
── 法人会加入のおすすめ ──

〈法人会の主な活動〉

☆法人会に加入すると、こんなメリットがあります☆

○税制改正に関する要望ならびに陳情活動
○税の啓発・租税教育活動
○経営や税務・一般教養等の研修会の開催
○地域に密着した社会貢献活動

○経営（者）支援のための活動
○情報誌や各種参考資料の配布
○会員相互（異業種）の交流
○経営者・従業員のための福利厚生制度の推進

1　さまざまな業種の人との出会いは、新しい仕事のつながりを生み出します。
2　正しい税知識を身につけられ、節税に役立ちます。
3　最新の税制ニュースや経営・経済などの情報を得ることができ、直接会社経営に役立ちます。
4　経営法律無料相談や優遇貸出金利で金融機関の融資が受けられます。
5　経営者の健康管理のための健康診断（人間ドック）が、助成金付きで受けられます。
6　法人会独自の充実した福利厚生制度をご利用いただけます。
7　法人会の社会貢献活動に参加することにより、地域のお役に立つことができます。

入会のお申し込み・お問い合わせは ──────────────

〒838-0068  福岡県朝倉市甘木 955-11  朝倉商工会議所会館 3F
Tel（0946）24-5757   Fax（0946）23-2844

公益社団法人 甘木朝倉法人会

甘木朝倉法人会役員がＦＭ ＦＵＫＵＯＫＡ番組に出席しています。

　「AIG presents法人会「賢者の名言」」
終了後の１分間のAIG ＣＭ枠のうち２０
秒間、甘木朝倉法人会役員４名（阿部副
会長、梶原総務委員長、仲山研修委員
長、吉森青年部会長）が出演しています。
　この番組のスポンサーは法人会福利
厚生制度受託会社のAIG損害保険株
式会社です。
　ＣＭではAIGの法人会商品ビジネス
ガードの宣伝の後に、役員がそれぞれ法
人会活動のアピールをしています。是非
お聴き下さい。
　周りの方にもご案内下さい。
　以下の時間帯で県内法人会２０企業
が日替わりで出演されています。

「AIG presents法人会「賢者の名言」」
ＦＭ ＦＵＫＵＯＫＡ（80．7ＭＨｚ）

 金　曜

午前５時10分～５時15分

 毎週月曜～木曜

午前５時30分～５時35分

※聞き逃された場合は、
　radikoでお聴き下さい。

仲山 研修委員長 阿部 副会長

吉森 青年部会長 梶原 総務委員長

公益社団法人 甘木朝倉法人会
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　昨年７月５日の九州北部豪雨災害でこの朝倉地域は激甚災害の指定を受けるほどの被害

と、多くの方が犠牲になられました。当会では「一歩、一歩、あさくら」をスローガンに復興、復旧

のお役に立ちたいと活動してまいりました。

　その状況下で今年７月６日には中国地方に記録的な大雨をもたらした、西日本豪雨災害

が発生して朝倉地域にも再度大きな被害をもたらし、復旧工事計画に大きな影響が出たと聞

いております。重ねて被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。

　さて、平素より公益社団法人甘木朝倉法人会の活動にご理解とご協力を頂き誠にありがと

うございます。私も二期目最後の一年となりました。約800社の皆様に御協力を賜り多くの公

益事業を展開させていただきました。本当にありがとうございました。　

　最後の一年に当たり次のような事業推進を図りたいと思います。豪雨災害による復旧、復

興の支援事業を継続して生活者の目線で元気な朝倉地域づくりのお手伝いをしてまいりま

す。「税を通じての地域社会貢献活動」というテーマで税務研修会の開催、経営研修講演会

の開催、青年部や女性部会を中心とした子どもたちへの租税教室の開催、災害に備える（ま

さかへの対応）等の福利厚生の推進事業を進めます。

　最後に法人会活動の公益性や魅力をもっともっと地域の経営者の皆様に認知していただ

き当会への入会を推進し、公益に資する団体として、朝倉地域の発展に向け社会貢献活動を

進めてまいります。

　本年度も会員の皆様並びに関係者の皆様のご支援並びにご協力をお願い申し上げます。

ご 挨 拶

会 長  矢野 清博

〈写真提供〉 朝倉市

甘木朝倉法人会　会長ご挨拶

第7回定時総会開催

平成29年７月九州北部豪雨 復旧復興支援活動

守りたい！ 子どもたちの生命と安全
　•飛び出し人形の設置
　•防犯ブザーの贈呈
　•緑のカーテンの設置
　•プランターの贈呈

委員会・各支部の活動

青年部会の活動

女性部会の活動

絵はがきコンクール入賞作品の紹介

租税教室を受講した小学６年生の感想

税に関する広報

外国人留学生のアルバイト給与の源泉徴収
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公益社団法人 甘木朝倉法人会の目的及び事業
（目的）
　この法人は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の
維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

（事業）
　この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業 （5）会員の交流を図るための事業
（2）税制の調査研究及び提言に関する事業 （6）会員の福利厚生のための事業
（3）地域企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業 （7）その他この法人の目的達成に必要な事業
（4）地域社会に貢献することを目的とする事業
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うございます。私も二期目最後の一年となりました。約800社の皆様に御協力を賜り多くの公

益事業を展開させていただきました。本当にありがとうございました。　

　最後の一年に当たり次のような事業推進を図りたいと思います。豪雨災害による復旧、復

興の支援事業を継続して生活者の目線で元気な朝倉地域づくりのお手伝いをしてまいりま

す。「税を通じての地域社会貢献活動」というテーマで税務研修会の開催、経営研修講演会

の開催、青年部や女性部会を中心とした子どもたちへの租税教室の開催、災害に備える（ま

さかへの対応）等の福利厚生の推進事業を進めます。

　最後に法人会活動の公益性や魅力をもっともっと地域の経営者の皆様に認知していただ

き当会への入会を推進し、公益に資する団体として、朝倉地域の発展に向け社会貢献活動を
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会 長  矢野 清博

〈写真提供〉 朝倉市

甘木朝倉法人会　会長ご挨拶
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　•飛び出し人形の設置
　•防犯ブザーの贈呈
　•緑のカーテンの設置
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委員会・各支部の活動

青年部会の活動

女性部会の活動
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公益社団法人 甘木朝倉法人会の目的及び事業
（目的）
　この法人は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の
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（事業）
　この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業 （5）会員の交流を図るための事業
（2）税制の調査研究及び提言に関する事業 （6）会員の福利厚生のための事業
（3）地域企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業 （7）その他この法人の目的達成に必要な事業
（4）地域社会に貢献することを目的とする事業
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　昨年７月５日からの記録的な大雨により、朝倉市、東峰

村を中心に、甚大な被害が発生しました。

　法人会では、現在まで、のぼり旗「一歩、一歩、あさくら」を

作成し、会員事業所等に掲げることや、青年部会を中心に

「災害ボランティア活動」、女性部会を中心に「炊き出しや

災害復旧復興イベントでの物販活動」等を行っています。

　また、被災された方々が入居している3ヶ所の仮設住宅

集会所に、甘木ロータリクラブ、甘木朝倉間税会、甘木朝

倉法人会の三団体共同で、パソコン、プリンターを贈呈しま

した。

　公益社団法人甘木朝倉法人会の第７回定時総会を、平

成30年５月29日、朝倉市甘木の松屋ガーデンパレスにお

いて開催しました。

　総会には、園田甘木税務署長、高口福岡県久留米県税事

務所長、林朝倉市長をはじめ多数の来賓にご臨席賜り、まず

冒頭全国法人会総連合会会長功労者表彰及び福岡県法人

会連合会会長表彰の伝達、甘木朝倉法人会会長感謝状の

贈呈を行いました。

　総会の有効成立数575社に対し、出席・委任状社総合計

は425社と、定足数の報告が行われ、総会成立を宣言。矢野

会長を議長に選出し、決議事項として、第１号議案(平成29

年度決算報告承認について)が審議され、満場一致で承認

されました。

　引き続き報告事項として、(１)平成29年度事業報告、(２)

平成30年度事業計画、(３)平成30年度収支予算を説明し

ました。

　議事終了後、来賓の園田甘木税務署長及び高口福岡県

久留米県税事務所長から丁寧な祝辞をいただき、総会はつ

つがなく閉会の運びとなりました。

  その後、林裕二朝倉市長に講師をお願いして、「災害復旧

復興と朝倉市のまちづくり」というテーマで講演会を開催し

ました。

　講演会終了後同会場での懇親会へ。会員同士の歓談な

ど楽しく有意義な時間を過ごしました。

日時 : 平成30年５月29日(火)
場所 : 松屋ガーデンパレス

公益社団法人 甘木朝倉法人会

第7回　定時総会開催
日時 : 平成30年５月29日(火)
場所 : 松屋ガーデンパレス

全国法人会総連合 功労者表彰
　単位会功労者 副会長 阿部　 達彦 様

福岡県法人会連合会 功労者表彰
　県連功労者 理　事 梶原　 教義 様

平成29年７月九州北部豪雨

復旧復興支援活動

表彰・感謝状贈呈

仮設住宅寄贈品目録贈呈式

平成29年度正味財産増減計算書 平成30年度事業計画
１.税知識の普及を目的とする事業

毎年の改正により複雑難解化する一方の税法、税制について、正しい知識を身
につけてもらうための事業を行う。

2.納税意識の高揚を目的とする事業
納税意識の高揚を図り、税務行政に寄与することを目的とした事業を行う。

3.税制の調査研究及び提言に関する事業
納税者の納得する適正・公平な税制実現のための的確な軽減を行う。

4.地域企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業
中小企業が単独では実施することが難しい人材の育成を支援する。

5.地域社会に貢献することを目的とする事業
中小企業単独ではその要請に応えることが難しい社会的責任を果たすことを目
的とした事業を行う。

6.会員の交流を図るための事業
会員の交流と相互の意思疎通を図ることを目的とした事業を行う。

7.会員の福利厚生のための事業
会員である法人の福利厚生事業の充実と経営の安定、安心を目的とした事業を
行う。

8.その他この法人の目的達成に必要な事業
会員の拡大、電子申告の推進及びこの法人の認知度の向上に努める。

福利厚生事業推進に貢献したことに対する表彰

  大渕　 淳子 様
 （有）チェック保険サービス 様

法人会活動にご尽力いただいた方々に感謝状が贈呈されました。皆様、おめでとうございます。

科目 決算額

特定資産運用益 1,523

受取会費 4,578,000

事業収益 0

受取補助金等 8,947,500

受取負担金 218,000

雑収益 4,783,483

経常収益計 18,528,506

事業費 12,365,647

管理費 2,647,287

経常費用計 15,012,934

当期経常増減額 3,515,572

正味財産期末残高 15,855,112

経

　常

　収

　益

経
常
費
用

(単位：円)
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　昨年７月５日からの記録的な大雨により、朝倉市、東峰

村を中心に、甚大な被害が発生しました。

　法人会では、現在まで、のぼり旗「一歩、一歩、あさくら」を

作成し、会員事業所等に掲げることや、青年部会を中心に

「災害ボランティア活動」、女性部会を中心に「炊き出しや

災害復旧復興イベントでの物販活動」等を行っています。

　また、被災された方々が入居している3ヶ所の仮設住宅

集会所に、甘木ロータリクラブ、甘木朝倉間税会、甘木朝

倉法人会の三団体共同で、パソコン、プリンターを贈呈しま

した。

　公益社団法人甘木朝倉法人会の第７回定時総会を、平

成30年５月29日、朝倉市甘木の松屋ガーデンパレスにお

いて開催しました。

　総会には、園田甘木税務署長、高口福岡県久留米県税事

務所長、林朝倉市長をはじめ多数の来賓にご臨席賜り、まず

冒頭全国法人会総連合会会長功労者表彰及び福岡県法人

会連合会会長表彰の伝達、甘木朝倉法人会会長感謝状の

贈呈を行いました。

　総会の有効成立数575社に対し、出席・委任状社総合計

は425社と、定足数の報告が行われ、総会成立を宣言。矢野

会長を議長に選出し、決議事項として、第１号議案(平成29

年度決算報告承認について)が審議され、満場一致で承認

されました。

　引き続き報告事項として、(１)平成29年度事業報告、(２)

平成30年度事業計画、(３)平成30年度収支予算を説明し

ました。

　議事終了後、来賓の園田甘木税務署長及び高口福岡県

久留米県税事務所長から丁寧な祝辞をいただき、総会はつ

つがなく閉会の運びとなりました。

  その後、林裕二朝倉市長に講師をお願いして、「災害復旧

復興と朝倉市のまちづくり」というテーマで講演会を開催し

ました。

　講演会終了後同会場での懇親会へ。会員同士の歓談な

ど楽しく有意義な時間を過ごしました。

日時 : 平成30年５月29日(火)
場所 : 松屋ガーデンパレス

公益社団法人 甘木朝倉法人会

第7回　定時総会開催
日時 : 平成30年５月29日(火)
場所 : 松屋ガーデンパレス

全国法人会総連合 功労者表彰
　単位会功労者 副会長 阿部　 達彦 様

福岡県法人会連合会 功労者表彰
　県連功労者 理　事 梶原　 教義 様

平成29年７月九州北部豪雨

復旧復興支援活動

表彰・感謝状贈呈

仮設住宅寄贈品目録贈呈式

平成29年度正味財産増減計算書 平成30年度事業計画
１.税知識の普及を目的とする事業

毎年の改正により複雑難解化する一方の税法、税制について、正しい知識を身
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当期経常増減額 3,515,572

正味財産期末残高 15,855,112

経

　常

　収
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　交通安全の推進と児童の安全を守ることを目的に、
小学校、小学校ＰＴＡ、校区の青少年育成協議会、区
会長、民生委員及び朝倉警察署等の協力を得て、子ど
もの通学路になっている信号機のない危険交差点など
に「飛び出し注意」の人形看板を設置しています。
　平成22年から続けている事業で現在約300ヶ所に
看板が設置されています。
　平成30年度は九州北部豪雨で流されたものの補充、
看板老朽化による交換、新たに信号機のない危険交差
点への設置等を予定しています。

─ 守りたい！子どもたちの生命と安全 ─
安心安全のまちづくり 地域環境美化活動

　児童の安全を守ることを目的に、朝倉市・筑前町・東
峰村の各小学校に４月から入学する新一年生に防犯ブ
ザーを贈っています。
　平成18年３月から始めたこの事業も13回目を終わり、
これまでに総計で約１万人の児童に防犯ブザーを贈りま
した。
　子どもたちに対する犯罪防止のために少しでも役立
つことを願って、今後もこの活動を継続していきます。

◆ 防犯ブザーの贈呈

◆ プランター贈呈
　支部活動の一環として、街の美観を保つため、保育所、
小・中学校、交番、コミュニティーセンター等公共施設に
花のフランターを設置しています。

緑のカーテン

蜷城小学校にプランター贈呈

飛び出し人形の設置

防犯ブザーを子どもたちへ贈呈

◆ 飛び出し人形の設置
　CO２削減・節電の取り組みの一環として、平成24年度
から朝倉市郡内の小中学校を対象に年間計画で、緑の
カーテンを設置しています。
　平成30年度は新設された杷木小学校で、先生方の
協力を得て設置作業を行い寄贈しました。
　猛暑が続く中、緑のカーテンが少しでも子どもたちの
暑さを和らげることになればと思っています。

◆ 緑のカーテンの設置

甘木三支部／はなみずき通イルミネーション

社会貢献委員会／ひみこ杯小学生バレーボール大会

委員会・各支部の活動
東部支部／まちづくり講演会

税制委員会／税制改正提言活動

筑前支部・甘木三支部・女性部会／税務研修会

筑前支部／大黒様物産展

東部・朝倉支部合同／社会貢献講演会

立石支部／大平山登山道清掃活動

研修委員会／決算事務説明会

南陵支部／筑後川凧揚げ大会
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青年部会第７回定時総会であいさつする青年部会長

第31回全国青年の集い高知大会

租税教室（三輪小学校）

第７回定時総会であいさつする女性部会長

災害現場視察

第13回全法連女性フォーラム 山梨大会

租税教室（秋月小学校） 租税教室（朝倉東小学校） 租税教室（立石小学校）租税教室（立石小学校） 租税教室（金川小学校） 絵はがきコンクール入賞作品展示風景 絵はがきコンクール表彰式

昨年7月に発生した九州北部豪雨から一年が経ちましたが、そ

の間、西日本豪雨等日本各地で様々な豪雨災害が発生しました。

多くの被災された方々におかれましては心よりお見舞い申し上げま

す。一日も早いご再建をお祈り申し上げます。

青年部会は、会員企業の経営者及び法人会役員の後継者等の

育成の場であるとともに、法人会活動推進の担い手として大きな役

割を有しています。

このことから本年度、青年部会は三つの事業を柱に取り組んで

いきます。

一本目は、税知識の普及、納税意識の高揚を目的とした租税教

育活動の一環として毎年地域の小学生を対象に租税教室を実施

しておりますが、昨年は九州北部豪雨の影響で十分に実施すること

が出来ませんでした。その分、今年はしっかりとした内容で税の意

義と役割について話をしていきます。

二本目は、部会員の自己啓発を図るために研修会を開催いたし

ます。昨今ではアジアへの関心が益々増えてきており、企業の進出

はもちろんインバウンド、アウトバンドも大きなビジネスチャンスと

考えます。我々が自社を存続するため、もしくは新たな事業を展開

する一つのヒントになるような研修会を開催します。

三本目は、部会員相互の親睦、交流を図るためにゴルフコンペ

を開催いたします。多数の参加者を募り、タテとヨコの繋がりを深

めていけば、自ずと会員の減少に歯止めをかけ、入会者の増加に

繋がるものと考えます。

以上、青年部会はこの三本柱で事業を行いますので、皆様のご

協力をよろしくお願いいたします。

法人会に女性部会が発足して20年。私達会員も年齢を重ね体のあ
ちこちに不具合も生まれ、みなさんどなたも、何とかやっていますとのお
話。部会長４年目の私も何をするにもまず、気力が湧いてこない、やる
べき事を、つい先送りにしてしまう。つくづく情けないと思っています。で
も楽しい事もありました。
３月、日帰り旅行で日田のおひなさまめぐりへ、サッポロビール工場見
学、そして楽しみな食事、豆田町のおひなさまがいっぱいの通りを散策、
道の駅でのお買物、又帰りのバスの中のにぎやかな事、来てよかったと
いう声が聞かれ、参加者は少なかったものの、会員交流としては、大変
有意義な１日でした。
４月、全国女性フォーラム山梨大会へ副部長と3人で参加。山梨県甲
府市はフルーツ大国、桃の花がまだ少しピンクの色を残している頃でし
たが、高い山に囲まれ、南アルプスには雪が、そして富士山が車窓から
見えかくれし、素晴らしい自然の中、1,600名以上の参加で無事終わり
ました。来年はチューリップ満開の富山県です。
さて、これから私の任期の終わりまでに、いったい何が出来るでしょう。
租税教室は学童保育所２ケ所、６年生対象の税金教室は３校、最後ま
で悔いのないようがんばっていきます。会員の若返りと少しでも多くの参
加を心よりお待ちしております。

本年度の青年部会の取り組み
青年部会部会長　吉森　達 女性部会部会長　木村　栄子

青年部会

女性部会の活動とこれから

女性部会
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最優秀賞

租税教室を受講した
小学6年生の感想

絵はがきコンクール
入賞作品の紹介

※学年は、平成29年度当時のものです。

福田小学校 ６年

倉富 菜々海 さん

甘木小学校　6年

芦谷 心渚 さん

甘木小学校　6年

江藤 澄美 さん

立石小学校　6年

森山 凛 さん

立石小学校 ６年

岩﨑 柊太 さん

朝倉東小学校 ６年

井上 松 さん

金川小学校 ６年

岡部 黎 さん

金川小学校 ６年

西田 夕夏 さん

立石小学校 ６年

宮﨑 咲英 さん蜷城小学校 ６年

重松 龍輝 さん

H.Rさん M.Kさん

I.Aさん E.Sさん

N.Nさん
H.Mさん

法人会長賞

法人会女性部会長賞

甘木税務署長賞

もりやま りん

いのうえときは

いわさき しゅうた

みやざき さ え

おかべ れあ

あしたに ここな え　とう す み

しげまつ りゅうき

にしだ ゆ な

くらとみ な な み

優 秀 賞
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●●支店
〒000-000
住所住所住所住所住所住所住所住所住所住所住所住所
TEL.00-0000-0000　FAX.00-000-000
午前 9時～午後 5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

〒830-0032
福岡県久留米市東町３８－１　大同生命ビル 1Ｆ
TEL 0942-33-0441　FAX 0942-31-0311

（受付時間：午前9時から午後5時まで／土・日・祝日年末年始を除く）

久留米営業支店

外国人留学生のアルバイト給与の源泉徴収
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

　この度、外国人留学生をアルバイトで雇用することになりました。留学生のアル
バイト給与はどのように源泉徴収すればよいでしょうか。

　外国人留学生が、所得税法上の居住者に該当するか、非居住者に該当するかに
よって異なります。

　居住者と非居住者はどのように区分したらよいのですか

　外国人留学生の場合は、学業の習得のために日本に継続して居住することが必
要な期間が1年以上であれば居住者、1年未満であれば非居住者になります。

　居住者と非居住者では、源泉徴収の方法はどう違うのですか。

　居住者の場合は、日本人従業員と同様「給与所得の源泉徴収税額表」を使用して
源泉徴収します。非居住者の場合は、20.42%の税率で所得税及び復興特別所得
税を源泉徴収します。

どこの国からの留学生でも同じですか。

　日本は多くの国と租税条約を締結しています。留学生の国によっては、日本と
の租税条約の規定によってアルバイト給与が免税になる場合もあります。この場
合は留学生が入国の日以後最初にアルバイト給与の支払いを受ける日の前日ま
でに、「租税条約に関する届出書」に在学証明書を添付し、給与の支払者を経由し
て給与の支払者の所轄税務署長に提出すれば源泉徴収の必要はありません。例え
ば、中国との租税条約では、アルバイト収入が生活費や学費程度であれば免税で
すし、韓国との租税条約では、金額、年数の上限はありますが免税です。免税とな
る条件のある租税条約や、免税とならない租税条約も多くありますので、適用と
なる国との租税条約の規定を確認する必要があります。
　なお、租税条約が適用できる留学生は、学校教育法第1条に規定する学校の学
生ですので、日本語学校等の場合は租税条約の免税の適用ができませんので注意
が必要です。

「租税条約に関する届出書」の提出ができなかった場合はどうすればよいですか。

　「租税条約に関する届出書」の提出がない場合は租税条約の適用ができません
ので源泉徴収をする必要があります。ただし、留学生が、後日、在学証明書を添付
した「租税条約に関する届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付
請求書」を給与の支払者を経由して給与の支払者の所轄税務署長に提出すれば、
納付済の税額の還付を受けることができます。

★筆者紹介

舟田 浩幸（ふなだひろゆき）

東京国税局調査第一部外国法人調査第3部門主査、同局調査第四部国際税務専門官（移転価格担当）、渋谷税務署国際
税務専門官（所得税担当）、芝税務署国際税務専門官（源泉所得税担当）などを経て、平成28年8月神奈川県横浜市鶴見
区で税理士登録。

リサ

サキ先生

　甘木朝倉法人会　広報誌 あさくらの風　vol.6113



●●支店
〒000-000
住所住所住所住所住所住所住所住所住所住所住所住所
TEL.00-0000-0000　FAX.00-000-000
午前 9時～午後 5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

〒830-0032
福岡県久留米市東町３８－１　大同生命ビル 1Ｆ
TEL 0942-33-0441　FAX 0942-31-0311

（受付時間：午前9時から午後5時まで／土・日・祝日年末年始を除く）

久留米営業支店

外国人留学生のアルバイト給与の源泉徴収
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

　この度、外国人留学生をアルバイトで雇用することになりました。留学生のアル
バイト給与はどのように源泉徴収すればよいでしょうか。

　外国人留学生が、所得税法上の居住者に該当するか、非居住者に該当するかに
よって異なります。

　居住者と非居住者はどのように区分したらよいのですか

　外国人留学生の場合は、学業の習得のために日本に継続して居住することが必
要な期間が1年以上であれば居住者、1年未満であれば非居住者になります。

　居住者と非居住者では、源泉徴収の方法はどう違うのですか。

　居住者の場合は、日本人従業員と同様「給与所得の源泉徴収税額表」を使用して
源泉徴収します。非居住者の場合は、20.42%の税率で所得税及び復興特別所得
税を源泉徴収します。

どこの国からの留学生でも同じですか。

　日本は多くの国と租税条約を締結しています。留学生の国によっては、日本と
の租税条約の規定によってアルバイト給与が免税になる場合もあります。この場
合は留学生が入国の日以後最初にアルバイト給与の支払いを受ける日の前日ま
でに、「租税条約に関する届出書」に在学証明書を添付し、給与の支払者を経由し
て給与の支払者の所轄税務署長に提出すれば源泉徴収の必要はありません。例え
ば、中国との租税条約では、アルバイト収入が生活費や学費程度であれば免税で
すし、韓国との租税条約では、金額、年数の上限はありますが免税です。免税とな
る条件のある租税条約や、免税とならない租税条約も多くありますので、適用と
なる国との租税条約の規定を確認する必要があります。
　なお、租税条約が適用できる留学生は、学校教育法第1条に規定する学校の学
生ですので、日本語学校等の場合は租税条約の免税の適用ができませんので注意
が必要です。

「租税条約に関する届出書」の提出ができなかった場合はどうすればよいですか。

　「租税条約に関する届出書」の提出がない場合は租税条約の適用ができません
ので源泉徴収をする必要があります。ただし、留学生が、後日、在学証明書を添付
した「租税条約に関する届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付
請求書」を給与の支払者を経由して給与の支払者の所轄税務署長に提出すれば、
納付済の税額の還付を受けることができます。

★筆者紹介

舟田 浩幸（ふなだひろゆき）

東京国税局調査第一部外国法人調査第3部門主査、同局調査第四部国際税務専門官（移転価格担当）、渋谷税務署国際
税務専門官（所得税担当）、芝税務署国際税務専門官（源泉所得税担当）などを経て、平成28年8月神奈川県横浜市鶴見
区で税理士登録。

リサ

サキ先生

甘木朝倉法人会　広報誌 あさくらの風　vol.61　  14



　甘木朝倉法人会　広報誌 あさくらの風　vol.6115

── 法人会加入のおすすめ ──

〈法人会の主な活動〉

☆法人会に加入すると、こんなメリットがあります☆

○税制改正に関する要望ならびに陳情活動
○税の啓発・租税教育活動
○経営や税務・一般教養等の研修会の開催
○地域に密着した社会貢献活動

○経営（者）支援のための活動
○情報誌や各種参考資料の配布
○会員相互（異業種）の交流
○経営者・従業員のための福利厚生制度の推進

1　さまざまな業種の人との出会いは、新しい仕事のつながりを生み出します。
2　正しい税知識を身につけられ、節税に役立ちます。
3　最新の税制ニュースや経営・経済などの情報を得ることができ、直接会社経営に役立ちます。
4　経営法律無料相談や優遇貸出金利で金融機関の融資が受けられます。
5　経営者の健康管理のための健康診断（人間ドック）が、助成金付きで受けられます。
6　法人会独自の充実した福利厚生制度をご利用いただけます。
7　法人会の社会貢献活動に参加することにより、地域のお役に立つことができます。

入会のお申し込み・お問い合わせは ──────────────

〒838-0068  福岡県朝倉市甘木 955-11  朝倉商工会議所会館 3F
Tel（0946）24-5757   Fax（0946）23-2844

公益社団法人 甘木朝倉法人会

甘木朝倉法人会役員がＦＭ ＦＵＫＵＯＫＡ番組に出席しています。

　「AIG presents法人会「賢者の名言」」
終了後の１分間のAIG ＣＭ枠のうち２０
秒間、甘木朝倉法人会役員４名（阿部副
会長、梶原総務委員長、仲山研修委員
長、吉森青年部会長）が出演しています。
　この番組のスポンサーは法人会福利
厚生制度受託会社のAIG損害保険株
式会社です。
　ＣＭではAIGの法人会商品ビジネス
ガードの宣伝の後に、役員がそれぞれ法
人会活動のアピールをしています。是非
お聴き下さい。
　周りの方にもご案内下さい。
　以下の時間帯で県内法人会２０企業
が日替わりで出演されています。

「AIG presents法人会「賢者の名言」」
ＦＭ ＦＵＫＵＯＫＡ（80．7ＭＨｚ）

 金　曜

午前５時10分～５時15分

 毎週月曜～木曜

午前５時30分～５時35分

※聞き逃された場合は、
　radikoでお聴き下さい。

仲山 研修委員長 阿部 副会長

吉森 青年部会長 梶原 総務委員長

公益社団法人 甘木朝倉法人会
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