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税務経営大学講座
◆今年の税務経営大学講座はWeb(YouTube）でお届け致します！
◆1講座約 15分～ 30分。スキマ時間に視聴できます。
　※詳しくは同封のチラシをご覧ください。
第１回　『令和 2年度　税制改正のポイント』
配信期間　　令和２年７月 21日（火）～12月 25日（金） 
講　　師　　税理士　髙井正樹 氏

第２回　『新型コロナウイルス感染症に関する税制上の措置等』
配信期間　　令和２年７月 21日（火）～12月 25日（金） 
講　　師　　税理士　髙井正樹 氏

第３回　『新型コロナウイルス感染症に関する給付金や資金繰り、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　融資に関する支援策』
配信期間　　令和２年７月 21日（火）～８月 31日（月）
講　　師　　中小企業診断士　水野輝彦 氏

第４回　『職場におけるパワハラ防止対策の事業主義務化について』
配信予定　　令和２年９月下旬～
講　　師　　特定社会保険労務士　深尾卓也 氏

第 5回　『パートタイム有期雇用労働法について』
配信予定 令和２年９月下旬～
講　　師 特定社会保険労務士　深尾卓也 氏

第６回　『年末調整の実務』
配信予定　　令和２年１１月中旬～
講　　師　　税理士　髙井正樹 氏
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新中津川税務署長様
ご紹介
　

お名前　　　城戸　計子　　
ご出身　　　岐阜県高山市（旧朝日村）
生年（年齢）　昭和 39 年生、56 歳

ご職歴等
　昭和 57 年４月　採用
　平成 26 年７月　四日市税務署　副署長
　平成 28 年７月　国税庁名古屋派遣　監察官
　平成 31 年７月　名古屋国税局　総務部
　　　　　　　　　税務相談室　主任税務相談官

　令和 2 年７月　現職

Information
今後のお知らせ

　新型コロナウィルス感染症の収束の見通しが不透明
なため、下記の事業が中止となりました。
10/  8  第 37回法人会全国大会（岩手大会）　
11/  6  第 34回法人会全国青年の集い（島根大会）
11/25  第 15回法人会全国女性フォーラム（愛媛大会）
　　今後の状況により、現在予定されている事業等につ
いても延期、中止されることが予想されます。
　詳細等につきましては関係担当者様にはあらためて
ご連絡いたします。

Information
令和２年分の年末調整説明会の中止について
　税務署におきましては、例年11月から12月上旬
にかけて源泉徴収義務者の皆様に年末調整事務の一
般的な説明等の年末調整説明会を開催しているとこ
ろですが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染
拡大等を踏まえ、外部会場を使用して大規模に実施
する年末調整説明会については、ソーシャルディス
タンスを完全に確保することが困難であるなど、参
加される源泉徴収義務者の皆様の安全を確実に担保
することが難しいとの認識の下、開催を中止するこ
とといたしました。
　今後、年末調整に関する情報は、国税庁ホームペー
ジに順次掲載されていく予定です。
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とき　令和２年５月１８日（月）　ところ　中津川商工会議所　出席　762名（内委任状758名）
　今回の定時総会は、新型コロナウィルスによる
「緊急事態宣言」を受け感染防止対策により、前
例のない特別な方法（密集防止で総会会場への出
席は極少人数とした）に切り替え短時間で執り行い
ました。
　また、このような状況の中で、当法人会は「税」
で活動する団体として、地域で事業を営まれてお
られる経営者の皆様を支援すべく、「新型コロナ
ウィルスに関する要望書」を上部団体へ提出しまし
たことをご報告いたします。

令和2年度 定時総会

令和元年度収支決算・令和２年度予算の概要

令和２年度　功労者表彰受賞者（敬称略） 令和元年度　税に関する絵はがきコンクール

令和元年度事業と収支決算表
　元年度は初の試みである『会員交流会』に取組み、大
成功を収めました。この様子は県連の運営研究会で発
表し、高評価を得ました。
　青年部会は「学ぶ・教える」の学びの連鎖を意識しつ
つ「租税教育活動」等に取組みました。
　女性部会は県下法人会女性部会連絡協議会の主管を
務め、部会員皆で協力して取組みました。
　他にも「絵はがきコンクール」「租税教室」「消防署へ
のタオル寄贈」等様々な活動を行いました。

（公財）全国法人会総連合功労者表彰
　　志津　清介　　有限会社 松葉屋商店

（一社）岐阜県法人会連合会　会長表彰
　　郷原　基幸　　　中津貨物自動車 株式会社
　　今井　英彦　　　恵那機器 株式会社
　　岡崎　亜希子　　一般社団法人 中津川法人会
　

（一社）中津川法人会　会長表彰
事業部関係　（税務経営大学講座で研修修了証書を5年分取得した法人）
　　長谷川　譲　　中部食産 株式会社
　　原　慶太郎　　株式会社 ユニオン電器
厚生部関係　（経営者大型保障制度を導入し、17年以上継続の法人）
　　市川　茂美　　中部観光 株式会社
　　伊藤　康一　　有限会社 伊藤住設
　　加地　宜彦　　株式会社 加地工務店
　　楯　　勇己　　株式会社 高峰楽器製作所
　　三尾　秀和　　付知土建 株式会社
　　西尾　秀之　　有限会社 西尾建材

収入の部
会費等収入
事業等収入
助成金収入
収入合計

19,329
880
6,402
26,611

支出の部
事業費
管理費

支出合計
※当期経常増減額（1,424千円）

18,720
6,467

25,187

（単位：千円）

令和２年度事業と収支予算表
　今年度は、新型コロナウィルスが世界中に拡散し、
様々な行事等の自粛や延期、中止が相次ぐ中での幕開
けとなりました。
　今年度も「会員交流会」「税務経営大学講座」「学
ぶ・教える」「租税教室」「絵はがきコンクール」等に取
り組んでまいります。
＊新型コロナウィルスの影響により事業全般で、変更延
期、中止になることが想定されますので、その場合は
今回の特殊事情をお汲み取り下さい。
収入の部
会費等収入
事業等収入
助成金収入
収入合計

19,625
498
6,180
26,303

支出の部
事業費
管理費

支出合計

19,630
6,673

26,303

（単位：千円）

東海税務連絡協議会
会長賞
福岡小学校　
深谷　友美　さん

税務署長賞
山岡小学校
 大作　百華　さん

　小学 6年生を対象に実施している「税に関する絵はがきコンクール」は
令和元年度で8回目を迎えました。管内18 校の小学校より418点と、特
別参加の2保育園より41点の応募がありました。
　今回「最優秀賞」を受賞した作品が県の代表となり『東海税務連絡協議
会会長賞』を受賞しました。

令和2年6月～7月　青年部会　中京学院大学　オンライン講義

テーマ　『社会的責任と職業』
講　師　第1回　東清㈱　吉村 栄里 氏 　
　　　　第2回　㈱中央物産　三尾 泰一郎 氏　
　　　　第3回　㈱銀の森コーポレーション　
　　　　　　　  渡邉 好作 氏　
　　　　第4回　マルコ醸造㈱　小木曽 智彦 氏  

　自社の事業内容の紹介、仕
事への取組み方、これから社
会に出る学生へのエール等、
各講師が限られた時間の中、
工夫を凝らした講義をされ、各
回、約 200 名の生徒さんがオ
ンラインで参加されました。

令和元年12月～活動の様子

Ｒ1.12月～Ｒ２.1月　租税教室（8校） Ｒ1.12月～Ｒ2．1月　中京学院大学講義

Ｒ２.1月　税務署長表敬訪問 Ｒ２.2月　理事会

Ｒ2.2月県連　運営研究会（発表）Ｒ２.１月女性部会　新春研修会
元宝塚スター　初風緑さん講演会 『税務調査アラカルト』

中津川税務署　署長　小林 仁志 氏
テーマ『組織強化と情報発信』

Ｒ２.２月青年部会　移動研修会

女性部会長賞
大井第二小学校 
榎津　菜瞳　さん

法人会長賞
山岡小学校 
西尾　咲映　さん

※所属学校は当時のもの
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