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新 春 の ご あ い さ つ

公益社団法人　岡崎法人会　　会　長　　大　林　市　郎

　新しい年を迎えるにあたり、謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
 旧年中は、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
多大なるご協力を賜り、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り組みのおかげで
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、輸出の持ち直しや設備投資の上方修正などを受けて、大企業を中心に
業績の改善が続き、また、雇用・所得環境の改善から個人消費に回復の兆しがみられるなど、景気は
全般的に回復基調が続いております。しかしながら、国際的な政治情勢では、北朝鮮や中東などの地
政学的リスクが存在しており、先行きについては不透明感が強い状況にあります。
　地域の経済に目を向けますと、生産や設備投資は前年を上回っており、また、輸出の増加や円安な
どから主力の自動車関連産業が好業績となっているなど、景気は緩やかな回復基調で推移しておりま
す。しかしながら、今回の景気回復は先程も申し上げたとおり、大企業主導の回復であり、恩恵が中
堅・中小企業にまで行き渡っている状況にはありません。
　こうした中、愛知県内のプロジェクトやインフラ整備についてみますと、昨年、名古屋駅周辺で
は、JPタワー名古屋、JRゲートタワー、グローバルゲートなどが次々と開業し、2027年の東京・名
古屋間のリニア開業を見据えた大型プロジェクトが引き続き数多く進行しています。また、岡崎市に
おいても、「東岡崎駅周辺地区整備事業」や「北東街区有効活用事業」をはじめとする再開発計画、
東名高速道路の岡崎IC－豊田IC間におけるスマートインターチェンジ設置計画や東部地区におけるア
ウトレットモール進出構想など、将来に向けた魅力あるプロジェクトが次々と計画され、ますます地
域が活性化していくことが期待されています。
　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。
　なかでも岡崎税務署管内租税教育推進協議会が主催する岡崎市内および幸田町内の全小学校の６年
生を対象にした「租税教室」と、「税に関する小学生の作文」の募集及び優秀作品の表彰につきまし
ては、毎年青年部会・女性部会が中心となり重要な役割を担わせていただいているところでございま
す。特に昨年は、これまでの長年にわたる租税教育活動に対する功績が認められ、民間団体としては
全国で初めてとなる「国税庁長官表彰」をいただくこともできました。作文においては毎年多くの応
募があり、平成28年度では3,560編にものぼり、毎回優秀作品が多く選考等においては大変ご苦労さ
れていると聞いております。平成29年度においては15校41クラスに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。
　当会は一昨年4月に愛知県より公益認定をいただき、公益社団法人に移行しました。今後におきま
しては、名実ともに公益性の高い団体となるべくさまざまな事業や活動につきまして、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。

『役員さんの所得税確定申告実務研修会』

　日時　平成30年１月24日㈬　午後２時

　会場　岡崎商工会議所　中ホール（２階）

　
『決算法人説明会』

　日時　平成30年３月中旬

　会場　岡崎商工会議所

研修会のご案内

『正副支部長会議』
　日時　平成30年２月22日㈭　予定
　会場　岡崎ニューグランドホテル
　
『理　事　会』
　日時　平成30年３月13日㈫　予定
　会場　岡崎商工会議所　大ホール
　
『理　事　会』
　日時　平成30年４月20日㈮　予定 
　会場　岡崎商工会議所　大ホール
　
『青年部会通常総会』 
　日時　平成30年５月16日㈬　予定
　会場　岡崎ニューグランドホテル 
　
『通　常　総　会』 
　日時　平成30年５月25日㈮　予定
　会場　岡崎商工会議所　大ホール
　
『女性部会通常総会』 
　日時　平成30年５月30日㈬　予定
　会場　岡崎ニューグランドホテル

新春のごあいさつ（法人会会長）

年頭のごあいさつ（国税局課税第二部長）

新年のごあいさつ（岡崎税務署長）
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新 年 の ご あ い さ つ

岡崎税務署長　　水　野　達　典

　平成30年の新春を迎え、公益社団法人岡崎法人会の会員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、日頃から税務行政に対しまして、深い御理解と格別の御協力を賜り心から御礼申
し上げます。
　貴法人会は、地域社会に密着した支部活動や多岐にわたる事業活動に取り組まれるなど、納税道義
の高揚や税知識の普及に貢献され、着実に成果をあげておられます。
　特に、租税教育活動につきましては、青年部会と女性部会を中心に、小学校での租税教室に講師を
派遣されたり、「税に関する小学生の作文」の募集・表彰式を企画されるなど、他に類を見ない特徴
ある事業を展開されておられます。
　この度、これまでの租税教育推進活動が他の模範となるなど、特に功績のあった団体として、国税
庁長官より感謝状が贈呈されましたこと、心よりお喜び申し上げます。
　貴法人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貢献されます
ことを御期待申し上げます。
　ところで、社会保障・税番号制度につきましては、平成29年１月から申告書等の税務関係書類へ
のマイナンバーの記載が本格化しておりますが、国税当局としましては、社会保障・税番号制度の更
なる定着を図るため、引き続き、積極的な周知・広報を実施してまいります。
　また、平成31年10月から実施される消費税の軽減税率制度につきましては、多数の事業者の方々
にとって、商品管理や区分経理等のための準備が必要となることから、事業者の方々が制度を十分理
解していただけるよう、制度の周知・広報や丁寧な相談対応に取り組んでまいります。
　このためには、皆様のお力添えが不可欠であると考えておりますので、一層の御協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
　そして、間もなく所得税等の確定申告の時期を迎えますが、国税庁では、税務署に出向くことな
く、誤りのない申告書を作成することができるよう、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」やe-Taxといった利便性の高い申告手段の充実に取り組んでおります。
　つきましては、会員の皆様には、役員や従業員の方々に対して、社内広報紙等を通じて、確定申告
書の作成に当たっては、「確定申告書等作成コーナー」の利用と郵送による申告書の提出を周知して
いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、公益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、新年の挨拶とさせていただきます。
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年 頭 の ご あ い さ つ

名古屋国税局　課税第二部長　　中　川　政　晴

　平成30年の年頭に当たり、公益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。
　さて、昨年の管内の経済情勢を振り返りますと、輸出、生産、設備投資の増加、個人消費の持ち直
しなどにより、景気は拡大しております。また、この地域においては、2027年予定の「リニア中央
新幹線」の開業を見据えた名古屋駅周辺の再開発が進んでおり、新しい名古屋の玄関口として、名古
屋駅直結の超高層複合ビル「ゲートタワー」が開業するなど大いに活気付いております。
　さらに、経済以外の面に目を向けましても、史上最年少でプロ棋士となった愛知県出身の藤井聡太
四段の活躍や、秋篠宮家の長女・眞子様の御婚約発表といった大変喜ばしい出来事がありました。
　このような中で新しく迎える年が、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、貴法人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。
　ところで、経済活動の国際化・ICT化の進展とともに、様々な制度改正が行われるなど、税務行政
を取り巻く環境も大きく変化しております。
　国税当局といたしましては、「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
う国税庁の使命を果たすため、納税者サービスの充実に努めるとともに、適正な申告を行った納税者
の皆様が不公平感を抱かないよう、適正・公平な課税・徴収に努めているところです。
　具体的には、ICTやマイナンバーの活用による納税者の皆様の利便性の向上と、税務署の内部事務
等の集中処理などの事務運営の最適化を通じて、税務行政のスマート化を目指すことにより、納税者
の皆様の信頼の確保に努めるとともに、納税者の皆様が自発的に納税義務を履行していただけるよう
税務コンプライアンスの向上に取り組む必要があると考えております。
　貴法人会におかれましても、各企業の内部統制面や会計経理面の質的向上に向けて、「自主点検
チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」を作成し、これを会員企業のみならず一般企業にも
配布する取組を実施しておられます。
　この取組は、納税者全体の税務コンプライアンスの維持・向上に資するものであり、国税庁の使命
にも合致することから、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
も積極的な取組をお願いいたします。
　また、e-Taxにつきましては、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
の運用が開始されております。皆様には、これまでもe-Taxやマイナンバー制度の普及・定着をはじ
め、消費税の軽減税率制度や税を考える週間、確定申告期における税の啓発活動などに、多大な御支
援をいただいております。
　このような御協力に対しまして、重ねて御礼申し上げますとともに、今後とも変わらぬ御支援・御
協力を賜りますよう、切にお願い申し上げる次第でございます。
　最後になりますが、公益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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税に関する提言活動税に関する提言活動
　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、衆議院議員の重徳氏、岡崎商工会議所会頭、岡崎市六ツ美・岡崎
市ぬかた・幸田町の各商工会会長にお届けしました。

支部役員全体会議開催支部役員全体会議開催
　10 月 4 日（水）岡崎ニューグランドホテルにおいて、岡崎税務署水野署長、櫻本筆頭副署長、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・アフラックの幹部の皆様をご来賓にお
迎えして開催いたしました。
　大林法人会長のあいさつに続いて、水野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。中根組織委員長より「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。
　会議終了後、講師に水野岡崎税
務署長をお迎えし、「元調査官の税
務署感について」と題してご講話
をいただくとともに、あわせて法
人会作成の「自主点検チェックシー
ト」の積極的な活用についてもお
話しいただきました。

第34回法人会全国大会（福井大会）第34回法人会全国大会（福井大会）
　10 月 5 日（木）、名古屋駅から「特急しらさぎ」に乗り、福井県
福井市の会場に向かいました。
　大会は全国から約 1,800 人の参加があり、国税庁長官、金沢国税
局長、福井県知事ら多数の来賓も出席し、盛大に開催されました。
　第１部は「今後の政治と経済の行方」を演題として、毎日新聞専
門編集委員である与良正男氏による記念講演。第２部の式典では「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ました。
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受 　 　 彰

岡崎税務署長表彰受彰者
氏　　　名 所 属 団 体 等
石川　敏郎
今泉　孝朗
大河原信夫
小林　和夫
杉浦　　彰

公益社団法人岡崎法人会
岡崎間税会
公益社団法人岡崎法人会
公益社団法人岡崎法人会
岡崎納税貯蓄組合連合会

氏　　　名 法　　人　　名
山本　冨夫 株式会社山本組

（敬称略、順不同）

岡崎税務署管内税務協議会長表彰受彰者
氏　　　名 所 属 団 体 等
宇野　　仁
岡田　𠮷生
小林良志子
杉田　光正
田口　千代
南部　　淳

公益社団法人岡崎法人会
公益社団法人岡崎法人会
岡崎納税貯蓄組合連合会
岡崎税務署管内青色申告会
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岡崎間税会

（敬称略、順不同）

国税庁長官表彰受彰者
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公益社団法人岡崎法人会

（敬称略）

団　　体　　名

　11月21日（火）岡崎信用金庫本部ビルにて、岡崎法人会の長年にわたる租税教育活動の
功績に対し、民間団体としては全国初となる「国税庁長官表彰」の表彰状贈呈式がおこなわ
れました。当日は名古屋国税局長の代理として小阪井国税広報広聴室長、水野岡崎税務署長
をはじめ税務署関係者7名と、大林会長以下岡崎法人会関係者6名が出席し、小阪井室長か
ら表彰状（感謝状）と記念品贈呈、水野署長によるお祝いの言葉、集合写真撮影、大林会長
のお礼のあいさつがあり、終始和やかな雰囲気の中で贈呈式は終了しました。
　その後、歓談の中で、法人会側の各出席者より、「租税教室」開始当初のいきさつや現
状、租税教室に対する思い等が語られました。

秋の叙勲　黄綬褒章 （敬称略）
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第21回　会員親睦ボウリング大会第21回　会員親睦ボウリング大会

　11月10日（金）午後６時30分からサンボウルにおいて、30チーム120名の皆さんの参加によ
り、会員親睦ボウリング大会が開催されました。

（敬称略）

岩瀬厚生副委員長挨拶

団体戦　優　勝　株式会社三河屋

団体戦　２　位　フタバ産業株式会社

団体戦　３　位　宗教法人源空寺

ゲーム中の様子 表彰式

個人戦　優　勝　佐久間　隆　㈱三河屋
男　子　２　位　今村　勝次　フタバ産業㈱
　　　　３　位　天野　　豊　㈱プロテック　

個人戦　優　勝　佐久間悦子　㈱三河屋
女　子　２　位　神尾由美子　㈱エフエム岡崎
　　　　３　位　野村　栄子　　源空寺
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事 業 活 動 報 告
10月4日

10月4日

10月5日

10月11日

10月16日

10月19日

10月23日

10月29日

10月30日

11月2日

11月5日

青連協・情報交換会

本会・支部役員全体会議

全法連・法人会全国大会

青年部会・講師養成研修会

本会・法人税実務研修会

青年部会・税務研修会

本会・秋の講演会

青年部会・ＢＢＱ大会

女性部会・情報交換会

青年部会・署長講話会

税連協・ウォークラリー

11月7日

11月9日～10日

11月10日

11月10日

11月13日

11月21日

11月28日

12月4日

12月13日

11月12日～  
12月19日

本会・調査部所管法人

全法連・全国青年の集い

女性部会・意見交換会

本会・親睦ボウリング大会

女連協・情報交換会

租税教育推進校等 国税庁長官表彰状贈呈式

県連・税制講演会

県連・運営研究会

本会・決算法人説明会

本会・税に関する提言活動

秋 の 講 演 会秋 の 講 演 会
　10 月 23 日（月）、前日までの台風の影響により開催が危ぶまれましたが、強い風はあったものの当
日は台風も過ぎ去り、予定どおり「秋の講演会」が岡崎商工会議所会館大ホールにておこなわれました。
　講師に政治学者の姜尚中（カン
サンジュン）氏をお招きし、『悩む
力・心の力』と題しての講演に、
会員および一般参加者あわせて
219 名のみなさんが熱心に聞き入
り、大盛況のうちに終えることが
できました。

調査部所管法人合同税務研修会調査部所管法人合同税務研修会
　11 月 7 日（火）、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ました。はじめに、名古
屋国税局調査部次長の鈴木克也氏から「税務に関する最近のトピッ
クス」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
審理課長の寺尾敦郁氏から「申告書作成上の留意点　～申告前の再
点検～」、また、豊田税務署法人課税第一部門統括国税調査官の濱田
錠太氏からは「消費税の軽減税率制度について」をテーマに、詳細
な資料により解説いただきました。
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税務署コーナー
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月から翌年

年度、大阪府は平成
西三河

「事務の増加」「人手が足りない」「従業員の出入りが多い」などの理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められま
せん。所得税や社会保険、雇用保険と同様に従業員の雇用環境の一つとしてご理解願います。

原則として、前年の給与収入額が大きい事業所が特別徴収事業所として指定されます。しかし、その他就職日、前年

督促状が発送されます。なお、督促状が届いても納入されない場合は、事業者に対して滞納処分を行う事があります。

なお、表面のＡ～Ｆの理由により特別徴収の対象とならない従業員がいる場合は併せ

チェックをしたうえで適用欄に記号『普Ａ～普Ｆ』を入力してください。

月までに徴収していただく住民税額（年税額及び

した個人住民税は、翌月 又は金融機関・ゆうちょ銀行

■岡崎市役所
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市民税課
市民税課 西尾市 知立市

西三河 碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市
を実施します。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。

月従業員（納税義務者）に支払う給与から個人住民税を徴収（天引き
へ納入していただく制度です。

法令等（※注）により、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税の特別
徴収を行っていただくこととされています。

いずれかの理由に該当する従業員のみ、普通徴収（個人で納付）に切り替えることができます。

個人住民税の税額の計算は市町村が行い通知しますので、所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません

納税のために金融機関へ出向く手間が省けるとともに、納め忘れの心配がなくなります。

個人住民税の特別徴収とは

給与の支払が不定期な者（給与の支払のない月がある者）

住民税の

■岡崎市役所
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■岡崎市役所
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■岡崎市役所
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■岡崎市役所
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城北
「健康寿命を延ばす生活スタイル  食・運動・住まい」
健康研修会

10月27日

　岡崎法人会城北支部は毎年この時期に健康研修会を開催しています。
今回は平成29年10月27日（金）午後２時より図書館交流プラザりぶら
２階にて開催しました。講師は城北支部副支部長の株式会社ナンブ代表
取締役の南部淳氏であります。南部さんは、お仕事柄ケアマネージャー
の資格を持ち、サービス付き高齢者向け住宅の運営など、介護全般の事
業を手かげている専門家の研修でしっかり学んでみえます。映像を使っ
てわかりやすくお話していただきました。講話テーマは、健康寿命を延ばす生活スタイル「食・運
動・住まい」です。健康寿命を延ばすためには「寝たきり」や「認知症」の予防が非常に重要です。
参加された80名の皆さん熱心にメモを取りながら聞かれていました。また実習で簡単に出来る運動を
教えていただき素晴らしい研修会でした。ありがとうございます。 　　城北支部支部長　𠮷川　正敏

支部活動報告支部活動報告支部活動報告

講師　㈱ナンブ代表取締役
南部　淳　氏

額田
「出展・税に関するツールの配付」
ぬかたふるさとまつり

11月12日

　11月12日（日）晴天に恵まれたなか、約7,000人の来場者があり、
額田支部役員による出展ブースにおいて、小学生を対象とし、税につい
て楽しく学べる冊子「タックスフントとけんたくん」と、税の啓発のた
めのポケットティッシュを配布しました。

　　

甲山
「税 あれこれ～税務調査とポイント！～」
経営者セミナー

11月14日

　この度は「税 あれこれ～税務調査とそのポイント！～」との演題で、
昨年に引き続き、岡崎税務署法人課税第一部門統括国税調査官永田秀徳様
にご講演を頂戴いたしました。90分に亘って、税務調査の現場での実態な
ど、所謂「教科書には書いていないこと」について多くの話題をご提供いた
だけたことは、本当に貴重な経験をさせていただいたと感じております。
　ご講演の中で特に印象深かったのは、税務調査の現場で「質問に弁解で答えてしまわないこと」
「緊張しがちな人は即答せず、調査後の回答でよい」とのご発言でした。私自身も同様の場面では、
つい慌てて、必ずしも心にないことを口にしてしまったり、よく分かっていないことを分かったよう
に説明してしまう、という経験がございます。このご発言により、聴講された方の中にも、少し気が
楽になったと思われた方がいらっしゃるのではないでしょうか。
　また、他にも修繕費や交際費などといった勘定科目の考え方について、丁寧に平易な言葉でご解説
をいただきました。個別科目についての見解などは、常日頃私たちが判断に迷うことが多いだけに、
こうしてご教示いただける機会をいただけたことにあらためて感謝申し上げます。
　つきましては、今回ご講演いただいた事柄を今後の私どもの法人活動の糧とし、「健全な経営」
「正しい納税」「社会貢献」という法人会メインテーマに沿った活動に今後も邁進する意を新たにし
ております。貴重なご講演、ありがとうございました。  　　　甲山支部幹事　浅田　昌弘

講師：岡崎税務署統括官
永田  秀徳  氏
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葵・矢作・岩津
「老後の住まいとお金の話」研修会
合同研修会

9月22日

　9月22日、高齢者福祉のご専門である内山治夫様を講師としてお
招きし、「老後の住まいとお金の話」と題し、老後に必要な資金と
介護施設にかかる費用について研修会を開催いたしました。少子高
齢化社会に突入した日本では、老後の生活について、自分自身で考
え備えることが不可欠です。自分の老後の生活、その生活を支える
資金、そして介護状態の時にどういう選択があるのか、不安を抱え
る方は多いと言われています。高齢者福祉の専門家であり、中京大
学ほか数々の大学でもご教鞭をとられている内山先生から、老後の生活、介護の受け方等、直面するかも
しれない様々な老後の問題について、調査資料やデータ、経験に基づき大変わかりやすいご解説をいただ
きました。いつかは自分の身に必ず訪れる「老い」。健康維持に心がけていても、まだまだ先のことと先
送りにしてしまいがちです。今回の研修が考える機会になったと私自身思っております。皆様の関心の高
いテーマでしたので、募集100名の所、大幅に上回る応募をいただき129名が受講されました。
　会場の関係上、多くのお申込みを締切ってしまいましたが、開催のご要望も多くいただきましたの
で、平成30年2月15日に再度開催します。またご案内をいたしますのでよろしくお願いします。　

葵支部支部長　松原　広幸

南部
「相続と遺言の大事な話」～相続を争族にしないために必要なこと～
研修会

10月11日

　たくさんの地元の方々に集まっていただけた。岡崎市総合学習
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　この研修会により、「相続」が「争族」となることがなくなることだろう。やはり平和が一番。
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「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」
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支部活動報告支部活動報告支部活動報告
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　岡崎法人会城北支部は毎年この時期に健康研修会を開催しています。
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支部活動報告支部活動報告支部活動報告

講師　㈱ナンブ代表取締役
南部　淳　氏
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甲山
「税 あれこれ～税務調査とポイント！～」
経営者セミナー

11月14日

　この度は「税 あれこれ～税務調査とそのポイント！～」との演題で、
昨年に引き続き、岡崎税務署法人課税第一部門統括国税調査官永田秀徳様
にご講演を頂戴いたしました。90分に亘って、税務調査の現場での実態な
ど、所謂「教科書には書いていないこと」について多くの話題をご提供いた
だけたことは、本当に貴重な経験をさせていただいたと感じております。
　ご講演の中で特に印象深かったのは、税務調査の現場で「質問に弁解で答えてしまわないこと」
「緊張しがちな人は即答せず、調査後の回答でよい」とのご発言でした。私自身も同様の場面では、
つい慌てて、必ずしも心にないことを口にしてしまったり、よく分かっていないことを分かったよう
に説明してしまう、という経験がございます。このご発言により、聴講された方の中にも、少し気が
楽になったと思われた方がいらっしゃるのではないでしょうか。
　また、他にも修繕費や交際費などといった勘定科目の考え方について、丁寧に平易な言葉でご解説
をいただきました。個別科目についての見解などは、常日頃私たちが判断に迷うことが多いだけに、
こうしてご教示いただける機会をいただけたことにあらためて感謝申し上げます。
　つきましては、今回ご講演いただいた事柄を今後の私どもの法人活動の糧とし、「健全な経営」
「正しい納税」「社会貢献」という法人会メインテーマに沿った活動に今後も邁進する意を新たにし
ております。貴重なご講演、ありがとうございました。  　　　甲山支部幹事　浅田　昌弘

講師：岡崎税務署統括官
永田  秀徳  氏
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「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」

防犯研修会 講師：愛知県岡崎警察署生活安全課長
青山義弘氏

「聞いて得するこれからの相続税務
　　　　　～賢く残そう、相続財産～」

税務研修会

甲山
「大覺寺全珠院/沼津魚がし鮨沼津港店/
   沼津港魚市場散策/三島スカイウォーク」

視察研修会
9月5日

矢作
「心肺蘇生法・AED取扱実習研修会」
AED研修会

9月7日

美・福・竜・六
「会員親睦ボウリング大会」
親睦ボウリング大会

9月8日

美川
「鬼の小づち」
美合小学校観劇会　協賛

劇団：民話芸術座9月15日

矢作
「心肺蘇生法・AED取扱実習研修会」
AED研修会

9月15日

竜海
「越前北ノ庄城跡/福井城跡/丸岡城跡」
視察研修会

9月27日

葵・矢作・岩津
10月5日

城北
10月19日

支部活動報告支部活動報告支部活動報告

講師：岡崎市西消防署本署職員

講師：税理士  三浦勝美氏

講師：岡崎市西消防署本署職員
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支部活動報告支部活動報告支部活動報告
城北・葵

「心肺蘇生法・AED取扱実習、施設見学会」
AED研修会

11月16日

　11月16日は、岡崎法人会城北支部と葵支部合同の「心肺蘇生法」
「AED取扱実習」＆日本で唯一の全地形対応型消防車「レッドサラマン
ダー」の見学をして参りました。
　会場は、岡崎市消防本部、中消防署本署３階講堂にて、参加者30人
で３グループに分けて、皆さん真剣な顔をして一生懸命講師の消防署職
員の指導・説明を聞いてみえました。
　さて、尊い命を救えるかどうかは消防署（119番）へ通報し救急車が来るまでに何ができるかでございます。
　そこで、AEDを使用した心肺蘇生の手順は下記の通りで参加者全員手順通り取り扱っておりました。
＜心肺蘇生の手順＞
　①反応（意識）を確認する。「大丈夫ですか」②大声で協力を求める。「誰か来てください」「人が倒れて
います」あなた：119番へ通報。「AEDを持ってきてください」③呼吸の確認をする。普段通りの呼吸をして
いるか判断する。なければ胸骨圧迫。④胸骨圧迫30回、人工呼吸２回繰り返す。⑤AEDの電源を入れる。
⑥電極パッドを傷病者の胸に貼る。⑦解析。⑧ショックボタンを押します。⑨直ちに心肺蘇生を再開する。
　皆さんしっかりと勉強したようで有意義な研修会で終えることができました。

城北支部副支部長　竹内　光博

講師　岡崎市消防本部職員
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講師：岡崎市西消防署本署職員
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青年部会コーナー

青年部会新会員の紹介（敬称略） 平成29年６月初旬～12月初旬

会員名
　瀧澤　利於
法人名
　アートバレエ株式会社
所在地
　岡崎市明大寺本町1-17-2

会員名
　渡部　恵理
法人名
　大同生命保険株式会社  三河支社
所在地
　岡崎市明大寺町菩提円13-2

会員名
　丸山　和孝
法人名
　株式会社アルテック
所在地
　岡崎市羽根北町4丁目3-12

会員名
　村本　龍教
法人名
　野村證券株式会社　岡崎支店
所在地
　岡崎市康生通西2丁目11

会員名
　大須賀　則宏
法人名
　株式会社大須賀製作所
所在地
　岡崎市稲熊町4丁目26

会員名
　神谷　明徳
法人名
　有限会社富士プレイガイド
所在地
　岡崎市吹矢町67

会員名
　近　　純平
法人名
　株式会社三葵コーポレーション
所在地
　岡崎市大西2丁目5-1

租税教室講師養成研修会
　10月11日「小学生の租税教室」の講師養成研修会が講師
に豊橋税務署三浦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22名が参加され、今年度
の租税教室に向けての準備をおこないました。

税務研修会
　10月19日、岡崎税務署永田統括官様を講師にお迎えし
「相続税・贈与税の仕組みとポイント」と題して税務研修
会が開催されました。
　「相続時精算課税」や「祖父母などから教育資金、結
婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課
税」等について、わかりやすく解説いただきました。部会
員からの要望が多かったテーマであり、みなさん興味深く
熱心に聞き入っていました。
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「相続と遺言の大事な話
　～相続を争族にしないために～」

岩津ゼミ 講師：岡崎信用金庫営業店支援部資産活用Ｇ
鳥居裕子氏

「“段違い”のビジネスコミュニケーション術」
講演会 講師：㈱Up‐ting Japan代表取締役社長

爰野寿美子氏

美川・福岡・東部
「相続税・贈与税の仕組み
　～相続税の申告が必要な方とは？～」

税務研修会
10月20日

甲山
「男川浄水場」
視察研修会

10月25日

幸田・額田
「ウッドデザインパーク、㈾柴田酒造場」
合同役員研修会

10月25日

矢作
「矢作地区市議会議員による市政報告会」
市政報告会

10月30日

岩津
11月8日

美川・東部
「心肺蘇生法・AED取扱実習、施設見学会」
防災講習会

11月9日

六ツ美
12月5日

支部活動報告支部活動報告支部活動報告
講師：岡崎税務署 副署長 小川高由氏

講師：岡崎市消防本部職員
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女性部会コーナー

西尾法人会女性部会との情報交換会
　平成29年10月30日（月）

　台風一過の青空の下、今回の情報交換会はお隣西尾法人会女性部会様を訪問させて頂きました。通
常なら先に情報交換会をするのですが今回は業界屈指の抹茶製造メーカー『あいや』の抹茶ミュージ
アム和く和くの見学と買物、昼食にはみかわ三水亭はなれで一色産うなぎを堪能しました。どちらも
一般では予約が困難な中、西尾法人会女性部会長 杉田様のご配慮で会員一同とても有意義な時間を過
ごすことが出来ました。昼食後いよいよ西尾信用金庫中央支店にて
情報交換会。其々の部会活動や事業内容をDVDやパワーポイントを
使ってより一層活動内容が分かりやすく充実したものになりまし
た。そして共通の租税教室の活動についての表彰作文を拝読という
大役も果たせ、私にとってとても思い出に残る情報交換会となりま
した。

広報副委員長　宮崎　雅子

税務署幹部との意見交換会
平成29年11月10日（金）

　バスから降りると冷たい空気に包まれ、凛とした気持ち
になりました。風情ある佇まいの額田「一升」にて「税務
研修会」に参加させて頂きました。
　岡崎税務署法人課税第一統括官、永田様の「事業承継に
ついて」と題してのお話。いずれ必ず直面する相続と事業
承継の問題をとてもわかりやすく、事例を交えながらご説
明頂きました。相続にまつわる事柄はどうしても身内での
会話で躊躇しがちです。事業を引き継ぐ人の選任や相続財
産の納税対策の知識など、早い段階での話し合いと準備が
円満且つスムーズな引き渡しに繋がると。税のプロに相談
はもちろんのこと、毎年変わる情報にも耳を傾け税の知識
を得ることが必要ですね。
　その後、アレス室内合奏団の生演奏では秋をテーマにし
た美しい音色に暫し優雅な気分の中、秋満載のお料理に舌
鼓。会話も弾み楽しいひと時となりました。
　初参加の私でしたが、和気あいあいの雰囲気でのおしゃ
べりと充実した時間をありがとうございました。

　　　　　　　　　事業委員　北村　史子
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税を考える週間
　11月４日・５日、「税を考える週間」行事として、岡崎税務所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３名が参加しました。当日は天候にも恵まれ、税に関するク
イズに家族連れなど２日間で約900人に参加いただき、参加賞に加えてクイズが満点だった方には優
秀賞を差し上げるなど、テント前には参加希望者の行列ができるほど、大いに盛り上がりました。

第31回  全国青年の集い  高知大会
　11月9・10日、全国青年の集い高知大会が高知県高知市
で開催され、岡崎からは青年部会長以下7名で参加してま
いりました。高知ですが11月ですので寒さ対策もある程
度準備していきましたが、非常に温かく過ごしやすい気候
でした。
　大会では、租税教育活動プレゼンテーションや記念講演
など大変見どころが多く、様々な勉強をさせていただきま
した。
　また、物産展は、ザクラウンパレス新阪急高知横の鏡川
みどりの広場で開催され、高知の特産品を扱うブースが所
狭しと並び、大変賑わっていました。全ては回れませんでしたが、鰹やゆずなどを十分に堪能する
ことができました。
　また、今回この大会を運営された高知県連の皆さんの対応も大変素晴らしいものでした。私たち正
副部会長も学ぶことが多く、実り多き大会となりました。
　今回の事業にご協力いただきました皆様に深く感謝申し上げます。　　 交流委員長　野田　陽太郎

税務署長講話会
　11 月 2 日、水野岡崎税務署長様、櫻本筆頭副署長様、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。
「所得税法の基本」と題し、水野署長様から所得の種類・区分
や必要経費について、具体的な職業の個別事例を交えながら解
りやすく解説をいただき、部会員みな有意義かつ楽しい講話会
となりました。
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支部名 法　　人　　名 代表者名 営業内容所　　在　　地
甲山

甲山

甲山

城北

城北

城北

城北

城北

城北

葵

葵

美川

福岡

竜海

竜海

竜海

南部

南部

矢作

矢作

矢作

岩津

岩津

岩津

北部

北部

北部

北部

北部

北部

東部

東部

東部

東部

東部

東部

六ツ美

六ツ美

六ツ美

六ツ美

幸田

幸田

幸田

山尾　　鈴

柿白　大介

林　　稔忠

濵口ひろみ

湯浅慎太郎

山本　恭子

山口　英治

峯澤　　喬

金松　　実

花市　佳明

福井　啓樹

酒井　光男

木田　俊晴

瀧澤由加利

小岸　央昻

市川　健次

古賀　一弘

髙梨　妙枝

平賀　育夫

米津　　修

糟谷　和則

河村　保弘

阿部田達弘

小林　　覚

長村　隆司

本間　雅博

堤　　将就

内田　英文

塩澤美穂子

内田　康介

三浦　博幸

青木　美香

中田　京子

鈴木　宏充

犬塚　　正

七田　　健

新郷　泰一

澤野　禎伸

伊藤　史良

近藤きよ子

神取　　勇

栗田　　翔

梅津　　剛

ジャパントラフィック株式会社

税理士法人クレサス

有限会社林忠兵衛弓具店

有限会社中部美装

株式会社渚建設

株式会社山一住宅

医療法人えがお

有限会社岡崎データプランニング

株式会社メカニックス

株式会社花こころ

株式会社福井商事

株式会社ブランスマイル

木田設備株式会社

アートバレエ株式会社

株式会社虹色どうぶつ不動産

株式会社フタバ総合サービス

ＫｉＴ株式会社

株式会社オリエンタルオフィス

株式会社ＨＩＲＡＧＡ

ヨネモク工芸有限会社

中部三菱自動車販売株式会社　岡崎矢作店

ＥＳ保信株式会社

有限会社アベタ保険事務所

マコト設備有限会社

株式会社ティー・ケイ・エヌ

株式会社本間工業

ツツミ化成工業有限会社

ＭＧフーズ株式会社

特定非営利活動法人子どもの発達を支援する会きらら

株式会社マイランド

社会福祉法人愛恵協会

株式会社さいわい工房ＭＫ

有限会社エヌケイユウ中田

宗教法人勝徳寺

株式会社犬塚組

株式会社Ｓ－ｆｉｅｌｄ

株式会社フューチャーイノベーション

株式会社ウィルプラス

伊藤設備株式会社

近藤造園株式会社

有限会社ＩＳＭ

株式会社飛翔組

有限会社梅津圧送

一般貨物運送業

税理士

弓具販売

清掃業

土木建設業

不動産売買・仲介

医療

宅地建物取引業

機械器具製造業 

施術業

建設業

飲食業

管工事業

バレエ・ダンス教室

不動産

福利厚生施設の運営・管理

福祉事業

不動産賃貸業

建築業

家具製造

新車販売・整備

とび・土木工事業

保険代理店

製造業

洋菓子小売業

機械設備組立

自動車部品製造

飲食業

障害児通所支援事業

米穀・燃料類の販売

障害福祉サービス事業生活困窮者支援事業

食品、木材のレーザー加工業

不動産賃貸

宗教法人

建設業

自動車修理

各種商品の卸、販売

ソフトウェア業

給排水衛生設備工事

造園工事業

管理・運用

とび、土木工事業

コンクリート圧送業

岡崎市稲熊町八丁目197-1

岡崎市伝馬通5丁目69山崎工業ビル3階

岡崎市門前町70

岡崎市井田西町13-21

岡崎市本町通2丁目3

岡崎市本町通2丁目19

岡崎市康生通南2丁目30東海保険･ガーデンビル2階

岡崎市日名南町21-2

岡崎市松本町1丁目87

岡崎市井田町寺前28-3

岡崎市伊賀町3丁目17

岡崎市小美町深萩202

岡崎市福岡町入道18-1

岡崎市明大寺本町1-17-2

岡崎市竜美南2丁目1-5

岡崎市竜美台1丁目13

岡崎市羽根北町1丁目4-2

岡崎市羽根町前田30-1

岡崎市矢作町祇園6-1

岡崎市東牧内町日久97-2

岡崎市宇頭町稲荷19

岡崎市岩津町1丁目1-10

岡崎市東蔵前町火打山45-5

岡崎市真福寺町南谷214

岡崎市上里2丁目15-10

岡崎市大門4丁目20-2

岡崎市鴨田南町5ｰ6

岡崎市寿町13-20

岡崎市上里2丁目17-1

岡崎市鴨田町北浦6ｰ1

岡崎市舞木町小井沢4-1

岡崎市竜泉寺町黒土60-1

岡崎市蓑川町薮下30-1

岡崎市本宿町寺山21

岡崎市藤川町一里山北79-1

岡崎市桑谷町百々沢53

岡崎市土井町藤ノ木乙14フォレストヒルズ105

岡崎市赤渋町本屋敷17-4

岡崎市中島町井ﾉ上55-2

岡崎市正名町東之切30

額田郡幸田町深溝字松井8-1

額田郡幸田町坂崎字鐘場24-1

額田郡幸田町高力字広面36

新会員の紹介 平成29年６月1日～11月末日

（順不動・敬称略）

『役員さんの所得税確定申告実務研修会』

　日時　平成30年１月24日㈬　午後２時

　会場　岡崎商工会議所　中ホール（２階）

　
『決算法人説明会』

　日時　平成30年３月中旬

　会場　岡崎商工会議所

研修会のご案内

『正副支部長会議』
　日時　平成30年２月22日㈭　予定
　会場　岡崎ニューグランドホテル
　
『理　事　会』
　日時　平成30年３月13日㈫　予定
　会場　岡崎商工会議所　大ホール
　
『理　事　会』
　日時　平成30年４月20日㈮　予定 
　会場　岡崎商工会議所　大ホール
　
『青年部会通常総会』 
　日時　平成30年５月16日㈬　予定
　会場　岡崎ニューグランドホテル 
　
『通　常　総　会』 
　日時　平成30年５月25日㈮　予定
　会場　岡崎商工会議所　大ホール
　
『女性部会通常総会』 
　日時　平成30年５月30日㈬　予定
　会場　岡崎ニューグランドホテル

新春のごあいさつ（法人会会長）

年頭のごあいさつ（国税局課税第二部長）

新年のごあいさつ（岡崎税務署長）
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