
第56号
平成31年4月１日

▪平成31年度 税制改正に関する提言 …６・７
▪社長さん　こんにちは……………８・９
▪知識の窓…………………………………10
▪絵はがきコンクール入賞作品展………12

■主な内容
▪会長あいさつ……………………………２
▪受賞おめでとう…………………………３
▪研修会・セミナー開催…………………４
▪女性部会の活動…………………………５
▪青年部会の活動…………………………５

第46号
平成26年3月25日

■主な内容
▪新たな（公社）十日町法人会の運営（挨拶）……………………２
▪平成25年度納税表彰式…………………………………………３
▪第30回 法人会全国大会「青森大会」 …………………………４
▪平成26年度 税制改正に関する提言 …………………………４
▪社会貢献活動、新規加入会員…………………………………５
▪青年部会・女性部会の活動 ………………………………６・７
▪知識の窓…………………………………………………………８
▪税務署からのお知らせ…………………………………………９
▪社長さん　こんにちは……………………………………10・11

■松之山のむこ投げ・すみ塗り
　　松之山地区で約300年続いている小正月の奇祭「むこ投げ」
が１月15日に行われました。新婚の「むこ」を雪の崖下に放
り投げて祝福する行事は、よそ者に集落の女性を取られた腹
いせなどで始まったとされています。　　　　　　
　　また、すみ塗りは、「賽の神」という神事（どんど焼き）の灰と
雪を混ぜて「すみ」を作り、その場にいる人と「おめでとう」
と言いながら塗りあい、家業繁栄や無病息災を願う行事です。

第48号
平成27年3月25日

■主な内容
▪会長あいさつ……………………………………………………２
▪平成27年度 税制改正に関する提言 …………………………３
▪平成26年度納税表彰式…………………………………………４
▪第30回 法人会全国大会「栃木大会」 …………………………５
▪女性部会の活動……………………………………………６・７
▪青年部会の活動…………………………………………………８
▪税務署からのお知らせ…………………………………………９
▪社長さん　こんにちは……………………………………10・11
▪知識の窓…………………………………………………………12
▪絵はがきコンクール入賞作品展………………………………14

■越後妻有 雪花火
　３月７日㈯、花火と光のアートで彩る雪の夜の越後雪花火が
開催されました。
　2015年は、新十日町市が誕生して10年目。その新たなス
タートを記念して、今年は盛大な雪花火が打ち上げられました。
冬の夜空を彩るのは、雪上花火としては世界最大の三尺玉２発、
二尺玉３発など約1,500発の花火や約２万個のLEDを植えた
光の花畑が演出され、来場者からは花火打ち上げに芸術性やス
トーリーがあり「うわー綺麗」、「感動した」などの声が上がっ
ていました。

写真提供：
十日町市役所 企画政策課 広報広聴係

第49号
平成27年9月30日

■主な内容
▪着任ごあいさつ…………………………………………………２
▪平成27年度通常総会・記念講演………………………………３
▪感謝状贈呈・役員名簿…………………………………………４
▪平成27年度功労者・単位会表彰………………………………５
▪社会貢献活動……………………………………………………６
▪青年部会の活動 …………………………………………………７
▪女性部会の活動 …………………………………………………８
▪税務署からのお知らせ…………………………………………９
▪社長さん　こんにちは……………………………………10・11
▪知識の窓…………………………………………………………12
▪上高地ハイキング・第37回親睦ゴルフ大会…………………14

■大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ2015
　十日町市と津南町を会場に「第６回大地の芸術祭・越後妻有
アートトリエンナーレ2015」が７月26日から９月13日ま
での50日間の会期で開催されました。
　大地の芸術祭は3年に1度開催され、今回が第６回目となり
35の国と地域から350組の作家が参加して、越後妻有の里山
に380の作品が展示されるとともに多彩なイベントも開催さ
れました。外国人観光客も多く目立つようになり入込客数は、
前回が過去最多の48万8千人でしたが、今回は51万人となり
過去最高を更新しました。

写真提供：十日町市役所 企画政策課 広報広聴係　

第50号
平成28年3月25日

■主な内容
▪会長あいさつ……………………………………………………２
▪平成28年度 税制改正に関する提言 …………………………３
▪受賞おめでとう…………………………………………………４
▪青年部会の活動…………………………………………………７
▪女性部会の活動…………………………………………………８
▪税務署からのお知らせ…………………………………………９
▪社長さん　こんにちは……………………………………10・11
▪知識の窓…………………………………………………………12
▪絵はがきコンクール入賞作品展………………………………14

■越後妻有の早春は雪まつりやイルミネーションがいっぱい！
　世界でも有数の豪雪地である十日町市と津南町では、雪とと
ともに暮らし、雪を楽しむための知恵と技であふれています。
「現代雪まつりの発祥」と言われる十日町雪まつりをはじめ、
各地で雪まつりやイルミネーション、雪花火など、数十年ぶり
の小雪の中で開催されました。
　〈表紙の写真〉　①十日町雪まつり　２月19日～21日
　　　　　　　　②越後妻有雪花火　３月５日
　　　　　　　　③つなん雪まつり　３月12日
　　　　　　　　④越後松代冬の陣　３月12日・13日
　　　　　　　　⑤雪原カーニバルなかさと　３月12日

写真提供：十日町市・津南町　
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第54号
平成30年3月31日

■主な内容
▪会長あいさつ…………………………………………………２
▪受賞おめでとう………………………………………………３
▪研修会・セミナー開催………………………………………４
▪女性部会の活動………………………………………………４
▪青年部会の活動………………………………………………５
▪平成30年度 税制改正に関する提言 …………………６・７
▪社長さん　こんにちは…………………………………８・９
▪知識の窓………………………………………………………10
▪絵はがきコンクール入賞作品展……………………………12

■雪国の春は花が一斉に咲く！
　「春」の語源は、諸説あるようです。草木の芽が「張る（はる）」
季節からとする説、田畑を「墾る（はる）」季節から「春」にな
ったとする説、気候の「晴る（はる）」が転じて「春」になった
説です。いずれにしても、春とはその季節に生じる植物であった
り、自然の様子を色こく反映させたものであることがわかります。
　当地方の春は、厳しく長い冬を乗り越えた花々が、雪解けと同
時に一斉に花を咲かせます。他の地域では見られない花の競演が
はじまります。また当地方の春の食べ物の代名詞ともなっている
山菜、あくがなくおいしい山菜料理、春の息吹を体中で感じられ
る時期となりました。

写真提供：十日町市観光協会

黄桜の丘公園

智泉寺

長者ヶ原公園

第47号
平成26年9月30日

■主な内容
▪着任のごあいさつ………………………………………………２
▪平成26年度通常総会・理事会状況………………………３・４
▪各地区総会・平成26年度功労者・単位会表彰………………５
▪社会貢献活動・お知らせ… ……………………………………６
▪青年部会・女性部会の活動 ……………………………………６
▪社長さん　こんにちは……………………………………８・９
▪税務署からのお知らせ……………………………………10・11
▪知識の窓…………………………………………………………12
▪奥日光ハイキング・第36回親睦ゴルフ大会…………………14

■第20回 十日町石彫シンポジウム
　　アートのかおるまちづくり事業「第20回 十日町石彫シン
ポジウム」が７月26日～８月17日まで、３人の作家が参加し
て石彫の作成状況が公開されました。また、20回を記念して
十日町駅東口公園では、歴代参加作家展が開催され、約90点
の作品が展示され、観光客や帰省客が足を止めて作品に見入
っていました。

　十日町法人会は、昭和62年に社団法人へ移行し、平成
24年に公益社団法人へと移行しました。法人会だよりは、
平成元年から今回の56号で55回発刊されました。表紙は
地域の出来事・催しなど、常に地域の振興に寄与する内
容を用いることに努めてきました。

平成最後の法人会だより
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　各県連からの要望を受け、「平成31年度税制改正に関する提言」が９月20日開催の全法連理事会で決議された。こ
れを受け、全法連では10月から11月にかけ、財務省、国税庁、中小企業庁、総務省、さらに自民党、公明党、希望の
党など各政党あてに提言書を提出。新潟県連においては、新潟県選出国会議員12名、県知事、県議会議長、市長、市
議会議長、計14自治体28名の方々に提言書を提出した。
　中小企業の活性化に資する税制措
置をはじめ、消費税率引き上げ延長
を踏まえ改めて単一税率維持、事業
承継税制の拡充、行政、行政改革の
徹底などを強く求めた。
　当法人会では、12月7日、村山政
文会長と小野塚税制委員長が関口芳
史市長と庭野政義議長へ提言書を提
出しました。

ごあいさつ

公益社団法人 十日町法人会
会　長　村 山 政 文

　今春は、例年になく早い雪消えになりそうです。平成最後の春、皆様にはご清栄のことと拝察申し上
げます。
　御代替わりの年は、大きな変化があるといわれます。己亥（つちのとい）でもあり、変化対応が問わ
れる年です。世界の政治経済情勢は日々流動化が進展しています。国内外で景気の減速も懸念されてい
ますが、足元を固めて、着実に対応していただきたいと願っています。
　当会の平成30年度の各事業は滞りなく実施させていただきました。ご理解、ご協力に対し厚く感謝と
お礼を申し上げます。ありがとうございました。
　税務研修会は各地区で開催し、地区の皆さんと有意義な意見交換もできました。今年10月の消費税ア
ップに対し、特に軽減税率制度については、より理解を深めてもらう機会が必要だと思います。児童図
書の贈呈事業は、平成25年度からスタートし、平成30年度で管内全小学校に実施できました。新たな取
り組みも検討したいと考えております。
　当会の根幹であります加入状況は、平成30年12月末で管内法人数1,111社中、加入653社で女性部会員
41名、青年部会員42名で、加入率は58.7%と県内２位となっております。廃業等による退会が、加入を
上回り、減少傾向が止まりません。管内は創業法人設立が少なく、今後の憂慮すべき課題となっており
ます。一方、女性部会の研修会で「地域おこし協力隊等」として地元にＩターン、Ｕターンした後、農
業＋Ｘ１＋Ｘ２等で起業し、地域のリーダーとしても活躍している方にお会いしました。独自のスキル
とネットワークをもってガンバッテおられる姿に大いに啓発されました。そのような方が地元には多く
居られます。当法人会も行政、関係機関と連携して、創業支援、企業支援を進めてゆくことが必要と考
えます。ご協力をお願いします。また、今年度は役員改選を迎えます。新しい体制の発足がスムーズに
できますよう、重ねてよろしくお願い申し上げ、ご挨拶といたします。

市長・議長へ平成31年度税制改正に関する提言
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十日町税務署長講演会 「くらしを支える税」
　納税表彰式終了後、十日町税務署長　山本武幸氏より「くらしを支える
税」の演題で講演がありました。租税教室で使う「１億円のレプリカ」を
用い、これを国の予算と同額並べるとどのくらいの長さになるか？からは
じまり、租税教育の重要性や2019年10月に予定されている軽減税率等につ
いてなどのお話をいただきました。

記念講演 「相続・事業承継への準備と心がまえ～考えておきたいこと、知っておきたいこと！」
講師：Office　SHIMADU　代表　島 津 　 悟 氏

受賞おめでとうございます

　「税を考える週間」に十日町税務署管内税務関係団体連絡協議会・十日町税務署・十日町市租税教育推進協議会・津
南町租税教育推進協議会で主催する「平成30年度納税表彰式」を平成30年11月15日㈭にラポート十日町で多数の関係者
の出席のもとに開催され、税務署長表彰、中高校生の税の作文優秀作品表彰、十日町法人会会長表彰などが行われた。

●十日町税務署長賞　　十日町法人会 副会長　樋口　勝彦（㈱共立舗装）
●十日町法人会会長表彰　　十日町法人会 理　事　岡田　和則（㈱クローバフォー）
　　　　　　　　　　　　　十日町法人会 理　事　児玉　義昭（㈱児玉建設）
●十日町法人会優良経理担当職員表彰
　　油品登美子　　　㈱カーショップみなみ
　　小野塚はるみ　　㈱拓　越
　　金澤麻衣子　　　㈱吉田商会
　　小林　　貢　　　三洋自動車㈱
　　重野　洋子　　　㈱庭野電機商会
　　中條　祐美　　　大島電気㈱

平成30年度　納 税 表 彰 式

法
人
会
関
係
者
受
賞
者

　十日町税務署長の講演に続き、法人会主催で記念講演が行われ、全国の法人会・納税協会の経営セ
ミナー、税理士会・税理士協同組合向けのセミナー講師として定評の
あるOffice SHIMADU代表 島津悟氏より「相続・事業承継への準備
と心がまえ」の演題で講演をいただきました。「被相続人を含む親族
が如何に安心できるか」、「事業承継への留意点」、「一度は検討したい

自社株の納税猶予制度（相続税・贈与税）」「元気なうちに、誰に託すかを決めて準備す
る」など、トラブルなどの事例をまじえてわかりやすく講演をしていただきました。
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〈税務研修会〉～消費税軽減税率制度の基本と実務対策～

セミナー開催

社会貢献活動「児童図書の寄贈」

税の広報活動

　2019年10月１日より、消費税の10％引き上げが予定されています。これに合わせて、軽減税率制度（８%）が導入されます。当法
人会では、混乱やトラブルが起きないよう消費税軽減税率制度について十日町税務署法人課税部門統括国税調査官を講師に十日町市・
津南町の協力を得、一般住民も対象に研修会を４回開催しました。

■保険見直しセミナー
　平成30年11月８日、二葉家にて水沢地域会員の
経営セミナーを開催しました。講師にはAIG損害
保険㈱上信越エリア統括部長岡支店長　河合正祥
氏をお招きし、お話を伺いました。
　近年に発生した地震や風水害等に対して中小企
業の保険準備状況、アンケート結果による災害リスクに対して保険等の備えが十分で
ない、企業の責任も労災対策も変わった中で、労災における企業防衛について備える
保険も変わるなどの研修を受けました。

■“売上ＵＰ”につなげるＰＯＰセミナー
　平成30年12月13日、川西商工会と共催で川西商工会館にて、販売促進のための経営

セミナーを開催しました。販売・集客促進コンサ
ルタントなどで活躍中のクリエイティブ・リタ代
表 竹谷知江子氏を講師に、消費者に訴求力のあ
る「ＰＯＰ広告」の作成方法について、すぐにお
店や会社で使えるコツやノウハウを、実習を交え
ながらわかりやすく伝授を受けました。

■とおかまち産業発信フェアで税の広報・
　税金クイズを実施
　平成30年10月21日、第１回十日町産業発
信フェアが十日町地域地場産業振興センタ
ーで開催された。十日町税務署管内税務関
係団体連絡協議会で税のブースを設け、
e-Tax利用などのリーフレット・ティッシ
ュの配布や税金クイズ、１億円レプリカに
よる重さ体験、租税教育の取り組みなどを
広報しました。

　読書により豊かな心の増進に役立てていただくため、平成25年度より十日町市・津南
町の小学校へ児童図書の寄贈を行っています。本年度も３月26日、十日町市教育委員会
を村山政文法人会会長と関谷克浩副会長が訪れ、小学校４校（吉田小学校、鐙島小学校、
下条小学校、西小学校）へ児童図書223冊分の目録を蔵品教育長へ渡しました。今年度
で管内小学校23校全てへの寄贈が終了しました。６年間で延べ1,201冊を寄贈すること
ができました。

研修会・セミナー開催

■松代松之山
　地域研修会
　10月17日

■津南町地域税務研修会　２月26日

〇津南町役場会場　11月29日
■経理事務実務者研修会
〇十日町市クロステン会場� 11月27日

■新春税務研修会・賀詞交歓会
　平成31年１月16日に、恒例となりました「税務関
係団体新春税務研修会」を十日町地域地場産業振興
センターにおいて開催しました。
　最初に、十日町税務署長「山本武幸」氏による講
演があり、株価と干支にちなんだ景気動向と消費増
税について、税務署が行っている著名人による広報
施策などのお話しを
いただきました。研
修会終了後には賀詞
交歓会が行われまし
た。来賓と税務関係
団体代表者による鏡
開き、十日町間税会
会長の古澤実氏によ
る乾杯の御発声の
後、盛大に行われま
した。
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務めるボブ・ファーム代表 大津貴夫氏を講師に「食と農でつ
ながっていく十日町の未来」の演題でご講話をいただきました。
最初の自己紹介から笑いを誘いながら食と農を考える飛渡の会
について、飛渡地区は14集落があるが、横の繋がりがなく自分
の集落・自分の家にこもってしまう。目指したのは自分で作っ
ている野菜を売ることで収入につながり、生きがいになる、す
ると会議等にも出席するようになる、日常からポジティブな発
言が増え、健康でいられる、最後はぴんぴんころり。食と農で
繋がっていく十日町の未来で目指すのは、農副連携の先進地に
なる、高齢者が元気になれば自然と町が笑顔になる。高齢者が
生きがいを持
って暮らして
いけるシステ
ムの構築など
笑いのある楽
しい研修会で
した。

青年部会の活動

女性部会の活動

■ 企業訪問　東日本初上陸の森林空中アスレチック‼
　「アルプスアドベンチャー」に携わって！

■ 租税教室

　平成30年11月28日、恒例の企業訪問を今年度は、二葉家を会場に、㈱丸山代表取締役社長
江村文理（よしのり）氏をお招きし、フランス生まれで東日本初の「アルプスアドベンチャ
ー」に携わって！の内容で講話をいただきました。当間高原リゾートから依頼を受け、社業
である特殊伐採が建設に役立ち、十日町青年会議所に在籍していたことから本事業に携わる
きっかけとなったこと。視察して高所から絶対外れることのないアエロリンクを発見、フラ
ンスTECHFUN社マチュー技師が来日しコース設計をされたことなどをお話しいただきまし
た。現在は、フィールド管理委託を受けています。

　青年部会では、「租税教育」を活動の大きな柱と位置付け、日
本の未来を担う子供たちに税の仕組み・税の大切さを青年経営者
並びに青年経営幹部の立場で教えています。
　本年度も中学校３校、小学校７校で租税教室を開催しました。
〇11月以降租税教室を開催した小中学校及び青年部会派遣講師
　11月27日　松之山中学校　講師：上村友博
　12月11日　千 手 小 学 校　講師：押木郁夫
　12月13日　松 代 小 学 校　講師：若井悠里
　12月17日　下 条 小 学 校　講師：山田　剛
　12月18日　東 小 学 校　講師：馬場浩一・大島　博
　１月22日　上 野 小 学 校　講師：岡田和則・吉楽健一
　１月22日　西 小 学 校　講師：髙橋　豪
　１月30日　田 沢 小 学 校　講師：服部好位

■ 研修会
　 演題：「食と農でつながっていく

十日町の未来」
　女性部会では、平成31年２
月22日、松喜屋にて恒例の新
春研修会を開催しました。こ
の研修会では毎年、まちづく
りや地域の活性化のために活
動している方を講師にお招き

し、まちづくりの研修を行っています。今年度は30歳を過ぎ脱
サラし、故郷に戻り専業農家になり、地域の担い手として、ま
た県農業士会副会長、十日町市農地利用最適化推進委員などを

■ 社会貢献「タオルの寄贈」
　女性部会の社会貢献活動の一環として平成13
年度から実施している、会員から集めた未使用
タオルの寄贈を今年度は、社会福祉法人清津福
祉会特別養護老人ホーム「桜湯の里２号館レイ
ンボー」へタオル等215枚を寄贈しました。

右から
　桜湯の里２号館レインボー施設長
� 八重沢紀夫 様
� 女性部会長　庭野　和子
� 女性部会理事　児玉さゆり
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３．行政改革の徹底　
　・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・議会が

「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削らなければな
らない。にもかかわらず、政府・議会ともに国民の信頼を裏切
るような事態に陥っているのは残念でならない。

　⑴　国・地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑制。
　⑵　厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と、能

力を重視した賃金体系による人件費の抑制。
　⑶　特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　⑷　積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．消費税引き上げに伴う対応処置
　・消費税率10%への引き上げと同時に軽減税率が導入されること

になっているが、これは事業者の事務負担が大きいうえ、税制
の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題
が多く、税率10%程度までは単一税率が望ましいことを改めて
表明したい。

　⑴　現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の効果等
を検証し、中小企業が適正に価格転嫁できるよう、さらに実効
性の高い対策をとるべきである。

　　　なお、消費税率引き上げによる駆け込み需要と反動減による
景気変動を抑制するための方策として、「消費税還元セール」
等の表示を可能とすることが政府で検討されている。これは消
費税の適正な転嫁に関わるだけでなく、中小企業に対して本体
価格の引き下げを要求されかねない等、影響も大きいことから
慎重な検討を求める。

　⑵　消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題
となる。消費税の制度、執行面においてさらなる対策を講じる
必要がある。

　⑶　軽減税率制度を導入するのであれば、国は国民や事業者に対
して制度の周知を行い、混乱が生じないよう努める必要がある。
また、システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中
小企業に対して特段の配慮が求められる。

５．マイナンバー制度
６．今後の税制改革のあり方

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
　・ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率平均は25%、アジア主要10 ヵ

国の平均は22%となっており、依然として我が国の水準は高い。
このため国際競争力強化などの観点から、今般の法人実効税率
引き下げの効果等を見極めつつ、さらなる引き下げも視野に入
れる必要がある。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
　⑴　中小法人に適用される軽減税率の特例15%を時限措置（平成

31年３月31日まで）ではなく、本則化する。なお、直ちに本則
化することが困難な場合は、適用期限を延長する。また、昭和
56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所
得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。

　⑵　租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策
目的を達したものや適用件数の少ないものは廃止を含めて整理
合理化を行う必要があるが、中小企業の技術革新など経済活性
化に資する措置は、以下のとおり制度を充実し、本則化すべき
である。なお、中小企業投資促進税制の適用期間が平成31年３
月31日までとなっていることから、直ちに本則化することが困
難な場合は、適用期間を延長する。

　　①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、
「中古設備」を含める。

　　　なお、中小企業投資促進税制の上乗せ措置として平成29年度
に改組された中小企業経営強化税制について、事業年度末が
迫った申請の認定に当たっては弾力的に対処すること、及び
適用期限（平成31年３月31日まで）を延長すること。

Ⅰ．税・財政改革のあり方
１．財政健全化に向けて
　　政府は、プライマリーバランス黒字化目標の達成時期を2025年

度に大幅延期したが、2022年から団塊の世代が75歳の後期高齢者
に入り始めることなどを考えれば、それまでに黒字化を達成して
おくことが極めて重要になる。

　⑴　2019年10月の消費税率10％への引き上げは、財政健全化と社
会保障の安定財源確保のために不可欠である。税率引き上げに
よる悪影響を緩和する等の経済環境整備は必要であるが、それ
がバラマキ政策とならないよう十分配慮すべきである。

　⑵　政府は、2016年度から18年度の３年間を集中改革期間と位置
づけ、政策経費の増加額を1.6兆円（社会保障費1.5兆円、その
他0.1兆円）程度に抑制する目安を示し、達成した。2019年度
から21年度の基盤強化期間についても、社会保障費の増加額を
抑制する目安を示し、改革に取り組む必要がある。

　⑶　財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的改革に
よって進めることが重要である。歳入では安易に税の自然増収
を前提とすることなく、また歳出については、聖域を設けずに
分野別の具体的な削減の方策と行程表を明示し、着実に改革を
実行するよう求める。

　⑷　消費税についてはこれまで主張してきたとおり、税率10％程
度までは単一税率が望ましいが、政府は税率10％引き上げ時に
軽減税率制度を導入する予定としている。仮に軽減税率制度を
導入するのであれば、これによる減収分について安定的な恒久
財源を確保すべきである。

　⑸　国債の信認が揺らいだ場合は、長期金利の急上昇など金融資
本市場に多大な影響を与え、成長を阻害することが考えられる。
政府・日銀には、市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求め
たい。

２．社会保障制度に対する基本的な考え方
　・社会保障費給付費は公費と保険料で構成されている。適正な
　　「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点化・効率化」に

よって可能な限り抑制しないと持続可能な社会保障制度は構築
できない。

　・社会保障の基本的あり方では、「自助」「公助」「共助」の役割
と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点も重要である。その
意味で、医療保険の窓口負担や介護保険の利用者負担などの本
人負担については、高齢者においても負担能力に応じた公平性
を原則とする必要がある。

　⑴　年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」「支給開
始年齢の引き上げ」「高所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分
の年金給付削減」等、抜本的な施策を実施する。

　⑵　医療については、成長分野と位置付け、大胆な規制改革を行
う必要がある。給付の急増を抑制するために診療報酬（本体）
体系を見直すとともに、政府目標であるジェネリックの普及率
80％以上も早期に達成する。

　⑶　介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介護
が必要な者とそうでない者とにメリハリをつけ、給付及び負担
のあり方を見直す。

　⑷　生活保護については、給付水準のあり方などを見直すととも
に、不正受給の防止などさらなる厳格な運用が不可欠である。

　⑸　少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等を整備す
るなどの現物給付に重点を置くべきである。その際、企業も積
極的に子育て支援に関与できるよう、企業主導型保育事業のさ
らなる活用に向けて検討する。なお、子ども・子育て支援等の
取り組みを着実に推進するためには安定財源を確保する必要が
ある。

　⑹　企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないよ
うな社会保障制度の確立が求められる。

平成31年度　税制改正に関する提言（要約）
基本的な課題
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Ⅳ．震災復興�
　・東日本大震災から復興に向けて復興期間の後期である「復興・

創生期間（平成28年度～32年度）」も３年目に入っているが、
被災地の復興、産業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興
事業に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予算を適正
かつ迅速に執行するとともに、原発事故への対応を含めて引き
続き、適切な支援を行う必要がある。また、被災地における企
業の定着、雇用確保を図る観点などから、実効性のある措置を
講じるよう求める。

　・熊本地震についても、東日本大震災の対応などを踏まえ、適切
な支援と実効性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興
の実現等に向けて早急に取り組まなければならない。

税目別の具体的課題
●法人税関係
１．役員給与の損金算入の充実
　⑴　役員給与は原則損金算入とすべき
　⑵　同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．公益法人課税
●所得税関係
１．所得税のあり方
　⑴　基幹税としての財源調達機能の回復
　　　基幹税としての財源調達機能を回復するためにも、所得税は

国民が能力に応じて適正に負担すべきである。
　⑵　各種控除制度の見直し
　　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的なものに見直す

必要がある。とくに、人的控除については累次の改正の影響
を見極めながら、適正化を図るべきである。

　⑶　個人住民税の均等割
　　　地方税である個人住民税の均等割等についても、応益負担原

則の観点から適正水準とすべきである。
２．少子化対策
●相続税・贈与税
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、これ

以上の課税強化は行うべきではない。
２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきである。
　⑴　贈与税の基礎控除を引き上げる。
　⑵　相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）を引き上げる。
●地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴　商業地等の宅地を評価するに当たっては、より有益性を考慮

した評価に見直す。
　⑵　家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
　⑶　償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、「少

額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産（30万円）
にまで拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業年度末とす
ること。また、将来的には廃止も検討するべきである。

　⑷　固定資産税の免税点については、平成３年度以降改定がなく
据え置かれているため、大幅に引き上げる。

　⑸　国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地
の評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価体制は一
元化すべきである。

２．事業所税の廃止
　　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃

止すべきである。
３．超過課税
　　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対象として

いるうえ、長期間にわたって課税を実施している自治体も多い。
課税の公平を欠く安易な課税は行うべきでない。

　　なお、平成36年度から森林環境税の課税が開始される予定であ
るが、現在、各府県で導入している森林環境等を目的とした超過
課税と二重課税とならないよう配慮するとともに、真に必要な事
業に使途を限定すべきである。
４．法定外目的税
　　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することのないよう

配慮するとともに、税収確保のために法人企業に対して安易な課
税は行うべきではない。

　　②少額減価資産の取得価額の損金算入の特例については、損金
算入額の上限（合計300万円）を撤廃する。

３．事業承継税制の拡充
　・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や雇

用確保などに大きく貢献している。その中小企業が相続税の負
担等によって事業が継承できなくなれば、経済社会の根幹が揺
らぐことになる。今年度の税制改正では比較的大きな見直しが
お行なわれたが、さらなる抜本的な対応が必要となる。

　⑴　事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の
創設

　　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な
措置にとどまっており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必
要である。とくに、事業に資する相続については、事業従事を条
件として他の一般財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用
資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。

　⑵　相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　　平成30年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するた

め、10年間の特例措置として同制度の拡充が行われたことは評
価できるが、事業承継より円滑に実施できるよう以下の措置を
求める。

　　①猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成29年以前
の制度適用者に対しても適用要件を緩和するなど配慮すべき
である。

　　②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周
知に努める必要がある。なお、特例制度を適用するためには、
５年以内に「特例承継計画」を提出する必要があるが、この
制度を踏まえてこれから事業承継の検討（後継者の選任等）
を始める企業にとって時間的な余裕がないこと等が懸念され
る。このため、計画書の提出期限について配慮すべきである。

Ⅲ．地方のあり方
　・国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化を図る地方

分権化は地方の活性化にとっても極めて重要である。ただ、そ
の際に不可欠なことは地方の自立・自助の精神であることを改
めて強調しておきたい。地方創生戦略もこれを基本理念とすべ
きである。

　・「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のような手法は、
あまりに安直であり真の地方活性化にはつながるまい。そもそ
も住民税は居住自治体の会費であり、他の自治体に納税するこ
とは地方税の原則にそぐわないとの指摘もある。納税先を納税
者の出身自治体に限定するなど、「ふるさと納税」本来の趣旨
に沿った見直しが必要である。

　・地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能を有している
ことから、地方の財政規律を歪めているとの指摘が多い。地方
は国に頼るだけでなく、自らの責任で必要な安定財源の確保や
行政改革を企画・立案し実行していく必要がある。

　⑴　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。また、中小企業の事業承継の問題は地方創生
戦略との関係からも重要であり、集中的に取り組む必要がある。

　⑵　公益行政による効率化の観点から道州制の導入について検討
すべきである。基礎自治体（人口30万程度）の拡充を図るため、
さらなる市町村合併を推進し、合併メリットを追求する必要が
ある。

　⑶　国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革に
は、「事業仕分け」のような民間のチェック機能を活かした手
法が有効であり、各自治体で広く導入すべきである。

　⑷　地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラスパイレ
ス指数（全国平均ベース）が改善せずに高止まりしており、適
正な水準に是正する必要がある。そのためには国家公務員に準
拠するだけでなく、地域の民間企業の実態に準拠した給与体系
に見直すことが重要である。

　⑸　地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム化すると
ともに、より納税者の視点に立って行政に対するチェック機能
を果たすべきである。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と
政務活動費の適正化を求める。行政委員会委員の報酬について
も日当制を広く導入するなど見直すべきである。
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☆事業内容について教えてください。
若月社長：私たちはお正月や祭事の際に使う〆縄を製

造・販売しています。
　　工程で機械を使ったりもしますが、基本的には人

の手で手作りしています。
　　一言で〆縄と言っても、様々な形状があり、使わ

れる材料にもそれぞれ意味が込められています。例
えば、主役になる藁には日本の主食でもあるお米に
感謝し、豊作を願うという意味があります。

☆これまで苦労されたことは？
若月社長：最近では材料になる藁が不足しています。

昔は十日町市内の農家さんに協力していただいて作
っていましたが、食用と分けて栽培しなければなら
ない事や、農家さんの減少もあり上越や他の地域に
もお願いして作って頂いています。

　　また、人手不
足も深刻な問題
です。従業員の
高 齢 化 が 進 む

　中、後継者が少
なくなっていま
す。若い人たち
の稲作を含め、
藁に触れる機会
が減ってしまっ
ているのも原因
かと思います。

☆製品が出荷されるまでの事を教えてください。
若月社長：まずは７月頃に一年分の藁を刈り取った後、

冷暗所で保管して松代のスキー場入口にある作業所
で加工をします。だいたい13人くらいの従業員の
方々がその年に出荷する正月飾りを作っています。
３月頃に今年のデザイン決めから商品カタログの用
意をし、10月から10月頃に注文を頂いて、年末にか
けて出荷が始まります。年が明ければその年、また
次の年と一年を通して飾りを作っています。大きな
取引先では10ｔトラックで20台分を出荷する事もあ
ります。

社長さん こんにちは
有限会社　川 端 商 店

代表取締役　若 月 英 樹 さん

　今回は十日町市松代にある有限会社�川端商店の
社長・若月英樹さんにお話をお伺いいたしました。

「国産へのこだわりと
伝統を守る」
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☆商品の数やデザインはいくつくらいありますか？
若月社長：通常の物で大小合わせれば大体20～30点ほ

どあります。その他、〆飾りは地域によって色々な
種類があり、家庭用や神棚用と用途も様々です。お
客様からの要望によってデザインや形も変わってく
るので、そういった商品も含めたら数えきれないほ
どたくさんあります。

☆今後の事業について教えてください
若月社長：今では100円ショップなどで中国産の飾り

を多く見るようになりました。安価でそれなりの大
きさで売られているものですから、購入される方も
いるかと思います。

　　しかし、外国産の飾りには藁ではなく水草などを
使っているものが多く、豊作や健康を祈願するとい
う本来の意味からかけ離れてしまいます。

　　当社では「国産の藁」にこだわっていきたいです
ね。多少価格が高くても、日本随一の米処という事
もあり、ブランド力を評価してもらえていますし、
何より外国産とは違って発色が良いですし、色落ち
も少ない。こういった差別化を強みにしていきたい
ですね。

☆若い世代に対して何かアプローチは？
若月社長：以前に地域おこし協力隊の方たちに手伝っ

てもらったこともありました。
　　飾りに使う稲は食用とは違って丈が長い分、束に

してトラックに積み込む作業もとても大変です。７
月の暑い頃に行う作業ですし、地元の人でも気が引
けてしまう作業なのですが、苦にせず積極的に取り
組んで頂きました。

　　ありがたいことに協力隊の任期が終わった後でも
稲刈りの手伝いに来てくれたりしています。

☆これからも大切にしていきたい事はありますか？
若月社長：国産の藁にこだわり続けるのはもちろん、

自社の技術を磨いて商品のクオリティを上げていき
たいです。

　　どの業界にも外国産などの安価な商品はあると思
いますが、「国産」にこだわる事が差別化につなが
りますし、自社の強みにもなると考えています。

　　材料の質の良さと持っているノウハウでお客様の
ニーズに応えていきたいです。

☆趣味を教えてください。
若月社長：趣味はゴルフに行ったり、釣りをしていま

す。昔はスキーも楽しみましたが、今は怪我が恐く
てなかなか出来ませんね。

☆法人会の会員に一言メッセージをお願いします
若月社長：以前、ゴルフに参加させて頂いてとても楽

しかったです。今回のような機会で当社の事を知っ
て頂けたら嬉しいですし、何かできる事があれば
色々と協力させて頂きたいです。会員の皆様、今後
とも宜しくお願い致します。

お正月のイメージが強い〆飾りですが、その準備は春から始
まり、一年を通して大変なお仕事をされていると知りました。
また、色々とお話を聞かせて頂いた中で、国産・手作りと
いう伝統を守りつつ、デザインにもこだわって新しいニー
ズに応えていきたいという社長さんの熱い気持ちも感じ取
ることができました。
� インタビューア　法人会広報委員会　関口憲太・滝沢重雄

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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～中退共（中小企業退職金共済制度）との選択ができます～
　従業員が希望するのであれば、希望する従業員の中退共を止めて（解約）イデコプラスに拠出することができま
す。（独立行政法人勤労者退職金共済機構）（中退共）TEL 03-6907-1234 確認済み
　中退共の他に、新制度として導入することはもちろんできます。（中退共＋イデコプラス）
　また、イデコプラスを導入した場合は、その後採用した従業員は、①中退共　②イデコプラスのどちらかを選択
することが可能となります。特に、若い世代は長期間の積立が可能となるため、イデコ（個人型確定拠出年金）の
税制優遇を活用することが有利となります。

知
識
の
窓

従業員の老後をより豊かにできる
新制度「イデコプラス」

お問合わせ・ご相談 有限会社サクセスプラン 〒948-0031�十日町市山本町１丁目204
☎025−757−2058

DCプランナー（日本商工会議所）
CFP（日本FP協会）
中小企業診断士

 　池 田 　 隆
　平成30年５月より、一定の要件を満たしている事業主（以下「中小事業主」といいます）に使用される従業員で
iDeCo（個人型年金）に加入している方については、中小事業主が必要な手続き等をとった場合、従業員の加入者
掛金に対して、中小事業主が掛金を上乗せ（追加）して拠出することが可能になりました。

中小企業の従業員のiDeCoに上乗せiDeCo+
【従業員が加入するiDeCoに、企業が追加で掛金を拠出できる制度です】

国民年金基金連合会（iDeCo実施機関）

●事業主要件

①従業員（第一号厚生年金被保険者）が100名以下
②企業型確定拠出年金、確定給付企業年金及び厚生年金
基金を実施していないこと。

③事業主掛金を拠出する場合、労働組合もしくは従業員
の過半数を代表する者の同意が必要

●拠出対象者

iDeCoに加入している従業員のうち、事業主掛金を拠出
されることに同意した加入者。
＊拠出対象者に一定の資格（職種・勤続年数）を設ける
ことも可能

【事業主にうれしいメリット】
　事業主が拠出した掛金は､全額が損金に算入されます
し、社会保険料の算定対象外です。
　従業員の老後を豊かにできることに加えて、税制面で
もうれしい制度です。

【従業員のうれしいメリット】
　ご自身の老後資金作りのためにiDeCoの掛金を会社
が一部負担してくれる点です。

まとめて納付

掛金は原則給与天引き

従業員　iDeCo加入 事業主　iDeCo＋導入

加入者掛金加入者掛金

プラス！

事業主掛金

＋



№56 十日町法人会だより （11）

新潟支社　長岡営業所/
新潟県長岡市今朝白１－８－１８(長岡ＤＮビル２Ｆ)
ＴＥＬ　０２５８－３２－１９５１

長岡支店/
新潟県長岡市柏町２－２－３６
ＴＥＬ　０２５８－３３－９００９

新潟支社　〒950–0088 新潟県新潟市中央区万代4–4–27 新潟テレコムビル４F

AFツサ課-2018-5009-1903013　2月1日
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　女性部会が主管となり小学6年生を対象に「第5回税に関
する絵はがきコンクール」を実施しました。本年度は、13校、
287名より応募がありました。2月1日、中学校美術講師・
女性部会正副部会長及び理事、十日町税務署長並びに担当統
括官及び十日町市税務課長が厳正に審査をいたしました。

十日町法人会会長賞
十日町市立西小学校　
田 村 隼 也

租税教育
活 動

銅　賞
十日町市立川治小学校

村山奈緒

金　賞
十日町市立川治小

学校

上村明日真

銅　賞
十日町市立馬場小学校

樋口紗理称

銀
　
賞津

南
町
立
津
南
小
学
校

石
沢
　
綾

銅
　
賞

十
日
町
市
立
下
条
小
学
校

西
本
菜
那

銅
　
賞

十
日
町
市
立
馬
場
小
学
校

金
沢
伶
奈

十
日
町
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会

十
日
町
市
長
賞十日

町
市
立
十
日
町
小
学
校
　

吉
樂
美
夏
野

銀　賞
十日町市立西小学校
太 田 龍 斗

銅　賞
十日町市立千手小学校

関 口 健 太

十日町税務署長賞
十日町市立馬場小

学校　

鈴木日香里

女性部会長賞
十日町市立下条小学校　田 村 奈 々

第5回　税に関する絵はがきコンクール

入選者おめでとう！


