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( 一社 ) 中津川法人会
会長　丸山 充信

中津川税務署　　　
署長　杉山 真由美

　新年あけましておめでとうございます
　旧年、中津川法人会は新たな役員体制の
基、税知識の啓発、納税意識の高揚を図る
等の事業活動を、会員の皆様方のご理解ご
協力のお陰で行うことができましたこと
厚く御礼申し上げます。
　本年も組織の強化の為「未加入法人」の
加入勧奨を旧年以上の重点施策として推
進し、地域の税のオピニオンリーダーの法
人会として、租税教育活動等の社会貢献活
動をさらに進め、企業の発展、地域の振興
に無くてはならない法人会として尽力し
て参ります。
　本年も、会員の皆様のより一層のご支援
をお願いするとともに、皆様のご多幸を祈
念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただ
きます。

　新年あ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、平素から税務行政につきまして深い
御理解と格別の御協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
　昨年７月に中津川署に着任して以来、当
署管内が、自然豊かな上、歴史的・文化的に
もとても魅力的な特色を兼ね備えた地域で
あることを知り、深く感銘を受けました。
　また、貴法人会会員の皆様が、様々な事
業活動に積極的に取り組まれている姿を
拝見し、とても心強く感じております。
　結びに、貴法人会の更なる御発展と、会
員の皆様の御健勝並びに事業のますます
の御繁栄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。

平成 29年分から　所得税の医療控除の申告手続きが変わります！

行動する法人会
平成30年度税制改正要望活動

　全法連がとりまとめた平成 30 年度税制改正要望書
を 12 月 18 日に古屋衆議院議員、青山中津川市長、小坂
恵那市長に手渡しいたしました。要望書の内容は、「税・
財政改革のあり方」「経済活性化と中小企業対策」「地方
のあり方」「震災復興」など多岐にわたっております。

古屋圭司議員へお渡し

青山中津川市長へお渡し

小坂恵那市長へお渡し



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 小久保裕紀氏講演会開催

第9回新税務経営大学講座開催　第5回～第10回

女性部会の社会貢献活動

第5回
『会社の社会保険手続きの基礎知識』
～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
講　師　社会保険労務士すずき事務所　小栗　淳氏
と　き　平成 29 年 9月 7日（木）
ところ　恵那商工会議所3F
出　席　44 名
社会保険手続きについて、
よくある事例を紹介・解説。

第8回
『会計を活かした事業計画の作成法』
講　師　中小企業診断士　水野 輝彦 氏
と　き　平成 29 年10月 24日（火）
ところ　恵那商工会議所３F
出　席　33 名
自社の売上・利益はどこから？
誰から？をしっかり分析する事が
大切。例題で経営計画を実際に
作成。

第9回
『源泉徴収票作成と年末調整の実務』
講　師　税理士　髙井正樹 氏
と　き　平成 29 年11月17日（金）
ところ　中津川商工会議所３F
出　席　39 名
例題を使って実際に源泉徴収税額を自分で導き出し
てみました。

第6回
『会社における労務リスク管理』
講　師　特定社会保険労務士　　 鈴木 かおり氏
と　き　平成 29 年 9月 21日（木）
ところ　恵那商工会議所３F
出　席　56 名
無期転換への対応、36協定締結のポイント他を解説。

第7回
『企業会計』
～儲け ( 利益 )とお金 ( 資金 ) の関係を理解する～
講　師　中小企業診断士　水野 輝彦 氏
と　き　平成 29 年10月１１日（水）
ところ　恵那商工会議所３F
出　席　４１名
企業の経営とは、税務会計の構造を知る、キャッシュ
フロー体質を創る等、基本を解説。

九州北部豪雨災害義援金募金活動
　H29 年 7 月に発生した九州北部豪雨の被害に
遭われた方々への義援金募金活動を小久保氏講
演会の時に行った他、秋の中山道まつりに出店
し、収益金等を義援金といたしました。

　集まった義援金は合計 148,624 円。全額を福岡
県の甘木朝倉法人会に寄
託し、町の復興に役立て
て頂くようお願いいたし
ました。
　皆様のご支援・ご協力
に感謝申し上げます。

鈴木社会保険労務士（左）と小栗氏（右）

水野中小企業診断士

第10回
『給与支払い報告書のしくみ』
『確定申告の基礎知識』
と　き　平成 29 年 12月 6日（水）
ところ　中津川商工会議所ホール
出　席　27名
そもそも給与支払報告書とは？
確定申告とは？今更聞けない基礎
知識を解説。

髙井税理士

平成29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　阿部 伸一郎 氏
セントラル建設株式会社

(一社)中津川法人会
女性部会　運営部員
吉村 美貴子 氏
吉村産業株式会社

(一社)中津川法人会
青年部会　運営部員
加藤 規久 氏
株式会社東海技研

(一社)中津川法人会
女性部会　副部会長　
吉村 美津子 氏
東清株式会社

(一社)中津川法人会
理事　渡邉 敏夫 氏
有限会社アド・ループ

『一瞬に生きる』
と　き　平成 29年 10月 28日（土）
ところ　中津川文化会館
入場者　663名
　社会貢献事業として、今年は 2017WBC
監督の小久保裕紀氏をお招きして講演会を
開催 (無料 )いたしました。元プロ野球選手
にお話ししていただくので、地元の野球連
盟にもご後援いただくと共に、野球チーム
へ参加を呼び掛け多数のチームにご来場い
ただきました。
　小久保氏は子供たちに即実践できるアド
バイスに加え「自分の目標をしっかり立て
て頑張って」とエールを贈ってくださいま
した。
来場者からは「具体的な話で参考になった。
良い講演でした」との声を多数いただきま
した。

←このようなステッカーや
　旗を作成し、皆で力を合
　わせて復興に取り組まれ
　ているそうです。

中津川・恵那の消防本部へタオル寄贈
　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
消防本部と恵那消防本部へタオル計 1,120 枚を
寄贈いたしました。今年で3回目になります。
　この活動は細くても長く続けたいと考えてい
ます。

←恵那消防本部での様
　子。小木曽消防長が
　不在の為、中根副消
　防長へお渡しいたし
　ました。

中津川消防本部で
の様子　　　　　→
松葉消防長へお渡
しいたしました。

名古屋国税局長納税表彰 中津川税務署長表彰 恵那地区三税協議会長表彰

と　き　平成 29年 12月 14日（木）
ところ　恵那峡グランドホテル
出　席　36名
　今年度の中津川法人会の重点施策は「会
員加入勧奨」です。新規加入 70社を目標に
掲げ組織部会が中心となって活動しており
ます。今会議の中間報告では 13社の新規加
入、達成率は 20％以下と、まだまだ目標達
成には程遠い状況です。引き続き皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。

【杉山中津川税務署長の講話】
テーマ『ちょっと知りたい税務の職場」
　ご自身が経験された職務内容を説明する
形で、税務署や国税局の業務を紹介して下
さいました。また、職務を遂行する際は、
〝脱税行為をした人を放
置することは、正しい納
税者への裏切りである〟
と考え、仕事に取り組ん
でいるとお話し下さいま
した。


