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号

令和４年６月１０日

内田署長（右）から本間専務理事（左）へ

ढ़ིཤ༹૽ٛ
႓გːාഽ
ુٛٳट
本間専務理事へ
札幌北税務署長感謝状

会長

加藤

欽也氏

本号の内容
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㛗ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸰
௧㸲ᖺᗘࠉ㏻ᖖ⥲㛤ദ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸱
㟷ᖺ㒊ࠉ㏻ᖖ⥲ཬࡧ᠓ぶ㛤ദ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸲
ዪᛶ㒊ࠉ㏻ᖖ⥲ࠊ
ㅮ₇ཬࡧ᠓ぶ㛤ദ ͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸳
ྛᨭ㒊ࠉ㏻ᖖ⥲ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸳
௧㸲ᖺᗘࠉᖺ㛫⾜ィ⏬ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸴
௧㸲ᖺᗘࠉ◊ಟ࣭ㅮ₇ィ⏬ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸵
ᮐᖠ⛯ົ⨫ࡽࡢ࠾▱ࡽࡏ
ࠉࠉձ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸽ࣥ࣎ࢫไᗘ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㸶
㸷㹼
ࠉࠉղ㟁Ꮚྲྀᘬࢹ࣮ࢱࡢಖᏑ᪉ἲࢆࡈ☜ㄆࡃࡔࡉ࠸ ͐͐͐ࠉࠉ
⛯ົㄪᰝࡣワࡵ࡛Ỵࡲࡿ㹼ᐇ㊶⛯ົㄪᰝ㹼ࠉ∾㔝⩏༤ ͐͐͐͐ 
࣓࣮ࣝࠊ
㹄㸿㹖➼ಀࡿ༳⣬⛯ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࠉᒣ➃⨾ᚫ ͐͐͐͐ 
㞧ㄯ࣭㞧Ꮫࡢᗞࠉ⸨ᮌ㡰ᖹࠉࣃࢬ࣭ࣝᅄᏐ⇍ㄒࠉओࢽࢥࣜ ͐͐͐ 
͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
ࣃ࣡ࣁࣛ㜵Ṇ࡛ᴗ౯್㧗ࡵࡼࠉᒸ⏣┤ᶞࠉࠉ
ᕪࡋୖࡆࡲࡍࠉࣇࢱ࣮ࢬほᡓࢳࢣࢵࢺᢳ㑅 ͐͐͐͐͐͐ 
ࣇࣛࢵࢡ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 

ホームページ http://www.sapporo-kita.or.jp／Ｅ−メールアドレス info@sapporo-kita.or.jp

ٛಿ̥͈ͣιΛΓȜΐ
ȡ֥ٛ௩ޑ൲ͅࢵ̤̈́ͥႁഞ̢ͬȊ
ȁȁ֥ٛၠমު͈͒ୟޭഎ̈́४ͬحȊ
ʡ֥ٛ௩̞ܐ̤͈ޑʢ
ࠉ௧㸱ᖺᗘࡣࠊ
๓ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࢥࣟࢼ⚝ࡢୗࠊ࡞࡞ᑐ㠃࡛ࡢධ່ዡ➼ࡀ⾜࠼࡞࠸≧ἣࡢ୰ࠊ
ᮐᖠἲே࠾ࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ⌮ࢆࡣࡌࡵဨⓙᵝࡢ✚ᴟⓗ࡞ධ່ዡࡼࡾࠊᮐᖠἲே௨እ
ࡢἲேࡢධࡶྵࡵࠊ♫ἲேධࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊఇᗫᴗࡸ⛣㌿➼ࡼࡿ
㏥ဨࢆᕪࡋᘬࡁࡲࡋ࡚ࡶࠊᮐᖠἲேࡣ௳ࡢ⣧ቑ࠸࠺⣲ᬕࡽࡋ࠸⤖ᯝኚᎰࡋࡃᛮ࠺
ࡶࠊ
ⓙᵝࡢࡈດຊᚰࡽᩗពࢆ⾲ࡍࡿḟ➨࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠉἲ㐃ဨᩘࡣࠊᖹᡂ㸵ᖺᗘࡢ♫ࢆࣆ࣮ࢡῶᑡഴྥࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᅜᑐࡋ࡚⛯
ไᨵṇᥦゝ➼ࢆ⾜࠺⤌⧊ຊ⤌⧊ᇶ┙ࢆࡼࡾ☜ᅛ࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊἲேࡀ୍య࡞ࡗ࡚ἲே
ဨᩘ♫ࡢᅇࢆ┠ᣦࡋࠊဨቑᙉ㐠ື࠾࠸࡚ࡣࠊ⟶ෆἲே࣭⟶እἲேࢆၥࢃࡎ㸯ᖺ࣭᭶ࢆ㏻
ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ᘬࡁ⥆ࡁࠊ
ⓙᵝࡢ࠾ຊῧ࠼ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿḟ➨࡛ࡍࠋ
ࠉဨࡢⓙᵝࡣࠊྡ่➼ࡢ㝿ࠕἲேධࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠖ
୍ゝኌࡅࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ
ᮍຍධࡢᴗࡣἲேධࡢ࣓ࣜࢵࢺ➼ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡞ࠊᚋࡶᮐᖠἲே⟶㎄ࡣࡶࡼࡾࠊ
㐨࣭ᅜࡢᚓពඛ࣭ྲྀᘬᴗᑐࡋ࡚ࠊἲேࡢධ່ዡࢆࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ʡ֥ٛၠমު͈͒४حʢ
ࠉࡇࢀࡲ࡛᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵ṆࡢほⅬࡽࠊྛ✀ဨὶᴗࡣ⦰ᑠཪࡣ୰Ṇࡏࡊ
ࡿࢆᚓࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡀࠊ௧㸲ᖺᗘ࠾ࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊࢥࣟࢼ⚝㸱ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࠊࢥࣟࢼࡢ᮰ࡣぢ㏻ࡏ
࡞࠸୰࠶ࡗ࡚ࡶࢥࣟࢼୖᡭࡃࡁྜ࠸࡞ࡀࡽࠊဨὶᴗࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃᡤᏑ࡛ࡍࠋ
ࠉᖺ㛫ィ⏬ࡶᥖ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊձဨぶ╬ࢦࣝࣇ㸦㸴᭶᪥ཬࡧ㸷᭶᪥㸧ࠊղဨὶ
ࣃ࣮ࢡࢦࣝࣇ
㸦㸷᭶㸱᪥㸧
ࠊ
ճ㐨
ࠕᑠᶡࠖ
㸦㸷᭶㸵᪥㸧
ཬࡧ㐨ぶ╬ࢦࣝࣇ
㸦㸷᭶㸶᪥㸧
ࠊ
մᅜࠕ༓ⴥࠖ
㸦᭶᪥㸧ཬࡧᅜ◊ಟ᪑⾜㸦᭶᪥㹼㸧࡞ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ
࡛ࠊ
ဨࡢⓙᵝࡣࠊྛ✀ဨὶᴗዧࡗ࡚ࡈཧຍࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺ࠊ
࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࠉᮏᖺᗘࡶ͆ᴦࡋࡃ࡞ࡅࢀࡤἲேࡌࡷ࡞࠸㸟͇ࢆࣔࢵࢺ࣮ࠊ
ࠕἲேධࡋ࡚Ⰻࡗࡓࠋࠖᛮࡗ
࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡞㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊဨࡢⓙᵝࡢࡈ⌮ゎࡈ༠ຊ
ࢆࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࠉ⤊ࢃࡾࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡀ୍᪥ࡶ᪩ࡃ᮰ࡋࠊឤᰁࡉࢀࡓ᪉ࠎࡢࡈᅇࢆᚰࡼࡾ࠾♳
ࡾ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

㸫㸰㸫

႓გːාഽġġġુٛġٳट
ম ު ༭࣬ Ȇࠨ ॳ༭ ࣬ Ȇ  ֥ ͈ ༞ ਰ  හ ͬ ઇ 
ࠉ௧㸲ᖺᗘࡢ㏻ᖖ⥲ࡀ㸳᭶᪥㸦᭶㸧ᮐᖠࣃ࣮ࢡ࣍ࢸ࡛ࣝ㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࠉ⥲ࡣࠊ
ෆ⏣ᮐᖠ⛯ົ⨫㛗ࢆࡣࡌࡵࠊࡈ᮶㈱ဨྡࡀฟᖍࡋࡓࠋ
ࠉ⥲ඛ❧ࡕࠊ௧㸲ᖺ㸳᭶ᐃᖺ㏥⫋ࢆ㏄࠼ࡿᮏ㛫ᑓົ⌮ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⛯ົ⾜ᨻࡢຌ⦼
ᑐࡋ࡚ࠊ
ᮐᖠ⛯ົ⨫㛗ឤㅰ≧ࡀෆ⏣⨫㛗ࡽᤵࡉࢀࡓࠋ
ࠉ⥲ෑ㢌ࠊ
ຍ⸨㛗ࡢ࠶࠸ࡉࡘ⥆ࡁ㆟ධࡾࠊ
ࠕ௧㸱ᖺᗘᴗሗ࿌୪ࡧỴ⟬ሗ࿌ᢎㄆ㛵ࡍ
ࡿ௳ࠖࡣࡑࢀࡒࢀࡢᴗࡢᐇ⤖ᯝ➼ࡢㄝ᫂ᚋࠊ୰ᕝ┘ࡼࡿ┘ᰝ⤖ᯝࡀሗ࿌ࡉࢀࠊཎ࠾ࡾᢎ
ㄆࡉࢀࡓࠋ
⥆࠸࡚
ࠕ⌮➼ࡢ⿵㑅௵㛵ࡍࡿ௳ࠖࡀᑂ㆟ࡉࢀࠊ⌮ೃ⿵㸴ྡࡀཎ࠾ࡾᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
ࠉ㏻ᖖ⥲ᚋࡢ᠓ぶࡣࠊࡈ᮶㈱ྡࡢࡶࠊຍ⸨㛗ࠊ⡿㔜ᾏ㐨⛯⌮ኈᮐᖠᨭ㒊㛗ࡢ࠶࠸ࡉ
ࡘ⥆ࡁࠊᮐᖠ⛯ົ⨫すᆏ⨫㛗ࡢ⚃ᮼ࡛㛤ᐗࡉࢀࡓࠋࢥࣟࢼ⚝ࡢୗࠊ㣕ἓ㜵Ṇࢡࣜࣝᯈ㉺ࡋ
ࡣゝ࠼㸱ᖺࡾࡢ᠓ぶࡢ㛤ദࠊ➗㢦࡛㛤ࢆ႐ࡧྜ࠺ᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࡢ୰ࠊ᠓ぶฟᖍࡋࡓ᪂
ဨྡࡀ⤂⪅ࡶቭୖୖࡀࡾࠊྛ♫ࡢ㹎㹐⮬ᕫ⤂ࢆ⾜ࡗࡓࠋྡṧᑾࡁ࡞࠸୰ࠊ᳃ྠ⏕
ಖ㝤ओᾏ㐨ᨭ♫㛗ࡢ୰⥾ࡵࡢᮼࠊ
ᱵෆ㛗ࡢᚰ ࠸࠾♩ࡢゝⴥࢆࡶࡗ࡚࠾㛤ࡁ࡞ࡗࡓࠋ

加藤会長あいさつ

内田札幌北税務署長あいさつ

米重北海道税理士会札幌北支部長

西坂札幌北税務署副署長

森大同生命保険㈱北海道支社長

梅内副会長

ͤ
ࠕ௧㸱ᖺᗘᴗሗ࿌୪ࡧỴ⟬ሗ࿌ࠖ
ࠕ௧㸲ᖺᗘᴗィ⏬୪ࡧண⟬ࠖ
ࠊ
ࠕᙺဨྡ⡙ࠖ
ࠊ
ࠉࡘ࠸࡚ࡣᙜ࣍㸫࣒࣌㸫ࢪũŵŵűĻİİŸŸŸįŴŢűűŰųŰĮŬŪŵŢįŰųįūűࡢࠕሗබ㛤ࠖ
㏆᪥ᥖ㍕ணᐃ

㸫㸱㸫

ͥ≪≪ড়ߋࣣͥѨ␋ةͽͥࠀ؍
ࠉ㟷ᖺ㒊ࡢ௧㸲ᖺᗘ㏻ᖖ⥲ࡀࠊ㸳᭶᪥ Ỉ ࢽ࣮࣮ࣗ࢜ࢱࢽࣥᮐᖠ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࠉ㆟ࡣࠊཎ㒊㛗ࢆ㆟㛗ࠊụ㷂㒊㛗ࡢྖ㐍⾜ࠊຍ⸨㒊㛗ࡀྛ㆟ࡢㄝ᫂ࡼࡾ
ᑂ㆟ࡉࢀࠊ➨୍ྕ㆟ࡢ௧㸱ᖺᗘᴗሗ࿌ཬࡧᨭỴ⟬ᢎㄆࡢ௳ࡣࠊ୍㐃ࡢᴗάືỴ⟬
ෆᐜ➼ࡢㄝ᫂ࡢ࠶ࠊᑠ⏣ษ┘ࡼࡿỴ⟬ࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡿࡍࡿ┘ᰝሗ࿌ࢆ⤒࡚ᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊ➨ྕ㆟ࡢ௧㸲ᖺᗘ㛵ࡍࡿᴗィ⏬  ཬࡧᨭண⟬㸦㸧ᢎㄆࡢ௳ཬࡧ➨୕
ྕ㆟ࠉᙺဨࡢ⿵㑅௵㛵ࡍࡿ௳ࡀᑂ㆟ࡉࢀࠊཎ࠾ࡾᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
ࠉすᆏᮐᖠ⛯ົ⨫⨫㛗ࡢࡈ᮶㈱࠶࠸ࡉࡘ࡛㏻ᖖ⥲ࢆ⥾ࡵࡃࡃࡗࡓࠋ
ࠉ⥲⤊ᚋࡣࠊ㈈ᨻࡢࡓࡵࡢᗣ⤒Ⴀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾ࡅࡿࠕᗣ⤒Ⴀᐉゝ᭩ࠖࡀ
ከࡃࡢฟᖍ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓࠋ
ࠉ᠓ぶࡣࠊෑ㢌ࠊཎ㒊㛗ࡢ࠶࠸ࡉࡘ⥆ࡁࠊ㟷ᖺ㒊ฟ㌟ࡢඛ㍮࡛࠶ࡿຍ⸨㛗ࡢ㟷ᖺ
㒊ᙺဨ௦ࡢᛮ࠸ฟヰࢆ୰ᚰࡋࡓ࠶࠸ࡉࡘ࡛┒ࡾୖࡀࡿ୰ࠊᮐᖠ⛯ົ⨫ᯇ㔝ἲேㄢ⛯
➨୍⤫ᣓᐁࡢ⚃ᮼ࡛㛤ᐗࡉࢀࡓࠋ
ࠉࡑࡢᚋࠊ⳥ᆅ㒊㛗ࡢྖ㐍⾜ࡢୗࠊཎ㒊㛗ࡽ༞ᴗ⪅グᛕရࡢ㉗࿊ࠊ᪂㒊ဨࡢ⤂
ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⤊ጞⓏቭ⪅ࡢ࢚ࢿࣝࢠࢵࢩࣗ࡞ࢫࣆ࣮ࢳᢿᡭࡀ㏦ࡽࢀࡓࠋ୰⥾ࡵࡣࠊᑠ㔝ᮌዪ
ᛶ㒊㛗ࡢ୍ᮏ⥾ࡵ࡛ࠊ┒ࡢ࠺ࡕ࠾㛤ࡁ࡞ࡗࡓࠋ

青年部会通常総会

原部会長懇親会冒頭あいさつ

加藤会長のスピーチ

松野法人課税第一統括官

新部会員の紹介

小野木女性部会長の中締め

㸫㸲㸫

ࡅݵͥ≪≪ড়ߋࣣͥ⌊ͥ˿לѨ␋ةͽͥࠀ؍
ࠉዪᛶ㒊ࡢ௧㸲ᖺᗘ㏻ᖖ⥲ࡀࠊ㸳᭶᪥ ⅆ ᮐᖠࢧࣥࣉࣛࢨࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࡛࣍ࣝ㛤
ദࡉࢀࡓࠋ
ࠉෑ㢌ࠊᑠ㔝ᮌዪᛶ㒊㛗ࡢ࠶࠸ࡉࡘ⥆ࡁ㆟ධࡾࠊ
ࠕ௧㸱ᖺᗘᴗሗ࿌ཬࡧᨭỴ⟬
ᢎㄆࡢ௳ࠖࡣ┦⏣ᖿࡢᥦㄝ᫂ᚋࠊ▼ᶫ┘ࡼࡿỴ⟬ࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡿࡍࡿ┘ᰝሗ࿌ࢆ⤒࡚
ᢎㄆࡉࢀࡓࠋ⥆࠸࡚ࠕ௧㸲ᖺᗘᴗィ⏬㸦㸧ཬࡧᨭண⟬㸦㸧ᢎㄆࡢ௳ࠖࡣᑠᓥᖿࡽᥦ
ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࠊཎ࠾ࡾᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
ࠉ㏻ᖖ⥲ᚋᜏࡢㅮ₇ࡣࠊ
ओࢧࢫࢸࢼࣈࣝࢩࢸ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ࣭ࡍࡀࡉࢃἲᚊົᡤᘚㆤ
ኈࡢⳢ⃝⣖⏕Ặࢆㅮᖌ㏄࠼ࠊ
ࠕ㌟㏆࡞ࡇࢁ࡛ᐇ㊶ࡍࡿŔŅňŴࠖ
ࢆࢸ࣮࣐ㅮヰࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
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小野木部会長あいさつ

講演会講師

菅澤紀生氏

小野木部会長懇親会あいさつ

加藤会長のスピーチ

本間専務理事スピーチ

原青年部会長の中締め

ڛڏ≪≪≪ড়ߋࣣͥ ⌎ Վةͽ≪≪≪ͥࠀ؍ ⌎ ͥܢ
ᖺᗘࡢᨭ㒊㏻ᖖ⥲ࠊ
⛯ົ◊ಟཬࡧ᠓ぶࢆୗグࡢ࠾ࡾ㛤ദࠊ
ྛ㆟ࡶྍỴ࠸ࡓࡲࡋࡓࠋ
࣭▼ ⊁ ᨭ 㒊㸦༙⃝ᨭ㒊㛗㸧㸳᭶᪥㸦Ỉ㸧࣭ᙜ ู ᨭ 㒊㸦ᐑỌᨭ㒊㛗㸧㸳᭶᪥㸦᭶㸧
࣭᪂⠛ὠᨭ㒊㸦㧘ᨭ㒊㛗㸧㸳᭶᪥㸦㔠㸧࣭▼⊁ᨭ㒊㸦⸨⏣ᨭ㒊㛗㸧㸳᭶᪥㸦ᮌ㸧
㸫㸳㸫

令和４年度
月別

４

広報・会員交流・税制
社会貢献・その他

全法連・道法連等

「申告書シール」発送
「ほうじん春号」発送
税制アンケートの実施
日ハム観戦チケット募集

５ 税制改正提言のとりまとめ

会員親睦ゴルフ（６/23）

６ 「礎」第162号発行
日ハム観戦チケット募集

年間行事計画

総会・役員会・委員会

青年部会

会計監査（４/12）
正副会長会議（４/26）
理事会（４/26）

全国女性フォ−ラム
（静岡大会）（４/14）

道法連理事会（５/11）

地方支部各総会
（月中）
青年部会総会 （５/18）
正副会長会議（５/16）
租税教室開催
本部通常総会（５/16）

女性部会総会（５/24）

全法連理事会（６/７）
道法連総会（６/13）

正副会長会議

７ 「ほうじん夏号」発送

全法連札幌局連 組織・厚生
合同委員会（７/７）
正副会長会議
全法連ゴルフ親睦会
（７/８．札幌国際C.C.）

８ 「法人会だより」発行

道法連理事会

正副会長会議
理事会
厚生制度連絡協議会

北海道青年の集い札幌大会
絵はがきコンク−ル応募勧奨
の記念事業（６/24）
租税教室開催

会員交流ゴルフ
（７/27. スウェーデンヒルズGC）
会員交流懇親会（７/27）

北海道青年の集い札幌大会
企業訪問研修（８/４）
（８/19）

会員増強特別月間
全道大会（小樽大会）
例 会
「礎」第163号発行
会員増強特別委員会
（９/７）
（中旬） 札幌五法人会青年部会ゴルフ
９ 北区少年少女スポ−ツ大会
全道大会親睦ゴルフ大会
（９/21．恵庭CC）
会員交流パ−クゴルフ（９/３）
理事懇談会（月中）
（９/８）
会員親睦ゴルフ（９/20）

10 会員増強特別月間

女性部会全道大会（岩見沢）
（10/18）
絵はがき（チ･カ･ホ）作品展等
（10/30）

会員増強特別委員会
正副会長会議

札幌北税務署長講演会
全国青年の集い沖縄大会
絵はがき表彰・作品展
健康経営等プレゼン（11/24）
（応募各小学校等で開催）
大会式典・講演会（11/25）
（中旬〜下旬）

正副会長会議
各事業委員会

クリスマス家族会（12/３）

道法連理事会

１

「ほうじん新春号」発送
新年賀詞交歓会

全法連新年賀詞交歓会
正副会長会議
（１/20） 予算理事会

２

「礎」第164号発行
日ハム観戦チケット募集

正副会長会議

札幌五法人会青年部会
親睦ボウリング大会

支部担当者会議

税務研修会（３/28）

３

絵はがき審査会
札幌五法人会連絡協議会の
絵はがき分科会
道女連協第一回部会長会議
〜絵はがき分科会と同日開催

全国大会千葉大会（10/13）
全国大会研修旅行
理事懇談会（月中）
（10/14〜）

会員増強特別月間
年末調整説明会（11/17）
年末調整説明会（11/22）
11
税制改正要望
「ほうじん秋号」発送
歩行者用砂箱設置

12 会員増強特別月間

女性部会

札幌五法人会連絡協議会
の研修分科会及び総会

㸫㸴㸫

新年交礼会

新年交礼会
講 演 会

令和４年度
開催年月日

行

事

研修会・講演会計画

名

対

象

会

場

場所・講師等
札幌北税務署

４.

５. ２０（金） 新篠津支部税務研修会

新篠津支部会員

レストランろばた

４.

５. ２３（月） 当別支部税務研修会

当別支部会員

田西会館

４.

５. ２５（水） 石狩支部税務研修会

石狩支部会員

石狩商工会館

４.

５. ２６（木） 石狩北支部税務研修会

石狩北支部会員

レストラン海幸

４.

６. ２１（火） 新設法人税務研修会

新設法人

４.

７. ２１（木）

４.

８. ２５（木）

４.

９. ２１（水）

担当官
札幌北税務署
担当官
札幌北税務署
担当官
札幌北税務署
担当官

札幌サンプラザ

札幌北税務署

コンサートホール

担当官
メンタルヘルス・パートナーズ代表

札幌五法人会合同セミナー
「メンタルヘルス〜生産性向上に欠かせない職場内の対策」

会員・一般

北海道経済センター

会員・一般

北海道経済センター

会員・一般

北海道経済センター

新設法人

札幌サンプラザ

会員・一般

北海道経済センター

五十嵐

豊

氏

ランチェスターマネジメント㈱

札幌五法人会合同セミナー
「逆転の法則で利益3倍10倍を目指せ！〜経営改革セミナー」

河辺

よしろう

氏

財務リスク研究所㈱

札幌五法人会合同セミナー
「簡単にわかる！資金繰り強化の秘訣は貸借対照表にアリ」

横山

悟一

氏

札幌北税務署
４. １０. １９（水） 新設法人税務研修会

４. １０. ２７（木）

４. １１.

（

「仕事の効率が劇的に変わる〜時間管理術セミナー」

４. １１. １７（木） 年末調整説明会
４. １１. ２２（火） 両日とも午前・午後２回開催

４. １１.

（

） 当別支部

５.

１. １３（金）

５.

２. １６（木）

５.

㈱ブレーン講師

札幌五法人会合同セミナー

） 札幌北税務署長の講演会

税務研修会

札幌五法人会合同セミナー
「税務調査の実態と申告是認への対応術」
札幌五法人会合同セミナー
「社会保険・労働保険の実務とポイント」

２. ２１（火） 新設法人税務研修会

担当官

税務関係民間団体
女性部会４団体共催

札幌サンプラザ

石川

和男

氏

札幌北税務署長

税務署担当官
会員・一般

当別支部
会員・一般

札幌サンプラザ

札幌市担当官
札幌北税務署

田西会館

担当官
税理士

会員・一般

北海道経済センター

会員・一般

北海道経済センター

塩地

弘光

氏

㈱フューチャータクティクス
特定社会保険労務士
園部
新設法人

札幌サンプラザ

喜美春

氏

札幌北税務署
担当官

５.

３.

７（火） 申告書作成実務研修会

会員・一般

札幌サンプラザ

札幌北税務署
担当官

５.

５.

３. １４（火）

札幌五法人会合同セミナー
「新入・若手社員向けビジネスマナー」

３. ２８（火） 青年部会

税務研修会

会員・一般

北海道経済センター

ビズコム代表
﨑野

部会員・一般

札幌サンプラザ

札幌北税務署
担当官

※新型コロナウイルスの感染症の状況によりましては、
開催を中止又は延期する場合があります。
※会員の方は
「無料受講券」
をご活用ください。

㸫㸵㸫

希実子

氏
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税
務調査は詰めで決まる
税務調査は詰めで決まる
〜 実践 税 務 調 査 〜

税理士

牧野

義博

ࠉ࠶ࡿ⌧㔠ၟࡢἲேࡢ⌧ἣㄪᰝ࡛௦⾲⪅ಶேྡ⩏ࡢ㡸㔠㏻ᖒࡀฟ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋẖ᪥ࠊ୍ᐃࡢࣛ࢘ࣥ
ࢻᩘᏐ㸦㸯㸳ࡢࡼ࠺ษࡾࡢࡼ࠸ᩘᏐ㸧࡛ࡢ⌧㔠ධ㔠ࡀ࠶ࡾࠊ㈓ࡲࡿฟ㔠ࡉࢀ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࠋ࠺ࡶୖ㔠ࡢ୰ࡽ୍ᐃ㔠㢠ࢆࡘࡲࢇ࡛ᢤ࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺ᐃࡉࢀࡲࡍࡀࠊୖࢆᢤ࠸࡚࠸
ࡿ࠸࠺ドᣐࡀᤕᤊ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㏻ᖒࡢධ㔠ࡣ㎸ࡳࡸᑠษᡭධ㔠࠸ࡗࡓグྕ➼ࡀ
ࡘ࠸࡚࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊㄡࡽࡢධ㔠ࡶ≉ᐃ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ㸿㹒㹋ࡽධ㔠ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑ
ࡢ㒔ᗘ㸿㹒㹋ࡢሙᡤࡀື࠸࡚࠾ࡾࠊᗑ⯒ࡢ㏆ࡃࡸ௦⾲⪅ࡢఫᡤᆅࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡉ࠶ࠊⓙࡉࢇ
ࡀㄪᰝᐁ࡞ࡽ࠺ࡋࡲࡍ㸽
ࠉࡇࢀࡔࡅࡢ᮲௳࡛ࡣୖ㝖እࡢ᥎ᐃࡣ࡛ࡁࡲࡍࡀࠊㄆᐃࢆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ⌧㔠
ࡣⰍࡀࡘ࠸࡚࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ┦ᡭඛࡣࡶࡼࡾᦆ┈⛉┠ࡢධ㔠࠺ࡶ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡽ࡛ࡍࠋ⚾
ࡀ௦⾲⪅࡞ࡽࠊ
ࠕ᪥㡭ࡽ♫ࡸ▱ே㔠㖹ࡢ⼥㏻ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㏉῭㔠ࡀධ㔠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡞
ࡢ࡛ࠊఱၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠖᅇ⟅ࡋࡲࡍࡡࠋ♫ࡽࡢධ㔠ࡢ㏉῭࡛࠶ࢀࡤࠊ㔠㖹ฟ⣡ᖒࡑ
ࡢ᪥ࡢ㏉῭㔠㢠ࡀ௦⾲⪅ྡ⩏ࡢධ㔠㢠ࡼࡾከࡃ࡞ࡅࢀࡤࡘࡌࡘࡲࡀྜ࠸ࡲࡏࢇࡡࠋ௦⾲⪅࠸ࢃࡺ
ࡿ㈚ࡋࡢཎጞグ㘓㸦࣓ࣔ㢮㸧ࡢᥦ♧ࢆồࡵࡓࡾࠊಶேࡢධ≧ἣࡽ㈚ࡋࡢཎ㈨ࢆㄝ᫂ࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࡇࡽጞࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ௬ࠊཎጞグ㘓ࡀṧࡗ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡸ≀⌮ⓗಶேࡢ㈨⏘ࡽ㈚
ࡏࡿࡔࡅࡢࡶࡢࡀ↓ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊୖ㝖እ࡛ࡢྰㄆࡣ㞴ࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࠉࡶ࠺୍ࡘࡢࡋ࡚ࠊྠࡌࡃ௦⾲⪅ྡ⩏ࡢ㡸㔠ྲྀᘬඛࡽࡢ㎸ධ㔠ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡽࠊㄪᰝ
ᐁࡣ㎸ඛ㠃ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊୖ㝖እ࡛࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢୖ㝖እࡢ┦ᡭ⛉┠
ࡣఱ࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺㸽
ࠉࡇࡢ㡸㔠ࡣಶேࡢබඹᩱ㔠ࡢᨭᡶࡸ࣮ࣟࣥࡢ㏉῭➼ࡢ⏕ά㈝ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᚑࡗ࡚ࠊᬑ㏻㡸㔠
ࡋ࡚♫ཷࡅධࢀࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡇࡢୖ㝖እศࡣࡍ࡛㈝ᾘࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊཎ๎ⓗ
ࡣ௦⾲⪅ࡢሗ㓘ࠊࡘࡲࡾㄆᐃ㈹ࡋ࡚ἲே⛯ࡢ※Ἠᡤᚓ⛯ࡀㄢ⛯ࡉࢀࡲࡍࠋࡇࡇ࡛௦⾲⪅
ࡽୖ㝖እศࡘ࠸࡚ࠊศ࡛ᚲࡎ♫㏉῭ࡍࡿࡽࠊ㈚㔠ฎ⌮ࡋ࡚ࡋ࠸࠸࠺Ⴣ㢪ࡀ
࠶ࡗࡓሙྜ࠺ࡍࡿ࡛ࡍࠋ
ࠉࡇࡇࡽࡣᅜ⛯ᙜᒁࡢ㔞࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ㐣ཤ࠾࠸࡚ṇ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㔠㢠
ⓗ㏉῭ࡀྍ⬟࡞ࡶࡢ࡞ࡢ➼ࢆ⥲ྜ຺ࡋุ࡚᩿ࡍࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡲࡍࠋ௬௦⾲⪅ࡢ㈚㔠
ฎ⌮ࡋࡓሙྜࡣࠊἲே௦⾲⪅ࡢ㛫࡛㔠㖹ᾘ㈝㈚ዎ⣙᭩ࡢ⥾⤖ࠊ᭰ఏ⚊ࢆసᡂࡋࠊලయⓗ
࡞㏉῭ィ⏬ࢆᥦฟࡍࢀࡤㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙྜࠊ㈚㔠ᑐࡍࡿᜥ┦ᙜศࡘ࠸࡚
ࡣㄆᐃሗ㓘࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛※Ἠᡤᚓ⛯ࡀㄢ⛯ࡉࢀࡲࡍࠋ
ࠉ࡞࠾ࠊ㏵୰࡛ᒚ⾜ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣᨵࡵ࡚ㄆᐃ㈹࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
筆者紹介
牧野義博（まきの・よしひろ）
東京国税局調査部において特別国税調査官、統括国税調査官、調査開発課長等を経て八王子税務署長を最後に退官。東京都新
宿区で税理士登録。著書には『ザ・税務調査１〜３』
『税務トラブルと債務の確定』
（大蔵財務協会）ほか専門誌等に執筆。ＨＰは
「牧野義博税理士事務所」で検索。
全国各地で講演会も行っている。
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ιȜσȂˢ˝˴൝ͅ߸֣ͥঞ୕͈৾ͤե̞
〜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

リサ

山端

美德

コロナ禍の影響により、当社では在宅勤務が導入されており、取引先との打ち合わせは

電話、メール等によって対応しています。契約行為においても対面で文書を交わすのではなく、
メールやＦＡＸによるやり取りや、電子契約で行おうと考えていますが、印紙税の取り扱いは
どうなりますか。
サキ先生

例えば、請負工事の注文請書を相手方に交付した時には、印紙税の課税文書に該当

しますが、現物の交付に替えてメールで送信した時は、課税文書を作成したことにはならず、送
信後、相手方においてプリントアウトしても、それは現物ではないため、印紙税の課税文書とは
なりません。
リサ

それでは、自分の所で所持している注文請書には収入印紙を貼らなくてはいけないので

すか。
サキ先生

注文請書のような相手方に交付する目的で作成する課税文書は、交付の時に印紙税

の課税原因が発生します。したがって現物が交付されていないのですから、収入印紙の貼付は
必要ありませんよ。ただし、メール送信後に現物を相手方に交付した場合に、その現物には収入
印紙の貼付が必要となります。
リサ

ＦＡＸで送った場合も同じ考えですか。

サキ先生

ＦＡＸの場合もメールの場合と同様に、送信された文書は現物ではないため、印紙

税の課税原因は発生せず、自分の所で保管されている現物も収入印紙の貼付は必要ありません
よ。
リサ

最近よく耳にするのですが、電子契約の場合はどうですか。

サキ先生

課税文書の作成とは、課税文書となる用紙等に課税事項を記載し、これを文書の目

的に従って行使することをいうとされていますが、電子契約のようにＰＤＦ等の電子媒体でや
り取りを行う場合は、課税文書となる用紙等に課税事項を記載しているわけではないので、課
税文書を作成したことには該当しません。
リサ

今後、契約書等の文書の作成が書面ではなく、電子媒体による契約形態が主流となるこ

とが考えられますね。

筆者紹介
山端美德（やまはた・よしのり）
国税庁長官官房事務管理課、
東京国税局課税第二部調査部門、
同消費税課などを経て、
神奈川県相模原市で税理士登録。
中小企
業を中心に財務・税務サービスを行うとともに、
法人会において印紙税等に関するセミナー講師を務める。著書に
『文書類型で
わかる印紙税の課否判断ガイドブック』
（清文社）、
『建設業・不動産業に係る印紙税の実務』
（税務研究会）、
『間違うと痛い‼印
紙税の実務Ｑ＆Ａ』
（共著、
大蔵財務協会）
『税制改正経過一覧ハンドブック』
、
（共著、
大蔵財務協会）
等がある。
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雑談・雑学の庭
雑談・雑学の庭

͚̥̱͓̞͈͘ͅଽহ͉زƦƦƦ
パソコンをも混乱させる「まさか」
フリーランスライター

藤木 順平

ࠉࡇࡢኟཧ㆟㝔㑅ᣲࡀ࠶ࡿࡇࢆᛀࢀ࡚࠸ࡓࠋᅜᨻ㛵ࡍࡿ࣋ࣥࢺ࡞ࡢ͐ࠋ᭱㏆ࠊᨻ
ࡢヰ㢟ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓẼࡀࡍࡿࠋࢥࣟࢼ⚝࢘ࢡࣛࢼໃࡀ᪂⪺ࡢ㸯㠃ࡸࢺࢵࣉࢽ࣮ࣗࢫࢆ㣭ࡿ
ࡇࡀከࡃ࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠋ
ࠉ࠸ࡁ࡞ࡾ࡛⏦ࡋヂ࡞࠸ࡀࠊ
͆୕ゅ⚟͇ࢆࡈᏑࡌ㸽▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡣࢩࣝࣂ࣮ୡ௦┿ࡗࡓࡔ୰ࡢ
ᚚோࡔࢁ࠺ࠋ
ࠉ㛗ࡃ⥆࠸ࡓబ⸨㸦ᰤస㸧ᨻᶒࡢ࠶ࠊ⮬Ẹඪࡢ㸲ேࡢὴ㛸ࡢ㡿⿇㸦୕ᮌṊኵࠊ⏣୰ゅᰤࠊᖹṇ
ⰾࠊ⚟⏣㉰ኵ㸧ࡀᚋ⥅ࢆதࡗࡓࠋ๓グࡢ୕ゅ⚟ࡣᙼࡽࡢྡᏐࡸྡ๓ࡽྡࡉࢀࡓࡶࡢࡔࡀࠊ
ὴ㛸ࡢ㐃❧࡞ࡢ⤖ᯝࠊ⏣୰ゅᰤࡀ⥲⌮ࡢᗙᑵ࠸ࡓࠋࡕࡻ࠺ᖺ๓ࡢ㸵᭶ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉṧࡾࡢ㸱ேࡶࡑࡢᚋࠊဨࡀ⥲⌮⮧࡞ࡗࡓࡢࡔࡽࡈ❧ὴࠋ
͆≀ᨻᐙ͇ࡀࡑࢁࡗ࡚࠸ࡓ
ࡢࡔࡡ࣮ࠋᙜᨻ⎔ቃࡀ␗࡞ࡿࡣ࠸࠼ࠊ࠸ࡲࡢᨻᐙࡀᑠ⢏ぢ࠼࡚ࡋࡻ࠺ࡀ࡞࠸ࠋ
ࠉ⏣୰ゅᰤࡣࠕே࢝ࢿࢆΏࡍࡁࡣ㢌ࢆୗࡆ࡚Ώࡏࠋࡃࢀ࡚ࡸࡿᛮࡗࡓࡽࡑࢀࡣṚ࢞ࢿࡔࠖ
ࠊ⛎᭩ࡸഃ㏆ゝࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࠋ
ࠉᅜẸࡢ≉ู⤥㔠㝿ࡋ࡚ࠊࡃࢀ࡚ࡸࡿឤࡢᙉ࠸๓ࡢ㈈ົ⮧ࡣࡇࡢẼᣢࡕࠊศࢇࡡ࠻
ࡔࢁ࠺࡞࣮㸟
筆者紹介
藤木

順平（ふじき・じゅんぺい＝本名・藤田

順一）

フリーランスライター。1976年早大理工学部卒業。ＮＨＫ「てんぷく笑芸場」の台本執筆勉強会に参加。日本テレビ「アメリカ横断・ウル
トラクイズ」のクイズ作家として５年間、番組に加わる。芝居・漫才の台本、コントなどを執筆するかたわら、ことわざや笑いを通じての
「人間探究」をテーマにした講演を行う。1993年から2007年まで㈱エフシージー総合研究所に勤務、労働組合などの広報誌向けに雑
学系の原稿執筆やパズル・クイズの作成を担当する。

ΩΒσȆঅলࢊ
※空いているマスに漢字を入れて、四字熟語を完成させましょう。
すべて完成させ、タテに読むと、
また別の四字熟語が完成します。
なんだかわかりますか？

①

ȉ Ѭकٝ
ɻɻɻ˕
ȉ ࣙस
ɻɻࣙ˕
ȉೋ
ɻ˕
ȉ
ࠤ༺˕

②

ȉ ճ٠
ɻɻɻ˕
ȉ Ҳ
ɻɻɻ˕
ȉ
ঐജಕ˕
ȉ
ࣙ˕ࣙڇ

作者紹介
株式会社ニコリ
日本初のパズル専門誌「パズル通信ニコリ」を発行する出版社。数独・クロスワードなど多種多様なパズルを
メディアへ提供するコンテンツメーカーでもある。スマホアプリ「スマニコリ」も配信中。
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ࠉᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ୰ᑠᴗ࡛ࡶࣃ࣮࣡ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺᑐ⟇ࡀ⩏ົࡉࢀࡓࠋᴗࡣᖺ㸴᭶
⾜῭ࡳࡔࡀࠊྠᵝࡢ࣮ࣝࣝࡀ୰ᑠᴗࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࣃ࣡ࣁࣛࡣ⾜Ⅽ⪅ࡢၥ㢟
ࡋ࡚ᑐฎࡉࢀࡸࡍ࠸ࡀࠊ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ⫋ሙ࡛ࡣ⤌⧊ࡢయ㉁ཎᅉࡀ࠶ࡾࡑ࠺ࡔࠋ୰ᑠᴗ࡛ࡣࢺࢵࣉ
ࡢጼໃࡀỴࡵᡭ࡞ࡿࠋ⩏ົࢆᴗ౯್ྥୖࡢࢳࣕࣥࢫࡽ࠼ࠊ
యไ࡙ࡃࡾࢆᛴࡂࡓ࠸ࠋ
ࠉ
ࠉᨵṇປാ⟇⥲ྜ᥎㐍ἲ࡛ࡣࣃ࣡ࣁࣛࢆࠕඃ㉺ⓗ࡞㛵ಀࢆ⫼ᬒࡋࡓゝື࡛࠶ࡗ࡚ࠊᴗົୖᚲせ
ࡘ┦ᙜ࡞⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓࡶࡢࡼࡾࠊ
ປാ⪅ࡢᑵᴗ⎔ቃࡀᐖࡉࢀࡿࡶࡢࠖᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡓࡃࠊ
Ẁࡿࠊ
㋾ࡿ࡞ࡢᭀຊ⾜Ⅽࡣゝ࠺ཬࡤࡎࠊ㒊ୗࢆྠࡢ๓࡛ྏ㈐ࡋࡓࡾࠊᑵᴗ㛫እ㣧㣗ࢆᙉせࡋࡓࡾ
ࡍࡿ࡞ࠊ⢭⚄ⓗ࡞ⱞ③ࢆ࠼ࡿࢣ࣮ࢫࡶヱᙜࡍࡿࠋࠉ
ࠉᚲせ࡞ᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡞ࡗࡓᴗᑐࡋ࡚ࡢලయⓗ࡞⨩๎つᐃࡣ࡞࠸ࡀࠊၥ㢟Ⓨ⏕ࡢࣜࢫࢡࢆ⏑
ࡃぢ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋἲᚊ㐪ࡋࡓᴗࡣࠊཌ⏕ປാ┬ࡼࡿຓゝ࣭ᣦᑟ່࣭࿌ࡢᑐ㇟࡞ࡾࠊᨵၿࡀ
ㄆࡵࡽ࡞࠸ሙྜࡣ♫ྡࢆබ⾲ࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋᚑᴗဨࡢ࠺ࡘࡸ⮬ẅࡢཎᅉ࡞ࡾࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺࢆ㏻ࡌ࡚ᝏホࡀᗈࡀࢀࡤࠊᴗࡢಙ⏝ຊࡣపୗࡋࠊ᥇⏝ࡸᴗ⦼ᙳ㡪ࡋࡡ࡞࠸ࠋ
ࠉཌ⏕ປാ┬ࡀᖺ᭶ᐇࡋࡓࠕ⫋ሙࡢࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࠖࡼࡿࠊ㐣ཤ㸱ᖺ
㛫ࣃ࣡ࣁࣛࢆཷࡅࡓࡇࡀ࠶ࡿᅇ⟅ࡋࡓປാ⪅ࡣ㸱ࢆ㉸࠼ࡿࠋ
ෆᐜࡣ
ࠕ⢭⚄ⓗ࡞ᨷᧁࠖ
㸦㸣㸧
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ
ࠕ㐣࡞せồࠖ
㸦㸣㸧
ࠕ
ࠊಶࡢᐖࠖ
㸦㸣㸧
ࠕ
ࠊ㐣ᑠ࡞せồࠖ
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࡞ࡀୖࢆ༨ࡵࡿࠋ
ࠉ୰ᑠᴗࡣ⩏ົࡼࡾࠊࣃ࣡ࣁࣛࢆ⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸᪨ࢆ᪉㔪᫂グࡋࠊ⾜Ⅽ⪅ࡣᠬᡄฎศ࡞
ࡿࡇࢆᑵᴗつ๎ᐃࡵࠊᚑᴗဨ࿘▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊᚑᴗဨࡀ┦ㄯࡋࡸࡍ࠸❆ཱྀ
ࢆタ⨨ࡋ࡚ᐇ㛵ಀࡢ㎿㏿࡞ᢕᥱດࡵࠊ⾜Ⅽࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓሙྜࡣ⿕ᐖ⪅⾜Ⅽ⪅㐺ṇ࡞ᥐ⨨ࢆ
ㅮࡌࡿࠋ
ࡲࡓᙜ⪅ࡀᙜ࡞ᢅ࠸ࢆཷࡅ࡞࠸ࡼ࠺ࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤࢆᚭᗏࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉࣃ࣡ࣁࣛᑐ⟇㐣ᩄ࡞ࡿ࠶ࡲࡾࠊᚲせ࡞ὀពࡸᣦᑟࢆ㑊ࡅࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊேᮦ⫱ᡂࡀᡭⷧ࡞ࡗ
࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋୖྖࡀ㒊ୗࢆྏࡿሙྜࡶࠊࡢᛶ㉁ࡸ࠸ࡢಙ㢗㛵ಀࡼࡗ࡚ࡣࣃ࣡ࣁࣛヱᙜࡋ
࡞࠸ࠋᘓタ⌧ሙ࡛ᕤලࢆ㝵ୗⴠࡋࡓ㒊ୗࢆཝࡋࡃྏࡾࡘࡅࡿࡢࡣࠕࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺࠖࢆ㜵ࡂࠊ㔜
ᨾࡢⱆࢆࡴ࠺࠼࡛㔜せ࡞ࡇࡔࠋࡓࡔࡋࠕ࠸ࡘࡶࠊ࠾ࡲ࠼ࡣࡑ࠺࡞ࢇࡔࡽ㸟ࠖ࠸ࡗࡓே᱁ࢆྰ
ᐃࡍࡿࡼ࠺࡞ྏࡾ᪉ࡣዲࡲࡋࡃ࡞࠸ࠋேᶒᐖ࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⫋ሙࡢኈẼࢆపୗࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ᜍ
ࢀࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉ୰ᑠᴗ࠶ࡾࡀࡕ࡞ၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ
ࠕ♫㛗ࡀ⾜Ⅽ⪅࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊᮏேࡣࣃ࣡ࣁࣛࡢ⮬ぬࡀ
࡞ࡃࠊㄡࡶࣈ࣮ࣞ࢟ࢆࡅࡽࢀ࡞࠸ࠖࠊᴗࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㸦ἲ௧㑂Ᏺ㸧ヲࡋ࠸ᘚㆤኈࡣᣦ
ࡍࡿࠋ♫㛗ࡣࠕ⮬ศ㝈ࡗ࡚͐ࠖࡢඛධほࡽࢃࢀࡎࠊ⮬㌟ࡢホ౯ࡘ࠸࡚ᚑᴗဨࡢኌ⪥ࢆഴࡅ
ࡿవ⿱ࢆᣢࡕࡓ࠸ࠋ
ࠉ᪂ᆺࢥࣟࢼឤᰁࡀⴠࡕ╔࠸࡚ᬒẼࡀᅇྥ࠼ࡤࠊ᥇⏝⎔ቃࡣࡧࠕࡾᡭᕷሙࠖࡢഴྥࡀᙉ
ࡲࡾࠊ㞠⏝ࡢὶືࡀ㐍ࡴྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋ୰ᑠᴗࡀከ࠸ᑠࠊᘓタࠊ〇㐀ࠊ㐠㍺࡞ࡢᴗ✀࡛ࡣⱝᡭ
ࡢྲྀࡾྜ࠸࡞ࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋᑡᏊ㧗㱋ࢆ⫼ᬒປാຊேཱྀࡢῶᑡࡀ⥆ࡁࠊ⤥Ỉ‽ࡢᘬࡁ
ୖࡆࡀ࡞࡞㞴ࡋ࠸୰࡛ࠊࣃ࣡ࣁࣛᑐ⟇ࡣேᮦࡢ⋓ᚓࡸᐃ╔Ḟࡏ࡞࠸௦࡞ࡗࡓࠋᴗࡢᣢ
⥆ྍ⬟ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢ⤒Ⴀᡓ␎ㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
筆者紹介
岡田直樹（おかだ・なおき）
1984年、日刊工業新聞社入社。記者として、金融・電機・情報通信などの産業界、総務省・経済産業省・内閣府などの官庁を担当。
論説委員、
論説委員長、
日刊工業産業研究所長を経て、
特別論説委員。

㸫㸫

差し 上 げ ま す
法人会では下記参考図書を無料で差し上げています。
（在庫に限りがありますので、先着順とさせていただきます。
）
ご希望の方は、
事務局（札幌市北区北２４条西４丁目３−１２

第２６桂和ビル５階

電話０１１−７０９−８８０２）へお引き取りにおいで下さい。
なお、
郵送ご希望の方は、会社名、送付先、冊子名をご記入のうえ、
郵送料として
郵便切手を添えてお申し込みください。
郵送料は
〔100gまで140円、150gまで180円、
250gまで215円〕
となっております。
在庫確認などご不明な点は事務局までお問い合わせください。

「コロナ禍からの回復に役立つ会社税務のポイント」
Ｂ５版
著者

４０ページ（７５ｇ）
公認会計士・税理士

企画・制作

溝端浩人

公認会計士・税理士

城知宏

清文社

税務関係を中心に、会社経営の６つ（労務対応・資金繰り対応・取引先対応・グルー
プ会社対応・決算対応・事業継承対応）の局面における各種の課題について、
コロ
ナ禍で使える対応策や重要度が増している項目を 現在 として、
コロナ禍からの回
復局面で検討・実行すべき事項を 将来 として、
それぞれ整理し注意すべきポイント
や対処法をわかりやすく解説しています。

令和４年版 「絵と図表でわかる相続・贈与の税金
相続税・贈与税の基本がよくわかる！」
Ｂ５版
著者

６４ページ（１４０ｇ）
公認会計士

企画・制作

西浦康邦

公認会計士・税理士

新名貴則

清文社

長年にわたり苦労して築き上げてきた財産をどのように維持し、いかにスムーズに
次世代に引き継いでいくか、本冊子は絵と図表を使って、相続や贈与に関する税務
のポイントを最新の税制改正事項を収録し、整理して紹介しています。
ΩΒσȆঅলࢊ͈൞̢
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第１回抽選（３月22日）

第２回抽選（５月10日）

札幌ド−ム開催の北海道日本ハムファイタ−ズの公式戦の観戦チ
ケットを２組（１組２名様）に抽選で会員企業にプレゼントします。
次回の募集は８月〜９月の全22試合です。
（応募チラシはこの法
人会だより「礎」に同封しています）

奮ってご応募ください。
金野常任理事兼厚生委員長

鈴木常任理事兼厚生副委員長

㸫㸫

この「礎」は再生紙を使用しています。

