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今回の表紙
　今回の表紙は、小幡緑地
（守山区）などの地に咲くマメ
ナシ「豆梨」の木です。バラ科ナ
シ属で絶滅危惧種に指定され
ており、東海地方固有の希少
な植物です。ナシにそっくりな実
を付けますが、渋くて鳥も食べ
ないため繁殖しなかったので
はという説もあるそうです。しか
し、見た目にも桜に似ていて、
大変可憐なお花です。花言葉
は「変わらぬ優しさ」です。

（守山区役所提供）
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税務相談窓口

 

軽減税率（８％）の対象品目

飲食料品
　飲食料品とは、食品表示法に規定する食品（酒類を除きます。）をいい、一定の
一体資産を含みます。
　外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。

新　　聞 　新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的
事実を掲載する週２回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

者
業
事
の
て
全

売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を
行うことや、区分記載請求書等を交付する必要があります。

仕入れ（経費）について、取引ごとの税率により区
分経理を行う等の対応が必要となります。

課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等
の交付を求められる場合があります。

飲食料品の売上げ・仕入れの
両 方 が あ る 課 税 事 業 者 の 方

飲食料品の売上げがなくても、飲食料品
の仕入れ（経費）がある課税事業者の方

免 税 事 業 者 の 方

免  税  事  業  者  の  方  へ

免税事業者 課税事業者

課税事業者から区分記載請求書等
の交付を求められることがありま
す。

免税事業者からの仕入れについ
ても、仕入税額控除を行うために
は、区分記載請求書等の保存が必
要です。

飲食料品（食品表示法に規定する食品）

人の飲用又は食用に供されるもの

軽減税率対象

標準税率対象

一体資産(※)

※ 一定の一体資産は飲食料品に含まれます。

酒類
テイクアウト・
宅配等

外食
レストラン

ケータリング等

有料老人ホー
ム等で行う飲
食料品の提供

医薬品・
医薬部外品等

《軽減税率の対象となる飲食料品の範囲》

〈平成29年12月〉国税庁

平成31年（2019年）10月１日から
消費税の軽減税率制度が実施されます
平成31年（2019年）10月１日から
消費税の軽減税率制度が実施されます
　平成31年（2019年）10月１日から、消費税及び地方消費税の税率が
８％から10％に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施
されます。

ＱＲコードから
国税庁ホームページへ

国税庁ホームページの
下段のバナーをクリック

　消費税率が複数税率となりますので、これまでの記載事項に加え、軽減対象資産の譲渡等である旨
及び税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載した請求書等（区分記載請求書等）を発行する
ことや、日々の経理において帳簿には軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨を記載することが必
要となります。

○　軽減税率制度に関するご相談は、以下で受け付けております。
　１．消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）
　　　【専用ダイヤル】 ０５７０－０３０－４５６
　　　【受 付 時 間】 ９: ００～１７: ００　（土日祝除く）
　２．電話相談センター
　　 　最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「３」を押すと、電話相談センター
につながります。

　　　税務署の連絡先は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご案内しています。
○　税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認させていただく必要
のある相談）を希望される方は、最寄りの税務署への電話により面接日時等を予約していただく
こととしておりますので、ご協力をお願いします。
○　軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）内の特設サイ
ト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

①　課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②　課税仕入れを行った年月日
③　課税仕入れに係る資産又は役務の内容
　（軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨）
④　課税仕入れに係る支払対価の額

《帳簿の記載例》

総勘定元帳（仕入）

XX 年 摘要 税
区分

借方
(円)月 日

11 30 △△商事㈱ 11 月分 日用品 10％ 88,000
11 30 △△商事㈱ 11 月分 食料品 ８％ 43,200

② ① ③ ④

①　区分記載請求書等発行者の氏名又は名称
②　課税資産の譲渡等を行った年月日
③　 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
　（軽減対象資産の譲渡等である旨）
④ 　税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等
の対価の額（税込み）
⑤　書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

《請求書の記載例》

請求書

㈱○○御中 平成XX年11月30日

11月分 131,200 円（税込み）

日付 品名 金額

11/1 魚 5,400円

11/1 牛肉 10,800 円

11/2 キッチンペーパー 2,200円

合計 131,200 円

10%対象 88,000
8%対象 43,200

△△商事㈱

②
③

①

※は軽減税率対象品目

⑤

④

※

※

帳簿及び請求書等

軽減税率制度に関するお問合せ先

　軽減税率対策補助金事務局（中小企業庁）では、複数税率への対応が必要となる中小企業・小規
模事業者等が、複数税率対応のレジの導入や、受発注システムの改修などを行うに当たって、その
経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援を行っています。
　軽減税率対策補助金の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。
　【ＵＲＬ】　　　 http://kzt-hojo.jp
　【専用ダイヤル】 ０５７０－０８１－２２２
　【受 付 時 間】 ９: ００～１７: ００　（土日祝除く）

軽減税率対策補助金
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愛知県広報

愛知県税だより

◇５月３1日（木）は、自動車税の納期限です。
　自動車税は、毎年４月１日午前０時現在の所有者（売主が所有権を留保している自動車については、
買主である使用者）に課税されます。
　５月上旬になりましたら、名古屋北部県税事務所から納税通知書をお送りしますので、お近くの県税
事務所、金融機関及びコンビニエンスストア等で納付してください。
　また、パソコンやスマートフォンなどを利用して、インターネットバンキングやクレジットカード（決済手
数料がかかります。）でも納付していただけます。
　なお、名義変更・譲渡・廃車などの登録手続を他の人に依頼した自動車について、納税通知書が届
いた場合は、登録手続が３月末までに行われていない可能性があります。
　これらの手続きを他の人（自動車販売業者など）に依頼された方は、確実に行われているかどうかお
確かめください。
　また、転居などにより納税通知書が届かないときは、名古屋北部県税事務所までお問い合わせください。

○お問合せ先 愛知県名古屋北部県税事務所　課税第二課　自動車税グループ
 電話　052-531-630５（ダイヤルイン）
 ※クレジットカード納付等に関する詳しいことは、愛知県総務部税務課Webサイト
 （http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/）をご覧ください。

自動車税の納税をお忘れなく

愛知県広報

●簡単・便利！　インターネットでの市税の申告！
　名古屋市では、エルタックス（ｅＬＴＡＸ）を利用して、インターネットによる申告の受付を行っています。
また、電子納税をすることができます。
　○電子申告が可能な市税の税目
　　個人住民税（特別徴収）、法人市民税、事業所税および固定資産税（償却資産）
　○電子納税が可能な市税の税目
　　個人住民税（特別徴収）、法人市民税および事業所税
　○エルタックスについてのお問い合わせ先
　　エルタックスホームページ（http://www.eltax.jp）
　　「エルタックス」ヘルプデスク　電話番号：０５７０-０８１４５９
　　（ＩＰ電話等をご利用の場合　電話番号：０３-５５００-７０１０）

名古屋市広報

名古屋市税だより
●軽自動車税についてのお知らせ
　軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および２輪の小型自動車に対して、毎
年４月１日現在の所有者に、定置場所在の市区町村で課税されます。４月２日以降に譲渡や廃車などを
しても、月割ではなくその年度の税額の全額を納付していただきます。
　名古屋市では、軽自動車税に関する事務を金山市税事務所で行っています。軽自動車税についての
お問い合わせは、金山市税事務所徴収課軽自動車税係へお願いします。
　原動機付自転車・小型特殊自動車を取得や廃車された場合の申告については、名古屋市内の最寄り
の市税事務所・出張所、区役所・支所の税務窓口で受け付けています。なお、軽自動車に関しては一
般社団法人全国軽自動車協会連合会 愛知事務所で、２輪の小型自動車（２輪の軽自動車を含みま
す。）に関しては愛知運輸支局で申告を受け付けています。
　税制改正により、平成２７年度分以降に適用される軽自動車税の税率が変わっています。３輪及び４輪以
上の軽自動車については最初の新規検査の年月や車両の環境性能によって適用される税率が変わります。

金山市税事務所　徴収課　軽自動車税係
　〒４６０-８６２６　名古屋市中区正木三丁目５番３３号（名鉄正木第一ビル）
　電話０５２－３２４－９８０３

平成29年度

平成２７年３月以前に
最初の新規検査を
受けた車両

ただし、最初の新規検査が平成17年３月以前の場合は重
課税率12,900円が適用

7,200円

例）

軽自動車
（乗用・自家用） 平成２７年４月以後に

最初の新規検査を
受けた車両

ただし、最初の新規検査が平成29年4月から平成30年
3月、かつ、一定基準の環境性能を有する場合は平成30
年度分に限り軽減税率（2,700 円、5,400 円または
8,100 円）が適用

10,800円

10年に一度の研究発表（３/９東海法連静岡大会）

　名古屋北法人会は東海法人会連合会静岡大会において、10年に１度の運営研究発表を地域紹介、名古屋北
法人会の概要、公益事業活動（本会・支部・青年部会・女性部会）の順にパワーポイント映像により25分に及
ぶ発表を行いました。発表風景は7ページに掲載

法人会事務局からの報告
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税理士会

仮想通貨と税務
名古屋税理士会名古屋北支部　大塚久俊

税理士会

はじめに
　ここ数年『仮想通貨』とか『ビットコイン』という文字を見かけることが多くなり、最近では 580 億円分の仮想通貨
（NEM）が大手交換業者から流出とか、ヤフーが仮想通貨交換業に参入とか、仮想通貨という言葉が新聞の一面に
載ることも出てきました。また、昨年 4月には「資金決済に関する法律」（以下「資金決済法」という）が改正され、仮想
通貨の法的位置づけが明確となり、それを受け国税庁もタックスアンサーやホームページで仮想通貨に対する課税上
の取り扱いを公表することとなったため、今まで明確になっていなかった税務についての指針ができました。

仮想通貨とは
　まず、仮想通貨とは何でしょう？日本では仮想と呼ばれていますが、多くの国では CryptoCurrencyとか Digital 
Currency（暗号通貨）とか呼ばれているようです。円・ドルなどのように、国がその価値を保証した法定通貨ではありま
せんが、使う（＝決済する）・貯める・増やす（＝運用する）といったお金の基本的な機能は同じです。しかし硬貨や
紙幣といった実態はありませんので、感覚的には電子マネーやカードに溜まったポイントのような感じで、私たちは仮
想通貨交換業者を通して購入することができ、大手家電量販店など、現在 4000 店位で利用することができます。
　また資金決済法では仮想通貨を以下のように定義づけています。
　① 不特定の者に対して代金の支払い等に使用でき、かつ法定通貨と相互に交換できる
　② 電子的に記録され、移転できる
　③ 法定通貨又は法定通貨建ての資産ではない 　etc の性質を持つ財産的価値
　仮想通貨は現在世界中に1000 種類以上が存在していますが、その中で信用が高く日本で流通しているものは 10
種類程度で、取引量が一番多いものがビットコインです。

仮想通貨と所得税
　個人が仮想通貨を売却したり使用したりして利益を得た場合は、個人
事業主が事業に付随して行った場合等を除き、原則として「雑所得」とし
て扱われます。雑所得とは、本業以外で受け取る講演料や印税収入など
による所得をいい、総収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算し
ます。
　最近では、会社員が副業でネットオークションやアフェリエイトから収
入を得ることも珍しくありませんが、これらも雑所得になります。雑所得の
中では損益の通算ができますので、仮想通貨の売却による所得と他の
雑所得（株式の譲渡による損益も雑所得ですが分離課税ですので通算できません）とを合算し、最終的には給与所得
や事業所得と合算して累進税率により税額を計算します。ただし、雑所得の計算上損失が生じても給与所得など他の
所得から差し引くことはできず、また損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

利益確定と計算
　例えば、今年1月に１ビットコイン（1BTCといいます）あたり10万円で5BTC（合計50万円）購入し保有していたら、
それが年末には 100 万円の価値になったとします。この場合差益 50 万円は利益として申告が必要でしょうか？この
利益を含み益と言い、含み益の段階では利益は確定しておらず申告の必要はありません。
　利益が確定し申告が必要になるのは以下の時点です。
　① 仮想通貨を売却したとき（外貨に換えたときを含みます）
　② 仮想通貨を他の仮想通貨（例えばビットコインとリップル）を交換したとき
　③ 買い物をして仮想通貨で支払ったとき
つまり、仮想通貨を他のものに変えたり使ったりしなければいくら含み益が出ても課税はされません。

　上記の例で、50万円で購入した5BTCのうち1BTCを20万円で売却した場合の所得は、以下のように計算します。
　200,000 円　－（ 500,000 ÷　5 ）＝100,000　＝　所得金額

仮想通貨の取得価額
　同一の仮想通貨を2回以上にわたって購入した場合の、その仮想通貨の取得価額は移動平均法（購入の都度単
価を計算する方法）により計算しますが、継続して適用することを要件として総平均法（1年間の合計額で単価を計算
する方法）により計算することもできます。
　具体例として1年間に以下のような取引があったとします。
　① 1 月に5BTCを1BTCあたり10 万円（計 50 万円）で購入
　② 3 月に1BTCを20 万円で売却
　③ 9 月に2BTCを1BTCあたり25 万円（計 50 万円）で購入
　この場合、移動平均法によると②で売却した 1BTCの単価は 100,000 円（50 万÷5）なので、利益は 100,000 円に
なり、その後手元にある6BTCの単価は 150,000 円 {（50 万－10 万＋50 万）÷6BTC }となります。
　一方、総平均法によると②で売却した 1BTCの単価は 142,857 円 {（50 万＋50 万）÷7BTC }となるため、利益の
金額は 57,143 円となり移動平均法の場合と異なってきます。これは各取引所の口座ごとに計算することとされている
ため複数の取引所を通じて仮想通貨を保有している場合は、その取引所ごとに対円での交換レートを記録しておく必
要があります。また仮想通貨を使って商品を購入した場合も、その時点で仮想通貨の利益を確定させる必要があるた
め、上記と同様の計算が必要になります。

仮想通貨の分裂
　平成 29 年 8 月にビットコインが分裂しビットコインキャッシュが誕生しま
した。このように仮想通貨が分裂した場合には、分裂時点で保有していた
仮想通貨と同じ数だけ新たな仮想通貨を自動的に取得することになりま
す。この場合、その新しい仮想通貨については取得した時には取引相場が
存在していないため、取得の時点では所得は発生しないとされます。ただ
し、その仮想通貨を売却したり使用した時には利益が確定し、その際の取
得価額は０となります。これは株式分割により新たに株式を取得するのと似
ていますが、株式分割の場合には単価の付け替えをするので、取り扱いは
少し違いますね。

仮想通貨と消費税　
　所得税計算では所得を事業所得や雑所得など10 種類に分類してそれぞれ計算しますが、消費税の計算では売買
などの取引を反復継続して行っていれば、それが事業所得であろうと雑所得であろうと課税の対象となります。以前は
仮想通貨の売買を反復継続して行っていれば消費税の対象とされたのですが、昨年資金決済法が改正され仮想通
貨が代金の支払い手段として位置づけられたことから、消費税においても平成 29 年 7 月 1 日以降仮想通貨の譲渡
は非課税とされ、かつ課税売上割合の計算に含めないこととされました。

おわりに
　ここまで仮想通貨に関する税務についての説明を一通り書きましたが、これは平成 29 年分の確定申告書作成
に備えて税理士会等で研修してきた内容を羅列したに過ぎず、いまだに仮想通貨そのものの仕組みについて理解
している訳ではなく、わからない事がたくさんあります。ただひとつ言えることは、仮想通貨にしてもIT 技術にしても
私たちの身近なところに深く浸透してきており、これらを使える者と使えない者との差がどんどん開いてきているとい
うことです。
　仮想通貨には国籍もなく世界中で多くの人により取引され、今後ますます取引は増加し将来的には一般的な決
済手段に使われることも想定されます。また仮想通貨の基本技術は他の分野にも応用されていくなど身近な存在
になっていき、現在は利益の計算に手間がかかる税制もいずれ整備されていくと思います。これらのことを考える
と、私自身も仮想通貨は解らないと敬遠するばかりではなく、無理のない範囲で関わっていくことが大切なのだと実
感いたしました。
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感いたしました。
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法人会事業

北法人会の行事
税務関連の研修

役　員　会
 １２． １２ 運営会議
 １２． １２ 本部理事会
 １． ２４ 運営会議

 １． ２４ 本部理事会
 ２． ２２ 広報委員会
 ２． ２３ 事業委員会

 ３． ５ 運営会議
 ３． ５ 本部理事会
 ３． ２９ 税制委員会

 1. ２７ 社会貢献観劇研修会
   　講演会　ＫＫＲホテル名古屋
   　　「『風姿花伝』で読み解く能・狂言」
　　　　　　　名古屋女子大学教授　林　和利 氏
   　観劇会　名古屋能楽堂
   　　狂言「万作の会」

 2. ２ 税務教室（第４回副署長講演）
   　「香りの不思議」
   　「会社役員のための確定申告」
   　北税務署筆頭副署長　太田美津子 氏

 2. １５ 決算期別説明会
   「決算・申告のポイント」
   「税制改正のあらまし」
   名古屋北税務署法人課税部門
   上席国税局調査官　橋本　健 氏

 3. ９ 第７２回東海法人会連合会大会　ホテルセンチュリー静岡

新会員紹介
支　部 会社名・住所 代表者名・電話番号 業　種 歓奨社

上飯田

清水

金城西

金城西

金城西

金城西

若葉

北陵

北陵

瀬古

守山

大森

大森

大森

守山北

守山北

北区上飯田北町３丁目２－１

北区清水３丁目１６ー１１

北区田幡１丁目１３－２５

北区金城町４丁目４７－２

北区中切町新田８８５－１３

北区田幡２丁目１３－１６

北区垣戸町１丁目３－２

北区萩野通１丁目４５

北区安井１丁目３０－５

守山区幸心３丁目１７２５

守山区城南町１０－７　サンハイツ11－１B

守山区原境町９１７

守山区元郷２丁目１４０４

守山区大森３丁目１３０９

守山区川宮町４６１－２

守山区高島町３１－５

㈱ユーエス・ビル管理

㈱邦英ホールディングス

㈱野畑建設

社会福祉法人　等生会

㈱ABLAZE

うまうま

豊嶋正男税理士事務所

㈱佐久間土地管理

匠電気㈱

㈱ホタコン

（同）優愛

松本テクニコ㈱

（医）敬進会　くれやま整形外科・胃腸科

㈲日の丸商事

ケーディーワーク㈱

ビーチ㈱

鵜飼やす子

裏川直也

野畑明美

中西美千花

大須美智子

寺澤卓也

豊嶋正男

児玉浩平

曽我潤也

保田隼希

佐藤友功

松本信人

呉山泰進

宮内孝志

和合崇志

山田一郎

912-7066

914-2641

982-7585

918-7470

938-9522

991-0672

911-0253

914-1466

508-6781

793-7741

715-3268

777-2411

798-7222

798-1138

938-4126

758-5539

不動産の管理

投資運用業

建設業

介護サービス

不動産業（宅地建物取引）

飲食業

税理士

不動産賃貸業、管理業

電気工事

建設土木業

介護事業

空調設備・発電設備施工
保守管理

医療

産業廃棄物収集運搬業

電気工事業

食料品、乳製品卸販売、
宅配

まさき電設㈱

ヒラテ産業㈱

ユニック中部販売㈱

千種税理士会 

㈱草川工業

親和電機㈱（山田）

㈲佐久間土地

㈱日新琺瑯製作所（大杉）

瀬戸信用川村支店（守山北）
㈱ナカシロ（守山北）

千種法人会

中村法人会

㈱インシュート（小幡）

瀬戸信用金庫川村支店
㈱ナカシロ

2017. 12. 1 ～ 2018. 3. 31
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租税教育活動報告

租税教育活動報告
１２月～１月に、行われた租税教育活動の報告をいたします。

平成２９年１２月８日（金）　名古屋市立守山小学校
　６年生 2クラス　青年部会担当
 1クラス　女性部会担当

平成３０年１月１９日（金）　名古屋市立楠小学校体育館
　６年生１３０名

平成30年1月7日（日）13：15～16：00　名古屋北文化小劇場
　・小学生対象税金クイズ
　・ミョウージカルアニメ「SING（シング）」
　＊北区区民まつりに参加中止に伴う事業

　小学生向けの租税教室は今回が初の試みでしたが、
各クラス毎に授業内容を工夫して楽しく学んでもらうこ
とに心掛けました。３クラスとも少しずつ内容は違いま
したが、どの授業も小学生の皆さんにも税金は身近で
あること、また税金を納める意味について理解しても
らえるような内容になっておりました。

　楠小学校６年生が一同に会しての授業だっため、体育館に集まって頂き行いました。体育館という場所や人
数の多さなどで授業が上手く勧められるか大変心配しておりました。しかし、参加してくれた子供たちは私たち
の問いかけに積極的に答えてくれました。
　そして、授業が終わり私たちが片づけをしていると参加してくれた子供たちが残って色々な質問をしてくれてま
した。たとえば「税金は、いつの時代から始まったのですか？」など、子供の視点からみた税金の質問でした。
もちろん、ここからは一緒に同行してた一統括官またの
名を税金博士にバトンタッチをしてお答え頂きました。

　当日は２００名以上の（保護者も含む）方々に集まって頂きました。受付時に〇と×の
プラカードをお渡して、映画鑑賞の前に全員参加型のクイズ大会を行いました。最初に
今回の趣旨とクイズ大会の豪華賞品、そして博士の紹介後、緊張感が高まる中クイズが
始まりました。客席から始まり答えを間違えたらその場で座ってもらい、約２０名から
３０名に絞られた所でステージに上がって最終決戦。
　ステージに上がってからは、区民まつりで開催する「〇× クイズ」でおなじみの近似値クイズで優秀者１名が
決まりました。
　相当難問を用意したのですが、企画した私たちの予想を遥かに上回り、たくさんの子供たちは難問を解いて
くれました。その後は、一億円の重みを重量で感じてもらおう、ということで税務署からお借りしたレプリカを
登場させ、実際に子供たちに体験してもらいました。子供たちのはしゃぐ声が会場内に響きわたり、大盛況に
てクイズ大会は終了しました。その後は、お楽しみの映画鑑賞会となりました。

租税教室出前授業 ❶租税教室出前授業 ❶

租税教室出前授業 ❷租税教室出前授業 ❷

小学生税金○×クイズ＆えいがかんしょう会小学生税金○×クイズ＆えいがかんしょう会法人会事業
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プラカードをお渡して、映画鑑賞の前に全員参加型のクイズ大会を行いました。最初に
今回の趣旨とクイズ大会の豪華賞品、そして博士の紹介後、緊張感が高まる中クイズが
始まりました。客席から始まり答えを間違えたらその場で座ってもらい、約２０名から
３０名に絞られた所でステージに上がって最終決戦。
　ステージに上がってからは、区民まつりで開催する「〇× クイズ」でおなじみの近似値クイズで優秀者１名が
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くれました。その後は、一億円の重みを重量で感じてもらおう、ということで税務署からお借りしたレプリカを
登場させ、実際に子供たちに体験してもらいました。子供たちのはしゃぐ声が会場内に響きわたり、大盛況に
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支部報告

活動レポート
 4. 7 若葉支部　租税教育活動報告

役　員　会
 １. ２６ 楠支部
 ２. １３ 守山北支部
 ２. １９ 杉村・大杉・清水
   支部代表役員会

 ２. １９ 北陵支部
 ３. ５ 守山6支部長会議
 ３. ５ 守山支部
 ３. １３ 楠支部

 ３. １３ 小幡支部
 ３. １９ 瀬古支部
 ３. ２０ 大森支部

　「黒川友禅流し　桜まつり」において、租税教育活動を行ってきました。実は4年前から開催している事業で、
簡単な税金にまつわるクイズ等で子供達に税金を知ってもらうという内容です。
　今年のクイズは、「どこにケンタ君がいるかな？」です。イラストを見てもらいケンタ君がいる場所を当てて
もらうというクイズです。（ケンタ君は税務署のマスコットキャラクターです）
　ケンタ君がいる場所は、税金で建てられた建物ばかりがある所です。子供達が答えてくれた後、税金で建て
られている建物の説明をします。税金という文字を学校で学んでいない、低学年の子供達でも参加できるよう
に毎年クイズが考えられております。わかりやすく、可愛らしい絵が子供たちにも大変好評でした。
　来年も開催する予定です、是非一度遊びにいらしてください。

青年部会

活動レポート
研 修 会

役　員　会
12.20

 12. 20 青年部会税務研修会
   　テーマ　「査察官の仕事について」
   　講　師　名古屋北税務署　副署長　山手健次 氏

 1. 16 新春名古屋北税務署長を囲む会（女性部会と共催）
   　テーマ　「名古屋北税務署長の新春放談」
   　講　師　名古屋北税務署長　亀嶋千明 氏

 2. 15 第６回名古屋市内法人会青年部会合同事業
　　　　　　名古屋国際ホテル
   　第一部　「他部会にコレきいたみたい！！」
   　第二部　大合同懇親会

 2. 26 経営研修会・懇親会
   　テーマ　「コミュニケーション力が高まるマジック講座」　　
   　講　師　㈱スタートランプ　マジシャン　NOBORU氏
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女性部会

女性部会

活動レポート

役　員　会
1.16　　　　　　　　2.9　　　　　　　　2.25　　　　　　　　3.15

◇部会員の知人友人方も参加され、税務に関する知識をクイズ
形式で行ない、楽しい新春懇談会でした。

研 修 会
 1. 16 新春名古屋北税務署長を囲む会（青年部会と共催）
   　Park Banquete　パークバンケット
   　「名古屋北税務署長の新春放談」
   　名古屋北税務署長　亀嶋千明 氏 

（女性部会　屬ゆみ子）

　去る2月8日日曜日、法人会研修室にて「税に関する絵葉書コンクール」の表彰式が開催されました。今回
は過去最高の応募数に加え、小学一年時から6年時までの6年間応募してくれた生徒さんが2名おりましたの
で、従来の優秀作品4作に加え、皆勤賞として表彰させていただきました。
　毎年、低学年から高学年まで、アイデアに富んだ作品が届き、専門家の先生共々審査する楽しみを感じつつ、
生徒たちの税に対する思いをかみしめての秀作表彰は、企画に携わる役員にとっても大変誇らしいことと思っ
ています。
　当日は、名古屋北税務署長、本会役員、青年部会長にもご臨席いただき、表彰式に加え、例年開催の「税
に関する神経衰弱ゲーム」。大人もあまり知らない税金などの名前も出てきて、その都度解説を行ってゆきます。
堅苦しくて面倒なイメージが付きまとう税金の話ですが、このように楽しみながら学べる環境が、この機会を
通して広がってゆくことを願いながら、表彰式を終えました。
　また来年もこのような笑顔溢れる表彰式で、生徒さんたちとご一緒できればと思っています。

受賞者表彰式

第7回

日時／2月18日（日） 13：30　　　場所／北法人会研修室

◇軽減税率制度を身近な対象項目を利用して研修しました。会社や事業所内の社員食堂で提供する食事、仕
入れた弁当を会社の会議室で飲食する場合など標準税率と軽減税率の取扱いを詳しく研修しました。

 2. 9 税務研修会
   　「軽減税率のお話し、など、など」
   　名古屋北税務署法人課税第一部門統括官　前田幸夫 殿
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　厳しい寒さの中、市民会館大ホールに1,200名
を越す記録的な観客が訪れた。
　人気作家林真理子氏の講演を心待ちにしてい
た数百名の女性フアンで開場30分前からロビー
に列ができていた。列の中ほどに顔馴染みの法
人会員の男性がいて、私を手招く。「ワイフに誘
われてね」と耳打ちするその人は「元気な名古
屋の経営者」と呼ばれ、ゴルフのハンデが “５の
下” というゴルファーでもある。日焼けした顔と気
恥ずかしそうな仕草がミスマッチで面白い。
　講師は昭和60年（1985）『最終便に間に合えば』
『京都まで』で第94回直木賞を受賞。平成８年
(1996)『白蓮れんれん』第8回柴田錬三郎賞。
平成10年(1998)『みんなの秘密』第32回吉川
英治文学賞等、名高い賞を総なめにしている。
　そして今、話題の大河ドラマ『西郷どん』の

原作者であり、当代一の作家として名高い。
　「これまで直木賞作家と呼ばれていましたが、
今の私は “大河作家” と言われるのが本当に嬉
しい」と語った。

居眠りしていた？「紅白の審査員」
　冒頭、好物の名古屋飯と昨年大晦日の紅白
歌合戦での審査委員の体験談で会場を和ます。
　34年前、エッセイ集『ルンルンを買っておうち
に帰ろう』がベストセラーになり一躍有名人になっ
て、当時国民的俳優の三船敏郎氏と共に紅白の
ゲスト審査員となった。
昨年再び紅白の審査員として、地元天才棋士の
中学生藤井聡太五段との対局の敗戦で、引退を
決意した加藤一二三氏と並んで座られた。今や
茶の間の人気者 “ひふみん” は、史上初の中学
生棋士としてプロ入り、神武以来の天才として将
棋フアンには知られた存在である。異様に長いネ
クタイ、佳境に入ると持ち駒を将棋盤の側面をパ
チパチと鳴らし半腰になる対局姿勢が懐かしい。
ユーモラスな語り口と止まらない熱弁で万人に慕
われている。　
　34年振りの紅白では、舞台の端に審査委員席
があり、ステージの様子が見にくく、下に置いて
あるモニターを観ていたら、明けて正月、友人に

「林さん、ずっと寝ていたでしょ！」と言われたそ
うだ。「そんな～いくら私でも寝ませんよ」と笑っ
て語られた。

歴史学者磯田道史氏の要望
　『西郷どん』の視聴率15％にふれ、当日午後6
時から始まるBSでの放映５％と足したら20％にもな
る。BS放映を「どん」、総合テレビを「どん」と名
付けて、視聴率は低くはないと、素早くフォローした。
　原作『西郷どん！』と大河ドラマ『SEGODON 
西郷どん』と異なるのでは？の声に、それで構わ
ないと言う。脚本家中園ミホ氏の「オーソドックス
で骨太の原作だから、いくらでもジャンプできる」
の声に、「史実通りでは面白くないから、自由に
やって欲しい」と期待を寄せ、企画段階で『西
郷どん！』の字画が良くないと指摘され『！』の
削除に応じた。
　林真理子氏は、日本経済新聞連載の『愉楽
にて』を連載中でもあり、恋愛小説家というイメー
ジが強いが、『下田歌子、柳原白蓮、徳川慶喜』
などの歴史小説も多く手掛けている。

市内９法人会合同経済講演会

15 16

市内９法人会合同講演会

「私の仕事から」「私の仕事から」
講師／作家
　　　林 真理子 氏
日時／平成30年２月6日（火）　14：00～15：30
会場／日本特殊陶業市民会館　フォレストホール

プロフィール

１９５４年　４月1日、山梨県に生まれる。
１９７６年　日本大学芸術学部文芸学科を卒業。
コピーライターを経て１９８２年エッセイ集『ルンルンを
買っておうちに帰ろう』を出版。

１９８４年　処女小説『星影のステラ』が直木賞候補に選出
されたことを機に執筆業に専念。

１９８５年　第９４回直木賞を受賞。
第８回柴田錬三郎賞・第３２回吉川英治文学賞を受賞。

2000年　直木賞選考委員に就任。数々の文学賞選考委員
を務める。

２０１１年　レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ受章。
著書：『幸福御礼』『不機嫌な果実』『着物をめぐる物語』
『年下の女友だち』『下流の宴』『正妻』『出好き、ネコ好き、
私好き』『賢女の極意』『下衆の極み』『西郷どん！』 他多数。

　『西郷どん！』執筆の経緯は、平成26年（2014）
にさかのぼる。
　歴史学者として著名な国際日本文化研究所セ
ンター准教授の磯田道史氏から「2018年は明治
維新150年。以前、大河ドラマで長州を取り上げ
たから次ぎは薩摩となる。単独で取り上げていな
いのは西郷隆盛一人。ぜひ書いて欲しい」と申
し入れがあった。
　当初、偉人で英雄の西郷隆盛は難しいと躊躇
していたが、「背伸びしない限りは、成長なし」
を自認する林真理子氏は、親友の磯田氏の言葉
を受けて立つ。
　作品名『西郷どん！』は、取材に訪れた奄美
大島の空港の書店で購入した西郷隆盛に関する
数冊の中の、薄っぺらな『西郷どんの教え』と
いう本に、振り仮名の「せごどん」を見つけて「こ
れだ！」と決めたそうだ。
　歴史小説の執筆は、編集者と数人のチームを
組んで様々な角度から徹底的に下調べをして勉
強をする。「何度も何度も薩摩に行き、空を見て、
桜島を見て、西郷隆盛について考えた３年間でし
た」と振り返る林真理子氏の姿に感銘を受けた。

西郷隆盛の人物像
　大河ドラマは、西郷隆盛の顔を誰も知らないこ
とを示唆するシーンで始まる。写真嫌いな西郷は
一枚の写真も残していない。明治維新の英雄と
して伝えられる写真は、残された子息たちの写真
の合成なのだ。
　林真理子氏が描く西郷は、奄美大島で「愛加
那」に出逢い、家族の愛を知り、二人の子ども
を授かった体験が大きく影響している。
　「人のためには、自分はどうなってもいい」の
考えに至ったのは、流刑され獄中の失意のなか、
「愛加那」と島の人々に救われた日々の暮らし
にあるという。
　林真理子氏は、歴史小説は、「資料を読み専
門家のレクチャーを受け、頭に入れたことを一旦
すべて忘れて、覚えている２割で小説に書く」と
言う。大切なのは冒頭シーン。読者の心を掴ま
えるために華やかで、美人をいっぱい登場させる
のだと言う。
　勝海舟と西郷隆盛との江戸無血開城の時も、
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「私の仕事から」「私の仕事から」
講師／作家
　　　林 真理子 氏
日時／平成30年２月6日（火）　14：00～15：30
会場／日本特殊陶業市民会館　フォレストホール
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様々な政治劇が繰り広げられるが、幕末の資料
からどれを採り上げるのかは作家の腕の見せ所と
なる。
　小説の最後のシーン。西南戦争の終わり頃、
美少年２人が「自分たちがここに来たのは父親
への愛のためだった」と語りながら死んでいく。
自分でもあまりにも巧く書けて、苦しかった『西
郷どん！』と戦った３年間をも思い出して泣いたそ
うだ。

優れた作家は、聞き上手
　師と仰ぐ渡辺淳一氏の『失楽園』が連載され
たとき株価は３万円を越した。不思議なことに、『愉
楽にて』の連載が始まったら株価が急に上がっ
た。某週刊誌は「日本経済に貢献した」「おじさ
んたちが毎朝読んで元気になったから」と評価し
ている。
　優れた作家は、聴き上手の特殊な才能を持ち
合わせている。
　連載中の『愉楽にて』で男性ファンが増え、外
交官からも「読んでいますよ。いいですね」と褒
められると、素早く現役外交官の年収を聞き出す。
　講師は、「人は恋愛とか色事を話したい欲望
があり、長年に渡って男性の女性自慢を聴いて
いるから、オバさんである私でも書ける。執筆に
あたっては、おだてながら話を聴くためにはセッ
ティングにも経費がかさむ。本の印税は皆様から
の取材費としての贈り物だと思って使っている」

と打ち明けた。
　京都でのお茶会のシーン。「斎王代を務めた
美しいお嬢様が振り袖を着て」と書くと、京都で
お金持ちの美しいお嬢様の姿を思い浮かべさ
せ、その場の高貴な空気が漂ってくる。上流階
級の人々の華やかさを描く秘訣は、きめ細かなディ
テールにこだわっているからである。
　歌舞伎座へ行けば、歌舞伎を観るだけでなく、
歌舞伎役者の妻たちとご贔屓の奥様たちとのやり
とりをつぶさに聴き耳を立てる。
　「作家は天職です。書きたいものは尽きること
がありません。勉強やリサーチのため私の本も図
書館で予約待ちしないで、本屋さんで買ってくだ
さい」。
　還暦を過ぎておられるそうだが若 し々く、本音
トークでフアンを魅了する講師。好奇心旺盛で逞
しい想像力。楽しみながら人間を観察する力に
驚かされる。

※この記事は、講師林真理子氏の要望により、レポート形式の掲載です。
文責／（公益社団法人）名古屋北法人会

＜名古屋北法人会事務局からのお願い＞
平素は法人会活動にご理解ご協力頂きありがとうございます。
下記事項に、平成２３年４月以降に変更され、まだ法人会事務局へご連絡頂いていない事項が有
りましたら名古屋北法人会事務局までFAXでご提出下さいますようお願い申し上げます。

◇法人所在地の移転・変更　◇法人の組織・社名変更　◇代表者の変更　◇決算期の変更
◇資本金・出資金の変更  ◇事業種目の変更　◇電話番号・FAX番号の変更

変　更　届
年　　　月　　　日

公益社団法人名古屋北法人会宛
変更前の内容（旧）　変更内容にかかわらず全てご記入下さい。

＊下記事項に変更がありましたので連絡いたします。　□にレ点を付けて下さい。

お届住所
又は所在地

お届法人名

資本金 万円 月期事業種目 決算期

フリガナ

役職
代表者名

フリガナ

〒　　－　　　　　　TEL　　　　－　　　　　　　　　FAX　　　　－

変更前の内容（新）　変更箇所のみご記入下さい。

お届住所
又は所在地

お届法人名

資本金 万円 月期事業種目 決算期

フリガナ

役職
代表者名

フリガナ

〒　　－　　　　　　TEL　　　　－　　　　　　　　　FAX　　　　－

□法人所在地の移転・変更 □法人の組織・社名変更 □代表者の変更　□決算期の変更
□資本金・出資金の変更 □事業種目の変更 □電話番号・FAX番号の変更

＊ご加入頂いています関連会社が複数ある場合は、コピーしてご使用下さい。
＊資本金が変更になった場合は、年会費が変更になる場合があります。（裏面裏参照）
＊ご提出頂いた個人情報は、研修会・諸会議等の開催通知、機関誌等の送付、並びに福利厚生制度のご案内など本会の事業活動の
ために利用し、それ以外の目的で利用することは一切ございません。

公益社団法人名古屋北法人会事務局　TEL９１５-３８８６　 FAX９１５-３８５０
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本誌では毎号の企画に役立たせていただくため会員
皆様からのご意見ご要望をお聞かせ願います。

名古屋北法人会ではホームページを開設いたし
ております。一度アクセスしてみてください。

TEL 915-3886　FAX 915-3850
E-mail : kitahou＠lilac.ocn.ne.jp

http://www.kitahou.or.jp

発 行 所

編 集

印 刷 所

公益社団法人　名古屋北法人会
名古屋市北区清水5丁目5番3号
名北フロントビル2F
電話 915-3886

広報委員会

株式会社　正鵠堂
名古屋市北区志賀本通1-38-101
電話 914-1855㈹

名古屋北法人会だより No.141
平成30年5月1日　発行

通常総会、
記念講演会の
お知らせ

　「ホンマでっか!?TV」「ビートたけしのTVタックル」「そこまでやって委員会」「岩上安身さんのユーストリーム」
（IWJ Ch1）などテレビでお馴染みの武田邦彦氏のよる講演です。
　内閣府原子力委員会専門委員、同安全委員会専門委員などを務め、物理化学的手法を用いた原子力、材料、環境
などの研究と倫理などの研究者。専門は資源材料工学。

「迷走する企業倫理と環境問題」

＊記念講演会は一般の方も聴講できます名古屋北法人会事務局へお問合せ下さい。（参加費無料）
＊公共交通機関をご利用下さい。

日時／ 平成30年6月7日（木）
　通 常 総 会　13時15分～14時15分
　記念講演会　14時30分～16時00分

場所／ 名古屋市北文化小劇場
　　　北区志賀町４-６０-３１

中部大学総合工学研究所　特任教授　武田 邦彦 氏

記念講演会

全面広告

愛知総合支社
H-18-018 
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　「ホンマでっか!?TV」「ビートたけしのTVタックル」「そこまでやって委員会」「岩上安身さんのユーストリーム」
（IWJ Ch1）などテレビでお馴染みの武田邦彦氏のよる講演です。
　内閣府原子力委員会専門委員、同安全委員会専門委員などを務め、物理化学的手法を用いた原子力、材料、環境
などの研究と倫理などの研究者。専門は資源材料工学。

「迷走する企業倫理と環境問題」

＊記念講演会は一般の方も聴講できます名古屋北法人会事務局へお問合せ下さい。（参加費無料）
＊公共交通機関をご利用下さい。

日時／ 平成30年6月7日（木）
　通 常 総 会　13時15分～14時15分
　記念講演会　14時30分～16時00分

場所／ 名古屋市北文化小劇場
　　　北区志賀町４-６０-３１

中部大学総合工学研究所　特任教授　武田 邦彦 氏

記念講演会

全面広告

愛知総合支社
H-18-018 
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