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　新年明けましておめでとうご
ざいます。会員の皆様には、令
和４年の新春をご健勝で迎えら

れますことを心からお慶びを申し上げます。
　昨年を振り返りますと、我が国経済は新型コロナ
ウィルス感染症の世界的流行に飲み込まれ、未曽有
ともいえる危機的事態に陥り、オミクロン株による
今後の流行も懸念されるところではありますが、国
内の現在の状況が継続すれば、来年度には流行の収
束が見込まれているほか、企業収益をはじめとして
経済社会もコロナ前の状態に戻りつつあります。
　このため、ポストコロナに向けた戦略をどう構築
し実行していくのか、最も問われております。とく
に、中小企業は、長期にわたってコロナ禍の影響を
直接的に受け、対応は限界に達しております。地域
と雇用を担う中小企業が立ち直れなければ、我が国
経済は土台から揺らぐことになります。税財政や金
融面からの実効性ある対策が急務であります。
　当法人会においては、昭和58年の社団化以来38
年を迎え、これまでの歴史を継承し、税を中心に地
域に密着した活動を展開しております。
　税制改正運動では、「ポストコロナの経済再生と
財政健全化を目指し、税財政改革の実現を！」、更に、

「コロナの影響はまだ残る。深刻な打撃を受ける中
小企業に、実効性のある対策を！」などのスローガ
ンを令和４年度税制改正に関する提言として、１０
月７日オンライン開催の全国岩手大会にて決議され、
その実現に向けて、地元におきましては、役員によ
る釧路市や釧路市議会、地元選出国会議員への提言
活動を実施致しました。

　提言活動のための全道釧路大会は、新型コロナ感
染が収まらず残念ながら中止と致しました。
　今年度も、多くの事業の中止を受け、地域の窮地
救済ための新たな事業として、11月に図書館業務
車両（けんた号）を釧路市に寄贈致しました。
　研修事業では、コロナ禍の中、釧路税務署様、税
理士会釧路支部様のご支援を頂き、税務大学校や年
調説明会、決算申告対策セミナーなど研修会を開催
することができました。
　また、税知識の普及のため、小学生を対象とした

「租税教室」を開催し、納税意識の高揚のため、小
学生の「税に関する絵はがきコンクール」の実施に
も取り組みました。
　当法人会の会員数は、残念ながら、減少する見込
みですが、組織基盤の充実強化に向けて、引き続き
会員増強運動に取り組んで参ります。
　福利厚生制度の推進につきましては、厳しい経営
環境の中、会員・役員皆様のご協力により普及勧奨
に努め、会財政にも大きく寄与しており、受託会社
と共に積極的に推進して参ります。
　終わりに、法人会は「税のオピニオンリーダーと
して企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し国と
社会の繁栄に貢献する経営者の団体」として、税務
当局をはじめ関係機関、役員、会員皆様のお力添え
を頂き、「健全な経営・正しい納税・社会貢献」をテー
マに、引き続き法人会活動を充実させて参ります。
新しい年が会員皆様のご健勝と会員企業の益々のご
繁栄の年となりますよう祈念いたしまして、新年の
ご挨拶といたします。

　釧路地方法人会では、「令和４年新年交礼会」を来る１月20日（木）下記のとおり開催致します。
　つきましては、時節柄何かとお忙しいことと存じますが、会員お誘いあわせの上、多数ご参加下さいますよ
うご案内申し上げます。

■日　時／令和４年１月２0日（木）１８：００～
■場　所／釧路プリンスホテル　３階北斗の間
■会　費／６，０００円（当日会場にて拝受致します）
■申込み／１月１2日（水）までに法人会事務局へ電話かＦＡＸまたは
　　　　　ホームページからお申し込み下さい。

（公社）釧路地方法人会　ホームページ　http://www.khoujinkai.or.jp
電話 0154－41－3355　FAX 0154－41－0005

会員企業の皆様へ

　輝かしい新年を迎えて輝かしい新年を迎えて
公益社団法人 釧路地方法人会　会 長　 公益社団法人 釧路地方法人会　会 長　 濁　沼　英　一濁　沼　英　一

新年交礼会のご案内新年交礼会のご案内
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　新年明けましておめでとうご
ざいます。

　公益社団法人釧路地方法人会の会員の皆様におか
れましては、輝かしい令和４年の新春を健やかにお
迎えのことと、ここに謹んでお慶び申し上げます。
濁沼会長をはじめ役員並びに会員の皆様には、平素
から税務行政全般にわたりまして、深い御理解と多
大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　昨年を顧みますと、東京オリンピックにおいて日
本選手団が史上最多となる58個のメダルを獲得。ア
メリカメジャーリーグでは、大谷翔平選手が二刀流
の活躍で、リーグＭＶＰを獲得するなどスポーツ界
は大いに沸き立った一方、経済界は新型コロナウイ
ルス感染症第５波の蔓延や道東沿岸地域に発生した
赤潮被害など引き続き、厳しい側面もございました。
　しかし、このような状況においても貴会におかれ
ましては、設立以来一貫して「税のオピニオンリー
ダー」として、企業の発展を支援するとともに税知
識の普及及び納税意識の高揚並びに地域社会への貢
献を理念に掲げ、法人会組織の増強、各種説明会や
研修会の開催及び租税教室の講師派遣のほか、税制
改正の提言など、幅広い活動を展開してこられました。
　特に、小学生を対象とした「租税教室」や「税に
関する絵はがきコンクール」を開催されるなど、租
税教育活動について熱心に取り組んでおられ、申告
納税制度の下における税務行政の円滑な運営に多大
な貢献をいただいており、深く感謝いたします。

　さて、間もなく令和３年分の所得税等の確定申告
時期を迎えます。
釧路税務署としましては、今年度も新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のため、各種の感染防止
策を徹底いたします。
　その上で、事業者の皆様が自ら適切な申告・納税
を行っていただけるよう、引き続き制度の周知・広
報や丁寧な相談などに取り組んで参ります。
　また、令和５年10月１日導入予定であります消
費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
の登録申請が昨年10月1日より受付開始となりまし
た。
　この制度におきましても、インボイスの発行手続
き・記載方法及び留意点などの周知・広報に取り組
んで参ります。
　しかしながら、事業者の皆様にこの制度を浸透さ
せていくためには、私どもの取り組みだけでは十分
とは言えません。
　何よりも税務行政の良き理解者である貴会の皆様
のお力添えが必要不可欠でありますので、一層の御
支援、御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ
ます。
　結びに、本年が公益社団法人釧路地方法人会の益々
の御発展と、会員の皆様の御健勝並びに会員企業の
御繁栄の年となりますよう祈念いたしまして、新年
の御挨拶とさせていただきます。

　お役に立つ小冊子!! 　ご希望の方には無料で差し上げますので、法人会事務局へ電話かＦＡＸにて
お申込み下さい。（電話0154-41-3355、FAX0154-41-0005）

[無料図書]申込書 釧路地方法人会 行き　FAX 0154－41－0005

住 所 電 話

会 社 名 担当者名

図　　書　　名 内容 申込数 図　　書　　名 内容 申込数
令和３年度新設法人のための

「会社の税金ガイドブック」
Ａ４判

32ページ 　　冊
令和３年度版

「源泉所得税」実務のポイント
Ａ４判

31ページ 　　冊

令和３年版 会社がもらえる
「助成金活用のポイント」

Ｂ５判
63ページ 　　冊

令和３年分 会社役員のための
「確定申告」実務ポイント

Ａ４判
30ページ 　　冊

令和３年度
「会社の決算・申告の実務」

Ｂ５判
64ページ 　　冊

令和３年度版 分かりやすい
「法人税申告書の実務」

Ｂ５判
483ページ 　　冊

令和３年度版
「会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ」

Ａ４判
31ページ 　　冊

令和３年度版
「法人税便覧」

Ｂ５判
468ページ 　　冊

　新 年 の 御 挨 拶新 年 の 御 挨 拶
釧 路 税 務 署 長　 釧 路 税 務 署 長　 山　下　和　晃山　下　和　晃

法人会［無料図書］のご案内法人会［無料図書］のご案内
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会 社 名 代　表　者 住 所
㈱サトケンエナジー 佐 藤 紀 寿 標茶町旭２－８－23
千葉建設工業㈲ 千 葉 哲 朗 釧路町柏東７－138
Beetle　bum（ビートル　バム） 山 岸 弘 典 釧路市城山１－８－９
東横 INN 釧路十字街 井 上 清 子 釧路市北大通７－２－１
㈱プロフォーマンス 中 島 仁 実 釧路市文苑１－９－２
勇大建設㈱ 大　町　勇太郎 釧路市鶴野143－16
医療法人社団 うえはら耳鼻咽喉科クリニック 植 原 元 晴 釧路市昭和南３－10－12
㈱山一 佐藤紙店 佐　藤　公一郎 釧路市北大通８－１
三浦自動車㈱ 三 浦 佳 希 厚岸町白浜３－53
特別非営利活動法人ソレゾレ 小 淵 隆 司 鶴居村字幌呂原野南５線39番４
㈲北創運輸 森　下　　　亮 釧路町中央４－27
㈱勢喜 関 川 保 一 釧路市末広町３－９
ＢＡＲ佐久間 佐久間　泰　弘 釧路市末広町３－３
合同会社グラン・ジュテ 鳥 居 節 子 釧路市大楽毛南４－９－２
マルキ平川水産㈱ 平　川　登美雄 浜中町琵琶瀬484番地
根釧トラクター㈲ 日　下　　　巧 標茶町字熊牛原野15線東２－９
よしもと歯科診療室 葭 本 正 美 釧路市新橋大通３－１－８

《令和２年12月11日から令和３年12月10日》　　　　　　（敬称略）

令和３年　新 入 会 員 の 紹 介令和３年　新 入 会 員 の 紹 介

❖春の叙勲
　＊旭日双光章　消防功労
　　　中央防災システム㈱　会長　 　地　秀　信 様
　
❖秋の褒章
　＊黄綬褒章　業務精励（水産物加工業）
　　　㈱マルサ笹谷商店　　代表取締役会長　笹　谷　正　幸 様

　＊緑綬褒章　社会奉仕活動功績（環境美化奉仕団体）
　　　（常任理事）　　　　　企業　㈱ 濱 谷 建 設 様

❖納税表彰
　＊札幌国税局長表彰
　　　常任理事　　村　井　順　一 様　　村井建設㈱

　

　＊釧路税務署長表彰
　　　副 会 長　　村　上　祐　二 様　　㈱山拾 村上商店

令和３年度　叙勲褒章並びに、税務行政への功労者として、当会より次の方が受章・受賞されました。
心から敬意を表しお祝いを申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）



－ 5 －����������abcd 確定申告に会員証のシールを貼りましょう

　釧路地方法人会（青年・女性部会）では、11月～翌年２月にかけて釧路市内の小学校で租税教室を開催（予
定含む）しております。
　今年は、コロナ禍の中、学校の意向に沿って、少ない人数
で開催しています。今のところ、当法人会青年・女性部会は、
市内の清明小ほか数校で租税教室を開催する予定で、「暮ら
しの中での税の仕組み」などについて勉強した後、青年部会・
女性部会役員や会員が日常生活の中でかかわりのある「税に
関するクイズ」を出題し、児童に参加して頂きながら“税”
についての学習を行っています。
　また管内の小学校には、各支部が開催に合わせ各校に啓発
グッズ等の配布を通して協力しており、今年度は、他団体開
催の場合でも事前に申し出のあった小学校には、先着で啓発

（けんた）グッズ等を提供しています。

　「税に関する絵はがきコンクール」は法人会女性部会の継続事業として全国組織で開催しています。
　今回、第12回目となる小学生の「税に関する絵はがきコンクール」には釧路管内19校より95点の応募を頂き、
その中から下記のとおり最優秀賞１点、釧路税務署長賞１点、優秀賞５点、奨励賞10点の入選作品を選考し、
去る11月12日「税を考える週間」事業に協賛して絵はがきコンクール表彰式をイオン釧路で開催、古俣女性
部会長・山下釧路税務署長から賞状と記念品を贈りました。また、釧路税務署で各作品が印刷された名刺が入
選者全員に配布され、女性部会長、濁沼会長、税務署長の３人と名刺交換を行いました。

　中止となった北海道法人会連合会の全道釧路大会で予定して
いた講演を合同部会の特別講演会として開催致しました。
　講師に弟子屈町地域おこし協力隊で活躍中の川上椋輔氏をお
迎えし、上記テーマでご講話頂きました。講師は、UHB 北海
道文化放送でアナウンサーとして勤務した後、この弟子屈町地
域おこし協力隊に転職されたという経歴をお持ちの方です。講
演後、コロナ感染に十分留意して懇談会を開催し、講師を囲ん
で、有意義な意見交換の場になりました。

社会貢献（税知識の普及・納税意識の高揚）活動社会貢献（税知識の普及・納税意識の高揚）活動

〈古俣女性部会長から賞状授与〉 〈入賞者全員での記念撮影〉

〈釧路市立清明小学校　租税教室〉

地域の発展に資する青年部会・女性部会合同研修会を開催 !!地域の発展に資する青年部会・女性部会合同研修会を開催 !!
　11月18日特別講演会「 道東・弟子屈の今、そして未来。」開催

　租税教室、釧路市内の小学校で開催

　小学生の「税に関する絵はがきコンクール」を開催
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《基本的な課題》
Ⅰ．税・財政改革のあり方　

・膨大なコロナ対策費は先進諸国においても財政を悪化させた。しかし、そ
の借金返済について議論がなされていない日本と違って、米国、英国、ド
イツ等では償還財源を含めた大枠の返済計画を示し始めている。我が国に
おいても、少なくとも国債で賄ったコロナ対策費の負担について、将来世
代に先送りせず現世代で解決するよう議論が必要である。

・我が国は先進国で最速のスピードで少子高齢化が進み、かつ人口が減少す
るという極めて深刻な構造問題を抱えている。コロナ禍の克服は難題では
あるが、早期に解決の道筋をつけ、我が国本来の「中福祉・中負担」を目
指した税財政改革によって持続可能な社会保障制度の構築と財政健全化の
両立に取り組まなければならない。

１．財政健全化に向けて
・２０２５年度は団塊の世代がすべて７５歳の後期高齢者となる節目の年であ

り、社会保障給付の急増が見込まれる「２０２５年問題」と称されている。
政府が歳出・歳入の一体改革に本気で取り組めば、２０２５年度のＰＢ黒
字化は決して達成できない目標ではないことを強調しておきたい。

（１）感染症拡大が収束段階になった際には、税制だけではなく大胆な規制
緩和を行うなど、スピード感をもって日本経済の本格的な回復に向けた施
策を講じる必要がある。なお、相応の需要喚起を行うことも必要ではある
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。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後には本格的な歳出・歳
入の一体的改革に入れるよう準備を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。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、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考え方
・社会保障給付費は公費と保険料で構成されており、財政のあり方と密接不

可分の関係にある。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かぎり、持続可能な社会保障制度
の構築と財政健全化は達成できない。

・社会保障は「自助」「公助」「共助」が基本である。これを踏まえ公平性を
確保したうえでその役割と範囲を改めて見直す必要がある。

・次なる新型感染症が発生した場合に備える意味でも、抜本的な医療制度改
革の議論を開始する必要がある。

（１）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。
（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジタル化対応など大胆な

規制改革を行う必要がある。令和４年度は診療報酬の改定年となるが、給
付の急増を抑制するために診療報酬（本体）の配分等を見直すとともに、ジェ
ネリックの普及率をさらに高める。

（３）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。

（４）生活保護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。

（５）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。
また、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。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、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。

３．行政改革の徹底
・地方を含めた政府・議会は「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を

削り、以下の諸施策について、直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革
を断行するよう強く求める。

（１）国・地方における議員定数の大胆な削減､ 歳費の抑制。
（２）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。
（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．マイナンバー制度について

・マイナンバー制度は、すでに運用を開始しているが、マイナンバーカード
の普及率が低いなど、国民や事業者が正しく制度を理解しているとは言い
難い。政府は制度の意義等の周知に努め、その定着に向け本腰を入れて取
り組んでいく必要がある。

５．今後の税制改革のあり方

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
・政府は「骨太の方針2021」で、先進各国の後塵を拝しているデジタル化

や世界的な潮流に遅れを取っている脱炭素化を柱に掲げ、成長と構造転換
を図る考えを打ち出した。その方向性は理解できるが、もっと具体的な工
程を早急に示すべきである。

１．新型コロナウイルスへの対応
・中小企業は我が国企業の大半を占め、地域経済の活性化と雇用の確保など

に大きく貢献している。いわば経済社会の土台ともいえる存在であり、こ

令和４年度　税制改正に関する提言（要約）

　法人会の重要事業である令和４年度税制改正に関する提言事項が、去る10月７日開催の公益財団法人会総
連合の全国大会岩手大会にて下記提言（要約）のとおり会員の総意として決議されました。
　当法人会では、この大会決議を受けて地元選出国会議員をはじめとして、去る11月24日には、濁沼英一会長、
佐藤尚彦税制委員長をはじめ副会長、副委員長が揃って「令和４年度税制改正に関する提言書」を蝦名大也釧
路市長、松永征明市議会議長にそれぞれ提出し、この提言の実現に向けての協力をお願いしました。

〈松永議長・蝦名市長への税制改正提言〉 〈佐藤税制委員長から重点項目を説明〉

10月７日の公益財団法人全国法人会総連合の全国大会岩手大会にて10月７日の公益財団法人全国法人会総連合の全国大会岩手大会にて
「令和４年度税制改正に関する提言」を決議「令和４年度税制改正に関する提言」を決議
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れが立ち行かなくなれば、経済全体にとっても取り返しのつかない事態に
陥る。政府と自治体は複雑で多岐にわたるコロナ対策の周知・広報を徹底
するとともに、申請手続きの簡便化やスピーディーな給付を行い、中小企
業が存続を図れるよう全力で取り組む必要がある。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
（１）法人税率の軽減措置

　中小法人に適用される軽減税率の特例15％を本則化すべきである。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。

（２）中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
　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
たものは廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、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拡充したうえで本
則化すべきである。
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。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算

入額の上限（合計300万円）を撤廃し全額を損金算入とする。なお、そ
れが直ちに困難な場合は、令和４年３月末日までとなっている特例措置
の適用期限を延長する。

（３）中小企業の設備投資支援措置
　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や、中小企業が取得す
る償却資産に係る固定資産税の特例（生産性向上特別措置法）等を適用す
るに当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末（賦課期日）
が迫った申請や認定について弾力的に対処する。

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の確保な

どに大きく貢献している。中小企業が相続税の負担等によって事業が承継
できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。平成30年度の税
制改正では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。

（１）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資産と切り離
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。

（２）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
継が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。
②新型コロナの影響などを考慮すると、より一層、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。
③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、新型コロナの影響により事業承継の時期を延期せざ
るを得ないケースもあることから、特例承継計画の提出期限（令和５年
３月末日）および特例措置の適用期限（令和９年12月末日）を延長す
べきである。

（３）取引相場のない株式の評価の見直し
　取引相場のない株式の評価については、企業規模や業種によって多様で
あるが、企業価値を高めるほど株価が上昇し、税負担が増大する可能性が
あるなど、円滑な事業承継を阻害していることが指摘されている。取引相
場のない株式は換金性に乏しいこと等を考慮し、評価のあり方を見直す必
要がある。

４．消費税への対応
・消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に欠かせないが、軽減税率

制度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い。このため、かねてから税率
10％程度までは単一税率が望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」
の見直しで対応するのが適当であることを指摘してきた。国民や事業者へ
の影響、低所得者対策の効果等を検証し、問題があれば同制度の是非を含
めて見直しが必要である。

（１） 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って
いる。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。

（２）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。

（３）令和５年10月からの「適格請求書等保存方式」導入に向け、本年10月
より「適格請求書発行事業者」の登録申請がはじまる。新型コロナは小規
模事業者等の事業継続に大きな困難をもたらしており、さらなる事務負担
を求めれば休廃業を加速することになりかねない。現行の「区分記載請求
書等保存方式」を当面維持するなど、弾力的な対応が求められる。

Ⅲ．地方のあり方
・今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さや行政組織間の意思疎通不

足、病院間の特性に応じた役割分担がなされていなかったことが浮き彫り
となった。これを機に、緊急時の医療体制を整備する必要があるが、その
ためには国と地方、さらに自治体間の情報共有が不可欠であり、改めて広
域行政の必要性を強調しておきたい。

・地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活性化戦略を構築し、地域の
民間の知恵と工夫により、新たな地場技術やビジネス手法を開発していく
ことが不可欠である。その際に最も重要なのは、地方が自立・自助の精神
を理念とし、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
し実行していくことである。

（１）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と認識すべき
である。

（２） 広域行政による効率化や危機対応について早急かつ具体的な検討を行
うべきである。基礎自治体（人口３０万人程度）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。

（３） 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。

（４）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。

（５）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。

Ⅳ．震災復興等
・政府は東日本大震災からの復興について、令和３年度から７年度までの５

年間を「第２期復興・創生期間」と位置付け、令和３年度以降の復興の円
滑かつ着実な遂行を期することとしている。そのためにはこれまでの効果
を十分に検証し、予算の執行を効率化するとともに、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。とりわけ被災地における企
業の定着、雇用確保を図ることが重要であり、実効性のある措置を講じる
よう求める。

・また近年、熊本地震をはじめ地震や台風などによる大規模な自然災害が相
次いで発生しているが、東日本大震災の対応などを踏まえ、被災者の立場
に立った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
興等に向けて取り組まねばならない。その際、被災者支援の観点から、災
害による損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制度の創設について検
討すべきである。

Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．環境問題に対する税制上の対応

　欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、既存のエネルギー関係税制と
の調整を図り、幅広い観点から十分な検討が行われる必要がある。

３．租税教育の充実

（提言書の全文は、全法連HP税の提言活動
 ページからダウンロード可能）
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　今年度も新型コロナの宣言が継続したことにより、税制提言のための全道大会や全国大会などの主要事業が
中止、オンライン開催へ変更となり、この分の未執行事業費を活用し、当法人会では、昨年の「新型コロナ感
染防止対策事業」に引き続き、地域社会への貢献を目的とした新たな公益事業に取り組むことになりました。

　地域（釧路管内）の図書館全ての利用者サービスの充実に向け、
中核を担う釧路中央図書館の効率的な業務運営に寄与するため、
11月24日㈬に、濁沼英一会長から釧路市に図書館業務車両（け
んた号）を寄贈致しました。
　釧路管内の図書館全ての利用者サービスの充実に向けた活用
も、お願いしたところ、新しい図書館業務用車両の活用により、
市内の図書館間の本の返却業務だけでなく、図書館スタッフが
要望に応じて釧路管内の幼稚園や学校、各施設などを訪問し、
よみきかせやブックトークを行い、また、図書館の利用法
や自由研究・調査学習のための調べ方などをわかりやすく説明するなどの読書活動の支援を行うほか、学校図
書館の運営について指導や助言を行いたいとのことで、今後の利用者向けサービスの充実が期待されるところ
です。

　昨年度は、当法人会全体の新型コロナウィルス感染防止対策事
業の一環で町内の小中学校へのコロナ対策のため弟子屈町へ寄附
を致しました。
　今年度は、弟子屈支部単独事業として地域社会への貢献事業に、
新たに取り組み、町内の児童生徒のための図書の充実を進めるこ
とに致しました。９月29日㈬に、近藤明支部長（当法人会副会長）
から弟子屈町に教育図書購入費10万円を寄附致しました。弟子屈
町内の全ての小中学校の規模に応じて図書が購入される予定です。

　浜中支部では、新たな地域
社会への貢献事業として、10
月１日㈮浜中町農業者トレーニ
ングセンターにおいて、町内の
バレーボール少年団の新たな立
ち上げに際し、不足しているバ
レーボールやゼッケンなどの用
具を、中原潤一副支部長（当法
人会理事）より、少年団を所管
する浜中町体育協会に寄贈致し
ました。

地域社会への貢献を目的とした地域社会への貢献を目的とした
新たな公益事業を実施しました新たな公益事業を実施しました

【法人会本部】釧路市に図書館業務車両を寄贈【法人会本部】釧路市に図書館業務車両を寄贈（表紙写真参照）（表紙写真参照）

【弟子屈支部】教育図書購入のため弟子屈町に金員を寄附【弟子屈支部】教育図書購入のため弟子屈町に金員を寄附

【浜中支部】浜中町バレーホール少年団に用具を寄贈【浜中支部】浜中町バレーホール少年団に用具を寄贈
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釧路市立釧路小学校6年
上瀧 奈央さん

小野 弘道さん
（湖畔小６年）

杉村 希花さん
（釧路小5年）

磯島 陽さん
（湖畔小６年）

一色 柚香さん
（湖畔小6年）

岡田 知樹さん
（湖畔小6年）

藤本 真緒さん
（愛国小4年）

千葉 吟二さん
（湖畔小６年）

米田 和紗さん
（湖畔小６年）

野村 環さん
（湖畔小６年） 藤井 陽菜さん

（弟子屈町立弟子屈小5年）
井上 愛翔さん
（湖畔小6年）

中島 穂花さん
（湖畔小６年）

本間 姫花さん
（湖畔小６年）

田村 優月稀さん
（鶴野小4年）

吉田 七海さん
（湖畔小６年）

厚岸町立厚岸小学校５年
嶋田 龍勢さん

絵はがきコンクール税に関する
令和3年度

入 賞 作 品

優秀賞

奨励賞

最優秀賞 税務署長賞

優秀賞

道
法
連
女
連
協


