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を求める。
【改正の概要】
・中小法人の交際費課税の特例措置
（ 定額 控 除 限 度額 ８ ０ ０ 万 円 ま で
損金算入可）の適用期限が２年延
長されます。
・交際費等のうち接待飲食費の ％
までを損金算入できる特例措置に
ついては、対象法人から資本金の
額等が１００億円を超える法人が
除外されたうえで、適用期限が２
年延長されます（中小法人の交際
費課税の特例措置との選択適用）
。
《消費課税》
１．消費税の確定申告書の提出期限
【法人会提言】
・消費税の確定申告書の提出期限は、
前述の法人税の確定申告書の提出
期限に合わせ、課税期間終了後３
か月以内（現行２か月以内）とす
ること。なお、上記改正が行われ
るまでの間においても、法人税の
申告期限の延長特例を受けている
法人については、消費税について
も申告期限の延長を認めること。
【改正の概要】
・法人税の確定申告書の提出期限の
延長の特例を受ける法人について、
消費税の申告期限を１か月延長す
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あたり 万円に一本化します（令和
２年 月から二段階で実施）
。
◆その他の発泡性酒類（チューハイ
等）の税率については、令和８年
月に１㎘あたり 万円（３５０㎖換
算 円）に引き上げます。これにあ
わせて、低アルコール分の蒸留酒類
及びリキュール
に係る特例税率
についても、令
和８年 月に引
き上げます。
なお、今回の
酒税の税率の改
正では、消費者
や酒類製造者へ
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る特例が創設されます。
《その他》
１．地方のあり方
【法人会提言】
・地方創生では、さらなる税制上の
施策による本社機能移転の促進、
地元の特性に根差した技術の活用、
地元大学との連携などによる技術
集積づくりや人材育成等、実効性
のある改革を大胆に行う必要があ
る。
【改正の概要】
・地方拠点強化税制の適用期限が２
年延長されます。また、雇用促進
に係る税制措置について、移転型
事業の上乗せ措置における雇用者
１人当たりの税額控除額が拡充さ
れます。
２．電子申告
【法人会提言】
・国税電子申告（ｅ‐Ｔａｘ）の利
用件数は年々拡大してきているが、
さらなる促進を図る観点から、制
度の一層の利便性向上と、地方税
の電子申告（ｅＬＴＡＸ）とのシ
ステム連携を図る必要がある。
【改正の概要】
・振替納税の通知依頼及びダイレク
ト納付の利用届出について、ｅ‐
Ｔａｘにより申請等を行うことが
可能となります。

の影響に配慮して、段階的に税率が
変更されることになっていますが、
それぞれの税率の変更の都度、酒税
の負担の変動が家計に与える影響等
を勘案して検討を加え、必要がある
ときはその結果に基づいて所要の措
置を講ずることとされています。

法人会は「健全な経営、正しい納税、社会に貢献」を柱として活動する経営者の団体です。

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

10

法人会では、公平で健全な税制の
実現を目指して会員企業の意見や要
望を反映しながら、税制改正に関す
る提言活動を行っています。令和２
年度の改正では、中小法人向け税制
措置の適用期限延長など法人会の提
言事項の一部が盛り込まれ、以下の
とおり実現する運びとなりました。
《法人課税》
１．少額減価償却資産の取得価額の
損金算入の特例措置
【法人会提言】
・少額減価償却資産の取得価額の損
金算入の特例措置については、損
金算入額の上限（合計３００万円）
を撤廃し全額を損金算入とする。
なお、それが直ちに困難な場合は、
令和２年３月末日までとなってい
る特例措置の適用期限を延長する。
【改正の概要】
・適用対象から、連結納税制度適用
事業者及び従業員５００人超の法
人が除外されたうえで、適用期限
が２年延長されます。
２．交際費課税の適用期限延長
【法人会提言】
・交際費課税の特例措置については、
適用期限が令和２年３月末日まで
となっていることから、その延長
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成金、実質無利子・無担保融資、国
税・地方税等の納付猶予など、様々
な支援策を講じています。さらに、
観光・運輸業、飲食業、イベント・
エンターテイメント事業等への支援
として、ＧｏＴｏキャンペ ーン事業
が実施されています。
厚木市では、あつぎ中小企業応援
交付金やあつぎ飲食店応援電子商品
券などが行われ、また、厚木市医師
会と連携してドライブスルー方式に
よるＰＣＲ検査センターも設置され
ました。愛川町では、あいかわ景気
盛リアゲ券の配付等、清川村では、
きよかわ元気応援券の配付等が実施
されました。
私たちが納めている税金は、日常
生活ならびに社会経済の安全・安心
を確保するためにもいかされていま
す。地域経済の活性化をはじめ、新
型コロナウイルス感染症に対する有
効な治療薬、ワクチン等の開発と普
及推進による一日も早い収束を願い
ます。ご自身や、周りの方々、そし
て地域を感染拡大から守るため、そ
れぞれの日常生活において、「新し
い生活様式」を実践していただけれ
ば幸いです。「３つの密（密閉・密集
・密接）」の回避、マスクの着用、手
洗いや手指消毒、咳エチケットを心
がけましょう。
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あなたの税金は
こんなところに いきている
大防止策と医療提供体制の整備及び
治療薬の開発、⑵雇用の維持と事業
の継続、⑶次の段階としての官民を
挙げた経済活動の回復、⑷強靱（きょ
うじん）な経済構造の構築、⑸今後
への備え、の５本柱から編成されて
います。一連の緊急経済対策（第１
次補正予算と第２次補正予算を含む）
は、事業規模２３３．９兆円程度と
過去に例のない規模となっています。
主な各種支援としては、病床の確
保や医療機器導入の支援、治療薬や
ワクチン等の開発支援をはじめ、世
帯や個人の方に特別定額給付金、子
育て世帯への臨時特別給付金、納税
猶予・公共料金の支払猶予など。中
小・小規模事業者等の方に持続化給
付金、家賃支援給付金、雇用調整助

【 酒 税 】

新 型 コ ロナ ウ イ ルス 感 染 症に よ る 緊急 経 済 対策
現在、世界中が新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大を受け、日常生
活のみならず、企業や個人事業主等
の事業活動に多大な影響を及ぼして
います。昨年の緊急事態宣言をはじ
め、全国の学校等に臨時休校の要請、
各種催物やイベント等の中止、自粛
など、社会経済に甚大な影響がもた
らされました。新型コロナウイルス
感染症の累計感染者数は、日本国内
で 万人を超え、神奈川県内で１万
２７００人以上、厚木市・愛川町・
清川村では３７０人以上（令和２年
月１日現在）となっており、依然
として新型コロナウイルス感染症の
収束が見通せない状況におかれてい
ます。
政府の緊急経済対策は、⑴感染拡

私たちの生活の中で く分類することができます。
身近な税金の一つに酒
この酒税法は、類似する酒類間の
税があります。酒税と 税率格差が商品開発や販売数量に影
は、酒類に課せられる 響を与えている状況を改め、酒類間
税金のことで、お酒の の税負担の公平性を回復する等の観
種類、原料、原料の比 点から、税収中立の下、令和２年
率、アルコール度数な 月に第一段階として改正が実施され
どにより税率が分けら ました。具体的には、次のとおりに
れています。
なります。
酒税法において酒類とはアルコー ◆ビール系飲料の税率については、
ル分１度以上の飲料をいい、その酒 令和８年 月に１㎘あたり 万５０
類は、①発泡性酒類（ビール、発泡 ００円（３５０㎖換算 ． 円）に
酒など）、②醸造酒類（清酒、果実 一本化します（令和２年 月から三
酒など）、③蒸留酒類（ウイスキー、 段階で実施）
。
ブランデー、焼酎など）、④混成酒 ◆醸造酒類（清酒、果実酒等）の税
類（リキュールなど）の４つに大き 率については、令和５年 月に１㎘

ものしりＴＡＸ
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コロナに負けず、がんばれ ‼ 厚木・愛川・清川

市町村か らのお知ら せ

酒税につき、類似する酒類 ③ その他の発泡性酒類（チューハ
間の税率格差が商品開発や販
イ等）の税率は、令和８年 月に
売数量に影響を与えている状
１㎘あたり 万円（３５０㎖換算
況を改め、酒類間の税負担の
円）に引上げられます。
公平性を回復する等の観点か
ら、税収中立の下、酒税改正 【応募方法】
が行われることになりました。 ハガキに答えと氏名、住所を明記
酒税の税率の改正につき、 のうえ、郵送で２月 日までに左記
①から③のうち誤っているも の応募先（厚木法人会）へお送りく
のはどれでしょう？
ださい。正解者の中から抽選で 名
の方に粗品を進呈いたします。

① ビール系飲料の税率は令和８年
月に１㎘あたり 万円（３５０
㎖換算 円）に一本化される。
② 醸造酒類（清酒、果実酒等）の
税率は、令和５年 月に１㎘あた
り 万円に一本化される。

◆愛川町役場からのお知らせ
確定申告相談会の詳しい日程、会
場などは１月 日発行の「お茶の間
通信」をご覧ください。
問合せ先 愛川町役場 税務課 町民税班
電話（２８５）６９１５（直通）
【スマートフォンで納税ができます】
スマートフォンの決済サービス
「Ｐａｙ Ｐａｙ」
、
「ＬＩＮＥ Ｐａｙ」
から、町税等の納付が可能となりま
した。詳しくは町ホームページでご
確認ください。
問合せ先 愛川町役場 税務課 収納班
電話（２８５）６９１７（直通）

問合せ先 清川村役場 税務住民課 課税係

電話（２８８）３８５９（直通）
【村税の口座振替の利用について】
村税などの納付は、便利な口座振
替をご利用ください。お申し込みは、
村指定の金融機関および役場で簡単
にできます。

問合せ先 清川村役場 税務住民課 収納係

電話（２８８）３８５９（直通）

当会では、税について理解を深め
ていただくため「税の標語」を募集
しています。この機会に税のことを
考えてみてはいかがでしょう。入賞
者には記念品を贈呈いたします。是
非ご応募ください。
《賞》
最優秀賞
（１点）
…会長表彰状及び
クオカード１万円
優 秀 賞
（１点）
…クオカード５千円
佳
作
（３点）
…クオカード３千円
【応募方法】
作品（一人一点）に、氏名、住所、
電話番号を明記のうえ、郵送もしく
はＦＡＸ、またはメールで３月末日
までに左記の応募先（厚木法人会）へ
お送りください。

●税の標 語を募集中 ●
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厚木税務署からのお知らせ
市町村民税・県民税の申告期限は
３月 日までですので、お早めの申
告をお願いします。
申告にあたっては、個人番号（マ
イナンバー）の記入と本人確認書類
が必要となります。⑴または⑵いず
れか必要となりますので、忘れずに
お持ちいただきますようお願いいた
します。
⑴ 個人番号カード（マイナンバー
カード）
⑵ 個人番号通知カード＋身元確認
書類（写真表示の無い身元確認書
類の場合は２点必要です。
）
申告書を作成し、電子で提出できる
ようになりました。例年、受付会場
は大変混雑しますので、郵送又は電
子での提出を推奨しています。
各公民館の受付けの詳しい日程等
については、市ホームページもしく
は１月 日発行の広報あつぎ特別号
「市民税・県民税申告お知らせ号」
で確認をお願いします。
なお、不明な点については、市民
税課までお問合せください。
問合せ先 厚木市役所市民税課
電話（２２５）２０１０（直通）
※所得税の確定申告の相談・申告等
は、厚木税務署へお願いします。
【市税の納付方法について】
安心・便利で納め忘れのない口座
振替のほかにコンビニ納付・ペイジー
納付ができます。また、
「ヤフー・公
金支払い」のサイトを利用したクレ
ジットカード納付もできます。
問合せ先 厚木市役所収納課
電話（２２５）２０２０（直通）

15

◆厚木市役所からのお知らせ
市民税・県民税申告書の受付会場
は、市民税課（本庁舎２階５番窓口）
のほか、市内 地区公民館を巡回し
て開設します。
申告が必要な方は、３月 日（月）
までに必要書類を添付して、受付会
場である市民税課又はお近くの公民
館に提出されるか、市民税課宛に郵
送してくださるようお願いします。
また、今年からインターネット上で

10

◆清川村役場からのお知らせ
２月 日から３月 日まで（土・
日・祝日等を除く）の間は、簡易な
確定申告（給与・年金所得など簡易
な申告のみ）の受付・相談も併せて
行います。

15

令和２年分の所得税等の確定申告
■パソコンやスマホで作成できます！
新型コロナウイルス感染防止の観
点から、ご自宅等からのｅ‐ＴａＸ
（電子申告）をご利用ください。
パソコンやスマートフォンで「国
税庁ホームページ」へアクセスすれ
ば、簡単に申告書が作成できます。
また、マイナンバーカードをお持
ちでない方でも、事前に税務署で本
人確認の上、「ＩＤとパスワード」
の発行を受ければ、ｅ‐Ｔａｘによ
る電子送信が可能です。

■ＱＲコードを利用したコンビニ納付
国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」又はコンビニ納
付用ＱＲコード作成専用画面から、
納付情報を入力し「ＱＲコード」を
作成することで、納付書の取得のた
め、税務署に出向くことなく、お近
くのコンビニで納付することができ
ます。
■申告及び納税の期間
◎所得税及び復興特別所得税
２月 日（火）～３月 日（月）
還付申告は２月 日（月）以前で
も提出できます。
◎贈与税
２月１日（月）～３月 日（月）
◎個人事業者の消費税及び地方消費税
１月４日（月）～３月 日（水）
■申告書作成会場の開設期間
２月 日（火）～３月 日（月）
土、日及び祝日を除きます。
ただし、２月 日（日）及び２月
日（日）は開場します。
申告書作成会場は、混雑（３密）回
避のため入場制限を実施します。
申告書作成の受付は午後４時まで。
■問合せ先 厚木税務署
電話（２２１）３２６１（代表）
減されます。複数の業務の間での連
携が進み、作業の重複などの無駄が
削減されます。
）
昭和の時代は固定電話、平成の時
代は携帯電話、スマートフォンが普
及しました。令和の時代では、オン
ラインリモート、キャッシュレスが
普及し始め、行政手続等も効率化を
図るため年々進みつつあります。
昨年 月末の人口に対するマイナ
ンバーカードの交付枚数率は、厚木
市が約 ％、愛川町と清川村は約
％です。この制度の目的や安全性が
理解されていないがゆえの結果と思
われます。
マイナンバー制度を理解し、近未
来社会のために積極的
にマイナンバーカード
を申請しましょう。
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地方税の申告と納税は
eＬTAX（エルタックス）
申告と納税はインターネットで

●ぜいきんクイズ●

10

15

国税の申告と納税は
e-Tax（イータックス）
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【応募先】
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16
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〒243-0017
厚木市栄町一丁目16番15号
公益社団法人 厚木法人会
電 話（２２１）１０５５
ＦＡＸ（２２２）３８０８
E-mail info@a-net.or.jp
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話のネタに！

ス、ｅ‐Ｔａｘ等の電子証明書を利
マイナンバー制度３つの目的
用した電子申請等、様々なサービス ① 公平公正な社会の実現
に利用できます。カードの交付申請 （所得や他の行政サービスの受給状
を 行 う と 市 区 町 村 か ら 交 付 通 知 書 態を把握しやすくなるため、負担を
（ハガキ）が届き、必要書類を持参 不当に免れることや給付を不正に受
して交付窓口へ受け取りに行きます。 けることを防止するとともに、本当
なお、交付の際には暗証番号を設定 に困った方にきめ細やかな支援を行
しますので、事前に考えておく必要 うことができます。
）
があります。
② 国民の利便性の向上
現在、マイナンバーカードを使っ （添付書類の削減など、行政手続き
て、マイナポイントの予約・申込を が簡素化され、国民の負担が軽減さ
行い、選択したキャッシュレス決済 れます。行政機関が持っている自分
サービスでチャージや買い物をする の情報を確認したり、行政機関から
と上限５千円分のマイナポイントが の様々なサービスのお知らせを受け
付与
（令和３年３月末まで予定）
され 取ったりできます。
）
ます。また、マイナンバーカードが ③ 行政の効率化
令和３年３月
（予定）
から健康保険証 （行政機関や地方公共団体などで、
として利用できるようになります。 様々な情報の照合、転記、入力など
（事前に利用申込が必要です。
）
に要している時間や労力が大幅に削
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からも ｅ‐Tax で送信できます！

【マイナンバー制度】
10

15

10

19

『作成コーナー』 にアクセス！
マイナンバーカード（見本）

スマホ
平成 年 月以降、
国民一人ひとりにマイ
ナンバー
（個人番号）
が
通知されました。申請
により交付されるマイ
ナンバーカード（プラ
スチック製）を作成す
ることで色々と利便性
が向上します。カード
には、本人の顔写真、氏名、住所、
生年月日、性別、マイナンバー（個
人番号）が記載され、ＩＣチップに
は電子証明書の機能を搭載していま
す。本人確認のための身分証明書と
して利用できるほか、自治体サービ
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法人会キャラクター
「けんた」

