
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申告簡素化へ 

 政府税制調査会は、6月19日 ICT（情報通信技術 

を使った納税の為の電子申告手続きの簡素化の議論を始

めた旨、日経新聞に記載がありました。今後は ICT先進

国エストニア等の電子申告の事例を参考にしながら、ネ

ット上での更なる利用者増を図っていきます。国土ニュ

ース175号でも、大企業を中心に電子申告が余り進んで

いない旨記述しましたが、法人税申告は平成27年度に4

分の3を突破したものの（下図参照）、他の電子申告の

進んだ国（エストニア99％、韓国98％、英国98％、フ

ランス96％）に比べ遅れが顕著です。 

出典：政府税制調査会 海外調査報告 

  もっとも普及しているエストニアでは、国税当局が給

与や社会保険料などがあらかじめ記入された「記入済み

申告書」をポータルサイトで提供し、それを利用者がス

マートフォンやPC等で確認、修正し返送すれば終わる

システムのようです。日本では、仮に同じ内容の記載で

も国税と地方税でそれぞれ別に入力させる等、非常に使

い勝手が悪いケースも指摘されています。今後の更なる

利用率向上のためにはまず、徴収側のユーザーフレンド

リーなシステムへのバージョンアップを期待します。 

 

農地転用原則「可」に 

 6月20日の日経新聞夕刊によると、政府は農地法に関

する政令を改正し、農地を原則企業向けの用地に転用で

きるようにするべく7月閣議決定する予定です。 

国は全国にある約450万ヘクタールある農地を立地や営

農条件によって大きく5つに区分しています（下図参照）。

現状では不許可だった10ヘクタール以上で良好な営農

条件を備えた農地や、自治体が優先的に農業振興を進め

る為に指定する農用地区域内農地についても進出意欲の

ある企業や、土地所有者の申請に応じて自治体が許可を

与えることが出

来るとしていま

す。これらの緩

和により新たに

転用可能となる

農地は実に9割

近くとなります。

背景には、農家

の高齢化と新規

農業従事者の減

少による農業従

事者全体の大幅

な減少です。また、上記に伴い、再生利用が困難な荒廃

農地が増加しており、いわゆる「放棄地対策」の一環で

もあります。ただし、農地の安易な転用は、かえって地

域に悪影響を及ぼす可能性もあり、行政にはバランスを

考えた対応を期待したいと思います。 

 

2022年問題 

 こちらも農地絡みの話となりますが、1992年に都市部

の緑地の計画的な保全を目的としてスタートした生産緑

地に対する税優遇は、2022年に「30年縛り」が解け、

農作物の生産以外の利用が可能となります。国土交通省

によると、全国で1万3442ヘクタールの生産緑地が存

在し、その内制度開始時に指定を受けた土地が1万ヘク

タール超（東京ドーム約2,130個分）になります。30年

縛りが解けると、所有者は市区町村の農業委員会に土地

の買取りを申し出る事が可能になることから、これらの

土地の多くが5年後宅地になることが予想されます。結

果、宅地に適した土地が市場に溢れ、価格が暴落する可

能性があります。また、宅地として所有する場合には、

大幅に増える固定資産税が支払えなくなる所有者も出て

きたり、税金対策として賃貸住宅を建てて固定資産税を

軽減させたいと考える所有者が出てきたりと、様々な影

響が出てきます。特に該当する業界や士業従事者は早め

の対策やサポートが必要となります。 

 

 不動産鑑定士制度見直し 

 6月16日の日経新聞によると、土地や建物の価格を評

価する不動産鑑定士の制度を見直すとの記載がありまし

た。根底には受験者数の減少による慢性的な人手不足と

高齢化で、国交省によると

2016 年の受験者数はピーク

時の約3分の1の1,568人で、

鑑定士登録をしている 8,300

人中 60 歳以上が 4 割を超え

ています。 

 その為、鑑定士試験の合格

条件を緩和（1次試験合格者はその後2年間1次試験免

除等）や、農地の評価を法的な業務に加える事での範囲

拡大を進め、鑑定士業界の活性化を狙います。 
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 区分 営農条件、市街地化の状況   許可の方針

農用地区

域内農地

市町村が定める農業振興地域

整備計画において農用地区域

とされた区域内の農地

原則不許可（市町村が定める農用地

利用計画において指定された用途

（農業用施設）等のために転用する

場合、例外許可）⇒原則許可

国が定める農地区分と転用許可方針

第2種農地

鉄道の駅が500m以内にある

等、市街地化が見込まれる農

地又は生産性の低い小集団の

農地

農地以外の土地や第3種農地に立地

困難な場合等に許可

第3種農地

鉄道の駅が300m以内にある

等、市街地の区域又は市街地

化の傾向が著しい区域にある

農地

原則許可

甲種農地

市街化調整区域内の土地改良

事業等の対象となった農地（8

年以内）等、特に良好な営農

条件を備えている農地

原則不許可（土地収用法の認定を受

け、告示を行った事業等のために転

用する場合、例外許可）

第1種農地

10ヘクタール以上の規模の一

団の農地、土地改良事業等の

対象となった農地等良好な営

農条件を備えている農地

原則不許可（土地収用法対象事業等

のために転用する場合、例外許可）

⇒原則許可

出典：政府税制調査会 海外調査報告 

出典：農水省HPの抜粋から一部改訂 
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傘の歴史 

 6月 7日関東・甲信越地方が梅雨入りしました。現在

は梅雨のまっただ中、暫く鬱陶しい季節が続きます。 

 さて、この梅雨の季節に活躍するのは傘です。 

日本の年間傘購入本数は1億3,000万本と言われており、

世界一です。これは国民1人が毎年1本以上購入してい

ることになり、その内過半数以上が安価なビニール傘で

す。そうなると出てくるのが「忘れ物」。忘れ物のメッカ

電車内での年間忘れ物本数は実に 30 万本で、リサイク

ルに回されるものもありますが、大半が処分されます。 

 そんな傘ですが歴史は古く、4,000 年程前と言われて

おり、古代エジプト時代の壁画にも

描かれています。紀元前5世紀のギ

リシャでは雨傘を持つ女性がファッ

ションの一環として使用している様

子が描かれています。日本では 552

年に欽明天皇が、百済聖王の使者よ

り贈られた傘を日傘として使用したのが最初のようです。 

 現在と同じ開閉式の傘が誕生したのは 13 世紀のイタ

リアと言われ、それがスペインやポルトガルに広まった

ようです。歴史上雨傘よりも日傘としての用途が長いの

も特徴で、イギリスでは特に 18 世紀になるまで現在の

構造のものはありませんでした。当初傘の導入について

も日傘であり、雨の際に傘を差した紳士が笑われたとい

うエピソードもあります。当時のイギリスでは雨は帽子

で防ぐものという考え方が一般的で、傘を差すのはおか

しいという風潮でした。ちなみに、お隣のフランスでは

17 世紀に町中で 2 階から投げられる汚物を避けるため

傘は女性の必需品であったとされています（同じ理由で

道の至る所に落ちている汚物を踏まない様ハイヒールが

普及したとも言われています）。 

 このように傘は様々な用途で普及してきましたが、驚

くべきことに、傘の形状が昔も今もそれほど大きく変化

していません。これから先傘が進化するのか、形状が変

わる事があるのか、梅雨空に咲く傘の花を眺めながら考

えてみるのは如何でしょう。 

  

その先は・・・ 

 14歳の快進撃が止まりません。中学生の将棋プロ棋士

藤井聡太四段は 6 月

26日（月）に行われた

第 30 期竜王戦決勝ト

ーナメントにて、増田

康宏四段に 91 手で勝

ち、デビューから負け

なしの 29 連勝を達成

し、歴代連勝記録の単

独トップ（28連勝は神

谷広志八段とのタイ記

録）となりました。次

戦は執筆後の為、前人

未到の 30 連勝に到達するのかはわかりませんが、将棋

界の未来を担う人材であることは間違いなさそうです。 

 さて、今後藤井聡太四段が順調に一流棋士への道を歩

んだ場合に挑んでいく舞台ですが、将棋界には7大タイ

トル戦（来年から8大タイトル戦）があり、現在は羽生

善治三冠（棋聖、王位、王座）が文字通り7大タイトル

中3つのタイトルを獲得し、長年第一人者として君臨し

ています。但し、同じタイトル戦でも賞金額が大きく異

なり、タイトル数と獲得賞金は一致しません。現在一番

の高額賞金戦は竜王戦で優勝賞金は4,320万円になりま

す。竜王戦のタイトルは現在渡辺明九段が保持していま

すが、僅か一冠でも羽生三冠の三つのタイトルの合計額

2,100万円の倍以上になります。 

また、7 大タイトルの他にも高額賞金の棋戦があり、そ

の他順位戦の対局料（A級 65万円～C1級 17万円：月

額）を合わせた年間の獲得賞金・対局料のベスト 10 が

次の表です。 

上位3人はタイトルホルダ

ーで、タイトル戦の賞金が

反映された結果です。この

中に藤井聡太四段の名前が

入ってくるのも時間の問題

でしょうか。 

10 代で 1 億円超えなんて

ことになったらまたまた快

挙ですね。 

 

本 社：０３－５２２７－３６０１ 

横浜支店：０４５－６５１－２８４１ 

名古屋支店：０５２－５８８－２３２２ 

関西支店：０７５－２１２－２８０１ 

大阪事務所：０６－６９２０－５５５１ 

 

トリニテーシステム業務提携先（平成29年7月現在） 

 

 東京税理士協同組合 

東京地方税理士協同組合 

千葉県税理士協同組合 

埼玉県税理士協同組合 

名古屋税理士協同組合 

東海税理士協同組合 

京都税理士協同組合 

滋賀県税理士協同組合 

大阪・奈良税理士協同組合 

神戸税理士協同組合 

阪神三税協（伊丹・尼崎・西宮） 

国土工営では 

①土地資産家のお客様の相続対策・納税対策 

②保有資産の収益力アップ・資産の組換えなど資産強化策 

③自社株評価の補助・事業承継などの企業オーナー対策 

④中小企業のM&A、事業再生 

 などを手がけております。各分野の専門家が調査・実務

を担当いたしますので、お気軽にご相談ください。 

竜王戦 4,320万円

名人戦・叡王戦※1 2,000万円

王位戦 1,000万円

王座戦 800万円

棋王戦 600万円

王将戦・棋聖戦 300万円

朝日杯将棋オープン戦 750万円

NHK杯戦 500万円

JT杯将棋日本シリーズ 500万円

対局料（1局あたり）※2 2～30万円

※1：2018年度より開始

※2：クラス毎の対局料とは別

7大（8大）タイトル戦及び主な棋戦の

優勝賞金（竜王戦以外は推定金額）

順位 氏名 獲得賞・対局料

1 羽生善治 三冠 9,150万円

2 渡辺　明 竜王 7,390万円

3 佐藤天彦 名人 5,722万円

4 糸谷哲郎 八段 3,543万円

5 山崎隆之 八段 3,206万円

6 郷田真隆 王将 3,185万円

7 豊島将之 七段 2,492万円

8 丸山忠久 九段 2,210万円

9 三浦弘行 九段 1,997万円

10 深浦康市 九段 1,849万円

2016年獲得賞金・対局料ベスト10

出典：日本将棋連盟HP 


