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公益社団法人札幌南法人会は健全な経営・正しい納税・社会への貢献をテーマに活動する団体です
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年頭あいさつ

公益事業活動の充実を！
公益社団法人
会

長

札幌南法人会

柳

谷

泰

藏

謹んで初春のお慶び申し上げます。
会員及び地域の皆様方におかれましては、平成26年の新春をお健やかにお迎えのことと存じます。
昨年は、安倍政権発足後、永年にわたる景気の低迷やデフレ脱却を図るため、
「３本の矢」
（財政政策・
金融政策・成長戦略）を柱とする経済政策が示されました。いわゆる「アベノミクス」であります。ア
ベノミクス効果は、道内経済状況を見ますと各種業種業態により景気動向の判断は微妙でありますが、
「金融経済概況」等によりますと道内の景気については、
「緩やかに回復しつつある」と報告されている
ところです。
しかし、本年４月から消費税率が８％に引き上げられることが決定しており、消費者の皆さんに対し
ては、社会保障の安定財源確保のための負担が求められております。
この消費税増税に伴い、景気回復を遅らせることにならないのかという心配もあるのではと感じてお
り、
「景気は緩やかに回復傾向にある」とは言え、依然として厳しい状況にあるといえるのではないで
しょうか。
このような状況にありますが、法人会におきましては、
「健全な納税者団体」であると同時に「よき
経営者を目指すものの団体」として、さらに、税のオピニオンリーダーとして、今日の経済環境に対応
した中小企業の経営安定・基盤強化に向けた税・財政改革に対する提言・要望活動を積極的に展開する
ほか、法人会の目的でもあります「税知識の普及、納税意識の高揚」等を中心として、地域社会に対し
貢献できるよう、更なる事業活動を展開してまいる所存でありますので会員並びに地域の皆様方の多大
なご理解とご協力をお願い申し上げます。
また、活力ある法人会を目指すためには、組織・財政基盤の強化がより重要であります。
是非、皆様方におかれましては、会員の増強にお力添えをお願い申し上げます。
さらには、税を中心に活動する法人会といたしましては、税務当局が最重要課題として取り組んでお
ります「電子申告・納税（e－Ｔax）
」の利用拡大についても協力することとしております。
皆様方の積極的なご利用をお願いいたします。
結びに当たり、会員並びに地域企業の皆様の益々のご発展とご健勝をご祈念申し上げ年頭の挨拶とさ
せていただきます。

長年の功労を讃え
平成25年度

納税表彰受賞者のご紹介

長年にわたる納税道義の高揚等に多大なご功績のあっ
た方々に納税表彰が行われ、平成25度は札幌南法人会か
ら次の方々が受賞されました。おめでとうございます。
札幌国税局長納税表彰

岩

本

玉
菅

川
原

任

札幌南税務署長納税表彰

功 様（副会長）
豊 様（副会長・恵庭支部長）
修 様（理事・北広島支部長） （写真前左から：玉川副会長・岩本副会長・福島署長・
柳谷会長・菅原支部長 後列：税務署幹部の方々）
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法人会活動トピックス
9/25
9/26
10/3

10/11

10/23
11/8
11/8
11/10
11/14
11月～

11/20～

11/26
12/3

恵庭支部経営セミナー

（会場：恵庭商工会議所）
「ちょっと得するお金の話」
講師：岡嶋 宏明氏（ファイナンシャルプランナー）

札幌５法人会青年部会ゴルフ大会

（会場：滝のCC）当会青年部団体優勝（４連覇達成！）

第30回法人会

全国大会「青森大会」

（会場：リンクステーションホール青森 当会より16名参加）
「平成26年税制改正提言」
記念講演「これからの時代の経営とリーダーシップ」
講師：佐々木常夫 氏 （東レ経営研究所特別顧問）

第14回女性部会

全道大会

富良野大会

全国大会青森大会（会場入り口にて）

開催

（会場：新富良野プリンスホテル 当会19名参加）
記念講演「小さな街に200万人を呼び込んだ商店街のオヤジたち」
講師：西本 伸顕 氏 （ふらのまちづくり㈱代表取締役）
翌日は「ふらのマルシェ」
「後藤純男美術館」視察研修

北広島支部経営セミナー

（会場：北広島商工会館）
「トップのコミュニケーション術と売り上げを上げるブランニング」
講師：竹本アイラ 氏（㈲PLAN－A代表取締役）

千歳支部経営セミナー

（会場：千歳商工センター）
「商店街の奇跡」
講師：杉山
清 氏（杉山フルーツ 代表）

第27回全国「青年の集い」広島大会

女性部会富良野大会懇親会にて記念撮影

開催

（会場：広島グリーンアリーナ 当会13名参加）
記念講演「日本一心 ～日本の未来のために果たすべきこと～」
講師：吉川 晃司 氏 （㈱アクセルミュージックエンターテーメント）

税に関する絵はがきコンクール作品展

（会場：札幌駅地下歩行空間）

税を考える週間「札幌南税務署長」特別講演会

（会場：センチュリーロイヤルホテル）
「信頼される税務署」 講師：福島
修

税を考える週間

氏（札幌南税務署長）

事業

青年の集い「広島大会」参加者記念撮影

・税の標語コンクール等 表彰式 各学校（12校）訪問
・ＦＭ放送による広報「税につよくなろう！」12月まで放送
・千歳支部「税金ノート他贈呈」
（中学校10校１年生）
・恵庭支部「税金ノート他贈呈」
（中学校５校他）
・北広島支部「法人会ポスター掲示」JR北広島駅
・札幌国税局長講演会・中学生の税の作文朗読会参加

税の標語コンクール・絵はがきコンクール表彰式

小学生の標語コンクール参加校６校・絵はがきコンクール８校
学校単位で参加校に学校訪問し女性部会員が表彰状を授与
標語応募数：294点 絵はがき応募数：361点
＊優秀作品のポスターを関係各所に掲示（本紙P18に掲載）

清田第１第２支部合同税務研修会

（会場：JA清田）
「消費税転嫁対策」講師：横山

税の絵はがき作品展と表彰式会場のようす

知明氏（税理士）

豊平全支部合同税務研修会

（会場：ルネッサンスホテルサッポロ）
「同上」講師：横山

知明氏

12/6･13

青年部会「租税教室」千歳東小学校・美しが丘小学校

12/25

女性部会「リサイクルカレンダー」寄贈

小学校６年生を対象にした租税教室を、青年部会員が講師となり
開催。本年度５校予定
皆さんから寄せられたカレンダーを、老人福祉施設等に寄贈
＊たくさんのご協力をありがとうございました
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税を考える週間

福島税務署長の講演会

公益社団法人

札幌南法人会の顧問税理士名

任期満了に伴い下記の税理士の皆さんが、当会の顧問税理士に就任されました。
お名前と担当支部等をご紹介いたします。

（委嘱期間

平成25年８月１日～平成28年７月31日）
（敬称略）

支部名

顧問税理士氏名

事務所

所在地

電話番号

支部長名

豊平１

太田

誠

清田区清田６条４丁目11番27号

886-1015

三澤

豊平２

横井

淑美

豊平区西岡５条14丁目13番11号

584-8855

堀

豊平３

日下

博司

豊平区中の島２条３丁目１番24－502号

598-6071

橋本

毅

豊平４

吉田

高志

清田区清田６条１丁目13－25

884-0372

佐藤

昌一

豊平５

北村

浩三

清田区平岡６条４丁目１番10号

884-7450

中目

明徳

清田１

横山

知明

清田区清田１条４丁目７番地 清田ビル

375-9910

見上

弘明

清田２

溜

政美

清田区北野３条４丁目11番３号

883-8025

武田

勝行

南

１

柴口

仁

南区澄川５条11丁目11番33号

584-1023

杉浦

勝利

南

２

渡部

喜彦

南区澄川６条４丁目２番１号 澄川ビル

813-0351

西村

尚之

北広島

辻

芳晃

北広島市虹ヶ丘５丁目２番３号

555-6793

白木

松敏

恵

庭

柳沢

邦則

北広島市朝日町６丁目２番地11

373-6468

玉川

豊

北広島

鈴木

智明

南区川沿５条４丁目７番７号

573-0115

平成25年８月23日

柳谷会長より顧問税理士のみなさんに委嘱状が手渡されました。
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菅原

功
理人

修

法人会 平成 26 年度 税制改正に関する提言（重点項目）
法人会では平成26年度の税制改正に対し下記の提言を重点項目として働きかけました。

１．社会保障と税の一体改革と今後のあり方について
⑴社会保障制度のあり方
社会保障は、いかに給付を「重点化・効率化」によって抑制し、同時にどう公費以外の公平で適正な
負担を確保していくかが極めて重要である。また、企業の過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害
しないことを求める。
⑵行政改革の徹底
社会保障の安定財源確保と財政健全化のためとは言え、消費税の引き上げが国民に痛みを求める措置
かい

であることに変わりはない。国・地方は「先ず隗よりはじめよ」の精神により自ら身を削る行政・議
会の改革が何より重要である。特に、国・地方における議員定数と歳費の削減、および公務員の人員
と人件費の削減は急務であると考える。
⑶財政健全化に向けて
聖域なき歳出削減が不可欠であり、財政健全化目標達成に向けた具体的方策と工程表を示すこと。
⑷消費税引き上げに伴う対応措置
消費税率の引き上げにあたっては、景気に配慮すること。また、価格決定のプロセスにおいて立場の
弱い中小企業が適正に価格転嫁できるよう、消費税転嫁対策特別措置法以外にも実効性の高い対策を
とること。

２．法人税率の引き下げ
⑴法人実効税率20％台の早期実現
⑵軽減税率15％の本則化と適用所得金額を1,600万円程度に引き上げ

３．事業承継税制の拡充
⑴「相続税および贈与税の納税猶予制度」について要件緩和と充実
・株式総数上限（３分の２）の撤廃と相続税の納税猶予割合を100％に引き上げ
・５年経過時点で納税猶予を免除する制度に改める
・対象会社の拡大
⑵事業用資産を一般財産と切り離した本格的な事業承継税制の創設

平成27年度税制改正要望についてご意見をお寄せください
法人会では皆様の意見をとりまとめ、全道・全国の法人会に提出し「税制改正提言」として国に
働きかけています。
「税制と税務に関する」ご意見がございましたら、Ａ４版1枚程度にまとめＦＡＸかＥメールにて
法人会事務局へお寄せ下さい。
提出先：札幌南法人会事務局
ＦＡＸ

札幌市中央区北１条西２丁目北海道経済センター９階

011-241-3218、Ｅメール

info@satsu-minami.jp
―4―

会社の慰安旅行で海外に行きたいけど大丈夫なの？
税務問答

リサ

〜経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答〜
税理士

野

弊社で、福利厚生の一環として従業員

川

を対象に海外旅行を考えています。

悟

志

ところで、今回の旅行の期間、参加割合、
負担状況はどのようになっていますか。

費用は会社が負担するのですが、税金の面で
リサ

注意することはありますか。
サキ先生

旅行費用を会社が負担すると、所

得税のことは気を付けた方がいいですね。

旅行期間は３泊４日。参加割合は全従

業員ですので100％。費用は15万円で、こ
の内、会社が負担するのは７万円です。
サキ先生

リサ

従業員にお金を支払うわけではないの

に、所得税が関係するのですか。
サキ先生

そうですね。国税庁のタックスア

ンサーにも解説がありますが、旅行期間、
参加割合、少額不追求の趣旨のいずれも満

要するに、給与以外にも従業員の

方が受ける利益があれば、給与と同じよう

たしていると認められますので、原則とし
て課税されないでしょうね。

に所得税が課税されるということです。こ
リサ

れを経済的利益といいますが。

ホッとしました。

サキ先生
リサ 弊社の旅行も課税されることになるの。
サキ先生

ます。

何でも課税になるわけではありま

せん。

ただし、注意して欲しい点もあり

先程、ご説明した要件を満たしている旅
行であっても、自己の都合で旅行に参加し

会社が、従業員のレクリエーションのた

なかった人に金銭を支給する場合には、参

めに行う旅行の費用を負担することによっ

加者と不参加者の全員にその不参加者に対

て、旅行に参加した従業員の方が受ける経

して支給する金銭の額に相当する額の給与

済的利益については、旅行の規模、参加割

の支給があったとされますので注意が必要

合、負担割合などを総合的に勘案して、実

ですよ。

態に即して判断することになります。
ただ、従業員の方が受ける経済的利益が少
額の現物給与は強いて課税しないという少

「筆者紹介」

額不追求の趣旨や、旅行期間が４泊５日以

野川

内で、全従業員の50％以上が参加している

1965年生まれ。国税庁課税総括課、同法人課税課、国

といった要件を満たしているのであれば、

税局資料調査課、同法人課税課勤務などを経て、東京都

原則として課税しなくても差し支えないと
されています。目的地が海外の場合は、目

悟志（のがわさとし）

品川区で税理士登録。多くの中小企業の財務を見てきた
経験を活かして、決算分析から経営の効率化、会計不正
や税務調査対策等のコンサルティングを行う。法人会や

的地での滞在日数が４泊５日以内かどうか

東京商工会議所等でセミナーも開催。認定経営革新等支

になります。

公式ＨＰは「税理士野川悟志」で検索。
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援機関、中小企業事業再生マネージャー。

コミュニケーション不足の解消法
経済評論家・作家

⑴

一段と厳しさを増した内外の環境

荒

和

雄

うとも「話し合い」が不可欠である。

日本を取り巻く内外の環境は一段と厳しさを増
してきた。まずはマクロとミクロに分けて問題点

⑶

中小企業・中堅企業のコミュニケーション円
滑化のためのアイデア・ヒント

をあげてみよう。

私の主宰するブレーン・サービス・フォーラム

【マクロ】
①デフレからの脱却

という異業種交流会は、今年９月に開催261回目

②財政健全化のための消費税増税を始めとする

に達した。毎月１回、タイムリーなテーマについ
て、講師を中心として会員双方が本音をぶつけ合

各種の税負担の増加等の税制改革
③少子高齢化の急ピッチな進行（医療・介護・

う会合である。今年に入ってから、２回にわたっ
て「新しいリーダーのあり方」と、それに対応し

子育て・年金問題等）
④大都市（東京）と地方都市との経済及び社会

て「若手・幹部からのトップ（リーダー）に対す
る注文やその悩み」について意見交換した。

格差の拡大

その結果、焦点となったのは企業内部のコミュ

⑤収拾の見通しの全く見えない福島原発問題
⑥歴史認識などを巡っての中国や韓国等との政

ニケーションをいかに円滑化するかであった。
コミュニケーションが上手に活かされている会

治的対立と不信
⑦国の安全の基本となる集団的自衛権の行使の

社は、企業業績も大きく伸びるが、一方コミュニ
ケーションの全く取れていない会社は、ある日突

解釈と憲法改正論議等

然、連絡の不備等からピンチに陥っているケース

【ミクロ】

もよくある。

①長引く不況による売上減

まさにコミュニケーションの良し悪しは会社や

②円高・円安に揺れる国際競争力の低下

企業の成長、衰退のバロメーターともいえる。

③電気料金等のコスト増

そこで、２回にわたった会で出たコミュニケー

④相変わらずの人材不足と資材不足
⑤後継者不在、技術者を始めとする社員の高齢

ションの円滑化についてそのヒントやアイデアを
列挙してみよう。

化
⑥金融機関の突然の貸し渋り・貸しはがし等

①「朝のあいさつは元気良く明るく行う」
⑵

再生のキーワードはコミュニケーションの円

この挨拶の第一声はトップ・幹部等のリー

滑化

ダーがごく自然に行うと部下も返答がしやす

問題解決の糸口は、「情報の公開」「双方の情報

い。一声の挨拶運動、どこでも、だれでも出来
ることである。

の共有化」により問題を粘り強く解決することに

②「ゆっくりと話し合う時間がない時は『立ち話』

ある。
そのキーワードは、国と国、国（役所）と地方、

も有効である」

あるいは大企業と中小企業、中小企業同士にして

顔を合わせての一声は相手に自然と親近感を

も、双方の信頼の回復や醸成につながるコミュニ

覚えさせる。自分も相手もその存在感を一瞬時

ケーションの円滑化であろう。どんな手段を使お

でも認める要因となる。
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度合いが問われる。

③「誕生会等を社内でも定期的に行う」
コミュニケーションの場を積極的につくるのは

⑧「老若男女、お互いに価値観や人生観の違いを
双方で認め合おう」

トップや幹部の大切な仕事。誕生会などが最適

現代では、家庭や学校では「社会的ルール」

であろう。もちろん酒好きの人たち同士の飲ミ
ニケーション、スポーツイベントの開催、ある

や「エチケット」
「マナー」をきちんと教えて

いは趣味の会なども有効に活用したい。学生時

いないケースが多い。したがって企業に入って

代の部活・サークル仲間を思い出してほしい。

から、改めて「しつけ」教育をすることもよく
ある。先輩たちは「いまどきの若い者は…」と

④「メール等の伝達手段を最大限に活用する」

いう不平や不満の声は抑え、話し合いの場を通

ある企業では、本社と作業現場が遠く離れて

して教えることだ。

いるので、情報の伝達や共有等のコミュニケー
ションの円滑化を図るため、社員全員に会社

⑨「トップをはじめ幹部は月初め、あるいは週初

負担でスマートフォンを支給し、メール機能や

めにスケジュールを公表し、行動をオープン化

GPS機能等を積極的に活用している。ある企業

する」

では、テレビ会議を実施してその円滑化に努力
し、成果をあげている。

このように中小企業を中心に、コミュニケー

⑤「相手の長所を褒める」

ションの円滑化のためのヒントやアイデアを列挙

人間だれしも、自分の長所を褒められるとう

してきたが、トップや幹部に不可欠なことは、
「気

れしいものだ。「褒め殺し」「お世辞」にならな

軽に話し合える」
「話を聞いてもらえる」という

い程度に、相手の長所や興味あることに話題を

信頼感である。
「聴き上手」もまたトップの大き

向けると、心を開く下地となる。

な仕事、資質といえる。信頼は国と国との間柄に

⑥「連絡カード（Thank you）カードを有効に活用」

しろ、まず相手の立場を考え、尊重し、聞く耳を

ある企業では、社内のムードを明るくする

持つ謙虚な姿勢が相手の心を少しずつ開かせるこ

ため、一社員の提案により、社内の掲示板に

とに繋がる。
「傲慢」はコミュニケーションの最

Thank youカードを貼付した。この結果、社長

大の敵であるといえよう。

と部下、幹部と部下、または社員同士での仕事
の連絡や伝達がうまく伝わり、成功した。
このThank youカードには一言と、相手の名
前と自分の名前を記入するだけだが、コミュニ
ケーションの円滑化に大変役立っている。言
葉では直接伝えにくい言葉であるが、「カード」

【筆者紹介】

荒

和雄（あら・かずお）

という、メールではない直筆のあたたかみが伝

早稲田大学法学部卒。東京都民

わってくる。社内全体での「ありがとう」運動

銀行支店長などを経て独立。経

にも発展し、訪れた顧客からも注目されたとい
う。

済評論家・作家として講演やテ
レビのコメンテーターなどで幅
広 く 活 躍。 金 融 経 済・ 中小企

⑦「一日の出来事を日誌（日報）として帰宅時に
上司に提出する」

業経営関係の著書は「日本縦
断2000回の旅

ちょっといい

話」
（中経出版）
。近著は挑戦す

クレーム等の負の情報がすぐさまトップに伝

る若き金融マンを描いた経済小説「白い獏」
「その後の

わる体制作りが不可欠、クレーム等の自分のミ

白い獏たち」が話題となっている。著書は163冊を超え

スは上司には報告しにくいものであるが、早め
の対応が不可欠、日頃のコミュニケーションの
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る。公式ＨＰはhttp://www.arakazuo.com

南海トラフの巨大分岐断層を掘削
海底下５,２００ｍの地震の巣を探る
産経新聞科学部記者

静岡県から九州南部にかけての太平洋沖に延び
る海溝、
「南海トラフ」の周辺では、昔から巨大
な地震が繰り返し起きています。しかし、いった
いどんな仕組みで地震が起きるのか、詳細な機構
はまだ解明されていません。そのため、海洋研究
開発機構は平成25年11月、紀伊半島沖で南海トラ
フの巨大分岐断層の掘削調査を開始。地球深部探
査船「ちきゅう」で海底下5,200ｍまで掘って試
料を採取し、地震活動の実態を探ろうとしていま
す。
世界記録更新へ
南海トラフは、日本列島を乗せた陸側プレート
（岩板）の下に、海側のフィリピン海プレートが
沈み込む浅い海溝です。海洋機構が掘削調査を行
うのは、プレート境界から地表に向けて複数の巨
大な分岐断層が枝分かれしている、和歌山県新宮
市から南東75㎞の熊野灘。水深2,000ｍの海底か
ら5,200ｍ掘削し、分岐断層の根元まで掘り抜く
計画です。
この場所での掘削は昨年11月にいったん着手し
ましたが、強い風と潮流の影響で掘削機器が損傷
し、海底下2,000ｍまで掘りながら中止に追い込
まれました。今回は、仕切り直しの再挑戦という
ことになります。
掘削の際は、掘った孔をパイプで補強しながら
深部へ進みます。前回の掘削孔を一部利用します
が、深部は未補強で崩壊している可能性があるこ
とから、同860ｍ地点からは、わずかに斜めにず
らして新たな穴を掘っていきます。26年１月下旬
に同3,600ｍに到達し、来年度から巨大分岐断層
の試料採取を行うそうです。
「ちきゅう」の掘削性能は世界一で、24年９月
には青森県八戸沖で、研究目的としては世界最深
の同2,466ｍまでの掘削、試料採取に成功。同5,200
ｍの巨大分岐断層の掘削を実現すれば、世界記録
のさらなる更新は確実となっています。

伊

藤

壽一郎

繰り返し起きてきました。
海洋機構は23年、ちきゅうで採取した試料の分
析から、熊野灘付近の分岐断層が、昭和19年の東
南海地震でプレート境界の深部と一緒に動いたこ
とを証明しました。分岐断層が動くと、津波が巨
大化する恐れがあるため、今回の綿密な調査が必
要になったわけです。
調査では、掘削しながら岩盤の硬さや、周囲か
らかかる力を測定。採取した試料は肉眼だけでな
く、コンピューター断層撮影（CT）も駆使して
調べ、地震で生じた摩擦熱による有機物の変性な
ども解析します。
海洋機構は「過去の地震で分岐断層がどう動い
たかを調べ、発生メカニズムの解明や予測に結び
つけたい」としています。
地震観測にも活用
地震が多発する熊野灘周辺の海底には、地震計
と津波計を網の目のように張り巡らせた観測監視
システム「DONET」を海洋機構が整備しています。
異変をキャッチしたら、光ファイバーの超高速通
信で陸上局にデータを送り、気象庁などに配信し
て津波警報や緊急地震速報に生かす仕組みです。
ただ、生命に直結する防災情報は、少しでも早
い方が被害軽減につながります。このため分岐断
層の掘削調査後は、残った穴の底部に地震計やひ
ずみ計を設置し、DONETと接続して情報を補強。
巨大分岐断層の動きをさらに早くキャッチするこ
とが可能になり、地震防災に大いに役立ちそうで
す。

昭和東南海で連動
南 海 ト ラ フ の プ レ ー ト 境 界 面 で は、 マ グ ニ
チュード（Ｍ）８級の東海・東南海・南海地震が
―8―

【筆者紹介】

伊藤壽一郎（いとう・じゅいちろう）
東京都生まれ。学習院大学卒業後、産経新聞社に入社し、
文化部、経済部、社会部などを経て2002年から科学部。
現在は文部科学省の科学技術部門を担当し、原子力から
地震、宇宙、物理、化学、生物、ITまで、幅広い分野を
取材対象としている。著書に「生きもの異変 温暖化の
足音」
（共著、扶桑社刊）
、
「新ライバル物語 闘いが生
む現代の伝説」
（共著、柏書房）などがある。

経済産業局からのお知らせ

「消費税転嫁対策特別措置法」を理解し、
円滑かつ適正に転嫁して
事業者の皆さんの大切な利益を
しっかり守りましょう！
ポイント①

ポイント②

消費税の転嫁拒否行為が

消費税の転嫁を阻害する

禁止されています

表示が禁止されています

「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されました！
ポイント③

ポイント④

総額表示義務に

転嫁・表示カルテルが

特例が設けられています

特別に認められています

◆消費税の転嫁および表示の方法などに関するご相談は…

消費税価格転嫁等総合相談センター
専用ダイヤル ：

０５７０－２００－１２３

受付時間平日９：００～１７：００（平成２６年３月・４月は土曜日も受付）
※通話料金はお住まいの地域に応じて以下の料金がかかります。

分かりやすい「消費税の手引き」

実際にかかる金額は音声ガイダンスでご案内しております。
●固定電話からは・・8.5 円～80 円／3 分間 ●携帯電話からは・・90 円／3 分間

もダウンロードいただけます！
http://www.chusho.meti.go.jp/

●公衆電話からは・・30 円～220 円／3 分間

ホームページ ：

http://www.tenkasoudan.go.jp

pamflet/pamflet/2013/

北海道経済産業局 消費税転嫁対策室
〒060-0808 札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎４階

TEL:011-728-4361 FAX:011-728-4364
e-mail:hokkaido-tenka@meti.go.jp
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131008syouhizei.pdf

税務署からのお知らせ
国外財産を保有されている方へ
「国外財産調書制度」のお知らせ
制

度

の

趣

旨



  適正な課税・徴収の確保を図る観点から、平成年度の税制改正において、国外
 財産を保有する方からその保有する国外財産について申告をしていただく仕組み
 （国外財産調書制度）が創設されました。
国外財産調書を提出しなければならない方


居住者の方で、その年の月日において、その価額の合計額が万円
を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価格等を記載し
た「国外財産調書」を、その年の翌年の３月日までに、住所地等の所轄の税務署
に提出しなければなりません。
※平成年月日において、国外財産が万円を超える方の「国外財産調書」 
 の提出期限は、平成年月日になります。

 







国外財産調書制度に関するその他の措置

















≪過少申告加算税等の優遇措置・加重措置≫ 
 「国外財産調書」を提出期限内に提出した場合には、「国外財産調書」に記載が
ある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国
外財産に係る過少申告加算税等が軽減されます。
 また、「国外財産調書」を提出期限内に提出しなかった場合などに、その国外財
産に関して所得税の申告漏れが生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税
等が加重されます。
※平成年１月１日以後に提出すべき「国外財産調書」について適用されます。
≪故意の不提出等に対する罰則≫
 「国外財産調書」に偽りの記載をして提出した場合又は「国外財産調書」を正当
な理由なく提出期限内に提出しなかった場合には、１年以下の懲役又は５０万円以
下の罰金に処されることがあります。
※平成年１月１日以後に提出すべき「国外財産調書」に係る違反行為について適
 用されます。
  税務署

国外
財産

国外の預金、
有価証券等


国外財産調書に関する詳しい
情報は、国税庁ホームぺージ
をご覧ください。

国外に所有する
土地、建物等
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税務署からのお知らせ

札幌南税務署からのお知らせ
（所得税・消費税（個人事業者）及び贈与税の確定申告について）
札幌南税務署は、平成 25 年 11 月 25 日(月)から本庁舎（豊平区月寒東）に戻り
執務を行っております。
確定申告相談は、札幌南税務署本庁舎（豊平区月寒東）において行います。
北海きたえーるには確定申告会場を設置しませんので、お間違いのないようご
注意ください。
なお、ご来署の際は公共交通機関をご利用ください。
● 庁 舎 所 在 地：〒０６２－００５１
札幌市豊平区月寒東１条５丁目３番４号
● 庁 舎 電 話 番 号：０１１－５５５－３９００
本庁舎案内図

※

駐車場が狭いため、車でご来署された場合、近隣道路が渋滞となり、駐車場へ入
るまでに相当な時間（時期によっては２時間以上）お待ちいただくことがあります
ので、ご来署の際は、公共交通機関をご利用ください。

◎
○
○
○

最寄りの公共交通機関
地下鉄 東豊線「月寒中央駅」下車 １番出口
地下鉄 東西線「南郷７丁目駅」から中央バス（澄７８）月寒中央駅下車
ＪＲ「白石駅」から中央バス（澄７８）月寒中央駅下車

徒歩７分
徒歩７分
徒歩７分

平成２５年分の「確定申告会場」は
「札幌南税務署本庁舎」となります（北海きたえーるには設置しません）。
― 11 ―

税務署からのお知らせ
確定申告会場では
● 確定申告書をご自分で作成していただいております。
● 申告書をパソコンで作成していただく『電子申告（e-Tax）』を推
進しており、担当者がアドバイスを行っております。
● 会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがあり
ます。混雑状況によっては長時間お待ちいただくこともありますの
で、なるべくお早めに（午後４時頃までに）お越しください。

ご持参いただく書類等は
● 収入や経費のわかる書類、所得控除の関係書類、印鑑等
● 前年の申告書・収支内訳書等（事業所得、不動産所得がある場合）
の控え
● 前年、電子申告をした場合は、「利用者識別番号等通知書」
● 「所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税の確定
申告のお知らせ」が届いている場合は、そのお知らせ

●

当会場では、パソコンを利用して確定申告書をご自分で作成していただいております。
ご不明な点は、担当者がアドバイスさせていただきます。
また、会場では e-Tax による申告を推進しております。
● 当会場では、事業所得（外交員報酬など）
、不動産所得、株式・不動産等の譲渡所得等がある申告は
受け付けできませんので、あらかじめご了承願います。
● 駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
● 当会場は、北海道税理士会の協力により運営しています。
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税務署からのお知らせ
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税務署からのお知らせ
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日本政策金融公庫からのお知らせ
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差し上げます！
№
１

タ

斡旋図書のご案内

イ

会社役員のための

ト

ル

確定申告

（平成25年分）

２

便利でわかりやすい

３

会社がもらえる

発

実務のポイント

行

元

全国法人会総連合
2013年12月

会社税務のてびき

清

助成金活用のポイント

清

文 社
2013年

（平成25年版）

文 社
2013年

（平成25年度から雇用関係の助成金が大きく変わります）

価
無

格
料

Ａ４版（32頁）
無

料

Ａ５版（112頁）
無

料

Ｂ５版（63頁）

＊上記の図書をご希望の方に差し上げます。但し送料のご負担はお願いします。
＊数量に限りがございますので、先着順とさせて頂きます。
＊＊＊

お問合せ・申込先

公益社団法人

＊＊＊

札幌南法人会

事務局

札幌市中央区北１条西２丁目 北海道経済センター９階 TEL 011（251）7863 FAX 011（241）3218

お店や会社の広告を広報誌に出しませんか？
当会では札幌南法人会の「広報誌ふりこ」に掲載する広告を募集します。
「ふりこ」は年間３回（７月・９月・１月）
、会員企業をはじめ約3,000社へお届けしています。
会社や賞品のＰＲ等目的に応じて、ぜひご利用くださいますようお願いいたします。
詳細は下記のとおりです。
広 告 サ イ ズ……縦６㎝ 横17㎝
広
告
料……3,000円（税込）
申し込み期限……発行月の１ヶ月前 （７月号：５月末日、 ９月号：７月末日、 新年号：11月末日）
申 込 方 法……電話かFAXでご連絡いただき、期日までに原稿をメールまたは郵送でお届けください。
申 込 み 先……札幌南法人会 事務局
Tel 011-251-7863 Fax 011-241-3218 メールアドレス info@satsu-minami.jp
［注意事項］ ◎１回の会報で４社までの掲載とさせていただきます。
応募多数の場合は申込順とさせていただきます。
◎掲載内容について、以下のような場合はお断りします。
・誹謗中傷 ・公序良俗に反するもの ・法律上禁止されているもの
・その他、適当でないと判断されるもの
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好評の間違い探し、 今年も応募してね

＊右の絵と左の絵には相違点が７か所あります。

違うところに○をつけてね。

このページをコピーして、FAXで１月31日までにご応募下さい。
正解者の中から５名に南法人会オリジナル図書カード他豪華賞品を、また正解者全員
にもプレゼントが当たります。発表は発送を持って代えさせていただきます。

企

業

名

応募者氏名

企業所在地

電話番号

ＦＡＸ

011（241）3218

［作者紹介］神谷一郎（かみや・いちろう） イラストレーター、デジタルイメージ会員、日本出版美術家連盟会員など。

「雑学・雑談の庭」

武器としての年賀状

随筆家の寺田寅彦が昭和４年に新聞に寄稿した『年賀状』という文章がある。
概略は－。
年賀状を書くのが大嫌いだった友人が50歳を過ぎたころからそれの効能と有
り難味がわかってきた。賀状を出し合う人間関係の複雑さに驚き、若き日の追
憶に浸り、知人の名前が一つずつ減っていくのを寂しがる。
寅彦は五十の坂を越えてやっとそれがわかったことが可笑しいと結んでいる。
年賀状を書くのが面倒と思うのは昔から変わっていないようである。
効能はまだある。没交渉になった友人や知人との、あるいは、不義理をして連絡の取りにくい先輩
や親戚との関係修復のきっかけとして使える。現状でも添え書きすれば相手は喜び、また、許して
くれるに違いない（と思う）
。
年賀状を書くとき注意したいのは、目上の人に「賀正」や「迎春」
「頌春（しょうしゅん）
」など
の二文字の賀詞を使わないことだ。略した言葉だから失礼というわけ。
年賀状を書くのは義務ではない。上記のように“戦略的”に利用するためのツールと考えたらど
うだろう？

新年もまたよろしく！
［作者紹介］藤木順平（ふじき・じゅんぺい）フリーランスライター
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公益社団法人 札幌南法人会
第 7 回 税 の標語コンクール 最優秀賞作品
「助け合い

みんなの平和に

「お年寄り

みんなの税で

「納めよう

未来のための

「税おさめ

未来の道を

税はあり」

札幌市立月寒東小 6 年

宮本

実優

さん

支えよう」

札幌市立石山小 6 年

山下

栞

さん

税金を」

千歳市立信濃小 6 年

大木はづき

さん

えがいてく」

千歳市立北栄小 6 年

井田

旅

さん

千歳市立東小 6 年

穂積

佳

さん

「税金で

あかるい未来

築こうよ」

「税金で

安心できる

日本へ」

恵庭市立松恵小 6 年

柏

和篤

さん

「税金は

みんなの大事な

きずなだよ」

北広島市立双葉小 6 年

渡辺

優里

さん

平成 25 年度

西岡北小6年

丹羽

税に関する 絵はがきコンクール 優秀賞作品

妃来さん

旭小6年

齋藤

西岡北小6年

博華さん

森

信太朗さん

平岸小6年

工藤

遥さん

最優秀賞

石山小6年
石川 奈々さん

千歳東小6年
森本 知春さん
北海道法人会連合会女連協会長賞

西岡北小6年

西岡小6年
三田 央龍さん

西岡北小6年

久末

佐藤

札幌5法人会連絡協議会会長賞

梨鶴さん

日奈さん

西岡小6年

西岡小6年

― 18 ―

渡辺

宮本

來夢さん

雅さん

常盤小4年

木村

紋女さん

