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税制税務委員会連絡協議会
くことが承認された。
提言では、
「 基 本 的 な 課 題 」と し
て「Ⅰ税・財政改革のあり方」で、
１．財政健全化に向けてと題し、「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
と工程表を明示し、着実に改革を実
行するよう求める。
」としている。

消費税の軽減税率は問題多く
％までは単一税率で
10

消費税引き上げに伴う対応措置で
は、
「 引き上げと同時に導入される
軽減税率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 ％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。
」としている。
また、税率引き上げに向けては、
「現在施行されている『消費税転嫁
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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。
」などとしている。

法人実効税率の
さらなる引き下げも視野に

法人実効税率については、
「 ＯＥ
ＣＤ加盟国やアジア主要国と比較す
ると我が国の水準は依然として高い。
今般の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。
」としている。
また、
「 中小企業の活性化に資す
る税制措置」では、
「 中小法人に適
用される軽減税率の特例 ％を時限
措置ではなく、本則化する。また、
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１６００万円程度に引き上げ
る。
」ことを求めている。
事業承継税制の拡充では、
「 中小
企業が相続税の負担等によって事業
が継続できなければ、経済社会の根
幹が揺らぐことになる。今年度の税
制改革で比較的大きな見直しが行わ
れたが、さらなる抜本的な対応が必
要と考える。
」としている。
なお、提言全文は、全法連ホーム
ページに掲載されている。

法人会は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」を推進しています

税制改正に関する提言を報告

平成32年度提言策定スケジュールを確認する税制税務委員会

東法連は９
月 日、全法
連会館で第２
回税制税務委
員会（青栁晴
久委員長・四谷法人会会長）を開催
した。委員会では、平成 年度税制
改正に関する提言の策定スケジュー
ルが提示された。また、続いて開催
された同委員会連絡協議会では、こ
のほどまとまった
平成 年度の提言
が報告された。
同提言について
は、９月 日に開
催された全法連理
事会で承認され、
東法連では、９月
日開催の理事会
で報告するととも
に、実現を目指し
て東法連、単位会
とも積極的な要望
活動を展開してい
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あいさつする
青栁晴久委員長
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会長）を９月７日全法連会館で開
催し、平成 年度における広報活
動の詳細を決定した。
「 税を考え
る週間」には昨年同様ＪＲ線車内
まど上広告を、確定申告期には、
都営地下鉄ドア横（大江戸線はま
ど上）広告を行

は、ｅ―ＴａｘのＰＲを兼ね確定
申告期の２月に行う。実施路線は
浅草線、三田線、新宿線、大江戸
線の４路線で、大江戸線は空きが
無いため、まど上広告となる見込
みである。
広報に関する表彰制度の創設に
ついては、広報活動の評価は公平
な評価が難しいのではないかとい
った指摘もあるため、継続審議と
した。
現在、東法連の単位会に対する
表彰は、会員増強、研修参加率、

央線、京浜東北線など首都圏のＪ
Ｒ線車両内まど上に掲出する。
掲出素材は、全法連作成の法人
会ポスターを横版に変更し、
「税
を考える週間 月 日～ 日・各
都県連名」の文字を加えたもの。
また、都営地下鉄線ドア横広告

川・千葉・埼玉・
「税を考える週間」にＪＲ線車内まど上広告
茨城・栃木・群
確定申告期に都営地下鉄ドア横広告を実施
馬）の法人会連
広報委員会
合会が合同で行
っているもので、今年も昨年同様
の内容で実施する。
掲出期間は 月６日から同月
日の 日間で、
（ 一部の路線は
月１日から１カ月間）山手線、中

東法連第
１回厚生共
益事業委員
会（松本光
史委員長・
江 東 東 法 人 会 会 長 ） が、 ９ 月

３部門であり、広報
に関する表彰は含ま
れていないため、創
設を求める声があっ
た。委員からは、
数々
の問題点があるとし
ても、広報担当者の

福利厚生制度推進の

ＪＲ線車内広告

⑴ 掲出期間：

⑵ 掲出場所：

車両内まど上

ＪＲ首都圏各路線
ア．
京浜東北線群 （京浜東北線、根岸線、横浜線、南武線、
鶴見線、相模線、埼京線、
りんかい線）
イ．
山 手 線 群 （山手線、常磐線快速・常磐線各駅停車・
地下鉄千代田線直通）
ウ．
中 央 線 群 （中央線快速、中央総武線各駅停車、
京葉線、青梅線、五日市線、武蔵野線）
エ．
湘南新宿ライン・上野東京ライン
（宇都宮線・高崎線）
オ．
常磐線中距離電車

⑶ 掲出路線：

7,500両（１両１枚・10両編成の場合10枚）

(4) 掲出車両数：

日、全法連会館
新規共益事業「ヤナセプレミアム
で開催され、新
カーレンタル」
の導入などを承認
規共益事業と
厚生共益事業委員会
して「ヤナセプ
レミアムカーレンタル」
、
「セキュ
リティドクター」
、
「データレスキ
ュー」
、
「振込代行サービス」の導
入について審議し、承認された。
また、
「 ふやそう２万社ＧＯＧＯ
キャンペーン」の進捗状況報告と

のではないかなどの意見があっ
た。

３線群
（下記 アイウ）
11月6日㈫～11月19日㈪
湘南新宿・上野東京ライン
（宇都宮線・高崎線）
・常磐線中距離電車
（下記 エオ）
11月1日㈭～11月30日㈮

励みになり、他の会の活動が参考
になるので、創設を考えても良い

ＪＲ線車内まど上広告
あいさつする
松本光史委員長
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あいさつする
渡邊省吾委員長

税を考える週間の広報活動等を審議する広報委員会

東法連は
広報委員会
（渡邊省吾
委員長・江
東西法人会

うことになっ
た。また、広報
に関する表彰制
度の創設につい
て検討した。
ＪＲ線車内
まど上広告は、
「税を考える週
間」のＰＲを兼
ね法人会の知名
度向上を図るた
め、毎年１都６
県（東京・神奈
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ころ、１５００円で提供する。こ

このサービスには、データ復旧

７６社で、進捗率 ・６％（全法

30

ともに、同キャンペーンの２年通
算・下期限定特別表彰についても

のほかに、三井住友海上サイバー
保険（賠償保険１億円・個別加入
の場合、最低保険料年６万円）が
自動付帯されるなど、様々な付帯
サービスがある。運営するのは、
家電の延長保証などを行うバリュ
ーグループの㈱グロー・バリュー。

連ベース ・６％）であるとの報
告があった。また、平成 ・ 年
度の２年計画であるこのキャンペ
ーの２年通算実績では、全法連ベ
ースで ・８％、東法連ベースで
・９％である。
このようにやや厳しい状況もあ
り、東法連では、２年通算の特別
表彰と併せ、年度後半の推進強化
を図るため、下期限定特別表彰を
実施することになった。表彰基準
は別掲のとおり。
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平成３０年10月～平成31年3月末実績
（年間目標を期間按分）
目標達成上位会 ５会
（但し達成率100％以上）
副賞 １位 15万円 ２位 12万円 ３位～５位 10万円

一律２５０円で
振込代行サービス
「振込代行サービス」は、㈱オ
リックスの振込代行サービス「フ
リコ」を法人会向けにアレンジし
たもので、振込金額に関係なく、
一律２５０円（通常２６０円）の
振込手数料で振込を代行するとい
うもの。導入費用や振込手数料以
外の利用料は不要で、振込データ
を登録し、必要資金を指定口座に
入金すればよい。他行宛振込が多
い企業は、大幅なコスト削減が図
れる。

ＧＯＧＯキャンペーン
推進強化で下期限定特別表彰
「 ふやそう２万社ＧＯＧＯキャ
ンペーン」の進捗状況について、
年間の３分の１を経過した７月末
現在、東法連の年間目標、新規加
入企業数４２５５社に対し、１１

（１）
平成29・30年度 通算特別表彰
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<表彰基準・副賞>

56

期間通算及び下期限定特別表彰基準

51

「ふやそう２万社ＧＯＧＯキャンペーン」
推進のための

承認された。

のシステムは、セキュリティドク
ターをパソコンにインストールし
ておくと、定期的に不正通信状況
などのレポートがあり、リスクが
可視化される。また、具体的な対
策へのアドバイスがあり、必要か
つ十分なセキュリティ対策の実施
が可能となる。
サイバー攻撃を受ける企業は大
手のみならず、中小企業にも広が
っているが、サイバー空間のみで
発生するため認識し難い。特に中
小企業では対策が遅れている。セ
キュリティ被害が発生した企業の
％で１千万円以上の被害が発生
しているとの調査結果もある。

月５０００円でパソコン等の
データ復旧サービス

新規共益事業の導入を承認する厚生共益事業委員会

「データレスキュー」は、従業
員 名以下の事業所を対象に、毎
月５０００円（定価６０００円）
の利用料で、
パソコン、
サーバー、
スマートフォンなどのデータ復旧
サービスを年 回まで受けられる
というもの。通常の復旧業者の場
合、ＨＤＤで 万円、サーバーだ
と１００万円近くなど高額な費用
がかかる場合もある。

法人会は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」を推進しています
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平成29年4月～平成31年3月末実績
（2年間）
目標達成上位会 10会
（但し達成率100％以上）
副賞 １位 20万円 ２位 18万円 ３位+ 15万円
４位 12万円 ５位 10万円 ６位～10位 5万円

（２）
平成30年度 下期限定特別表彰
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ベンツ等の最新輸入車を
会員限定優待価格でレンタル
「 ヤナセプレミアムカーレンタ
ル」は、ベンツなどの最新輸入車
を中心としたレン
タカーを法人会会
員限定の優待価格
で利用できるプラ
ン。料金はヤナセ
ユーザーと同等の
割引（ ％）が適
用される。また、
単位会にはレンタ
カー料金の ％が
還元される。本件
はヤナセとニッポ
ンレンタカーの共
同プログラムであ
り、提携先および運営はニッポン
レンタカーとなる。

一台当り１５００円で定期的に
不正通信状況等をレポート

2.4

「セキュリティドクター」は、
法人会会員のサイバーセキュリテ
ィ対策支援を廉価で提供するもの
で、通常価格１台３５８０円のと
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は柳田道康副会

６月に実施した

法人会（ ％・

東法連は
第２回総務
組織委員会
（小竹良夫

会員紹介」運動を実施した。期間
中、紹介件数は３件で、その内１
件が入会につながった。なお、こ
の紹介制度は、今後も通年で実施
することとしている。
また、東法連では、会員増強策
の一環で、調査部所管法人の加入

国税局幹部との意見交換会を開催
長、田中光史専
１都３県連会長らが出席
務理事が出席し
た。
始 め に、 小 林 会 長 と 藤 城 局 長
のあいさつで開会。小林会長は、
「法人会では会員減少問題が大き
な課題となっている。会を挙げて

委員長・荻
窪法人会会長）を、９月 日、全
法 連 会 館 で 開 催 し た。 委 員 会 で
は、６月に実施した全法連及び東
法連の会員増強施策の推進結果な
どについて報告があった。
全法連はかねてより、
「 役員一

10
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理事 名中
会員増強施策の推進結果を報告
社）
、杉並法人
総務組織委員会
会（ ％・理事
名中 社）
の２会が表彰された。
同じ６月に東法連では、役員等
が自会の管轄外にある取引先等を
他の会に紹介する「地域を超えた

会員数の拡大に努めているが、当
局の格段のご支援、ご協力を賜り
たい。
『 税 を 考 え る 週 間 』の 周 知
広報やｅ―Ｔａｘの利用促進、消
費税の軽減税率制度の円滑な導入
については、連携を図りながら、
推進に努めてまいりたい。
」と あ

会員増強施策の推進結果などを報告する総務組織委員会

東京国税局管内法人会連合協議
会（東京・神奈川・千葉・山梨の
１都３県連で組織）の代表者と東
京国税局幹部による意見交換会
が、８月 日、全法連会館で開催
された。
意見交換会は、毎年７月に行わ
れる国税局の異動を受け、例年８
月末に法人会側の主催により開催
されている。
当日は、国税局側から藤城眞局
長 を は じ め、 影 山 武 課 税 第 二 部

勧奨を検討課題としており、その
有効な方策について、任意の法人
会事務局などを交えて意見交換を
行っていることが報告された。
同法人は原則として資本金１億
円以上の法人が対象であり、大企
業も多く、非会員の割合が高い。
またそれらの企業は関連会社を多
く抱えているところもあり、大き
な成果を期待できると考えてい
る。その足掛かりとして、昨年度
から国税当局との連携で同法人を
対象としたセミナ―を開催してい
る。

77

人一社獲得」を目指しており、そ
の推進策として、
６月を特別強化月
間と設定し、役員
数に対する役員の
勧奨による入会割
合を基準とした表
彰（上位 会）を
実施した。その結
果、 全 体 の 入 会
件数は１５７７
件（東法連２２７
件）となり、東法
連からは武蔵府中

29

いさつした。
藤城局長からは、
「 税の広報や
絵はがきコンクールなどの租税教
育活動をはじめ、自主点検チェッ
クシートを活用し、企業の内部統
制面や経理面の質の向上にも取り
組むなど、大変ご尽力をいただい
ている。消費税の軽減税率制度や
大法人の電子申告義務化について
も引き続きご協力をお願いした
い。
」とあいさつがあった。
意見交換会では、税に関する広
報、会員増強、租税教育などにつ
いて活発な意見交換が行われた。

自分のカラダと “ がん ” のこと、ちょっとだけ考えてみませんか？

42

長、松汐利悟課税第二部次長、青
木幸弘法人課税課長が出席した。
また、法人会
側 か ら は、 小
林栄三東法連会
長、簑原利憲神
奈川県連会長、
大岩哲夫千葉県
連会長、芦澤敏
久山梨県連会長
の４会長をはじ
め、各県連から
副会長１名が出
席、東法連から
国税局側
（左）
、法人会側
（右）
出席者
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あいさつする
小竹良夫委員長
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