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会 長 小 林 耕 士
公益社団法人豊田法人会

　平成３１年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申しあ
げます。旧年中は、税務ご当局の皆様ならびに会員の皆
様には、格別のご支援とご協力を賜り、心より御礼申しあげ
ます。
　世界経済の先行きにつきましては、中国をはじめとする
新興国等の経済動向に加え、アメリカをはじめとする国々
の通商政策において貿易制限措置が広がりつつある点
や、金融資本市場の変動による影響等について留意する
必要がございます。日本経済につきましては、そうした海外
経済の不確実性等の影響に留意すべきものの、雇用・所
得環境の改善傾向が続く中で、緩やかに回復していくこと
が期待されます。引き続き日本のモノづくりの中心にある中
部圏から、日本経済ならびに世界経済に貢献していきたい
と思います。
　このような状況の中、豊田法人会は「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である」という
基本理念に基づき、税知識の普及や納税意識の向上を
目的とした事業、地域社会への貢献を目的とした事業に、
役員をはじめ会員のみなさまと共に幅広く積極的に活動を
展開してまいりました。
　まず、会員の皆様の自己啓発を支援するための各種研
修活動を開催いたしました。なかでも税務研修会におきま
しては、豊田税務署のご支援や東海税理士会のご協力を
いただき、税務会計講座、法人税セミナー、資産税セミナー
を実施いたしました。法人税セミナーは、経理担当者のレ
ベルに沿ってコース分けした内容で３４年間実施しており、
豊田法人会の主要な研修会となっております。また、正しい
税知識の普及のため、業種別税務研修会を開催いたしま
した。自動車部会は今年で４９回目を迎えるなど、大変息の
長い税務研修会となっております。岡崎法人会と合同開
催した「大規模法人合同研修会」では、名古屋国税局調
査部長の藤村様による「最近の税務行政」をはじめ、「誤り
のない申告書を作成するために」、「消費税の軽減税率制
度」をテーマにお話いただくなど、時代にマッチした大変有
意義なものとなりました。また、この研修会は従来の調査部
所管法人に加え資本金１億円超の大法人にもご案内
し、平成３２年４月１日以後適用される「大法人のe－Tax

義務化」の制度概要をご説明する機会を設けました。会
員以外の法人とも関わりを持ち、公益法人として納税意識
の向上に向けた法人会活動を一層広げるきっかけとする
ことができました。
　その他にも、女性部会では、豊田税務署長の岡様をお
迎えし、「くらしを支える税 〔受益（公共サービス）と負担に
ついて〕」と題してご講話をいただいたり、青年部会では、
（株）ＬＰＮの吉武様に「自己実現のヒミツ　～体育１を全
国優勝させた名監督の教え～」と題した講演会を実施い
ただくなど、税務分野の知識向上はもとより、さまざまな分野
の見識を広げる研修活動が実施できたのではないかと思
います。また、「とよた産業フェスタ2018」での呈茶募金活
動や、豊田市の次世代育成団体である豊田てらこやのイ
ベントでの「対面租税教育」を通じ、お子様を含めた多くの
方 に々楽しみながら「税」に触れていただくとともに、当法人
会活動の普及・理解の拡大に努めてまいりました。
　地域社会貢献活動では、障がい者福祉の啓発を目的
とした豊田市育成会主催の「ふれあい交流会（クリスマス
会）」での運営サポートや「障がい者・健常者交流ダーツ大
会」「家下川クリーン作戦」へのボランティア参加など、地
域に根ざしたさまざまな活動に積極的に参加することがで
きました。
　税制委員会では､「平成３１年度税制改正に関する提
言」といたしまして、会員の皆様のご意見・ご要望を反映し
ながら、税・財政改革のあり方について、財政健全化の観
点と、社会保障制度に対する基本的考え方の観点を中心
に提言をまとめました。また、経済活性化と中小企業対策
についても、地域経済と我が国企業の大半を占める中小
企業に、税制措置でさらなる活力をもたらすこと及び事業
承継税制のさらなる拡充を内容とする提言を作成し、衆議
院議員の古本様、八木様をはじめ、豊田市長の太田様、
豊田市議会議長の鈴木様、ならびに、みよし市長の小野
田様、みよし市議会議長の塚本様にお渡しし、法人会の
税制改正に関する要望活動を積極的に行いました。
　このような活動を実施できましたのも､税務ご当局の皆
様の格別なご指導、ならびに会員の皆様のご協力の賜物
であると思っております。本年も引き続き、基本理念に沿っ
てさらなる研鑽と努力を積み重ねてまいる所存でございま
すので、会員の皆様には、法人会活動への一層のご理解
と積極的なご参加をお願い申しあげます。
　また、税務ご当局の皆様におかれましては、昨年同様、
格別のご支援とご指導を賜りますよう、お願い申しあげま
す。
　誠に簡単ではございますが､皆様のますますのご健勝と
ご隆盛を心よりお祈り申しあげて、私の年頭のご挨拶とさ
せていただきます。

年頭の
ご挨拶
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岩 田 和 之
名古屋国税局課税第二部長

　平成31年の年頭に当たり、公益社団法人豊田法

人会の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

　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。

　さて、昨年の管内の経済情勢を振り返りますと、個

人消費は回復傾向にあり、生産活動、住宅建設の増

加により緩やかではありますが拡大しております。

　さらに、経済以外の面に目を向けましても、平昌五輪

では愛知県出身の宇野昌磨選手の銀メダルをはじ

め、日本としても冬季五輪史上最多記録を更新する13

個のメダルを獲得し、2020年東京夏季五輪への弾み

となりました。

　また、静岡県とゆかりのある本庶佑氏が、新しいが

ん治療薬の開発などに貢献したとして、ノーベル医学・

生理学を受賞するという大変喜ばしい出来事もありま

した。

　このような中で新しく迎える年が、会員企業の皆様

にとって希望の多い充実した年となりますことを祈念い

たしますとともに、貴法人会が引き続き魅力ある事業活

動を展開され、会員企業と地域社会の発展に一層の

貢献をされますことを御期待申し上げます。

　ところで、税務行政を取り巻く環境は、経済活動の

国際化・ＩＣＴ化の著しい進展とともに、制度改正が行

われるなど、大きく変化しております。

　この変化に対して、国税当局といたしましては、ＩＣＴ

やマイナンバーの活用による納税者の皆様の利便性

の向上と、税務署の内部事務等の集中処理などの事

務運営の最適化を通じて、税務行政のスマート化を目

指すことにより、納税者の皆様の信頼の確保に努める

とともに、納税者の皆様が自発的に納税義務を履行し

ていただけるよう税務コンプライアンスの向上に取り組

む必要があると考えております。

　貴法人会におかれましても、各企業の内部統制面

や会計経理面の質的向上に向けて、「自主点検

チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」を作成し、

これを会員企業のみならず一般企業にも配布する取

組を実施しておられます。

　この取組は、納税者全体の税務コンプライアンスの

維持・向上に資するものであり、国税庁の使命にも合

致することから、更なる普及に向けて後押しをさせてい

ただくこととしておりますので、今後も積極的な取組を

お願いいたします。

　また、本年10月１日から社会保障の充実・安定化を

図るため、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。

　国税当局といたしましては、納税者の皆様に制度を

理解していただくとともに導入に向けた準備を進めて

いただき、自ら適正な申告・納税が行えるよう法人会の

皆様に説明会の開催等で御協力いただきながら、着

実な周知・広報に努めているところです。引き続き、円

滑な実施に向けて取り組んでまいりますので、さらなる

御協力をよろしくお願いいたします。

　重ねてｅ－Taxやマイナンバーの普及・定着に多大

な御尽力をいただいており、厚く御礼を申し上げますと

ともに、今後とも変わらぬ御支援・御協力を賜りますよう

お願いいたします。

　最後になりますが、公益社団法人豊田法人会の更

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。

年頭の
ご挨拶
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　平成31年の年頭に当たり、公益社団法人豊田法

人会の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

　会員の皆様には、平素から税務行政に格別の御

理解と多大な御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　昨年７月に着任して以来、各行事に参加させてい

ただき、役員並びに会員の皆様とお会いする機会に

恵まれ、様々なお話をすることができました。皆様が会

の活動に対して日頃から積極的に取り組み、地域に密

着した様々な活動を幅広く展開されていることを実感

することができ、その御尽力に対しまして心から感謝申

し上げます。

　昨年を振り返りますと、女性部会では、「とよた産業

フェスタ」において「チャリティ呈茶」を出展され、車い

す寄贈のための募金活動や「税に関する絵はがきコ

ンクール」による作品及び税金川柳の展示など、社会

貢献活動や納税意識の高揚に取り組んでおられま

す。一方、青年部会では、「豊田てらこや」のイベントに

協賛して「税金クイズ」を担当され、小学生のほか保

護者の方など幅広い世代に対する税の啓発活動に

取り組んでおられます。

　また、各支部や各部会の税務研修会では、毎回大

勢の方々が御出席され、部会によっては複数回開催

されるなど、会員の皆様の納税意識の高さを目の当た

りにして大変心強く感じます。

　その他にも豊田法人会として、様 な々地域住民との

ふれあい交流会への人的支援並びに日本経済に精

通した著名な講師による講演会や道の駅の看板の多

言語化の支援など、小さなコミュニティの活動から世

界に着眼した活動までも重点をおいて実施しておられ

ます。

　今後も豊田法人会の活動がますます魅力あるもの

となりますよう御期待申し上げますとともに、積極的に支

援させていただく所存です。

　さて、今年は５月に新元号へ改元されるとともに、10

月には消費税率の引上げ及び消費税の軽減税率制

度が実施されます。このような中、私どもといたしまして

は、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ

円滑に実現する」という使命を果たすため、納税者

サービスの充実と、適正な申告を行った納税者の方に

不公平感を与えないよう適正・公平な課税・徴収の実

現に努めてまいります。具体的には、e-Taxをはじめとし

たＩＣＴを活用した利便性の高い申告・納税手段の充

実、マイナンバーの効果的な活用による行政の効率化

などに取り組む一方、大口・悪質な納税者には組織的

に厳正な対応を行うほか、大企業に対しては税務に

関するコーポレートガバナンスを充実させる取組を推

進しているところであります。

　間もなく、平成30年分の所得税・消費税の確定申告

の時期を迎えます。国税庁ではＩＣＴを活用した申告・

納税手段の推進を図っており、e-Taxの利用手続につ

いては従来に比べ利便性が向上しております。

　豊田法人会におかれましては、e-Taxやマイナン

バーの普及・定着に多大なる御尽力をいただいてお

り、改めて深く感謝申し上げますとともに、一層の御支

援・御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　結びに当たりまして、公益社団法人豊田法人会の

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心から祈念いたしまして、私の年

頭の御挨拶とさせていたただきます。

岡 　 直 人
豊田税務署長

年頭の
ご挨拶
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スマホで申告!!

スマート！ 確定申告

いつでもどこでも

ステップ

1

ステップ

2

「確定申告書等作成コーナー」へアクセス!!
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンでも
所得税の確定申告書が作成できます!!

特に、給与所得者で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除による
還付申告を行う方は、「スマホ専用画面」があって便利！（平成31年１月から）

ポイント！

e-Tax又は印刷して郵送等で提出！
申告書の提出は、e-Tax（データ送信）又は、印刷して税務署へ郵送等で!!

作成コーナー 検索

※画面はイメージであり、実際とは異な
る場合があります。
※掲載ＱＲコードのリンク先は予告無く
変更又は削除する場合があります。

Android の方は
事前にインストール

Google Play から
｢Adobe Acrobat Reader｣
アプリをインストールして
ください。

ID・パスワード で e－Tax（平成31年１月から） 印刷して郵送等で提出

又は

ID・パスワードは・・

ID・パスワード方式に対応した!
ID・パスワード!"

平成30年１月以降、税務署で発行して
います。

ID・PWが目印

●既に、ＩＤ等をお持ちの方は、新たに
取得する必要はありません。

●ＩＤ等の発行を希望される方は、運
転免許証などの本人確認書類をお
持ちの上、お近くの税務署にお越
しください。

プリンタをお持ちでなくて
も、コンビニ等のプリント
サービス（有料）を利用すれ
ば、印刷できます!!
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名古屋国税局 検索

e-Taxで送信すると・・・
○税務署に行く手間がかかりません！

○源泉徴収票などの添付書類は提出不要！

○申告書の控えはPDF形式でスマホ等に保存！

ご不明な点は、名古屋国税局ホームページ・電話で確認できます。

名古屋国税局ホームページでは、

申告書等作成の際に役立つ情報 を掲載しています！

○確定申告のお知らせ（主な税制改正等）
○確定申告書等作成コーナーの操作マニュアル
○誤りが多い事例　など

※掲載ＱＲコードのリンク先は予告無く変更又は
　削除する場合があります。

申告や納税についての
お問合せ先

電話相談センター e-Tax・作成コーナー
ヘルプデスク

送信方法、エラー解消
などのお問合せ先

最寄りの税務署の電話番号は国税庁ホーム
ページ等でご確認ください。

【受付時間】月曜日～金曜日　9時～17時
(祝日など及び年末年始を除きます。)

※自動音声によりご案内しておりますので、相談内容に応じて該当
　の番号を選択してください。

   ※受付時間は、時期により延長する場合がありますので、最新の情報を
　　ｅ‐Taxホームページでご確認ください。
   ※上記の電話番号がご利用できない場合などは、03-5638-5171を
　　ご利用ください（通常の通話料金となります。）。

最寄りの税務署へ☎
0570-01-5901☎※最寄りの税務署にお電話いただくと

　電話相談センターが対応します。

e - コ ク ゼ イ
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豊田法人会員の方々が
表彰されました。

昨年、10月31日（水）にKKRホテル名古屋で行

われた名古屋国税局長表彰式と11月15日

（木）に豊田商工会議所会館で行われた平成30

年度納税表彰式にて、豊田法人会員から次の

方々が表彰されました。ご紹介いたします。

▶豊田税務署長表彰

▶名古屋国税局長表彰

▶豊田税務署管内税務協議会長表彰

副会長／田端　　稔（豊田信用金庫）

常任理事／朝位　　克
（トヨタ生活協同組合）

理　事／二宮　幸介
（株式会社サンタック）

理　事／福岡　和則
（大日通信株式会社）

理　事／三浦　孝子
（株式会社FUNE）

平成30年度納税表彰

副会長／落合　宏行
（株式会社FTS）

常任理事／神谷　典之
（神谷組工業株式会社）

常任理事／陣内　洋明
（株式会社陣内工業所）

理　事／大矢　伸明
（太啓建設株式会社）
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部会
女
性

活動
報告

花水木
女性部会の花

シンボルマーク
このマークは、女性部会の
8ブロックの強い絆を
表現しています。

（公社）豊田法人会女性部会

税務署長を囲む会
　女性部会では「税を考える週間」行事と致しまして、「税務署長を囲む会」を開催いたしました。
　岡署長様の講話では「くらしを支える税」についてご指導いただきました。
　「暮らしの中の税、納税の義務、納税の必要性、国の財政」税は国民の義務として当然ではありますが、
改めて我々女性部会も微力ではございますが、税の活動に努めていきたいと思いました。

平成30年11月12日（月）

川柳と絵はがき展示
　コモスクエア豊田（ホテルトヨタキャッスル玄関口）にて、皆様から募集しました「川柳」と豊田アートス
クール（1年～6年）の生徒さんに描いていただきました「税に関する絵はがき」を展示いたしました。
　税に関する思いを句にした作品、絵はがきは子供達の税に対する大切さを見事に描き、素晴らしい作品
を展示する事ができました。ご協力ありがとうございました。

平成30年11月9日（金）～20日（火）

実施期間　11月11日～11月17日
趣　　旨　税の意義や役割について能動的に考えてもらい、税に対する理解を深めてもらう
「週間」の変遷　昭和29年～「納税者の声を聞く月間」
　　　　　　　 昭和31年～「納税者の声をきく旬間」
　　　　　　　 昭和49年～「税を知る週間」
　　　　　　　 平成16年～「税を考える週間」

「税を考える週間」とは



　第32回全国青年の集い
　岐阜大会
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部会
青
年

青年部会は「税法、経理、経営」の相互
研究や会員相互の啓発・親睦を目的と
しています。次代を担う若手経営者、中
堅幹部社員のみなさん。我々と共に新
しい未来に向けて研鑽しましょう。

活動
報告 新入会員

募集中！
新入会員

募集中！
新入会員

募集中！
●詳しくは法人会事務局まで！

《年会費》3,000円

《会員資格》
豊田法人会員であ
る法人に属した50
歳以下の人

「第３２回全国青年の集い岐阜大会」が岐阜県岐
阜市の岐阜グランドホテルにて開催されました。
大会では、女優の紺野美沙子氏による記念講演
「今私たちにできること～未来のために～」が開
催されました。青年部会員が知見を広め発想
力、行動力を高められるよう、国連開発計画（ＵＮ
ＤＰ）親善大使などの幅広い活動で培われたご経
験をもとにご講演を賜りました。

平成３０年１１月８日（木）～９日（金）

税務署長を囲む会

豊田税務署の岡直人署長をお迎えし、「くらしを支
える税」と題し、生活に身近な税の意義や役割につ
いて理解を深められるご講演を賜りました。その
後、岡署長、山本筆頭副署長、古賀統括国税調査官
にもご参加いただき情報交換会を行いました。部
会員との懇親を深めることができ、たいへん有意
義な会となりました。

平成３０年１１月２９日（木）
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新入会員

募集中！
租税
教育

豊田法人会青年部会　部会長　　柴田征充　

豊田法人会青年部会　副部会長　木戸泰彦　

豊田法人会青年部会　副部会長　川合雄造　

豊田法人会青年部会　副部会長　廣部智映　

豊田法人会青年部会　理事　　　池田大和　

豊田税務署　統括国税調査官　　古賀聡明

豊田法人会事務局　専務理事　山田　茂

豊田法人会事務局　事務局長　小林昇司

青
年
部
会

第6回 小学生対象「税金クイズ」
NPO豊田てらこや主催

第6回 小学生対象「税金クイズ」（１２月１６日）
会場：豊田市立浄水北小学校
　NPO豊田てらこや主催の「ＮＩＧＥＲＯ（ニゲロ）～悪

の怪盗団からお宝を守れ～」において、豊田法人会青年

部会による「租税教育」を実施させていただきました。豊

田てらこやは、「学生によるまちづくりの会」が主体となり

事業を行う団体です。

　当日は、豊田市内の小学生１～６年生１００名が参加

し豊田市を深く知る、またチームの中で協調性、行動力や

実践力を育む事を目的とした宝集め、ミッション付鬼ごっ

こを実施する中で、昼食後３０分の時間を豊田法人会に

いただき「税金に関するクイズ」を行いました。

　豊田税務署の古賀統括官よりクイズの出題、正解の発

表後にわかりやすい解説をしていただきました。子供た

ちの生活に身近な問題を多く出題し、税への関心を持っ

てもらえるようなクイズを行いました。

また、豊田税務署から“ジュラルミンケースに入った１億

円のレプリカ（重量も本物と同じ）”をお借りし、小学生達

に実際に手に持ってもらいました。子ども達の関心もた

いへん高く、混雑する中で次々に手に持っては歓声を上

げていました。

　事業を企画運営する大学生と、参加する小学生の双方

に、税に関する知識・興味をもっていただけたものと自負

しております。

参加メンバー

「ＮＩＧＥＲＯ（ニゲロ）～悪の怪盗団からお宝を守れ～」
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猿 

投

　豊田法人会猿投支部は
390名の会員で構成されており
ます。支部の活動としましては、
年３回の支部委員会、年１回
の税務研修会、視察研修、支
部大会と講演会を開催し、会
員間のコミュニケーションを図
るとともに、各会員の企業経営
の一助となることを目指しており
ます。
　昨年度の講演会は、会員の
健全な企業経営のための参
考としていただければと、「平
成30年度の税制改正のポイン
ト～特例事業承継税制を中心
に～」という題で、外部から講
師をお招きし開催いたしまし
た。皆さまから、大変興味深く
今後に役立つとの声を多くい
ただきました。
　また、従来から、猿投地区で
のスポーツ大会に協賛し、地
域貢献活動にも力を注いでお
ります。
　今後も、これまでの地域との
つながりを大切にしつつ、より密
着した活動を推進し、会員の
増加にもつなげていきたいと
思っております。

支部の紹介

藤岡　晃
支部長

トヨタT&S建設㈱

表紙の写真

豊田市民芸館は、昭和初期に柳宗悦が唱えた「民藝運動」に共
感し、自身も古陶磁研究家であり名誉市民でもある本多静雄
氏（1898-1999）ゆかりの施設。民芸品を展示する施設として
は全国でも有数の施設です。
「民藝」というと堅苦しい印象もありますが、つまりは美しいくら
しの道具や生活品のこと。
猿投古窯、挙母木綿など地域とつながりのある工芸講座をはじ
め、数々の講座を開催しています。民芸館の位置する、平戸橋
公園の四季のうつりかわり、年3回開催される企画展示とあわ
せて、ものづくりの原点である手仕事の楽しさに触れてみては
いかがでしょうか。

休 館 日 ： 毎週月曜日（除く祝日）、年末年始　
開館時間 ： 9：00～17：00
入 館 料 ： 無料

豊田市平戸橋町波岩86-100
TEL ： 0565-45-4039

2018.12.22（土）～
2019.5.12（日）

《開催期間》

日本民藝館から移設した大広間

穴窯

ホームページの施設案内

裂織体験

絞り染め講座
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支部の活動
地域貢献活動
猿投支部では「地元
の皆様を応援します」
のロゴ入り「タオル」
を製作して地域を応
援しております。

視察研修
平成30年10月5日、優良企業である静岡県の大
塚製薬㈱袋井工場・花の舞酒造㈱へ参加者33名
で行ってきました。
研修先へ向かうバス車内にて、税務関係のＤＶＤ
を視聴し、税務の知識を高めました。

講演会
平成30年3月29日、企業経営のために「平成30
年度の税制改正のポイント～特例事業承継税制
を中心に～」の講演会を開催しました。

《講師》
太陽グラントソントン税理士法人
西村文男 様　加藤俊一 様

井郷地区チョイボラ運動
チョイボラ運動は、「できるときに、できることを、できる所で取り組もうというボランティア運動に個
人個人で取り組んでもらおう」という井郷地域独自の運動で、「児童の登下校時に家の前で見守りで
きる」など18の取り組み項目（自治区、コミュニティ会議、子ども会、ジュニアクラブ、PTA、民生委員
児童委員協議会、高齢者クラブ、こども園、小・中・高等学校、地域包括支援センター、いさとスポー
ツクラブ、わくわく事業申請団体など）があります。
★私も参加したい！という方は、豊田市役所猿投支所（0565-45-1214地域振興課）まで！



12

豊田
法人会
だより
No.134

豊田市役所
からの
お知らせ

退職等による
個人住民税特別徴収税額未徴収分の
一括徴収について

特別徴収義務者は、地方税法３２１条の５の規定により、翌年１月１日以降に、退職等に
より特別徴収することができなくなった従業員の未徴収税額を、原則一括徴収しなけ
ればならないこととされています。
つきましては、平成３１年１月１日以降に退職等により特別徴収することができなくなっ
た従業員の未徴収税額は、一括徴収していただきますよう改めてお願いします。

退職後出国予定の方の
一括徴収について

従業員が退職後に出国される場合は、１２月３１日以前の退職であっても、なるべく一括徴収していただきます
ようお願いします。
未徴収税額を納付せずに出国され、徴収が大変困難となる事案が多発しています。
一括徴収ができない場合や、翌年度も課税されることが明らかな場合は、納税管理人を選定するか、できない場
合は出国前にあらかじめ納付（予納）するよう従業員に説明してください。

ｅＬＴＡＸ又は光ディスク等による
給与支払報告書の提出義務基準の
引き下げについて

平成３３年（２０２１年）１月提
出分からｅＬＴＡＸ又は光ディ
スク等による給与支払報告書
の提出義務基準が１００枚以
上に引き下げされました！

《改正の内容》
前々年の提出すべきであった
「給与所得の源泉徴収票」の
枚数が１００枚以上（現行：１，０
００枚以上）であった場合は、平
成３３年（２０２１年）１月１日以
降、ｅＬＴＡＸ又は光ディスク等に
よる提出が必要になります。

■給与等の額が未徴収税額より少ない。　■再就職先で特別徴収を継続する。
■死亡による退職。

《次のいずれかに該当する場合は、一括徴収しなくてもよいとされています。》

平成３１年
（２０１９年）

平成３２年
（２０２０年）

平成３３年
（２０２１年）

平成３４年
（２０２２年）

ｅＬＴＡＸ（地方税ポータル
システム）での提出は、市
町村ごとに仕分けする手
間を省略でき、大変便利
です。紙の給与支払報告
書を御提出の事業所様
は、ｅＬＴＡＸの早期導入を
御検討ください。
詳細はエルタックスヘル
プデスク
電話 0570-081459
http://www.eltax.jp/

基準年：平成３１年
（２０１９年）

基準年：平成３２年
（２０２０年）

ｅＬＴＡＸ又は
光ディスク等

ｅＬＴＡＸ又は
光ディスク等給与所得の

源泉徴収票
111枚

給与所得の
源泉徴収票
130枚

義務化 義務化

（例）

問 合 せ／豊田市役所市民税課　電話（０５６５）３４－６６１７
受付時間／午前８時３０分～午後５時１５分　土日祝、年末年始を除く

補助金申請に
ついてはこち
らを確認→

パートナー登録申
込みについてはこ
ちらを確認→

募集します！
とよたSAKURAプロジェクトパートナーを
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PHV・EV・FCV（次世代自動車）
豊田市は、PHV・EV・FCVを業務目的で購入し、使
用する豊田市内に本社、支社、支所、支店、営業所
等をおく法人事業者に対して、購入に要する費用
の一部を補助いたします。

補助金制度
（法人事業者向け）

▶補助金額
A. 車両本体の購入に係る価格（税抜）の5％
B. 充電設備、外部給電設備・機能を設置の場合上乗せ各5万円

購入車両 A.車両に対する補助

上限15万円

充電設備

外部給電設備・機能

外部給電設備・機能

上乗せ5万円

上乗せ5万円

上乗せ5万円

B.付帯設備への補助
（Aの上乗せ補助）

最大補助額
（A＋B）

PHV・EV

FCV

最大25万円

最大20万円

補助金申請に
ついてはこち
らを確認→

補助金申請に
ついてはこち
らを確認→

補助金申請に
ついてはこち
らを確認→

とよたSAKURAプロジェクトは環境にやさしく、災害に
強い次世代自動車の普及促進を目指し、連携して事業を
実施していただける企業・団体を募集しています。
パートナー登録をして、一緒に次世代自動車の可能性を
PRしませんか？

次世代自動車は「環境にや
さしい」、「燃費がいい」だけ
ではなく、「走る蓄電池」で
もあります。特にPHV（プラ
グインハイブリッド車）・EV
（電気自動車）・FCV（燃料電
池車）のように車載蓄電池
を持つ車種は、クルマから
電気を取り出すことがで
き、万が一の災害時でも家電や照明などの電力となります。
「とよたSAKURAプロジェクト」とは、こうした給電機能を持つ
次世代自動車をひとつひとつの桜の花びらに見たて、次世代
自動車の給電能力を広めることで、豊田市内から桜の花びら
を咲かせて満開にし、環境に優しく災害に強いまちを目指すと
いう活動です。

とよたSAKURAプロジェクトとは…

パートナー登録申
込みについてはこ
ちらを確認→

パートナー登録申
込みについてはこ
ちらを確認→

パートナー登録申
込みについてはこ
ちらを確認→

●パートナーになると・・・
1.とよたSAKURAプロジェクト専用ロゴマーク
の使用が可能
2.とよたSAKURAプロジェクトオリジナルTシャ
ツの購入が可能
3.取組を実施する際にとよたSAKURAプロジェ
クトのパートナーとして宣伝が可能（事前に申
告があった場合に限る）
4.市と連携したイベント出展（要調整）

●パートナーとしての取組の例
◯環境関連の社会貢献活動として、自社で持つ
外部給電機能を持った社用車を活用してPR
◯地域の防災イベントへの協力として、外部給電
機能を持った社用車を提供して給電デモを実
施しPR

豊田市役所環境政策課
電話（0565）34-6650

募集します！募集します！募集します！
とよたSAKURAプロジェクトパートナーをとよたSAKURAプロジェクトパートナーをとよたSAKURAプロジェクトパートナーを
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「「「「食べ食べ過ぎ食べ過ぎ食べ過ぎ」」」を防ぐ方法

朝食には卵などの良質のたんぱく質
をしっかり摂ることで、その日1日の
食欲が抑制され食べ過
ぎ防止につながるといわ
れています。

満腹中枢が働くのは食べ物が体に入って
15分～30分経ってからといわれます。
ゆっくり時間をかけて食事することで満腹
感が得られやすくなります。またよく噛む

ことによって脳内物質のヒ
スタミンが作られ、より満
腹感が高まります。

寝る直前まで食べ物を口にすると血糖値が上昇
します。その時に分泌されるインスリンは睡眠を
促進させるメラトニンの分泌を阻害するといわ

れ睡眠の妨げに。睡眠時間が短いと
空腹信号をおくるグレリン（胃から
産生されるホルモン）が分泌される
ため食欲増進の原因になります。

テレビや新聞を見ながらのなが
ら食いは食べることへの集中力
が欠けるため、満腹中枢からの
サインに気づきにくくなり、必

要以上に食べ過ぎ
てしまう原因にな
ることも。

z z z・・・・

食べ過ぎないコツ

食事と食事の時間の間隔が空き過ぎると、人の
体は飢餓感を覚え、ついつい食べ過ぎてしまうこ
とがあるそうです。昼食や夕食を食
べ過ぎないためにも、朝から規則正
しく食事を摂ることで食べ過ぎを抑
えられます。

ついつい食べ過ぎてしまう方へ、後悔することのないように、
食べ過ぎを防ぐ方法の一例をご紹介します。

朝食にはたんぱく質を摂る 食事は規則正しく1日3回、
朝ごはんもきちんと食べる

ゆっくりよく噛んで食べる 寝る前食べ物を口にせず、
睡眠をしっかりとる

ながら食いはしない血糖値の"急激な"上昇は、体が脂肪を蓄えやすくなるため
肥満の原因になるといわれています。

①野菜などの
　食物繊維や汁

②肉や魚などの
　たんぱく質

③ご飯やパン、麺
　などの炭水化物

●血糖値の上昇を緩やかにする理想の食べ方

食べる順番にこだわる
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○トヨタ生協発行　情報誌メグリア引用

暮らしのお役立ち情報

「「食べ過ぎ食べ過ぎ」」

食品のＧⅠ値表

ＧⅠ値（血糖値上昇指数）の低い食品を選ぶ

食べ過ぎ防止のストレッチ体操＆ツボ

ストレスを解消 ⇒食べ過ぎを防止します。

食欲を抑えるツボ

内臓機能を促進・強化し、
自律神経のバランスを整える

⇒

食欲を抑制します。

飢点（きてん）

低

炭水化物

野菜
海藻

乳製品
菓子・果物
肉・魚・豆類

中 高

春雨／そば
小麦全粒粉パン／玄米  など

うどん／パスタ  など 白米／パン  など

レタスなどの葉もの
きのこ類／大根／かぶ
ピーマン／ブロッコリー
ひじき／昆布／もずく  など

さつまいも  など にんじん／かぼちゃ
ジャガイモ  など

ナッツ類／牛乳
ヨーグルト／チーズ／バター
りんご／いちご  など

プリン／ゼリー／アイスクリーム
パイナップル／バナナ

納豆／豆腐
鶏肉・豚肉・牛肉／ハム・ソーセージ

魚全般  など

フライドポテト
せんべい／クッキー
チョコレート  など

※効果には個人差があります。

※下記GⅠ値はあくまでも目安として参考にしてください。各食品とも調理法等によってもGⅠ値が変化します。

ＧⅠ値とは、食品が体内で糖に変わり、血糖値が上昇するスピードを計ったもの。このＧⅠ値が低い食品は消
化・吸収がゆっくりなものが多いため、お腹も空きにくく、食べ過ぎを抑制することにもなります。ＧⅠ値の低
い食品と高い食品を上手に組み合わせ、栄養バランスの良い食事を心掛けましょう。

仰向けに寝た姿勢から、両手で腰を
支えながら足を持ち上げてつま先を
頭の上部の床に下ろす。そのままの
姿勢で呼吸を５回繰り返します。
※首に負担がかかるので、無理をし
ないようにゆっくりと行いましょう。

仰向けになって両ひざを立てま
す。つま先を正面に、脚は腰幅に
開きましょう。その姿勢からお尻
をゆっくりと持ち上げていきます。

左右の耳の穴の前にある少しへこんだ部分にある
「飢点」のツボを2～3分ほど押す。食事の15分～
20分ほど前に刺激すると食べ過ぎを防ぐといわれ
ています。

お尻を持ち上げ両手を背中
の下で組みましょう。目を
閉じ、この姿勢で10秒間
キープします。

牛乳
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豊田
法人会
だより
No.134

豊田税務署からのお知らせ

国税の納付は、簡単・便利な
ダイレクト納付をご利用ください

税務署へ提出する申告書や申請書等には

本人確認書類

マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は
・マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。
・ご自宅等からe-Tax で送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。

マイナンバーカードをお持ちでない方は

● 通知カード
● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(マイナンバーの記載があるものに限ります。)

などのうちいずれか１つ

身元確認書類
記載したマイナンバーの

持ち主であることを確認できる書類
● 運転免許証
● パスポート
● 在留カード

● 公的医療保険の被保険者証
● 身体障害者手帳

「マイナンバー社会保障・税番号制度」をご覧ください。

※平成30年1月以降、一部の手続について、番号確認書類の提示又は写しの添付を省略することができます。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

が必要です！

マイナンバーの
記 載

本人確認書類の
提示又は写しの添付

マイナンバーの記載が必要です!!

税務署へ提出する申告書や申請書には 法人番号の記載が必要です‼

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm

http://www.cao.go.jp/bangouseido/

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

～ 法 人 の 皆 さ ま へ ～

マイナンバーの提示と
本人確認が、これ一枚で
完結できます！

「マイナポータル」に

ログインできます！※1

住民票の写しや
印鑑証明書を
コンビニで取得できます！※2

マイナンバー
カードででき
ることって？

最新情報は、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉」をご覧ください。

マイナンバーカードの申請方法、受取方法等については、内閣府ホームページ

法人番号をお調べになりたい場合は、「国税庁法人番号公表サイト」をご覧ください。

番号確認書類
ご本人のマイナンバーを確認できる書類

マイナンバーカードの
申請はお済みですか？

マイナンバーカードを
申請されて、受取を
忘れていませんか？

※1  詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。  ※2  お住まいの市区町村によってサービスの内容が異なる場合があります。

申告書などを税務署へ提出する際は、〝毎回″

などのうちいずれか１つ

マイナンバーカードの取得方法等について

国税に関するマイナンバー制度の最新情報

マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん
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国税の納付は、簡単・便利な
ダイレクト納付をご利用ください

マイナンバー制度の本人確認も、

e-Taxが便利です！
1 本人が申告される場合

2 税理士の方が代理で申告される場合
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豊田
法人会
だより
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国税の納付は、簡単・便利な
ダイレクト納付をご利用ください

豊田税務署からのお知らせ

有 料 老 人 ホ ー
ム 等 で 行 う 飲
食料品の提供

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。

免税事業者

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。

課税事業者

一体資産 ※

※ 一定の一体資産は 飲食料品に含まれます。

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。

飲 食 料 品 の 売 上 げ ・ 仕 入 れ の
両 方 が あ る 課 税 事 業 者 の 方

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。

免 税 事 業 者 の 方

全
て
の
事
業
者

酒類
テイクアウト・
宅配等

外食

ケータリング等

新 聞

医薬品・
医薬部外品等

レストラン

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。

軽減税率対象

標準税率対象

《軽減税率の対象となる飲食料品の範囲》

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

＝
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国税の納付は、簡単・便利な
ダイレクト納付をご利用ください

大規模法人合同研修会
豊田・岡崎法人会

平成３０年１１月１９日（月）
岡崎ニューグランドホテル ３階「飛竜の間」
「研修会 第一部」
「研修会 第二部」
「懇談会」

１４：００～１６：０５
１６：２０～１７：１０
１７：１５～１８：３０

（講演）演　題　「最近の税務行政について」
　　　講　師　名古屋国税局 調査部 部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤村　伸介 様

（研修）テーマ　「誤りのない申告書を作成するために」
　　　講　師　名古屋国税局 調査部 調査審理課 課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磯谷　弘治 様

（研修）テーマ　「消費税の軽減税率制度について」
　　　講　師　名古屋国税局 課税第二部 消費税課 課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　文典 様

（研修）テーマ　「大法人のｅ－Ｔａｘ義務化について」
　　　講　師　名古屋国税局 調査部 調査開発課 課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村松　　進 様

　公務ご多用の中、名古屋国税局の調査部部長 藤村伸
介様、調査部調査審理課課長 磯谷弘治様、課税第二部 
消費税課課長補佐 林文典様を講師にお招きして、研修会
第一部「大規模法人合同研修会」を、また、調査部調査開
発課課長 村松進様を講師にお招きして、研修会第二部「ｅ
－Ｔａｘ義務化説明会」を開催しました。
　研修会第一部では、名古屋国税局調査部部長 藤村様
より「最近の税務行政について」と題し、国税局・税務署の
状況、相続税・贈与税の仕組み等、大企業の税務コンプライ
アンスの維持・向上に向けた取組についてわかりやすく説明
して頂きました。
　次に、調査審理課課長 磯谷様より「誤りのない申告書を
作成するために」と題し、誤りやすい事例をわかりやすく具体

的に説明して頂きました。
　また、消費税課課長補佐 林様より「消費税の軽減税率制
度について」と題し、平成３１年１０月から実施されることとな
っている軽減税率制度の概要とそのポイントについて、図解
を交え具体的な事例をあげて説明して頂きました。
　次に研修会第二部では、調査部調査開発課課長 村松
様より「大法人のｅ－Ｔａｘ義務化について」と題し、平成３２
年４月１日以後実施される大法人の電子申告義務化制度
の概要と円滑な電子申告書等提出のための環境整備施策
について説明して頂きました。
　研修会後の懇談会も多くの方々にご参加いただき、活発
に歓談することができました。

名古屋国税局 磯谷課長

名古屋国税局 村松課長

名古屋国税局 林課長補佐

名古屋国税局 藤村部長

研修会　第一部 「大規模法人合同研修会」

研修会　第二部 「ｅ－Ｔａｘ義務化説明会」

【来賓】　豊田税務署　署長　　　　　　　　岡　　直人 様
　　　　岡崎税務署　署長　　　　　　　　寺尾　敦郁 様
　　　　豊田税務署　法人課税第一部門 統括国税調査官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古賀　聡明 様
　　　　岡崎税務署　法人課税第一部門 統括国税調査官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河合　順子 様



2月

3月

4月

1
7
8
12
12
13
15
20
21
22
25
26
27
1
4
5
8
11
12
12
13
14
15
15
19
19
19
19
28
29
8
8
12
15
15
16
17
18
18
19
19
23
23
23
25
25
26
15
21
21

金
木
金
火
火
水
金
水
木
金
月
火
水
金
月
火
金
月
火
火
水
木
金
金
火
火
火
火
木
金
月
月
金
月
月
火
水
木
木
金
金
火
火
火
木
木
金
水
火
火

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

14:00
14:00
15:00
12:00
14:00
12:00
12:00
12:00
14:00
15:30
14:00
12:00
12:00
14:00
14:00
14:00
13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
16:00
14:00
12:00
13:30
15:00
14:00
14:40
15:30
15:00
15:15
16:00
15:00
16:30
17:20
16:00
11:00
12:00
15:20
10:00
14:00
14:00
15:00
16:00
12:00

14:00
13:30
14:00

県連・専務理事等会議
法人税セミナー初級（第５回）
青年部会・正副部会長会議
県連・事業委員会
税務会計講座（第５回）
県連・厚生委員会・厚生制度推進連絡協議会
県連・広報委員会
県連・税制委員会
法人税セミナー上級（第５回）
第３６回調査部所管法人経営者研修会
女性部会・理事会
県連・組織委員会
県連・総務委員会
税制委員会
広報委員会兼編集会議（第７回）
総務委員会（第５回）
第７３回東海法人会連合会大会
厚生委員会（第４回）
県連・専務理事等会議
豊南支部・支部大会＆税務研修会
組織委員会兼支部長会議（第５回）
みよし支部・支部大会＆講演会
事業委員会（3回）
女連協・常任理事会
青連協　常任理事会
東海青連協　常任理事会
常任理事会（第３回）
理事会（第４回）
猿投支部・支部大会＆税務研修会
青年部会・正副部会長会議
青年部会・会計監査
青年部会・理事会
稲武支部・支部大会
青年部会・第16回通常総会
青年部会・情報交換会
青連協　定時総会
女連協　定時総会
県連・総務委員会
女性部会・通常総会
帳簿監査
決算期別説明会（3・4・5月）
正副会長会議
常任理事会
総務委員会（第１回）
県連・第２２回理事会
全法連　全国女性フォーラム富山大会
理事会（第１回）
第７回通常総会リハーサル
第７回通常総会
総会後臨時理事会

大同生命ビル　２Ｆ・ホテルキャッスルプラザ
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
大同生命ビル　２Ｆ
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
大同生命ビル　２Ｆ
大同生命ビル　２Ｆ
大同生命ビル　２Ｆ
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
ホテルナゴヤキャッスル
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
大同生命ビル　２Ｆ
大同生命ビル　２Ｆ
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
岐阜グランドホテル
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
大同生命ビル　２Ｆ
豊田商工会議所会館　2Ｆ　多目的
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
みよし市文化センター　サンアート
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
大同生命ビル　２Ｆ
大同生命ビル　２Ｆ
大同生命ビル　２Ｆ
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室403
豊田商工会議所会館　2Ｆ　多目的201・202
トヨタＴ＆Ｓ建設　本社事務棟 3F 会議室
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
事務局
豊田商工会議所会館　２Ｆ　会議室204
豊田商工会議所会館　２Ｆ　会議室204
豊田商工会議所会館　２Ｆ　会議室20１・202
キッチンこば軒
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
ホテルトヨタキャッスル
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的201・202
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室403
豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401
名鉄グランドホテル
富山産業展示館（テクノホール）
豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的203・204
豊田市民文化会館　小ホール
豊田市民文化会館　小ホール
名鉄トヨタホテル

日　　時 行　　事  （会　議） 開催場所

5月
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（有）坂口損害保険事務所
豊田ドライケミカル（株）
（株）ＯＳＡＨ
（有）さんまる
（医）ヒトメディカ
（合同）オフィスおお田
研都モータース（株）
（有）易安商事
リコージャパン（株）　豊田営業所
（株）ＳＴＡＢＬＥ
（株）アレス
豊田鉃工（株）　ｱｸﾞﾘｶﾙﾁｬｰR&Dｾﾝﾀｰ
司工業（株）
（合資）いちぎ
（株）エアード
（有）三友電機
石塚興業（株）
（株）サンケイ
（株）Worth it
（株）ウツギ
（有）ミヤケ工務店
（株）マルナカ青果
（株）ＹＧ豊田
（株）アール・エム・アイ
（株）ランドエステート
中日本ファシリティーズ（株）
（株）戸神工務店
（株）きく丸　豊田宮上店（うまかもん）
（株）ゆきかぜ　（はるかぜ豊田）
鈴村興産（株）
（株）ジェイティーエス
トヨタＴ＆Ｓ建設(株）　豊田営業所
（有）ハセベ工業
（株）ハウスＳＴ豊田
（株）トヨタお掃除サービス
（株）Ｍ＆Ｙ
（株）ＳＰＡ
（有）安藤製菓　ﾌｼﾞﾌｧﾐﾘｰｼｮｯﾌﾟ前山店
（株）ニットーセイコー
（有）チャームショップカトレヤ

（株）つたや製菓舗
トヨタ生活（協）　ﾒｸﾞﾘｱｾﾚﾓﾆｰ竹元ﾎｰﾙ
トヨタ生活（協）　ﾒｸﾞﾘｱｾﾚﾓﾆｰ越戸ﾎｰﾙ
（株）ミフネ　西広瀬工場
（非営）まほうのらんぷ
（株）Ｒｅ　ＳＴＹＬＥ
（株）ａＳＰＩＲＥ
将永不動産（株）
（有）ケーキハウスアンジュ
藤本自動車（株）
（株）さくら　豊田施設
（医）平戸橋医院
（株）Ｇ’ｓ工房
（株）田中建業
（有）プルミエ
（株）Ｋａｙｔ
（株）酒井設備
（有）コアズ・ハウス
（株）神谷造園
（有）富士ペイントシステム
（有）ゴッド工業
（株）ウィンガイア
（有）竹中工業所
（有）アムロ
（株）葵
（株）岡野住工
（有）中部セーフティーカーゴ　豊田支店
（有）伊東急送　豊田支店
（合同）大原工房
（株）じゃんだらりん
（合資）ＦＨＮ
（株）マツバラ
在宅介護サービスゆう(有)
（株）こざわ建築工房
（株）Ｓ＆Ｐホールディングス
エーアイテック（株）
（株）達美建設
（株）ＬＩＬＡＣ
ＴＧロジスティクス（株） みよし物流センター
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豊田中
豊田中
豊田中
豊田中
豊田中
豊田中
豊田中
豊田中
豊田中
豊田中
豊田中
豊田中
高橋松平
高橋松平
高橋松平
高橋松平
七州
七州
七州
七州
七州
七州
七州
七州
七州
七州
七州
七州
七州
七州
七州
豊南
豊南
豊南
豊南
豊南
豊南
豊南
豊南
豊南

豊南
豊南
猿投
猿投
猿投
猿投
猿投
猿投
猿投
猿投
猿投
猿投
猿投
猿投
猿投
高岡
高岡
高岡
高岡
高岡
高岡
高岡
高岡
高岡
高岡
上郷
上郷
上郷
上郷
上郷
上郷
稲武
藤岡
藤岡
藤岡
藤岡
みよし
みよし
みよし
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