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表紙の人
株式会社　幸蝶　代表取締役・
オーナーパティシエール

川田 幸子氏
【プロフィール】
名古屋マリオットアソシアホテルで
７年勤務後独立
昭和区北山町シャトレ北山にて、オー
ダーメイド店「スイーツSaccho」を
開店

2008年　ジャパンケーキショー
　　　　・ ピエスアーティティック

部門「銅賞」
2009年　第８回ボワロン杯「入賞」
　　　　ジャパンケーキショー
　　　　・ ピエスアーティティック

部門「優勝」
　　　　・総合「準グランプリ」
2010年　ジャパンケーキショー
　　　　・ コンフィズリー部門 

「準優勝」
2013年　 アンドレ・ル・コント杯

「入賞」
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1jan.

7月　新年税務署長挨拶
　　　名古屋中税務署　13：30～

16水　署長講演会＆新年賀詞交歓会
　　　講師： 名古屋中税務署長　 

久野 浩介氏
　　　ローズコートホテル　18：30～
21月　名古屋中税務連絡協議会
　　　「暮らしの中の税金展」実行委員会
　　　「税務なか」区分け作業
　　　名古屋中税務署会議室　10：00～

24木　県連・理事会・委員会合同賀詞交歓会
　　　ホテルナゴヤキャッスル　16：00～

30水　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～

2feb.

6水　決算期別研修会（１～２月期）
　　　昭和ビル９Fホール　13：30～

13水　市内法人会合同講演会
　　　『AIが創りだす今後30年間の世界』
　　　講師：富士通株式会社常務理事
　　　　　　中山 五輪男氏
　　　日本特殊陶業市民会館　13：30～
　　　青年部会　第二回事業
　　　「今後の企業のあり方」
　　　 愛知県産業労働部委員会　15：00～
　　　全法連・税制セミナー
　　　 ハイアットリージェンシー東京13：00～

19火　常任理事会
　　　昭和ビル９F会議室　14：30～

21木　女性部会・初春の健康講座
　　　「顔は名刺代わり」
　　　～印象力UPのための笑顔の作り方～
　　　講師： 表情筋トレーニング 

スペシャリスト
　　　　　　山田 万希子氏
　　　ローズコートホテル「比翼」　11：00～
22金　 県連・第36回大規模法人経営者国税局

長講演会
　　　講師：名古屋国税局長　金井 哲男氏
　　　 ホテルウェスティンナゴヤキャッスル 

15：30～

3mar.

4月　全法連・事務局セミナー
　　　 ハイアットリージェンシー東京　 

13：00～

8金　第73回・東海法人会連合会大会岐阜大会
　　　岐阜グランドホテル　13：30～

13水　理事会
　　　昭和ビル９Fホール　15：00～

26火　常任理事会
　　　昭和ビル９F会議室　14：30～

4apr.

2火～5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
9火～10水　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
　　　川本製作所会議室　９：30～
10水　理事会
　　　昭和ビル９Fホール　15：00～

11木　経営研究会　総会
　　　東京第一ホテル錦　18：00～

16火　県連・青連協　定時総会
　　　ホテルキャッスルプラザ　16：00～

17水　青年部会　総会＆役員会議
　　　東京第一ホテル錦　18：00～
　　　県連・女連協定時総会
　　　ホテルキャッスルプラザ　11：00～

　　　決算期別研修会（3月決算）
　　　昭和ビル9Fホール　13：30～

23火　女性部会　通常総会・記念講演
　　　講師：MASAKI（イリュージョニスト）
　　　名古屋東急ホテル　14：30～

25木　 第14回・法人会全国女性フォーラム 
富山大会

　　　富山産業展示館テクノホール　14：00～

　　　新設法人説明会
　　　名古屋国税局会議室　13：30～

26金　県連・正副会長会議
　　　県連・理事会
　　　名鉄グランドホテル　12：00～

5may.

15水　決算期別研修会（4～6月決算）
　　　昭和ビル9Fホール　13：30～
28火　本会・第８回通常総会＆理事会
　　　名古屋東急ホテル　14：00～
　　　記念講演会
　　　講師： 中部大学特任教授 

武田 邦彦氏

6jun.

11火　県連・第７回通常総会
　　　名鉄ニューグランドホテル　15：30～

17月～19水　 
「2019年度　税制改正の実務ポイント」

　　　昭和ビルホール　13：30～

7jul.

24水　決算期別研修会（7～9月決算）
　　　昭和ビル9Fホール　13：30～
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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、米国では個人消費や設備投資が増加し成長が持続し、中国で
も減速傾向ながら安定成長し全体として拡大傾向が続きました。日本経済も輸出の
増加などによる企業収益の改善、設備投資・研究開発投資の増加、個人消費の持ち
直し等により緩やかな回復基調を維持しました。新年は米中貿易摩擦の激化や国内
での消費税率の引き上げ等の懸念材料がありますが、政府の景気対策や依然として
工作機械等の受注残高の水準も高く当面は緩やかな景気拡大が持続することが予想
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、引き
続き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、税務研修会、社会貢献事業等を進め、６
月には、「税務研修会（平成30年度税制改正の実務ポイント）」７月に「決算期別
研修会」「夏休み親子で税を学ぼう」９月に「やさしい法人税セミナー」「ヤング
ジャズフェステイバル」、10月には「ニコニコランド2018」「大規模法人研修会」
「初心者のための源泉所得税研修会」を、11月には「TAX杯ミニサッカー大会」
等を開催し、延べ2,000名を超す市民参加が得られ好評を博しました。
本年も引き続き、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2019」の開催、小学校にお
ける「租税教室」の開催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31年

年頭のごあいさつ
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名古屋国税局　課税第二部長

岩田 和之

平成31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、個人消費は回復傾向にあり、生産活動、住宅建設の増加に

より緩やかではありますが拡大しております。
さらに、経済以外の面に目を向けましても、平昌五輪では愛知県出身の宇野昌磨選手の銀メダルをはじめ、

日本としても冬季五輪史上最多記録を更新する13個のメダルを獲得し、2020年東京夏季五輪への弾みとなりま
した。
また、静岡県とゆかりのある本庶佑氏が、新しいがん治療薬の開発などに貢献したとして、ノーベル医学・

生理学賞を受賞するという大変喜ばしい出来事もありました。
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、税務行政を取り巻く環境は、経済活動の国際化・ICT化の著しい進展とともに、制度改正が行わ

れるなど、大きく変化しております。
この変化に対して、国税当局といたしましては、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、本年10月１日から社会保障の充実・安定化を図るため、消費税及び地方消費税の税率が８％から10％

に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
国税当局といたしましては、納税者の皆様に制度を理解していただくとともに導入に向けた準備を進めてい

ただき、自ら適正な申告・納税が行えるよう法人会の皆様に説明会の開催等で御協力いただきながら、着実な
周知・広報に努めているところです。引き続き、円滑な実施に向けて取り組んでまいりますので、更なる御協
力をよろしくお願いいたします。
重ねてe-Taxやマイナンバーの普及・定着に多大な御尽力をいただいており、厚く御礼を申し上げますとと

もに、今後とも変わらぬ御支援・御協力を賜りますようお願いいたします。
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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熱い名古屋が日本経済を牽引
――名古屋国税局長として、抱負をお聞かせください。
経済活動の国際化・ICT化の進展等、税務を取り巻
く環境が大きく変化するこの時期に、東海地方におけ
る税務行政の責任者として適切な行政サービスを提供
していくという重責を、国税局・税務署職員約6,000
名の組織の陣頭に立ち全力で果たしてまいりたいと考
えています。
私どもに与えられた使命は、「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」ことであり、
この使命を果たすために、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に不
公平感を与えないよう、適正・公平な課税・徴収に努
めてまいります。
納税者サービスの充実の面では、ICT化などによっ
て、納税者の皆様の申告・納税に役立つ情報を、ホー
ムページ等を通じて提供していくほか、納税者の皆様
からの問合せや相談に対して、的確に対応してまいり
ます。
また、適正・公平な課税・徴収の実現の面では、大
口・悪質な事案には厳正な対応を行いつつ、ICT化が
進展し、あるいは経済取引がグローバル化し、資産運
用が多様化する中、富裕層関係や国際的な事案に対す

一
期
一
会

名
古
屋
国
税
局
長
　

金
井

　
哲
男
氏

■プロフィール
昭和37年10月30日　群馬県生まれ
　　61年４月　大蔵省入省
平成２年７月　主税局　調査課　外国調査第一係長
　　４年７月　鶴岡税務署長
　　５年７月　国税庁　調査査察部　査察課　課長補佐
　　８年４月　 外務省　在アメリカ合衆国日本国大使館　 

一等書記官
　　15年７月　理財局　国債課　国債企画官
　　16年７月　 主計局　主計企画官　兼　 

主計局　法規課　公会計室長
　　21年７月　関税局　管理課長
　　22年７月　東京国税局　総務部長
　　25年３月　 株式会社地域経済活性化支援機構執行役員 

アドミニストレーション・オフィス 
社長補佐　兼　管理室長

　　27年８月　長崎県警察本部長
　　29年８月　国税庁　調査査察部長
　　30年７月　現職
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る適正課税の確保のほか、電子商取引等の新しい動きへの
対応にも積極的に取り組んでまいります。
これにより、国民の皆様の税務行政に対する理解と信頼

を高め、納税意識の向上が図られることが重要であり、こ
うした取組を職員とともに、着実に進めていきたいと考え
ています。
また、2019年10月の消費税率引上げと併せて実施される

消費税の軽減税率制度の円滑な実施に向けて、制度の内容
を十分理解していただけるよう、説明会等を実施していく
とともに、関係民間団体の皆様とも緊密に連携を図りなが
ら、着実な制度の周知・広報や丁寧な相談対応に取り組ん
でまいりたいと考えています。
――名古屋（東海地方）の印象はいかがですか。
東海地方で勤務するのは初めてでしたが、この地域は地

理的にも我が国のほぼ中央に位置しており、我が国の東西
の文化的、経済的活動、あるいは人々の活動の交流の中心
を担ってきたことを実感しています。
何と言っても、歴史上、三英傑が輩出されており、経済

的にも、ものづくりを中心に強固な競争力を持った製造業
が集積し、次世代自動車や航空機産業をはじめとした先端
分野の企業が数多く立地するなど、厚みと広がりのある活
発な経済活動が行われています。また、リニア中央新幹線
の開業を見据えた都市開発が名古屋駅周辺で行われており、
日本経済の新しい成長を牽引していく役割が期待されてい
る地域だと思います。
名古屋を中心とした国税局管内は、海、山、川など美し

く雄大な自然に恵まれ、豊かな歴史的、文化的伝統を有す
るとても魅力的な地域だと感じています。
私が名古屋国税局長に着任したのは７月末でしたが、名

古屋は大変「あつい
4 4 4

」地域だと思いました。「あつい
4 4 4

」と
いうのは、気候的な面で大変「暑い」ということもありま
すが、街も活気があり熱気があふれているという面でも
「熱い」地域だと感じています。

――名古屋国税局内の雰囲気はいかがでしょうか。
税務行政を進める上では納税者の皆様の信頼を得ること

が不可欠ですが、職員は皆、日々の業務にとても真摯に取
り組んでおり、適正・公平な課税・徴収の実現に向けた納
税者の皆様の期待に応え、その信頼を確保するよう努めて
いると感じています。
また、税務行政においても効率的な行政遂行が求められ

る中、職場における風通しを良くするとともに、働き方改
革によりワークライフバランスの実現を図ることとしてい
ます。
実際に、私自身、管内の各署の視察を鋭意行っています

が、職場環境が良好に保たれ、納税者の皆様に対しまして
も整然かつ丁寧な対応に努められていると感じています。

群馬と愛知の共通性
――群馬県のご出身とお聞きしています。
郷土かるたに「雷

らい

と空
から

風
かぜ

義理人情」とありますように、
群馬県は夏暑く、冬は乾いた北風の吹く所です。古くから
養蚕が盛んで女性が働き者だったことから、「かかあ天下
と空っ風」との県民性を示す言葉もあります。関東平野の
西北端で海から遠く離れた内陸地でしたので、今でも広々
とした海や新鮮な海産物を見るだけで幸せな気持ちになる
ことができます。一方で、管内各地の美しい山々や清流を
見ますと懐かしい感じがします。
また、群馬県には味噌を使った料理、うどんなどの粉も

の文化もあるほか、中山道に沿った地域であるということ
もあって、名古屋周辺の地域と共通する部分もあると感じ
ています。
――学生時代の思い出と、将来どのような道へ進まれると
お考えでしたか。
高校は質実剛健を宗とする男子校でしたし、大学では武術

系の運動部に所属し、基本的に硬派な生活を送っていました。
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大学では人文科学を中心にできるだけ幅広く学びつつ、
社会での経験も積むことで、将来の志望を固めたいと考え
ていましたが、就職活動の時機に至っても、なかなか具体
的な目標が定まりませんでした。
ただ、漠然とですが、現実の社会の動きをよく知ること

ができ、公の利益の実現に貢献する職業を奉じることがで
きればと思っていたように記憶しています。
――旧大蔵省へ入省されたきっかけは何でしたか。（昭和
61年４月入省）
経済政策に関わる省庁に関心がありましたが、その中で

も大蔵省は、財政、税制、金融等、国の経済活動の基盤に
関わる業務を幅広く所管していて、政策を国民全体の視点
で考えることのできる職場だと認識しまして、自分として
も公の利益に関して何がしかの貢献ができればと考えたと
ころです。
具体的には、採用面接で様々な魅力を持った先輩方と会

い、そうした人達と一緒に仕事をしたいと感じたことが
きっかけであったかと思います。

財政・金融、警察等の幅広い仕事を経験
――国税庁調査査察部長、長崎県警察本部長、東京国税局
総務部長、関税局管理課長、理財局国有財産調整課長など
の要職を勤められ、国内においては㈱地域経済活性化支援
機構（REVIC）の執行役員、海外ではアメリカ合衆国日
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、貴重な体験などございましたら
お聞かせください。
平成12年に金融庁の信用課の課長補佐で銀行の制度を担

当していましたが、当時は、異業種参入ということで、イ
ンターネット銀行やコンビニ銀行という従来とは異なった
形態の銀行が現れてきた時でしたので、それらに対応する
銀行法の改正や規制の緩和を行いました。法律の成立は異

動後でしたが、その後、インターネット銀行やコンビニ銀
行が一般化しているのを見ますと、規制緩和の意義を感じ
ています。
また、主計局では財政状況の分析等に携わりましたほか、

平成15年に理財局の国債課で国債の発行に関わりました。
平成10年頃は、国の財政構造改革の議論が進められていま
したが、金融危機などがありまして方針転換を迫られた時
期でありました。国債課のときは、国債の発行が膨大に
なってきた時期で国債管理政策の新たな展開を図るなどの
議論がありましたが、これらの経験を通じて健全財政の重
要性を身にしみて感じたところであります。
在米大使館に勤務した頃は、米国の経済が好調である一

方、我が国経済は金融機関の不良債権問題等が深刻化して
おり、米国政府に対して、不良債権処理の状況や経済政策
について説明したりしておりました。当時は、野党であっ
た共和党が財政収支均衡を義務付ける憲法修正を主張し、
クリントン政権との間で財政健全化に向けての真剣な協議
が行われており、その経過をつぶさに見ることができたこ
とも印象に残っています。
最近では、平成24年から３年間、いわゆる官民ファンド

の一つである、企業再生支援機構（後に地域経済活性化支
援機構）に勤務し、その後、平成27年に長崎県警に勤務し
ましたが、官民ファンドにおきましては、弁護士、公認会
計士、金融の専門家など、民間の人材と一緒に仕事ができ、
また、長崎県警では、県警本部長として、警察という別の
組織で様々な業務を経験するなど、非常に幅広い業務が経
験できたということがあります。
――「納税環境の整備」について今後の方向性などお聞か
せください。
e-Taxにつきましては、資本金が１億円超の大法人等に

ついて、2020年４月１日以後開始事業年度から法人税等の
e-Taxでの申告が義務化されます。これと併せまして、申
告データを円滑に電子提出できるよう、①提出情報等のス
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リム化、②データ形式の柔軟化、③提出方法の拡充、④提
出先の一元化（ワンスオンリー化）といった環境整備が進
められています。この環境整備については、大法人だけで
なく中小法人にも適用されますので、更なる利用促進にご
協力をお願いします。
なお、国税庁では、平成29年６月に近年のICTやAIの著

しい進展など、様々な環境変化の中で、中長期的に目指す
べき将来像についてのイメージを「税務行政の将来像」と
して公表しました。ICTやマイナンバーなどの活用を推進
し、税務相談や申告・納付の手続等をスムーズかつスピー
ディーなものにするなど、納税者の皆様の利便性の向上を
進めることや、課税・徴収事務を効率化・高度化するとと
もに、税務署の内部事務等の集中処理などを推進すること
により、事務運営の最適化を進めていくことが柱となって
います。こうした取組により創出したマンパワーも活用し、
国際的租税回避への対応、富裕層に対する適正課税の確保、
大口・悪質事案への対応などの重点課題に的確に取り組み、
適正・公平な課税・徴収の実現を図っていくことが重要で
あると考えています。

名古屋中法人会との強固な関係
――名古屋中法人会は、公益社団法人として７年目を迎え
ました。法人会へのご助言をお願いします。
名古屋中法人会におかれましては、公益社団法人として

納税意識の高揚・啓発並びに地域社会への貢献活動など、
非常に活発な事業を展開していただいており、改めて感謝
申し上げます。
会員の皆様に対する税知識の普及を目的とした事業につ

きましては、「税務研修会」をはじめ、「決算期別説明
会」、「初心者のための源泉所得税研修会」、「法人税セ
ミナー」など多くの事業を企画・実施することで、正しい
税知識の普及に貢献していただいております。

また、一般の方々が参加する「名古屋ニコニコランド」
の協賛や、多くの子供たちが参加する「TAX杯ミニサッ
カー大会」の主催など、地域社会の健全な発展に寄与する
社会貢献事業につきましても積極的に展開していただいて
おります。これらの事業におきまして実施する租税教育活
動は、次代を担う児童・生徒が税に興味を持つ貴重な機会
となっており、大変有り難く思っております。
当局としましても、今後とも公益事業活動が活発で充実

したものとなりますよう皆様と連携・協調を図り、名古屋
中法人会との相互信頼関係、協力関係を一層強固なものと
していきたいと考えていますので、引き続きよろしくお願
いいたします。
――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）などをお教え願います。
歴史や地理の知識として地名を知っていても行ったこと

のない場所に旅行して、その地の名所・旧跡を訪れるとと
もに、特色のある風物を楽しむことが好きですので、週末
等を利用して各地を訪れてみたいと考えています。当局管
内には、古い城や街道等が多く遺っていますので、行先に
迷うくらいです。
また、体を動かすのが好きで、ここ数年続けているジョ

ギングは健康管理のための良いバロメーターとなっていま
すので、無理のない範囲で続けていきたいと考えています。
信条などは特にありませんが、最近、一期一会という言

葉の重さをしみじみと感じるようになりました。縁合って
巡り合う人や出来事との出会いを大切にしますとともに、
何事においても後に悔いを残さぬように、常にベストを尽
くすことを心掛けたいと思います。

■局長　講演会
　「税務行政の現状と課題」
　平成30年11月20日㈫
　14：45～16：15
　名古屋大学経済学部
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研修会取材　毎日新聞社、読売新聞社　
個別取材に応じる参加者　左より、辻本 昌孝氏、岩野 司氏、深田 正雄氏（25日）

税務研修会

消費税軽減税率制度等研修会

講師　伊藤 佳典氏

昭和ビル９Fホール
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社長の“やる気”サポート

質疑応答（25日）

昭和ビル９Fホール

日時／平成30年10月24日㈬・25日㈭　13：30～15：00
会場／昭和ビル９Fホール
講師／名古屋中税務署  審理専門官法人担当　伊藤 佳典氏

平成31年（2019年）10月１日から、消費税及び地方消費税
の税率が８％から10％に引き上げられると同時に、消費税の
軽減税率制度が実施されることから、事業者は、日々の業務
での対応や準備が必要となる。
研修では税務署担当官から、軽減税率制度と軽減税率対策
補助金制度（事業者支援措置）の概要が解説され、売上や仕
入れを税率ごとに区分して帳簿に記帳する実務、複数税率に
対応したレジやシステムの改修などの準備まで、質疑応答を
交えて行われた。
全国法人会総連合の税制改正に関する提言では、軽減税率
制度を導入するのであれば、これによる減収分について安定
的な恒久財源の確保を要望している。

NAKA  平成31年春号　9



税務研修会

初心者のための源泉所得税研修会
日時：平成30年10月２日㈫　13：30～15：30　場所：中日ビル５F　中日パレスクラウンホール　

主催：（公社）名古屋中法人会、（公社）千種法人会、（一社）昭和法人会　講師：名古屋中税務署　筆頭副署長　三矢 彰茂氏、審理専門官　山口 由美氏

講師　山口 由美氏

《研修の主な内容》
◎源泉徴収制度の概要
◎源泉徴収事務
○給与所得の源泉徴収
○退職所得の源泉徴収
○報酬・料金などの源泉徴収
○ 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務
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社長の“やる気”サポート

講師　藤村 伸介氏

講師　村松 進氏 講師　磯谷 弘治氏 講師　天野 秀紀氏

税務研修会

大規模法人研修会（旧 調査部所管法人部会研修会）
日時：平成30年10月17日㈬　14：05～16：50　会場：中日ビル５F中日パレスクラウンホール

主催：（公社）名古屋中法人会、（公社）千種法人会、（一社）名古屋東法人会

第一部　電子申告義務化説明会：大法人の電子申告（e-Tax）義務化について
　　　　講師：名古屋国税局　調査開発課長　村松 進氏

第二部　調査部長講演会：最近の税務行政について
　　　　講師：名古屋国税局　調査部長　藤村 伸介氏

第三部　審理・消費税軽減税率研修会：誤りのない申告書を作成するために
　　　　講師：名古屋国税局　調査部　調査審理課長　磯谷 弘治氏
　　　　消費税の軽減税率制度について
　　　　講師：名古屋国税局　課税第二部　消費税課実務指導専門官　天野 秀紀氏
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e-Tax推進キャンペーン
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社長の“やる気”サポート
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