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着任のごあいさつ

宇部税務署長
林　田　文　弘

　本年7月の定期人事異動で宇部税務署長を拝命いたしました林田でございます。
　前任の川原署長同様よろしくお願い申し上げます。
　社団法人宇部法人会の皆様方には、平素から税務行政全般にわたり、格別のご理解と多大なご協力を
賜っておりますことを、本紙上をお借りしまして厚くお礼申し上げます。
　宇部法人会におかれましては、昭和54年に社団化されて以来、会員のニーズに応えた各種研修会や次
世代を担う子供達を対象とした「租税教室」の開催、更には小学6年生を対象とした「税に関する絵はが
きコンクール」を主催されるなど、積極的な事業活動を展開され、納税道義の高揚や税知識の普及に大
きく寄与していただいております。
　また、地域社会貢献事業についても、「献血活動」や「東日本大震災義援金募金活動」・「第11回全国
障害者スポーツ大会山口大会ボランティア活動」など、工夫を凝らした様々な事業活動を積極的に展開
しておられます。
　これもひとえに添田会長をはじめ、歴代役員の方々による永年のご尽力並びに会員の皆様方のご協力
の賜物と心から敬意を表する次第でございます。
　さて、我が国の財政に目を転じますと厳しい状況が続いており、社会保障の安定財源の確保と財政健
全化の同時達成をめざした「社会保障と税の一体改革」の実施について議論され、その第一歩として消
費税率の引上げを柱とする税制全体を通じた改革が進められつつあります。
　こうした中で、適正かつ公平な課税及び徴収の実現や納税者の利便性の向上など、国税庁に与えられ
た任務を着実に果たすためには、少子高齢化の進展や経済取引のグローバル化、ICT化など時代の変化
を着実に捉えつつ、部内的には事務処理の効率化・合理化等を図り、限られた人的・物的資源を最大限
活用していくこと、また、納税者の方々には親切かつ丁寧な態度で接する一方、悪質な納税者には厳正
な態度で臨むことで、国民の皆様の負託に応え、税務行政への理解と信頼を確かなものとしていく必要
があると考えております。
　e-Taxの普及拡大につきましては、昨年の8月に決定された「新たなオンライン利用に関する計画」の
下、一層の普及拡大に向け引き続き取り組んでいるところです。
　宇部法人会におかれましても、平成23年度における事業計画として、e-Taxの利用推進を掲げていた
だき、役員並びに会員企業の皆様方による積極的な利用推進の結果、会員企業については利用率85％の
目標をやや下回ったものの、役員企業については100％という目標を達成されたと伺っております。
　今年度は、会員企業85％の目標に加え、青年部会及び女性部会の役員企業100％達成という目標が掲
げられています。
　宇部法人会の皆様方には引き続き、積極的な利用推進活動と併せて、今後とも税に対する良き理解者
として、これまで以上のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
　終わりになりましたが、地域社会のリーダーとしてご活躍されている社団法人宇部法人会の益々のご
発展と、会員企業のご繁栄並びに会員の皆様のご健勝を心から祈念いたしまして、着任の挨拶とさせて
いただきます。

新署長挨拶
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第34回 通常総会 開催

　平成24年5月17日（木）、第34回通常総会をＡＮＡクラウンプラザホテル宇部で開催しました。出席者は153名。
ご来賓の方も多くご出席いただきました。
　開会の辞では、塚原副会長から大型保障制度創設40周年の目標達成の報告があり、続いて第60回理事会で新しく
会長に就任された添田会長のご挨拶がありました。
　ご来賓祝辞の後、功労者表彰並びに感謝状の贈呈が行われました。
　議事では、平成23年度事業報告と決算報告、役員の一部改選、平成24年度
事業計画・収支予算の承認をいただきました。
　また事務局長より新公益法人制度改革への移行や、新定款、会費規程の改定
についての説明がありました。

開会の辞（塚原副会長）

新役員（順不同・敬称略）
　◇副会長
　　久保田 隆昌（宇部興産㈱）
　　河村 光信（萩森興産㈱）
　　青山 澄男（㈱宇部貨物）

　◇常任理事
　　今谷 克男（宇部蒲鉾㈱）
　　枝廣　浩三（常盤薬品㈱）
　　橋本 典昭（興洋産業㈱）

　◇理事
　　清水 公平（大同生命保険㈱宇部営業所）
　　村井 圭太郎（㈱西京銀行）

　通常総会に先立ち第60回理事会を開催
し、40名が出席しました。
　新会長の選出と第34回通常総会に提出
する議案の承認をいただきました。

第60回理事会
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　この度、皆様のご推挙により会長に就任致しました添田でござい
ます。�
　前枝廣会長同様に、ご指導ご支援を賜りますよう宜しくお願い申
し上げます。
　社団法人宇部法人会は、昭和54年の設立以来、34年の長きにわ
たり、良き経営者を目指すものの団体として、会員企業の健全な発
展と納税意識の高揚、そして地域社会への貢献など、着実に活動を
進めてまいりました。その歴史と会員の皆様のご尽力に対し深く敬
意を表しますとともに、私は与えられました役割の重大さを痛感し
ている次第でございます。

　さて、現在、私達は大変厳しい経済環境下にいます。長引く不況の中、会員の皆様も大変御苦労されていること
と存じます。私共宇部法人会は、会員の皆様がこの苦境を乗り越え、健全な企業経営を維持し、発展していかれる
一助となることを願い、今後も活動をしていく所存でございます。
　ところで、当法人会は現在公益法人を目指して申請手続きを行っております。移行へのハードルは高く、対処し
なければならない問題も沢山ございますが、税のオピニオンリーダーとして、その地位を確立しております全国の
法人会の知恵を結集し、互いに切磋琢磨し、これらの問題をクリアして参る所存でございます。そして新しい時代
に対応した、地域の中で一層存在感のある法人会を目指すと共に、法人会の輪を広げて行きたいと考えております。
そのためにも、会員の皆様のお知り合いを、1社でも多くご紹介下さいますようよろしくお願い申し上げます。
　これからも、宇部税務署をはじめ関係機関、及び全法連、県連並びに皆様方のご指導ご鞭撻とご協力とをお願い
し、会長あいさつと致します。

功労者及び会長感謝状の贈呈

☆功労者表彰☆
山浦副会長（萩森興産㈱・副会長）

今総会をもってご退任されました
長い間ご尽力頂きありがとうございました

☆功労者表彰☆
山浦副会長（萩森興産㈱・副会長）

今総会をもってご退任されました
長い間ご尽力頂きありがとうございました

☆会長感謝状☆

【会員増強の部】

島田　政明
（副会長・組織委員長）

☆会長感謝状☆

【福利厚生制度　個人
の部】
・塚原　明（副会長・
　厚生委員長）
・青山　澄男（常任理
　事）
・杉本　米子（理事）

【福利厚生制度　委託
保険会社の部】
・中村　麻衣子（大同生
　命保険㈱宇部営業所）
・徳永　健（AIU保険
　代理店）
・田辺　一彦（アフラ
　ック　代理店）

※受賞時における役職で掲載
　　　　しております

添田忠秋新会長 就任挨拶添田忠秋新会長 就任挨拶
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青年部会

女性部会

　5月29日（火）、ホテル河長にて第32回青年部会通
常総会が開催され、31名が出席しました。
【議題】
　第1号議案　平成23年度事業報告の承認について
　第2号議案　平成23年度決算報告の承認について
　第3号議案　平成24年度事業計画（案）の承認につ
　　　　　　 いて
　第4号議案　平成24年度収支予算（案）の承認につ
　　　　　　 いて
【ご来賓】
　宇部税務署　　　　署長　　　　川原　　也　様
　　　〃　　　　　　副署長　　　南野　実也　様
　　　〃　　　　　　法人課税第1部門統括国税調査官
　　　　　　　　　　　　　　　　森　哲朗　様
　　宇部法人会　　　研修委員長　西丸　隆　様
　　　 〃　　　　　 女性部会長　渡辺　弘美　様
（社）

　5月29日（火）、ホテル河長にて第32回女性部会通
常総会が開催され、30名が出席しました。
�
�【議題】
　第1号議案　平成23年度事業報告の承認について
　第2号議案　平成23年度収支決算報告の承認につ
　　　　　　 いて
　第3号議案　平成24年度事業計画（案）について
　第4号議案　平成24年度収支予算（案）について

＜青年部会役員会＞
�・2月28日（火） お茶々　
�　出席者：10名
�・5月22日（火） 国際ホテル宇部
�　出席者：12名

塔野青年部会長の挨拶

第32回女性部会通常総会

第32回青年部会通常総会

渡辺女性部会長
の挨拶

日時：平成24年4月12日（木）
場所：グリーンドーム前橋
出席者3名：渡辺部会長・杉本研修委員長・加藤総務
　　　　　　委員長
大会日程：
　第1部　記念講演　　「笑いと健康」
　　　　　講師　医療法人中央群馬脳神経外科病院
　　　　　　　　理事・医学博士　中島　英雄　氏　
　第2部　記念式典
　第3部　懇親会

第7回法人会全国女性フォーラム群馬大会 <女性部会役員会>
4月18日（水）第1回　10名　河長
5月22日（火）第2回　16名　河長
6月  7日（木）第3回　14名　河長
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1/4 （水）新年互礼会　　　　　　ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部　1名
　〃　　　職場意識改善会議　　　法人会事務局　　　　4名
1/12（金）第2回広報委員会　　　 ホテル河長　　　　　 7名
1/13（金）県連第1回女連協役員会　ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ徳山　　　　 1名
1/19（木）県連第2回事務局長等会議 ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ徳山　　　　 1名
1/27（金）高校生　e-Taxｾﾐﾅｰ　　宇部商業高等学校　 40名
1/23（月）副会長会議　　　　　　宇部商工会議所　　　 6名
2/16（木）第2回研修委員会　　　 宇部総合福祉会館　　 9名
2/17（金）顧問・副会長会議　　　河長　　　　　　　 10名
2/22（水）宇部商工会議所会員大会 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部　1名
　〃　　　県連第1回青年部会連絡 ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ徳山　　　　2名
　　　　　協議会役員会
2/23（木）特別区総会　　　　　　ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 35名

　　　　　　　　　　　　　　　　3/7 （水）
　　　　　　　　　　　　　　　　第2回厚生委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　和食家婁　I－CHI
　　　　　　　　　　　　　　　　10名       

3/9 （金）県連第2回税制委員会　　ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ徳山　　　　 1名

　　　　　　　　　　　　　　　　3/15（木）
　　　　　　　　　　　　　　　　第2回総務委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　ホテル河長        
　　　　　　　　　　　　　　　　6名        

　　　　　　　　　　　　　　　　3/22（木）
　　　　　　　　　　　　　　　　第59回理事会
　　　　　　　　　　　　　　　　ホテル河長
　　　　　　　　　　　　　　　　39名

3/29（木）宇部観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会　湖水ホール　　　　　 1名
　　　　　平成23年度第2回通常総会 
4/12（木）第7回法人会全国女性　 グリーンドーム前橋　 3名
　　　　　フォーラム群馬大会 
4/13（金）関係民間団体連絡協議会　龍宮　　　　　　　　6名 
4/17（火）第1回顧問・副会長会議　ホテル河長　　　　　 5名 
　〃　　　県連第1回総務委員会　　ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ徳山　　　　 1名 
4/19（木）監査会　　　　　　　　雲海　　　　　　　　 5名 
4/20（金）県連第１回理事会　　　ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ徳山　　　　 1名 

　　　　　　　　　　　　　　　　4/23（月）         
　　　　　　　　　　　　　　　　第1回e-Tax推進グループ会議         
　　　　　　　　　　　　　　　　宇部税務署         
　　　　　　　　　　　　　　　　10名         

4/24（火）県連第1回厚生委員会　　ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ徳山　　　　 1名
　　　　　・連絡協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　5/9（水）     
　　　　　　　　　　　　　　　　第1回役員協議会     
　　　　　　　　　　　　　　　　ホテル河長     
　　　　　　　　　　　　　　　　17名

5/14（月）宇部地区租税教育推進協議会総会定期総会 宇部市文化会館　　　 1名 
5/17（木）第60回理事会　　　　　ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 40名 
　〃　　　第34回通常総会　　　　ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部153名 
　〃　　　第61回理事会　　　　　 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 38名 
5/22（火）宇部青色申告会定時総会 ホテル河長      　　　　1名 
5/29（火）青年部会第32回通常総会 ホテル河長　　　　　31名 
　〃　　　女性部会第32回通常総会 ホテル河長　　　　　30名 

　　　　　　　　　　　　　　　　6/7(木)     
　　　　　　　　　　　　　　　　第1回税制委員会     
　　　　　　　　　　　　　　　　ホテル河長     
　　　　　　　　　　　　　　　　6名     

6/13（水）県連第1回税制委員会　　ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ徳山　　　　 1名
6/14（木）大相撲宇部場所　　　　 ヒストリア宇部　　　 1名
　　　　　第2回実行委員会
　〃　　　宇部地区電子申告・納税　宇部税務署　　　　　 2名
　　　　　推進連絡協議会幹事会
6/15（金）（公社）下関法人会社団化 シーモールパレス　　 1名
　　　　　30周年記念式典
　〃　　　宇部日報社創立100周年 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部　1名
　　　　　感謝の会
6/19（火）宇部間税会第24回通常総会 国際ホテル宇部　　　 1名
6/25（月）第1回厚生員会連絡協議会 ホテル河長　　　　　14名
6/27（水）宇部観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会　 湖水ホール　　　　　 1名
　　　　　平成24年度第1回通常総会

日時：平成24年5月25日（月）　場所：ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ徳山
出席者8名：添田会長・塚原副会長・大谷副会長・西丸常任
理事・東谷常任理事・杉本理事・塔野青年部会長・渡辺女性
部会長

【平成24年度表彰状の伝達及び贈呈】
1.全法連会長表彰
　◆単位会役員功労者表彰
　　宇部法人会 常任理事 西丸　隆

2.県連会長表彰
　◆単位会役員功労者表彰
　　宇部法人会 理事　　大島 三晴
　　宇部法人会 理事　　新造　剛

3.経営者大型保障制度特別表彰
　◆単位会表彰（3社以上の紹介で保険成約をした会）
�　　　　宇部法人会　紹介成約実績6社
　◆個人表彰（3社以上の紹介で保険成約した役員）
�　　　　宇部法人会　副会長　　塚原　明

山口県法人会連合会　第22回通常総会（社）

活動報告（平成24年1月～6月）
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　小松さんは「片付けを
習慣化する」ことをコン
セプトに個人・企業への
コンサルティングや研修
を行っていらっしゃいま
す。この講演では「かた
づけ」で会社を変える理
論や方法、実践のヒント
をお話いただきました。

　健康運動指導士の平本
さんと、レクレーション
インストラクターの山本
さんに、健康体操の講習
会をしていただきました。
講習は、実践を交えたも
ので、大変わかりやすく、
気軽にできる様々な体操
を教えていただきました。

　宇部商業高校の生徒
が講師となって、確定
申告が必要な人にe-Tax
の指導をしました。
山口税務署広報官の説
明の後、参加者はマン
ツーマンで電子申告の
操作方法を生徒から教
わりました。

　広島国税局調査査察
部　渡邊秀雄部長と川
原宇部税務署署長をご
来賓に迎え、特別区総
会・税務研修会を開催
しました。研修会では、
平成23年度税制改正に
ついて解説をしていた
だきました。

第34回通常総会 記念講演 第32回青年部会通常総会　記念講演

特別区総会

「会社やお店を片付けて売上倍増！」

宇部商高校生e-Taxセミナー 税 務 研 修 会

「いつでもできる健康体操」

講師　小松　易氏（スッキリラボ代表・かたづけ士）
会場/ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部　出席者数/162名

講師　平本　貴法氏（ＳＳＳスポーツプラザ宇部インストラクター）
会場/ホテル河長　出席者数/30名

講師　広島国税局 調査査察部調査管理課 朝日総括主査
会場/ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部　出席者/35名

会場/宇部商業高等学校
出席者/40名

研修相談事業 研修相談事業

経営支援事業 経営支援事業

こ まつ やすし ひら もと たか のり

広島国税局　渡邊部長のご挨拶
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東日本大震災ワンコイン（500円）募金運動

大相撲宇部場所開催

　平成25年度税制改正に関する提言事項の策定にあた
り、標記アンケートを行いました。宇部法人会役員と

社会貢献活動事業

社会貢献活動事業

宇部日報創刊100周年感謝の会

社会貢献活動事業

社会貢献活動事業

税制改正提言事業

日時/平成24年5月17日（木）
場所/ANAクラウンプラザホテル宇部　　出席者/124名

　第34回通常総会の懇親会で、「ワンコイン（500円）募
金運動」を女性部会員で行いました。
　この活動は東日本大震災で被災した法人会の復旧・復
興のため、昨年度より継続して行っているもので、募金
を頂いた方には証明として、「法人会特製ポストカード」
をお渡ししております。
今回は合計70,000円の募金が集まりました。
�みなさん、ご協力ありがとうございました。

たくさんの方々にご
協力いただきました

渡辺女性部会長より
募金協力のお願い

緊急時献血協力者名簿作成のお願い

　当会では、山口県健康福祉部より、緊急時献血
協力者名簿への登録の依頼を受けています。これ
は、献血者が減少したときや、突然血液が不足す
るときなどに献血へのご協力のお願いがすみやか
に出来ることを目的に作成される名簿です。
　現在、県内の医療に必要な輸血用血液について
は、県内の献血により確保することとなっており
ますが、少子高齢化による献血者の減少、より安
全性の高い血液を確保するための採決基準の厳格
化などで、献血者の確保が一層困難となり、緊急
時における血液不足が懸念されております。
�この趣旨に賛同していただき、名簿の登録をし
ていただける会員様（会員企業の役職員様）は、
当会ホームページに掲載しております献血協力者
名簿にご記入の上、メールまたはＦＡＸにて、宇
部法人会事務局までご送付下さい。
�なお、会員企業の
役職員様に限らず、
趣旨にご賛同いただ
ける方ならどなたで
もご登録いただけま
すので、一般の方々
からのご協力もあわ
せてお願い申し上げ
ます。

　平成24年10月28日（日）、
宇部市俵田体育館で、大相
撲宇部場所が開催されます。
当会も実行委員として参加。
総会で、千葉商工会議所会
頭と塚原副会長が、開催案
内をされました。

　6月15日（金）、ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部に
て、宇部日報創刊100周年感謝の会が開催され、
当会から添田忠秋会長が出席されました。　
　宇部の地方紙である宇部日報には、日頃より当
会の活動を頻繁に掲載していただいています。
100周年おめでとうございました。

税制委員への実施と共に、当会のホームページにも
アンケート用紙を掲載し、広く一般の方々にアンケ
ートを実施。
　34名の回答を基に税制改正に関する意見、要望を
取りまとめ、全国法人会連合会に提出しました。

「平成25年度税制改正に関するアンケート調査」実施
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経営支援事業 広報事業

租税教育事業 税 に 関 す る 絵 は が き コ ン ク ー ル税 に 関 す る 絵 は が き コ ン ク ー ル

中国地方法人会連合会女性部会連絡協議会会長賞

　第3回税に関する絵はがきコンクールの最優秀作品
（「日本を元気にする力 税金」 藤山小6年 繁本千優
さん）が中国地方法人会連合会女性部会連絡協議会会
長賞に選ばれ、渡辺部会長、杉本研修委員長と小学校
に表彰に伺いました！

　当会ホームページで、下記ID・パスワードを入力
していただければ、どなたでも無料でインターネッ
トセミナーが受講できます。
　セミナー内では、旬な話題、階層別、職種別、カ
ルチャーなど、多彩なコンテンツが毎月更新されて
います。経営情報の入手、社員教育、朝礼のヒント
集等、社内で役立つ情報が、24時間、インターネッ
トの出来る環境ならどこからでも
受講可能です。

　税に関する情報や宇部法人会の活動状況を、一般の
方や会員様によりわかりやすく情報提供ができるよう、
ホームページをリニューアル致しました。
　ホームページ上に税務署からのお知らせや、各種研
修会のご案内等を掲載することで、今まで以上に一般
の方々に周知して頂けるようになりました。

第3回最優秀賞作品

第4回税に関する絵はがきコンクール準備風景

　第4回
「税に関する絵はがきコンクール」
�　　　　　作品募集！

【テーマ】
　 税に関する絵であればなんでもかまいません。
【応募資格】
　 宇部市内の小学校6年生
【応募点数】
　 児童1人につき1点
【応募方法及び応募先】
　 応募用紙か、はがき大の用紙に学校名・学年・
　 氏名・ふりがな・タイトルを記入し、担任の先
　 生に提出して下さい。もしくは、直接当会事務
　 局までお持ちいただいてもかまいません。
【表彰・発表】
� 審査結果（入選作品）は当会ホームページまた
　 は広報誌にて発表するとともに、当会事務局を
　 通じて学校に通知致します。なお、優秀作品に
　 つきましては（公財）全国法人会総連合（女性
　 部会）が実施するコンクールに出展します。

ID：  hj2617
パスワード：  8610

新ホームページアドレス

　http://www.ubehoujinkai.or.jp/

インターネットセミナーを
� 無料で受講できます

税務署に後援依頼 絵はがき募集用紙仕訳作業

社団法人宇部法人会
� ホームページを

� リニューアルしました
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宇部税務署　人事異動（幹部）

着 任 あ い さ つ
宇部税務署副署長
田　村　友　治

　この度、7月10日付の人事異動で宇部税務署副署長を拝命いたしました田村でございます。
　社団法人宇部法人会の皆様方には、平素から税務行政全般にわたり、格別のご理解とご協力を賜って
おり、厚くお礼を申し上げます。
　私は、出身は柳井で、宇部署勤務は初めてとなります。山口県内での勤務は20年ぶりで、これまで柳
井署、徳山署に勤務いたしました。
　宇部市は、「炭鉱のまちから緑と花と彫刻のまちへ」のキャッチフレーズのとおり、産業と文化、そして
自然が調和した街との印象で、歴史と伝統のあるこの地に勤務できることを大変光栄に思っております。
　前任の南野副署長同様よろしくお願いいたしますとともに、今後ともより一層の税務行政に対するご
支援を賜りますようお願い申し上げます。

新副署長挨拶

広島国税局 消費税課
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国税庁における「業務プロセス改革計画」の策定について

平成24年6月1日
国　　税　　庁

　昨年策定された「新たなオンライン利用に関する計画」（平成23年8月3日IT戦略

本部決定、以下「新計画」という。）においては、「これまでのオンライン利用促

進のための各般の取組との連続性にも留意しつつ、行政側の視点である利用率の向

上から、国民側の視点である利用に関するサービスの品質の向上に重点を置いて、

利用者の負担軽減や満足度の向上等利用者の立場に立った指標を設定し、国民の認

知度向上を図りつつ利便性の向上に一層注力する必要がある。また、オンライン利

用に係る費用対効果を高める観点から、行政側の効果の増大や費用の減少など、行

政運営の効率化にも取り組む必要がある。」との今後のオンライン利用の基本的考え

方が示されています。

　そして、「国民の視点に立って、オンライン利用率のみならず、オンライン利用

に関するサービスの品質の向上に重点を置いた業務・システムの改善及び行政運営

の効率化を実現するため」業務プロセス改革を行うこととし、「手続所管府省は、

業務プロセス改革を着実かつ計画的に実行するため、業務プロセス改革計画を策定

する。」とされています。

� 国税庁では、「新計画」を受けて、平成25年度までのe-Taxへの取組等について、

別添基本様式1から4のとおり、国税庁の業務プロセス改革計画（平成24年5月28日

財務省行政情報化推進委員会決定）を策定しました。 

� 国税庁といたしましては、従来から、e-Taxの普及及び定着に積極的に取り組ん

でまいりましたが、今後は、この業務プロセス改革計画に沿って、一層積極的に

e-Taxの普及及び定着に取り組んでまいります。

�　 
�
　国税庁の業務プロセス改革計画のポイント　
�　
　国税庁の業務プロセス改革計画は、「新計画」に基づき、その趣旨を十分に踏ま

え、「 業務プロセス改革実施要領 」（平成23年8月10日内閣官房情報通信技術（IT）

担当室・総務省行政管理局作成）で定められた基本様式1～4に従って策定していま

す。各様式の具体的な内容は以下のとおりです。

�

１　基本様式1（手続所管府省における検討・推進体制）

　

　基本様式1については、国税庁における業務プロセス改革の検討・推進体制を記

載しています。
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　検討・推進体制については、「新計画」において、「政務三役（大臣、副大臣、

政務官）の下、重点手続を含む制度全体を視野に入れて手続の必要性や業務の在り

方を含めた見直しを行うため、システム担当部局のみならず、制度、業務、組織等

の関係部局や有識者等を含めた業務プロセス改革の検討・推進体制を整備する。」

とされています。

　したがって、国税庁においても、個別管理組織（PJMO：Project Management Office）

である長官官房企画課情報技術室を中心に、システム開発等を所掌する参事官や国

税局・税務署の事務運営を所掌する国税庁内関係課室等が連携・協調しながら、財

務省政務三役の下、財務省全体管理組織（PMO：Program Management Office）である

大臣官房文書課業務企画室とも連携して業務プロセス改革を検討・推進していくこ

ととしています。

２　基本様式2（手続・制度に関する基本的情報）

　　

　基本様式2については、業務プロセス改革計画における重点手続の手続・制度に

関する基本的情報を記載しています。

　重点手続については、「新計画」において、「国民・企業等が広く利用するオンラ

イン化された手続のうち、利用頻度が高い年間申請等件数が100万件以上のもの及

び100万件未満であっても主として企業等が反復的又は継続的に利用する手続等」と

定められており、国税関係として15手続(注)が対象とされています（「オンライン利

用拡大行動計画」（以下「旧計画」という。）における重点15手続と同じです。）。

　これら重点手続については、手続の内容に応じて、「申告」、「法定調書」、

「申請・届出等」の3つに区分し、区分ごとに一括して手続等の基本的情報を記載

しています。

　
　(注)　所得税申告、法人税申告、消費税（個人）申告、消費税（法人）申告、

　　　　酒税申告、印紙税申告、法定調書（7手続）、納税証明書の交付請求、

　　　　電子申告・納税等開始（変更等）届出の15手続

�

�

３　基本様式3（成果指標及び目標）

　

　基本様式3については、「国民の利便性向上に関する指標」、「行政運営の効率

化に関する指標」及び「国民の利便性向上と行政運営の効率化共通指標（オンライ

ン利用率等）」を記載しています。

� 　

　(1)　 国民の利便性向上に関する指標
　　イ　 e-Taxの利用満足度
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　　(イ)　指標内容

　　　自宅等からのe-Tax利用者に占めるオンライン利用に満足している人の割合

　　を指標として設定しています。

　　　アンケート調査により実態を把握します。 

　　(ロ)　目標等

　　　平成22事務年度の国税庁実績評価結果であるe-Taxの利用満足度66.4％を基

　　準値として、平成25年度までに利用満足度が70％となることを目標としてい

　　ます。 

　ロ　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の利用満足度

　　(イ)　指標内容

　　　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」利用者に占める作成コー

　　ナー利用に満足している人の割合を指標として設定しています。

　　　アンケート調査により実態を把握します。

　　(ロ)　目標等

　　　平成22事務年度の国税庁実績評価結果である国税庁ホームページ「確定申

　　告書等作成コーナー」の利用満足度80.1％を基準値として、平成25年度まで

　　に利用満足度が85％となることを目標としています。

(2)　行政運営の効率化に関する指標
　イ　 オンライン申請の受付1件当たりの費用

　　(イ)　指標内容

　　　オンライン申請の受付１件当たりの費用（整備費用・運用経費等）を指標と

　　して設定しています。

　　(ロ)　目標等

　　　平成22年度におけるe-Tax申告・申請等の受付1件当たりの費用581円を基準

　　値として、平成25年度まで各年度「対前年度比減少」を目標としています。

　ロ　 事務処理時間

　　

　　(イ)　指標内容

　　　e-Taxの利用により効率化される事務処理時間を指標として設定しています。
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　　(ロ)　目標等

　　　所得税申告、法人税申告及び消費税（個人・法人）申告について業務処理時

　　間のサンプル調査等を行い、その結果を踏まえ、基準値及び目標の設定を行う

　　こととしています。

�

(3)　国民の利便性向上と行政運営の効率化共通指標（オンライン利用率等）
　イ　オンライン利用率

�

　　(イ)　指標内容

　　　e-Taxを通じて申請等を行った件数が総申請等件数に占める割合を指標とし

　　ています。 

　　(ロ)　目標等

　　　オンライン利用率の目標については、重点手続の中には公的個人認証の普及

　　割合等の外的要因にオンライン利用率が左右されるものがあることを踏まえて、

　　以下のとおり重点手続を２区分し、それぞれに目標を設定しています。

　　　　①　公的個人認証の普及割合等に左右されない12手続（法人税申告、消費

　　　　　税（法人）申告、酒税申告、印紙税申告、法定調書（7手続）、電子申告・納

　　　　　税等開始（変更等）届出）

　　　　　　平成22年度における利用率が70.1％（基準値）であったことや、「旧計画」

　　　　　における政府全体のオンライン利用率の目標が72％であったこと等を踏

　　　　　まえ、平成25年度に利用率が72％となることを目標としています。

　　　　②　公的個人認証の普及割合等に左右される3手続（所得税申告、消費税（個

　　　　　人）申告、納税証明書の交付請求）

　　　　　　平成22年度における利用率が41.1％（基準値）であったこと等を踏ま

　　　　　え、平成25年度に利用率が50％となることを目標としています。

　ロ　ICT（Information and Communication Technology）活用率

　　(イ)　指標内容

　　　所得税申告及び消費税（個人）申告の2手続については、オンラインで申告

　　した件数に自宅等から国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利

　　用して申告書を作成し、書面で申告した件数を含めたICT活用率を指標として

　　設定しています。　　
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　　　　(注) 「業務プロセス改革計画実施要領」おいて、「オンライン利用率の指

　　　　標・目標設定については、磁気媒体提出、本人確認方法が改善されればオ

　　　　ンライン利用に移行する可能性が見込まれるホームページでの提出書類作

　　　　成サービスの利用等の割合を示す『ICT活用率』により代替することを可

　　　　とする。」とされています。

�

　　(ロ)　目標等

　　　　平成22年度における所得税申告及び消費税（個人）申告のICT活用率(注)

　　　が57.3％（基準値）であったこと等を踏まえ、平成25年度にICT活用率が65％

　　　となることを目標としています。

　　　　o (注)　具体的には、所得税申告及び消費税（個人）申告のオンライン利

　　　　　用件数に、自宅等から国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

　　　　　を利用して申告書を作成し書面で提出された件数を加え、所得税申告及

　　　　　び消費税（個人）申告の総申告件数で除した割合となります。

�

４　基本様式4（目標の達成に向けた具体的な取組事項及び実施時期）

　　基本様式4については、基本様式3で掲げている成果指標の目標の達成に向けた

　具体的な取組等を、定められた項目に従って記載しています。

� 　 国税庁におけるe-Taxの普及及び定着に向けたこれまでの取組は、「国民の利

　便性向上」や「行政運営の効率化」といった観点を含んでおり、基本的には、こ

　れまでの取組等を継続して実施していくこととしております。

　　なお、今回の業務プロセス改革計画において、新たに取り入れた取組等は以下

　のとおりです。

　　①　 社会保障・税番号大綱を踏まえ、住民票の省略を検討

�

　　②　 法人税等の申告が集中する8月末及び11月末の受付時間の延長

�

　　③　 法定調書（「利子等の支払調書」を除く。）や納税証明書の交付請求等に

　　　ついて、e-Taxソフトをインストールすることなく、e-Taxホームページ（Web）

　　　からの入力により作成・送信を可能とする取組
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　　④　納税証明書を税務署窓口でe-Taxにより交付請求する場合の電子署名の省略

　　⑤　所得税等のe-Tax還付申告について、自宅等からの申告と来署による申告

　　とを区分管理するシステムに修正後、それぞれの処理期間等を測定し、その結

　　果を踏まえ、今後、新たなインセンティブ措置及び成果指標･目標を検討

　業務プロセス改革計画の検討・推進について

　今後、業務プロセス改革の検討・推進に当たっては、平成24年度以降、業務プロ

セス改革計画の取組に係る実施状況を取りまとめて公表し、それらに対する企画委

員会(注)の指摘等を踏まえ、必要に応じて業務プロセス改革計画の改定等を行って

いくこととなります。

上記策定されましたので、法人税・消費税等申告につきましては、e-Taxを利用

しての申告をお願い致します。

お問い合わせ先

宇部税務署

℡：0836-21-3131
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e L T A Xによる電子申請・届出スタート！

（法人県民税・法人事業税・地方法人特別税）

　山口県では、e L T A X（地方税ポータルシステム）による法人県民税・

法人事業税・地方法人特別税の電子申告サービスに加え、新たに平成24年

8 月 27 日から法人設立届け等の電子申請・届出サービスを開始します。

　電子申告とあわせて、是非ご利用ください。

山口県で利用できる手続き

○予定申告　　○中間申告

○確定申告　　○修正申告

○均等割申告

○清算事業年度予納申告

○清算確定申告

◆自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用して申告や申請・届出ができます！

◆複数の地方公共団体への申告もまとめて行うことができます！

◆無料の対応ソフトウェア（P C d e s k） で申告書の作成ができます！

◆市販の税務・会計ソフト（e L T A X対応ソフトに限ります。）からも利用できます！

○法人設立・設置届出
○異動届出
○法人税に係る確定申告書又は連結確
　定申告書の提出期限の延長の処分等
　の届出（法人県民税）
○申告書の提出期限の延長の承認申請
　（法人事業税・地方法人特別税）

eL TAXにするとこんなに便利です！

電子申告 電子申請・届出

NEW !
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電子申告、電子申請・届出の手続き方法

e L T A Xホームページ　http : //www. e l tax. jp/

電子申告の手続き 電子申請・届出の手続き

①　 e L T A Xホームページで利用届出を行い、利用者ＩＤを取得します。
　※　電子申請・届出のみのご利用の場合、利用者ＩＤを取得しなくても利用できます。

②③　 P C d e s k （無料）または e L
　　 T A X 対応ソフトウェアを入手しま
　　す。
★ PCdesk は、eLTAXのホームページから、
　無料で取得できます。

②　 e L T A X ホームページで、作成する
　申請・届出書及び提出先を選択します。

③　利用者情報を入力し、確認します。

※　税理士が代理人として申告する場合は、納税者の切り替え手続きを行い、代理人として操作して
　ください。

⑤　電子証明書を使用し、電子署名を添
　付します。
※　税理士に電子申告の作成・送信を依頼して
　いる場合は、納税者の電子署名は不要です。

⑤　電子証明書を使用し、電子署名を添
　付します。
※　税理士に電子申請の作成・送信を依頼して
　いる場合は、納税者の利用者ＩＤがあれば納
　税者の電子署名は不要です。

〈お問い合わせ先〉

山口県総務部税務課　課税班

電話　083 ―933 ―2277

⑥　申告、申請データを送信します。

④　申告、申請データを作成します。

　e L T A Xの操作上のお問い合わせは、e L T A Xヘルプデスク
　（電話　0570―081459）までお願いします。
　※　ＩＰ電話やP H Sなどをご利用の場合　045―759―3931（通常通話料金）
　※　受付時間　月～金　8:30 ～ 21:00（土、日、祝日、年末・年始除く）
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わたしたちはe-Taxを推進しますわたしたちはe-Taxを推進します

代表取締役社長

〒759-0134　宇部市大字善和207-14
TEL（0836）62-1110　FAX（0836）62-1118

金　子　正　己

金子運送有限会社

一 般 貨 物 運 送 事 業・引 越 し
一 般 高 圧 ガ ス 運 送・各種高圧ガス
医療用ガス・特殊ガス・液化ガス販売
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宇 部 銀 行
生誕１００年

地元発展に尽力の精神は、

山口銀行にて

引継いでおります。

わたしたちはe-Taxを推進しますわたしたちはe-Taxを推進します



－24－

わたしたちはe-Taxを推進しますわたしたちはe-Taxを推進します
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宇 部 支 店（0836）31-4183

恩 田 支 店（0836）22-1511

西岐波支店（0836）51-1551

厚 南 支 店（0836）43-1471

わたしたちはe-Taxを推進しますわたしたちはe-Taxを推進します

山口支社
〒7 4 5 - 0 0 3 4 山口県周南市御幸通1-10 日本生命徳山ビル4F
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わたしたちはe-Taxを推進しますわたしたちはe-Taxを推進します

出光興産株式会社販売店

本　社／〒755-0027　山口県宇部市港町一丁目14番7号

〒755-0086宇部市大字中宇部1858-30
TEL (0836)37-0070　FAX (0836)37-0071

山口アポロ石油株式会社

山口アポロ石油株式会社 介護事業部

ドリームライフ アポロドリ
ームライフ
アポロ
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わたしたちはe-Taxを推進しますわたしたちはe-Taxを推進します

取締役会長　世　良　哲　男
取締役社長　小 田 部 寿 輝
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わたしたちはe-Taxを推進しますわたしたちはe-Taxを推進します

社　是
我が社は宇部市民の台所をあずかっている自覚と
産地育成の責任感のもと業務をするものである
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わたしたちはe-Taxを推進しますわたしたちはe-Taxを推進します

たしかな技術で未来をひらく

各御宴会・御結婚式には

宇部市中央町1丁目6－10　 ☎ 3 1 － 1 2 1 2

伝統の味 河長のお料理でおもてなし

和　食　会　席
和洋オードブル
活　　造　　り
河　豚　料　理
鍋　物　料　理
洋食フルコース

おかげさまで40周年

http://www.kokusaihotel-ube.co.jp
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わたしたちはe-Taxを推進しますわたしたちはe-Taxを推進します

溶接材料、機器全般
高圧ガス、産業機械

有限
会社

山口県宇部市厚南区東割
T E L （ 4 1 ） 8 1 1 2 （ 代 表 ）
F A X （ 4 1 ） 6 0 4 2
URL : http://www.honse.co. jp
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わたしたちはe-Taxを推進しますわたしたちはe-Taxを推進します

　国税庁並びに地方公共団体が推進している、e-Tax及びeLTAXの周知と利用推進のために、当会の運営や、e-Tax推進等に

賛同いただける企業等から広く広告を募集致します。

　本誌は、会員だけではなく宇部税務署や宇部市役所・金融機関・ホテル等の公共機関にも設置致し、多くの方に読んで頂

けるようにしております。皆様が、利用推進の広告を掲載されれば、e-TaxやeLTAXを未利用の企業や一般個人に身近なもの

として感じられて利用率が向上すると考えます。同時に、多くの方へ貴社の商品やサービスのPRにもなります。

　なお、広告収入は、税知識の普及や納税意識の高揚と地域経済の活性化を図るために使用させて頂きます。ご出費ご多端

の折から誠に恐縮ですが、公益事業開催のため、御社のPRために是非ご協力お願い申し上げます。
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今後の行事予定

目　次

編集後記

9/14（金）　第16回「法人会山口県青年の集い（宇部大会）」
　　　　　会場　ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部

9/27（木）　第4回税に関する絵はがきコンクール一次選考会
　　　　　会場　宇部商工会議所

10/11（木）　第29回「法人会全国大会（北海道大会）」
　　　　　会場　釧路市民文化会館

10/15（月）　第4回税に関する絵はがきコンクール最終選考会
　　　　　会場　ホテル河長

10/19(金)～20（土）　女性部会親睦・研修旅行

11/2（金）　第26回「法人会全国青年の集い（宮崎大会）」
　　　　　会場　フェニックス・シーガイア・リゾート・コンベンションセンター

11/11（日）～17（土）　税を考える週間

11/12（月）　納税表彰式

11/14（水）献血
　　　　　会場　宇部税務署駐車場

　残暑お見舞い申し上げます
　5月17日に開催致しました第34回通常総会において、添田忠秋副会長が新会長に就任されました。
添田新会長は、当会設立時から会のためご尽力頂いております。今年からは、会長としてその手腕を
いかんなく発揮していただき、積極的に事業活動を行いますので、ご期待頂くと共にご協力を宜しく
お願い致します。
　また、同総会で、公益法人への移行も承認されました。現在、公益申請の手続きを行っております
が、早く公益法人として認定されるように、進めて参ります。申請にあたり、会の運営も大きく見直
す時期が来ていると感じています。役員や会員をはじめ多くの方のご意見を参考に会の運営を見直し
て行きたいと考えております。ご意見やご要望等ございましたら、法人会事務局にお聞かせ下さい。

税務署長 着任あいさつ 各種事業報告

各種お知らせ

e-Tax 推進企業の御紹介

第34回 通常総会

青年部会・女性部会 活動報告

活動報告

1

2～3

4

5

6～8

9～21

22～31
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