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　財賀寺は聖武天皇の勅願により、
僧・行基によって神亀元年（724年）に
開創された豊川市財賀町のお寺で、弘
法大師中興の霊山であります。最盛期
には七堂伽藍を有し、山内外に数百の
院坊を備えていました。本尊は千手観
音菩薩で国指定重要文化財の本堂内
厨子に安置されています。
　仁王門は室町時代の建造物として国
の重要文化財に指定され、仁王様（金
剛力士像・阿形、吽形）も平安時代筆
頭の国指定重要文化財であり、寄木造
完成期の技法による古い様式の巨像を
ライトアップで見ることもできます。
　新年にはお田植えまつり、三月には
知恵文殊まつりがあり、文殊堂の文殊
菩薩は日本三文殊として広く知れ亘っ
て稚児練供養や大筆書きなどが催さ
れ参拝者で大変賑わいます。
　県指定有形文化財の阿弥陀如来像
や市指定天然記念物のツガの木やヒメ
ハルゼミの生息地でもあり、静かな山
間の中、2024年に開創1300年を迎える
古刹の財賀寺です。

写真：豊川市役所提供

▲財賀寺(本堂）

▲金剛力士像
（吽形）

金剛力士像
（阿形）

▲お田植えまつり ▲智恵文殊まつり

財賀寺について

▲

Photo　graph表紙写真紹介
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　新年、明けましておめでとうございます。

　平成30年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　会員の皆様方並びに税務ご当局はじめ関係諸団体各位におかれましては、日頃から東三

河法人会の運営並びに各種事業活動に対しまして深いご理解と温かいご支援を賜り、心よ

り厚くお礼申し上げます。

　さて、昨年のわが国の経済を振り返ってみますと、景気は緩やかに拡大をしています。

海外経済の緩やかな成長に伴い輸出が増加基調を続けており、政府の大型経済対策の執行

が進捗し、金融政策と財政政策の相乗効果も強まり、企業収益は増加し業況感も改善して

いるようです。

　地域経済と雇用を担っている中小企業では、内外需要の増加から製造業を中心に改善し、

企業収益は小幅の増加に転じており、企業の積極的な投資スタンスは維持されているよう

であります。

　世界経済では、トランプ米政権の保護主義的な動きなどにより主要国の政策協調に軋み

が生ずるなど、急速に不確実性を増しています。わが国はこうした局面でこそ、経済政策

の基盤をしっかり固め、将来に備えておく必要があるのではないかと感じております。

　法人会は、税のオピニオンリーダーとして「企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、

国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体」との理念のもとに役員の方々をはじめ会員の皆

様に積極的に活動していただいております。

　当法人会では、税知識の普及を目的とした各種税務研修会、講演会の開催、社会貢献事

業として、地域の住民の皆様を対象とした市民講演会を開催しました。また、次世代を担

う子ども達に対しての租税教育活動の事業を積極的に実施してまいりました。青年部会が

小中学生を対象とした「IT税金クイズ」、管内の小学校での「租税教室」また、女性部会

が小学校6年生を対象とした「税に関する絵はがきコンクール」等、子ども達に楽しみな

がら「税の大切さ、税の役割」を学んでいただいております。このような活動にご尽力い

ただいています皆様方に心より感謝申し上げます。

　本年も引き続きこうした事業を積極的に推進してまいりたいと考えておりますので、引

き続き税務ご当局のご指導と、会員の皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

　結びにあたり、新しい年が会員企業、地域社会の発展を支える良き年となることを切望

し、会員の皆様方の益々のご繁栄とご健勝を心よりご祈念申しあげまして、年頭のご挨拶

とさせていただきます。

一般社団法人東三河法人会　会長　吉川　一弘

年頭のご挨拶
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　第34回法人会全国大会が10月5日（木）、福井県産業会館で開催され、全国410法人会から約1,800名の会員が

参加し盛大に行われました。

　第1部の記念講演会は、朝日新聞社専門編集委員　与良正男氏による「今後の政治と経済の行方」と題しての講

演が行われました。

　第2部では、佐川国税庁長官、西川福

井県知事らの来賓を迎えて式典が挙行

されました。式典では、小林全法連会長

挨拶、来賓祝辞、会員増強表彰等の表

彰状贈呈に続き、税制改正提言及び青

年部会による租税教育活動の報告がな

され、最後に大会宣言の朗読により締め

くくられました。

開催日／平成29年10月5日（木）　会場／福井県産業会館
第34回 法人会全国大会（福井大会）

　東三河法人会では、平成29年11月から12月にかけて、地元選出の国会議員、豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市

の市長、副市長、関係各所の皆様に、平成30年度税制改正に関する提言活動を実施しました。その他、管内の商

工会議所会頭、商工会会長にも提言活動を行いました。

根本幸典議員と佐津川英利総務委員長、
浅倉伸治理事、小田切昇専務理事

関健一郎議員と浅倉伸治理事、
小田切昇専務理事

国会議員　関健一郎氏 国会議員　今枝宗一郎氏国会議員　根本幸典氏

豊橋市 豊川市

山脇実豊川市長と
大村幸司税制委員、

宮地清和税制委員、小田切昇専務理事

豊橋市財務部次長古川尋久氏、
市民税課長嶋田太一氏、
資産税課長村田敬三氏、
小田切昇専務理事

蒲郡市

稲葉正吉市長と
市川博章税制委員長、
小田切昇専務理事

鈴木正直副市長と
高崎雄三税制委員、
小田切昇専務理事

田原市

平成30年度 税制改正に関する提言活動

［国会議員］

［各市の市長・副市長・税務関係者］

今枝宗一郎議員（財務大臣筆頭政務官）と
市川博章税制委員長、度会尚志常任理事
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表彰受賞者紹介
（平成29年度）

このたび次の方々が栄誉を受けられました。心からお祝い申し上げます。

吉川　一弘
豊橋信用金庫
本会会長

丸山　憲一
（有）丸山軽合金鋳造所
本会理事

松岡　真由美
（株）フロンティア
女性部会副部会長　豊橋支部理事

鈴木　健吉
（株）鈴木文具
蒲郡支部理事

鈴木　敬太郎
中部ガス（株）
本会常任理事 調査部会長

今泉　　悟
（株）総合開発機構
本会理事

市川　保典
（有）イワオ鋼業
青年部会副部会長

浅野　　晋
（株）松栄管工
青年部会幹事

山口　耕平
（株）ISO　
青年部会長　
本会理事

瀬川　好子
（株）瀬川鉄工所
女性部会副部会長

彦坂　育甫
（有）東海保険サービス
本会理事

名古屋国税局長表彰名古屋国税局長表彰

豊
橋
税
務
署
長
表
彰

豊
橋
税
務
推
進
協
議
会
長
表
彰

（敬称略・五十音順）



本会・支部・部会
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　租税教室は、豊橋税務署管内の小学生向けに租税教育活動の一環と

して行っているもので、青年部会では、毎年1月から2月にかけて、小学校

6年生を対象に租税教室の講師を務めています。今では毎年の恒例事

業としてすっかり定着する中、今年も豊橋商工会議所にて10月12日（木）

と24日（火）の2日間の日程で、租税教室講師養成研修が開催されまし

た。

　当日は豊橋税務署三浦嘉治税務広報広聴官を講師としてお迎えし、

参加した33名の青年部会員と今年新たに参加された12名の女性部会員

と共に、授業における講師としての心構えや児童に対する話し方などの

ポイントなどをご教授頂きました。

　今年度も豊橋税務署管内にある小学校22校33コマの授業を行う予

定です。この研修会で学んだことを生かし、児童たちに理解しやすく話

ができること、そして、税金は必要で大切なものであることを理解しても

らうことを目標に、よりよい授業、短時間でも印象に残り、児童の心に訴

える授業を目指したいと思います。

　「第31回法人会全国青年の集い高知大会」が11月9日（木）10日（金）と2日間にわたり、高知県高知市内の各所

で開催されました。1日目は、高知県民文化ホールにて「租税教育活動プレゼンテーション」があり、全国各地から

選抜された11単位会が発表しました。全ての単位会が独自の租税教室を実施しており、最優秀賞を受賞された直

方法人会は、“税＝誰かを大切に想う気持ち”と定義し活動をしています。東三河法人会もキャッチコピーを作り活

動に取り組んでいきたいと思いました。そして、ザ クラウンパレス新阪急高知にて「部会長ウェルカムパーティー」に参加

し、全国各地より集まった約450名の部会長と情報交換ができました。その後、愛知県下の単位会が集まり「愛知

ナイト」で大いに盛り上がり高知の夜を楽しく過ごしました。

　2日目は、朝から部会長サミットが開催され「租税教育活動の質的向上を目指して」をテーマにテーブル毎にディ

スカッションを行いました。租税教室でのエピソードなど参考になる話が多く、東三河で行う租税教育活動に取り

入れていきたいと思いました。午後は高知県出身のタレント間寛平氏による記念講演「走ることで伝える大切な

事」を拝聴し、自分を信じて行動する事の大切さを学びました。大会式典の中で、平成28年度会員増強運動の結

果発表があり、東三河法人会青年部会は単位会部門で全国8位、新規加入基準部門で全国5位に入賞しました。

最後に大懇親会で全国の会員約3000人と交流し、有意義な時間を過ごすことができました。今後も法人会活動を

通して税のオピニオンリーダーとして活動しなければならない事を心に誓いました。

　参加者は、他7名（荒木聖行、竹本是行、宮地清和、石原勝好、太田繁芳、仲谷謙一、辻　安明）

（青年部会副部会長　飯島正三）

（青年部会長　山口耕平）

青 年 部 会

開催日　平成29年11月9日（木）～10日（金）　会場　高知県民文化ホール

第1回　平成29年10月12日（木）　
第2回　平成29年10月24日（火）　
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本会・支部・部会
の活動
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の活の活の活の活の活の活の活の活の活の活ののの活の活の活の活の活の活の活の活の活の活の活の活の活の活の活の活の活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動

本会・支部・部会
の活動青 年 部 会

問題作成委員会の様子 応募用紙を前に抽選する左から山口耕平部会長、
竹本是行社会貢献委員長、小田切昇専務理事

豊橋税務署担当官、各市教育委員会の先生、青年部会社会貢献委員

（竹本是行社会貢献委員長）

　今年度で16回目に数えます「小中学生IT税金クイズ」は、東三河法人会青年部会による租税教育活動において、

「租税教室」と並ぶ社会貢献活動の大きな柱となる事業です。今年度の目標として、「応募総数20,000通」「全学

校応募」を掲げました。

　また、この事業を通して、会員の皆さんになるべく関わって頂いて青年部会を活性化したいとも考えて、社会貢献

委員会において何度も議論をし、「問題用紙の変更」と「全学校への訪問配布及び回収」を行うこととしました。

　問題用紙は2色刷りのものをカラー化し、両面印刷として、表面には問題、裏面には法人会の理念や活動内容を

掲載し、より一層法人会活動を理解して頂けるように変更をしました。

　結果といたしまして、応募総数は、24,422通となり目標を大きく上回ることとなり応募率で62％になりました。全

学校応募も部会員の皆さんの努力により達成することが出来ました。

　今回の成果は、過去15年に渡り先輩方が途切れることなく実施して頂いた伝統であり、また各市教育委員会の

先生方にご尽力頂き、学校の先生方のご協力の賜物と思います。

　ご協力いただきましたすべての皆様に、深く感謝致します。本当にありがとうございました。

　12月6日（水）には本会事務局において抽選会が行われ、267名の児童・生徒に賞品を贈呈させていただきました。

また応募率の高い学校の中から優良学校賞として、田原市立赤羽根小学校、豊橋市立南稜中学校が選ばれまし

た。また、学校賞として小学校39校、中学校12校が選ばれ感謝状を贈呈させていただきました。
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の活動女 性 部 会
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白井女性部会長挨拶

講演の東海林のり子氏

ご祝辞　豊橋税務署長　山田　夫様 部会長経験者に吉川会長から感謝状の贈呈

豊橋市こども未来館「ここにこ」

（女性部会相談役 創立30周年実行委員長　根木真知子）

（女性部会長　白井佳子）

　平成29年11月17日（金）ホテルアソシア豊橋にて、東三河法人会女

性部会創立30周年記念事業が開催されました。

　記念講演会には、私たちの年代なら誰もが知っているリポーター

の東海林のり子氏をお招きし「元気になるために自分にかける魔法」

と題してご講演をいただきました。82歳になられましたが、ますます

お元気で、張りのあるお声で、絶体絶命はない！笑顔とありがとうを

忘れず前向きに、など楽しくお話しくださり、元気をいっぱいもらいま

した。大好評で皆様に喜んでいただきました。記念祝賀会では、豊

橋税務署長をはじめ多くのご来賓の方々にお越しいただきました。

20周年以降の部会長経験者への感謝状贈呈があり、祝賀会が始まり

ました。アトラクションでは、メゾソプラノとビブラフォン、電子ピアノ

の演奏を聴きながら、久々にお会いする方 と々の語らいで和やかな会

となりました。

　30周年を向えることができましたのも、豊橋税務署、法人会本会、

青年部会、関係各社の皆様、そして女性部会の皆様のご協力のおか

げと深く感謝申しあげます。これからも地域に根ざした活動を積極

的に行って参りますので、どうか宜しくお願い致します。

　女性部会では、租税教育活動の一環として、豊橋税務署管内の市立小学

校6年生を対象に、「税の大切さ」や「税の果たす役割」について、学んでい

ただく事を目的に、「税に関する絵はがきコンクール」を実施しています。小

学生の皆さんに、税に対する理解と関心を深めていただくために税に関す

る絵はがき（税金で造られている建物や施設、税金で行われている仕事、

税金で購入される物品など）を募集しています。

税の作品展
　第3回絵はがきコンクール応募

作品が、ラグーナテンボス、豊橋市

こども未来館「ここにこ」、豊川市

「プリオ」、蒲郡市観光交流セン

ター（JR蒲郡駅構内）、田原文化

会館にて展示されました。

会　場　ホテルアソシア豊橋
開催日　平成29年11月17日（金）　

募集期間
平成29年12月1日（金）から
平成30年2月9日（金）まで　
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本会・支部・部会
の活動

講演会
演題：「税務に関する最近のトピックス」
講師：名古屋国税局 調査部次長 鈴木 克也 氏

■ 平成29年10月30日（月） ■ ホテルアソシア豊橋
研修会
演題：「申告書作成上の留意点　～申告前の再点検～」
講師：名古屋国税局 調査部調査審理課長 寺尾 敦郁 氏

■平成29年10月30日（月） ■ ホテルアソシア豊橋

第31回 調査部所管法人税務研修会
東三河法人会・新城法人会合同

第31回 調査部所管法人税務研修会
東三河法人会・新城法人会合同

研修会
演題：「消費税の軽減税率制度の導入について」
講師：豊橋税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 竹内 寛和 氏

■ 平成29年10月30日（月） ■ ホテルアソシア豊橋

第31回 調査部所管法人税務研修会
東三河法人会・新城法人会合同

演題：「国税の仕事あれこれ」
～国税の職場の扉をノックしてみてください～
講師：豊橋税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 竹内 寛和 氏

■ 平成29年9月22日（金） ■ 豊橋商工会議所

青年、女性部会合同研修会

演題：「税！税！税！パート2」
講師：豊橋税務署 副署長 石川　純 氏

■ 平成29年12月8日（金） ■ 豊橋商工会議所

女性部会税務研修会

演題：「すぐに役立つ雇用トラブル対策のポイント」
講師：社会保険労務士、精神保健福祉士、
　　　RMCA-J®上級リスクコンサルタント 赤澤　将 氏

■ 平成29年11月22日（水） ■ ホテル明山荘

青年部会研修会



本会・支部・部会
の活動
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■ 京都方面（上賀茂神社特別参拝、高台寺周辺散策）
　車中税金クイズ実施
　税務研修旅行

■ 平成29年10月24日（火）

豊川支部

■ 岐阜方面（老田酒造、高山）税務研修旅行
　車中税金クイズ実施
　

■ 平成29年10月30日（月）

蒲郡支部

■ 静岡方面
（久能山東照宮参拝、 徳川慶喜公屋敷跡「浮月楼」・
　おんな城主 直虎 大河ドラマ館見学）
　車中税金クイズ実施  
　経理担当者日帰りバス研修旅行

■ 平成29年9月27日（水）

本　　会



11　2018年1月号

本会・支部・部会
の活動

豊橋支部 蒲郡支部

講師：豊橋税務署 法人課税第一部門上席国税調査官 
　　　水野　岳人　氏

■ 平成29年11月14日（火） ■ 豊橋商工会議所
講師：豊橋税務署 法人課税第一部門上席国税調査官 
　　　水野　岳人　氏

■ 平成29年10月12日（木） ■ 蒲郡商工会議所

演題：「消費税増税を見据え数字力を身につけよう！
　　　決算書入門！基礎から分かる！決算書の授業」
　　　 ～経営の教師が、わかりやすい会社の通信簿の読み方教えます～
講師：アルト経営パートナー株式会社 代表取締役 加藤　敦子 氏

■ 平成29年12月14日（木） ■ 渥美商工会

渥美支部

演題：「どうなる日本！日本経済の明日を読む」
講師：法政大学法学部教授、ジャーナリスト、
　　  元朝日新聞編集委員　萩谷　順　氏

■ 平成29年10月17日（火） ■ 蒲郡商工会議所

蒲郡支部

演題：「夢と絆」
講師：新潟産業大学 経済学部准教授 蓮池　薫 氏

■ 平成29年11月19日（日） ■ 豊橋市公会堂

豊橋支部

演題：「日本橋髙島屋コンシェルジュに学ぶ最高のおもてなし」
　　　～人の心を動かす「気遣い力」とは～
講師：株式会社髙島屋 日本橋店 総務部顧客グループ
　　  担当部長 コンシェルジュ 敷田　正法 氏

■ 平成29年8月28日（月） ■ ホテルアークリッシュ豊橋

本　　会



税務署だより
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税務署だより



国国税　太郎

⑵ ⑶

■■■病院 　　　　　　  　　

氏　名

㋐ ㋑ 円

平成　　　年分　医療費控除の明細書

円

⑴

円

医療費の区分

⑵のうち生命保険
や社会保険などで
補塡される金額

⑷のうち生命保険
や社会保険などで
補塡される金額

国国税　太郎 　　　　　　　  　

医療費通知（※）を添付する場合、右記の⑴～⑶を記入します。 医療費通知に記載
された医療費の額

⑴のうちその年中に
実際に支払った医療
費の額

１ 医療費通知に関する事項

２ 医療費（上記１以外）の明細

医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の項目が
記載されたものをいいます。
（例：健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」）

①被保険者等の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた者、
④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、⑤被保険者等が
支払った医療費の額、⑥保険者等の名称

⑸支払った医療費
の額

※

「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入する
できます。上記１に記入したものについては、記入しないでください。

⑷⑶⑵⑴ 医療を受けた方
の氏名

病院・薬局などの
支払先の名称

�診療・治療
□医薬品購入

□介護保険ｻｰﾋﾞｽ
□その他の医療費

□診療・治療
□医薬品購入

□介護保険ｻｰﾋﾞｽ
□その他の医療費

※ この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません

医療費控除は

領収書が提出不要となりました

医療費控除の明細書の記載例

平成 年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに

国税太郎さんの例（生計が同じ妻：花子さん）

国税太郎さんが受けた医療
■■病院 診療 円

■■病院 診療 円

▲▲薬局 医薬品 円

国税花子さんが受けた医療
〇〇診療所 診療 円

医薬品 円

①

①

③

※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
（税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。）

②

裏面の明細書を作成
して提出すれば

“医療費控除の明細書” の添付
が必要となりました。

※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
（医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。）

作成コーナー

www.keisan.nta.go.jp

医療費控除の申告は
確定申告書等作成コーナーで！

「医療費控除の明細書」も作成できます。

改正の
ポイント

税務署

• 医療を受けた人
• 病院・薬局
ごとに医療費を合計
して記載します。

（注）平成 年分から平成 年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

２ 医療費（上記１以外）の明細 欄の書き方
⑴⑴ 医医療を受けた方
のの氏氏名

⑵⑵ 病病院・薬局などの
支支払先の名称 ⑶⑶ 医医療費の区分 ⑷⑷ 支支払った医療費

のの額

国税 太郎 ■■病院 円

同上 ▲▲薬局 円

国税 花子 ○○○○診療所 円

①

②

③

�診療・治療□介護保険サービス
□医薬品購入□その他の医療費

□診療・治療□介護保険サービス
�医薬品購入□その他の医療費

�診療・治療□介護保険サービス
�医薬品購入□その他の医療費

医療費控除の明細書を
作成して提出すればOK！！

2018年1月号　14

税務署だより
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　自動車税は、自動車を所有していることに負担能力があるという財産課税としての性格と、道路
の損傷に対して応分の負担を求めるという道路損傷負担金としての性格を併せもった税金で、一般
的な県の事業の費用に使われます。

　軽自動車税が課される軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車と固定資産税が
課される大型特殊自動車（ブルドーザー・フォークリフトなど）は除きます。（軽自動車税及び固定資産税は
市町村の税金です。）

区　　　分 納 税 方 法 等

４月１日現在の納税義務者

県税だより

自動車税のあらまし（愛知県）

自動車税のかかる自動車

道路運送車両法の適用を受ける自動車

　ただし、自動車の売買があった場合において、売主が自動車の所有権を留保しているときは、現実に自動
車を使用している買主となります。（例えば、所有権留保付割賦販売の場合がこれにあたります。）

納める人（納税義務者）

譲渡・廃車などしたときの自動車税

お問い合わせ先

　自動車を購入したり、登録事項の変更などをしたときは、必ず運輸支局に登録の申請をするとともに、自
動車税の申告書（自動車取得税・自動車税申告書（報告書））を提出して下さい。

５月に県から送られる納税通知書により５月31日（この日が土曜日又は日曜日の
場合は次の月曜日となります。）までに納めてください。コンビニエンスストア、イ
ンターネットバンキング等を利用して納めることもできます。また、取扱期限内に
限りインターネットを利用してクレジットカードによる納税ができます。

４月１日以降に新車などの
未登録の自動車を取得した人

運輸支局へ登録するときに、自動車税の申告書を提出していただくとともに、登
録した月の翌月から３月までの期間に応じて年税額をもとに月割で計算した税額
を納めてください。

申　告

　４月１日以降に譲渡（下取りに出すなど）したことにより所有者の変更があったときは、譲渡した年度の
翌年度から新所有者に税金がかかります。
　廃車により運輸支局で抹消登録をしたときは、４月から抹消登録をした月までの期間に応じて年税額を
もとに月割で計算した税額となりますので、納めすぎとなった自動車税はお返しします。

申請により減免されることがあります

１　盗難にあい相当期間使用できないとき
２　災害により自動車に被害を受け、運行不能となったとき

納　税

自動車を所有している人

名　　称 所 在 地 電 　 話

東三河県税事務所
課税第二課　自動車税グループ

〒440－8528豊橋市八町通５－４
（東三河県庁（東三河総合庁舎））

0532－35－6130
（ダイヤルイン）
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　東三河8市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、特別徴収を実施していない事業所
について平成28年度から特別徴収義務者として一斉に指定しています。特別徴収の推進は全国的
に広がっており、愛知県でも積極的に特別徴収の推進をおこなっています。皆様のご協力により特
別徴収事業所も増加してきていますので、引き続きご協力をよろしくお願いします。

○特別徴収のメリット
各市町村から通知された住民税額を従業員の給与から天引きするだけ！
所得税の源泉徴収事務のように、税額の計算や年末調整をする手間がありません。
年12か月に分割して徴収するので、普通徴収に比べて1回あたりの負担が減ります。

オール東三河特別徴収徹底宣言！
～住民税は給与からの天引きで～

市税だより

○給与支払報告書及び特別徴収関連届出の提出は便利なeLTAXで
　インターネットでオフィスや自宅から手続きができ、複数の地方公共団体へまとめて申告で
　きます。
　平成29年1月から源泉徴収票と給与支払報告書が一元化され、一度の送信で自動的に税
　務署、住所地の市町村に提出できます。
　詳しくはeLTAXホームページ http://www.eltax.jp/　
○市町村への各種届出は提出期限まで
　記載方法で疑問等ありましたら下記の問合せ先までご連絡ください。

75％
H27年度

（75.0％）（75.0％）（75.0％）

（83.3％）（83.3％）（83.3％）
（84.6％）（84.6％）（84.6％）

H28年度 H29年度

80％

85％

給与所得者数に占める特別徴収による納税義務者数の割合（8市町村全体）

●

●
●

引き続きご理解・ご
協力のほどよろしく
お願いします。

東東三三河河のの市市町町村村よよりりおお知知ららせせ 

お問合せ先 
豊橋市役所財務部市民税課 0532-51-2200～2206 
豊川市役所総務部市民税課 0533-89-2129 
蒲郡市役所総務部税務課 0533-66-1116 
田原市役所総務部税務課 0531-23-3509 

新城市役所総務部税務課 0536-23-7615 
設楽町役場財政課 0536-62-0516 
東栄町役場税務会計課 0536-76-1814 
豊根村役場住民課 0536-85-1311 
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全法連、県連関係

本　会

事務局だより

一般社団法人東三河法人会 〒440-0075　豊橋市花田町石塚42－１ 豊橋商工会議所 7階
TEL.0532-55-1735 FAX.0532-55-6725
http://www.higashimikawahojinkai.com

新入会員紹介

豊　橋

″
″
″
″
″
″

豊　川
蒲　郡
田　原

（平成29年7月～平成29年11月）

支部名 法　人　名 所　在　地 業　種　名

（入会日順）

MCI(株)
(株)アルファコンサルティング豊橋支社
(株)秤屋
シーエス建設(有)
(株)シラキ
(株)ココ不動産
税理士法人あさひ会計
(有)アマルティア
(有)高柳工業
料理乃菊万(株)

金網構造物工事
保険代理店
計量器小売業
土木業
木材・製材業
不動産
税理士
加工機械製造
建築金物製作、取付
飲食業

豊橋市松井町字南新切10
豊橋市高師本郷町字北浦62-1
豊橋市神野新田町字ヨノ割1
豊橋市野田町字野田222-1
豊橋市清須町字高見8
豊橋市弥生町字中原53-2 1Ｂ
豊橋市中世古町50
豊川市大橋町3-3
蒲郡市大塚町半後23-9
田原市田原町東大浜85-1

当面の行事予定

次回の広報誌発行は、平成30年9月20日の予定です。

□2月  8日（木）
□2月14日（水）
□2月20日（火）
□2月21日（水）
□2月23日（金）
□2月27日（火）
□3月  1日（木）
□3月  9日（金）
□3月12日（月）
□3月20日（火）
□4月12日（木）
□4月17日（火）
□4月18日（水）
□4月23日（月）
□4月26日（木）
□4月26日（木）
□6月14日（木）
□6月22日（金）
□11月 8日（木）
□11月 9日（金）

12：00
12：00
12：00
15：30
12：00
12：00
12：00
13：30
12：00
15：00

16：00
11：00
12：00
11：30
12：00
15：30
14：00

事業委員会
厚生委員会・厚生制度推進連絡協議会
税制委員会
第35回調査部所管法人経営者講演会
組織委員会
総務委員会
広報委員会
第72回東海法人会連合会大会
女連協　常任理事会
青連協　常任理事会
第13回法人会全国女性フォーラム（山梨大会）
青連協　第34回定時総会
女連協　第33回定時総会
総務委員会
正副会長会議
第18回理事会
第6回通常総会
東海青連協　定時総会・情報交換会
第32回法人会全国青年の集い（岐阜大会）
第32回法人会全国青年の集い（岐阜大会）

大同生命ビル2F
大同生命ビル2F
大同生命ビル2F
ホテルナゴヤキャッスル
大同生命ビル2F
大同生命ビル2F
大同生命ビル2F
ホテルセンチュリー静岡
大同生命ビル2F
大同生命ビル2F
山梨県立産業展示交流館 アイメッセ山梨
ホテルキャッスルプラザ
ホテルキャッスルプラザ
大同生命ビル2F
名鉄グランドホテル
名鉄グランドホテル
名鉄ニューグランドホテル
ホテルキャッスルプラザ
長良川国際会議場
長良川国際会議場

□3月  2日（金）
□5月29日（火）

12：00
14：00

正副会長会議
第6回通常総会（通算31回）

豊川商工会議所
ホテルアソシア豊橋

平成30年

市民講演会予定

開催日　平成30年2月24日（土）14：00～
場　所　豊川市文化会館
講　師　コリア・レポート編集長　辺　真一 氏
演　題　これからどうなる朝鮮問題！
お問合せ先　豊川支部（0533）86-4101

豊川支部 聴講無料 聴講無料

市民講演会予定

開催日　平成30年2月25日（日）14：00～
場　所　田原文化会館 文化ホール
講　師　益子　直美 氏
演　題　チャレンジ精神が私を変えた
お問合せ先　田原支部（0531）22-6666

田原支部
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