納税知識普及事業

平成31年度税制改正の大綱の概要
（平成30年12月21日閣議決定）

消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、

称）及び特別法人事業譲与税（仮称）の創設等を行う。このほ

住宅に対する税制上の支援策を講ずるとともに、車体課税につ

か、森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設、

いて、地方の安定的な財源を確保しつつ大幅な見直しを行う。

国際的な租税回避により効果的に対応するための国際課税制度

さらに、デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、研究

の見直し、経済取引の多様化等を踏まえた納税環境の整備等を

開発税制の見直し等を行う。また、都市・地方の持続可能な発

行う。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。

展のための地方税体系の構築の観点から、特別法人事業税（仮

個人所得課税

○住宅ローン控除の拡充
消費税率10％が適用される住宅取得等について、控除期間を３年延長する。
（現行10年⇒13年）
11年目以降の３年間について、消費税率２％引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定する。
適用期間は平成31年10月1日から平成32年12月31日までとする。
この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。
○森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税（仮称）
（平成36年度から年額1,000
円）及び森林環境譲与税（仮称）
（平成31年度から譲与）を創設する。
○ふるさと納税制度の見直し
過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税（特例控除）の対
象外にすることができるよう、制度の見直しを行う。
○子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受け
ており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずる。

資産課税

○個人事業者の事業承継税制の創設等
新たな個人事業者の事業承継税制を、10年間の時限措置として創設する（現行の事業用小規模宅地特例と
の選択適用）
。
−事業用の土地、建物、機械等について、適用対象部分の課税価格の100％に対応する相続税・贈与税額を
納税猶予する。
−法人の事業承継税制に準じた事業継続要件の設定等により制度の適正性を確保する。
現行の事業用小規模宅地特例について、相続前３年以内に事業の用に供された宅地を原則として除外する
適正化を行う。
○教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
教育資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一方、30歳以上
の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限を２年延長する。
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定を行い、適用期限を２年延長する。

法人課税

○イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
オープンイノベーション型について、大企業や研究開発型ベンチャーに対する一定の委託研究等を対象に
追加するとともに、控除上限を法人税額の10％（現行：５％）に引き上げる。
（※）一定の研究開発型ベンチャー企業との共同研究・委託研究に係る税額控除率については、25％とする。
総額型について、増加インセンティブの強化の観点から控除率を見直すとともに、研究開発を行う一定の
ベンチャー企業の控除上限を法人税額の40％（現行：25％）に引き上げる。
高い水準の研究開発投資を行っている企業について、総額型の控除率を割増しする措置を講じた上で、高
水準型を総額型に統合する。
○中堅・中小企業による設備投資等の支援
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業向け投資促進税制の延長等を行う。
地域未来投資促進税制について、高い付加価値創出に係る要件を満たす場合に特別償却率を50％（現行：
40％）
、税額控除率を５％（現行：４％）に引き上げる等の見直しを行う。
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社長の やる気 サポート
中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえて事前防災を促進する観点から、事業継続力強化計画（仮
称）に基づく防災・減災設備への投資に係る特別償却制度を創設する。
○都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に
税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、地方
法人課税における新たな偏在是正措置を講ずる。
具体的には、消費税率10％段階において復元後の法人事業税の一部を分離し、特別法人事業税（仮称）と
するとともに、その全額を都道府県に対し、特別法人事業譲与税（仮称）として、人口を譲与基準（不交
付団体に対する譲与制限あり）とし譲与する。
○その他
保険会社等の異常危険準備金制度について、火災保険等に係る特例積立率を６％（現行：５％）に引き上げる。
医師の勤務時間短縮や、地域医療体制の確保、高額医療機器の共同利用の推進等効率的な配置の促進とい
った観点から、医療用機器の特別償却制度の拡充・見直しを行う。

消費課税

○車体課税の見直し
平成31年10月１日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車（登録車）から、小型自動車を中心に全ての
税率区分において、自動車税の税率を引き下げる。
自家用乗用車（登録車）に係る環境性能割の税率等の適用区分を見直す。
環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車（登録車及び軽自動車）に係るグリーン化特例（軽課）の適用
対象を、電気自動車等に限定する。なお、消費税率引上げに配慮し、平成33年４月１日以後に新車新規登
録等を受けた自家用乗用車（登録車及び軽自動車）から適用する。
エコカー減税（自動車取得税・自動車重量税）の軽減割合等を見直す。政策インセンティブ機能の強化の
観点から、自動車重量税のエコカー減税について、１回目車検時の軽減割合等を見直すとともに、２回目
車検時の免税対象を電気自動車等や極めて燃費水準が高いハイブリッド車に重点化する。
自動車税の恒久減税により生じる地方税の減収のうち、地方税の見直しによる増収により確保できない分
について、以下の措置により全額国費で補塡する。
−エコカー減税（自動車重量税）の見直し（前掲）
−自動車重量税の譲与割合の段階的引上げ
−揮発油税から地方揮発油税への税源移譲
平成31年度税制改正に係る車体課税の見直しに伴う都道府県・市町村間の財源調整のため、自動車税環境
性能割交付金に係る交付率を見直す。
自動車の取得時の負担感を緩和するため、平成31年10月１日から平成32年９月30日までの間に取得した自
家用乗用車（登録車及び軽自動車）について、環境性能割の税率を１％分軽減する。これによる地方税の
減収は、全額国費で補塡する。
○外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上
臨時の販売場での免税販売を認める。

国際課税

○ BEPS（税源浸食と利益移転）プロジェクトを踏まえた対応
過大支払利子税制について、利子の損金算入限度額の算定方法の見直し等により、税源浸食リスクに応じ
て利子の損金算入制限を強化する。
移転価格税制について、独立企業間価格の算定方法としてディスカウント・キャッシュ・フロー法を加え
るとともに、評価困難な無形資産取引に係る価格調整措置を導入する。

納税環境整備

○経済取引の多様化等に伴う納税環境の整備
仮想通貨取引等、経済取引の多様化・国際化が進展する中、適正課税を確保するため、現行実務上行われ
ている事業者等に対する任意の照会について税法上明確化するとともに、高額・悪質な無申告者等の情報
について国税当局が事業者等に照会する仕組みを整備する。

関

税

○暫定税率等の適用期限の延長等
平成30年度末に適用期限の到来する暫定税率（411品目）の適用期限を１年延長する等の措置を講ずる。
○個別品目の関税率等の見直し

NAKA 平成31年春号
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日経名古屋支社シンポジウム

ものづくり・ひとづくり ナゴヤが生んだ「名」企業
日時／平成30年11月28日㈬ 13：00〜15：30 会場／ホテルナゴヤキャッスル２F 青雲の間 主催／日本経済新聞社、テレビ愛知 後援／名古屋中法人会 他

《プログラム》

基 調 講 演／トヨタのものづくり・人づくり
講

師／トヨタ自動車株式会社 副社長 河合 満氏

パネルディスカッション／「100年に一度の大変革期 生き残りの条件」
パネリスト／トヨタ自動車㈱副社長 河合 満氏

基調講演

トヨタ自動車副社長

河合 満氏

ブラザー工業㈱代表取締役会長 小池 利和氏
名古屋大学総長 松尾 清一氏
司

会／日本経済新聞社名古屋支社編集部長

黒澤 裕氏

人を育てれば、
どんなことにも対応できる

環境に合わせ、
変革を続ける必要性

大学のミッションは人づくり

○車産業は100年に一度の激変期

○紙以外の媒体に印刷

○様々な知恵が混ざり合い、新しいもの

○電気自動車・自動運転の技術革新

○研修による人づくりが礎

○何が起きてもやり切る人を育てる

○海外駐在で若手社員の視野を広げる

○多様な分野の人と連携するオープンな大学

○技能の進歩が止まれば、技術の進歩も

○世界を牽引する人材の育成

止まる

○外国語のみで卒業可能なG30プログラム

○上手な人のやり方を計測し、効率的な

（国際化拠点整備事業グローバル30）の推進

自動化を図る
トヨタ自動車副社長 河合 満氏
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を生み出す時代
○新たなプラットホームをつくり出す拠点

ブラザー工業会長 小池 利和氏

名古屋大学総長 松尾 清一氏

社長の やる気 サポート

地元国会議員へ、税制改正の要望

《平成31年度税制改正の提言》

日時／平成30年10月27日㈯ 16：00〜16：45
会場／薬師寺みちよ参議院議員愛知事務所（中区丸の内）

財政健全化は国家的課題。
目標の早期達成に向けて全力を！
少子高齢化の急速な進行は不可避。
社会構造変化に対応した社会保障制度の確立を！

国家財政の健全化を提言

中小企業向け税制措置を拡充し、真の経済再生を！

平成30年９月20日に開催した全国法人会総連合理事会
において、平成31年度の税制改正に関する提言を決議し

中小企業は雇用の担い手。事業承継税制の改革は
地方活性化のためにも重要！

ました。本年も地元選出の国会議員に対して、提言の趣
旨、名古屋中法人会の PR、事業活動への協力依頼をす
ることができました。
提言を取りまとめるに当たり、税制改正要望や税制ア
ンケートをご提出いただくなど、皆様方のご協力に心よ
り感謝申し上げます。
公益社団法人名古屋中法人会 会長

岡谷 篤一

第35回 法人会全国大会 鳥取大会
まんが王国とっとり＆食のみやこ

平成30年度
愛知県法人会運営研究会

愛知県法人会
女性部会連絡協議会情報交換会

日時／平成30年10月11日㈭・12日㈮ 14：00〜

日時／平成30年12月３日㈪

日時／平成30年11月21日㈬

会場／とりぎん文化会館

会場／ホテルキャスルプラザ

14：30〜

14：00〜

場所／ホテルキャスルプラザ

名古屋市営地下鉄駅舎内に「平成30年分確定申告」の啓発ポスターを掲示
掲示期間／
平成31年１月17日〜３月31日
駅名・掲示箇所
名古屋市７区（中区・熱田区・昭和
区・千種区・中村区・瑞穂区・名東
区）の市営地下鉄駅コンコース

地下鉄伏見駅コンコース

NAKA 平成31年春号
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税を考える週間記念事業

平成30年度 納税表彰式

日時／平成30年11月15日㈭

平成30年度

10：30〜11：30

会場／KKRホテル名古屋

納税表彰式

名古屋中税務署 署長表彰 受賞者

岩野 司

有限会社いわの 代表取締役
公益社団法人名古屋中法人会
青年部会 顧問

坂井 浩美

坂井木材株式会社 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

名古屋中税務署 署長表彰

18
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受賞者の皆様

（敬称略・五十音順）

三輪 芳弘

興和株式会社 代表取締役社長
公益社団法人名古屋中法人会
本部理事

社長の やる気 サポート

名古屋城

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（敬称略・五十音順）

石原 寿生

株式会社石原ビルディング
代表取締役
公益社団法人名古屋中法人会
本部理事

茂山 光夫

秀和興産株式会社 代表取締役
公益社団法人名古屋中法人会
経営研究会 副代表幹事

村上 友太

村上金属株式会社 専務取締役
公益社団法人名古屋中法人会
青年部会 理事

名古屋中税務推進協議会 会長表彰

名古屋国税局
局長表彰 受賞者

（敬称略）

山口 忍

ネッツトヨタ東名古屋株式会社
公益社団法人名古屋中法人会
副会長

受賞者の皆様

NAKA 平成31年春号
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青年部会・女性部会・経営研究会

合同事業

署長講演会・新年賀詞交歓会
日時／平成31年１月16日㈬

18：30〜20：55

会場／ローズコートホテル

４Fローズルーム・３Fアプローズ

４F ローズルーム

講演会司会
青年部会 藤井 進氏
署長講演

開会あいさつ
青年部会 田中 義明氏

謝辞
経営研究会 大野 蔵彦氏

久野 浩介氏

税制の現状と未来
第１部では、名古屋中税務署署長の久野浩介氏より、長年の税務
の職場における経験を基に新年にふさわしい講演をいただきました。
１月７日に導入となった新税の国際観光旅客税、10月１日から
の消費税の引き上げと軽減税率制度、さらに40年ぶりに変わる民
法（相続法）改正と遺言書保管法の改正など、税制の環境が大き
く変化しています。
講演会は、税をとりまく現状と未来の展望をテーマにして、京
都の町屋をウナギの寝床にさせた間口税や社用族を生んだ交際費・
相続に関するルールが
大きく変わります（法務省）
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よくわかる消費税
軽減税率制度（国税庁）

福利厚生費の税制など、社会構造と人々の生活の変遷、諸外国の
付加価値税の推移など、資料を使って学ぶことができました。

社長の やる気 サポート

講師／名古屋中税務署 署長
演題／年の初めに考えたこと

久野 浩介氏
〜これから税はこう変わる〜

本マグロ（愛媛産40㎏）の解体ショー

会長を囲んで

３F アプローズ

交歓会司会
青年部会 加藤 紘子氏

乾杯の発声
署長 久野 浩介氏
新年賀詞交歓会 会長あいさつ
岡谷 篤一氏

キーワードは愛知の「知」
第２部の新年賀詞交歓会では、青年部会の飯田昌登氏と
すし職人による本マグロの解体ショーを行いました。
岡谷会長は、新年のあいさつの中で「平成という時代は、
東西の冷戦が終わりグローバルな世界が到来して、経済に
おける国境が消えましたが、政治では国境の壁が高くなっ
てしまいました。
急速に進展する AI・IoT・ディープラーニング（深層学

した。元号が代わる新しい時代に大切なことは、人の知性
と知恵です。これからも愛知の「知」がキーワードとなり
ます」と述べ、法人会の公益事業活動の発展と会員の増強
運動を呼びかけました。
交歓会を進行する司会者は「まつりグループの飯田社長、
本日の本マグロは、何キロあるのですか？」
「活きはいかが
でしょうか？」
「今は、どの部位をさばいているのですか？」

習）は、社会とビジネスの環境を塗り替え、もう元に戻る

と質問ぜめ。飯田氏はさばく手も休めず、懸命にインタビ

ことはできません。

ューに答えて実況中継を盛りあげます。法人会と税務署と

平成17年（2005）はセントレア（中部国際空港）開港と

の絆が深まった交歓会でした。

英智をテーマにした愛知万博（愛・地球博）が開催されま

NAKA 平成31年春号
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女性部会署長講演会

相続税と消費税軽減税率制度

日時／平成30年11月８日㈭ 11：00〜13：00 会場／ホテルオークラレストラン テレピア14F暁の間
講師／名古屋中税務署 署長 久野 浩介氏 テーマ／税の話を始めよう

《講演の主な内容》

１

税を考える週間に寄せて
税の本当の役割
日本の税金は高いか
所得税はこうして生まれた
消費税と高齢化社会

講師

消費税の軽減税率制度について

２

久野 浩介氏
テレピア14F からの眺望

今年を振り返って
災害と税について
新税（国際観光旅客税）の創設について
（平成31年１月７日実施）

３

40年ぶりの民法改正（相続法）について

部会長あいさつ
眞野 綾子氏

配偶者保護のための見直し
相続人以外の人の介護などの貢献を金銭で支払う
自筆証書遺言の作成が簡単に

美術館めぐりと電車に乗ることが趣味とのお話から「税
金」を解りやすくお話していただきました。税金は経済活
動を阻害しない様に国民のために使うお金です。
「所得税」

司会

近藤 眞奈美氏

は安定財源ではあるが、いろいろな抜け道があり、
（逃れる
のがうまい人がいる）→所得税だけでは不充分→「消費税」
も必要など、社会の構造によって変化していくのが税金です。
また、バランスよく税をかけるなど、なるほどと何度も
うなづきながら、とても納得いたしました。その後のお食
事も和気あいあいと楽しい時間をありがとうございました。
レポート／広報委員会

坂井 浩美

ホテルオークラレストラン
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暁の間

社長の やる気 サポート
女性部会秋の教養講座

住宅･オフィスの防火&防災対策

日時／平成30年10月18日㈭

講師

11：00〜13：30

会場／料亭

蔦茂

講師／名古屋市中消防署長

小松 祐治氏

小松 祐治氏

部会長 眞野 綾子氏

一筆啓上

司会

舟橋 あつ子氏

謝辞 津田 純子氏

日本一短い手紙で有名な「一筆啓上」

と呼ばれた人物でしたが、家を守り、家族

徳川家康家臣の本多作左衛門重次が、

を愛し、忠義を尽くす思いを伝える簡潔な

陣中から妻に当てた手紙です。
作左衛門は傲慢で気性が荒く「鬼作左」

手紙として有名です。
※お仙は後の丸岡城主本多成重

中消防署の歴史は、名古屋市の消防100年の歩みそのもので
す。日本最初のはしご車（ベンツ製 30m）は、昭和10年
（1935）に市民の寄付を集めて、ドイツから中消防署に配置さ
れました。
講演は名古屋市中消防署長の小松祐治氏より、名古屋市消
防局と中消防署の概要と、日本一早く病院に搬送すると評価
される名古屋市の救急車の実力が紹介されました。
ところが、タクシー代わりに呼ぶなど不適切な事例も多い
そうです。
カーテンの火災は、実験では冬場の西日の影響が多いことが
分かりました。都市型の防災体制から、寝たばこの危険性や自

平成 年６月
新装オープン
料亭蔦茂

一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ

30

《住宅防火 命を守る７つのポイント》
３つの習慣

寝たばこは、絶対にやめる
ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
４つの対策
逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報機を設置する
寝具・衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防災
品を使用する
火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設
置する

販機火災の原因など興味深い火災の話を聞くことができました。

お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協

さらに、海抜０m地帯が多い名古屋市の浸水の危険性と避難対

力体制をつくる

策まで、教養講座にふさわしい内容でした。

《オフィスの定期的な掃除で火災防止》
プラグの差し込み口のコンセント（配線用差込接続器）付
近は、ゴキブリの死骸やホコリ）が溜まりやすいので定期
的に掃除する
自販機の発火原因は飛び散ったジュース
利用者が飲み残したボトルを回収ボックスに投げ入れると
飛び散ったジュースがコンセントに付着する
給湯室のこんろ周辺やグリル内の清掃を行う
電気コードを束ねたり、踏み付けたりしない

小松 祐治氏（右から３人目）
ニコニコランド開会式 10月８日久屋大通公園

火災警報機のホコリなどは、乾いた布でふき取る
通路に段ボールなど、燃えやすいものを置かない
NAKA 平成31年春号
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健・や・か・サ・ー・ク・ル

セロリ

主な栄養素

※１回使用量…50g
エネルギー
15kcal
カロテン
44μg
0.03㎎
ビタミンB1
ビタミンB2
0.03㎎
ビタミンＣ
カリウム
食物繊維

7㎎
420㎎
1.5g

ナトリウムの排出⁝⁝⁝高血圧症予防

胃液分泌の促進⁝⁝⁝⁝食欲不振改善

強精作用⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝疲労・倦怠感改善

︻栄養と働き︼

主な働き

セロリはセリ科の野菜で︑ヨーロッパでは古く

から薬用やにおい消しなどに使われてきました︒

16
世紀末で︑加藤清正が朝鮮

出兵の折︑東洋種のセロリを持ち帰ったのが最初

50

日本に伝わったのは

年代頃からで︑現在︑日本で広まっているのは後

だと言われています︒一般的になったのは昭和

独特の強い香りは︑主にアピインという香気成

から入ってきた西洋種です︒

分で神経系統に働いてイライラを鎮めたり︑頭痛

・Ｃ・Ｅ︑食物繊維︑カリ

をやわらげたりする働きをします︒また︑胃液の

・

B2

分泌を促し︑食欲を高める効果もあります︒カロ

テンやビタミン

ウムなどもバランスよく含まれており︑便秘予防

や高血圧症予防に役立ちます︒

葉の部分は︑茎の２倍量のカロテンを含むほか︑

ビタミン類などの栄養素も豊富なので︑捨てずに

食材として利用しましょう︒

︻調理の秘訣︼

肉や魚のくさみをとる効果があるので︑煮込み

料理のブーケガルニなどによく使われます︒葉は

ツヤがあり色鮮やかで︑茎は白くて太く︑すじが

くっきりと出ているものが良質です︒保存の際は︑

茎と葉を切り離し︑それぞれポリ袋などに入れて

冷蔵庫に立てて入れましょう︒

B1

（100g中）

資料提供／一般財団法人 愛知健康増進財団

■人間ドックのご案内

受診の申し込みは、申込書（法人会ホームページ→福利厚生）に

当法人会では会員企業向けに健康診断費用の一部助成が受けられ
る福利厚生事業を行っています。補助金は１名につき5,000円（年

必要事項を記入してFAXで送信ください。

間一社３名まで）です。

http：//www.meinaka-hojinkai.or.jp

FAX 052 242 9429

ものづくり愛知の至宝

松 坂 屋 コ レ ク シ ョ ン
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薔薇に文字模様振袖
約一万点に及ぶ「松坂屋コレクション」は、呉服デザインのために収

説］

集された経緯から、松坂屋では近年までほぼ社外秘の扱いとなっていま

江戸後期
りん ず

し しゅう

綸子／絞り染・刺繡

したが、平成20年（2008）に開催した「小袖 江戸のオートクチュール」
をきっかけに一般公開されました。

たち き で

ば

ら

たもと

立木手風に薔薇の花を表し、振袖背面の肩に「華のいろにそめし袂の
か

ぬ

香をそえて」
、前面に「君かちとせを祝いこそすれ」の文字を金糸で縫い
め

ことほ

きっしょう

表す意匠。この歌は、春に咲く花を愛で寿ぐとともに、長寿を祝う吉祥
あふ

ちょう

的な歌である。和歌とともに表された薔薇は生命力に溢れ、古くから長
しゅん か

春花の名でも知られている。花の命が長く春の永遠性を表す薔薇が長寿
を祝う歌に花を添える一領である。
かきつばた

次号は、
「橋に杜若模様振袖」です。
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J. フロント リテイリング史料館は、染織参考館の閉鎖で京都から名古
屋に移管されたのを機に、その一部を名古屋市博物館と共同でコレクシ
ョンの調査・研究を進め、日本の染織文化の発展に貢献することを理念
に設立しました。
松坂屋美術館に隣接する松坂屋史料室では、①呉服デザイン・意匠・
史料 ②大丸松坂屋百貨店の創業・歴史に関係する史料など、テーマを
設定した展示を開催しています。

イチゴと粒あんを
羽二重餅で包みました。

イチゴ大福

お赤飯

誕生餅はこどもの１歳の誕生を祝うお餅です。

誕生餅

1升箱
3,600円(税込)
1升５合 5,200円(税込)
通年 予約にて承ります。

10号木箱入り
７号重箱入り
５号重箱入り
３号重箱入り

3,500円（税込）
2,600円（税込）
2,000円（税込）
1,350円（税込）

200円(税込)
11月下旬〜4月中旬

通年 予約にて承ります。
パック入り大・中・小も
あります。

※小豆の価格高騰
小豆の価格高騰の為、現在、赤飯の定価を
約５％の値上げをいたしました。

季節を楽しむ 和菓子の魅力
山田餅本店

名古屋市瑞穂区瑞穂通１‑18
p h o n e／052‑841‑1501
f a x ／052‑841‑1570
営業時間／９：00〜19：00
定 休 日／毎週火曜日・第３水曜日
（祝日は営業）

薔薇に文字模様振袖

提供／一般財団法人 Ｊ・フロント リテイリング史料館

松坂屋史料室展示の案内
第36回企画展「松坂屋コレクション紹介 四季の美―冬の模様」
会期／平成30年12月１日㈯〜平成31年２月26日㈫
第37回企画展「平成の松坂屋を振り返る
−時代を彩った制服とともに−」
会期／平成31年３月２日㈯〜平成31年５月20日㈪
休館日：４月11日㈭
※会期・タイトル等変更になる場合がございます。
NAKA 平成31年春号
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災害は忘れなくてもやってくる
昨年12月12日の清水寺の貫主・森清範氏が揮毫
した「今年の漢字」は“災”でした。
物理学者・随筆家寺田寅彦は大震災直後の緊張
感や心構えを発言録『天災と国防』の中で、天災
は忘れられたる頃来る、と警句しています。
昭和34年（1959）の伊勢湾台風では、市内南部
を中心に犠牲者は約５千人にもなりました。平成

通常点検

中消防署

中区栄一丁目

12年（2000）の東海豪雨水害でも、海抜ゼロメー
トル地帯の多い市内地域に深刻な浸水被害が発生
しました。
昨年台風は28個も発生しました。９月に西日本
を縦断した21号では風速40mを超す強風と大雨で、
関西国際空港が高潮で冠水した上、強風のため連
絡橋にタンカーが衝突しました。同月、北海道胆
振東部で発生した地震は、大規模な地滑りとブ

大きな災害現場で、消防車両・
救急車など各部署の隊員を
的確に指令する指揮車

特別点検の様子

定期ミーティング

はしご車（高さ50m）

ラックアウト（大規模停電）によって道内の酪
農・乳業を直撃し生乳生産に甚大な影響を与えま

シリーズ

した。

こだわり見学記

中消防署100年の歴史
中消防署は大正８年（1919）、愛知県南消防署
とともに名古屋市初の消防署（愛知県中消防署）
として発足しました。
当時は、中区・東区・西区の区域を管轄してい
ました。
昭和19年（1944）、誕生した栄区により管轄区
域は、栄一円に限定され名称を愛知県東消防署と
改称されました。

昭和10年（1935）式
ドイツ製ベンツのはしご車

明治期の蒸気ポンプ車

戦後、橘出張所の開設と栄区の廃止で、区域は
中区に包括されました。
そして、昭和23年３月に名古屋市消防署の発足
により、現在の名古屋市中消防署になりました。
名古屋市消防局は、名古屋市面積326㎢の地域、
人口230万人を守るため、16消防署44出張所、特別
消防隊５方面隊及び消防航空隊を配置しています。
名古屋市中消防署長

災害に強いまち NAGOYA
名古屋市中消防署
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小松 祐治氏

一斉放水

消防ヘリコプター

消防ヘリコプター

消防訓練

ドローン

平成31年名古屋市消防出初式
日

時／平成31年１月13日㈰

会

場／名古屋港ガーデンふ頭

10：00〜11：45

出場人数・車両等／
消防職員

561名

消防団員

1,299名

市民防災組織

112名

消防車両

79両（９号地共同防災組織

消防艇

３艇（名古屋海上保安部

巡視艇１両を含む）

屈折放水車１両を含む）

航空機

３機（愛知県防災航空隊

１機を含む）

消防団可搬式ポンプ16台
平成31年１月13日㈰

名古屋市消防出初式

名古屋港ガーデンふ頭
NAKA 平成31年春号
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シリーズ

この人

短い命にアート
川田 幸子さん
株式会社
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幸蝶

代表取締役・オーナーパティシエール

オーダーメイドスイーツの世界
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