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　令和二年の年頭に当たり、一般社団法人中
津川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御協力を賜り、厚く御礼
申し上げます。
　さて、近年、経済社会のＩＣＴ化やグローバ
ル化の進展を背景とした取引形態や決済手
段の多様化など、税務行政を取り巻く環境は
大きく変化し、その変化は加速しております。
　特に、昨年10月から実施されました消費
税率の引上げ及び消費税の軽減税率制度に
つきましては、軽減税率制度の円滑な導入に
向けて、法人会の皆様方の御協力を賜りなが
ら制度の周知・広報の取組を推進してきた
ところであり、この場をお借りして厚く御礼
申し上げます。
　今後とも、制度の定着に向けアンテナを高
くして取り組んでいくこととしております
ので、更なるお力添えを賜りますようお願い
申し上げます。
　また、貴会におかれましては、本年も魅力
ある事業活動を力強く展開され、会員企業と
地域社会の発展に一層の貢献をされること
を御期待申し上げます。
　結びに、貴法人会の更なる御繁栄と、会員
の皆様の御健勝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。

　

　新年明けましておめでとうございます。
旧年中は会員の皆様方のご理解とご協力に
より、活発な法人会事業を実施出来ましたこ
と厚く御礼申し上げます。
　さて、元号が令和となり2年目の新しい年
を迎えました。
　法人会は長年にわたり、納税意識の高揚、
税知識の普及啓発など、税のオピニオンリー
ダーとして幅広く活動してまいりました。会
員企業への税務研修会にとどまらず、子供た
ちへの租税教育活動にも力を入れて、「税」を
柱とする団体としての責務を果たすべく活
動をしております。
　また、会員間の交流事業や、地域に密着し
た社会貢献活動に取り組んでおります。これ
からも会員の皆様並びに関係各位のご協力
を賜りながら、魅力ある事業を心掛けて活動
していく所存でございます。
　本年は「子」年、干支の始まりの年です。法
人会も新たな始まりの年として気持ちを引
き締めて、会を進めて参りますので、会員の
皆様のより一層のご支援を賜りますようお
願い申し上げます。
　最後になりましたが、会員企業の繁栄と皆
様のご多幸をご祈念申し上げ新年のご挨拶
とさせて頂きます。

税務署のコーナー

( 一社 )中津川法人会
会長　丸山 充信

中津川税務署
署長　小林 仁志

年頭のごあいさつ

　女性部会

【第 38回岐阜県下法人会女性部会連絡協議会（主管）】
と　き　令和元年10月10日（木）
ところ　都ホテル　岐阜長良川
参加者　約120名
協議会テーマ　「社会貢献活動について」
記念講演会　　演題　『脚本家の仕事』
　　　　　　　講師　脚本家　大石　静　氏
　県内7単位会が上記テーマに関する活動を発表。活発な
討議が行われました。
中津川は主管として、会場の
下見、リハーサルの実施・講
師の選定等入念な準備を行い
協議会を成功裏に終えること
ができました。

【長野県災害被災地への義援金送金】
　女性部会では台風19号で被災された方を支援しょうと
12月7日、恵那まちなか市に出店し、売上全額を義援金と
し、運営部会等で募った募金
と合わせ102,591円を「令和
１台風19号長野市義援金」の
口座へ送金致しました。
　ご協力下さった皆様ありが
とうございました。

　青年部会
【中津高等学校で租税教室開催】
と　き　令和元年10月１日（火）
ところ　中津高等学校　教室
　青年部会が中津高校へ出向き租税教
室を行うのは今年で3回目。今回は１年
生1クラス（31名）を対象に行いまし
た。
　税の種類とその使い道等をレク
チャーした後、「ある村に500万円の
橋を架けたい。どうやってその資金を
集めたらいいか？」という設定を提示
し、資金集めの方法をグループで話し
合ってもらい、最後に各グループの代
表が発表しました。
　日本では税金を集める方法は国や自
治体の議員が話し合って決めていま
す。その議員を選ぶのは18歳以上の国
民であり、皆さんも２年後には選挙権
が得られま
す。その責
任と意味を
是非考えて
みて下さい
と締めくく
りました。
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スマホで見やすい専用画面

進化するスマート申告！

　令和２年１月から、スマートフォン等専用画面
を御利用いただける方の範囲が広がります。
　・年金収入や副業等の雑所得がある方
　・２か所以上の給与所得がある方　など
　（注）スマートフォン等専用画面が表示されな
　　     い場合でも、申告書の作成は可能です。

開発中の画面ですので、実際の画面
と異なる場合があります。

※掲載ＱＲコードの
リンク先は予告無く
変更又は削除する場
合があります。
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行動する 法人会

11回新税務経営大学講座開催　全10回

　6 月から半年間に渡り全 10 回の新税務経
営大学講座が無事終了しました。
　内容も税制改正、労務管理、助成金活用等
税務・経営に関する内容をより具体的に、よ
り実務に沿った講座を心掛けて開催いたし
ました。

第１日　税務講座
「2019年度税制改正のポイント」
「消費税増税 契約・事務手続きの対応」

第２日　経営講座
「今すぐ始める社長さんの相続対策」

第３日　経営講座
もしもの災害・・
「中小企業のためのＢＣＰ
　　（事業継続計画）セミナー」

第４日　経営講座
「給料から引かれる税金・
         社会保険料のしくみ」

第５日　税務講座
「会社に関する税金あれこれ」
「帳簿書類管理のヒント」

第６日　税務講座
「営業活動と税務」
「建物や機械を取得した時の税務」

第７日　経営講座
「助成金活用のヒント」

第８日　経営講座
「行列のできる労務相談室」

第９日　税務講座
「海外活動と税務」
「税務調査の対応と税務」

第10日　税務講座
「源泉徴収票作成と年末調整の実務」

令和元年度　納税表彰

～ 長年のご功績に敬意を表し、心よりお慶び申し上げます ～
　法人会活動を通じて、多年にわたり納税道義の高揚と正しい税知識の普及、
申告納税制度の発展に努められたことを評価され受彰されました。

(一社)中津川法人会
副会長　志津清介氏
有限会社松葉屋商店

あいさつされる丸山会長

講和をされる小林署長

(一社)中津川法人会　
青年部会監事　末松利夫氏
末松商事株式会社

(一社)中津川法人会　
理事　田口義也氏
株式会社トライ

(一社)中津川法人会　
青年部会長　三尾泰一郎氏
株式会社中央物産

中津川税務署長 表彰 恵那地区三税協議会長 表彰

オープン理事会開催

と　き　　令和元年１２月１１日（水）
ところ　　恵那峡グランドホテル
出　席　　44名

小林中津川税務署長　講話
テーマ　「査察調査について」
　なかなか聞けない査察の話。「天網恢恢疎に
して漏らさず」を心に、張り込み、尾行！！家
宅捜査をされた時のエピソードをお話しくださ
いました。
　守秘義務に抵触しないよう注意を払いつつ、
ドラマさながらの緊張感あふれるお話や、“不
自然なところに目を付ける”という鉄則にのっ
とり捜査をしたところ、全くの空振りだった失
敗談など、ユーモアを交えたお話は大変面白く、
時折笑いに包まれる楽しい講話でした。

　共益本部会・公益本部会・青年部会・女性部
会それぞれの事業中間活動報告と、来年度の活
動予定を発表いたしました。　　
　また、令和２年２月５日に開催される岐阜県
下法人会運営研究会では当会が今年度と来年度
の2回に渡り研究の発表担当となっています。
　今年度は共益本部会で「組織強化」をテーマ
にその取組みについ
て発表をします。
今回、リハーサルを
兼ねて理事会で発表
しました。

行動する法人会
令和 2年度税制改正要望活動

　全国 441 単位会から集めた税制への要望を全法
連がまとめ令和２年年度税制改正要望書が出来上が
りました。その内容は税・財政改革のあり方、経済
活性化と中小企業対策、地方の在り方について等、
多岐に渡っています。
　この要望書は、古屋国会議員、青山中津川市長、
小坂恵那市長にそれぞれ直接手渡して参りました。

古谷国会議員訪問の様子

青山中津川市長訪問の様子小坂恵那市長訪問の様子
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