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行　事 開催日時 会場 ・ 方法等 講演会等

青 年 部 会
全 体 会 議

R3.5. 初旬 書 面 開 催 ( 予定 )

女 性 部 会
全 体 会 議

R3.5. 中旬 書 面 開 催 ( 予定 ) 中止

本　　会
第 9 回定時総会

R3.5.21 （金）
午後 3 ： 00 ～

東松山市民文化センター 中止

令和２年12月４日、東松山市長森田光
一様、東松山市議会議長　福田武彦様を
鈴木会長・井口副会長が訪ね提言活動を
行いました。

　小川町の小川小で租税教室を毎年実施しています
が、今年度初めて小川東中学校で３月10日に租税教
室を実施しました。(講師　戸口勝氏)
　法人会が担当する租税教室を増やし、見学してい
ただける機会を提供してまいります。

　今年度初めての研修会が12月9日開催されました。
参加者がおられるか心配しましたが例年以上の参加者
がありました。

〇提言活動

〇租税教室

〇期別決算 ・ 新設法人研修会開催

事 業 等 紹 介

総会日程のご案内

★「第9回定時総会のご案内」は往復はがきにて4月26日(月)の理事会終了後、会員の皆様に郵送いたします★
☆★☆　講演会について今回は中止です。☆★☆
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令和 3年度法人会・会費の口座振替による徴収を下記の通り実施させていただきます。 

※領収書の発行は致しませんので必要な方は東松山法人会事務局までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、会費のお支払方法は口座振替を推進しております。 

口座振替手続きに移行されていない会員様につきましては、この機会に変更いただきますようお願いい

たします。口座振替依頼書につきましては本会事務局に用意してあります。 

 

東松山法人会会員の皆様へ 
税制改正アンケート調査にご協力をお願いします！ 

 

 

アンケートの案内が「今号ほうじん東松山」に同封されています。 

埼玉県では、法人会すべての会員を対象に税制改正アンケート調査を実施しています。 

是非アンケート調査のご回答にご協力賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

新会員ご紹介 

（令和 2年 12月～令和 3年 2月） 

★東松山支部 【敬称略】 

賛助 法人名 代表者 住所 電話 紹介者 

 ㈱たてごや福士 福士 豊春 東平 1894-138 090-6185-3531 会長（事務局） 

 ㈲アイ電気 吉田 徹弥 狭山市柏原 2787 04-2952-3481 本会事務局 

 

★小川支部 

賛助 法人名 代表者 住所 電話 紹介者 

 ㈱ファーストテクノ 小林 昌信 腰越 188-1 0493-72-0853 埼玉りそな銀行小川 

 大和ランド建設㈱ 渡辺 典光 小川 728-16 0493-59-8633 埼玉縣信用金庫小川 

 

★比企中部支部 

賛助 法人名 代表者 住所 電話 紹介者 

 ㈱テリヤキ 渡邊 聖文 滑川町羽尾 1420-2 080-1281-7076 埼玉りそな銀行東松山 

 ㈱環境総合研究会 鎌田 健司 滑川町みなみ野 2-6-2 0493-77-3205 埼玉りそな銀行東松山 

  

本会 引き落とし日 令和 3年 6月 28日（月） 
（※当日引落しできなかった場合 7月 27日（火）に再引落しいたします） 

青年部会・女性部会 引き落とし日 令和 3年 7月 27日（火） 
（※当日引落しできなかった場合 8月 27日（金）に再引落しいたします） 

お知らせ 

1. アンケート調査期間 令和 3年 4月上旬～5月 6日（木） 

2. 回答締切 令和 3年 5月 6日 

皆様の貴重なご意見が国の税制改正に反映されます 
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①　インターネットでカンタン申告！

②　県税の納付はスマートフォン決済アプリで！

県税からのお知らせ

　地方税のポータルシステム「eLTAX（エルタックス）」をご利用いただくと、混み合う窓口へ申
告に出かけることなくオフィスや自宅から、法人県民税、法人事業税の申告・納税ができます。
　簡単に申告書を作成することができる
作成支援機能により、税務ソフトウェア
との連携も可能です（eLTAX 対応ソフト
に限ります）。
　また、電子申告に引き続いて、申告デ
ータをもとに納付情報を発行して、「地
方税共通納税システム」により、一度の
手続で全ての地方公共団体に対して電子
納税をすることができます。
　さらに、法人県民税・事業税に関する
申請書・届出書の一部については、eLTAX を利用して電子的に提出することができます。
　ますます便利になったシステム「eLTAX」を是非ご利用ください。
利用開始手続きなど詳しくは、eLTAX ホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。

　※ 平成 30 年度税制改正により、大法人が行う令和 2 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度の法人県民税・
法人事業税の申告は、eLTAX により提出しなければならないこととされました。
　また、埼玉県では、令和 2 年 10 月に発送する予定申告から、eLTAX で電子申請を行っている法人の皆様
に対し、納付書・申告書等様式の事前送付を廃止しています。

　埼玉県では、令和３年４月から、スマートフォン決済アプリによる県税の納付を開始しました。
お手持ちのスマートフォン等から、スマートフォン決済アプリを利用して納付書のバーコードを読
み取ることにより納付ができます。
　対象の税目は、自動車税（種別割）、個人事業税、不動産取得税です。納付額が３０万円以下の
納付書のみ利用可能です。
　利用できるアプリは、PayPay、LINE Pay、PayBです。事前にアプリの登録や納付額のチャージ
が必要です。なお、領収証書等は発行されませんので、ご注意ください。

　金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口へ行かなくても、ご自宅などから納付できます。是
非ご利用ください。
詳しくは、埼玉県ホームページをご確認ください。
　　

お問合せ：各県税事務所又は県税務課
（TEL①048-830-7606　②048-830-2657　FAX048･830･4737）
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税務署からのお知らせ 

 

税務署窓口における押印の取扱いについて 

1. 令和 2年 12月２１日に「令和 3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類（国税に

関する法律に基づき税務署長等に提出される申告書等）の押印の見直しについて、以下の方針が

示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めて 

いる書類 

(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類 

（注１） 国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手
続に準じた取扱いとする。 

（注２） 上記の改正は、令和 3年 4月 1日以後に提出する税務関係書類につい

て適用する。 

（注３） 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類に
ついては、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めな

いこととする。 

 

 

 

この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、本件見直しの対象

となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととしてい

ます。 

 

2. 代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている 

本人(委任者)からの委任状等についても、押印がない場合に改めて求めな

いこととしています。 

ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を

確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続

き、委任状への押印等が必要となりますので、御留意ください。 

  

提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に

掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。 
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発行所　　　　　公益社団法人　東松山法人会

埼玉西支社 〒359-0037　埼玉県所沢市くすのき台3-18-3　第二リングスビル2F

P20182　AFツール-2020-0365-2103009　10月30日

〒355-0021　東松山市神明町 2-12-27
電　話　0493-24-3254
FAX　0493-24-4918

ほうじん東松山10


