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倍賞千恵子講演会
本会社会貢献活動　一般公開講演会

倍賞千恵子講演会
平成28年11月25日（金）18：00～
於：東美濃ふれあいセンター 歌舞伎ホール
テーマ「歌うこと、演じること、そして生きること」
※会員の皆様には一般に先駆けて入場整理券（無料）を
　優先的に配布いたします
※詳しくは同封のチラシをご覧下さい

税務経営大学講座
随時申込受け付けてます！

第2日　10月6日（木）13:30～15：30
　　　　於：恵那商工会議所 
　　　　『会社における労務リスク管理』

第 3日　10月１９日（水）13:30～15：30
　　　　於：恵那商工会議所 
　　　　『資金繰りの手法』
　　　　～上手な借り方・返し方～
第 4日　11月11日（金）13:30～15：30
　　　　於：中津川商工会議所 
　　　　『源泉所得税実務』

第5日　2月7日（火）13:30～15：30
　　　　於：中津川商工会議所 
　　　　『企業の税務コンプライアンス向上
　　　　のための取組み』
　　※詳しくは法人会ＨＰをご覧ください

女性部会　社会貢献活動
◎熊本地震　募金活動を実施します
　　◆Ｈ28年11月6日（日）
　　　於：秋の中山道まつり会場内
　　　フリーマーケット・女川町（宮城県）の
　　　物産販売なども行います。

　　◆Ｈ28年11月25日（金）
　　　於：倍賞千恵子講演会受付ロビー

　　◆Ｈ28年12月3日（土）
　　　於：恵那まちなか市会場内

 ◎消防署へタオル寄贈活動
　　消防・救急の現場で必要となるタオルの
　　寄贈活動を昨年から行っています。
　　今年も11月に中津川市・恵那市の両消防
　　署へお届けいたします。

法人会のイベント・講演会のお知らせ
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中津川税務署　新署長インタビュー

―ご出身はどちらですか
　生れも育ちも、岐阜県郡上郡美並村（現在郡上市）と
いう、まさしく田舎です。隣町は、郡上踊りで賑わう郡
上八幡です。現在は名古屋市在住で、2 時間ほどかけて
通勤しています。

―ご職歴を教えてください
　振出しは名古屋西税務署で、その後、岐阜県と愛知
県の税務署２ヵ所で勤務した後、
大蔵省（現在の財務省）に出向しま
した。平成４年に名古屋国税局に
戻ってからは、金沢国税局の福井
税務署と富士税務署・半田税務
署に勤務したほかは、今回の異動
まで、ずっと国税局調査部で過ご
しました。

―ご職歴の中で特に印象に残ったことはございますか
　調査部国際調査課に在勤中、２年間課税部にも併任
して「国際的租税回避スキーム事案」と言われる案件を
専属に取組んだことがあります。この２年間の出来事
は、とても強く記憶に残っているのですが、その話をし
始めると個別案件の内容に立ち入らざるを得ないので、
ナイショです。

―ご趣味は何かございますか
　週末は別人になります。実家では、高齢の母親が独
居生活をしていることもあって、毎週末、妻とともに帰省
し、野良仕事をするのが道楽です。２０年以上働き続け
た耕運機に話しかけ、毎日、1本ずつのキュウリやナス
が採れれば、それでよし。夏休み、孫が遊びに来たとき
に、スイカが実っておれば、なおよしです。

　畑仕事がないときは、鋸と鉈を腰
からぶら下げて、地下足袋姿で山に
入ります。故郷の豊かな自然を、で
きることなら、そっくりそのまま、次
の世代に引継いでやりたいと考え
ています。

―中津川の印象はいかがですか
　山あり、川あり、畑あり。サルもイノシシも熊も出ると
聞いています。まったく私の故郷と変わりありません。郡
上より、少し空が広くて高いなと思いました。でも、人の
情けは、ずっと深いのかもしれません。

―仕事で心掛けていることはございますか
　大学で刑事法を勉強していたころ、先生がよく言って
いたんですよ。「権力というものは、血刀をさげてやって
くる。その（血刀の）取扱いには十分注意しなければな
らない。そして、相手の立場に立って考えなければなら
ない」と。

　強い権限を持つと、ついつい自
分自身が偉くなったような錯覚に
陥ってしまうことがあります。正直
者が報われるために負託された
『力』であることを、常に忘れるこ
となく、物事を考えていきたいと
思っています。

―中津川法人会へ期待することを一言お願いします
　法人会の皆様には、円滑な税務行政を遂行するうえ
での良きパートナーとして、常日頃からご協力いただき、
心からお礼申し上げます。
　今後も、各会員の皆様の業種横断的な繋がりを更に
強めていただき、『Energy』溢れる活動を通じ、地域一
体となって発展されることを祈念いたします。

中津川税務署長　古田 郁雄 氏
ふるた　いくお

聞き手：志津公益副本部会長・曽我広報委員長

志津公益副本部会長

古田中津川税務署長

曽我広報委員長



中津川法人会だより中津川法人会だより

オープン理事会開催

税制改正説明会開催

第８回税務経営大学講座

〈平成 28 年度税制改正のポイント〉
　本年も中津・恵北・恵那・恵南の4つの支部それぞれで6月
22日～23日にかけて開催をいたしました。
　講師は中津川税務署　法人第一部門の小笠原統括官と坂
部上席官にお願いし、今年の改正点を分かり易く解説してい
ただきました。
　主な改正点は、法人税関係では法人税率（現行23.9％）が
H28年度から23.4％、H30年度から23.2％に引き下げられま
す。併せて国・地方の法人実効税率も引き下げられます。所得
税関係では「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創
設」「三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の創
設」「スイッチOTC薬控除の創設」などがあります。

第1日
　『会社事務手続きの基礎知識』
　　～従業員の採用から退職まで～
　講　師　特定社会保険労務士　鈴木かおり 氏
　と　き　平成２８年９月６日（火）
　ところ　中津川商工会議所
　出　席　55 名
　健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介
護保険の５つの社会保険制度について、実践レベルで解
説をしていただきました。今年の10 月から改正される制
度もいくつかあり、受講者からは「早速確認してみなけ
れば」との声も聞かれました。また鈴木労務士からは「雇
用保険の中には「介護休業給付」というものがあり、
今後対象となる方が増えると思われるので、是非従業員
さんにもご案内して下さい」と呼びかけられました。

中津支部の様子
ステージ上は開催挨拶をされる吉川税制委員長

講師の鈴木かおり 氏

と　き　平成28年８月５日（金）
ところ　勝 宗
出　席　３８名

　７月より中津川税務署
に赴任された古田署長を
お招きして盛大に開催い
たしました。
　また 28 年度も 1/3 が過ぎました。共益本部会・公
益本部会・青年部会・女性部会の各部会が７月まで
の活動報告と今後の予定を報告いたしました。各部
会の主な予定は次の通り。
共益：昨年行った組織改革の検証と見直しを検討中
公益：今年の一般公開講演会は「倍賞千恵子」さん
青年：10月県下法人会青年部会連絡協議会の主管
女性：11月～ 12月に熊本地震義援金募金活動実施

【講演会】
テーマ　『親族内承継』
講　師　多治見ききょう法律事務所　
　　　　弁護士　木下貴子　氏

　会社を経営していく以上、後継者
の問題は避けては通れません。今回は特に「親族内で
の事業承継」に焦点をあてて講演をしていただきま
した。
◆子供に事業を引き継ぐためのポイント
　①後継者を選ぶ　→　誰にするか
　②現金化しやすい資産を残す（遺留分対策）
　③節税対策
①～③の順序で計画的に行うことがスムーズな事業
承継を実現します。（資料が必要な方は事務局までご
連絡ください）
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税務署のコーナー

平成28年10月～の主な予定
10月  5日　県下法人会女性部会連絡協議会(飛騨)
10月  6日　税務経営大学講座　2日目
10月14日　県下法人会青年部会連絡協議会(主管)
10月19日　税務経営大学講座　3日目
11月  6日　女性部会　バザー（中山道まつり）
　　　　　 ※収益は全額熊本地震の義援金とします
11月11日　税務経営大学講座　4日目
11月　　　女性部会　消防署へタオル寄贈
11月25日　『倍賞千恵子講演会』一般公開講演会
12月  3日　女性部会　熊本地震義援金募金活動
　　　　　 ※収益は全額熊本地震の義援金とします
12月  9日　オープン理事会
12月～　　青年部会・女性部会　
　　　　　小学６年生「租税教室」（８校担当）
12月～　　女性部会
　　　　　「税に関する絵はがきコンクール」

第 55回日本クラフト展
『経済大臣賞・日本クラフト大賞』を受賞。
　この賞は（公社）日本クラフトデザイン協会主催に
よるもので、受賞された作品の木工スツール（背もた
れのない椅子・写真）は、機械では作りにくい微妙な
曲線や仕上げを手道具で削り出し作り上げました。
都内のデザイナー小泉誠氏との合作でした。
　こちらの会社では
「木曽五木」の柔らか
な素材を力強い道具
へ、小さな道具から大
きな家具まで、少量で
クオリティの高い製
品つくりに取り組ま
れておられます。

【お問い合わせ】　有限会社 然
中津川市付知町 6247-16　☎0573-82-5210
( 詳細はインターネット「有限会社然」で検索 )

会員企業紹介

有限会社 然
ぜ　ん

税務署から相談窓口のお知らせ
インターネット上の税務相談
「タックスアンサー」 電話相談センター

　国税庁ホームページでは、よく
ある税に関するご質問に対する回
答を「タックスアンサー」として掲
示しています。 
　タックスアンサーを利用するに
は、インターネット環境のあるパ
ソコンやスマートフォンなどで、
「タックスアンサー」と検索してく
ださい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer

①中津川税務署（TEL0573-66-1202）
　へお電話をお掛けください。

③自動音声に従って、相談したい内容
　の番号を選択してください。

②自動音声によりご案内しますので、
　□を押してください。
　（案内の途中でも押すことができます）
1

【受付時間等：8:30～ 17:00（土日祝日、年末年始を除く）】

自宅や事務所から
相談ができるなん
て便利でいいわ。

小泉誠＋然　mageita sutuool
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