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インタビュアー：広報委員長 稲葉 和久／副会長 古澤 孝

新潟県出身
昭和54年４月　東京国税局入局
平成15年７月
　東京国税局査察部査察第14部門主査
平成16年７月
　甲府税務署税務広報広聴官
平成18年７月
　東京国税局査察部査察管理課主査
平成19年７月
　東京国税局査察部資料情報課総括主査
平成20年７月
　財務省大臣官房秘書課監察官
平成22年７月　葛飾税務署副署長
平成24年７月　
　大阪国税局査察部査察第７部門
統括国税査察官

平成26年７月
　東京国税局課税第一部統括国税実査官
平成27年７月　
　東京国税局査察部査察第15部門
　統括国税査察官
平成28年７月　千葉南税務署長
平成29年７月
　東京国税局査察部査察広域課長
平成30年７月
　国税庁長官官房大阪派遣
　国税庁監察官次席監察官
令和元年７月
　東京国税局調査第四部次長
令和２年７月　第83代　新宿税務署長

熊本県出身
平成24年７月　熊本国税局　課税部
　法人課税課　連絡調整官
平成26年７月　熊本国税局　課税部
　法人課税課　実務指導専門官
平成27年７月　熊本国税局　課税部
　法人課税課　課長補佐
平成28年７月　熊本国税局　総務部
　人事第二課　課長補佐
平成30年７月　熊本国税局　課税部
　法人課税課　課長補佐
令和元年７月　新宿税務署　副署長

副署長（留任）
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東京都出身
平成22年７月　東京国税局
　調査第一部　特別国税調査官　主査
平成25年７月　東京国税局　
　調査第一部　国際調査課　総括主査
平成26年７月　東金税務署
　法人課税第１部門　統括国税調査官
平成27年７月　東京国税局
　調査第一部　調査管理課　課長補佐
平成30年７月　税務大学校
　和光校舎　専門教育部　教授
令和２年７月　新宿税務署　副署長

新宿の街の風景 4
-新宿中央公園交流拠点施設として誕生した S

シュクノバ

HUKNOVA-

表紙イラスト・松井伸佳（まつい　のぶよし）

1956 年生まれ・武蔵野美術短期大学卒業。1981 年小島良
平デザイン事務所を経て、フリーランス・イラストレーター。
リアル表現を柱に広告・パッケージ媒体において、手描きス
タイルに拘って活動中。日本デザイン福祉専門学校講師（グ
ラフィックデザイン学科・デッサン担当）
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脱税事件を扱う査察部に在籍した期間が一番長く、
内偵調査等を主に担当し、脱税に関する情報収集や
金融機関調査、張り込みなど脱税者の摘発のために
時間を費やしてきました。そのような仕事において、
ビデオ販売業の脱税事案では、工場や本人の居場所
がわからず長い期間張り込みしていてようやく見つ
けたことや、アポイントセールス業の事案では強制
調査着手直前に重要人物が忽然と消えてしまい、な
んとかぎりぎりで居場所を突き止めほっと胸をなで
おろしたこと、また、建築用の特殊な部品販売業の
事案では、外注取引は実体の無いものと考えじっく
り張り込みして調べ、結果が想定どおりだったこと
など苦労が報われた時の仕事の印象が強く残ってい
ます。多くの失敗場面も印象にありますが。
大野副署長　６年前に赴任した東金署（千葉県東金
市）が印象深いです。着任間もない頃は、通勤で署
に近づくほど景色がのどかになるのが新鮮でした

（笑）。久しぶりの税務署勤務で、新たな知識や経験
も得られましたし、何より若手職員が活躍する姿に
大いに刺激を受けました。小規模署でしたので署内
の雰囲気もアットホームで、通勤時間は約100分かか
りましたが、思い出深い１年でした。

小山署長　前任地は東京国税局調査第四部の次長です。
　東京国税局調査部は資本金１億円以上の大規模な
法人等を所管し調査するほか、相談や指導等を行う
部署です。規模や業種などで調査第一部から四部ま
で分かれていまして、私のいた調査四部の担当業種
は、一例をあげますと機械製造業、百貨店、放送・
電信・電話業等です。
大野副署長　税務職員の研修施設である税務大学校

（埼玉県和光市）において、国際課税の専門的な知識
等の習得を目指して実施される長期研修で、国際課
税の制度に係る講義や事例討議等を担当していまし
た。それ以前は、東京国税局調査部で長きにわたっ
て仕事をしてきました。

小山署長　私は国税の職場経験の中で、大口悪質な

前任地ではどのような仕事を
されていたのかをお聞かせください。

今まで勤務された中で、
印象に残っている仕事や
勤務地についてお聞かせください。

適正・公平な税務行政を行うためには、

「地域を愛しておられる皆様と

  新宿税務署の協調が重要」と考えます。
小山署長

左から稲葉広報委員長、古澤副
会長、小山署長、大野副署長、
宮崎副署長
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となっていますので来年が楽しみです。好きな言葉
は地味ですが、空手の心得にある「堅忍不抜」です。
大野副署長　趣味は年１回のハワイ旅行です。毎年
の年末年始をハワイで過ごし、妻とゴルフをするの
が年中行事となっています。今年はコロナで行けそ
うにないのが残念です。

小山署長　着任の挨拶の時に ①綱紀の厳正な保持 ②
明るく風通しの良い職場づくり ③健康管理等、署務
運営における基本的な項目に留意して事務を行って
ほしいと話をしました。

小山署長　新宿法人会の皆様には、永年にわたり税
務知識の普及、納税意識の高揚をはじめ幅広い活動
を通じて税務署の運営にご協力頂いていることに感
謝申し上げます。
　適正・公平な税務行政を行うためには、この新宿
の地でご事業を展開され、地域を愛しておられる新
宿法人会会員の皆様と新宿税務署の協調が重要と考
えております。さらなるご理解ご協力よろしくお願
いいたします。

宮崎副署長　昨年７月に熊本から赴任したのですが、
地方から見ていた「新宿」のイメージとは全く違っ
ていたというのが、素直な感想です。煌びやかな繁
華街だけではなく、閑静な住宅街からビジネスを中
心とした高層ビル群まで多種多様な街の姿がありま
した。また、この街で活躍されている皆様には「新宿」
に対する情熱を強く感じたところです。今年１年、
更に「新宿」の街を深く理解し、仕事に生かしてい
きたいと思います。

小山署長　趣味といいますか、空手を続けていまし
て、東京国税局空手道連盟に所属し国税局のサーク
ルとして活動しています。流派は沖縄剛柔流です。
今年はコロナ禍のため半年ほど練習はできていませ
んが、来年に開催延長となったオリンピックの競技

ご趣味又はお好きな言葉や
座右の銘などをお聞かせください。

ご自身の仕事に対する抱負や
職員の方に話されていることなどを
お聞かせください。

最後に法人会や法人会員に向けて
一言お願いします。

１年を過ごされた新宿という街の
印象についてお聞かせください。

新署長・副署長インタビュー新宿税務署

新型コロナウイルス対応のため、マスクをつけてのインタビューとなりました。
署長の小山俊明様。

新署長の右腕となる大野副署長（左）と宮崎副署長（右）
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〈西部ブロック〉

法人9統括官（新任）
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〈東部ブロック〉

法人10統括官（新任）
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適正・公平な税務行政を行うためには、「地域を愛しておられる皆様と新宿税務署の協調が重要」と考えます。（小山署長）

幹部職員等新旧異動表 　令和２年７月定期異動

役職名
異動後 異動前

氏名 異動元等 氏名 異動先等
署長 小　山　俊　明 局調四　次長 福　住　　　豊 退職

副署長（法内担） 大　野　　　繁 税大　教授 宮　崎　勝　教 留任
副署長（法調担） 宮　崎　勝　教 留任 勝　野　　　晃 庁　国際業務課　国際分析官
副署長（総担） 大　江　栄　充 庁　徴収部　徴収課　課長補佐 吉　川　忠　久 麻布　徴収　特徴官
副署長（個担） 長谷川　哲　郎 留任 長谷川　哲　郎 留任

総務課長 佐　瀬　朝　史 局総務部 考査課　課長補佐 大　嶋　裕　一 税大　教授
法人１統括官 向　後　孝　廣 荻窪　法人１　統調官 折　原　　　靖 神田　法人　特調官
法人２統括官 清　水　　　周 芝　法人２　統調官 増　山　元　秀 横浜中　法人２　統調官
法人３統括官 竹　葉　勝　博 留任 竹　葉　勝　博 留任
法人４統括官 志　賀　幸　治 留任 志　賀　幸　治 留任
法人５統括官 中　戸　秀　樹 日本橋　法４　統調官 青　田　行　雄 足立　法人１　特調官
法人６統括官 日　高　隆　平 局課二　法人課税課　監理第３係長 信　江　　　誠 川崎北　法人６　統調官
法人７統括官 石　崎　正　芳 留任 石　崎　正　芳 留任
法人８統括官 黒　崎　浩　孝 留任 黒　崎　浩　孝 留任
法人９統括官 小　山　　　朋 国税庁 中　山　正　俊 船橋　法人４　統調官
法人10統括官 石　川　　　綾 局課二　消費税課主査 松　尾　公　二 国税庁
法人11統括官 鎌　田　淳　也 留任 鎌　田　淳　也 留任
法人12統括官 内　藤　淳　一 留任 内　藤　淳　一 留任
法人13統括官 小　山　良　二 税務大学校東京研修所 村　上　哲　一 局課二　料調一　主査

審理専門官（法） 三　浦　由　成 東京上野　法人　審専官 木　村　智　人 練馬東　法人５　統調官
審理専門官（法） 東　　　直　樹 留任 東　　　直　樹 留任
審理専門官（源） 福　原　幸　江 留任 福　原　幸　江 留任
連絡調整官（法） 山　口　直　和 足立　法人１　連調官 塩　沢　正　純 麻布　法人　審専官
総務課長補佐 拝　師　みどり 川崎西　総務　課長補佐 横　山　浩　平 相模原　個人　連調官
支援調整官 最　首　雄　三 総務部　総務　税専官 三　角　陽　子 局総務部　支援官

法人関係の
 税務職員です。

◆ブロック別担当官

法人3統括官（留任）
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法人3上席（留任）
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法人2上席（新任）
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法人2統括官（新任）
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法人3調査官（留任）
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法人1上席（新任）

黒
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法人1統括官（新任）
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法人1上席（留任）

石
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井
い

 文
ふみ

彦
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法人1調査官（留任）
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〈落合ブロック〉

法人6統括官（新任）

日
ひ

高
だか
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平
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〈中部２ブロック〉

法人7統括官（留任）
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まさ
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〈中部１ブロック〉

法人8統括官（留任）

黒
くろ

崎
さき

 浩
ひろ

孝
たか

〈戸塚ブロック〉

法人11統括官（留任）
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新会員募集中 !!……あなたの仲間を法人会に



東京税理士会
新宿支部 副支部長 税理士  山本 髙志
平成22年7月から1年間、新宿税務署長を務め、平成
23年、税理士事務所を開設。専門誌に、「終末への税
務の備え」、「税理士制度クロニクル」、「条説税理士法
案内」、「モスの末裔」などを連載。法人会では、「は
じめての簿記」講座などの講師を担当。
 TEL：03-5989-1846　FAX：03-5989-1847

事業主の方、企業等の経理に携わっている方々からの相談が多い事例を中心に、
税理士の山本髙志先生がズバリお答えします。

Takashi
Yama

moto

&QＡなん
でも金税

なん
でも

TAX Question
 and Answer
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年の途中で地価が下落したような場合、 
相続税の評価基準とされる路線価はどの 
ような取り扱いになるのでしょうか？ 

Ａ路線価は、宅地の価額がおおむね同一と
認められる一連の宅地が面している路線

（道路）ごとに付した1㎡当たりの標準価額で、
相続税及び贈与税の税額算定の基礎となります。
相続税の路線価は、評価時点とされる1月1日

以後1年間の地価変動を考慮して時価の80％…
程度を目途に毎年算定されている一方、3年に一度
見直しを行う固定資産税の評価と異なり、時点修正
の規定はありません。
したがって、仮に年の途中で地価が下落した…

ような場合でも、その年分の路線価は、相続税及び
贈与税の課税に原則として1年間適用されること
となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
観光地や繁華街等を中心に今後地価が 
下落することも考えられます。そのよう
な場合、路線価はどのような取り扱いに 
なるのでしょうか？

Ａ今般の新型コロナウイルス感染症の影響
は地点ではなく、広範な地域において大幅

な下落も想定され、そのような事象が確認された
場合には、納税者の便宜を図る観点から、国交省
の都道県地価調査等により地価下落を把握し、
20％以上の下落が把握された地域を指定して…
補正率を定めるということです。
国交省の調査結果公表は例年９月頃のため、今後
の国税庁の公報に注目してください。

vol.30

新型コロナウイルス禍で
価格の下がった土地の
路線価について

年の途中における地価の下落幅が著しい 
場合、相続税の評価基準とされる路線価の
取り扱いはどのようになるのでしょうか？

Ａ相続税の路線価の場合、1年間の地価変動
を考慮して時価の80％程度を目途に算定

されているため、20％を超える地価の下落があっ
たような場合、不動産鑑定士による鑑定評価額等

に基づく、路線価によらない時価の算定も考えら
れます。
他方、路線価は課税の公平を期す観点から、その
合理性が認められているため、路線価によらない
評価額による申告は慎重に行う必要があります。
そのようなケースに該当すると考えられるときは、
税務署あるいは税理士に是非ご相談ください。
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1「ミーティング」をクリックします。

2画面右側にある「招待のコピー」をクリック。
これで招待に必要な情報がコピーされます。

3参加者宛に送るメールを立ち上げ、「CTRL」
キーと「V」を押せば（ペースト）、招待URL
の情報が貼り付けられますので、このままメール
を送付しましょう。

ホストになるためには、まずZoomのアカウント登録
（サインアップ）が必要です。Zoomは有料版もありますが、
無料版で問題ありません。アカウント登録は「https://
zoom.us/signup」にアクセス、あるいは「Zoom　サイン
アップ」と検索すれば該当するページがヒットします。
ここからメールアドレスや誕生日を登録し、画面の指示に
従い、登録を完了させましょう。

アカウント登録が終わったら、サインイン（ログイン）
しましょう。❶パソコンやスマートフォンにインストール
したZoomアプリを立ち上げて❷「サインイン」をクリック
し、❸登録したメールアドレスとパスワードを入力すれば
完了します。

さて、ここからホストの仕事が始まります！最初にやる
ことは「招待URL」を発行し、参加者に伝えることです。
招待URLの発行はいくつかの方法がありますが、一番 
シンプルなものをご紹介します。パソコンとスマートフォン
で操作が若干異なりますので、右記ご参照ください。

〔 パソコンの場合 〕まずアカウントを登録しよう！

参加者を招待しよう！

前回、WEB 会議ツール「Zoom（ズーム）」の使い方を解説しました。
今回は、もう一歩進んで、ホスト（主催者）になる方法や

ホストとして知っておくべきことを解説します。
マスターして Zoom をビジネスにフル活用しましょう！

解説／ WizBiz 株式会社　取締役ビジネスマッチング部長　岡本一展

Part 2 「主催者」になる（中級編）

Zoomでやってみよう！
オンライン会議をオンライン会議を
Zoomでやってみよう！

❶ ❷ ❸
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招待URLを参加者に伝えれば、あとは会議当日を 
待つだけです。

ホストは参加者を迎える立場ですので、少し早めの 
入室を心がけましょう。ホストが入室する方法は２つ 
あります。いずれもZoomアプリにサインインしている
ことが前提ですのでまずはサインインを完了させましょう。

１つ目の方法は、参加者にお知らせした招待URLから
入る方法。ホスト自身もそのURLをクリックすれば入室 
できます。２つ目の方法は、Zoomアプリから入室する方法
です。まず、Zoomアプリの「ミーティング」をクリックし、
招待URLを準備した
場所を見てください。
すると、その左側に

「開始」というボタン
がありませんか？　
パソコンの場合は、
青色で目立つボタン
です。これを押せば
ホストの入室が完了
します。

その後、参加者が入室しますが、Zoomには「待機室」
という部屋があり、ホストが入室を許可するまでは、 
参加者は一旦、ここに留まります。そのため、待機室に
入ってきた参加者の入室許可を行います。Zoomの画面上
で「参加者」というボタンをクリックすると、待機室に
入った人の一覧が出ますので、１人ずつ「許可」のボタン
を押せば大丈夫です。

なお、Zoomのオン
ライン会議はホスト
も含めて100人まで
参加可能です。ただ
し、３人以上の場合、
無料版では40分しか
利 用 で き ま せ ん。 
それ以上、連続して
使いたい場合は有料
版（月額2000円〜）へのアップグレードが必要です。３人 
以上で使用することが多い場合は、有料版も検討して 
みましょう。なお40分が過ぎても、もう１回、同じ招待
URLから入室し直せば、また40分繋げられますので、 
仲間内だけの会議であれば、無料版でも問題ないかも 
しれません。

オンライン会議を始めよう！

1「ミーティング」をクリック
します。

2画面上にある「招待
の送信」をクリック。

3画面下に「メッセージ
の送信」「メールの
送信」「クリップボード
にコピー」という３つの
選択肢が出てきます。

4LINEやFacebook Messengerで参 加 者に
お知らせになる場合は「クリップボードにコピー」
をお選びください。そして、LINEなどを立ち上げて、

「ペースト」すれば、招待URLの情報が貼り付け
られます。

5メールでご案内したい場合は、「メールの送信」
を選択すれば、招待URLが記載されたメール
が立ち上がりますので、宛先を指定するだけで
送信できます。

〔 スマートフォン・タブレットの場合 〕

Part 2 「主催者」になる（中級編）

●●●●さんがあなたを予約されたZoom
ミーティングに招待しています。
トピック：
●●●●のパーソナルミーティングルーム
Zoomミーティングに参加する
https://us04web.zoom.us/j/● ● ● ● ●
●●
ミーティングID：●●●●●●●
パスコード： ●●●●●●●

招待 URL のサンプル
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オンライン会議をZoomでやってみよう！オンライン会議をZoomでやってみよう！

ホストはこんなことができます！ ホストが使える代表的な機能を簡単に
ご紹介します。

他の参加者のマイク・
カメラの操作ができます。
発言者を指名したいと
きなどに便利です。

録画・録音ができます。議事録を作成する場合、
あるいは欠席者に内容を共有するのに便利です。
※ホストが許可すれば、他の参加者も可能です。

画面を通じて、WEBブラウザや動画、EXCEL・
PowerPoint・PDFのファイルなどを共有すること
ができます。資料を使いながら説明できるので
商談やミーティングに便利です。
※ホストが許可すれば、他の参加者も可能です。

会議に集まった参加者を少人数の小部屋に 
分けることができます。例えば、９人で会議を

していた場合に、途中で３人×３グループに別れて
話し合いたいときなどに使います。小部屋の 
数は自由に設定ができます。

さらに有料版では次の 〜 の機能も追加さ
れます！有料版は月額2000円〜利用できます。

無料版では40分に制限される３人以上の会議
も、有料版では無制限になります。

参加者にアンケートを取ることができます。
セミナーや勉強会をオンラインで開催する場合
に便利です。またアンケートの集計結果を全員
に共有することもできます。

レコーディング（録画・録音）は無料版でも
使えますが、有料版ではZoomが用意したクラ
ウド上にデータ保存ができます。このメリットは、
レコーディングしたデータを誰かに送りたいとき
に、Zoomが発行するURLを送るだけで完了 
することです。わざわざ重たいファイルをメール
送付する必要がなくなるため、使ってみると 
とても便利な機能です。

３人以上の会議も時間無制限5

レコーディングのクラウド保存7

参加者のマイク・カメラの
ON/OFF切り替え

1

サインアップ／新しくZoomの
アカウントを作ること。 要は、

新規会員の登録のことです。
サインイン／作成したアカウント・
パスワードでログインすること。
ホスト／ Zoomのオンライン会議で
の主催者のこと。

招待URL ／オンライン会議に入室
する鍵となるURLのこと。ホストが 
発行し、参加者に知らせることでオン
ライン会議を始めることができます。
ミーティングID ／オンライン会議に
入室するための部屋番号のこと。 
招待URLの代替になります。９桁 

あるいは10桁の数字で、招待URL
でなくても、ミーティングIDとパスワードが
分かれば、Zoomアプリからオンライン
会議に入室ができます。
画 面 共 有 ／ PDFやEXCEL、
Power PointなどのファイルやWEB 
サイトなどを画面上で参加者に共有

することができる機能のこと。
ブレイクアウトルーム／オンライン
会議中に小部屋を複数つくり、参加者
をグループ分けして別々に会議を 
進行させることができる機能のこと。
レコーディング／オンライン会議の
全部、あるいは一部を、録画・録音

用語
解説

レコーディング
（録画・録音）

2
投票機能（アンケート機能）6

画面共有3

ブレイクアウトルーム4

3 426

はじめよう！ e -Tax（http://www.e-tax.nta.go.jp/）
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話題になったセキュリティ問題も知っておこう！

Part 2 「主催者」になる（中級編）

必須にしているため、招待URLも複雑な文字列
になっています。また、入室できたとしても「待機室」
を設け、承認した人しか会議に入室できないように
なっています。そのため、「Zoom爆弾」は発生
しにくくなっています。しかし、肝心の招待
URLやパスワードを、SNSやウェブサイトなど、
第三者が自由に見られるところに出してしまえば、
それらの対策も無意味です。そのため、招待
URLやパスワードは、その会議への参加者に 
限定して知らせることを徹底しましょう。また、
パスワードは定期的に変更することをオススメ
します。

Zoomが一気に拡がった2020年４月ごろ、セキュ
リティの脆弱性が大きな話題になりました。 
そのため、「Zoom って危ないのでは？」と不安
な方もいるかもしれません。ただ、そのときに問題
になったことのほとんどは、その後のアップ 
デートによって対策が講じられており、基本的
には安心してご利用いただけます。どうしても
心配な場合は、機密性の高い会議には使用を控える
ことが無難かもしれませんが、そこまで心配 
することは無いと思います。

ただ、普段の使い方で注意をしなければなら
ないことがあります。それは、通称「Zoom爆弾」
と呼ばれるもので、いたずら目的で第三者が 
会議に侵入してくる、という問題です。

なぜこのようなことが起こるのか、というと、
Zoomの招待URLは、以前は、最後に９桁か10桁
の数値が並んでいました。そのため、この数字
を適当に入力することで、誰かが設定している
会議に入ることが可能だったのです。この問題
が発生して以降は、Zoomはパスワード設定を 

「オンライン会議」フル活用のススメ ビジネスへの活用を積極的に進めましょう。

することができる機能のこと。
投票／オンライン会議中に、参加者
からアンケートを取得する機能の 
こと。
チャット／ LINEのように参加者同士
がメッセージのやり取りできる機能の
こと。ファイル添付も可能なので、

資料やURL、メールアドレスなどを 
送りたいときに便利です。
待合室／参加者が招待URLをクリック
したときに、最初に通される部屋の 
こと。ホストが「入室許可」すること
で、会議への入室が可能です。
バーチャル背景／画面の背景を 

好きな画像に変更することができる
機能のこと。背景に映り込んでしまう
自身の部屋やオフィスを見せたくない
場合に便利です。また、名刺情報
を載せたバーチャル背景を用意する 
ことで、名刺交換代わりに使うことも
できます。

次回　　　    
Part3

「テレワークを推奨する
ためのツールの紹介」

（上級編）
Zoom以外のツール活用術を

解説いたします。

私自身の
実体験から

ご紹介します。
営業マンの時間の使い方を調べると、意外に多くを占める
のが「移動時間」です。これがゼロになり、要点を絞った
商談になるため、面談が短時間で終わる傾向にあります。

商談数が増えた！2新規顧客のアポイントが
取りやすくなった！1

対面と比較してオンライン面談は格段にアポイントが 
取りやすくなります。オンラインのほうが要点を絞るため
短時間で終わる傾向があります。

「画面共有」の機能で実例を紹介・ 
サンプルの画像・相手の要望に応じて、
資料を見せることができます。こちらの
ペースで進められ、お客様は商談に集中
して頂けます。

プレゼンテーションが
効果的になった！3

私の会社では、全員が自席に座りながらZoomで社内
会議をします。会議室への移動時間や片付けも無く
時間のムダが無くなります。さらに、１人１人の顔が画面
いっぱいに映るため、表情がよく分かり、社員の様子
も把握しやすいです。

社内会議が効率化した！4
テレワークを進める上で、１人１人の社員のマネジメントが 
難しい、という問題があります。Zoomをフル活用したオン 
ライン会議で仕事の進捗確認。「今日の相談事は？」と 
いう時間を敢えて設けて、社員が相談しやすい環境をつくる
ようにしています。

テレワークが一気に進んだ！5

WizBiz　岡本先生

eLTAXを利用しよう！（https://www.eltax.lta.go.jp/）
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牧野義博（まきの・よしひろ）　

東京国税局調査部において特別国税調査官、統括国税調査官、調査開発課長等を経て八王子税務署長を最後に退官。
東京都新宿区で税理士登録。著書には「ザ・税務調査１～３」「税務トラブルと債務の確定」（大蔵財務協会）ほか専門
誌等に執筆。ＨＰは「牧野義博税理士事務所」で検索。全国各地で講演会も行っている。

プログラムの修正を行う時は、既存シス
テムの不具合修正等の原状復帰のものなの
か、あるいは、新たに機能を追加するもの
なのかで、修繕費か減価償却資産かの判断

を行ってください。ソフトウエアやシステム
開発というと難しく感じられますが、基本
をしっかり覚えていただければ、判断は 
比較的に容易であると思われます。

  実践!

税務調査
資本的支出の判定 システム開発関係 

税務調査において、システム開発費用をめぐり、次のような会話が交わされています。

このプログラムの修正は何の目的で行われ
たのですか？　経理処理では修繕費とされ
ていますが、具体的な根拠があればお話し
ください。

システムの使い勝手を良くするために、 
プログラムの一部を修正しただけで、新たに
システムを開発したわけではありません。

プログラムの修正は、バグ（プログラム上
のごみ）、つまり機能上の障害を除くため
のものなのか、あるいは現状維持のため 
ですか？　具体的には、プログラムのどの
部分を修正されたのか説明願います。

特定商品の売上げの分析表を作っていま 
したが、それに項目を新たに数行追加する
ことにより見やすくしただけです。

いわゆるパソコンの表計算ソフトで分析 
項目を数行挿入するイメージですね。

そうです。単なるちょっとした追加ですが
問題ないでしょう？

システムを構築する場合、まず木に例えれば
幹の部分を作らなければなりません。それから
必要に応じて枝の部分を足して目的の成果物
ができるのです。

それは分かりましたが、今回と何の関係が
あるのですか？

調査官

担当者

最初にシステムを作った時に、本来の目的
である成果物がきちんとできるか、言い換
えれば作成したシステムが正しく機能して
いるか、テストデータを流し、完成品の
チェックを必ず行います。つまりテストを
行うのです。

確かにテストデータを出してほしいと言わ
れましたし、最後にチェックもしました。

今回は市販のソフトを修正したものでは 
なく、自社が開発したシステムの修正を
行っていますので、いわば枝を追加した 

イメージです。したがって、枝の部分の修正プログラム
ができたとしても、枝だけの木はありませんので、
幹から枝まで通してテストデータを流しチェック 
することになります。つまり、新たにシステムを 
追加、構築したことになるわけです。

新たな機能の追加、つまり資本的支出と 
いうことですか。

そういうことです。少し難しかったですが、
ご理解いただけましたか。

何となく分かりました。
ちなみに耐用年数は何年ですか？

用途が自社利用ですので５年となります。
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新宿都税事務所からのお知らせ

９月は、固定資産税・都市計画税第２期分の納期です（23区内）
〈第２期分納期限〉 ９月３０日（水）
6月にお送りした納付書により、9月30日（水）まで

にお納めください。納税には、 安心で便利な口座 
振替がご利用いただけます。詳しいお申込方法は、 
主税局徴収部納税推進課 03（3252）0955まで 
お問い合わせください。

また、お近くの金融機関・郵便局・指定のコンビニ
エンスストア、または都税事務所・都税支所・支庁
窓口での納税のほか、インターネットバンキングや、

モバイルバンキング、パソコンやスマートフォン等か
らクレジットカードでも納付いただけます。さらに今年
6月から、スマートフォン決済アプリでも納付できる
ようになりましたので、ぜひご利用ください。

利用できるアプリ

主税局公式 Twitter は、
こちらからどうぞ！

東京都新宿都税事務所（相談広報担当）
新宿区西新宿７－５－８（03-3369-7151）

減免対象：一画地における非住宅
4 4 4

用地の面積が４００㎡以下で
あるもののうち、２００㎡までの部分について、固定資産税・ 
都市計画税の税額を２割減免します。ただし、個人又は資本金・
出資金の額が１億円以下の法人が所有するものに限ります。

減免手続：申請が必要です。未申請の方で小規模非住宅
4 4 4

用地を所有している
と思われる方には減免手続きのご案内を送付します（同一区内で前年度に 
減免を受けた方で用途を変更していない方は、新たに申請する必要はございま
せん）。詳細は土地が所在する区の都税事務所までお問合せください。

東京都では、中小企業者等を税制面から支援するため、昨年度に引き続き、23区内の小規模非住宅
4 4 4

用地に対する固定資産税・
都市計画税について令和2年度分の税額を2割減免します。

小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税を減免します（23区内）

今年度は新型コロナウイルス感染症対策を実施の上、
宮崎副署長を講師にお迎えし税制改正だけではなく、
新型コロナウイルスに関する税制上の措置について下記
の内容を詳しく解説いただきました。
≪税制上の措置≫
○申告・納付等の期限の個別延長
○納付の猶予制度
○欠損金の繰戻しによる還付の特例　
○テレワーク等のための中小企業の設備投資税制　
○新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い
　①企業がマスクを取引先等に無償提供した場合
　②賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合
　③企業が復旧支援のためチケットの払戻を辞退した場合
　④業績が悪化した場合に行う役員給与の減額　など
※定員超過の方には配布資料をお送りしました。

開催日時：令和２年６月 17 日（水）
　　　　　① 13：30 〜 14：30
　　　　　② 15：00 〜 16：00
会　　場：新宿法人会館　３階会議室
参加人数：① 23 名、② 23 名 ※各定員 23 名

講　　師：新宿税務署　副署長 宮崎 勝教 氏

法人会活動

新型コロナウイルスに関する税制上の新型コロナウイルスに関する税制上の
措置および令和２年度税制改正研修会措置および令和２年度税制改正研修会

新宿税務署 宮崎副署長による新宿税務署 宮崎副署長による

緊急事態宣言下で取り止めていた当講座を、今回は 
例年５月に源泉部会限定で開催している講義内容（退職 
所得・報酬料金の概要）も含め特別形式で２回開催 
しました。毎月の源泉徴収事務を正しく行えるよう基本的
な項目から学べる入門コースとして好評でした。

開催日時：令和２年７月７日（火）、８日（水）　
　　　　　13：30 〜 16：30
会　　場：新宿法人会館　３階会議室
参加人数：７日 /21 名、８日 /16 名 ※各定員 30 名

講　　師：新宿税務署 法人課税第３部門 審理担当官
　　　　　山本 久美子 氏

やさしい源泉取得税講座やさしい源泉取得税講座

例年４月に開催し人気の講座。コロナ禍で開催を 
見送っていましたが、７月に３密を避けて開催。「全く
の初心者でしたが、テキスト・講師の先生も大変わかり 
やすかったです。ありがとうございました」「他の受講者
との距離がきちんととられていて安心しました」など受講者
からお声をいただきました。

開催日時：令和２年７月２日（木）、９日（木）、16 日（木）　全３回
　　　　　13：30 〜 16：30
会　　場：新宿法人会館　３階会議室
参加人数：24 名 ※各定員 30 名

講　　師：税理士　星野 徳孝 氏

はじめての簿記はじめての簿記

法人会の研修会やメリットの詳細はホームページへ！新宿法人会 検 索



◇お問い合せ先　（一社）東京法人会連合会

（東京法人会連合会が負担します。）

東京法人会連合会 事業課

（同一会員の相談は

成和パートナーズ法律事務所（令和２年１月６日  羽野島法律事務所から名称変更）

法人会から

ご希望の方は法人会事務局（平日午前
9時～午後5時）まで、メール、FAX
または電話にてお申込ください。
（1）申込者名（法人の場合は、会社名

とご担当者名）
（2）連絡先TEL・ FAX
（3）小冊子郵送先住所
（4）希望の小冊子名及び必要部数
　  ※1タイトルにつき2冊まで
以上をお知らせください。本の引き渡し
はメール便にて対応させて頂きます。

その他の小冊子もプレゼントして
おります。詳しくは新宿法人会
ホームページをご覧ください

先着100名様

新宿法人会 検 索

FAX 03 (3371) 3834
TEL 03 (3371) 3821
info@shinjuku-hojinkai.or.jp

小冊子小冊子
プ レ ゼ ン ト

■ マクロで考えるコスト削減
■ ミクロで考えるコスト削減
■ コスト削減は抵抗力のある
　 経営体質の確保のため
コスト削減チェックリスト

雇用・働き方改革・職場環境・
新型コロナウイルス関連の

各種助成金の活用のポイント解説！
今置かれている状況、平坦でない経営情勢
をチャンスと捉え、自社の取り組みや制度
を見直すきっかけです。それらを支えてく
れる一つが助成金です。会社がもらえる助
成金活用のポイントをしっかり知って、事業
継続・様々な問題解決にご活用ください。

●新型コロナウイルス関連 
●雇用の安定・能力の向上
●働き方改革の対応 
●労働環境の向上 
●会社を守る・雇用を守る 
●高齢者・障害者の雇用 
●地方の人材確保  
●ワークライフ・バランス
●社員個人に支給  
●経済産業省の助成金

コスト削減の基本的な考え方を
費目ごとに解説し、達成度が分かる

チェックリスト付き！
自然災害はもとより、国内外の市場の不
確実性・病原性ウイルスの伝幡など、企
業経営に甚大な打撃を与えることを私た
ちは目の当たりにしました。事業存続のた
めに、各種のリスクに対する抵抗力を付
けることは、日々の努力の積み重ねが重
要です。
「損益計算書」から考えるコスト削減を成
就して、抵抗力を身につけ健全な経営体
質を実現しましょう。

新会員募集中 !!……あなたの仲間を法人会に13 vol.209 ／ 2020.9
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落語立川流真打の著者。立川志らく
を師匠とする門下の総領弟子。

一般的な衣食住環境で生活する人に
とっては、その生活スタイルは破天荒
としか表現しようがない。タイトルそ
のまま「家」に帰らず、公演場所近く

のホテルに泊まるなどし、「帰宅」にかかる時間を自分時間
に充てているという。最低限という表現が当てはまるか定か
ではないが、冒頭で紹介されている持ち歩いている荷物は、
落語関連が多く生活必需品は少ない。インターネットを 
スマホを使う事で、移動中に必要品の手配したり、ゲーム
イベントの誘いを受けるなど、精力的にITを活用し、思考し
行動する内容は多岐にわたっているが、詰まるところ、すべて
は「落語」に繋がっているのが読んでいて感じる。とても 
真似出来る姿勢ではないが、この様な落語家がいる事を 
知って欲しい。

まず前回の私のコラムの続きから。子供の頃映画館
で映画を見て声をあげて泣き出し、上映が止まってしまっ
た映画は、「きけわだつみの声」という悲惨な戦争映画
でした。次の日となりのパン屋さんのおばあちゃんが 
来て、「泣いちゃったんだって、どんな映画？」と聞かれて、
又泣き出してしまいました。題名は忘れましたが、黒澤
明監督も子供の頃映画を見て大泣きしたそうです。

次に昔の日本映画で好きな監督と作品を書きます。
黒澤明・断然「赤ひげ」です。次に「天国と地獄」 

「用心棒」。
成瀬巳喜男・「女が階段を上る時」が一番好きです。

「浮雲」は哀しすぎます。はじめてカラーで撮影した 
「鰯雲」もすばらしい作品だと思います。今はなき銀座
並木座の成瀬特集で初体験して衝撃を受け通い続け
ました。小津安二郎・「麦秋」です。「東京物語」より
秀作。杉村春子の演技が秀逸です。

山本薩夫・「白い巨塔」が最高ですが、三國連太郎
主演の「にっぽん泥 棒 物 語 」も傑 作。今 井正・ 

「にごりえ」の中の「大つごもり」。オムニバス三篇の中
の一篇ですが、久我美子の演技とともに最高です。

映画好きの方いかがですか？
 （パン・フォーカス）

その落語家、住所不定。
（光文社新書）
出版社：光文社

著   者：立川こしら

紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/紀伊国屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/

今後の法人会イベント

時　間 会　場名称：内容

15日（火） 13:30 ～16:30
決算法人説明会
講師：荒尾 成利 税理士 

法人会館３階

17日（木）
〜１０月２２日（木） 13:30 ～16:30

はじめての経理実務《全６回》　※毎週木曜日開催

講師：星野 徳孝 税理士 
〃

18日（金） 13:30 ～15:30 新設法人説明会　講師：塚野 真知子 税理士 〃

99 月月

時　間 会　場名称：内容

16日（金） 13:30 ～16:55
決算法人説明会
講師：東京税理士会新宿支部 税理士　新宿税務署担当官

法人会館３階

21日（水） 13:30 ～16:00 新設法人説明会　講師：新宿税務署担当官 〃

1010 月月

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期等の可能性がございます。予めご了承願います。

14vol.209 ／ 2020.9
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国税庁 e-Taxキャラクター イータ君 新宿法人会は e-Taxを推進しています

申告時に提出する「法人事業概況説明書」に
『新宿法人会 会員』と記入しよう ♪


