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新年あけましておめでとうございます。
新春を迎え、謹んで会員の皆様はじめ、ご家族の皆様に心よ
りお慶びを申し上げます。
昨年は、英国のＥＵ離脱、乱高下した為替相場、前評判を覆
した米国大統領選など、変動の一年となりました。
日本を取り巻く国際情勢は不透明感を増している中で、日本
はどのような舵取りをしていくのか、その動向に注視を要する
状況にあります。
ところで、団塊の世代がすべて後期高齢者となる「２０２５
年」問題が近づいていますが、人口の減少に歯止めがかかって
いないことなどを背景として、長年手つかずであった少子高齢
化の問題に政策が動き始めています。
特に少子化問題は地域企業にとっては、需要の減退など経済
活動を抑制し、労働力人口の減少を招くなど、連鎖的な影響を
秘めた大きな問題でもあり、幅の広い、長期的対策を要望して
いかなければいけないと思うところです。
また、消費税については、再延期されたとはいえ、軽減税率
やインボイス制度の導入が含まれていますので、制度導入後を
見据え、会員企業の認識を深めるため、研修会を開催して参り
ますので、皆様のご参加をお願いいたします。
結びになりますが、本年も酒田法人会にご支援とご協力をお
願い申し上げますとともに、会員皆様のご健康と事業のご繁栄
を心から祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。
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新年明けましておめでとうございます。
昨年中は公益社団法人酒田法人会の皆様には、税務行政に深
いご理解と多大なるご協力を賜り、心から御礼申し上げます。
貴会が税知識の普及・納税意識の高揚に向け、多年にわたり
日頃から各種研修会・講習会の開催、郷土芸能を活かした小学
生への出前租税教室、更には「税を考える週間」の記念事業な
ど、活発な事業を展開されていることに対しまして、改めて敬
意を表する次第です。
さて、私どもは国税庁の任務である「内国税の適正かつ公平
な賦課及び徴収の実現」に向け、「納税者の自発的な納税義務
の履行を適正かつ円滑に実現する」ことを使命とし、納税環境
の整備と適正・公平な税務行政を推進していく必要があると考
えております。
このことから、本年もｅ‐Ｔａｘの一層の普及及び定着に取
り組むこととしています。
間もなく給与等の源泉徴収票や各種法定調書の提出期限を迎
えますが、会員の皆様が法定調書を提出する際は是非ｅ‐Ｔａ
ｘを利用していただきますようお願いいたします。
また、本年から各種申告書や法定調書等への番号記載が本格
化する「社会保障・税番号制度」いわゆるマイナンバー制度へ
の対応につきましても、最重要課題の一つとして、制度の周
知・定着に向けた取組を継続していくこととしていますので、
会員の皆様におかれましても、個人番号を取り扱う事業者とし
て適切に対応していただきますようお願いいたします。
最後に、本年が公益社団法人酒田法人会並びに会員の皆様の
更なる飛躍の年となりますことを祈念いたしまして、新年の挨
拶とさせていただきます。

求

秋山伊佐雄 池田

守

小名

恒夫

菊池

副会長・広報委員長

副会長・税制委員長

北部地区長

中央上地区長
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青年部会長

新
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女性部会長

佐々木 聖 子
新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様にはいつもご理解とご協力を
頂きまして、誠にありがとうございます。
昨年は「酒田の魅力 再発見」を活動
方針として、「松山能鑑賞会」や「ひと
りひとりが観光大使」など、合せて４回
の講座を開催いたしましたが、そのたび
に様々なご説明を頂戴することで、新た
な気づきの経験を重ねることができたと
感じております。
また、三水会の皆さんと一緒に「ジオ
パーク構想」を勉強させて頂きましたが、
認定を受けることができ、とても喜んで
おります。
ところで、小学生を対象として全国規
模で実施されている「税に関する絵はが
きコンクール」につきましては、表彰基
準の拡大を図り、今年度から『酒田税務
署長賞』と『酒田法人会会長賞』『女性
部会長賞』を新たに設けることにいたし
ました。
応募してくださった児童の皆さんに、
喜んで頂ければと思っております。
女性部会のテーマ『酒田の女性は元気
だ 』を目標に、本年も多くの活動をし
ていく所存ですので、今年もご指導の程
宜しくお願いいたします。
皆様のご多幸をお祈りしながら新年の
ご挨拶とさせて頂きます。

研修部会長

池 田 順 一

明けましておめでとうございます。部

会員の皆様には益々ご健勝にて新たな年

をお迎えのこととお慶び申し上げます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

事業計画も順調に消化しつつあり、ひ

とえに部会員の皆様のご協力の賜物と深

く感謝しております。特に事業承継に関

する公開セミナーでは自社株式の評価、

世代交代時の問題を主に研修し、又、年

一回の課外研修では話題のバイオ発電の

こともあり、新たな発電方式、売電に関
する知識を深めました。

昨年は選挙に関する話題の多い年であ

りました。景気の面では株価の上昇等、

良い面も出始めてきましたが、地方の状

況は未だ弱い回復のままと感じられまし

た。しかし、本年は酉年。酉は鶏で一番

に鳴く、「とり」は「とりこむ」と商売
には良い年のようです。

部会員の皆様方は、マイナンバー制度

の本格的稼動に関し、年末年始はいつも

の年より多忙を極めいているかと存じま

す。是非ともご自愛下さい。本年も皆様

方のご協力を仰ぎながら活動を行ってい

く所存であります。貴社の益々のご繁栄

と皆様方のご多幸を祈念し、新年のご挨
拶とさせて頂きます。

英輔

齋藤

剛宏

佐藤

東部地区長

河南地区長

池 田
新年明けましておめでとうございます。
旧年中におきましては青年部会のみなら
ず、親会、女性部会には多大なるご協力
を賜り、誠に有難うございました。本年
も何卒、宜しくお願い申し上げます。さ
て、今年は「酉年」ということで商売に
縁起のよい干支とされております。「と
り→とりこむ」で商売に繋がるとされて
います。私自身、酉年であり年男になり
ますので今年一年、期待を込めながら飛
躍していきたいと考えております。
昨年は「進化」を自分自身に問いかけ
ながら、事業を行ってまいりました。ひ
とつは会員拡大であり、今現在 名とい
う 期連続にて増強表彰をうけ、ある程
度の数字は残すことができました。また、
我々のミッションである租税教室におき
ましては、「手伝い」から「参加」に移行
したいという強い希望もあり、裏方にて
参加をさせていただき、新たなる ペー
ジを刻むことができたのではないかと思
います。また、ゆるキャラのマイナちゃ
んとの交流も図りながら子供たちに飽き
のこない工夫を凝らすパターンを創りあ
げたことも大変よかったと思います。
あと任期も残りわずかですが青年経済
人としての知識、資質の向上に努め、青
年部会メンバー一人一人が若い英知と創
造によって有意義な部会活動に発展する
よう、全身全霊をかけて取り組んでいく
所存でございます。
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年度 税制改正に関する提言
酒田市長・市議会議長に
提言活動をおこないました
のスローガンを掲げています。
○経済の再生と財政健全化を目
指し、歳出・歳入の一体的改
革を！
○適正な負担と給付の重点化・
効率化で、持続可能な社会保
障制度の確立を！
○中小企業の重要性を認識し、
活性化に資する税制措置の拡
充を！
○中小企業にとって事業承継は
重要な課題。本格的な事業承
継税制の創設を！

おめでとうございます

2

平成28年度
納税表彰が行われました

29
日

29

月

6

6

平成

12

12
月 日㈫、前田会長と秋山
副会長（税制委員長）が平成
年度税制改正に関する提言書を
丸山至 酒田市長と、後藤仁 市
議会議長に提出し、独自提言に
ついて意見交換をしました。
全法連では、政府、政党並びに
関係省庁等に提言活動を行い、
各単位会では地域の実態を踏ま
えた独自提言も含め、自治体や
議会に提言活動を行うことにな
っています。
全法連の提言では、次の４つ

確立も欠かせない。地方は行政
［Ⅰ］税・財政改革のあり方
単一税率が望ましい。
①消費税率 ％への引上げが
［Ⅱ］経済活性化と中小企業対策 改革について、自らの責任で企
年半再延期されたことにより、 ①ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税 画・立案し実行する必要がある。
率平均は約 ％、アジア主要 ［Ⅳ］震災復興
我が国の財政健全化目標に狂
カ国の平均は約 ％であり、 被災地の復興、産業の進展は
いが生じることなった。
これらと比較すると依然とし 道半ばである。原発事故への対
②財政健全化は国家的課題であ
て税率格差が残っている。
応を含めて引き続き、適切な支
り、歳出、歳入の一体的改革
将来はさらなる引き下げも視 援を行う必要がある。
によって進めることが重要。
野に入れる必要がある。
独自提言では、
歳入では安易に税の自然増収
を前提にすることなく、歳出 ②事業に資する相続については、 市長には、民間企業の現状を
事業従事を条件として他の一 見て、声を聞いてほしいと要望
については、聖域を設けずに
般財産と切り離し、非上場株 したうえで、
分野別の具体的な削減の方策
式を含めて事業用資産への課 地元企業の育成、体力を強くす
と工程表を明示し、着実に改
税を軽減あるいは控除する制 るための施策が重要であること、
革を実行することを求める。
度の創設を求める。。
中小企業の事業承継が喫緊の課
③今後 年を経ずして団塊の世
題であることなどを説明した。
代すべてが後期高齢者となる ［Ⅲ］地方のあり方
異常な水準まで悪化した国財 議長には、議会のスリム化と政
超高齢化社会に入る。持続可
能な社会保障制度の構築は喫 政考えると、地方の財政規律の 務活動費の適正化を求めた。
緊の課題であり、 ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
「税を考える週間」の
社長 佐々木 聖子氏に、野口 稔
給付を重点化・
月 日㈮、ホテルリッチ＆ 酒田税務署長より表彰状が贈ら
効率化によって
ガーデン酒田で納税表彰式 れました。
可能な限り抑制
が行われました。
するとともに、
この表彰は、税の知識
適正な負担を確
の普及、申告納税制度の
保する必要があ
定着・発展及び納税思想
る。
の向上に功績があった団
④消費税の軽減税
体又は個人に税務署長か
率は事業者の負
ら贈られるものです。
担が大きく、税
今年度は酒田税務署管
制の簡素化、税
内から 名が表彰され、
務執行コスト等
当会からは、理事で女性
の観点からも問
部会長の株式会社サカタ
題が多く、税率
マツダ自動車代表取締役
％程度までは
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平成29年

経営者を的確に補佐し、また、職員を育成する立場
の幹部職員、管理監督者を対象に研修会を開催します。

（賀詞交歓会）のご案内
「新年の集い」

管理監督者研修会
講師 島田教育総合研究所 島田 義也
日 時 平成29年2月15日㈬
午後2時〜5時
会 場 酒田市総合文化センター
定 員 60名
受講料 1,000円（資料代）

会員の皆様には既にご案内申し上げておりました
が、恒例の「新年の集い」を開催します。
日頃、当会の活動にご理解とご協力をいただいて
いる関係諸団体の皆様と交流を図り、新年をお祝い
するもので、多くの会員の皆様のご参加をお待ちし
ております。
賀詞交歓会に先立ち、公開の講演会では、明治を
駆け抜け、経済、教育、文化にと、日本の礎を築い
た女性実業家「広岡浅子」の人物伝をご紹介してい
ただきます。

氏

＊詳細は同封のチラシをご覧ください

第6回

通常総会

日程

今年度の実績を総括し、平成29年度の運営方針を決
定する第6回通常総会が次のとおり行われます。
日時 平成29年5月24日㈬
午後2時30分
場所 ベルナール酒田
記念講演
「アジアの風を読む
〜日本を取り巻く世界情勢〜」
（仮題）
講師 「コリア・リポート」編集長
辺
真一 氏

平
平 成 28 年 度

日時
会場

平成29年１月16日㈪
ホテルリッチ＆ガーデン酒田
○新春講演会
午後5時

「九転十起の女
広岡浅子 伝」
講師

産経新聞大阪本社編集局編集委員

石 野

○懇談会（賀詞交歓会）
午後6時10分

活
活 動
動 の
の 振
振 り
り 返
返 り
り
三水会（課外研修）

出前租税教室
6月28日
6月29日
7月01日
7月14日

女性部会（課外研修）
9月6日

日和山散策

浜田小
田沢小
一條小
松原小

10月19日

第10回ゴルフ交流会
10月15日

青年部会（企業視察）
10月17日

伸 子 氏

年末調整講習会
12月1日

勤労者福祉センター
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修

11

岡田

﹁税を考える週間﹂記念公演会

15

津軽三味線

11 11

〜 来た道 そして行く道 〜

酒田市出身の岡田修さん
第一部５曲、第二部５曲、
をお迎えして、税を考える 曲の合間には岡田さんのお
週間（ 月 日� 日）の 話が入り、会場の笑いを誘
記念事業を 月 日㈫、酒 いながら、アンコールを含
田市民会館「希望ホール」 めて全 曲、力強いばちさ
で開催しました。
ばきと独特の音色で岡田修
開場時間前から、大勢の の世界を繰り広げ、あっと
皆さんの列ができ、予定時 いう間の魅惑の世界に、会
刻を繰り上げて会場にご案 場からは惜しみない拍手が
内するほどの大盛況となり 送られました。
ました。
楽屋には、恩師の先生方
岡田修さんには、「来た をはじめ、同級生の皆さん
道 そして行く道」と題し、 などが激励に訪れてくれた
津軽三味線の世界を故郷の こと、会場には故郷の温か
皆さんに届けていただきま い空気が流れていたことな
した。
どを振り返り、故郷で公演
ができたことは「とても嬉
しい」と、お話を寄せてい
ただきました。
11

ｅＬＴＡＸ（地方税電子申告）を利用してみませんか？
酒田市では、①法人市民税②個人住民税（給与支払報告書等）③固定資産税（償却資産）について、一般
社団法人地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）を利用した電子
申告等の受付を行っています。
電子申告では、PCdesk などの eLTAX 対応ソフトウェアを使用して、自宅やオフィスなどからインターネット経
由で申告手続きを行うことができます。
紙で作成した申告書は複数の市町村の受付窓口にそれぞれ手続き・提出する必要がありますが、電子申告
では、複数の地方公共団体へ提出する場合でも、送信先はいつでも同じ窓口（ポータルセンタ）になりますの
で、利用者が作成した申告等の電子データを送信するだけで、ポータルセンタが提出先を判断し、それぞれ
の地方公共団体へ送信します。（すべての市町村に送付可能です。）
平成２９年１月から税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票と各市町村に提出する給与支払報告書につ
いて、一括作成・送信が可能になります（下記）。利便性の向上を図っていますのでご利用ください。

平成２９年１月４日から税務署提出分も同時に送信できます！
（源泉徴収票と給与支払報告書の電子的提出の一元化）
電子
提出

１．オフィス（自宅）から
インターネットで接続

２．地方税ポータルセ
ンタで受付・振分け

３．各地方公共団体と税
務署へ配信されます。

送信（提出）(※)
インターネット

税務署へ
合計表・総括表
も作成、振分け

市町村ごとに
データ入力
仕分けする必
電子証明書
計算
要なし！
(※)源泉徴収票を同時に送る場合は、
e-Tax 利用者情報（利用者識別番号と
地方税ポータルシステム
暗証番号）が必要です。（H29.1.4 開始）
http://www.eltax.jp/

利用者のメリット
１ 印刷・押印、封入作業の事務負担の削減
２ 市区町村ごとの仕分け作業が不要
３ 封入誤りなどの「リスク」軽減
４ 送付料金や送付作業を削減
５ 資料保管場所の削減

(即時通知)
各市町村へ
A市

給与所得で一括作成し送信可能となる帳票（H29.1.4～）
（１）地方税
①給与支払報告書（総括表）
②給与支払報告書（個人別明細書）
（２）国税 （所得税）
①給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
②給与所得の源泉徴収票

詳しい内容については、eLTAX ホームページ http://www.eltax.jp/ をご覧ください。
システム・操作等のお問合せ先：ｅＬＴＡＸヘルプデスク 0570 - 081459（受付時間 9：00～17：00）
給与支払報告書の提出等のお問合せ先：酒田市役所税務課市民税係 0234 – 26 - 5712、5713、5714

