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HOKAZAKI

OJINKAI 岡崎法人会だより

着任のごあいさつ 岡崎税務署長　寺尾　敦郁

公益社団法人岡崎法人会の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
会員の皆様には、平素から税務行政に対しまして、深いご理解と多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたびの人事異動により、岡崎税務署長を拝命いたしました寺尾敦郁でございます。前任の水野同様、よろしく
お願い申し上げます。
岡崎税務署の管内は、徳川家康公とゆかりの深い岡崎城や大樹寺などに見られますように、名所・旧跡も多く、豊
かな歴史と文化に育まれた人情味豊かな士地柄と聞いており、そのような地に勤務する機会を得ましたことを、大変
嬉しく思っております。
貴会におかれましては、本会を始め、青年部会、女性部会並びに 14 の支部で、地域に密着した事業や租税教育活
動に積極的に取り組まれ、正しい税知識の普及と納税意識の向上に多大なる貢献をされている中、特に昨年度は、長
年の租税教育活動の功績に対し国税庁長官表彰を受賞されました。そのことは、大変心強く感じるとともに、会長を
はじめとした会員の皆様方の御努力に、深く敬意を表する次第であります。
さて、来年 10 月には消費税率の 10%への引上げ及び軽減税率制度が実施されます。私どもとしましては、その円
滑な実施と信頼される税務行政の執行に向けて、会員の皆様方とは、これまで築いてまいりました信頼と協力関係を
より一層発展させていきたいと考えておりますので、引き続き、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに当たりまして、岡崎法人会のますますのご発展と会員の皆様のご健勝並びに事業のご繁栄を祈念いたしまし
て、私の着任のあいさつとさせていただきます。

法人課税部門関係の新任幹部紹介
加藤　　修筆頭副署長

前 任 地 	名古屋国税不服審判所
出 身 地 	愛知県あま市
趣　　味	 大河ドラマ（歴史）
座右の銘	 一期一会
一寸一言	 歴史と伝統のある地で勤務でき、貴会員の皆さまとお話

できることを光栄に思います。よろしくお願いします。

河合　順子法人課税第一部門
統括国税調査官

前 任 地 	名古屋国税局	調査部
出 身 地 	宮城県仙台市
趣　　味	 旅行
座右の銘	 為せば成る
一寸一言	 	岡崎税務署の勤務は初めてです。　　

どうぞよろしくお願いします。

平成31年10月1日から、
消費税の税率が引き上げられ、
軽減税率制度が実施されます。

標準税率：10%
軽減税率： 8%

消費税の軽減税率制度

軽減税率の対象品目は？
➡飲食料品
　（酒類及び外食等を除く）

➡週2回以上発行される新聞
　（定期購読契約に基づくもの）

軽減税率制度に関する情報は
国税庁
ホームページ

を
クリック消費税軽減税率制度

軽減税率制度実施に伴うレジの導入や
電子的受発注システム改修には支援制度があります。詳しくは、
軽減税率対策補助金事務局　http//:kzt-hojo.jp/

消費税軽減税率制度等説明会の御案内
事業者を対象とした、消費税の軽減税率制度等説明会を開催いたします。
軽減税率制度の概要や制度対応に係る支援制度などをテーマとしておりますので、是非、
御参加ください。

※①②とも、同様の説明内容です。
※事前申込みは不要ですが、会場の収容人員の都合により御参加いただけない場合もございます。
※駐車スペースが限られているため、車でのお越しは御遠慮ください。

開催日 開催時間 開催場所

① 11月22日（木） 13時30分から
15時00分まで 岡崎合同庁舎5階　共同大会議室

（岡崎市羽根町字北乾地50番地1）② 11月26日（月） 13時30分から
15時00分まで

【問合せ先】岡崎税務署　法人課税第一部門
Tel 0564-58-6524（ダイヤルイン）



岡崎税務署幹部職員定期人事異動

研修会のご案内

会 議 予 定

（　転　入　）
新　　役　　職　　名 氏　　　名 前　　　任　　　職　　　名

署 長 寺　尾　敦　郁 名古屋国税局 調査部 調査審理課 課長
筆頭副署長（管運・徴収・法人担当） 加　藤　　　修 名古屋国税不服審判所 国税副審判官
総 務 課 長 佐　野　英　雄 西尾税務署 総務課 課長
筆頭特別国税調査官（法人調査担当） 佐久間　重　光 豊橋税務署 審理専門官（法人課税事務担当）
法人課税第一部門統括国税調査官 河　合　順　子 名古屋国税局 調査部 調査第二部門 主査
法人課税第二部門統括国税調査官 磯　貝　泰　孝 国税庁 課税部 法人課税課 監理第二係長
法人課税第四部門統括国税調査官 岩　月　晴　彦 名古屋東税務署 法人課税第二部門 統括国税調査官

（　転　出　）
旧　　役　　職　　名 氏　　　名 新　　　任　　　職　　　名

署 長 水　野　達　典 退官
筆頭副署長（管運・徴収・法人担当） 櫻　本　勇　二 名古屋国税局 調査部 特別国税調査官
総 務 課 長 加　藤　久　晴 名古屋国税局 総務部 総務課 課長補佐 
法人課税第一部門統括国税調査官 永　田　秀　徳 名古屋中税務署 特別国税調査官（法人調査担当）
法人課税第二部門統括国税調査官 野　田　孝　一 名古屋国税局 査察部 査察総括第二課 査察国際専門官
法人課税第四部門統括国税調査官 浅　見　昌　行 名古屋国税局 調査部 調査第五部門 主査

事業活動報告
30.07.05	 城北支部「生き方」講演会
30.07.06	 葵・矢作・岩津支部税務研修会
30.07.11	 労務管理・助成金セミナー
30.07.12	 六ツ美支部講演会
30.07.19	 美川・福岡・東部支部生前整理研修会
30.07.24	 福岡・竜海・南部支部AED研修会
30.08.02	 矢作支部視察研修会
30.08.18	 北部支部第9回北部あきんどフェアー
30.08.23	 竜海・南部支部第16回南の風オン・ステージ
30.08.25	 甲山支部映画鑑賞会

30.08.26	 美川・東部支部映画鑑賞会
30.08.28	 城北支部防犯研修会
30.09.07	 美川・福岡・竜海・六ツ美支部親睦ボウリング大会
30.09.11	 甲山支部視察研修会
30.09.11	 城北支部健康研修会
30.09.12	 決算法人説明会
30.09.13	 葵・矢作・岩津支部健康研修会
30.09.14	 葵・矢作・岩津支部防犯研修会
30.09.20	 矢作支部AED研修会
30.09.21	 美川・東部支部防犯研修会

☆法人税実務研修会
 （第一回）「改正消費税～何がどう変わる～」
　　　　　講師：手嶋 啓二 氏
 10月22日（月）岡崎商工会議所　中ホール

 （第二回）未定
　　　　講師：手嶋 啓二 氏
 11月5日（月）岡崎商工会議所　中ホール

☆大規模法人研修会（旧調査部所管法人研修会）
 11月19日（月）岡崎ニューグランドホテル

☆e-Tax研修会
 11月実施予定
 岡崎情報開発センター（予定）

☆決算法人説明会
 1月11日（金）予定　岡崎商工会議所 

講 演 会 等
☆秋の講演会
《演題：面白大国ニッポン～日米比較論を笑いを交えつつ～》
　10月23日（火）岡崎商工会議所　大ホール
　講師：ケント・ギルバート 氏

☆会員親睦ボウリング大会
　11月9日（金）サンボウル

☆支部役員全体会議
　10月10日（水）岡崎ニューグランドホテル

☆第35回全国大会（鳥取大会）
　10月11日（木）

☆第32回全国青年の集い(岐阜大会）
　11月8日（木）・9日（金）



	 ８月23日南部支部 	 岡崎市シビックセンター
竜海支部 	 コンサートホール	「コロネット」
今まで、小中学校・高等学校の部活、それも合唱部・吹奏楽部・オー

ケストラ部を主に出演してもらっていたのが、今回は女子大学。それも
ダンス部の出演である。

岡崎女子大学・岡崎女子短期大学ダンス部の華やかで、表現に溢れた
パフォーマンスに触れることができた。

司会も南部支部副支部長の山本惠一子さんにお願いして、手作り感の中にスムーズな進行。
豊橋創造大学ダンス部の賛助出演もあったり、客席の真ん前に光ヶ丘女子高校のダンス部の生徒さんたちが、お姉さん

たちの演技に目を輝かせていたり、最後には観客もステージに上がって一緒におどったり、会場と一体のステージ。
台風接近にもかかわらず、240余名の方々に来ていただけました。ダンス部の盛り上げも上手で、ホント良い会

になりました。
やっぱ、ライブはいいなあ。
来年もこの時期、同じコロネットで「第17回　南の風オン・ステー

ジ」を開催します。
大勢の来場をお待ちしています。

（南部支部支部長　岡田𠮷生）

	 8月18日
　 北部支部 	 出雲葬祭	イズモホール岡崎北

本年も北部支部恒例の第9回「あきんどフェアー」を去る
8月18日土曜日に無事開催することができました。知らず知
らずのうちに9年目、次年度は10回目10年となります。

当日は本年の異常な暑さと天気を大変心配していました
が、おかげさまで前日までの酷暑も和らぎ天気にも恵まれて
開催できました。

出展企業団体は前年弱の26社、来場世帯数約524世帯、
来場者数は昨年以上の1,500人程度の来場があり大盛況でし
た。子供工作教室、高所作業車空中遊覧、よさこい踊り、

Kidsダンス、ライブバンド、フラダンス、岡崎農遊会野
菜果物直売など盛り沢山のイベントをゆっくり楽しめる
よう企画し来場者にたいへん喜んで頂きました。これも
北部支部実行委員会、参加企業のご協力のおかげです。
地域の企業交流と地域の皆様への社会貢献に少しでもお
役立て出来たことを感謝します。今後も法人会活動を通
じ地域の皆様に貢献できるように皆様のご協力をよろし
くお願いします。

（北部支部支部長　大河原信夫）

第9回 北部あきんどフェアー

第16回 南の風オン・ステージ
普段創作活動に研鑽をされている方々に発表の場を提供しよう。それを、地元の人に知ってもらおう。

そんな趣旨で回を重ね、今回は16回目の「南の風オン・ステージ」。

 出　　演： 岡崎女子大学・岡崎女子短期大学ダンス部
 賛助出演：豊橋創造大学ダンス部




