
社長の“やる気”サポート

 令和３年１月
会員各位
 公益社団法人　名古屋中法人会　会長　岡谷　篤一
 名古屋中税務署　署長　伊藤　嘉浩

従業員の皆様へ
『スマートフォン等による確定申告書の作成方法』の

ご案内について（お願い）
平素は当会の運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、税務行政につきまして、平素からご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本年度の当会の活動においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から様々な事業活動を
自粛ないし中止を余儀なくされる状況下にありますが、先般、地域社会貢献事業の一環として、名古屋中区役所・
中保健センターへ新型コロナウイルス感染防止対策物品を寄贈させていただいたところです。
更に、今般、当会活動の柱の一つである税のオピニオンリーダーとして、名古屋中税務署とともに、e-Tax（電
子申告）の普及促進に積極的に取り組むこととしましたので、会員企業の皆様方におきましては、以下の事項を
従業員の皆様にご案内いただきますようお願い申し上げます。

～パソコンやスマートフォンでの確定申告書の作成方法～
昨今、「ふるさと納税に係る寄附金控除」や「医療費控除」を受けるため、確定申告書を提出される従業員（給
与所得のある方）の皆様も多く、税務署が例年２月から３月にかけて開設する確定申告会場には、多数の方が来
場され、大変混雑しており、長時間お待ちいただく状況にあります。
特に、令和２年分の確定申告（令和３年１月以降）におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の観点からも、ご自身のスマートフォンやご自宅のパソコンから国税庁ホームページにアクセスし、確定申告書
を作成いただき、e-Tax（電子申告）で提出（印刷して郵送等で提出もできます。）いただくことを、国税局・税
務署では幅広くご案内しているところです。
このような状況についてご理解を賜りまして、是非、従業員の皆様方に、ご自身のスマートフォンやご自宅のパ
ソコンから、①マイナンバーカードを利用する方法又は②税務署が発行するID・パスワードを利用する方法のい
ずれかにより、e-Tax（電子申告）で提出していただきますようご案内をお願い申し上げます。

また、従業員の皆様へのご案内につきましては、裏面の「周知用リーフレット（進化するスマート申告）」を社
内LAN等へ掲載、紙面で回覧又は源泉徴収票の交付時に配付いただくなどの方法により、ご案内いただければ幸
いです。
※�　別紙「周知用リーフレット（進化するスマート申告）」のデータファイルにつきましては、名古屋国税局ホー
ムページの「新着情報・税に関する情報」欄の「所得税の確定申告書等を作成される方へ」内に掲載していま
すので、ダウンロードいただき、ご活用をお願いします。

なお、①マイナンバーカード発行の申請手続は市区町村で、②ID・パスワードの発行手続は税務署の窓口にお
いて行うことができますので、ぜひご活用いただきますようお願い申し上げます。

○ご不明な点等がありましたら、担当者までお問合せください。

連絡先 担当者 名古屋中税務署　個人課税第一部門　矢賀、小笠原
☎（052）962-3131　内線2312

※電話は自動音声によりご案内しておりますので、自動音声案内に従って「２」を選択してください。

28　NAKA  令和３年春号



NAKA 令和３年春号　29



企業企業のの皆様皆様

法人会 自主点検チェックシートを
活用していますか？

（記入例）

２． また、「法人事業概況説明書」 〈裏面〉17．「加
入組合等の状況」の欄には、法人会の会員
である旨および法人会での役職名を記入す
ることができます。

17 

加
入
組
合
等
の
状
況

（役職名）

…

法人会の会員であることを
ご記入ください。

自主点検チェックシートを活用した場合には、「法人事業概況説明書」に
（法人会 自主点検チェックシート）と記入することができます。

１． 平成 30年４月１日以後終了事業年度分より「法人
事業概況説明書」の様式が改訂され、〈表面〉に８．（５）
「社内監査」欄が新たに設けられました。

「社内監査」欄には、
各種チェックシート
等を活用した社内監
査実施の有無を記入
します。

⑸
社
内
監
査

実施の有無 有 無
（　 　）

「法人会 自主点検チェックシート」を活用し、
社内点検を実施した場合には、右記のように
記入してください。

自主点検チェックシートの概要は、裏面 をご覧下さい。

※上記「１」「２」ともe-taxを利用した場合でも入力することができます。

社長の“やる気”サポート
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お問い合わせ先お問い合わせ

自主点検チェックシートは、法人会ホームページ「自主点検チェックシート」のコーナー
からダウンロードできます。
また、同コーナーでは、使い方などをわかりやすく解説した「法人会 自主点検チェックシー
トのススメ」を配信していますので、是非ご活用ください。

　企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることはもちろんですが、内部統制面の強化や経理面の質を
向上させることも重要な要素です。「入出金が適切に管理されるようになる」「内部の不正行為を未然に防止できる」
など結果的に企業の成長にもつながることが期待できます。
　法人会では、こうした「自主点検」を簡単にできるようにするため、「自主点検チェックシート・ガイドブック
（国税庁後援）」を作成いたしました。企業の皆様、自社の成長・税務リスクの軽減のために、ぜひご活用ください。

売掛金の回収不能を防ぐため、
取引先に遅延の理由を確認する
ようにした。

法人  太郎3 31

確認したところ遅延が1件
あった。

　点検結果が「×」であった項
目については、その内容を「点
検結果記入表」に記入し、代表
者に報告します。代表者は点検
結果に基づき、今後の改善方針
を決めます。

会社の規模や業種・業態によっ
て当てはまらない項目もあるの
で、その場合には、「なし」と
記入してください。

　「自主点検チェックシート」は
社内体制のほか、貸借関係や損
益関係等に分かれ、全部で83
の点検項目があります。
　また、企業規模や業種に関わ
りなく企業のガバナンス確保に
必要な基本事項を40項目選定
した「入門編」もあります。

自主点検チェックシートとは？

なし なし

公益社団法人 名古屋中法人会 phone 052-242-9427　fax 052-242-9429
http://www.meinaka-hojinkai.or.jp
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社長の“やる気”サポート

第19回 総務委員会

第26回 広報委員会

期日／令和２年10月28日㈬　会場／昭和ビル９Fホール　第10回通常総会運営に関する件　記念講演会講師選定について

期日／令和２年10月27日㈫　会場／昭和ビル３F事務局会議室　2021年春号の企画編集

総務副委員長あいさつ
神谷　裕之 氏
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県連税制委員長
鈴木　幹雄 氏

名古屋大学大学院�経済学部�教授
齋藤　浩司 氏

愛知県法人会連合会 税制委員会 講演会

税制委員会

期日／令和２年11月25日㈬　会場／愛知県産業労働センター５F小ホール
講師／名古屋大学大学院経済学部研究科付属国際経済政策研究センター�教授　齋藤　浩司�氏

期日／令和２年11月10日㈫　場所／名古屋市庁舎
参加者／愛知県連鈴木税制委員長、水野税制副委員長（名古屋中法人会税制委員長）、光松税制副委員長、山田専務理事
要望事項／全法連作成「令和３年度税制改正に関する提言」愛知県連作成「令和３年度税制改正提言事項」

名古屋中法人会税制委員長　水野　一樹�氏（向かって左端）

消費税の使い道

名古屋市議会長へ税制提言
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社長の“やる気”サポート

東京第一ホテル錦２Fブリランテ

昭和ビル９Fホール

日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

大規模法人研修会
（名古屋東、千種、名古屋中法人会合同事業）

決算期別研修会（10～12月期法人）

年末調整等研修会

期日／令和２年10月15日㈭　会場／東京第一ホテル錦２Fブリランテ

研修会／講師　名古屋国税局�調査部�調査審理課長　木下　篤 氏
演　題／申告書作成のチェックポイント
講演会／講師　名古屋国税局�調査部長　野路　英幸 氏
演　題／税務行政の現状と課題

内容／①�新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応と申告や納税などの税務上の取扱い
　　　②平成31年度税制改正
　　　③令和２年度税制改正
　　　④誤りやすい主な事例

講師／名古屋中税務署筆頭副署長　所　瑞穂 氏
　　　　　　　　　　審理専門官　小窪　幸江 氏（19日）
　　　　　　　　　　審理専門官　伊藤　佳典 氏（20日）

期日／令和２年11月17日㈫　会場／昭和ビル９Fホール
講師／名古屋中税務署�上席国税調査官　仲島　監一�氏

期日／令和２年11月19日㈭・20日㈮
会場／日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

名古屋国税局�調査部長
野路　英幸 氏

副会長　髙橋　公比古 氏

事務局長　村上　満 氏

名古屋中税務署�上席国税調査官
仲島　監一 氏

審理専門官　小窪　幸江 氏

名古屋国税局�調査部�調査審理課長
木下　篤 氏

法人課税第一部門統括官
馬渕　大樹 氏

審理専門官　伊藤　佳典 氏
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

ホテルオークラレストラン

女性部会 署長講演会

平和支部・地域貢献

期日／令和２年11月５日㈭　会場／ホテルオークラレストラン　テレピア14F暁・光の間
講師／名古屋中税務署長　伊藤　嘉浩�氏

期日／令和２年12月１日㈫

もっとお酒を楽しむための話

年末平和学区 総合パトロール

名古屋中税務署長
伊藤　嘉浩 氏

平和支部長
加藤　幸一 氏 左より、余語　勝子 氏、酒井　恵美子 氏、

小川　絹子 氏（名古屋中法人会�女性部会）
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明治の元勲、後藤新平の青春時代は洲崎神社の近隣に住
み、天王崎橋南東にあった愛知医学校の若き校長として19
歳から6年間を大須にて過ごしました。

ウイキペディアによれば

安政４年６月４日（1857年７月24日）〜昭和４年（1929年）４
月13日）は、日本の医師・官僚・政治家。位階勲等爵位は正二位
勲一等伯爵。
台湾総督府民政長官。満鉄初代総裁。逓信大臣、内務大臣、外

務大臣。東京市第７代市長、ボーイスカウト日本連盟初代総長。東
京放送局（のちの日本放送協会）初代総裁および拓殖大学第３代
学長を歴任した。
計画の規模の大きさから「大風呂敷」とあだ名された、植民地

経営者であり、都市計画家である。台湾総督府民政長官、満鉄総
裁を歴任し、日本の大陸進出を支え、鉄道院総裁として国内の鉄
道を整備した。関東大震災後に内務大臣兼帝都復興院総裁として
東京の帝都復興計画を立案した。

後藤新平は、陸奥国胆沢郡（現・岩手県奥州市水沢区）
に仙台藩・留

る

守
す

家家臣の下級武士後藤実
さね

崇
たか

の子として生ま
れました。

新政府に抵抗した賊軍であったが、胆沢県庁の幹部・安
場保和の薫陶を受け、当初、須賀川医学校を出て医師とな
りました。その後、愛知県令となった安場からスカウトさ
れ、愛知県医学校に医師として月給10円でスタート。オー
ストリアからのローレッツ先生、語学の天才・司馬凌海の
もとで勉学、24歳で学校長兼病院長として実績を残した後、
内務省衛生局入りしたことが政治家へ転じる契機となった
といわれています。

名古屋仮病院・医学校は明治４～５年に名古屋藩評定所
跡（丸の内３-１、産業貿易館本館）に開設されました。そ
の後、大須西本願寺内に移設され、明治10年７月に愛知医
学校として天王崎・御普請方役所と千賀与八郎・虎吉宅跡
地（尾張藩重臣1400石禄高・師崎水軍は大坂冬の陣と夏の
陣で活躍し勇名を馳せる・現在のトーエネック本社）に移
転。明治43年、関西府県連合共進会後、整地された鶴舞公
園北に大正３年（1914年）３月愛知県立愛知病院となり、現
在の名大医学部付属病院に至っています。

中法人会

会員サロン
S A L O N

若き後藤新平の故
ふ る

郷
さ と

、大須１丁目・洲崎町
料亭つたも会長・深田 正雄

「住吉の語り部となりたい」—㉓

2019年６月22日後藤新平顕彰イベントポスター

大須１-５、後藤新平宅跡説明（左）
2007年10月名古屋大学創立70周年記念事業で建てられた。栄１-19堀川沿いの記念碑。
麻酔医・ローレツ、執刀・後藤新平、腕を支える司馬凌海（右）
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イケメン青年新平は名古屋一の繁華街・大須で若き生活
を楽しみました。自宅の裏は「旭遊郭」で、名古屋の遊興
と芸能をさぞ満喫したと思われます。私は新平の名古屋で
の功績を３つ挙げたく思います。

第一は、新設の愛知医学校の発展から名古屋大学付属病
院への礎、そして、２つ目には海水浴普及があります。

明治14年夏、愛知県職員の保養所を知多の大野海岸に作
ることとなりました。大野海岸の海音寺・その宿坊「恩波
楼」では昔から「汐湯治」といって健康・治療のために海

で泳ぐ習慣がありました。新平は大野を世界最古の海水浴
場として売り出す指導をして、中京屈指の海浜リゾートと
して発展していきました。その後、明治の終わりには愛知
電気鉄道が引かれ、名古屋の別荘地として開発されてきま
した。

「おんぱろう」は現在でも、老夫婦が昔からの建物で営業
を継続しています。料金も一泊２食4,500円からと、とても
お値打ちのようです。また、明治15年には後藤の記念すべ
き出版第１号『海水功用論』を著わし、一般人に海水浴を
紹介しております。

トーエネック敷地の銘板、堀川対岸から東　2019年６月撮影、後方は
グランアベニュー栄、右はトーエネック本社

1900年頃の愛知病院と愛知医学校・堀川より東を望む。（現在はトーエネック本社）
� 【名古屋市鶴舞中央図書館蔵『目で見る名古屋の100年』（上巻）名古屋：郷土出版社1999】

明治43年・病院東は三蔵学校

愛知病院と
愛知医学校
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