
広島北税務署からのお知らせ広島北税務署からのお知らせ
確定申告会場のご案内

〔申告書の作成方法〕

〔申告書の提出方法〕

マイナンバーカードを使って送信 IDとパスワードで送信

用意するものは、次の２つ！
① マイナンバーカード

② ICカードリーダライタ　又は
　マイナンバーカード読取対応の
　スマートフォン

又は

ICカードリーダライタ
として代用できる端末は
一部のAndroid端末のみ

対応端末の一覧は
こちらから！

※国税庁HPで作成後、印刷して郵送等で税務署に提出することもできます。

スマホの方はこちらから ※65万円の青色申告特別控除を受ける場合など一部の方はスマートフォンでは作成できません。
スマホ専用画面

～申告書の作成はパソコン・スマートフォンから～

設置期間：令和３年２月16日（火）～令和３年３月15日（月）
※土・日・祝日は除きますが、２月21日及び２月28日の日曜日は開場します。
　２月15日（月）以前は、申告会場の設置はしておりません。

　本年の確定申告においては、申告会場の混雑を回避するため、会場への入場には入場整理券が必要です。
　なお、入場整理券（当日配付）の枚数には限りがあります。

場　　所：「NTTクレドホール」基町クレド・パセーラ11階
　　　　　広島市中区基町６番78号　広島県庁前
受付時間：午前８時30分～午後４時

相談時間：午前９時～午後５時

・｢ID・パスワード方式の届出完了通知｣の発行を希望さ
れる場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本
人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越し
ください。
・既にID・パスワード方式の届出を提出された方は、申告
書の控えと一緒に保管されている場合がありますので、
ご確認ください。
（注）ID・パスワード方式は暫定的な対応です。
　 お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

パソコン画面

ID・PW
が目印

国税は
、

ダイレクト納付
で 電子納税！

ダイレクト納付とは・・・

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある
利用可能金融機関は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご確認ください。

e-Taxの利用開始手続をする

　事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告・徴収高
計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、簡単な操作で、届
出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付がで
きる便利な電子納税の納付手段です。

○　インターネットを利用できるパソコンがあれば、利用可能です！
○　インターネットバンキングの契約が不要です！
○　利用者識別番号（ID）と暗証番号（PW)のみで納付手続が行えます！
⇒電子証明書の添付やICカードリーダライタは不要です

○　金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません！ 
⇒源泉所得税を毎月納付している方に便利です
○　即時又は納付日を指定して納付することができます！
○　税理士が納税者に代わって納付手続を行うことができます！
○　納付する際に、預貯金口座を選択できます！
○　納期限前の計画的な納付（予納）が簡単にできます！

e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）から、「e-Taxの開始届出書」をオンラインで提出し、
利用者識別番号を取得してください（即時発行されます）。
※既に利用者識別番号を取得済の方は二重に手続することのないようにご注意ください。

ダイレクト納付利用届出書を提出する

e-Taxホームページ　www.e-tax.nta.go.jp スマホ・タブレット
でもチェック！！

「ダイレクト納付利用届出書」にご利用になる預貯金口座を記載し、署名、押印の上、書面で税務署
に提出してください。
なお、納付する際に預貯金口座を選択するには、ご利用になる全ての預貯金口座についてあらかじ
め、「ダイレクト納付利用届出書」を提出しておく必要があります。
※ダイレクト納付が利用開始となるまでは、「ダイレクト納付利用届出書」の提出後１か月程度かかります。

簡 単

便 利

ダ イ レ クト 納 付 を 利 用 す る に は

※画面は令和元年分のものです。
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!
　エルタックスは，地方税に関する手続をインターネットを利用して電子的に行なうシステムです。
オフィスからネットで簡単に申告できます。（複数の地方公共団体への申告が，まとめて一度にできて便利です！）
　新型コロナウィルス感染症の影響により期限内申告が困難な場合，eLTAX を通じ申告期限延長申請の手続きができ
ます。新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例（特例猶予）もeLTAX で申請できます。

①eLTAXホームページ
　から利用届出

②利用者ID・
　仮暗証番号送信

④申告データを送信
　（電子申告）

⑤配信

⑦審査結果返信

⑧配信（電子申告）

広島県
（県税事務所本所）ポ

ー
タ
ル
セ
ン
タ

ご利用の流れ

⑨申告内容審査

⑩申告受理

⑥届出内容審査

③利用者ソフトをダウンロード

　（市販のeLTAX対応会計ソフトも可）

eLTAXでできる手続き

納税者等利用者
（税理士等）

広島県ホームページ（県税のページ）（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/）
広島県西部県税事務所法人課税課（TEL：082－513－5353（ダイヤルイン））

税　　目
申　請 ・ 届　出

手　　　　続

[令和2年4月現在]

申　　告

●中間申告

●確定申告

●修正申告 など

法 人 県 民 税

法 人 事 業 税

地 方 法 人 特 別 税

特 別 法 人 事 業 税

西部県税事務所からのお知らせ西部県税事務所からのお知らせ

詳しい内容や手続等については、eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

地方税も電子申告

広島市役所からのお知らせ
令和2年中に給与の支払をされた法人・事業主の方は、令和3年2月1日（月）までに、給与支払報告書（個人別明細書

と総括表）及び普通徴収切替理由書を提出してください。

このうち、「個人別明細書」は、令和3年1月1日に広島市に住所がある人で、令和3年1月1日現在において給与の支

払を受けている人又は令和2年中に退職された人で給与支払金額の合計が30万円を超える人（アルバイトなどの短

期就労者も含む。）について1名につき2枚作成してください。また、「総括表」は広島市に提出される個人別明細書の

人数等を記載したものを1法人又は1事業主につき1枚作成してください。

さらに、広島市に個人別明細書を提出される人のうち、市民税・県民税を特別徴収（給与から差し引き）できない人

がいる場合は、その理由と人数を記載した「普通徴収切替理由書」（注）を、1法人又は1事業主につき1枚作成してくだ

さい。

（注）「普通徴収切替理由書」の作成方法などは、広島市のホームページ「令和3年度給与支払報告書の提出について」

　　　(https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/26/2140.html）をご覧ください。

●提出先・問合せ先　広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係（℡ 082-504-2089）

事業を営んでいる人が、令和3年1月1日現在、広島市内に固定資産税の対象となる償却資産（事業用資産）を所有し

ている場合には、資産の種類・取得価額・数量等を記載した償却資産申告書を作成し、令和3年2月1日（月）までに提出

してください。

なお、複数の区に償却資産を所有している場合には、資産の所在する区ごとに申告書を作成し、提出してください。

●償却資産とは
会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品等で、土

地及び家屋以外の減価償却できる資産（自動車税（種別割）・軽自動車税（種別割）の課税対象である自動車等を

除きます。）をいいます。

●提出先・問合せ先　広島市役所財政局税務部固定資産税課償却資産係（℡ 082-504-2127）
　※申告書、申告の手引等が必要な方は償却資産係にご連絡ください。

　※申告書等の様式は、広島市のホームページ「令和３年度償却資産申告について」

　　　（https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/2080.html）からもダウンロードできます。

【給与支払報告書の提出等について】

【償却資産の申告について】

☆電子申告・電子納税をご利用ください☆

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等を対象とする特例措置について

特例率 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額を

前年の同期間と比較した際の減少割合

50％以上

30％以上50％未満

特例率

ゼロ

2分の1

　広島市では、eLTAXを利用し、インターネットによる申告等の受付を行っています。また、令和元年10月1日か

ら地方税共通納税システムによる電子納税が可能となりました（固定資産税は電子納税できる税目ではありません。）。

　詳しい内容や手続等は、eLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。

●法人設立・設置届又は異動届

●申告書の提出期限の延長に係る届出書及び
申請書

●新型コロナウィルスの感染症の拡大に伴う
申告・納期限の延長申請（ eLTAX 様式を申
告データに添付）

●新型コロナウィルス感染症緊急経済対策に
おける徴収猶予の特例の申請（ 「 税務代理権
限証書 」から申請）

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業

者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分に限り、固定資産税及び都市計画税の課税標

準額を、事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1とする特例措置が講じられます。

※この特例措置の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関等の確認（注）を受けた申告書及び同機関に提出

した書類一式を、令和3年2月1日（月）までに固定資産税課償却資産係、市税事務所家屋係又は税務室に提出

する必要があります。窓口の混雑緩和のため、郵送又は地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム

（以下「eLTAX(エルタックス）」といいます。）での提出にご協力ください。

（注）認定経営革新等支援機関等の確認については、中小企業庁のホームページ

　　 （https://www.chusho.meti.go.jp/）をご覧ください。

※要件・手続等については、広島市のホームページ

　（https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/177991.html）をご覧ください。
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令和2年中に給与の支払をされた法人・事業主の方は、令和3年2月1日（月）までに、給与支払報告書（個人別明細書

と総括表）及び普通徴収切替理由書を提出してください。

このうち、「個人別明細書」は、令和3年1月1日に広島市に住所がある人で、令和3年1月1日現在において給与の支

払を受けている人又は令和2年中に退職された人で給与支払金額の合計が30万円を超える人（アルバイトなどの短

期就労者も含む。）について1名につき2枚作成してください。また、「総括表」は広島市に提出される個人別明細書の

人数等を記載したものを1法人又は1事業主につき1枚作成してください。

さらに、広島市に個人別明細書を提出される人のうち、市民税・県民税を特別徴収（給与から差し引き）できない人

がいる場合は、その理由と人数を記載した「普通徴収切替理由書」（注）を、1法人又は1事業主につき1枚作成してくだ

さい。

（注）「普通徴収切替理由書」の作成方法などは、広島市のホームページ「令和3年度給与支払報告書の提出について」

　　　(https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/26/2140.html）をご覧ください。

●提出先・問合せ先　広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係（℡ 082-504-2089）
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してください。

なお、複数の区に償却資産を所有している場合には、資産の所在する区ごとに申告書を作成し、提出してください。
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30％以上50％未満
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ゼロ

2分の1
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　詳しい内容や手続等は、eLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。
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日本型リーダーシップ、
要点は「身の丈」

㈱アルティスタ人材開発研究所

代表　玄間　千映子

ビジョンを示し、情報を集め、戦略を立て、権限を
割り振り等するのが社員を積極的に行動させるた
めに必要なリーダーシップだと、海の向こうからは
聞こえてくる。しかし、観光業界注目の星野リゾート
の社長・星野佳路氏は、「経営者の背中を社員に示
すことこそ、自発型社員を生み出すリーダーシップ
の要点だ」という。
星野氏はリーダーシップに必要なこととして、①
共感を得るコミュニケーション力、②事実を正確に
把握する力、③決断する力、④率直さ、⑤質素倹約
の5つを上げている。いずれも“そうそう”とうなずけ
るものばかりだけれど、⑤の「質素倹約」に目が留
まった。ここでいう「質素倹約」とは、単なる節約で
はなく、要は「身の丈」のことを指している。
星野氏は自身の経営を通じて、社員の目を意識し

ないことはないという。社員は常に経営者の本気度
を探っており、それに応えることを経営者に求めてく
るというのだ。給料を高めるには、売り上げを上げ、
費用をコントロールし、そして利益を最大化すること
だということは、社員も十分知っている。そのため、
社員は自分たちの給料が上がることよりも、自分た
ちが業務遂行という活動に賛同し、参画するという
ことを一生懸命行った結果、その結果を経営者は
自分たちの納得のいくように扱うかに関心があると
いうのだ。
経営者がどんな車に乗っているか、どんな時計を

しているか、どんなレストランに行っているかとか、そ
れら経営者自身の生活は本当に事業に活力を与え
ることや利益の最大化に繋がっているのか、という
ことを社員は必ず問う、という。
経営者の個人的な生活も含めた活動全般にわ

たるお金の使い方が、社員の目に「なるほど、身の
丈に合っているな」と映るかどうかの方が、リーダー
シップとしては、なにより大事なことだと星野氏はい
うのである。

確かに、もし経営者の行動が会社の身の丈と映
らなければ、社員は搾取されていると感じてくるだ
ろう。そうなれば労使の関係は対立以外に出口は
なく、対峙の関係であれば命令でしか社員は動か
なくなる。会社の運営に必須な、社員との一体感
が希薄化するのは避けられない。
社員の活動を会社のための能動という自発に

するか、受動という指示待ち型にするか。自発性を
支えるのがリーダーシップだとするならば、その一
体感を支える最後のものは、経営者がどんな身の
丈であるかという、生き方だというのだ。その身の
丈が「経営者なりの質素倹約」であるかを、社員は
観ているということらしい。
社員は経営者の「背中」に、反応するという。こ

の視点は奴隷制を歴史に抱え、金銭的報酬と一
体になったリーダー論を展開している欧米のよう
な社会では気付かれにくい。しかし、搾取はされた
くないというのは、国をまたいだ人間心理に基づい
ている。ひょっとしたら、職場の中でもグローバル化
が加速する今日、有効なリーダーシップ論のキー
ワードは日本にあるのかもしれない。

　㈱アルティスタ人材開発研究所代表。國
學院大學卒。米インマヌエル大学大学院卒
後、米スタンフォード大学ビジネススクール修
了。現在、日本経済大学大学院非常勤講師、
信州大学コーディネーター兼先鋭材料研究
所野口研究室技術アドバイザー、（一社）水
底質浄化技術協会監事などを兼任。著書に
「朗働の時代」「ジョブ・ディスクリプション一
問一答」「リストラ無用の会社革命」など。

【筆者略歴】 玄間 千映子
げんま ちえこ

全法連コラム
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