
平成 25年度

税に関する
‐‐ブレ

宮古法人会女性部会主催、国税庁後

援による宮古税務署管内の小学校 6年

生を対象とした「税に関する絵はがきコン

クーフ列 が実施されました。今年度は18

校 313名の応募がありました。(昨年は、

18校 162名 )1月 28日 (火)宮古市

内のホテルで、伊藤晃二宮古市教育長、

猪股義光宮古税務署長等法人会内外の

審査員による厳正な審査が行われ宮古法

人会長賞以下各賞が決まりました。多数

の応募ありがとうございました。

宮古市立磯鶏小学校6年 出雲愛洸さん

謂#蹴留

宮古市立磯鶏小学校6年 吉田彩佳さん 宮古市立暮目小学校6年 石川幸祐さん
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l饉新会 露懸 零燿 饉 』

警屏矮芦

花輪小 6年 小峠絢翔さん
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亀岳小 6年 村松美夢さん

看屹Cて燃キる
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高浜小 6年 佐々木茜さん

鞠
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辞
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高浜小 6年 金澤愛優那さん 荒川小 6年 豊間根杏さん 高浜小 6年 松谷美咲さん

藤原小 6年 赤沼和香さん
磯鶏小 6年 松原未来さん 釜津田小 6年 佐々木歩実さん

ポ ④q

楊
宮古小 6年 平井重吉さん 船越小 6年 佐々木翼さん

②

荒川月ヽ 6年 升屋晶さん
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江繋小 5年 山口望玖さん 山口小 6年 小森大輝さん 磯鶏小 6年 熊谷穏空さん

墓目小 5年 刈屋友来さん 山田南小 6年 鈴木遥香さん

営苦議壼饉浜魔ヽ鬱儘

事1古種菫藤:簾‡ヽ攀褻|

富奮苺菫意1蓋

'よ

学ヽ機
宮古市立江繋小学校

宮古市立花輪小学校

富古市立磯鶏小学校

富童市立1亀轟増ヽ学校■

書1書

:|:篠書,聾最筆
宮古市立津軽石嗜ヽ学校

宮古市立塞目小学校

山田町立荒川小学校 ‐

富1璽竃菫厖置鷹嚇1簸譲
膿剰熙はな|

喜曇
‐
5菫驚置腰彗置T

猪股義光宮古税務署長、伊藤晃二宮古市教育長及び宮古法人会関係者による厳正な

審査会が、宮古市内のホテルで実施され、各賞が決定されました。また、応募された全

作品は、宮古税務署の協力により宮古合同庁舎4階フロアーに展示され、確定申告に訪

れた人が作品に見入つていました。(展示 3月 15日 まで)
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行動する法1人‐会

平成 26年度税制改正に関する要望書提出

宮古法人会では、平成26年度税制改正に

向け、宮古地区選出国会議員、宮古市長、宮

古市議会議長に対して、税制改正に関する提

言活動を行いました。(25.11 28)
全法連では、財務副大臣、国税庁長官、中

小企業庁長官及び各政党の税政策担当者に提

言書 を送付するなどの提言活動を実施しまし

た。

鈴木俊一事務所にて秘書に要望書を提出する

寺崎会長 (写真中央、右 :久保田税制委員長)

(提言内容は当会HPに掲載)

法人会は、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、税のあるべき姿

や将来像を見据えて建設的な提言を行っていま
｀
九 法人会の提言活動は、法人税の引き下げなどをはじめ、

同族会社の留保金課税制度の抜本的見直し、事業承継に関する税制の創設など 中小企業の活性化に資

する税制の構築に寄与していま丸

各種、研修会・講演会を積極的に実施

公灘畔鵬駐釧同俵轟颯脚瞬
=0ま"●

■中萌静寺義1言災後t中断していた公的機関合向実務研修会を3年|ぶりt蘭撻

研修会にご協力いただいた機関、講師等は次の方 で々丸

宮古警察署

宮古労働基準監督署

八日一ワーク宮古

宮古年金事務所

宮古税務署

一方井文彦宮古署長

田中 仁監督課長

鈴木幸基統轄職業指導官

鎌形義一所長

田口和久統括国税調査官

■ |■|■●テ■マ■■■‐
市民と警察

職場における労務管理等について

助成金について

社会保障の手続きについて

改正消費税のお知らせ

④

‐

=」
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 ~~~~~― ――――――― ――モ
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―‐―~~~~~~

鶉儡蝙躙鰺鼈礫 魃骰
豊 鑽 暑絋颯楡肉は光

講義する一方井文彦官古警察署長 挨拶する菅原和弘沿岸振興局副局長
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行動する法人会
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0

■■響瑠甲鮮|■|ヽ

一
25 108(ホ テル龍泉洞愛山)

「岩手県沿岸におけるまつたけ産業の展望」
2511 12(宮 古ホテル沢田屋)

消費税転嫁対策講習会
(山田町商工会館 25.12.12)

税務研修含1111琴Ⅲ■′■■苺型■事事識
264 1か ら消費税は8%ヘ

告螂 凛鎌聾議統

さきPOP研修会
(山田町商工会館 25.12.

講師 POPセ ンター福島 川村洋一氏

法人みやこ No153

京都芸術大学 吉村文彦氏

「会計を経営に活かす」

中小企業診断協会 土岐徹朗氏

「税の歴史と現状」

宮古税務署長 猪股義光氏

「消費税の税率変更に向け幻

税理士 岩間美暁氏

講師 税理士 平塚和夫氏

0



行動する法人会
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ●

"隊
箸|に,■,■つ

◆津波体験語り部ガイド

《講師》体験たのはたネットワーク
・宮森秀行氏

・根木地徳栄氏

公開講演会 (25.9.12 浄土ヶ浜パークホテル)

0

姜ぶ人間力、女子力、ビジネスカ      銀座クラブ「稲葉」のママ 白坂亜紀さん

「報道できなかったすごい話」             フリーアナウンサー 有川級式

オリンピック、プロボクシンス プロ野球中継での数々の名場面の裏側の話や元巨人の王選手、長

嶋選手をはじめとする超一流と呼ばれる選手のエピソード等聴講者の耳を引きつけました。

「銀座のママに学ぶ人間力、女子力、ビジネスカ 銀座クラブ「稲葉」

フリーアナウンサー 石川顧氏
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行動する法人会

|‐■ 欅 辱攀 キ 平 年 ■ 中 嗜|… す申

曇轟糧由法人量き違ス蜃■■●   =|■|■■■|||

隆 已 鬱
‐&

「岩手の心～方言詩の世界から～」

岩手の方言の豊かさ、奥の深さを再発見。

青年の集い広島大会 (25.11.7)
全国の租税教育の状況を研修

豊間根小学校、津軽石小学校で実施
講師は、坂下道子女性部会長

IBC岩手放送アナウンサー

笑いの絶えないない90分でした。

■■■■■

宮古工業高校で租税教育する伊藤勝博さん

(25,11.28)

見本の 1億円を手に喜ぶ小学生
重さは約10KgですЭ

菊池幸見氏
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社会貢献活動

建鋳新華甲
=20Q万

拝澤影中嶋
大同生命保険とAIU損害保険の両社は、岩泉

町へ200万円を寄付した。

これは法人会福利厚生制度の受託会社両社が法

人会から大型保障制度保険未加入企業及び追加加

入企業の紹介により、成約した都度、「会員企業の

皆様の紹介が社会貢献につながる」というコンセプ

トに基 /D‐
‐
き、両保険会社が収益の一部で社会貢献

を支援しているものである。

この支援は昨年度から行われ、岩泉町への寄付

をもって宮古法人会管内の市町村に寄付されたこと

になりま丸

目録を贈呈する田鎖岩泉支部長 (右から2人目)

と西倉副支部長 (写真右)

福祉施設に車いす20台寄贈 田野畑支部

目録を贈呈する熊谷祐三岩手県連会長
(25.12.12 岩泉役場町長室)

目録を贈呈する寺崎会長 (写真左)と
畠山田野畑支部長 (中央)

トビッウス鋳辮辮

鶴 η.9毎

図書館に図書50万円分寄贈 岩泉支部

賞状と記念盾

0

宮古法人会へ感謝状を贈る猪股義光署長
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社会貢献活動

鋼瞬諄議式 (25.11.1り ●

平成 25年度納税表彰式が宮古市内のホテルで

行われ宮古税務署長より表彰された。

表彰された個人及び団体は次のとおり。

《宮古税務署長表彰》

川部淳下 宮古小売酒販組合専務理事

《宮古・下閉伊地区貯蓄組合連合会長表彰》

小山田第三納税貯蓄組合 (宮古市)

異綿第一納税貯蓄組合 (岩泉町)

自由納税貯蓄組合 (山田町)

ぉ1      丸

糠

中屋淳一 氏  宮古市

山崎幸穂 氏  宮占市

浅沼信一 氏  宮古市

三上正一 氏  宮古市

小本英司 氏  宮古市

佐々木員津雄氏  山田町

宮古小売酒販組合

宮古小売酒販組合

宮古小売酒販組合

宮古小売酒販組合

宮古小売酒販組合

宮古小売酒販組合

理事長

副理事長

理事

理事

監事

理事

卓球大会 (25.11.3)

驚重回竃古下開鸞¥■プンダブルス大会

青年部会主催ゴルフ大会 (25.10.17)

宮古カントリークラブで14名参加

沢与建設の佐藤昇さん 見事優勝 l

*記事以外の諸活動 *

租税教育の一環として、青年部会では、管内の高校卒業生、女性部会では租税協の協力のもと小

学校 6年生に税に関する小冊子を配布しました。税に関する絵はがきカレンダーを作成し管内全小学

校等に配布しました。税に関する小冊子を新成人者及び卓球大会参加者に配布しました。

県内外から約270名 の選手が参加

熱戦が繰り広げられた。目指せ東京オリンピック !

法人みやこ No153 0



⑩

税務署からのお知らせ

インターネットにアクセスできるパソコンをお持ちの方は、金融機関・税務署の窓口での納付に代えて、国税電子申告・

納税システム (e Tax)を 利用した電子納税ができま魂

特に、ダイレクト納付は、①インターネットバンキングの契約が不要、②電子証明書やICカードリーダライタが不要、

③即時又は納付日を指定して納付が可能、といった簡単・便利な電子納税方式となっておりますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、e=Taxホームページ(http://www.e… tax.nta.9o.jDをご覧ください。

次の表は、簡易課税制度適用事業者の方用に、業種別に積立目安月額を表示したもので魂
※例え|よ Jヽ売業で課税売上高が2,000万円の場合、月々 の積立額は約27000円 (各月売上高x売上に対する納税額の目安率16%)と なりま魂

(注 1)上記積立目安額の計算については、簡便なものとするため、経過措置が適用されるものは考慮していません。

(注 2)平成 26年 1月 1日現在のみなし仕入率に基づき計算していま魂

(注 3)課税事業者の方の申告所得税及び復興特別所得税が赤字申告となるような場合であっても、消費税及び地方消費税を納付していただく必要が
生じる場合がありま丸

区分
卸売業

(第 1種事業)

小売業

(第 2種事業)

農業、林業、漁業、

建設業、製造業など

(第 3種事業)

飲食店業、金融・

保険業など

(第 4種事業)

不動産業、運輸通信業、

サービス業など

(第 5種事業)

みなし仕入率 90% 80% 70% 60% 50%

売上に対する

納税額の目安率
08% 16% 24% 32% 40%

年間課税

売 上 高

間

額

年

税

デ
藤
Ｒ
Ｋ

間

額

年

税

鼈
間

額

年

税 黎
黎
贔
恣

葵
感
豊
奎
雲

間

額

年

税

會
髯
鰺

問

額

年

税

万 円

l,000

万円

8

万円

16
即
２４

円

２

万

３^
即
４。

1,500 24K
葦
麗
警
奉
妻
≦
重
き

48 60

2000 1 32 48 64 80

2,500 40 60 80 100

3000 48 馨 120

個人事業者の消費税及び地方消費税や申告所得税及び復興特別所得税は、電子納税や金融機関・税務署の窓口での

納付以外に、金融機関の預貯金口座から引き落としの方法により納付ができる振替納税がご利用になれま魂

振替納税を利用される方は、税務署に備付けの「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(注)に必要事項を記入

押印の上、税務署又は金融機関に提出してください。

(注)国税庁ホームページ(http://www.nta.goJDか らダウンロードすることもできま魂

法人みやこ No153



○ 市」度の概要

直前の課税期間の確定消費税額 (地方消費税額を含まない年税額)が 48万円以下の事業者 (中間申告義務の

ない事業者)力ヽ 任意に中間申告書 (年 1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出し

た場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する 6月中間申告対象期間 ∝ 1)か ら、自主的

に中間申告・納付 (注 2)することができることとされました。

(注 1)「 6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6月の期間でt年 1回の中間申告の対象となる期間をいいま魂

(注 2)中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の]/2の額となりますしまた、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納

付税額を納付することとなりま魂

なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額により中間

申告・納付をすることができま魂

○ 適用開始時期

個人事業者の場合には、平成 27年分から、また、事業年度が 1年の法人については、平成 26年 4月 1日 以

後開始する課税期間 (平成 27年 3月末決算分)から適用されま幌

《改正前》

中間申告回数

《改正後》

直前の課税期間の

確定消費税額
中間申告回数

○ 任意の中間申告制度を適用した場合、6月 中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、所定の事

項を記載した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方

消費税額を併せて納付する必要がありま丸

※期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合がありま魂

○ 中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の

中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。

※直前の課税期間の確定消費税額が48万円超の事業者 (中間申告義務のある事業者)が中間申告書をその提出期限まで

に提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度の場合、中間

申告書の提出があったものとみなされません (中間納付することができないこととなりま魂 )。

税務署では、今回の消費税法の改正等について、「改正消費税相談コーナー」を設置して消費税法の改正内容、

消費税の納付や価格表示等に関する相談を行っておりますので、最寄りの税務署にお尋ね下さい。

※税務署での面接による個別相談 (関係書類等により具体的な事実関係を確認させていただく必要がある相談)を希望される方は、

あらかじめ電話により面接日時等を予約していただくこととしておりますので、こ協力をお願いしま魂
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