱一郎 秋田市飯島字穀丁大谷地１－６
㈱エム・ワン 鈴　木　忠　夫 秋田市土崎港中央１－７－４
㈲伊藤鉄筋工業 伊　藤　　　敏 潟上市天王字持長根64
㈱ケーユー東建 横　井　将　光 秋田市土崎港中央６－16－42

新 入 会 員
紹 介

どうぞよろしく

平成27年度納税表彰
秋田北税務署長表彰
加　藤　義　光氏（副会長）

仙台国税局長表彰
小　玉　真一郎氏（副会長）

東北六県法連表彰
菅　原　廣　悦氏（常任理事）
藤　田　　　勉氏（常任理事）

祝　おめでとうございます
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　11月26日、彩の国東大宮メディカルセンター眼科科長の平松類
先生をお招きし「上手な病院のかかり方～後悔しないためのズル
い健康法」と題して講演会を開催しました。時に落語も交えた講
演は楽しく、そして分かりやすく、大変参考になる講演であった
と思います。
　会員各位や医療機関、金融機関、地域住民の方々への参加依頼
（ポスターチラシの掲示と配布）、管内の広報誌や地元新聞への掲
載などを行い、200名近い申込がありました。
　28年度も地域社会貢献運動委員会で企画する予定ですので、ご
協力ご支援願います。

地域社会貢献活動事業（講演会）

平成27年度「県内合同研修会」開催（８法人会）

　湯沢法人会が今年度担当部会として企画し開催され
た。（84名参加）
　「寛文五年堂社屋」を視察見学後、湯沢グランドホ
テルにて美郷町松田町長による講演会と懇親会を開
催、今年度活動等の情報交換・交流を図りながら、合
同研修会を終えた。
 （次回担当会：大曲法人会）

【女性部会】2015.9.11

部会研修会

　本荘法人会が今年度担当部会として企画し開催され
た。（48名参加）
　「由利本荘市新消防庁舎（高機能消防センター）」を
視察見学後、ホテルアイリスにて由利本荘市小野副市
長による講演会と懇親会を開催、租税教育活動等の情
報交換・交流を図りながら、合同研修会を終えた。

（次回担当会：秋田南法人会）

【青年部会】2015.10.16

　今年度は大曲法人会女性部会と
の交流を兼ねた研修を企画。
　当日は、「旧池田氏庭園」を視
察見学、ガイドの詳細な説明を受
けた。その後、大曲プラザ「たつみ」
にて大曲法人会女性部会員と昼食
懇談会を開催、情報交換と交流を
図りながら、研修会を終えた。

平成27年度「女性部会研修会」開催（2015.10.6）

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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秋田北・南法人会合同セミナー

☆営業セミナー☆ ☆マイナンバー実務セミナー☆

☆社会保険実務セミナー☆ ☆税務セミナー☆☆税についての総合研修会☆

お客様を惹きつけるプレゼンテーション術 個人番号（マイナンバー）の利用「社会保障・税番号制度」とは

知っておきたい社会保険
の実務講座

経理・会計に必要な税務
の実務知識

法人税の確定申告書作成の留
意点等他

講師：社会保険労務士 
　　　野澤　直子 氏

講師：税理士　行政書士 
　　　星　　　叡 氏

講師：秋田南税務署  
　　　法人課税　高橋　勝彦 氏

個人課税　小原　道雄 氏

講師：㈲マーケティングプラウド
　　　　　　　小杉　　治 氏
▷８月18日（火）　「ユースパル」

▷２月５日（金）　「ユースパル」 ▷２月18日（木）　「ユースパル」▷２月２日（火）「ユースパル」

◆11月10日（火）土崎男鹿地区（ホテル大和）11月10日（火）土崎男鹿地区（ホテル大和）
◆11月12日（木）潟上五城目地区（キラ★星館）

　秋田北税務署様から講師をお迎えし、開催された。

●講習内容及び講師
　（１）「知っておきたい税情報」
　　　　　　　秋田北税務署長　佐　藤　博　美 様
　（２）「マイナンバー制度について」　　　　　　
　　　同署法人課税部門統括官　平　井　　　浩 様

❖税務関係講習会❖

「キタスカ」

▷10月26日（月）　「キタスカ」

講　師：社会保険労務士
山下　順子 氏

（１）10月27日（火）　対象：10・11・12月決算法人

（２）１月25日（月）　対象：１・２・３月決算法人

　　◆講師　秋田北税務署　小川上席国税調査官 様

••••• 決 算 法 人 説 明 会 •••••
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大豊小学校　湊　　　温　媛 さん湊 温 媛

脇本第一小学校　小　坂　胡　桃 さん小 坂 胡 桃

脇本第一小学校　齊　藤　泰　靖 さん齊 藤 泰 靖

大豊小学校　川　上　弥　詠 さん大豊小学校 川 上 弥 詠

外旭川小学校　大　鐘　野　枝 さん大 鐘 枝外旭川小学校　大　場　裕　加 さん外旭川小学校 大 場 裕 加

最
優
秀
作
品

小学生「税の絵はがきコンクール」

　潟上市立大豊小学校、秋田市立土崎南小学校、秋田市立外旭川小学校、秋田市立金足西小学校、男鹿市脇本
第一小学校の６年生より応募があった212通から選ばれた最優秀作品１点、優秀作品９点計10点です。

〈主催〉（公財）全国法人会総連合、東北六県法人会連合会
　　　　（一社）秋田県法人会連合会　女性部会連絡協議会
〈後援〉国税庁

（公社）秋田北法人会女性部会賞

－平成27年度－
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金足西小学校　吉　田　翔　馬 さん金足西小学校 吉 田 翔 馬 さん

金足西小学校　藤　原　夢欧学 さん

土崎南小学校　石　井　海　吏 さん井 海 吏土崎南小学校　渡　辺　　　琳 さん渡 琳

　優秀作品は、秋田北税務署と秋田市北
部市民サービスセンター（キタスカ3/1 ～ 
3/18）１Ｆに展示いたします。キタスカ
では、秋田県法連と東北六県連の優秀作品
も展示します。
※秋田北法人会のホームページにも掲載

　租税教育活動の一環として
管内の小学校（４校）６年生
を対象に、税のＤＶＤ・１億
円レプリカ等を使用しなが
ら、税の仕組みや税の大切さ
について勉強してもらった。

租税教室開催
（青年部会・女性部会）

12月８日（火）
潟上市立大豊小学校

講師　稲庭女性部会長

12月16日（水）
秋田市立外旭川小学校

講師  保坂青年副部会長
鈴木青年部幹事　

12月17日（木）
秋田市立金足西小学校

講師　稲庭女性部会長

12月21日（月）
秋田市立土崎南小学校

講師  細川青年部会長
畠山青年部幹事
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税務署だより

1いつでも利用可能
　　確定申告期間中は、24時間いつでも好きな時間にゆっくりとご利用できます。

2自動計算機能！
　　毎年の税制改正に対応した自動計算機能により、計算誤りのない申告書等を作成することができます。

3前年データの利用可能！
　　作成した申告書データを保存しておけば、保存したデータは翌年の申告でも利用することができます。

●所得税及び復興特別所得税  ２月16日（火）～３月15日（火）
●贈与税　　　　　　　　　  ２月１日（月）～３月15日（火）
●消費税（個人事業者）  　　 １月４日（月）～３月31日（木）

平成27年分所得税・復興特別所得税、
消費税及び贈与税の確定申告について

　国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の「確定申告書等作成コーナー」から、
電子申告（ｅ－Ｔａｘ）が簡単な操作で行うことができます。
　※税務署提出用の申告書等を印刷することもできます。

　「確定申告書作成会場」は、所得税（譲渡所得を含む）・復興特別所得税、消費税及び贈与税の申告書を作成
する会場です。
　税務署内には申告書作成会場を設置しておりませんので、申告書を作成する方は下記の会場をご利用くださ
い。※税務署では、出来上がった申告書の受付や申告書用紙の配布は行っています。

　確定申告に関する電話は、電話相談センターへおつなぎします。音声案内に従い「０番」を選択してください。
電話相談センターには、東北税理士会の会員税理士にも従事していただいております。

会　　場 秋田県労働会館「フォーラムアキタ」（秋田市中通６丁目７－36）
専用駐車場はありませんので、公共交通機関のご利用をお願いします。

開設期間 ２月16日（火）～３月15日（火）までの平日
２月21日及び２月28日の日曜日は開設します。

開設時間 午前９時～午後４時
※作成会場は大変混雑しますので、なるべく早い時間帯にお越しください。

※所得税の還付申告書は、２月16日（火）
より前でも提出できます。

▼秋田北税務署　TEL 018（845）1161（代表） 確定申告に関する問合せ

 インターネットで確定申告！

 確定申告書作成会場のご案内

自宅から申告・納税
ができます

 申告と納税は期限内に！ 平成27年分の確定申告書の受付期間は、次のとおりです。

確定申告書は、自宅のパソコンで作成し郵送で提出できます。
～国税庁ホームページの「確定申告特集」が便利です～

確定申告書作成会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。
是非、ご自宅での申告書作成に国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」にはメリットがいっぱい！！

「確定申告書作成コーナー」に関するお問い合せは

e-Tax･作成コーナー ヘルプデスク ☎0570ー01
e-

5
コ

9
ク

0
ゼ

1
イ

（全国一律市内通話料金）

受 付 時 間
 平成28年２月１日（月）～
３月15日（火）までの場合

月曜日～金曜日（２月11日（祝日）を除きます。）　　９時～ 20時
日曜日（２月21日、２月28日、３月６日、３月13日）　９時～ 20時
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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

タクアンに教えられた日！

歓迎されなかった入社
　春山食品（仮称）の渡辺工場長は、タクアンについ
て忘れられない思い出があった。今から20年前、こ
の食品メーカーの創業社長は、息子の専務を後継者に
と思っていたが、今一つ息子の力量に不安があった。
そこで息子の補佐役を優秀な人材で固めようと考え、
東京にいた娘婿の白川君に声をかけた。彼は性格も大
らかで明るく、しかも医薬品メーカーでトップセール
スの実績を上げていた。
　社長に説き落とされ入社した彼は慣れない仕事を一
生懸命覚え、持ち前の明るさで社員やお客様から信頼
を得て、順調な滑り出しをしていた。
　しかし思わぬところから問題が起きた。社長や周囲
から受けの良い白川君を専務は快く思わず、何かにつ
け厳しく当たる毎日であった。専務とのこんな関係が
仕事に悪影響を及ぼさないわけはない。日に日に明る
さを失っていく白川君を見て、当時製造課長だった渡
辺さんは彼には気分転換が必要だと判断し、ちょうど
募集中の禅寺での二泊三日の幹部研修への参加を勧
め、自らも同行することにした。

異次元の体験
　禅寺の専門道場の一日は午前４時、修行僧が「カツ、
カツ」と木片を激しく打ち鳴らす音から始まる。急い
で夜具を片付け、わずかの水で顔を洗い外へ飛び出す。
作務、読経、座禅と続き朝食となる。起きてから寝る
まですべてが修行だから、食事も厳格な作法の下に行
われる。朝は天井が写るような薄いお粥とタクアン二
切れだけ。熱いお粥を冷まし冷まし食べていると「早
く食え！」と檄が飛ぶ。食べ終わると碗にお湯が注が
れその湯で箸と碗をすすぎ、その湯をお茶代わりに飲
み干し、碗と箸は自分で保管する。
　昼と夕は麦飯に一汁一菜が付く。この食事の間に研
修講座や座禅、読経があり９時の就寝で一日を終える。
すべてに静かさとスピードが要求され、怠ると厳しい
指導が入る。

事件勃発
　白川君が「事件」に遭遇したのは初日の昼食時、禅
寺での最初の食事の時である。30名ほどの受講生が
慣れぬ手付きで、何とか食べ終わり箸を置いた。その
時、指導僧から「残すな！」と厳しい声が飛んだ。見
ると白川君の小皿にタクアンが二切れ残っていた。指
導僧はこれを見て檄を飛ばしたのだ。そういわれれば
仕方がない。緊張した面持ちで白川君はタクアンを頬
張り飲み下した。食後の休息時に彼のところへ行くと、
青ざめた顔に脂汗を浮かべている。「どうした」と尋
ねると意外な答えが返ってきた。「実は好き嫌いはな
い方だけど、タクアンだけは苦手で今まで一度も食べ
たことがなかった。しかし先ほどはあのような状況の
ため、やむを得ず飲み込んだが何か気分が悪い」との
こと。持ち合わせの胃腸薬を飲ませ、体質に合わない
ものは無理して食べることはないから指導僧に言って
おくというと「いや、大丈夫です」という。それから
６度、毎食出されるタクアンを白川君は何とか食べる
ようになった。

食わず嫌い
　わずか３日間ではあったが、参加者各々が禅寺での
貴重な体験を積んで研修は終了した。それから２週間
ほどして白川君が声をかけてきた。「お陰様で専務と
うまくやっていけそうな気がします」と表情が明るい。
「それは良かった」「今まで、小さな自分にこだわって
いたことが分かりました。こちらから近づいていけば
専務の考えていることや悩みも分かるようになりまし
たし、専務も私のことを心配してくれていることが理
解できるようになりました」「それは本当に良かった」
「これもすべてあのタクアンが教えてくれました。食
わず嫌いで今まできましたが、タクアンも意外におい
しいものですね。何でも当たってみなければ分からな
いということが理解できるようになりました」。
　あれから20年、いまでは白川君は常務として新社
長を立て、業績向上に大きく貢献している。
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