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▲芝仙祝寿図

田原市の歴史は古く縄文時代に遡り、伊勢神宮領、渥美古窯、戸田宗光の田原城築城までの歴史的な流れは、市内に所在
する遺跡等にその痕跡を見ることが出来ます。
江戸時代に於いては、田原藩一万二千石の拠点となって渥美半島の中心となっておりました。幕末の先覚者渡辺崋山は、田
原藩の家老で有り、その功績は歴史上も美術史上も高い評価を受けています。
表紙の博物館は、田原市の歴史的な資料や文化財、渡辺崋山を中心とした先覚者や、美術家の貴重な資料などが納められ
て、興味、関心、学習の場を提供しております。
写真／田原市博物館提供
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年頭のご 挨拶
一般社団法人東三河法人会 会長

吉川 一弘

新年、明けましておめでとうございます。
平成29年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
会員の皆様方並びに税務ご当局をはじめ関係諸団体各位におかれましては、日頃から東
三河法人会の活動に対しまして、深いご理解と温かいご支援を賜り、心より厚くお礼申し
上げます。
さて、昨年のわが国の経済を振り返ってみますと、中国を中心に新興国経済の減速の影
響などから輸出・生産面に鈍さがみられたものの基調としては緩やかな回復が見られ、企
業収益が高水準で推移するなか設備投資の増加や雇用・所得環境の改善がみられます。全
体としては穏やかな回復基調にありました。
地域経済と雇用の担い手であります中小企業の皆様方には、景気回復の恩恵を得ている
実感がなく、依然としてアベノミクス効果が浸透していないと感じられた方も多かったと
思われますが、業種や業界によっては新しい設備投資を行う等、一部には明るい兆しも出
てきております。米国における新政権での経済運営について、不透明な面が多数あります
が、本格的な景気回復に期待をいたすものであります。
法人会は、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」との理念のもとに役員の方々をはじめ会員の皆
様が積極的に活動していただいております。
当法人会では、税知識の普及を目的としました各種税務研修会、講演会の開催、社会貢
献事業として、地域の住民の皆様を対象としました市民講演会を開催してまいりました。
また、次世代を担う子ども達に対しての租税教育活動の事業を積極的に実施してまいりま
した。青年部会が小中学生を対象に実施しました「IT税金クイズ」、管内の小学校での
「租税教室」また、女性部会が小学校6年生を対象とした「税に関する絵はがきコンクー
ル」等、子ども達に楽しみながら「税の大切さ、税の役割」を学んでいただいております。
このような活動にご尽力いただいています皆様方に心より感謝を申し上げます。
本年も、会員の皆様のニーズにお応えできる事業活動を推進し、地域社会に役立つ法人
会を目指し、引き続き税務ご当局のご指導、ご支援を賜りながら法人会活動を展開してま
いります。今後とも、会員の皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
結びにあたり、新しい年が会員企業、地域社会の発展を支えるよき年となることを切望
し、会員の皆様方の益々のご繁栄とご健勝を心よりご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶
とさせていただきます。

2017年1月号

2

‒

⇂↖ૼ࠰↝ࣂਮਠ⇁ဎↆɥↁ↭ↈ
‒ ‒ ‒
˟Ճ↝ႏಮ↚↞እⅺ↸ᆋѦᘍ↚↓ⅼ↭ↆ↕ขⅳࣂྸᚐ↗К↝
‒
‒

‒ ‒ ࣂ
‒ ңщ⇁ង↹ҽⅾࣂᅇဎↆɥↁ↭ↈ

‒ ‒ ‒ ஜ
‒ ࠰ࡇ↚ⅹⅳ↕↱ ଏ
‒ ↚ஜᆙↆ↕ⅹ↹↭ↈ∄⇊⇰∙⇶⒳Ⓞᅈ˟

‒ ‒
‒

‒

‒

ԗ
‒ ჷ∝࠼إѣ↚ѐ↰↷↹ɟ↝ޖСࡇ

̬ᨦ∝ᆋဪӭⓅСࡇ↚↓ⅳ↕

↝ܭბ↚Ӽↀ ᆢ
‒ ಊႎ↚ӕ↹ኵ⇂↖↭ⅳ↺↖܍Ↄↅⅳ↭ↈ

‒

˟Ճ↝ႏಮ↚ⅹⅺ↻↭ↆ↕↱ࡽⅼዓⅼⅹщชⅷ⇁ង↹↭ↈ↷ⅵⅹᫍⅳ
ဎↆɥↁ↭ↈ

‒

‒ ‒ ɟ
‒ ᑍᅈׇඥʴிɤඕඥʴ˟↝↙↺ࣂႆ˟↗ޒՃ↝ႏಮ↝ࣂͤѨ
ɳ↢↚ʙಅ↝↭ↈ↭ↈ↝Ↄጛ⇁࣎ⅺ↸ⅹᅌ↹ဎↆɥↁ↭ↈ

‒ ‒ ‒

ᝅᆋѦፙᧈ ‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒ ‒ ‒ 
‒ ദɤ ‒

‒

2017年1月号

3

第33回

法人会全国大会（長崎大会）
とき／平成28年10月20日（木）

ところ／長崎ブリックホール

第33回法人会全国大会が10月20日（木）、長崎市の長
崎ブリックホールで開催され 、全国の法人会会員ら約
1,800名が参加しました。
第1部の記念講演では、長崎総合科学大学教授のブラ
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〜と題しての

講演が行われました。
第2部では、迫田国税庁長官、中村長崎県知事らの来
賓を迎えて式典が挙行されました。式典では、池田全法
連会長挨拶、来賓祝辞、会員増強表彰等の表彰状贈呈
に続き、柳田税制委員長の「平成29年度税制改正に関す
る提言」の報告がありました。

平成29年度 税制改正に関する提言活動
東三河法人会では、平成28年11月から12月にかけて、地元選出の国会議員3名、豊川市長・田原市長に平成
29年度税制改正に関する提言活動を実施しました。
その他、管内の商工会議所会頭、商工会会長にも提言活動を行いました。

国会議員
国会議員 根本幸典氏

国会議員 今枝宗一郎氏

国会議員 鈴木克昌氏

根本幸典議員と鈴木健吉税制委員長、
今枝宗一郎議員と
浅倉伸治理事、小田切昇専務理事 鈴木健吉税制委員長、度会尚志常任理事

市
豊川市長

山脇

鈴木克昌議員と鈴木健吉税制委員長、
小田切昇専務理事

長

実氏

山脇実豊川市長と大村幸司税制委員、
小田切昇専務理事

田原市長 山下 政良氏

山下政良田原市長と小田切昇専務理事

豊橋市長、蒲郡市長には税務課を通して提言活動を行いました。
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表彰受賞者紹介
（平成28年度）

このたび次の方が栄誉を受けられました。心からお祝い申し上げます。
（敬称略・五十音順）

豊橋税務署長表彰

浅倉

伸治

市川 克之

㈱経真
代表取締役
本会理事

市川漁網製造㈱
代表取締役社長
本会副会長

小野

真

根木

㈱オノコム
監査役
本会理事

真知子

㈱加藤製作所
取締役
女性部会長

豊橋税務推進協議会長表彰

青山

義明

㈲ヤマロク食品
青年部会監事

小田

和代

丸大㈲ 代表取締役
女性部会副部会長
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磯村
代表取締役

白井

博宣

ユタカ産業㈱
本会副会長

久夫

豊橋飼料㈱
本会理事

監査役

代表取締役副会長

杉田

鐘一

㈱石高組 代表取締役
本会常任理事

青年

部会
会会会
会会

本会・支部・部会
の活動

青年部会創立30周年記念事業
平成28年9月16日（金）、ホテルアソシア豊橋において、東三河法人会
青年部会の創立30周年記念講演会、記念式典及び記念祝賀会が開催さ
れました。記念講演会では、元衆議院議員の杉村太蔵氏をお招きし、
「プ
ライドを捨てた男の人生訓〜一緒に考えよう、日本の未来〜」というテー
マでご講演をいただきました。元政治家でもあり、現在はタレント活動な
どメディアでも活躍されている杉村氏のお話はとても軽快でユーモアたっ
ぷりに親近感を湧かせるような語り口調で、会場を埋め尽くした来場者
も、地方自治のあり方や個々の人生の在り方など、比較的固い内容であっ
たはずなのに、とても分かりやすく話していただき大きな満足感を得て頂
けたことと感じます。
引き続き行われた記念式典は、県内の各法人会青年部会などから多く
の役員の皆様に駆けつけていただき、厳粛な雰囲気の中で執り行われま
した。
その後の記念祝賀会では、杯を傾けつつ日頃の活動を共にする仲間
や、久しぶりに顔を合わせる面々が会場のあちこちで会話に花を咲かせ、
熱気に溢れる会となりました。
一つの節目を経過し、青年部会員一同、これまで支えていただいた先
輩諸兄や関係者の皆様に感謝しながら、次の10年に向けて更なる進化を
していけるよう取り組んでいく所存です。これからも応援よろしくお願い
いたします。
（青年部会顧問青年部会創立30周年実行委員長 浅倉 伸治）

第30回

法人会 全国青年の集い 北海道大会
平成28年9月8日（木）・9日（金）

「第30回法人会全国青年の集い北海道大会」が9月8日（木）、9日（金）と２日間にわたり、北海道旭川市内各所
にて開催されました。1日目は旭川市民文化センターにて「租税教育活動プレゼンテーション」が全国各地より選抜
された11単位会の代表者より独自の取り組みが発表されました。各単位会とも独自の租税教育を実施しており、今
後、東三河の租税教室の発展への参考にしたいと感じました。その後の旭川グランドホテルでの「部会長ウェルカ
ムパーティー」では全国の部会長約450名が集い情報交換、懇親等、大いに有意義な時間となりました。その後は
愛知県下の単位会が一堂に集まった「愛知ナイト」で大いに盛り上がった夜となりました。
２日目は朝より部会長サミットが始まり、過去10年間の青年部会活動を振り返るとともに「社会保障について考え
る」をテーマに円卓議論されました。我々は租税教室を通じて社会への税の啓蒙を行ってきましたが、今後は税の
使われ方にもコミットしていく団体になっていこうという全国会長の発言もありました。その意義を問い直すことで
今後の活動につながる気づきや学びをいただく機会となりました。
午後より旭川大雪アリーナにて、大会式典、その後スキージャンプのレジェンド葛西紀明氏による記念講演、演題
「夢は努力で叶える」が催されました。大懇親会と全国より約3,000名の同士とともに、法人会活動に対する責任感
と主体性をもって活動しなければならないことを確認いたしました。
他、参加者は副部会長３名（太田章男、浅野晋、宮地清和）
（青年部会長 水野順也）
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第15回 小中学生IT税金クイズ
第1

応募数18,000通を超える！
東三河法人会の社会貢献事業を代表する青年部会の第15回
小中学生IT税金クイズが実施され、豊橋税務署管内の小中学
生より目標15,000通をはるかに超える18,121通の応募が寄せら
れました。
今年度の応募期間は、10月5日（水）〜11月18日（金）の約45
日間で実施致しました。例年に比べ出足は鈍かったものの11月
に入り、各学校からの一括応募によりいっきに応募が増えまし
た。これだけのたくさんの応募を毎年の様に続けてこられたの
もひとえに、豊橋税務署及び各市教育委員会や各学校で税金ク
応募用紙を前に抽選する（左から）水野順也部会長、
イズに携わっていただきました先生方のご協力の賜物だと感謝
宮田知行社会貢献委員長、小田切昇専務理事
致しております。私たち青年部会もこの税金クイズの問題作成に
あたり、わからないことを調べていく中で未来を担う子ども達が、税金が社会の中でどのような仕組みでどのように
使われているかを知る一つのきっかけ作りになったと考えています。
今回の成果は過去の事業実施の積み重ねや関係各位の努力による当地域での税への関心の高まりと広がりを
示しているものであり、今後も努力を続けることによって子ども達にとっても、我々青年部会にとっても税への関心
をさらに高めていくことが出来ると感じています。
また12月7日（水）に本会事務局において抽選会が行われ、小学生にはポータブルDVDプレイヤー、CDプレイ
ヤー、オセロゲーム、中学生にはウォークマン、チェキカメラ、電波時計など豪華賞品を131名に贈呈させていただき
ました。また、応募率の高い学校に贈られる学校賞には豊橋市立二川小学校、蒲郡市立三谷中学校など43校が選
ばれました。応募学校数も154校中154校と7年連続で100％を達成いたしました。
ご協力いただきました皆様方に深く感謝申し上げます。
（宮田社会貢献委員長）

租税教室講師養成研修会
青年部会では、平成29年1月から2月に小学校６年生を対象に租税教室を開催させていただきます。租税教室
は、豊橋税務署管内の小学生向けに租税教育活動の一環として行っております。毎年の恒例事業として定着し、
今年も豊橋商工会議所の会議室で10月13日（木）と10月25日（火）の2日間の日程で、租税教室講師養成講座が開
催されました。
豊橋税務署の飯村正三署長が最初に挨拶をされ、豊橋税務署の池原伸広税務広報広聴官を講師として、参加
した31名の青年部会員に対し、租税教室の講師としての心構えや児童に対する話し方など、ポイントを教えていた
だきました。
豊橋税務署管内にある小学校23校（33コマ）の教壇に立ち、研修会で学んだ税の仕組みについて、子ども達に
解りやすく話ができるように、自主研修を重ねて参ります。
租税教室の講師を通して、子ども達が税は身近なことだと理解してくれたら幸いです。
（青年部会副部会長
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税に関する絵はがきコンクール

女性部会では、租税教育活動の一環として、豊橋税務署管内の市立小学校6年生を対
象に、税金は毎日の生活の中でどのように役立っているかということを小学生のみなさん
に知っていただき、税に対する理解と関心を深めていただくために、税に関する絵（税金
で造られている建物・施設、税金で購入される物品、税金で行われている仕事など）を
募集しています。
応募期間は平成28年12月1日（木）より平成29年2月10日（金）までです。

税の作品展
第2回絵はがきコンクール応募作品の作品展を、ラグーナテンボス、豊橋市こども未来
館「ここにこ」、豊川市「プリオ」、蒲郡市観光交流センター（JR蒲郡駅構内）、田原文化
会館にて開催しました。

女性部会

税務研修会

平成28年11月7日（月）、8日（火）に女性部会の関西方面への一泊税務研
修バス旅行がありました。先ずは近江八幡老舗和菓子屋たねやの日牟禮茶屋
で近江のおばんざい料理を楽しみ、ロープウェイに乗り八幡山や町並みの散
策をしました。その後バスは会員の皆さんの笑い声とともに京都亀岡へと走り、
造り酒屋さんで試飲や買い物をし、パワースポット満載の稗田野神社で元気
をいただき、湯の花温泉渓山閣に到着しました。往路バスの中では事務局か
ら丁寧な解説付きで恒例の税金クイズで勉強をして税への理解を深めました。
夜は懐かしいメロディー中心に、踊りあり笑いありの和やかな懇親会で盛り
上がり部会員の絆が一層深まりました。
翌日は紅葉も始まった山里の澄んだ空気の宿から大阪なんばグランド花月
に行き、舞台が目の前の良い席で漫才、落語、新喜劇と大笑いして楽しみました。
帰路のバスの中では手作り景品付きのビンゴゲームも楽しみ、二日間笑いが絶えず、日常を忘れ一年分の笑いを
したような楽しい旅行となりました。充実した時間をご一緒させていただいた皆様に感謝申し上げます。
（女性部会副部会長 杉本たつ子）

女性部会

ラグーナテンボス見学会

平成28年10月12日（水）女性部会は、ラグーナテンボスを見学
しました。お天気も良く新しくなったラグーナは、さまざまなお
花が咲き乱れ、水辺は南国のようでした。
宝塚さながらのテンボス歌劇団の歌と踊りにしばし夢のよう
なひとときをすごしました。
おいしいお昼をよばれおしゃべりに花を咲かせ、買い物をし
たり、部会員の親睦もはかることができました。身近なところで
いろいろな楽しみが満喫できとてもお得な気分の一日でした。
今度は孫をつれて来なくっちゃとみんな思ってるかな?
（女性部会長 根木真知子）
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本会・支部・部会
の活動

税務研修会

第30回 調査部所管法人税務研修会
東三河法人会・新城法人会合同

■平成28年11月28日(月) ■名豊ビル
講演会
演題：「最近の税務をめぐる話題」
講師：名古屋国税局 調査部次長 伊藤 和彦氏

第30回 調査部所管法人税務研修会
東三河法人会・新城法人会合同

■平成28年11月28日(月) ■名豊ビル
研修会
演題：「AEO（認定事業者）制度について」
講師：名古屋税関 認定事業者管理官 武田 敏弘氏

女性部会税務研修会

■平成28年12月8日(木)

■ホテルシーパレスリゾート

演題：「税！税！税！」
講師：豊橋税務署 副署長 石川
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純氏

第30回 調査部所管法人税務研修会
東三河法人会・新城法人会合同

■平成28年11月28日(月) ■名豊ビル
研修会
演題：「最近の是正事例 〜誤りのない申告のために〜」
講師：名古屋国税局 調査部調査審理課課長補佐 篠田 昌宏氏

青年、女性部会合同研修会

■平成28年9月27日(火)

■豊橋商工会義所

演題：「税 いろいろ」
講師：豊橋税務署法人課税第一部門統括官 西村 佳範氏

青年部会研修会

■平成28年11月17日(木)

■ホテル明山荘

演題：元気なうちに知っておきたい「相続の基礎知識と対策」
講師：大同生命 業務部研修担当課長
PHP研修所認定ビジネスコーチ 渡邉 完氏

本会・支部・部会
の活動

■平成28年11月14日(月)

■三重方面（伊勢志摩）

税務研修旅行

税務研修会

豊川支部

蒲郡支部

■平成28年11月30日(水) ■三重方面（伊勢志摩）

税務研修旅行

田原支部

■田原市商工会館
■平成28年12月8日(木)
演題：「改正相続税について」
講師：税理士法人松井会計事務所
税理士 伊藤 映予氏 税理士 宮田 朋子氏

■豊橋商工会議所
■平成28年11月16日(水)
演題：（8・9・10・11月期）説明会
講師：豊橋税務署 法人課税第一部門上席国税調査官
白江 伸行氏

■平成28年11月8日(火)〜9日（水） ■長野方面
視察先 マンズワイン小諸ワイナリー
東御市・Rue de Vin

決算期別説明会

豊橋支部

田原支部

蒲郡支部

■平成28年10月14日(金) ■蒲郡商工会議所
演題：（8・9・10・11月期）説明会
講師：豊橋税務署 法人課税第一部門上席国税調査官
水野 岳人氏
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本会・支部・部会
の活動

経済・経営講演会

蒲郡支部

■蒲郡商工会議所
■平成28年10月11日(火)
演題：激動する世界 〜日本の針路を考える〜
講師：東京新聞・中日新聞論説副主幹 ジャーナリスト
長谷川 幸洋氏

■豊橋市公会堂
■平成28年11月19日(土)
演題：話の味は人の味 〜たゆまぬ努力が味を出す〜
講師：落語家 ヨネスケ（桂 米助）氏

税金クイズ︵地域イベント︶

豊川市民祭り

■平成28年12月12日(月) ■渥美商工会
演題：「消費税10％や軽減税率導入を見据え黒字倒産を防ぐ！
売掛金回収プロの極意」
講師：㈱ヒューマンパワー・リサーチ 代表取締役社長 森 真一氏

豊橋支部

■名豊ビル 8階
■平成28年9月13日(火)
演題：メンタルヘルス対策による労災リスク管理
〜ストレスチェック制度導入後の健康経営について
講師：T-PEC社認定アドバイザー 平山 貴之氏

第14回 田原市民祭り

税金クイズ
■平成28年10月9日(日)
■小坂井葵まつり

税金クイズ
■平成28年10月23日(日)
■みとふれあいまつり

税金クイズ
■平成28年11月6日(日)
■ 一宮本宮まつり
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■平成28年10月23日(日) ■はなのき広場
税金クイズ
華山の郷土ふれあいまつり

講演会

市民講演会

豊橋支部

渥美支部

税務署だより
お知らせ

申告書や申請書等には

マイナンバーの記載が必要です！
！
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、
本人確認書類

申告手続などには

マイナンバーの記載
マ
＋
本人確認書類の
本
提示又は写しの添付
が必要です

◆マイナンバーカード（個人番号カード）を
お持ちの方は
●マイナンバーカードだけで、本人確認
（番号確認と身

元確認）が可能です。
●ご自宅等からe-Taxで送信すれば、
本人確認書類の提

示又は写しの提出が不要です。

◆マイナンバーカードをお持ちでない方は
番号確認書類

身元確認書類

ご本人のマイナンバーを
確認できる書類
●通知カード
●住民票の写し又は住民票記載事項証明書

記載したマイナンバーの持ち主で
あることを確認できる書類
●運転免許証 ●公的医療保険の被保険者証
●パスポート
●身体障害者手帳
●在留カード

＋

（マイナンバーの記載があるものに限ります）
などのうちいずれか1つ

などのうちいずれか1つ

国税に関するマイナンバー制度の最新情報
国税庁ホームページのトップページ上段の

をクリック

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

社会保障・税番号制度

ご案内

〜マイナンバー制度〜

マイナンバー
キャラクター

マイナちゃん

マイナンバー（個人番号）について
12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されています。
また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方にも同様に指定・通知されています。

○マイナンバーは、

○マイナンバーは、
「通知カード」により、住民票の住所に通知されています。
○番号法では、
マイナンバーの漏えいや悪用などのリスクから特定個人情報（マイナンバーをその内容に含む個人情報）を

守るため、マイナンバーの利用範囲（番号法に規定された社会保障・税・災害対策に関する事務）や提供を制限するなど、
特定個人情報の取扱いについて厳しい保護措置を定めています。

国税分野におけるポイント
▼

税務関係書類（申告書・申請書など）にマイナンバーを記載してください
マイナンバーの記載が必要となる時期（例）
所得税
贈与税
消費税
相続税
法定調書 ※1
申請書・届出書 ※2

記載対象
平成28年分以降の申告書
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書

一般的な場合の提出時期
（平成28年分の場合）⇒平成29年2月16日から3月15日まで
（平成28年分の場合）⇒平成29年2月1日から3月15日まで

平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書
平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書

（平成28年分の場合）⇒平成29年3月31日まで
（平成28年1月1日に相続があったことを知った場合）⇒平成28年11月1日まで

平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書

（例）平成28年分給与所得の源泉徴収票、平成28年分報酬、
料金、契約金及び賞金の支払調書⇒平成29年1月31日まで

平成28年1月1日以降に提出するマイナンバーの記載が必要となる申請書等

各税法に規定する提出時期

※1 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける方等の番号も記載する必要があります。なお、本人へ交付する給与所得の源泉徴収票や特定口座年間取引報告書などへのマイナンバーの記載は不要です。
※2 平成28年度税制改正により、一部の申請書・届出書について、マイナンバーの記載が不要になりました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

税務関係書類を提出する際に、本人確認が必要になります
税務署ではなりすましを防止するための本人確認（番号確認及び身元確認）を行いますので、マイナンバーを記載した申告書等の税務関係書類を提出する際に
は、申告されるご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
《本人確認を行うときに使用する書類の例》
例1 マイナンバーカード（個人番号カード）のみ【番号確認及び身元確認書類】

例2 通知カード【番号確認書類】＋運転免許証、公的医療保険の被保険者証など【身元確認書類】

例1 マイナンバーカード

例2 通知カード

裏面

表面

※ マイナンバーカードの
写しで本人確認を行う
場合は、表面及び裏面
の写しが必要となりま
すのでご注意ください。

又は

＋ 身元確認書類

2017年1月号
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税務署だより

メリット

手数料が
安価です。

1

1税目 1年度
1枚 370円（通常400円）

メリット

2 窓口での

待ち時間が
短縮できます。

e-Taｘを使った

イータ君

とても便利な
納税証明書のオンライン請求を
ぜひご利用ください！！

オンライン請求の手順

納税証明書のオンライン請求に当たっては、e-Ｔａｘホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）のe-Tax
ソフト
（ＷＥＢ版）
またはe-Taxソフト
（SP版）をご利用ください。
代理人による請求データの送信と税務署窓口での受取も可能です。
（代理人による受取には委任状が必要となります。）

自宅等のパソコンやスマートフォン等で納税証明書請求データを作成

1

e-Ｔａｘホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）のe-Taxソフト
（ＷＥＢ版）から作成できます。
メインメニューの「申告・申請・納税」内の〔新規作成〕から、
「納税証明書の交付請求（署名省略分）」を選択し作成してください。
なお、スマートフォンやタブレット端末をご利用の方は、e-Taxソフト
（SP版）から作成できます。
（右のコードからアクセスしてください。www.e-tax.nta.go.jp/sp/index.html）→
（注）e-Taxを初めてご利用になる場合は、開始届出書をオンラインで作成・提出し、利用者識別番号を取得してください。

2

オンライン請求

3

税務署窓口で本人確認

（注）請求データの送信に電子署名及び電子証明書の添付が不要です。
画面表示に従い必要事項を入力し、
「送信」をクリック
（タップ）
してください。

税務署窓口で本人であることが確認できる本人確認書類（運転免許証など）及び個人に係る請求の場合には番号確認書類（マイナンバーカー
ドなど）をご提示ください。代理人による受取には、委任状及び代理人の本人確認書類（運転免許証など）のほか、個人に係る請求の場合には本
人の番号確認書類（マイナンバーカードなど）の写しが必要です。なお、本人確認書類の種類により、1枚の提示で足りるものと2枚の提示が必要な
ものに分かれます。詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご確認ください。

4

納税証明書の受取

郵送または
電子ファイルで
受け取る場合
e-Taxの
利用可能時間

手数料を納付し、納税証明書を受け取ります。

本人の電子署名を付与し、電子証明書を添付して送信することで、次の方法により納税証明書を受け取ることができます。
（注）e-Taxソフト
（SP版）では、ご利用になれません。
（注）電子証明書の取得やICカードリーダライタの購入等の事前準備が必要です。
（注）インターネットバンキングやATM等からペイジーを利用して手数料（郵送の場合は手数料＋郵送料）
を電子納付する必要があります。

①郵送で書面受取（別途郵送料がかかります。）
②e-Taxで電子納税証明書（電子ファイル）をダウンロード（ダウンロードした電子ファイルは有効期間内であれば何度でも
（注）あらかじめ、提出先に電子納税証明書（電子ファイル）の提出が可能か確認してください。
お使いいただけます。）

月曜日〜金曜日の8時30分〜24時（祝日等及び12月29日〜1月3日を除きます。）
5月、8月、11月の最後の土曜日及び日曜日の8時30分〜24時
※利用可能時間については、メンテナンス作業等により変更する場合や、時期により延長する場合がありますので、事前にe-Taxホームページでご確認ください。

e-Taxホームページ www.e-tax.nta.go.jp

イータックス

利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問（Q＆A）など、e-Taxに関する最新の情報についてe-Taxホームページで詳しくお知らせしておりますのでご覧ください。
e-コクゼイ

e-Taxの操作に関する質問は「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」
（TEL.0570-01-5901）ヘお問い合わせください。ヘルプデスクの受付時間は、月曜日〜金曜日9時〜17時（祝日等及び12月29日〜1月3日を除きます。）です。
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スマート！確定申告
申告書は、
国税庁ホームページで作成できます
できます
www.nta.go.jp
国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」でスマートに確定申告！

1

2

税務署に出向く必要なし！

作成した申告書等は印刷し、
作
書等 印
郵送等により税務署に提出することがで
郵送等
税務
提
が
きます。また、e-Taxを利用して送信することもできます。

3

いつでも利用可能！

確
中
休 を含
もご
確定申告期間中は、
休日を含め24時間いつでもご利用いただけます。

4

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
毎年 税
対応
自
算機
算
書等を作成することができます。

プリントサービスにも対応！

ビ
等 プ
ビ を
書を印
コンビニエンスス
トア等のプリン
トサービスを利用して、
申告書を印刷
することができます。

申告書作成から提出までの流れ
「作成コーナー」へアクセス

2

ご自宅等のパソコンから、
「作成コー
ナー」で検索。

申告書を提出
e-Taxの場合

3

事前準備が必要です。詳しくは下記
をご覧ください。

書面提出の場合
印刷して郵送等で提出。

タブレット端末等をご
使用の方はこちらを
ご利用ください。

作成コーナー

お電話でお問い合わせください

▼

ご不明な点は

画面の案内に従って金額等を入力し、
作成。ご不明な点は、お電話でお問
い合わせください。

▼

国税庁ホームページ
www.nta.go.jp

申告書を作成

▼

1

申告内容などがわからない時は?

電話相談センター

最寄りの税務署に
お電話ください

▼

※ 最寄りの税務署にお電話いただきますと、自動音声によりご案内しておりますので、
相談内容に応じて該当の番号を選択してください。
なお、最寄りの税務署の電話番号は国税庁ホームページでご確認ください。

作成コーナーの操作がわからない時は?
e-Tax・作成コーナー

ヘルプデスク

e -

コ ク ゼ イ

0570-01-5901

受付は月曜日〜金曜日9：00〜17：00（祝日等及び年末年始を除きます。）

▼

※ 確定申告期間中の受付は、原則、月曜日〜金曜日の9時〜20時となります。
「0570」はナビダイヤルの番号です。最寄りの税務署に電話を掛け
る場合と同様の負担でご利用いただけるよう、全国一律市内通話料金で掛けられるナビダイヤルで対応しています。
ナビダイヤルがご利用できない場合などは、03-5638-5171をご利用ください（通常の通話料金となります。）。

マイナンバーカードに係るICカードリーダライタの設定、
パソコン操作などがわからない時は?
マイナンバー

総合フリーダイヤル

マ イナン バ ー

0120-95-0178

音声ガイダンスに従って「1」番を選択してください。

受付は月曜日〜金曜日9：30〜20：00 土日祝日9：30〜17：30（年末年始を除きます）

※ 受付時間は、変更される場合がありますので、内閣官房のホームページでご確認ください。
上記の電話番号がご利用できない場合などは、050-3818-1250をご利用ください（通常の通話料金となります。）。

e-Taxの事前準備に関するご案内
e-Taxは、インターネットで国税に関する申告、申請、届出、納付などの手続
を行うことができるシステムです。ご利用に際しては、マイナンバーカードな
どの電子証明書の取得及びICカードリーダライタの用意などが必要です。

マイナンバー
カードなど

＋

ICカード
リーダライタ

名古屋国税局・税務署
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県税だより
県税をクレジットカードで納税できます
パソコン・スマ-トフォンなどのインターネット環境が必要です

1. クレジットカードで納税できる税金
平成28年10月から、クレジットカードで納税できる対象税目を拡大しました。自動車税に加
え、個人事業税、不動産取得税等でもご利用いただけます。

2. クレジットカードで納税できる納税通知書・納付書
「納付番号」「確認番号」が印刷されているもので、「コンビニ・クレジット取扱期限」欄又
は「クレジット取扱期限」欄に印刷された取扱期限内のもの

3. 決済手数料
金額に応じた決済手数料（利用者負担）がかかります。（注意事項参照）

4. ご準備いただくもの
① 納税通知書・納付書
② クレジットカード
上記のブランドロゴが入ったカードがご利用いただけます。

③ パソコン、スマートフォンなど（インターネットが利用できるもの）

5. 手続き方法
①

パソコン、スマートフォンなどから、下記ＵＲＬへアクセスし、「愛知県県税クレジット
カードお支払サイト」から、支払いの手続きをします。
https://zei.aichi.jp

愛知県県税クレジットカードお支払サイト

② 画面上に表示される注意事項をご確認ください。
③ 愛知県から送付いたしました納税通知書・納付書に記載されている「納付番号」及び「確
認番号」を入力してください。
④ 内容を確認し、クレジットカード情報を入力してください。

注意事項
1. 決済手数料がかかります

決済手数料は、1万円ごとに73円（消費税別）が加算されます。

納税通知書・納付書の合計額
1円
10,001円
20,001円
30,001円
40,001円

〜
〜
〜
〜
〜

決済手数料（消費税込）

10,000円
20,000円
30,000円
40,000円
50,000円

78円
157円
236円
315円
394円

,※以降、合計額が1万円増えるごとに決済手数料73円（消費税別）が加算されます。
※分割払いやリボ払いの場合、別途クレジットカード会社が定める手数料がかかる場合があります。

2. 領収証書は発行されません
3. 納税の手続完了後に、完了した手続きを取り消すことはできません
4. 納税証明書はすぐに発行できません（支払手続が完了してから約２週間後になります）
5. 窓口では、クレジットカードを利用した納税はできません

詳しくは、総務部税務課のホームページをご覧ください
納税方法など、詳しくはホームページをご欄ください。
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/

愛知県税務課
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市税だより

東三河の市町村よりお知らせ
オール東三河特別徴収徹底宣言！
〜住民税は給与からの天引きで〜
東三河8市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、特別徴収を実施していない事業
所について平成28年度から特別徴収義務者として一斉に指定しています。特別徴収の推進は
全国的に広がっており、愛知県でも積極的に特別徴収の推進をおこなっています。

事業主にとっても事務は簡単
各市町村から通知された
市民税・県民税額を従業
員の給与から天引きする
だけ！
所得税の源泉徴収事務の
ように、税額の計算や年
末調整をする手間がありません。

従業員が常時10人未満の場合は、申請
により年12回の納期を年２回とするこ
とができます。
納期の特例
6月〜11月分̶12月10日まで
12月〜5月分̶ 6月10日まで

給与支払報告書の提出期限は１月31日です。マイナ
ンバーや法人番号等を正しく記載しご提出ください。
個人事業主の方は個人番号を法人番号欄へ記載して
ください。（提出の際はマイナンバーの提示・郵送
の際はコピーを添付してください）ご理解・ご協力
のほどよろしくお願いします。

お問合せ先
豊橋市役所財務部市民税課
豊川市役所総務部市民税課
蒲郡市役所総務部税務課
田原市役所総務部税務課

0532-51-2200〜2206
0533-89-2129
0533-66-1116
0531-23-3509

新城市役所総務部税務課
設楽町役場財政課
東栄町役場税務会計課
豊根村役場住民課

0536-23-7615
0536-62-0516
0536-76-1814
0536-85-1311

2017年1月号
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新入会員紹介
支部名
豊

法

〃
〃
郡
〃
田

人

名

所

原
〃

在

地

豊川市松久町1-38
豊川市一宮町泉38
豊川市中条町天王6-4
蒲郡市元町10-3
蒲郡市八百富町8-21
田原市田原町築出23-1-212
田原市田原町衣笠下20-1

㈲ナツメ
エピック㈱
瀬川アルミ㈱
皆見会計事務所
㈲プランタン
㈲ORANGE BOX
㈱ピカ壱

川

蒲

（平成28年8月〜平成28年11月）（入会日順）

業

種

名

サービス業
小売業
建設業
会計、税務、コンサルティング、行政書士業務ほか
菓子製造・販売
映像作成、イベント企画
電気工事業

当面の行事予定

事務局だより
全法連、県連関係
平成29年
□2月 8日（水） 12:00

事業委員会

名古屋大同生命ビル

□2月14日（火） 12:00

厚生委員会・厚生制度推進連絡協議会

名古屋大同生命ビル

□2月20日（月） 12:00

税制委員会

名古屋大同生命ビル

□2月21日（火） 15:30

第34回調査部所管法人経営者講演会

ウェスティンナゴヤキャッスル

□2月24日（金） 12:00

組織委員会

名古屋大同生命ビル

□2月27日（月） 12:00

総務委員会

名古屋大同生命ビル

□3月 1日（水） 12:00

広報委員会

名古屋大同生命ビル

□3月 9日（木） 13:30

第71回東海法人会連合会大会

ホテル花水木

□3月14日（火） 12:00

女連協

名古屋大同生命ビル

□3月21日（火） 13:30

東海青連協

□3月21日（火） 15:00

青連協

□4月 7日（金） 14:00

第12回法人会全国女性フォーラム〈鹿児島大会） 城山観光ホテル

□4月17日（月） 16:00

青連協

第33回定時総会

ホテルキャッスルプラザ

□4月18日（火） 11:00

女連協

第32回定時総会

ホテルキャッスルプラザ

□4月21日（金） 13:30

総務委員会

名古屋大同生命ビル

□4月26日（水） 11:00

正副会長会議

名鉄グランドホテル

□4月26日（水） 12：00

第14回理事会

名鉄グランドホテル

□6月16日（金） 15：30

第5回通常総会

名鉄ニューグランドホテル

□8月 8日（火） 16：00

理事会、理事・委員合同懇談会

ウェスティンナゴヤキャッスル

常任理事会
常任理事会

常任理事会

名古屋大同生命ビル
名古屋大同生命ビル

本会
□1月24日（火） 15:00

新年役員会・署長講演会・賀詞交歓会

名豊ビル

□5月25日（木）

第5回通常総会（通算31回）

ホテルアソシア豊橋

広報委員会から
広報委
報委員会から
●広報委員紹介
度会 尚志（豊川支部）
内山 昌久（豊橋支部）
常川
彰（蒲郡支部）
小嶋 文雄（田原支部）
山本
隆（渥美支部）
山口 耕平（青年部会）
杉本たつ子（女性部会）

一般社団法人東三河法人会

〒440-0075 豊橋市花田町石塚42−１ 豊橋商工会議所 7階
TEL.0532-55-1735 FAX.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com
次回の広報誌発行は、平成29年9月20日の予定です。
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愛知総合支社 〒451-6029 愛知県名古屋市西区牛島町6-1
名古屋ルーセントタワー29階
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一般社団法人東三河法人会
〒440-0075 豊橋市花田町石塚42-1 豊橋商工会議所 7階 ＴＥＬ.0532-55-1735 ＦＡＸ.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com
●この会報は環境対応インキおよび再生紙を使用しております。
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