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OKAZAKI 岡崎法人会だより

一般社団法人　岡崎法人会
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研　修　会

講 演 会 等

■「役員さんの所得税確定申告実務研修会」
　日　時　平成28年１月25日（月）午後２時
　会　場　岡崎商工会議所　中ホール（２階）

■「決算期別研修会」
　日　時　平成28年　３月中旬
　会　場　岡崎商工会議所

■「税制講演会『移転価格税制について』」
　日　時　平成28年２月２日（火）
　会　場　岡崎信用金庫　大ホール

■「小学生の税に関する作文表彰式」
　日　時　平成28年２月28日（日）
　会　場　岡崎商工会議所　大ホール	

会 議 予 定
■「正副支部長会議」
　日　時　平成28年２月15日（月）予定
　会　場　岡崎ニューグランドホテル

■「理　事　会」
　日　時　平成28年３月15日（火）予定
　会　場　岡崎商工会議所　大ホール

■「正副会長・常任理事会」
　日　時　平成28年４月18日（月）予定
　会　場　岡崎商工会議所　特別研修室

■「理　事　会」
　日　時　平成28年４月22日（金）予定
　会　場　岡崎市勤労文化センター

■「女性部会通常総会」
　日　時　平成28年５月12日（木）
　会　場　岡崎ニューグランドホテル

■「青年部会通常総会」
　日　時　平成28年５月25日（水）
　会　場　岡崎ニューグランドホテル

■「通 常 総 会」
　日　時　平成28年５月27日（金）
　会　場　岡崎商工会議所　大ホール

表　紙「伊賀八幡宮」
写真提供：岡崎市観光課
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平成28年の新春を迎え、謹んで新年のごあい
さつを申し上げます。
日頃は、会員の皆さまをはじめ関係各位におか
れましては、岡崎法人会に対して格別のご支援と
多大なご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
当会が昭和25年12月に発足以来60年を超える
歴史を積み重ねる中で、活発な事業活動を展開で
きますのも、役員の方々はもとより、会員の皆さま
の当会に対するご理解と真摯な取組みのおかげ
であり、ここにあらためて感謝申し上げます。
さて、昨年のわが国経済は、政府の経済政策
の効果等により、企業収益が着実に増加し、雇用・
所得環境も改善するなど、景気は緩やかに回復を
続けました。しかしながら、中小企業では、景況
感は依然として低迷しており、業績についても大
企業との格差が拡大しています。
足もとでは、新興国の経済減速の影響もあり一
部に弱さが見られます。また、中国経済の成長が
鈍化するなか、米国の金融政策の動向や欧州に
おけるテロ事件の影響など、世界経済を下押しす
るリスクが存在しており、景気の先行きは予断を
許さない状況となっています。
地域経済についてみますと、円安効果や好調な
北米向けの輸出を要因として、基幹産業である自
動車関連企業の業績が堅調に推移するなか、景
気は回復を続けております。先行きについては、
輸出型の産業構造であり、世界経済の動向に大き
く影響を受けることに注意する必要があります。
産業の動向としましては、昨年11月に国内初の
小型ジェット機ＭＲＪの初飛行が成功し、今後、
本格生産に移行すれば航空機産業が地域経済成
長の起爆剤となるとの期待が高まっています。ま
た、２月には新東名高速道路の浜松いなさＪＣＴ
－豊田東ＪＣＴ間が開通となり、岡崎市内には東

海三県で最大規模の岡崎サービスエリアが開業す
るなど、地域の活性化に資することが期待されて
おります。
当会の活動につきましては、今年度も本会・青

年部会・女性部会・各支部の皆さまには、税知識
の普及・納税意識の高揚に資する事業への積極
的な取り組みと、社会貢献活動を重視した事業を
継続して実施していただいており、順調に推移し
ております。
なかでも青年部会・女性部会が中心となり、岡

崎市内および幸田町内の全小学校６年生を対象
にした「租税教室」の開催と、「税に関する作文」
の募集及び優秀作品の表彰を毎年行っておりま
す。毎年多くの応募があり、26年度では3,645編
にものぼり、毎回優秀作品が多く作文選考には大
変ご苦労されていると聞いております。今年度は、
昨年度以上の講師派遣を予定しておられ、皆さま
のご活躍につきまして心から感謝申し上げます。
当会は公益法人制度改革に伴い平成25年４月

に一般社団法人に移行しました。しかし、全国の
法人会の９割近くが公益社団法人へ移行している
こと、また、名実ともに公益性の高い団体である
ことを内外にお示しするため、当会につきましても
平成28年４月の公益社団法人への移行を目指して
取り組んでいるところであります。移行にあたりま
しては、さまざまな事業や活動につきまして、公
益社団法人にふさわしい見直しが必要となろうか
と思いますが、なにとぞ一層のご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
最後になりましたが、税務ご当局をはじめ関係

各位の変わらぬご指導、ご支援をお願い申し上げ
ますとともに、会員の皆さまのますますのご繁栄と
ご健勝を心からご祈念申しあげ、年頭のごあいさ
つといたします。

新春のごあいさつ

一般社団法人　岡崎法人会

会　長　大　林　市　郎
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年 頭 の 御 挨 拶

名古屋国税局　課税第二部長

栗　原　克　文

平成28年の年頭に当たり、一般社団法人岡崎
法人会の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げ
ます。
会員の皆様には、平素から税務行政につきまし
て深い御理解と格別の御協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
新しく迎える年が、会員企業の皆様にとって希
望の多い充実した年となりますことを祈念いたしま
すとともに、貴会が引き続き魅力ある事業活動を
展開され、会員企業と地域社会の発展に一層の
貢献をされますことを御期待申し上げます。
さて、昨年の管内の経済情勢を振り返りますと、
設備投資の増加、住宅投資及び個人消費の持ち
直しにより、景気は着実に回復を続けております。
一方、経済以外の面に目を向けますと、昨年も
２名の科学者にノーベル賞が授与され、中でも
ノーベル物理学賞は、当局の管内にありますスー
パーカミオカンデから生まれた研究成果によるも
のであり、宇宙の謎に迫る最先端の研究を身近に
感じた出来事でした。更に、ラグビーワールドカッ
プでは、当局の管内のチームに所属する五郎丸選
手の大活躍により日本代表が歴史的な勝利を挙げ
たことや、国産初のジェット旅客機「MRJ」が初
飛行に成功するなど、世の中の注目を集め、国民
が歓喜に湧いた出来事もありました。
そして、本年は、当地域の大きなトピックスとし
て、伊勢志摩サミットが開催されます。風光明媚
な伊勢志摩地域はもちろんのこと、豊かな自然に
恵まれ、日本経済を牽引する産業が集積したここ
東海地方が、世界に知られる又とない機会となる
ことを期待しているところです。
ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、
経済取引の複雑化・広域化及び経済社会の国際
化・高度情報化の更なる進展により大きく変化して
おります。
このような状況の下、昨年10月から導入されまし
た社会保障・税番号制度につきましては、納税者
の皆様の利便性の向上につながるものであり、国

税庁が法人番号の付番機関であるとともに、個人
番号及び法人番号の利活用機関であることから、
国税庁ホームページや法人会をはじめとする関係
民間団体が開催する説明会を通じて、積極的な周
知・広報を行ってまいりました。法人会の皆様に
おかれましては、引き続きお力添えを賜りますよう
お願い申し上げます。
このほか、「納税者の自発的な納税義務の履行

を適正かつ円滑に実現する」という使命を果たす
ため、不正に税金の負担を逃れようとする悪質な
納税者に対しては、厳正な実地調査を実施する一
方で、限られた人員等の中で適正かつ公平な課
税が図られるよう、実地調査以外にも多様な手法
を用いて、納税者の皆様に自発的な適正申告を
促す取組を進めております。
法人会におかれましては、企業の税務コンプラ

イアンス向上のための取組として、「自主点検チェッ
クシート」等を活用した、企業における内部統制
面や経理面に関する自主点検を推奨しておられま
す。この取組は、納税者全体の税務コンプライア
ンスを向上させるものであり、国税庁の使命にも
合致することから、国税庁後援事業とさせていた
だいており、更なる普及に向けて後押しをさせて
いただくこととしておりますので、今後も積極的な
取組をよろしくお願いいたします。
また、e-Taxにつきましては、４月から、添付

書類のイメージデータによる提出などの更なる利
便性向上施策の運用開始が予定されております。
貴会におかれましては、かねてからe-Taxの普

及・定着に多大な御尽力をいただいており、深く
感謝申し上げますとともに、引き続き御理解と御
協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
最後になりますが、一般社団法人岡崎法人会

の更なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに
事業のますますの御繁栄を祈念いたしまして、年
頭の御挨拶とさせていただきます。
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新年のごあいさつ

岡崎税務署長

横　井　勇　二

平成28年の新春を迎え、一般社団法人岡崎法
人会の会員の皆様に謹んで新年のごあいさつを
申し上げます。
会員の皆様には、日ごろから税務行政に対し
まして、深いご理解と格別のご協力を賜り心か
らお礼申し上げます。
貴法人会が、長い歴史と伝統の下、地域社会
のあらゆる世代の方に向けた納税思想の高揚と
税務知識の普及への取組を通じ、常に地域に密
着した活動を実践されていることを拝見し、大
変心強く感じております。
会員の皆様方が、親会、青年部会、女性部会
及び各支部において、それぞれ地域社会に密着
した活動を展開され、特に租税教育活動につき
ましては、開催の働き掛けを積極的に行ってい
ただいた結果、平成27年度には全ての小学校で
租税教室を開催するに至っております。
また、租税教室に合わせて「税に関する小学
生の作文」の募集活動や表彰式典を開催される
など、特徴ある会活動を展開され、多くの成果
をあげられておられます。
皆様方の並々ならぬご努力に対して大変感謝
いたしております。
ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、

経済取引の複雑化・広域化及び経済社会の国際
化・高度情報化の更なる進展により大きく変化
しております。

このような状況の下、本年１月から利用開始
となる社会保障・税番号制度につきましては、
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報
を管理し確認するために活用されるものであり
ます。
行政を効率化し、納税者の皆様の利便性の向

上や、公平・公正な社会を実現するための社会
基盤となるもので、税務署としても積極的に広
報活動を行ってまいりました。法人会の皆様方
におかれましても、これまでと同様、番号制度
の定着にお力添えを賜りますようお願い申し上
げます。
さて、間もなく所得税等の確定申告の時期を

迎えますが、国税庁ホームページの確定申告書
作成コーナーから、e-Taxをご利用していただ
きますと、①計算誤りのない申告書の作成が可
能、②確定申告期間中は24時間利用が可能、③
税務署や金融機関の窓口に赴くことなく、自宅
や事務所に居ながらにして申告や納税が可能に
なるなど、数多くのメリットがございます。会
員の皆様方におかれましては、確定申告の際に、
是非ともe-Taxのご利用をお願いいたします。
結びに当たりまして、新しい年が一般社団法

人岡崎法人会並びに会員の皆様のますますのご
発展と事業のご繁栄の年となりますよう心から
お祈り申し上げまして、新年のごあいさつとい
たします。
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受　　　　　彰

支部役員全体会議開催

◆国税庁長官表彰受彰者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）
氏　　名 住　　　　　所 所属団体等

山　本　雅　樹 岡崎市竜美旭町 岡崎納税貯蓄組合連合会

◆岡崎税務署長表彰受彰者
氏　　名 住所 所属団体等

深　津　　　篤 岡崎市日名南町 岡崎納税貯蓄組合連合会
中　根　義　一 岡崎市大門 一般社団法人岡崎法人会
酒　部　圭　司 岡崎市六供本町 一般社団法人岡崎法人会
野　田　篤　文 岡崎市梅園町 岡崎間税会
金　澤　伸　宜 岡崎市福岡町 岡崎小売酒販組合

◆岡崎税務署管内税務協議会長表彰受彰者
氏　　名 住　　　　　所 所属団体等

杉　浦　　　彰 岡崎市針崎町 岡崎納税貯蓄組合連合会
太　田　敏　子 岡崎市福岡町 一般社団法人岡崎法人会
梶　川　貴　光 岡崎市緑丘 一般社団法人岡崎法人会
田　中　勝　則 西尾市戸ヶ崎 一般社団法人岡崎法人会
中　根　苗　枝 岡崎市奥殿町 岡崎間税会
川　合　久　司 岡崎市明大寺町 岡崎小売酒販組合

　平成27年11月17日（火）に岡崎ニューグランドホテルにおいて岡崎税務署による納税表彰式が行
われ、上記の皆さまが岡崎税務署長表彰、岡崎税務署管内税務協議会長表彰を受彰されました。
　併せて、国税庁長官表彰を受彰された山本雅樹さまらの披露がありました。

　去る11月12日（木）出雲殿岡崎において、岡崎税務署横井署長、三
輪副署長、永田法人第一部門統括官はじめ、大同生命保険・ＡＩＵ損
害保険・アメリカンファミリー生命保険の幹部の皆様をご来賓にお迎
えして開催いたしました。
　大林会長のあいさつに続いて、横井署長よりごあいさつを頂戴しま
した。その後大林会長が議長となり議題に入りました。小林組織副委
員長より「会員増強について」説明があり、続いて各支部役員代表か
ら「支部活動報告及び今後の活動計画について」発表がありました。
　事務局からは、公益社団法人への移行認定に関して今後の行程につ
いて説明をしました。続いて事業委員会として「税務コンプライアン
スの向上」について、チェックシート “入門編” の説明と、委員会メ
ンバーからの実際に活用した感想を紹介し、未活用役員企業での活用
の依頼がありました。
　会議終了後、講師に横井岡崎税務署長をお迎えし、「査察の過去・
現在・未来」と題してご講話をいただきました。

大林会長

横井署長
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第32回法人会全国大会（徳島大会）
平成27年10月８日山陽新幹線岡山駅より瀬戸
大橋を渡り、高松市を経由して徳島県徳島市の
会場に向かった。
大会は全国から1,700人を超える参加があり、

かなり盛大であった。
第１部は「日本の山里に、こんな仕事・移住
企業もありますよ　～地方創生の独創的ビジネ
スモデル～」をテーマとしたパネルディスカッ
ション。第２部式典では「税制改正提言」の報

告、青年部会による租税教育活動の報告後、「大
会宣言」を全員で確認し閉会した。

秋 の 講 演 会

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆　事 業 活 動 報 告　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

去る10月９日（金）秋の講演会が岡崎商工会
議所大ホールにて開催されました。
講師に外交ジャーナリスト・作家・元NHK
ワシントン支局長の手嶋龍一氏をお招きし、『21
世紀のいまを読み解く　～インテリジェンスを
武器に～』と題しての講演を会員及び一般参加
者あわせて約150名の皆さんが聞き入りました。

10月20日　第１回法人税実務研修会
11月19日　第２回法人税実務研修会

12月１日　県連・運営研究会
12月２日　決算期別研修会
12月14日　県連・税制講演会

税 に 関 す る 提 言
法人会は「税に関する提言」を国会議員や地
方自治体等に行っており、岡崎法人会において
は本年も内田岡崎市長、大須賀幸田町長、岡崎

商工会議所、岡崎市六ツ美・岡崎市ぬかた・幸
田町の各商工会、地元選出国会議員にお届けし
ました。
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

調査部所管法人合同税務研修会
11月９日名鉄トヨタホテルにて、岡崎・豊田
両法人会合同の調査部所管法人税務研修会が開
催された。はじめに名古屋国税局調査部長の水
野進一氏から「税を取り巻く環境変化と税務行
政」と題して講演があり、引き続き税務研修会
では、調査部調査審理課長の沼田美之氏から「申
告書の自主点検に関する確認表の活用につい
て」、また、豊田税務署法人課税第一部門統括
国税調査官の加藤久晴氏からは「誤りやすい源
泉所得税の取り扱い」について、詳細資料によ
り解説いただいた。

ｅ－ Ｔａｘ 実 務 研 修 会
毎年開催しておりますｅ－Ｔａｘ実務研修会を

11月18日岡崎情報開発センターにて、東海税理
士会岡崎支部の税理士５名の方、および岡崎税
務署の職員５名の方にご協力いただき開催いた
しました。
当日は10社11名の会員様にご参加いただき、
実際にインターネットに接続してサンプル画面
を参照しながら具体的な取り扱い方法などを研
修していただきました。

マ イ ナ ン バ ー 研 修 会
平成27年10月から通知され、今年１月より順
次利用が始まるマイナンバー（個人番号）制度
に関する研修会が８月５日、10月27日、10月29
日に岡崎法人会、岡崎商工会議所、岡崎間税会
の共催により開催されました。延べ400名を超
える参加者の皆さんに制度の概要や制度施行に
伴い企業に求められる対応などを講師である岡
崎税務署職員と社会保険労務士より解説があり
ました。
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  山本厚生副委員長
  岩瀬厚生副委員長による始球式

  ２ 位　 有限会社 テシマ酒店

  優 勝　 市川　幹好（（株）三河屋）
  ２ 位　 三島　　洋（幸南化工（有））
  ３ 位　 松元　　武（（有）テシマ酒店）

  優 勝　 株式会社 三河屋

（敬称略）

  ３ 位　 宗教法人 源空寺

  優 勝　 佐久間悦子（（株）三河屋）
  ２ 位　 石川わき子（（宗）源空寺）
  ３ 位　 野村　栄子（（宗）源空寺）

始球式

団体戦

個人戦
男　子

団体戦

団体戦

個人戦
女　子

第19回  会員親睦ボウリング大会第第第第第第第第第第第第第第第第11111111111119999999999999回回回回回回回回回回回回回回回回  会会会会会会会会会会会会会会会会員員員員員員員員員員員員員員員員親親親親親親親親親親親親親親親睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦ボボボボボボボボボボボボボボボウウウウウウウウウウウウウウウリリリリリリリリリリリリリリリンンンンンンンンンンンンンンングググググググググググググググ大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会
11月13日（金）午後６時30分からサンボウルにおいて、29チーム116名の皆さんで、会員親睦ボ
ウリング大会が開催されました
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■ 税務署コーナー
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■ 税務署コーナー
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税務署コーナー ■



＊毎年５月に特別徴収義務者あてに、特別徴収税額の通知をお送りしますので、その
税額を毎月の給与から徴収し、翌月の１０日までに各従業員の住所地の市町村へ納
入していただきます。

従業員が常時１０人未満の事業所は、申請により年１２回の納期を年２回とするこ
ともできます。

事業主の皆様へ
愛知県個人住民税特別徴収推進協議会からのお知らせ

○○ 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税
の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員（パート・アルバイト・役
員等を含む）に支払う給与から住民税（県民税＋市町村民税）を徴収し、納入して
いただく制度です。

○ 地方税法第３２１条の４及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主
は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく
ことになっています。

特別徴収のしくみ

納期の特例

愛 知 県 と 県 内 全 市 町 村 は 、 対 象 と な る 全 て の
事 業 主 に 対 し て 個 人 住 民 税 の 特 別 徴 収 ( 給 与 天 引 き )
を 行 っ て い た だ く た め の 取 組 を 進 め て い ま す

個 人 住 民 税 は 特 別 徴 収 で
納 め ま し ょ う

－ 12 －－ 12 －

■ 岡崎市役所



事業主の皆様へ
愛知県個人住民税特別徴収推進協議会からのお知らせ

個人住民税の特別徴収について
Ｑ ＆ Ａ

Ｑ１ なぜ、特別徴収にしないといけないのですか？

Ａ１

地方税法第３２１条の４及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉
徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指
定され、住民税を特別徴収することが義務づけられています。
事業主や従業員等が特別徴収するかどうかを選択することはできません。

Ｑ２ 特別徴収にするメリットはあるのですか？

Ａ２

【事業主のメリット】
住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする
必要はありません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行
い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、事業主の方は、
その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の１０日までに、金融機関を通じ
て各市町村に納めていただくだけです。
なお、従業員が常時１０人未満の事業所には、申請により年１２回の納
期を年２回とする制度もあります。

【従業員のメリット】
従業員にとってたいへん便利な制度です。特別徴収をすると、従業員の
方がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さら
に、普通徴収の納期が原則として年４回であるのに対し、特別徴収は年
１２回なので従業員（納税義務者）の１回あたりの負担が少なくてすみ
ます。

Ｑ３ 普通徴収から特別徴収に切り替えるには、どうすればいいのですか？

Ａ３
普通徴収から特別徴収への切り替えの手続等具体的なお問い合わせは、各
従業員の方の住所地の市区町村（住民税担当）に直接お問い合わせくださ
い。

岡崎市 市民税課市民税２班 0564-23-6081
愛知県総務部税務課 徴収グループ 052-954-6050
愛知県総務部市町村課 税政グループ 052-954-6068

県と県内全市町村とで構成する「愛知県個人住民税特別徴収推進協議会」は、
法令の順守と納税の公平性を図るため、特別徴収を推進しております。

このチラシに
関するお問い
合わせ先

－ 13 －

岡崎市役所 ■
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■ 岡崎警察署
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本年で13年目のヘルシー教室として “胃の病気の診断・
治療と予防” と題し、医師　榊原真肇氏、愛知県がんセン
ター　愛知病院消化器内科部長を講師にお招きし、医師会
公衆衛生センターにて開催を致しました。毎年参加が多く、
今回も105人の方にご参加頂きました。胃がんを撲滅する
ために、胃炎の治療・検診が大切であると云うことがよく
分かりました。胃がんは、胃炎疾患を放置しておいた方が
75％の割合で発症しています。又、胃潰瘍の16％だそうです。
近年では、内視鏡検査は、苦痛ではなくなり受診される方が多くなり、胃がんを早期発見できる。
一、ピロリ菌が感染しているかいないか。
一、病状は胃であると云ってよいか、又、胃潰瘍の治療は、従来の治療では、一年後に60％の方が
再発していたが今では、ピロリ菌の治療により再発が５％に減少した。

等の説明を受けました。一時間の時があっと言う間にすぎ、ヘルシー弁当を頂いた直後でしたが、
皆さん熱心に聞いておられました。
講演後は、具体的質問が何人かあり、先生が分かりやすく説明されました。尚、榊原先生にお世
話になった方が何人かお見えになり、御礼のごあいさつも有りました。
今後も健康で、楽しく長生きして頂ける様、社会貢献事業を行いたいと思います。
 竜海支部長　小林　和夫

今回初めて企画をいたしました支部主催の経営者セミ
ナー「メンタルヘルスと対策と雇用トラブル」を開催いた
しました。従業員を抱える経営者様、人事労務担当者様必
見。ＡＩＵ損害保険㈱より鳥海様を講師に招いて、近年テ
レビ等でも話題になっている事例を解りやすく解説してい
ただきました。また、個別質問にも対応ができ参加者から
は好評でありました。これを機に第２回へと進んで参りたいと思っています。支部の皆さん、一層
のご協力をくださいますようお願いいたします。 甲山支部長　宇野　　仁

今回のセミナーの参加者は106名で相続問題にいかに関
心があるかがうかがえました。
相続の問題点を「生前贈与」と「遺言」の二つのテーマに
しぼっての話しが中心で、興味深く聞くことが出来ました。
相続対策の最も必要なことは日頃から家族、兄弟で話し
合をし理解を深めておくことと専門家のアドバイスを受け
ることであり、今日の話を聞いて終わりでなく専門家にしっかりした相談をして、しっかりした対
策を日頃からたてておくことの重要性を感じたセミナーでした。 岩津支部長　中根　義一

健康研修会
「胃の病気の診断・治療と予防」

竜　海
９月３日

講師　愛知病院消化器内科部長
　　　榊原　真肇  氏

税務研修会
「生前贈与の落とし穴と相続対策のポイント」

岩津･葵･矢作
10月16日

講師　岡崎信用金庫 営業店支援部 資産活用Ｇ長
　　　木村　　武  氏

経営者セミナー
「メンタルヘルスと対策と雇用トラブル」

甲　山
９月15日

講師　ＡＩＵ損害保険㈱
　　　鳥海　　隆  氏
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「犯罪」この言葉をどれだけの人が身近に感じることが
できるでしょうか。
連日新聞紙上、テレビニュースを賑わす「詐欺」「窃盗」

「強盗」「殺人」などの言葉。
それは、被害者になって初めて身近に感じるというのが
実態ではないでしょうか。しかしそれでは遅すぎます。
信じられないような事件が毎日のように起こり、誰もが
被害者にならないとは限らない現在。岡崎署管内でも刑法犯件数が８月末時点で2,001件（昨年対
比260件減）と犯罪件数は減少傾向ではありますが、依然として日々多数の犯罪が起きています。
そこで「身近な犯罪から身を守る～安心で安全な生活は自分で守ろう～」の演題で去る10月１日午
後２時より、りぶら３階会議場にて支部会員をはじめ地域住民の皆様に数多くご参加して頂き、防
犯講演会を開催いたしました。
講師には日頃、犯罪撲滅のために岡崎警察署署員全員の先頭に立っておられる岡崎警察署署長　
山内和久警視正をお迎えし、地域における犯罪の実態や防犯対策を警察活動でのエピソードなど、
ユーモアを交えながら語っていただきました。署長のユーモアあふれる語り口調で会場内は笑いに
溢れ、とても和やかな雰囲気の中、１時間30分はあっと云う間に過ぎてしまいました。
講演では、さまざまな犯罪が日々起きている中、特に振込め詐欺や住宅侵入盗などの犯罪が巧妙
化しており、財産被害が急増（振込め詐欺に関しては前年比21％増である。）している為、実際の
犯行例のビデオを見せていただきながら、犯罪に立ち向かう心構えや対処方法（すぐに振り込まな
い・一人で振り込まない・誰かに相談する）などをご教示いただきました。また地域の絆が希薄に
なることが問題視されている昨今ではあるのですが、岡崎署管内では、地域ぐるみ（個人・家庭・
企業）の防犯意識の向上により犯罪が減少している現状や、現在行われている防犯活動をお話しい
ただき、大変参考になりました。
私自身この講演会を通じて犯罪から身を守る「防犯の意識」と「自分の安全な生活は自分で守る」
という心構えを持つことの重要性と、防犯対策を今一度見直し実践しなければならないことを改め
て痛感いたしました。
最後になりますが参加された皆様におきましては、犯罪抑止のための警察活動の理解や防犯意識
が高まる有意義な講演会であったのではないでしょうか。 城北副支部長　岡田　庄璽

10月23日大平市民センターにおいて、美川・福岡・東部
支部合同で、岡崎市福祉部長寿課予防班　濱田由香利講師
による、健康で楽しい毎日を送るため、認知症予防のため
の講義と脳や体を動かすレクレエーション研修を60数名の
参加をいただき行いました。
若くて明るい女性講師が、解り易く歯切れ良く講義を進
め、時々参加者に質問したり、声を出させたり、手足を動かさせたり、予定していた休憩も取らず
に全員参加で楽しい研修となりました。隣の絵画教室の生徒さんたちまでも聞きつけ、廊下で飛び
入り参加されるほど、非常に盛り上がった研修会となりました。 美川副支部長　岩瀬　宏隆

健康研修会
「認知症予防　遊びリテーション」

美川･福岡･東部
10月23日

講師　岡崎市福祉部長寿課予防班
　　　濱田　由香利  氏

防犯研修会
「身近な犯罪から身を守る　安心で安全な生活は自分で守ろう」

城北･甲山
10月1日

講師　岡崎警察署署長
　　　山内　和久  氏



－ 18 －

今回の健康研究会は愛知県がんセンター愛知病院長の齋
藤博先生に講師をお願いしました。テーマは、がんの予防
と早期発見です。岡崎市図書館交流プラザりぶらホールに
122名の参加で盛会に開催しました。齋藤先生より煙草を
吸っている方はすぐやめなさい又お酒を毎日飲んでいる方
はビールでしたら１本以内にしなさいとハッキリと言われ
ました。煙草もお酒もガンに大きな影響があるようです。
プロジェクターで詳しく説明していただき有意義な研修会でした。 城北支部長　吉川　正敏

11月１日（日）晴天に恵まれたなか、ぬかたふるさとま
つりが開催された。7,500人を超える来場者があり、主に
小学生を対象に税について楽しく学べるマンガ冊子「クイ
ズだゼイ！」等を配布した。

初めての研修会を平成27年11月16日に岡崎市消防本部中
消防署本署にて30名の参加で開催しました。講習では一歩
踏み出す勇気をもって欲しいとお話がありAEDの実習を
３カ所に分かれて詳しく教えていただきました。AEDで
心臓が動くのではない、心臓マッサージが不可欠であるこ
とを知ることが出来ました。有意義な研修であり来年度も
行いたいと思います。 
 城北支部長　吉川　正敏

会員親睦ボウリング大会
福岡・竜海
美川・六ツ美
９月15日

視察研修会
「岡崎信用金庫資料館」

甲　山
９月25日

ぬかたふるさとまつりへの出展額　田
11月1日

AED研修会
心肺蘇生法・AED取扱い実習研修会

城北･葵
11月16日

講師　岡崎市消防本部
　　　中消防署本署　職員

健康研修会
「がんの予防と早期発見」

城北･甲山
10月26日

講師　愛知県がんセンター愛知病院長
　　　齋藤　　博  氏
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防犯研修会
「身近な犯罪から身を守る　安心で安全な生活は自分で守ろう」

岩津･葵･矢作
10月２日

視察研修会
久能山東照宮、徳川慶喜公屋敷跡浮月楼等

葵
11月５日

視察研修会
世界文化遺産三保の松原等

甲　山
11月11日

AED研修会
心肺蘇生法・AED取扱い実習研修会

美川･東部
11月18日

視察研修会
市内の「家康公探訪」史跡めぐり”家康公岡崎の十年を辿る”

東部･美川
10月８日

AED研修会
心肺蘇生法・AED取扱い実習研修会

矢　作
11月６日

合同役員研修会
㈱オリバー、ミクスネットワーク㈱視察研修会等

幸田･額田
11月16日

市政報告会
矢作地区市議会議員による市政報告会「矢作地区の現状と今後の展望」

矢　作
11月26日
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■ 青年部会コーナー 

９月29日岡崎税務署永田統括官様を講師にお
迎えし「かんたん　印紙税」と題して税務研修
会が開催されました。
領収書や契約書など事業を営む者にとって身
近な印紙税について、わかりやすく解説いただ
き、みなさん興味深く聞き入っていました。ま
た、最後に簡単なテストが出題され、みな真剣
な表情で取り組んでいました。

10月14日「小学生の租税教室」の講師養成研
修が講師に豊橋税務署池原税務広報広聴官を招
聘して開催されました。青年部会・女性部会の
皆さんが参加され、６名の方が今年度講師デ
ビューの準備ができました。ありがとうござい
ました。

11月７日・８日「税を考える週間」行事として、
岡崎税務署管内税務連絡協議会主催の「税金ク
イズ・ウォークラリー」に青年部会役員２名が
参加した。税に関するクイズに約900人が参加
いただき、参加賞に加えクイズで満点であった
方には優秀賞を差し上げるなど大いに盛り上が
りました。

11月27日横井岡崎税務署長様、三輪副署長様、
永田統括官様にご臨席いただき、署長講話会を
開催いたしました。「名古屋の㋚」と題し、横
井署長様から査察現場の臨場感あふれる事例な
どを織り交ぜながらお話しいただき、部会員み
な有意義かつ楽しい講話会となりました。

青年部会税務研修会青年部会税務研修会

租税教室講師養成研修租税教室講師養成研修

税 を 考 え る 週 間税 を 考 え る 週 間

税 務 署 長 講 話 会税 務 署 長 講 話 会
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青年部会コーナー ■

会員名
　萩原有貴菜
法人名
　株式会社グッドハウス･プロ
所在地
　岡崎市上青野町城屋敷37-3

会員名
　大河原寛子
法人名
　株式会社イクス
所在地
　岡崎市青木町9-6

会員名
　菅井　竜司
法人名
　株式会社岡崎菅井保険代理店
所在地
　岡崎市中岡崎町7-9

会員名
　永田　圭一
法人名
　合資会社永田印刷所
所在地
　岡崎市亀井町1-15

会員名
　兵藤　潤一
法人名
　株式会社出雲殿　イズモ葬祭
所在地
　岡崎市青木町1-6

会員名
　大竹　　宗
法人名
　宗教法人六所神社
所在地
　岡崎市明大寺町耳取44

会員名
　植松　康二
法人名
　株式会社ハニーフーズ
　セブンイレブン岡崎緑丘２丁目店
所在地
　岡崎市緑丘2丁目2-4

会員名
　朝日　禎朗
法人名
　朝日工業株式会社
所在地
　岡崎市天白町池田5

会員名
　倉田　章寛
法人名
　株式会社クラタ産業
所在地
　岡崎市羽栗町平松3-1

会員名
　中嶋慎太郎
法人名
　有限会社中嶋石油
所在地
　岡崎市稲熊町2-8

会員名
　奥村　直美
法人名
　大成物産株式会社
所在地
　岡崎市唐沢町1丁目4

全国青年の集い（茨城大会）全国青年の集い（茨城大会）
11月19日～ 20日、全国青年の集いが茨城県水
戸市で開催され、岡崎からは青年部会長以下６
名で参加してまいりました。租税教室プレゼン
テーションや租税教育活動パネル展示、部会長
サミットなど大変活気のある大会でした。
物産展ではあいにくの雨でしたが、茨城県の
特産品を扱うブースが所狭しと並び、熱意を持っ
て必死にアピールする地元の方々がとても印象的

でした。
また茨城県には素晴らしい観光名所（ひたち
海浜公園、偕楽園、牛久大仏など）があり、時
間の都合上、限られた所しか行けなかったのが
少し心残りではありますが、茨城県民の方々との
ふれあいは実り多きものでした。今回の事業にご
協力戴きました皆様に深く感謝申し上げます。

交流委員長　高橋　　進

新 入 会 員 の 紹 介
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■ 女性部会コーナー

－ 22 －

　本年の他法人会との情報交換会は、
を記念して、家康公特別ラッピングバスに乗り
込み、家康さまのご縁も深い浜松東法人会女性
部会様を訪問致しました。私達一行は岡崎を代
表するかのごとく、皆が揃って岡崎市制施行
100周年の桜のピンバッジを胸に輝かせ、浜松
城公園隣のホテルコンコルド浜松に降り立ちま
した。先方様に手厚くお出迎え頂き、見事な眺
望のお部屋で早速開催された情報交換会では、
其々の部会活動や事業内容等を意見交換し、と
ても有意義なものとなりました。引き続きの懇

親会では双方が同席をして和やかに歓談するこ
とが出来ました。気が付くと目の前にあるお料
理には葵紋の焼印が !! そればかりかどれもこれ
もこの地での出世大名家康公にちなんで手を加
えられたものばかりで、お腹も心も大満足に。
帰りのバスに乗車した私たちの胸には、もう桜
ピンバッジはありません。図らずも岡崎市制百
周年までＰＲが出来たようでございます。
 事業副委員長　竹内　文代

　去る、11月24日（火）名古屋東急ホテルに於
いて女連協創立30周年記念式典・記念講演会・
記念祝賀会が開催され本会から加藤副会長始め

女性部会役員17名が参加されました。女連協第
22代会長の大川英子さんに感謝状が贈られまし
た。

浜松東法人会女性部会との情報交換会

愛知県法人会女性部会連絡協議会　｢創立 30周年記念事業 ｣

11月10日（火）岡崎税務署幹部との意見交換
会行われました。岡崎税務署からは横井署長様
始め３名の方々、女性部会員19名の参加者があ
り、辰巳事業委員長の司会で太田部会長のあい
さつ、来賓の紹介に続き、横井署長様の講話
「○サの女」が始まりました。署長が査察官であっ
た頃の実体験に基づいたお話をして頂きました
が、映画やドラマさながらの出来事が実際に行
われていることに驚き、皆さんも大変興味深げ
に聞いておられました。事業に携わっている者
にとっては大変身近な話題で、とても勉強にな
りました。税金をちゃんと納めなければ大きい

商売もできません。しっかり納めてさらに発展
できるように頑張っていきたいと改めて思いま
した。
その後、三輪副署長様の乾杯で懇親会が始ま

りました。懇親会ではジャズヴォーカリストの
森谷ワカさんのピアノの弾き語りとウッドベー
スの出宮寛之さんの演奏で「My blue heaven」
「カントリーロード」など親しみのある曲をバッ
クに食事と会話も弾み、あっという間に楽しい
時間が過ぎて行きました。
 総務副委員長　甲村　優子

税の週間「岡崎税務署幹部との意見交換会」
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（順不同・敬称略）
支部名 法　人　名 代表者名 所　在　地 営  業  内  容

甲　山

株式会社だい福 柴田　　純 岡崎市小呂町５丁目４－１ 飲食店の経営
東海ビジネスサポート株式会社 齋尾　裕史 岡崎市伝馬通２－６ 尾崎第１ビル３階 経営コンサルタント/記帳代行
有限会社のぞみ 水野　園美 岡崎市伝馬通５丁目54番２Ｆ  介護事業
有限会社鈴木反毛工場 鈴木　　昇 岡崎市欠町松塚14 反毛
有限会社山中メディカルサービス 山中　豊太 岡崎市稲熊町５－135 不動産賃貸・医療機器リース

城　北

欧州建材株式会社 鈴木研一郎 岡崎市材木町89番地 貿易（石材）
ミネルバ不動産株式会社 安藤　裕希 岡崎市葵町４－１ 不動産業
株式会社ヒビヤ設計 日比谷啓太 岡崎市材木町２－29 建築設計
有限会社内藤スタジオ 藤川　利明 岡崎市日名南町19－11 看板製作
医療法人ほしの眼科 星野　元宏 岡崎市井田西町２－５ 眼科
株式会社天佑 中村　和仁 岡崎市八幡町２丁目62 放課後デイサービス

葵 合資会社鴨田ままセンター 市川　和善 岡崎市井田町稲場11－２ 不動産賃貸業

美　川

オルカリペア株式会社 本田　利光 岡崎市丸山町ハサマ28 Ｙ棟 内装工事業
合資会社Ｓ＆Ｒ 柴田　禎宏 岡崎市岡町東神馬崎北側９ コンビニエンスストアの経営
美川商事株式会社 安藤　勝博 岡崎市大平町瓦屋前54－50 製造業
株式会社メモリーフォト出版 澤藤　良介 岡崎市美合町生田201 出版・小売
美合不動産建設有限会社 浅井　　泉 岡崎市美合町入込84 建築業
株式会社吉見農耕社 吉見　和也 岡崎市岡町作岡８ 農業
丸栄ニューウェーブ株式会社 高木　隆次 岡崎市洞町鷹野２－１ 運送業

福　岡

株式会社ハニーフーズ  セブンイレブン岡崎緑丘２丁目店 植松　康二 岡崎市緑丘２－２－４ コンビニエンスストア
ムラスタイル株式会社 村山　広人 岡崎市上地１－39－３ 建築板金
株式会社近藤商店 近藤　芳史 岡崎市福岡町岩ヶ崎８ 不動産
有限会社グローバル・エージェント 鈴木　伸明 岡崎市福岡町居屋敷55－１ 清掃業
有限会社ＯＦＦＩＣＥ　ＭＹＭ 茂刈　　稔 岡崎市上地６－14－12 機械設計
株式会社近藤 近藤　健二 岡崎市福岡町北裏６－１ 園芸資材卸売

竜　海

株式会社ユース．ＴＲ 小島　誠司 岡崎市明大寺本町１丁目34  岡崎センタービル７階 人材派遣業
城井建装株式会社 城井　崇行 岡崎市竜美南４－14－15 防水・塗装工
友機産業株式会社 倉谷　尚伸 岡崎市三崎町８－３ 製造業
株式会社明照 香月　郁二 岡崎市久後崎町両神28 電気・通信設備工事
有限会社ひかり介護 中川　春男 岡崎市東明大寺町12－10  メゾンむつみ202 介護事業

南　部

株式会社エージェントジャパン 岡村　健二 岡崎市城南町１－７－６ 自動車販売
株式会社９ＡＵＴＯ 木村　　実 岡崎市天白町字西池45－１ 小売業
有限会社アイ・フィールド 深谷　竜太 岡崎市戸崎町辻34－２ 保険代理店
医療法人天野歯科 天野　一太 岡崎市羽根町字東ノ郷６－５ 歯科医院
株式会社中切製作所 中切　敏一 岡崎市柱町下荒子58－１ 不動産賃貸業
カーサービス南部電装有限会社 介護用品かいんど 杉田　雅裕 岡崎市羽根西３丁目３－４ 介護用品・販売・レンタル
有限会社エイチアンドビー 成瀬美保子 岡崎市柱曙二丁目８－４ 薬局
株式会社ＹＧ 八木　憲造 岡崎市柱２丁目10－６ 派遣事業
株式会社ニッキョー 日比　賢吾 岡崎市庄司田２丁目９－24 防水業
株式会社十六銀行岡崎羽根支店 古田　宏司 岡崎市羽根町池下63－１ 銀行業
有限会社ナイスクリーニング 寺田　昌弘 岡崎市戸崎元町７－５ クリーニング業

矢　作

有限会社トラストワーク 吉浦　勝利 岡崎市橋目町竹之内51－１ 自動車部品試作製造
株式会社エムツー 松本　幸一 岡崎市北野町下池36－１ 金型製造
株式会社たんぽぽ 戸軽　直子 岡崎市西大友町蓮花寺78 健康食品
有限会社エーライン 中根アサコ 岡崎市矢作町小河原51　 損保
有限会社大山石材店 大山　吉則 岡崎市上佐々木町伝左３－９ 石材業
有限会社エイワ技電 畔柳　英和 岡崎市大和町家下38 電機設備工事
株式会社中京電気 岩附　　学 岡崎市小針町１－３－３ 電気工事業
株式会社ウラノライフサービス 浦野　鉄治 岡崎市大和町桑子52－３ 住宅設備工事
社会福祉法人まこと会 渡保育園 中村　　徹 岡崎市渡町善国寺35－２ 保育所
有限会社新渡不動産 倉橋　幸子 岡崎市渡町薬師畔63 不動産賃貸
有限会社カワジ 川治  雅明 岡崎市森越町宮前104－１ 鈑金塗装業
有限会社石の丸進 久野　全弘 岡崎市上佐々木町中切18－16 石製品加工（字彫）
株式会社東海リビング 牧野　洋一 岡崎市大和町牧内57－１ 建築リフォーム

岩　津

株式会社イワモト総合設備 岩本　高延 岡崎市米河内町開元12－２ 配管業
株式会社ブランテ 吉竹　張恵 岡崎市仁木町東郷35―２ ネイルサロン．ネイルスクール
株式会社Ｖコーポレーション 宮田　和幸 岡崎市河原町６－10 菓子の企画・卸
リペアガレージ株式会社 鈴木　晴雄 岡崎市滝町山籠135－８ 自動車鈑金・塗装

新 会 員 の 紹 介
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支部名 法　人　名 代表者名 所　在　地 営  業  内  容

北　部
谷藤エンジニアリング株式会社 谷藤　秀敏 岡崎市大門５－19－18 機械設計・試作
株式会社塩田電気設備 塩田　篤志 岡崎市上里２丁目３－８ 電気工事

東　部
有限会社テクノス 犬塚　典人 岡崎市舞木町阿形26－11 防水工事
有限会社ＡＲＣＨ 山岡　健作 岡崎市生平町小土記10－２ 印刷・出版業
有限会社中部開発工業 方田　一正 岡崎市藤川町黒土84 建設業

六ツ美

有限会社樹組 高木　浩路 岡崎市定国町稲荷７－３ 建設業
三河屋ガーデン株式会社 原田　愛輝 岡崎市土井町南赤部内５－２ 造園業
株式会社エス・エーテック 坂田　隆則 岡崎市上和田町北屋敷９－１ 電気工事・建築
有限会社飯川工業 飯川　浩延 岡崎市高橋町宇多利23－２ 製缶業
株式会社ひびきケアカンパニー 堂園まさ子 岡崎市在家町西五反田13－１ 介護サービス事業

幸　田
株式会社ペイントテック 村知　隆行 額田郡幸田町大草字山添35－６ 塗装工事業
株式会社ハザード 草次　稔雄 額田郡幸田町荻字梶田64－１ 自動車整備業
株式会社Ｙ．Ｋサポート 掛波　昭男 額田郡幸田町横落字長根125－１ 人材派遣業

額　田
有限会社プロミス．Ｔ．Ｃ 今泉　俊成 岡崎市桜井寺町川向21－１ 運送業
株式会社ＷＯＯＤ　ＢＡＳＥ 谷田　昌広 岡崎市木下町字炭矢７ オーダー家具製造
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