◆実務研修

⃝３０年１月１８日（木） 於：四日市法人会会議室

講 師：四日市税務署上席国税調査官 村松 弘邦 氏
テーマ：「法人税等申告書の書き方講座」
法人税等申告書についての概要、作成の順番、申告調整
（加減算欄部分）・別表４の書き方・受取配当の益金不算
入などの作成の注意点を説明後、設例の別表を記載するこ
とによって理解を深めていただきました。

◆第5回税務研究大学

⃝３０年２月６日（火） 於：四日市法人会会議室

講 師：四日市税務署上席国税調査官 村松 弘邦 氏
テーマ：「税務調査で誤りの多い税務処理」
法人税に関する誤りやすい主な事例として経理処理等の
誤り、消費税に関する誤りやすい主な事例として課否判定等
の誤り、源泉所得税に関する誤りやすい主な事例、印紙税
に関する誤りやすい主な事例として課否判定等の誤りなど
申告で誤りやすい事項についてご説明いただきました。

◆経営研修

⃝３０年２月１６日（金） 於：四日市法人会会議室

講 師：本領社会保険労務士事務所 代表 本領 晃 氏
テーマ：「メンタルヘルス不調者への
企業対応と労務管理策講座」
職場でメンタルヘルス不調者が出れば社員の士気や仕事
の生産性が下がるだけでなく、精神疾患により労災認定さ
れると安全配慮義務違反による損害賠償を請求されかねな
いリスクがあることから、会社がメンタルヘルス問題で法的
責任を問われる事例を挙げ、精神障害の労災認定基準やメンタルヘルス不調者を出さないための未然防
止策、メンタルヘルス対策の４つのケア、メンタルヘルスに関する労務管理などを研修しました。

◆三滝ブロックつどい

⃝３０年２月２１日（水） 於：太陽化学株式会社

今回のつどい研修会は、役員企業訪問ということで、太陽化学株式会社様 南部工場の見学を企画いた
しました。
平成３０年２月２１日（水）１１時３０分に現地集合し、同社様の基本理念、歴史、事業内容・研究、世界
の生産拠点等のご説明に続き、自然の光を取り入れられた明るく清潔な社員食堂で、バイキング形式の昼
食をお腹一杯いただきました。
そして、工場見学（２ヶ所）は１３時より開始いたしました。
工場見学１ヶ所目は卵加工品工場。ここでは主に皆様ご存知のカップヌードルの具となる卵の加工を
行っている工場です。
２ヶ所目はフルーツ加工工場で、この工場では世界中のフルーツ素材を厳選調達し、その素材の「おい
しさ」を活かす独自の技術で、冷凍、デザート、飲料、菓子、ベーカリー（例えば○ーゲンダッツ等に使われ
ている）などさまざまな分野に供給するための加工を行っています。
以上の２工場を見学させていただき１４時３０分に散会となりました。
当日は、１４名のご参加をいただきました。どうもありがとうございました。
有限会社トヨタ不動産
豊田 晃
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◆南ブロックつどい

⃝３０年２月２２日（木） 於：四日市法人会会議室

第一部 講 師：四日市税務署統括官 橘川 朋生 氏
テーマ：「税務行政の現状と将来像」
第二部 講 師：こころの文字 書家 落合 勲 氏
テーマ：「笑顔燦燦」
第一部では、税務行政の現状と将来性などユーモア
を交えて、納税の大切さを分かりやすく説明していただ
きました。
第二部では、こころの文字を紙芝居風に面白くお話し
していただき、特に清水英雄（詩）
「ありがとう心と共
に」は、日頃忘れていた「ありがとう」という感謝の心を
あらためて心に植えていただきました。

橘川 講師

落合 講師

有限会社アートクリエーション
水谷 敏秀

◆第72回東海法人会連合会大会

⃝３０年３月９日（金）於：ホテルセンチュリー静岡

第72回東海法人会連合会大会がホテルセンチュリー静岡で開催され、当会より宮﨑会長ほか６名が出
席しました。
研究発表は①（公社）名古屋北法人会「恒にｈｏｔな公益事業活動」〜税と経営そして社会貢献〜、②
（一社）昭和法人会「原点回帰」〜組織・活動を総点検し、さらなる飛躍へ〜、③（一社）伊豆下田法人会
「公益の一歩先へ」〜小規模単位会における事業考察〜の３法人会より発表と質疑応答がありました。３
会とも素晴らしい内容で、今後の当会の活動の参考になりました。その後、名古屋国税局法人課税課長に
よる講評がありました。

◆北・北西合同ブロックつどい

⃝３０年３月２２日（木） 於：ばんこの里会館

講 師：株式会社百五銀行 地域創生部
課長代理 新階 健朗 氏
係長
三曽田 泰之 氏
テーマ：「事業承継について」
「事業承継とＭ＆Ａ」
事業承継を検討するに際しては、計画的な承継を
行っていくことが重要なポイントであり、平成３０年度
税制改正の概要や自社株の考え方などを踏まえて事業
承継を進めていくことが円滑な事業承継ができるとの
説明がありました。
また、
「事業承継とＭ＆Ａ」セミナーでは、事業承継
問題の解決を目的としたＭ＆Ａについて目的とメリッ
ト、スキームイメージなど図表を使った資料に基づきご
説明いただきました。
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◆実務研修

⃝３０年４月５日（木）、６日（金） 於：四日市法人会会議室

講 師：㈲エム・アール・シー
足坂 三長 氏 井ノ口 美津子 氏
テーマ：「ビジネスマナー研修」
社 会人としての 心 構え、職 場 の 基 本 マ
ナー、社会人としての言葉づかい、好感を与え
る話し方、応接の基本動作、職場の中の人間
関係、仕事の進め方、訪問と来客応対、ビジネ
ス電話応対など、二日間にわたる実践形式で
の研修会を開催しました。

◆実務研修

⃝３０年４月１２日（木） 於：四日市法人会会議室

講 師：㈱プロモーターズ・カンパニー
代表取締役 石川 アサ子 氏
テーマ：「経理早分かり講座初級編」
企業活動のお金の流れを帳簿に記録する「簿記」のシ
ステムは、
「経営成績を明らかにする」、
「財務状態を記
録する」ことから企業活動そのものを理解することに繋
がり、企業活動を示す指標を作成できるため、日常の経
営活動を貸借対照表と損益計算書の項目ごとに記録・
計算しておく簿記のルールと手順について演習問題を解きながら理解を深められる講座となりました。

◆第1回税務研究大学

⃝３０年４月１８日（水） 於：四日市法人会会議室

講 師：四日市税務署上席国税調査官
村松 弘邦 氏
テーマ：「平成３０年度税制改正ほか」
平成３０年度税制改正について、⑴「賃上げ及
び投資の促進に係る税制」、⑵「情報連携の促
進に係る税制」、⑶「租税特別措置の適用要件の
見直し」、⑷「法人税における収益の認識等」、
⑸「税務手続の電子化等の推進等」、⑹「輸出免
税」などをご説明いただきました。

◆総務・庶務の実務講座

⃝３０年５月２８日（月） 於：四日市法人会会議室

講 師：㈱人事サポートプラスワン
代表取締役 松本 健吾 氏
総務・庶務の仕事とその役割、総務担当者の年
間業務、ビジネス文書のルール、契約の基本を知
ること、ハンコに関する基礎知識、社内規程の作
成管理、福利厚生と会社行事の運営、自動車・消
耗品・パソコンの管理などについてご説明いただ
きました。
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◆経営研修

⃝３０年６月７日（木） 於：四日市法人会会議室

講 師：筆跡診断士・筆跡鑑定人 芳田 マサヒロ 氏
テーマ：「ビジネスに活かせる筆跡診断講座」
筆跡診断とは、書かれた筆跡から書いた人物の性格や行動
傾向を推しはかることだそうです。歴史上の偉人たちの筆跡診
断もあり、参加した皆さんはとても興味深く聞き入ってみえまし
た。今後のビジネスにも活用できる意義ある研修会でした。
小松エンジニアリング㈱
濵浦 泉

◆税務研修会

⃝３０年６月１３日（水） 於：四日市法人会会議室

講 師：四日市税務署統括官 橘川 朋生 氏
テーマ：①「消費税の軽減税率制度について」
②「平成３０年度税制改正について」
「消費税の軽減税率制度」については、軽減対象品
目・区分記帳請求書・区分記帳などの説明や軽減税率
制度対応の軽減税率対策補助金による事業者支援措
置についてよく理解ができました。
また、全法連発行冊子「平成３０年度税制改正のあら
まし」に基づき平成３０年度の税制改正についてご説明いただきました。

◆（一社）三重県法人会連合会第６回通常総会
⃝３０年６月１９日（火） 於：津センターパレスホール
（一社）三重県法人会連合会の第６回通常総会が津センターパレ
スホールで開催され、当会より10名が出席しました。
議事として第1号議案平成29年度収支決算報告承認の件、第2号
議案平成30年度会費額承認の件が上程され、議案はすべて承認可
決されました。
その後の表彰状贈呈では、当会より矢野正剛 副会長が全法連
会長表彰を、服部功 研修委員長、伊藤靖則 組織副委員長、濵浦泉
研修副委員長、河村重信 元厚生副委員長の４名が県連会長表彰を受けられました。

◆南ブロックつどい

⃝３０年６月２１日（木） 於：四日市法人会会議室

第一部 講 師：四日市税務署統括官 橘川 朋生 氏
テーマ：「消費税の軽減税率制度について」
第二部 講 師：理学療法士 石川 純也 氏
テーマ：「イキイキセミナー 腰痛、肩すっきり体操」
第一部の橘川統括官の講師による「消費税の軽減税率制
度」について、これからもこの様な説明会を受講できる機会
があれば参加したいと思いました。
第二部の石川先生の講座は非常に分かりやすく、
「水分」
「栄養」
「体温」の重要性や心と体のケアを行う事が人間に
は必要だと改めて考えさせられ、会員の皆様からも質問も飛
び交い良い講座をしていただきました。
富士電設㈱ 川北 賢治
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