e-Tax推進キャンペーン

国税の納付は

ダイレクト納付のご利用を！
名古屋市内法人会 e-Tax 推進合同会議
（公社）名古屋中法人会 （公社）熱田法人会 （一社）名古屋東法人会
（公社）千種法人会 （公社）名古屋北法人会 （公社）名古屋西法人会
（公社）名古屋中村法人会 （一社）昭和法人会 （一社）中川法人会

日頃は法人会活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
名古屋市内の９法人会は、平成 22 年９月から連携して、
「e-Tax 利用の実施につ
いて」と題した依頼文により会員の方へ e-Tax 利用のご案内をしてまいりました。
この取り組みによって、名古屋国税局管内における e-Tax の利用割合の向上に少な
からず寄与することができたものと考えております。
これも、一重に皆様方の活動へのご協力の賜物であり、深く感謝申しあげます。
さて、皆様もご承知のとおり、従前の活動主体は「会員企業の関与税理士による代
理送信の依頼」でございましたが、平成 25 年度からは、この活動に加えて e-Tax 手
続のうち、利用開始の手続きが非常に簡単であり、また、多くの会員企業の皆様方が
行っている源泉所得税の納付に非常に便利な「ダイレクト納付」の利用に向けた周知
活動にも取り組んでおります。

ダイレクト納付とは・・・
ダイレクト納付とは、事前に税務署に「ダイレクト納付利用届出書」を提出してお
けば、e-Tax を利用して電子申告等又は納付情報登録依頼をした後に、簡単な操作で、
届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付することがで
きる電子納税の納付手段です。
○インターネットを利用できるパソコンがあれば、利用可能です！
○インターネットバンキングの契約が不要です！
○利用者識別番号（ＩＤ）と暗証番号（ＰＷ）のみで手続きが行えます！
⇒電子証明書の添付やＩＣカードリーダーは不要です！

○金融機関や税務署の窓口に出向く必要はありません！

便利

⇒源泉所得税を毎月納付している方に便利です！
○即時又は納付日を指定して納付することができます！
○納付する際、預金口座を指定できます！

8

NAKA 令和2年春号

簡単

社長の
“やる気”
サポート

ダイレクト納付を利用するには
ダイレクト納付利用可能金融機関に預金口座がある
利用可能金融機関は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご確認ください

利用者識別番号を取得する
e-Tax ホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）から「e-Tax の開始届出
書」をオンラインで提出し、利用者識別番号を取得してください。
（既に
電子申告等をご利用の場合は不要です）

ダイレクト納付利用届出書を提出する
国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）から「ダイレクト納付利用届出書」を出力し、
署名、押印の上、書面で税務署に提出してください。なお、納付する際に複数の預貯金口
座を利用する場合は、ご利用になる預貯金口座全てについてあらかじめ「ダイレクト納
付利用届出書」を提出しておく必要があります。

ダイレクト納付の利用方法
①

e-Tax で電子申告又は納付情報登録依頼を送信する

②

メッセージボックスに格納される通知を確認し「ダイレクト納付」を選択する

③

「今すぐ納付される方」又は「納付日を指定される方」を選択する

④

納付状況を確認する
複数の銀行や
口座を指定
できます
納付指図・
引落し口座
を選択

e-Tax

口座引落
しで納付

申告書の代理送信依頼のお願い
これまで、名古屋市内９法人会は連携して、会員の皆様から関与税理士の方に
代理送信依頼を行う活動に取り組んできました。その結果、名古屋市内の e-Tax
利用割合は、増加傾向にあります。
引き続き、会員企業の皆様におかれましては、関与税理士の方に対しまして、機
会をとらえて
「当社の申告は、e-Tax でお願いします」とお伝えください。
会員企業の皆様のこの一言が、e-Tax 利用割合の向上に繋がります。
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社長の
“やる気”
サポート
税務研修会

初心者のための源泉所得税研修会
日時／令和元年10月16日㈬

司会：専務理事
鶴岡 一美 氏

13：30〜15：30

会場／東京第一ホテル錦 ブリランテ

名古屋中税務署 筆頭副署長
竹谷 英明 氏

名古屋中税務署 源泉審理専門官
石川 理恵 氏

《研修項目》

◦税制改正内容
◦毎月の給与や賞与の税額計算
◦現物給与（経済的利益）
◦報酬・料金
◦非居住者
◦退職金の税額計算など
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社長の
“やる気”
サポート
税務研修会

大規模法人研修会
日時／令和元年10月17日㈭

会長挨拶
岡谷 篤一 氏

13：30〜16：30

会場／東京第一ホテル錦 ブリランテ

「スマート税務行政の実現に向けて」
名古屋国税局 調査部長
川村 俊明 氏

「源泉徴収事務における留意点などについて」
名古屋中税務署 法人課税第一部門統括国税調査官
加藤 辰男 氏

「消費税の軽減税率制度について」
名古屋国税局 課税第二部  消費税課長
河之口 幹夫 氏

「申告書作成のチェックポイント」
名古屋国税局 調査部 調査審理課長
磯谷 弘治 氏
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★

シリ ーズ

づくり愛知
モノ

地下32.5メートルにある超高圧変電所

中部電力 名城変電所

NAKA 令和2年春号

中部電力株式会社 電力ネットワークカンパニー

中村電力センター変電課
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中村電力センター変電課の所員

――名城変電所の役割について
発電所から直接送られてきた超高圧27.5万Vの電気を一次・二次変電所
に送るため、15.4万Vに変圧する超高圧変電所。
――名城変電所の特色と建設経緯・設立年次
名古屋市中心部および周辺部の需要増加対策と供給信頼度の確保のため
に、市内北部方面に変電所が必要となったが、大規模変電所であり立地点
の確保が困難であった。しかし、名古屋市地下配水場移転のために該当区
域を都市公園の共用を休止するのに合わせて同地点（名城公園：国の特別
史跡）へ変電所の建設が許可された。その結果、当社初となる都市公園地
下の「名城変電所」が誕生した。都市公園下に建設された超高圧変電所と
しては全国で２例目になる。
◦設立年次：平成11年６月

電力ケーブルを手に

運用開始

冷却媒体は水の比重の1.7倍

――名古屋城の景観との関わり（景観への配慮）
名古屋城に隣接しているため公共駐車場の給排気等やエレべータ塔屋が
地上部に露出するため集中配置や高さ制限を行うとともに、瓦屋根に漆喰
調の白壁や石積みといった伝統的な和風デザインを用いて周囲環境との調
和を図った。
平成11年12月に名古屋市から都市景観賞を受賞。

設備概要
敷地面積

10,000㎡

延床面積

29,800㎡

主要変圧器

275/154/31.5kV 450MVA

90 x 86 m

位相調整器

275kV 400MVA 0〜15°

275,000V送電線

牛島町線2回線・松ヶ枝線2回線

4回線 12回線

154,000V送電線

名北線3回線・水主町線3回線

6回線 15回線

調相設備

リアクトル 275kV 100MVA

地下建物外郭寸法
基礎底盤までの深さ

32.5 m

※名 城変電所は名古屋城の石垣から天守
の金の鯱までスッポリ入る

主要設備名および概要

現状

将来

2台

3台

−

3台

2台

3台

完成した巨大な主要変圧器は約420トンの
重さですが、圧搾空気の力で設置しました。
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地中送電線（洞道）

洞道断面図

制御室

27万５千ボルト ガス絶縁開閉装置

送電系統

主要変圧器
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ケーブル敷設工事
堀川交差部でのケーブル設置工事

直径4.8メートルの洞道

275,000Vの
電力ケーブル

干潮時での橋下通過
名城変電所ではケーブル運搬用の船を新造し、
堀川を使い搬入した。この方法により、今までの
３倍の長さの1,800mのケーブルを運ぶことで
工期の短縮と費用の節約が実現できた。

――メンテナンスについて
名城公園の地下にあるため、電力設備の機器点検やリ
プレース等で工事用資機材の搬入・搬出に伴い駐車場へ
運搬車両を乗り入れが必要な作業時には、「都市公園
法」第６条の規定により駐車場を管理している名古屋市
振興協会へ「都市公園占用許可申請」を提出し許可を得
る必要がある。このため、早期に調整を行い遺漏のない
よう申請をしている。
――防災対策について
◦変 圧器には高い防火性能のあるPFC液（パーフル
オロカーボン）を採用。
（一般的な変圧器には絶縁油を採用）
◦変電所機器設備に使用している電力ケーブル・制御
ケーブルは難燃仕様を採用。
◦各室の区画を防火構造にし、区画外への延焼防止す
る構造になっている。更に、窒素ガスを採用した自
動消火装置を機器室などに配備している。

取材協力
中部電力株式会社
中村電力センター

電力ネットワークカンパニー
変電課
専門課長
下田 敦
副長
星野 裕之
スタッフ副長
高畑 賢士
保全長
岡田 浩
総括グループ
主任
脇田 和年

出典／中部電力株式会社「名城変電所」パンフレット

メンテナンス

取材日時／令和元年12月５日㈭
取材場所／中部電力名城変電所

13：30～16：00
ききて／平木聖三、鶴岡一美
NAKA 令和2年春号
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〜弥生＆卯月
【栄養と働き】

四月

旬 食材一覧

三月

http：//www.meinaka-hojinkai.or.jp

弥生＆卯月編

鮴（めばる）

蛤（はまぐり）

間一社３名まで）です。

……高血圧症予防

烏賊（いか）

蛤仔（あさり）

必要事項を記入してFAXで送信ください。

コレステロールの上昇を抑制……動脈硬化症予防


魚介・海藻

アサリは淡水が流れ込む内湾や干潟に生息し、春先と

海苔

……高脂血症予防

造血作用……………………………貧血・疲労予防

針魚（さより）

旬

秋口に旬を迎えます。潮干狩りで馴染み深い貝ですが、

鰆（さわら）

国内の浅瀬や干潟の減少で量が激減し、 年を境に中国
や韓国からの輸入量が国産を上回るようになりました。

野菜

グリーンピース

キャベツ

独活（うど）

旬

帆立

ひじき

特筆すべき栄養面は、たんぱく質を構成しているアミ
ノ酸のひとつ、タウリンを多く含むこと。タウリンには
血液中の余分なコレステロールを排除して血液の粘度を
下げる作用があり、動脈硬化の予防に有効です。さらに
の含有量は貝類の中ではナン
には悪性貧血を防ぎ、神経系の

クレソン

莢豌豆（さやえんどう）

セロリ

韮（にら）

蕪（かぶ）

玉葱（たまねぎ）

筍（たけのこ）

芋・茸

生しいたけ

旬

マッシュルーム

果実

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

肝臓の解毒作用を助けて肝機能を正常に保つ働きもしま
す。また、ビタミンＢ
バーワン。ビタミンＢ

働きを助ける作用があります。
ミネラルもバランスよく含まれていて、貧血予防に効
果的な鉄、味覚を正常に保つ亜鉛も豊富です。

【調理の秘訣】
旨味の元であるグリコーゲンやコハク酸を多く含むア
サリ。特に２～４月の産卵前にはこれらの成分が増える
ので、旨味がぐんと増し、美味しくなります。殻付きは
模様が鮮明でヌメリがあり横に張っているもの、むき身
旬
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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

愛知健康増進財団

資料提供／一般財団法人

■人間ドックのご案内

主な働き

は弾力とつやがあるものが新鮮です。

苺（いちご）

（100g中）

93

・亜鉛������������������������������� 1.0㎎
・ビタミンB２�������������� 0.16㎎
・ビタミンB12����������� 52.4μg

※１個あたりの目安 10g

12 12

旬の食材

あさり

蛤仔

・カルシウム�������������������� 66㎎
・マグネシウム�������������� 100㎎
・鉄����������������������������������� 3.8㎎

・エネルギー���������������� 30kcal
・たんぱく質�������������������� 6.0g
・脂質�������������������������������� 4.7g

主な栄養素

健・や・か・サ・ー・ク・ル

ものづくり愛知の至宝

松 坂 屋 コ レ ク シ ョ ン
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う

梅に冊子散らし模様振袖
め
さ
っ
し

［解説］江戸後期
し

綸子／刺繡・型鹿子

しゅう

提供／一般財団法人 Ｊ・フロント リテイリング史料館

梅は寒中に美しい花を咲かせることから常緑の松、竹とともに吉祥的な

約一万点に及ぶ「松坂屋コレクション」は、呉服デザイ

植物とされ、最もよく用いられる植物模様のひとつである。冊子は「物の

ンのために収集された経緯から、松坂屋では近年までほぼ

本」ともいい、嫁入りに際して『伊勢物語』など物語の冊子を持参したこ

社外秘の扱いとなっていましたが、平成20年（2008）に開

ほうおう

ずいちょう

やどりぎ

とから婚礼衣装などに表される。鶴や鳳凰といった瑞鳥、鳳凰の宿木であ
し しゅう

る桐、長寿に通じる菊など婚礼にふさわしい模様が表されている。刺繡糸
の一部が抜け落ちており、当初は一層華やかなものであったと想像される。
ようきょく も よう こ そで

次号は、「謡曲模様小袖」です。
松坂屋史料室展示の案内
第40回企画展「江戸・東京における松坂屋ヒストリー」
会期／開催中～令和2年2月24日（月・振）
第41回企画展「松坂屋・屋上遊園の歴史」
会期／令和2年2月28日㈮～5月25日㈪
第42回企画展「太平洋戦争と松坂屋」
会期／令和2年5月29日㈮～8月24日㈪
※会期・タイトル等変更になる場合がございます。

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。
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、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。
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