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税務署のコーナー

平成29年１月～の主な予定
29年１月26日(木) 女性部会ミニ講演会
29年２月  2日(木) 岐阜県下法人会運営研究会
29年２月  7日(火) 税務経営大学講座　最終日
＊これまでの事業につきましてはＨＰをご覧ください＊

租税教室の講師を務めています！
　青年部会・女性部会では小学６年生を対象にし
た『租税教室』（税務署が主体となり推進している
事業）の講師を務めています。
　主に 12 月～２月にかけ継続してに行われてお
り、今年度は、
落合小学校、
福岡小学校、
付知北小学校、
南小学校、
山岡小学校、
大井第二小学校、
恵那北小学校、
明智小学校の計8校を受け持ちます。

　全法連がとりまとめた平成 29 年度税制改正要望
書を地元市長に手渡しいたしました。

12 月１日　青山中津川市長へ手渡し

12月 19日　小坂恵那市長へ手渡し

行動する法人会
平成29年度税制改正要望活動

謹んで新年のお慶びを申し上げます謹んで新年のお慶びを申し上げます

不審な電話やメールにはご注意ください !!

( 一社 ) 中津川法人会
会長　青山貫禅

中津川税務署　　　
署長　古田郁雄

小学6年生を対象に
募集中です！
＜応募締切＞
H29年2月10日

新年明けましておめでとうございます

　昨年も法人会では、対内的には税と経営
に関係した様々な研修会、対外的には租税
教育活動や一般公開講演会などを実施し
て参りました。法人会の使命は、目まぐる
しく変わる税制度の知識の啓発と納税意
識の高揚を図りながら企業が健全に発展
することをサポートすることであります。
そして、これらの活動を通じて、なにより
も地域社会に貢献することです。
　先ずは「隗より始めよ」です。今年も皆様
の家族、企業にとって素晴らしい一年にな
りますことを御祈念申し上げ、新年の御挨
拶といたします。

　最近、国税庁や国税局、あるいは特定の税務署をかたり、「高齢者を対象にした電話アンケートを実施
している。ついては、家族構成や財産確認をさせていただきたい。」といった不審な電話があった（あるい
は自宅に訪問された）という情報が国税局や税務署に寄せられております。
　また、メールでも個人名で「税務署に滞納債権があり、一週間以内に支払いしなかった場合には、銀行
口座を凍結します。」「税金の納付がなければ差押えします。」といった内容のメールを一方的に送信して
くるほか、『日本国税庁』『日本国税税金庁』『日本国民税金庁』等といった国税庁や国税局と間違えそうな
名称をかたり、不安感をあおって、従わなければ罰金を徴収するといったような内容のメールを送信し
てくるといった事例が発生しております。

　国税庁や国税局、税務署においては、納税者の皆さまからお預かりした重要な個人情報を厳格に管理
しているほか、アンケートと称した財産調査等の電話を納税者の皆さまにお掛けすることはありませ
ん。また、申告の手続や納付に関する重要な事項をメールでご連絡するようなこともありません。
　このような電話やメールには、決して対応しないようにしていただくほか、メールに添付されたファ
イルは絶対に開かないようご注意ください。
　なお、国税庁ホームページのトップ画面には、このような事例に関する情報も掲載されていますので、
参考にして下さい。

新年明けましておめでとうございます

　一般社団法人中津川法人会会員の皆様
には、日頃から税務行政に格別の御理解と
御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　本年も国税庁の使命を果たすため、納税
者の皆様の利便性の向上を図り、親切丁寧
な応対に心掛けるとともに、的確な調査・
指導を通じ、適正・公平な税務行政の推進
に努めてまいります。
　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。
　本年が会員の皆様にとって幸多き一年
となりますように。

不審と思ったら…？不審と思ったら…？
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女性部会の社会貢献活動

倍賞千恵子講演会開催

平成28年度　納税表彰

『歌うこと、演じること、そして生きること』

　と　き　平成２８年１１月２５日 ( 金 )
　ところ　東美濃ふれあいセンター
　入場者数　604 名

　社会貢献事業として、今年は女優・歌手の倍賞
千恵子さんの講演会を開催(無料)いたしました。
チケットは僅か30分程で無くなる人気ぶりで、当
日の会場は満員、関係者は立ち見を余儀なくさ
れるほどでした。
　倍賞さんの語りかけるようなトークに加え、そ
のトークにちなんだ歌をアカペラで披露して下さ
るなど、とても和やかな雰囲気の講演会でした。

オープン理事会開催

と　き　平成２８年１２月９日 ( 金 )
ところ　かんぽの宿
出　席　45 名

　今回の理事会では規程の一
部変更について上程され、次のように承認されまし
た。なお、いずれも総会決議事項となっているの
で、来春の総会で決議された後の執行となります。
①役員に関する規程の一部変更（第 3 条 選任基
準年齢）･･･ 現行）満 40 歳以上 70 歳未満 →
　改正）満 40 歳以上70 歳以下
②会員に関する規程の一部変更（第 6 条 会費負
担額）･･･ 現行）新規会員初年度会費無料 → 改
正）新規会員初年度年会費2000 円（2年目か
ら資本金区分による）

【古田中津川税務署長　講演会】
テーマ『熊さん、八っつぁんの税』
　昔、江戸時代頃の税は年貢であった。この年
貢は村単位に課せられ、検地帳という田畑等の調
査書を基に納める量が決められたが、実はその頃
にも脱税があった。つまり隠し田とよばれる検地
帳に記載れてない田が存在し、その田については
税が課されなかった・・。
これらの事を記した古文書を
実際に見せながら、巧みな話
術で会場を大いに盛り上げら
れました。

青年部会の活動報告

【第 39 回岐阜県下法人会青年部会連絡協議会】主管

　と　き　平成２８年１０月１４日 ( 金 )
　ところ　恵那峡グランドホテル
　出　席　110 名

　県内７単位会の青年部会
員の他、名古屋国税局・県
内税務署の方々にもお集ま
りいただき盛大に開催いたし
ました。
　メインテーマに『青年部会活動のさらなる充実と
部会員増強』を掲げ、「小学校での租税教室につ
いて」「別の手法の租税教育活動の効果と実施方
法などについてのレクチャー」「部会員拡大につい
て」のサブテーマでグループ討議をし、その後討
議内容を発表して来場者全員で共有しました。大
変有意義な協議会を開催することができました。

～ 長年のご功績に敬意を表し、心よりお慶び申し上げます ～

(一社)中津川法人会
副会長

郷原 基幸 氏

熊本地震義援金募金活動
　Ｈ28年４月14日に発生した熊本地震を受け、中津
川法人会女性部会では12月までに計８回継続して義
援金募金活動を行って参りました。集まった義援金
はおよそ46万円にもなります。
　この義援金は熊本法人会女性部会を通じて、被災
された方々の支援金として寄付いたします。

(一社)中津川法人会
女性部会　支部長
山本 素子 氏

(一社)中津川法人会
公益副本部会長
志津 清介 氏

(一社)中津川法人会
青年部会長
末松 利夫 氏

中津川税務署長納税表彰　受彰者
(敬称略 )　

    郷原 基幸 / 中津貨物自動車㈱
    山本 素子 / 山本石油㈱

恵那地区三税協議会長表彰　受彰者
(敬称略 )　

  志津 清介 / ㈲松葉屋商店
  末松 利夫 / 末松商事㈱

11/6中山道まつりの様子
フリーマーケットには日用品
を中心に沢山の商品が並び、
多くの人で賑わいました。（写
真上）

宮城県女川町と熊本県の物
産販売（写真左）

収益金全額を義援金にしま
した。

皆様のご支援・ご協力ありがとうございました。

中津川市、恵那市消防署へタオル寄贈
　日頃の消防活動・救急活動はもちろん、もしも
の時の災害現場で役立てていただくため、中津川
消防署と恵那消防署へタオル計1200枚を寄贈いた
しました。
　この活動は昨年に引き続き２回目で、大地中津川消
防長・市岡恵那消防長の両消防長からは「消防・救急
活動の様々な場面で活用させていただいている。
もしもの時の備
蓄も大切だとい
う事は、昨年の
寄贈をきっかけ
に改めて認識を
しました。大切
に保管していま
す」とのお言葉
を頂きました。
　タオルは女性
部会員らの自宅
や会社から持ち
寄っています。

大地中津川消防長(左)　今井女性部会長（左から２人目）

市岡恵那消防長(右)　今井女性部会長(右から2人目)

不要なタオル（新品）がありましたら
中津川法人会事務局までご一報下さい！

　最先端の素材（炭素繊維強化プ
ラスチック）を使用した、世界初
のスプーンです。人工衛星に使
用されている熱伝導に優れた素
材を使用しています。
　手の熱が瞬時にスプーンに伝
わり、カチカチのアイスクリームも「さっ」と差し込
み、「すっ」と溶かしながら食べる事が出来ます。持ち
運びに便利な、ケース付も準備しています。

【お問い合わせ先】
鈴木工業株式会社
中津川市駒場 1153　TEL：0573-65-4141
E-Mail　kikaku@suzuki-kogyo.com

会員企業紹介

鈴木工業 株式会社
WARM TECH SPOON

挨拶される末松青年部会長

グループ討議される青年部会の皆さん　加藤拓三氏による太鼓演奏 ( 於 : 懇談会 )　

議長を務める青山会長▶

▲会場を大いに沸かせた
　古田署長
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