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D　I　A　R　Y 2017

1jan.

6金　新年税務署長挨拶
　　　名古屋中税務署　13：30～
12木　第12回・総務委員会
　　　芳蘭亭　16：30～
17火　税務連絡協議会「税務なか」区分け作業
　　　名古屋中税務署会議室　13：30～
19木　女性部会・第５回理事会
　　　サロン・オカヤ　16：00～
　　　県連・第13回理事・委員合同賀詞交歓会
　　　名鉄ニューグランドホテル　16：00～
20金　名古屋中税務連絡協議会定例会
　　　名古屋中税務署会議室　11：00～
23月　橘支部事業・文化講演会
　　　講師：中部大学教授 武田 邦彦氏
　　　 演題『今後変えなくてはならないこ

と、そして変えてはいけないこと』
　　　ローズコートホテル　18：30～
　　　青年部会・第１回予定者会議
　　　東京第一ホテル錦　18：30～
26木　新春記念講演会
　　　講師：ラジオパーソナリティ
　　　　　　つボイノリオ氏
　　　演題『明るく楽しく元気な名古屋』
　　　～魅力的な街 名古屋～を目指して
　　　中日パレス　18：30～
　　　新年賀詞交歓会
　　　女性部会・青年部会・経営研究会合同
　　　中日パレス　19：30～
27金　専務理事会議
　　　大同生命ビル　14：00～

2feb.

3金　節分～恵方は北北西の甚目寺観音
8水　県連・事業委員会
　　　大同生命ビル　12：00～
9木　国府宮・はだか祭
　　　決算期別研修会（１～２月期）
　　　昭和ビル９Fホール　13：30～
　　　女性部会・初春の健康講座
　　　 『ヨガで美しくなりましょう』

～顔ヨガ～
　　　講師： ヨガ美健の会 代表 

西村 和子氏
　　　クレストンホテル　10：30～
10金　第15回・広報委員会
　　　事務局会議室　10：30～
11土　建国記念の日
14火　市内9法人会合同講演会
　　　『安倍政権の今後と課題～』
　　　～激動の世界の中の日本～
　　　講師：政治評論家　加藤 清隆氏
　　　日本特殊陶業市民会館　13：30～
　　　県連・厚生委員会・推進協議会
　　　大同生命ビル　12：00～
15水　県連・広報委員会
　　　大同生命ビル　12：00～
20月　第10回・常任理事会
　　　昭和ビル９F会議室　14：30～
　　　県連・税制委員会
　　　大同生命ビル　12：00～

21火　第34回・調査部所管法人経営者講演会
　　　講師：名古屋国税局長　垣水 純一氏
　　　ウェスティンナゴヤキャッスル　15：30～
　　　経営研究会
　　　 臨時正副代表幹事会議・正副代表者予定

者会議
　　　囲み屋　18：00～
22水　経営研究会・正副代表幹事会議
　　　囲み屋　18：00～
　　　栄西支部事業
　　　 ～お茶（中国）の講話と美味し

い料理を楽しむ会～
　　　茗圃
23木　青年部会・第７回正副役員会
　　　事務局会議室　18：30～
24金　全法連・総務委員会
　　　全法連会館　13：00～
　　　県連・組織委員会
　　　大同生命ビル　12：00～
　　　青年部会・第２回予定者会議
　　　東京第一ホテル錦　18：30～
27月　県連・総務委員会
　　　大同生命ビル　12：00～

3mar.

1水　県連・広報委員会
　　　大同生命ビル　12：00～
2木　女性部会・第６回理事会
　　　事務局会議室　10：30～
3金　ひな祭り
6月　専務理事会議
　　　大同生命ビル　14：00～
9木　青年部会・第７回役員会議
　　　東京第一ホテル錦　18：30～
　　　第71回・東海法人会連合大会三重大会
　　　ホテル花水木　13：30～
10金　『会社役員のためのセミナー』
　　　第一部：弁護士　橋本 拓郎氏
　　　 『未上場企業における役員責任

の現状とその対処法』
　　　第二部： 元ラグビー日本代表　今泉 清氏
　　　中日パレス　15：00～17：30
11土　名古屋シティーマラソン
12日　名古屋ウィメンズマラソン
　　　ナゴヤドーム
14火　第12回・理事会
　　　昭和ビル９Fホール　15：00～
　　　女連協・常任理事会
　　　大同生命ビル　12：00～
16木　第５回・税制委員会
　　　事務局会議室　10：30～
　　　青年部会・第３回正副部会長予定者会議
　　　事務局会議室　18：30～
20月　春分の日
21火　青連協・常任理事会
　　　大同生命ビル２F　13：30～
22水　第11回・常任理事会
　　　昭和ビル９F会議室　14：30～
29水　 第９回厚生委員会・福利厚生制度推進

協議会
　　　事務局会議室　10：30～
　　　青年部会・第３回予定者会議
　　　東京第一ホテル錦　18：30～
31金　プロ野球・セパ開幕

4apr.

4火　経営研究会・第１回幹事会
　　　木曽路錦店　18：00～
4火～7金　新入社員研修会
　　　社会人の租税教室
　　　名古屋中税務署・広報広聴官
　　　昭和ビル９Fホール
　　　10：00～16：30
5水　青年部会・第１回正副部会長会議
　　　事務局会議室　18：30～
7金　第12回・法人会全国女性フォーラム
　　　鹿児島大会
10月　千早支部役員総会
　　　木曽路瓦町店　11：00～
11火　第13回・理事会
　　　昭和ビル９Fホール　14：30～
11火～12水
　　　新入社員研修会
　　　川本製作所会議室　９：30～
12水　栄東支部役員総会
　　　料亭・蔦茂　10：30～
13木　経営研究会・29年度総会
　　　東京第一ホテル錦　18：30～
14金　大須支部役員総会
　　　ローズコートホテル　10：30～
17月　県連・青連協第33回定時総会
　　　ホテルキャッスルプラザ　16：00～
　　　老松支部役員総会
　　　事務局会議室　10：30～
18火　青年部会・第37年度総会
　　　東京第一ホテル錦　18：00～
　　　県連・女連協第32回定時総会
　　　ホテルキャッスルプラザ　11：00～
19水　決算期別研修会（３月）
　　　昭和ビルホール　13：30～
　　　御園支部役員総会
　　　事務局会議室　10：30～
20木　錦三丁目支部役員総会
　　　たての街・囲み屋　10：30～
21金　正木支部役員総会
　　　かに本家金山店　11：30～
　　　県連・総務委員会
　　　大同生命ビル　13：30～
24月　平和支部役員総会
　　　事務局会議室　10：30～
25火　女性部会・第34回通常総会
　　　名古屋東急ホテル　14：30～
26水　県連・正副会長会議　11：00～
　　　県連・第14回理事会　12：00～
　　　名鉄グランドホテル
　　　青年部会・第２回正副部会長会議
　　　事務局会議室　18：30～
27木　専務理事会議
　　　大同生命ビル　14：00～
29土　昭和の日

5may.

3水　憲法記念日～憲法施行70年
4木　みどりの日
5金　こどもの日
11木　青年部会・第２回役員会
　　　東京第一ホテル錦　18：30～
17水　決算期別研修会（４～６月）
　　　昭和ビルホール　13：30～
30火　本会・第６回通常総会
　　　名古屋東急ホテル　14：00～
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公益社団法人名古屋中法人会　会長

岡谷　篤一

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
会員の皆様には、日頃から法人会の活動に対しまして深いご理解と暖かいご支援

を賜り厚く御礼申し上げます。

昨年の世界経済は欧米各国の景気後退と途上国の成長鈍化の影響を受けつつも底
堅く拡大が続き、一方、日本経済はアベノミクス等による成長も期待されましたが、
低成長に留まりました。そして新年は、米国、途上国の成長による世界経済の成長
が持続すると共に、日本経済も昨年11月以降の日米両国に於いて株式市場の上昇と
ドル高・円安効果があり、成長が加速されることが期待されます。このような環境
の中、当地域は「ものつくり」の集積地として、航空宇宙産業、リニア新幹線等次
世代技術の新産業推進や農業・医療分野等への取組を通じ、我国成長の原動力とな
ることが期待されています。

名古屋中法人会は公益社団法人として、社会貢献事業、租税教育、税務研修会等
を進め、６月には、「平成28年度の税制改正の実務ポイント」、７月に「消費税軽
減税率制度が導入されます」、９月に「やさしい法人税セミナー」等の税務研修会
を開催し、延べ1,600名を超す受講者が出席致しました。又、10月には市民参加の
フェスティバル「ニコニコランド2016」の開催、11月には、「TAX杯ミニサッ
カー大会」を主催し200名を超す選手が参加し好評を博しました。

新年も引き続き、名古屋中法人会は税のオピニオンリーダーとして企業の発展を
支援し、地域の振興に寄与し国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体として、税務
研修会等を通じて会員の積極的な自己啓発を支援し、納税意識の高揚と企業経営及
び社会の健全な発展を目指すと共に、「保育園・幼稚園や社会福祉施設へのクラウ
ンの派遣活動」、「ミニサッカー大会」、「ニコニコランド2017」の開催、学校や
職場での「笑顔であいさつ運動」の推進などを行い地域社会貢献に努めて参ります。
どうか、皆様には今後とも法人会の活動に倍旧のご理解、ご支援をいただきますよ
う宜しくお願い申し上げます。

最後になりますが会員の皆様の益々のご健勝と会員各社のご発展、ご繁栄を心か
ら祈念するとともに、関係ご当局の変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

平成29年

年頭のごあいさつ

2　NAKA  平成29年新春号



名古屋国税局　課税第二部長

山下　俊彦

平成29年の年頭に当たり、公益社団法人名古屋中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、設備投資や生産の増加、住宅投資の持ち直しなどにより、

景気は緩やかに回復を続けております。経済以外の面に目を向けましても、５月に三重県志摩市でG7伊勢志
摩サミットが開催され、日本の原風景ともいえる伊勢志摩地区の豊かな自然が全世界に発信されたことは大変
喜ばしい出来事でした。また、８月にブラジルのリオデジャネイロで開催された第31回夏季オリンピックで、
日本が過去最多となる41個のメダルを獲得するなど、私たちに大きな活力を与えてくれた明るい出来事があり
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。
また、行政面では、マイナンバー（社会保障・税番号）制度が導入され、昨年度から本格稼働しているとこ

ろです。このマイナンバー制度は、行政手続の効率化・透明性を高め、国民の皆様の利便性の高い公平・公正
な社会を実現することを目的に導入されたものであります。
国税庁は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、これま

でも国税庁ホームページへの掲載や各種説明会等における説明など、積極的な制度概要の周知・広報に取り組
んできたところでございます。
貴会の皆様におかれましても、より一層の制度の定着に向け、会報誌やホームページにおける周知・広報な

ど、引き続きお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済活動の国際化、ICT化の急速な進展等により厳しさを増

している状況であります。国税当局といたしましては、調査必要度の高い分野に事務量を重点的に投下するほ
か、調査以外の書面照会や説明会なども組み合わせた多様な手法により、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た自主的な取組を促すこと

を目的として、「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
よろしくお願いいたします。
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。貴会におかれましては、かねてからe-Taxの普及・定着に多大なご尽力をいただいてお
り、皆様のこれまでのご協力に対しまして、厚くお礼申し上げますとともに、今後とも変わらぬご支援を賜り
ますよう、重ねてお願い申し上げます。
最後になりますが、公益社団法人名古屋中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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■プロフィール
昭和35年10月17日東京生まれ
59年４月　大蔵省入省（主計局総務課）
63年４月　証券局　総務課　企画係長

平成元年７月　田辺税務署長
２年７月　公正取引委員会事務局　経済部　調整課　課長補佐
５年５月　外務省　在イタリア日本国大使館　二等書記官
６年４月　外務省　在イタリア日本国大使館　一等書記官
８年７月　国際金融局　国際資本課　課長補佐
９年７月　大臣官房　調査企画課　課長補佐
10年５月　大臣官房付　兼　総務庁　行政管理局　企画調整課
　　　　　（規制緩和委員会事務担当）
11年７月　国税庁　長官官房　総務課　課長補佐
12年７月　大臣官房　企画官　兼　国税庁　長官官房　総務課
13年７月　東京国税局　査察部長
15年７月　理財局　総務課　たばこ塩事業室長
16年７月　中小企業庁　経営支援部　参事官
18年７月　国税庁　課税部　個人課税課長
19年６月　公正取引委員会事務総局　経済取引局　企業結合課長
21年７月　預金保険機構　審議役
23年７月　大臣官房　地方課長　兼　財務総合政策研究所　次長
24年７月　中国財務局長
25年７月　 大臣官房付　兼　内閣官房　内閣審議官（内閣官房副

長官補付）　兼　内閣官房　郵政民営化推進室　副室
長　兼　郵政民営化委員会事務局　次長

27年７月　福岡国税局長
28年６月　現職
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多くの課題に積極的に対応
――新春を迎えられて、税務行政の第一線に立たれた現在
の抱負をお聞かせください。
私は７月10日の国税局・税務署の定期人事異動の前の６

月下旬に着任したので、新体制での事務年度が発足する当
初から名古屋国税局の事務運営を見ることができました。
この間、調査・徴収といった外部事務や、内部事務とも順
調に進んでいると感じています。
国税庁の使命と同じ意味ですが、「申告納税制度が円滑

に機能するよう、適正・公平な課税・徴収を目指し、国民
の皆様の理解と信頼を得ること」が基本と考えています。
そのために、善良な納税者の方には親切・丁寧に、悪質な
納税者には厳正に対処することが重要ですし、国際化・情
報化など変化への対応や先取りが必要です。この意味で、
今日、経済社会がますます国際化する中で、「パナマ文
書」やBEPSプロジェクト等、国際課税を巡る環境が変化
し、国民の関心が高まっている状況を踏まえ、毎年提出さ
れる「国外財産調書」に占める割合が東京、大阪に次いで
高く、また、重点管理富裕層PTも設置されている名古屋
国税局としては、より、富裕層や海外取引に係る課税、さ
らには国内で課税が発生する非居住者に対する課税につい
ても取り組んでいきたいと考えています。
また、新人に占める女性職員の比率が近年上昇している

ことからも、WLBに、引き続き力を入れています。職員
が調査・徴収や納税者サービスに注力できるよう、業務の
効率化にも取り組んでいます。昨年（2016年）10月から、
豊橋署と新城署との間で内部事務の集中化の試行を行って
います。
新年になり、まずは確定申告が整然かつ効率的になされ、

将来のe-Taxに結び付くような運営が行われるよう心掛け
たいと考えています。特に、マイナンバーを記載して申告
書を提出していただく初の確定申告期となるので、納税者
の混乱や不要な手間がかからないよう、広報に努めるとと
もに、職員にも周知徹底したいと考えています。

名古屋は経済に厚みがあり活気を感じる
――着任されて半年が過ぎましたが名古屋（東海地方）の
印象はいかがでしょうか。
前任地の福岡県を始めとする北部九州地方は、博多や長

崎に外国人観光客が大勢くるなど活気があり、にぎやかな
商業の街という印象でした。一方、名古屋は、子供のころ
お盆休みに父の実家のある高山に家族で帰省する際、国鉄
名古屋駅のホームの暑さしか記憶になく、社会人になって
からも仕事で来て一泊するくらいしかなかったので、広々
としているが殺風景という程度の印象でした。しかし、い
ざ住んでみると、栄やその周辺は夜も結構にぎやかで、人
通りも多い大都市だなと認識を改めました。久屋大橋のテ
レビ塔のあたりの「セントラルパーク」の雰囲気がおしゃ
れで昼も夜も気に入っています。また、朝食に宿舎の近く
でモーニングサービスを食することがありますが、お店も
多く、いろいろと楽しめていいですね。
名古屋以外の愛知、岐阜、三重、静岡の各県も、美しい街

並みや自然が多く、食べ物もおいしい。派手に宣伝や自己主
張をしないけれど素晴らしい観光地が多いと思います。伝統
もあり、世界無形文化遺産に東海地方の多くの祭りが候補に
挙がったこと（2016年11月16日現在）もさすがと思いました。
――名古屋国税局内の雰囲気はいかがでしょうか。
私自身管内の全48署（現時点では35署）を視察し、幹部

等から話を聞いたり、執務室を巡回したりしましたが、非
常勤職員の方々を含め職場の雰囲気も良く、納税者への対応
も整然かつ丁寧な態度で行ってもらっていると思いました。
また、税理士会、関係民間団体との関係も良好と感じて

おり、税を考える週間などにおける法人会を始めとする各
団体の熱心な取組には頭が下がる思いです。
――東京都のご出身とお聞きしていますが、ご出身地の環
境はいかがでしたか。
社会人になるまで、小学３、４年生の２年間を除きほと

んど世田谷区に住んでいました。東京にしては自然が多く、
かつ庶民的な地域で、今でも好きです。（現在は目黒区居
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住）。それにしても、近年は人が多すぎて東京は暮らしに
くいですね。

天下国家を自由に論じる雰囲気に惹かれる
――学生のころ、どのような生活を送られましたか。
また、将来どのような道へ進まれるとお考えでしたか。
典型的な文系人間（叔母は児童作家・翻訳家）で、子供

のころからSFや推理小説をよく読んでいました。小学生
のころは、クラスの壁新聞編集委員として、社会記事の解
説や、学校のニュースの取材記事・連載小説を書いたり、
マンガを描いたりしていました。将来は作家か教師になり
たかったですね。高校生の時には、ジョン・ゴールズワー
ジーやトマス・ハーディ（いずれも19世紀後半～20世紀前
半）の英文学を読み、大学生の時にはバラッド（物語性の
あるイギリスの伝承民謡）のゼミを聴講し、そのゼミの先
生が監修したマザーグースの翻訳本をいただいたことを憶
えています。
――旧大蔵省へ入られたきっかけは何でしたか。（昭和59
年４月入省）
父は私が入省した時には退職していましたが、現役時代

から家庭で仕事の話をするのが好きで、私も大蔵省のスケー
ルの大きい仕事の話を聞いて、興味を持っていました。大学
のゼミの先輩を頼って民間金融機関も就職訪問したのですが、
国家公務員は、経済官庁であるか否かを問わず、幅が広く自
由な議論ができ面白そうだと思いました。複数の役所を訪問
し内定をいただいたところもありましたが、より仕事の幅が
広そうな大蔵省に入省させていただくことを選びました。
――お父様（垣水孝一氏）も大蔵省にお勤めされていたと
お聞きしましたが。（東海財務局長：昭和51年６月～昭和
52年６月・昭和27年入省）
現在、父と同じ名古屋の地方局長として勤務しています

が、父はどちらかというと理財・主計畑であり、税関係の
ポストには地方を含め２年ほどしか勤務経験がない一方で、
私は税関係が８年目です。それぞれ東海財務局、名古屋国
税局と、経歴の違いを象徴するようなポストについたこと

や、父にとっても私にとってもルーツである東海地方に勤
務できたことは感慨深いです。

滅多に経験できないことを多く体験
――東京国税局査察部長、国税庁個人課税課長、預金保険
機構審議役、中国財務局長、内閣官房内閣審議官、福岡国
税局長の要職を勤められ、海外ではイタリア日本国大使館
一等書記官と幅広い分野で仕事をされてお見えですが、印
象に残ることをお話しください。
それぞれの職場で大きな出来事があることが多かったで

す。東京国税局、福岡国税局では、社会的にも大きく取り
上げられた査察事件がありましたが、守秘義務の関係で詳
しくはお話しできません。
イタリア日本国大使館では、ナポリサミットや天皇陛下

訪問があり、裏方として他の大使館員と一緒に準備に追わ
れました。イタリア語は、日本で半年ほど研修を受けたの
である程度会話ができましたが、天皇陛下の食事を用意す
る日本人のコックさん夫妻をイタリアの大統領府の厨房に
案内し、イタリア語で通訳をしたときは四苦八苦でした。
また、預金保険機構では、日本初のペイオフを手掛け

（初日は徹夜でした）、破たんした銀行の金融整理管財人
として民事再生手続を申し立てた上で、金融秩序を維持し
つつ、事業譲渡を行うなどの業務を行いました。
そのほか、中小企業庁や公正取引委員会に勤務した経験も

あり、その中で中小・大企業問わず民間経営者は世界的な競
争にさらされ大変であること、その中でコストとしての税金
の意識にも敏感であることが感じられ、苦労して稼いだ儲け
の中から税金をいただく国税当局として、法令に則り適切に
業務を行う必要性を痛感しました。
――「納税環境の整備」を目指したe-Tax、ダイレクト納
付の利用割合の向上、ICT申告の普及拡大に向けた今後の
方向性などについてお聞かせください。
また、今年（29年１月）から税に関する行政手続で、マイ
ナンバー制度の運用が本格化しますが、定着に向けた取組
と番号の活用方法や企業として留意すべき点などをお聞か

■ききて／森田文二・堀江陽平・加藤育美・清水正彌
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せください。
e-Tax利用率は徐々に伸びていますが、減っているもの

もあってなかなか進展していません。法人の税務申告書の
添付書類はPDFファイルで送信できることや、住宅ロー
ン控除の申告に当たっては借入金残高の証明書も電子で送
れるなど、工夫して少しずつ便利にしているのですが、使
い勝手をもっと良くしていかないといけないと思っています。
マイナンバーについても１月から確定申告書にも記載し

ていだたくことになりますので、正確な番号記載と提出時
の本人確認書類の準備などの周知・広報に努めています。
また、職員に対しては、①「本人の番号」、②「本人」で
あることの２点を丁寧に確認することを指示しています。
法人会の皆様には、国際的に通用する法人番号をぜひ利

用していただきたいと思います。

講演で法人会の広報に努める
――名古屋中法人会は、公益社団法人として４年目を迎え
ました。しかし、法人会の認知度はまだまだ低い状況です。
また、組織率、財政基盤の弱体化など厳しいものがありま
す。これからの公益事業活動のあり方など、名古屋中法人
会と会員へご助言をいただきたいと思います。
法人会の皆様がボランティアとして納税道義の高揚に

日々ご尽力されていることに、改めて敬意を表します。国
家・地方公務員の中にも、必ずしも適切な納税の重要性を
十分に認識していない、「自分だけはいいや」との甘い考
えを持っている者が少数ながらいるように感じます。その
中で、税金の大切さを租税教育やさまざまな活動を通じて
子供から大人まで広く伝えていただいていることは、我々
税務当局にとって大変大きな力や励みになっており、有難
いことです。
他方で、組織率の低下、財政基盤の弱体化については、

名古屋中法人会に限らず、他の税務協力団体においても懸
案事項となっています。
名古屋中法人会におかれては、地域社会への貢献を目的

とした「名古屋ニコニコランド」などの社会貢献事業の開

催や地元のお祭りなど地域に密着した地域貢献事業を開催
していただいています。
このような素晴らしい事業により、法人会の知名度が上
がり組織率の向上につながると考えていますので、引き続
き会員の皆さんが一丸となって取り組んでいただきますよ
うお願いします。
名古屋国税局としましては、税務署の職員１人１人に、
法人会の協力をよく認識するように注意喚起するほか、局
幹部の大学での講演の機会に、関係民間団体の活動につい
て一言触れるように心がけています。今後も、法人会が事
業活動を企画・実施する上で極力協力していきたいと考え
ておりますので、税務署の担当を通して遠慮なくご相談く
ださい。

趣味は読書と美術鑑賞
――個人的なことになりますが、趣味、嗜好などはいかが
ですか。
　また、好きな言葉、信条（座右の銘）などありましたら
教えてください。
イタリアに勤務していたこともあり、絵画や彫刻を見る

ことが好きです。キリスト教圏なので「受胎告知」のテー
マでの絵画がよくありますが、作家によってマリアの表情
やポーズが違うのが面白いです。シモーネ・マルティーニ、
レオナルド・ダビンチ、カルロ・クリヴェッリ、アント
ネッロ・ダ・メッシーナなど、様々です。
今後、愛知県美術館や田原市にある渡辺華山の絵画を見

たいと思っています。
座右の銘として漢字４文字、というのは柄ではないので

特にありません。仕事の姿勢は、いかにも役人らしいです
が、「一隅を照らす」、「一所懸命」という言葉を意識し
ています。

平成28年度「税を考える週間」局長講演
「税務行政の現状と課題」
日時／平成28年11月15日㈫　14：45～16：15
会場／名古屋大学カンファレンスホール
講師／名古屋国税局長　垣水　純一氏
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税務研修会

初心者のための源泉所得税研修会 源泉所得税の実務を学ぶ
日時／平成28年10月７日㈮　13：30～15：30　　会場／中区役所地下ホール　　

講師／名古屋中税務署 副署長　伊藤 志朗氏　　名古屋中税務署 審理専門官（源泉所得税事務担当）　栢原 孝子氏

【研修の主な内容】
◆税制改正の概要
◆源泉所得税制度の概要
◆源泉徴収の事務
　①毎月の給与や賞与の税額計算
　②現物給与（経済的利益）
　③報酬・料金
　④非居住者
　⑤退職所得の税額計算

講師　伊藤 志朗氏

中区役所　地下ホール

講師　栢原 孝子氏
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社長の“やる気”サポート
税務研修会

調査部所管法人 講演・研修会 税務コーポレートガバナンスの充実に向けて
日時／平成28年10月18日㈫　14：30～17：00　　会場／中日ビル５F　中日パレス

講師／名古屋国税局調査部長　中川 吉之氏
演題／国際課税をめぐる最近の動向と我が国の対応
　　　～BEPSプロジェクト～

研修会／①最近の是正事例～誤りのない申告のために～
講　師／名古屋国税局調査部調査審理課長　寺尾 敦郁氏
研修会／②誤りやすい源泉所得税
講　師／名古屋中税務署法人課税第１部門統括官　荒井 威彦氏

来賓
名古屋中税務署長　野口 洋氏
名古屋中税務署副署長　伊藤 志朗氏

テキスト

〇 BEPS（Base Erosion and Profit Shifting、税源侵食
と利益移転）プロジェクト
企業が調達・生産・販売・管理などの拠点をグローバルに

展開し、電子商取引も急増するなど、グローバルなビジネス
モデルの構造変化が進むなか、この構造変化に各国の税制や
国際課税ルールが追いつかず、多国籍企業の活動実態とルー
ルの間にずれが生じていた。
BEPSプロジェクトは、公正な競争条件の確保という考え

方の下、多国籍企業がこのようなずれを利用することで、課
税所得を人為的に操作し、課税逃れを行うことがないよう、国
際課税ルール全体を見直し、世界経済並びに企業行動の実態
に即したものとするとともに、各国政府・グローバル企業の
透明性を高めることを目指すプロジェクト。

中日ビル5F　中日パレス

講師　中川 吉之氏

講師　荒井 威彦氏

講師　寺尾 敦郁氏

国際課税の講演資料

開会あいさつ　金剛 宣邦氏
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「税を考える週間」関連事業

平成28年度 納税表彰
｢税を考える週間」平成28年11月11日～17日

名古屋国税局納税表彰式
日時／ 平成28年11月１日㈫ 

10：30～
会場／KKRホテル名古屋

名古屋中税務署長表彰　受賞者の皆様

名古屋中税務署長表彰受賞者 （敬称略）名古屋国税局長表彰受賞者（敬称略)

岡谷 篤一
岡谷鋼機株式会社　取締役社長
東海法人会連合会　常任理事
一般社団法人愛知県法人会連合会　副会長
公益社団法人名古屋中法人会　会長

松原 正憲
株式会社スキルアップマネジメント　代表取締役社長
公益社団法人名古屋中法人会　本部理事・事業委員
御園支部　副支部長・事業委員長
経営研究会　副代表幹事

舟橋 あつ子
舟橋観光株式会社　監査役
公益社団法人名古屋中法人会
女性部会　副部会長

髙橋 公比古
東海廣告株式会社　代表取締役社長
一般社団法人愛知県法人会連合会　事業委員
公益社団法人名古屋中法人会　副会長

松村 陽明
丹羽幸株式会社　代表取締役社長
公益社団法人名古屋中法人会　青年部会　監事

柴田 啓善
株式会社玉岡設計　営業開発室課長
公益社団法人名古屋中法人会　青年部会　理事
千早支部　理事・事業委員
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公益社団法人 名古屋中法人会

社長の“やる気”サポート

名古屋中税務署納税表彰式
日時／ 平成28年11月15日㈫ 

10：30～
会場／KKRホテル名古屋

名古屋中税務推進協議会会長表彰　受賞者の皆様

名古屋中税務推進協議会会長表彰受賞者（敬称略）

鈴木 龍一郎
材惣木材株式会社　代表取締役
公益社団法人名古屋中法人会　副会長

福本 豊彦
株式会社フクモト　代表取締役会長
公益社団法人名古屋中法人会　理事

近藤 眞奈美
株式会社アドバンス　代表取締役
公益社団法人名古屋中法人会
女性部会　副部会長

余語 勝子
有限会社巾辰商店　取締役
公益社団法人名古屋中法人会
女性部会　理事

竹田 ひとみ
株式会社イリエ　取締役
公益社団法人名古屋中法人会
女性部会　理事

祝辞　名古屋中税務署長　野口 洋氏
式場　KKRホテル名古屋
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