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法人会とは…
　法人会とは全国に440単位あり、おおむね半分の法人企
業が加入する「健全な納税者の団体」「良き経営者をめざ
すものの団体」であります。
　そのため会員の皆さんの「正しい税知識を身につけた
い」「積極的な経営をめざしたい」というご要望に応える、
経済および税制に関する「講演会」「研修会」「説明会」等
を経営者はもとより、実務担当者を対象に開催しております。
　また、会員企業の経営の安定を図ることと、経営者並び
に従業員の福利厚生制度充実のために保険受託会社と
提携して各種保険制度を設けております。

豊田法人会の紹介
　豊田法人会は、昭和26年4月岡崎法人会から独立して
挙母法人会となり、昭和34年1月に豊田法人会となりました。
　昭和51年5月には名古屋国税局から社団法人として許
可され、平成25年4月には愛知県知事から公益社団法人
として認定されました。
　豊田法人会は公益社団法人としての活動を柱として、
税のオピニオンリーダーに相応しい法人会をめざして邁進
してまいります。
　法人会活動が社会に広く貢献しながら、より一層充実し
活発化していくためには、さらに組織を拡充していく必要
がありますので、是非ご理解を賜りましてご入会下さいます
ようお願い申し上げます。

〒471－0034 
愛知県豊田市小坂本町１丁目25番地
（豊田商工会議所会館4F）
Tel : 0565－33－1314  Fax : 0565－33－6230

豊田法人会公益社団法人
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　令和３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。

　昨年の経済を振り返りますと、新型コロナウイルス

感染症の世界的大流行の影響により、世界及び我が

国の景気は厳しい状況にありましたが、持ち直しの動

きもみられました。ただし、先行きについては感染症

が内外経済を下振れさせるリスクに十分注意する必

要があります。

　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皆様と共

に、コロナ禍の中できる範囲で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、法人税セミナー、資産税セ

ミナー、税務会計講座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３６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一部ではございます

が開催いたしました。自動車部会は今年で５１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。

　その他にも、女性部会では、豊田税務署長の小泉

様・法人課税統括官の左右田様を講師にお迎えし計

３回税務研修会を開催いたしました。青年部会でも、

小泉様・副署長の宮村様を講師にお迎えし計２回税

務研修会を開催いたしました。

　また、１１月の税を考える週間では、市内ホテルで

の「税金川柳・小学生による税に関する絵はがき」の

展示および募集を通じ、お子様を含めた多くの方々に

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。

　税制委員会では､「令和３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、新型コ

ロナウイルス感染症への対応と財政健全化の観点、

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、豊田市議会議長の山田様、なら

びに、みよし市長の小野田様、みよし市議会議長の藤

川様にお渡しし、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ご協力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。

近 　 健 太
豊田法人会  会長

年頭の
ご挨拶
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鈴 木 友 康
名古屋国税局課税第二部長

　令和三年の年頭に当たり、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。

　昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる自粛要請や緊急事態宣言の発出等が行わ

れ、様々な局面で異例の対応を強いられる年と

なりました。

　一方、東海地方出身の藤井聡太棋士の史上最

年少での２冠獲得と八段昇段といった次世代を

担う若者が活躍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。

　さて、税務行政を取り巻く環境は、経済活動の

ＩＣＴ化やグローバル化などにより大きく変化

しております。このような状況の下、「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」という私どもに課された使命を果たすため

には、「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収の

効率化・高度化」を２本柱とする税務行政のス

マート化を目指す必要があります。その実現に向

けて、申告・納付のデジタル化の推進等に取り組

んでいるところではありますが、これらの取組を

成し得るためには、ｅ-Ｔａｘやマイナンバー制

度の普及・定着が必要であり、法人会の皆様の御

協力が不可欠であると考えております。

　また、昨年は、多くの企業の方にとって、軽減税

率制度実施後の初めての確定申告となりました

が、おおむね円滑に行っていただくことができた

と考えており、法人会の皆様が、説明会の開催や

制度の周知・広報活動など幅広く御協力をいた

だきましたこと、この場をお借りして厚く御礼申し

上げます。

　今後は更に、軽減税率制度の定着・インボイス

制度の円滑な導入に向けて取り組んでいくことと

しておりますので、引き続き、御協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。

　さらに、貴法人会において作成されております

「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイド

ブック」は、納税者の皆様の税務コンプライアン

スの向上に役立つものであり、極めて有意義な

取組と考えておりますので、今後も積極的な取組

をお願いいたします。

　国税当局といたしましては、今後も法人会の皆

様との連絡・協調を密にしながら適切な対応に

努めてまいりますので、一層の御理解と御協力を

賜りますよう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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小 泉 孔 二
豊田税務署長

　令和三年の年頭に当たり、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。

　昨年は、年初からの新型コロナウイルス感染

拡大により、緊急事態宣言が発出され、経済・文

化・スポーツ等あらゆる分野の活動が影響を受

けました。年末にはGoToキャンペーン等で経済

が活気を取り戻すかに見えたのもつかの間、第

三波の到来となり、未だ先の見通しが立たない

状況が続いております。

　このように活動に制約を受ける中においても、

貴会におかれては、感染拡大防止に向けて創意

工夫を施され、「税金川柳」や「絵はがきコンクー

ル」の作品募集及び各種研修会の開催等、貴会

の理念である「納税意識の高揚と税知識の普及」

のための活動に取り組んでおられます。今後も貴

会の活動を継続していただけるよう、微力ではあ

りますが、私どももできる限り支援させていただく

所存です。

　また、近年の税務行政を取り巻く環境はめまぐ

るしく変化しております。環境の変化に対応する

ため、私どもは「納税者の利便性の向上」「課税・

徴収の効率化・高度化」など、税務行政のスマー

ト化に向けて取組を続けており、ＩＣＴを活用し

た事務の最適化等を通じて、納税者の皆様から

の信頼にお応えするための体制作りを進めてい

るところです。

　この税務行政のスマート化への取組の一環と

して、国税庁ではこれまでもｅ－Ｔａｘを利用し

た申告・納税をお願いしているところですが、コ

ロナ禍において令和二年分の所得税・消費税等

の確定申告の時期を迎える本年は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の観点からも、より安心・

安全な申告手段として、ご自宅のパソコンやご自

身のスマートフォンで作成・送信していただくよ

う、機会あるごとに御案内しております。これまで

確定申告会場に出向いて申告書を作成・提出し

ておられた会員の皆様にも、是非御利用いただ

きますようお願いいたします。

　豊田法人会におかれましては、これまでも、ｅ

－Ｔａｘ及びマイナンバーカードの普及・定着

に向けた広報活動について、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、今後もより一層の御理解・御協力を賜り

ますよう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

会のますますの御発展と、会員の皆様の御健勝

並びに事業の御繁栄を祈念いたしまして、私の

年頭の御挨拶とさせていたただきます。

年頭の
ご挨拶
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確定申告のお知らせ
法人会会員企業の皆様へ

令和２年分確定申告に当たってのお願い
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に

ご協力をお願いします。
●税務署の受付窓口や確定申告会場
は、大変混雑し長時間お待ちいただ
く場合があります。

●新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、従業員の皆様に
「より安心・安全」な次の方法により確
定申告書を提出していただくよう周
知をお願いします。

方法１パソコン・スマホで作成してe-Taxで提出！

方法2 書面で作成して郵送で提出！

方法3 書面で作成して土日祝日又は税務署の
            執務時間外に時間外提出箱へ提出！

マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマホ
があれば、e-Taxを利用して確定申告書を提出することができます。また、事前に最
寄りの税務署でＩＤ・パスワード方式の手続を行っていただければ、マイナンバー
カードとＩＣカードリーダライタ等がなくてもe-Taxを利用することができます。
▶e-Taxには、国税庁ＨＰ「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

《国税庁ＨＰや電話相談の活用にご協力をお願いします。》
税務署にお越しいただかなくても、次の方法等により
ご不明な点を相談等することができます。
●国税に関する一般的な質問と回答　 ⇒　国税庁ＨＰ「タックスアンサー」
●確定申告に関する一般的な相談　　⇒　確定申告電話相談センター
                                                         （豊田税務署0565-35-7777音声案内 ０ ）
●確定申告書等作成コーナーの操作　⇒　e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
                                                         （0570-01-5901）

豊田税務署
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ご自宅からの
e-Taxが  
「新しい生活様式」
　　　　　　です

令和2年分の確定申告を
予定されている方へ

●申告は、「より安心・安全」なご自宅からの
e-Taxを是非ご利用ください。
●e-Taxは、マイナンバーカードを準備していた
だくか、最寄りの税務署でID・パスワードを発
行することで利用できます。
●申告書は印刷して郵送で提出することもでき
ます。

確定申告の方法を動画で紹介！

確定申告の
準備はお早めに！
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法人会活動により、受彰された
方々をご紹介します

豊田税務署長表彰
常任理事／福岡　守男
　　　　　（株式会社モダン装美）

豊田税務署管内税務協議会長表彰

令和2年度
納税表彰
受彰者のご紹介

常任理事／三宅　正恭
　　　　　（株式会社メック）

理　　事／三浦　孝子
　　　　　（株式会社ＦＵＮＥ）

常任理事／服部　宏
　　　　　（服部ダイカスト工業株式会社）

理　　事／曽我　洋次
　　　　　（三河印刷株式会社）

（敬称略）

（敬称略）
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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
　令和2年11月11日(水)豊田商工会議所にて女
性部会税務署長を囲む会を開催しました。
　豊田税務署長小泉孔二様のご講話、「知ってお
きたい相続税」と題し、分かりやすく興味深くお
話頂きました。
　①相続税とは　②相続税の申告の必要な人　
③相続税に課せられる財産　④相続財産の価格
から控除できる債務と葬式費用等々、身近に捉え
る内容で聞き入りました。
　子供、孫名義の預貯金も非課税のつもりが、相
続税の課税対象になること、家族の名義になって

いるもの等も相続税の課税対象になることなど
です。また、相続人の意志を明確にする遺言書は
尊重されるようです。
　基礎控除が減ったことから対象者が多くなって
くる今、必要な勉強会に感謝です。
　相続税がきっかけで親族が仲たがいする実情
も多いと聞きます。事前の「知る」ことが大切だ
と今回の勉強会で再確認できたと思います。
　聴くことから知ることへの貴重な時間となりま
した。

令和2年11月11日（水）

川柳と絵はがき展示
　11月6日から2週間、ホテルトヨタキャッ
スルのエントランス前にて「税金川柳、税
の絵はがき」を展示致しました。
　川柳の多くは一日も早いコロナ収束を
願う作品でした。
　小学生が描いた絵はがき作品は、色鮮や
で感心するばかり!　「くらしを支える税」
を見事に表現してありました。
　皆さまご協力ありがとうございました。

令和2年11月6日（金）～20日（金）
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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

税務署長を囲む会

　公務ご多用の中、 豊田税務署より署長 小泉孔二様
をお迎えし、「国税庁の業務～国際課税への取組～」と
題しご講演を賜りました。
　最初に「国税庁の機構及び名古屋国税局の概況」の
説明があり、次に本題の「国際課税への取組」について
４つの観点からの説明がありました。
　（１）日本企業の海外進出状況、（２）国際課税に係る
税制、（３）ＢＥＰＳ（税源浸食と利益移転）、（４）「国際戦略
トータルプラン」に基づく取組方針について、資料を見
ただけでは難解なことを理解する上でのポイントを踏
まえて解説していただきました。
　最後に事例紹介で、海外法人を利用した架空の費
用計上による国外送金の具体例等、イメージしやすい
説明があり、様々な国際課税上の問題があること、ま
たグローバル化が進んでいる現在、国税庁の業務も
より拡大傾向にあることがよく理解できました。

令和2年11月27日（金）
豊田商工会議所会館　２階　多目的２０１・２０２

　正しい税知識を身につけたい。もっと積極的な経営をめざした
い。社会のお役に立ちたい。そんな経営者の皆さんを支援する全国
組織が法人会です。
　豊田法人会青年部会は、現在設立より42年目を迎え、豊田・みよ
し地区の109社、109名の会員で構成しております。
　税のオピニオンリーダーとしての活動はもとより、部会員の研さんを支援する各種の研修会や研修旅行、ま
た、地域振興やボランティアなど地域に密着した活動を積極的に実施しております。
　豊田法人会会員である法人に属した50歳以下の方でしたら、年会費3000円でご加入いただけます。
　様々な業種の方々との相互交流を通じて、スキルアップ、交流の輪を拡げてみませんか。

豊田法人会青年部で
　　一緒に活動しませんか？
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新入会員

募集中！ 役員税務研修会
□令和２年１２月８日（火） １６：２０～１７：００
□ホテルトヨタキャッスル ２階「華の間　西」

▷税務研修会テーマ　確定申告はｅ－Ｔａｘで
▷税務研修会講師　　豊田税務署　個人課税第一部門 統括国税調査官　渡辺　泰典　様
▷来賓　豊田税務署　署　　　長　小泉　孔二　様
　　　　　　　　　　筆頭副署長　松田　淳一　様
　　　　　　　　　　副　署　長　宮村　孝廉　様
　　　　　　　　　　法人課税第一部門 統括国税調査官　左右田　幹也　様

　公務ご多用の中豊田税務署より、来賓に署長 小
泉孔二様、筆頭副署長 松田淳一様、副署長 宮村孝
廉様、法人課税第一部門 統括国税調査官 左右田
幹也様を、講師に個人課税第一部門 統括国税調査
官 渡辺泰典様をお招きして、役員税務研修会を開
催しました。
　豊田法人会からは、近会長をはじめ役員・関係者
50名が参加しました。
　最初に近会長より、「自社内では、新型コロナウィ
ルスの感染防止の為にも確定申告はｅ－Ｔａｘ利用
するよう号令しているが、今日は自分もしっかり勉
強したい。」との挨拶がありました。次に来賓の署長 
小泉孔二様より、「確定申告会場には毎年多数の

方々が訪れる。新型コロナウィルスの感染防止上、
より多くの企業の従業員の方々にｅ－Ｔａｘで確定申
告していただくことが最も安全であり、また申告上
も正確な方法のため、是非ご協力をお願いした
い。」との挨拶がありました。

　講師の渡辺様より、「豊田太郎の令和１年分所得
税及び復興特別所得税の申告書の作成」という具
体例を使ってご自身のスマートフォンをスクリーン
に映し、最初のステップの「国税庁ホ－ムページへ
アクセス」から、最後の「ｅ－Ｔａｘで送信」、「申告書
データの保存」までを大変分かりやすくご説明して
いただきました。

講師の渡辺統括官
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で冬を乗り切ろう温活
この時期、「冷え」がツラい…という皆さん、もしかし
たら低体温のせいかもしれません。
体温が1℃下がると、免疫力は30％、代謝は10～
20％低下といわれ、様々な体のトラブルの原因とな
ります。さぁ、温活で冬を健康に乗り切りましょう。

体が本来持って
いる

　免疫機能の働
きをアップ！

代謝も良くなり
、

　　健康や美容
がアップ！

体が本来持って
いる

　免疫機能の働
きをアップ！

代謝も良くなり
、

　　健康や美容
がアップ！

はじめよう！ 温活

①首を右に傾け、5秒間キープ。左側も同様に。
　反対側の肩が上がらないように。
②首をゆっくり前に倒し、5秒間キープ

電車内や
家事などの立ち仕事を
しながらストレッチ

かかとを浮かせてつま先立ちし、そのまま5秒間キープ。
数回繰り返しましょう。

仰向けになって手足を空中に持ち上げて、ブラブラと
細かく振ります。
イスに腰掛けた状態でおこなってもOK。

ふくらはぎの
筋肉を動かして

血流を
スムーズに。

毛細血管の
血流をアップさせ
体を温めます。

首と肩の
筋肉を刺激し、
血流を

高めましょう。

●首と肩のストレッチ

●つま先立ちストレッチ

●手足ブラブラ運動

①

②

ストレスも温活の大敵！ 自律神経のバランスが乱れると
血行障害を引き起こし、低体温の原因に。

40℃以下のぬるめの温度のお湯に、ゆっくり30分程度、
全身浸かりましょう。42～43℃での足湯、手湯を10～
20分するのも冷えに効果的です。

半身浴よりも
全身浴のほうが

水圧が高くなるため、
より血流が
良くなります。

音楽や
アロマテラピーなど、
リラックスできる
環境づくりも
大切です。

●お風呂

●リラックス

●湯たんぽ・カイロで
　温める

お腹

太もも
前面お尻

二の腕家では
外では

大きな筋肉が集中している4つの部位を中心に温める
と効果的。太い血管のある「首」「手首」「足首」も冷や
さないよう注意しましょう。

運 動 ライフスタイル

!!



体を温める食べ物
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食べ物

暮らしの お役立ち情報

◯血行を促す成分を摂取し、体を内側から温めましょう。

◯筋肉量が減らないようにタンパク質はしっかりと。

◯血流を調整する作用があるビタミンE、鉄、マグネシ

ウムなどを積極的に。

◯体を温めてくれるショウガや唐辛子もおすすめ。
●卵　●牛乳　●大豆
●魚介類（マグロの赤身、イワシ、サンマ、エビ、
　サケ、カツオ、アジ、ウナギ、ハマチ、海藻など）
●肉類（鶏ささみ、豚ヒレ肉、牛もも肉、羊肉など）

●ナッツ類（アーモンド、ピーナッツなど）
●魚介類（ハマチ、ウナギのかば焼きなど）
●緑黄色野菜（かぼちゃ、ニンジンなど）

●肉類（豚レバー、牛赤身肉）
●貝類（アサリ、シジミなど）
●野菜（小松菜など）
●豆類（枝豆、納豆など大豆製品）

●魚介類（アサリ、カキ、イワシなど）
●海藻類

●ショウガ　●唐辛子
●調味料（ワサビ、酒、酢、コショウ、黒砂糖）
●発酵食品（チーズ、みそなど）
●ハーブティー
●発酵しているお茶（紅茶・プーアール茶など）

タンパク質

鉄

ビタミンE

マグネシウム

その他

○トヨタ生協発行　情報誌メグリア引用
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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

新型コロナウイルス感染症の影響により、『納税の猶予の特例』を受けられた方へ

納付の期限は『猶予期間の終了日』です！
新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

納税の猶予の特例を受けられた方へ、税務署からの重要なお知らせです。

　猶予期間の終了日までに納付する必要があります！
　　猶予期間の終了日は、先に税務署から送付しております「納税の猶予許可通知書」の
「猶予期間」欄に記載していますので、終了日をご確認いただき、計画的な納税資金の
ご準備をお願いします。
　　なお、猶予期間の終了日のおおむね２か月から１か月前に、「納税の猶予期間の終了
に関するお知らせ」と題する文書をお送りしますので、併せてご確認願います。

　猶予期間が終了すると延滞税がかかります！
　　猶予期間の終了後は延滞税がかかります。
　　また、猶予期間の終了日を経過しても納付されない場合は、督促状の送付、納税コー
ルセンターからの電話催告などが行われることがあります。

　猶予期間の終了日までに納付できない場合は、
　税務署徴収部門へご相談ください！
　　納税の猶予の特例を受けている国税について、猶予期間の終了日までに納付できな
い場合には、改めて、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用
できる場合がありますので、お早めに税務署徴収部門へご相談ください。
　　なお、他の猶予を受けると延滞税が軽減される場合があります。

　ご相談の際は、事前に電話による予約をお願いします！
　　ご相談の際は、税務署の混雑緩和のため、事前に電話による予約をお願いします。

1

2

3

4

【連絡先】　豊田税務署徴収部門：０５６５－３５－７７７４（直通）
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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
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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届出書などには

＋

＋

が必要です。

※ e-Taxで提出すれば、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。

は方のち持おをドーカーバンナイマ 　○  

番号確認と身元確認が１枚でできます。
○　マイナンバーカードをお持ちでない方は

マイナンバーカードでできることが増え続けています！

マイナンバーカードはスマホ・パソコン・郵便などで
申請でき、無料で取得できます。

スマホによる
申請は
こちらから！

令和３年３月からは、健康保険証とし
ても利用できるようになる予定です。

マイナンバー
PRキャラクター
マイナちゃん

税務署へ申告書などを提出する際は、“毎回”

マイナンバーの記載

もっと便利に！マイナンバーカード

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！

番号確認書類 身元確認書類
●通知カード※1

●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※2

○○ オンラインで申告
『マイナポータル』や『e-Tax』
を活用して、自宅などから 
申告ができます。
（次頁参照）

○○ 身分証明書として
運転免許証などと同様、公的
身分証明書として使用できます。

○○ マイナポイントがもらえる
 （令和２年９月～令和３年３月）
選択したキャッシュレス決済サービスで
２万円のチャージまたは買い物をすると
上限5,000円分のマイナポイントが 
もらえます。

●運転免許証
●公的医療保険の被保険者証
●パスポート
 などのうちいずれか１つ

本人確認書類（番号確認書類+身元確認書類）
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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

○ ○

○

マイナポータルを活用
した申告について、
詳しくはこちらから！

マイナンバーカード
対応のスマホ一覧は
こちらから！

従業員

納税者

e-Taxで送信

メールなどで送信
国税庁の「年末調整控除
申告書作成用ソフトウェア」などで
控除申告書を作成

確定申告書等作成コーナーでスマホ申告
できる方の対象範囲を広げました。今後
も便利な機能を追加する予定です。

確定申告期間中は24時間（その他の
期間は平日24時間）、オンラインで
申告書の提出ができます。

e-Taxで提出すれば、本人確認書類
の提示または写しの添付が不要です。

控除申告書に
自動入力・
自動計算♪

マイナンバーカードを
使い、マイナポータル
を通じて、まとめて
データ取得！

書類内容の
確認や検算の
手間が削減

確定申告書に
自動入力・
自動計算♪

給与担当者

～マイナポータルを活用した情報連携～

確定申告（令和３年１月からスタート）

年末調整（令和２年10月からスタート）

□□□
報告書

各種控除証明書など

〇〇〇〇
証明書

△△△
控除証明書

e-Taxで申告するには？

メリット
いつでも

スマホでもっと
便利に

本人確認書類
の提出が不要

マイナンバーカードを取得1
マイナンバーカード対応のスマートフォン又はICカードリーダを用意2
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へ3

取得には１か月程度かかるよ。
早めの申請がおすすめ！

マイナンバーカードで申告を簡単・便利に！
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お知らせ
法人会 自主点検チェックシートを

活用していますか？

（記入例）

 

況
状
の
等
合
組
入
加

（役職名）

法人会の会員であることを
ご記入ください。

自主点検チェックシートを活用した場合には、「法人事業概況説明書」に
（法人会 自主点検チェックシート）と記入することができます。

「社内監査」欄には、
各種チェックシート
等を活用した社内監
査実施の有無を記入
します。

※上記「１」「２」ともe-taxを利用した場合でも入力することができます。

⑸

査
監
内
社 実施の有無 有 無
（　 　）法人会　自主点検チェックシート

豊田法人会会員
法人会役職名をご記入ください

企業の皆様企業の皆様企業の皆様

１． 平成30 年４月１日以後終了事業年度分より「法人事業概況説明書」の様式が改訂され、〈表面〉に８．（５）「社
　 内監査」欄が新たに設けられました。

「法人会 自主点検チェックシート」を
活用し、社内点検を実施した場合に
は、下記のように記入してください。

法人会 自主点検チェックシート（国税庁後援）は、企業自らが自主的に点検することにより、
税務コンプライアンスの向上や、自社の成長、ひいては税務リスクの軽減に役立つものです。

まだ自主点検チェックシートに取り組まれていない
経営者の皆様も、是非一度お試しください。

２．また、「法人事業概況説明書」〈裏面〉17．「加入組合
等の状況」の欄には、法人会の会員である旨および
法人会での役職名を記入することができます。

自主点検チェックシートは、法人会ホームページ「自主点検チェックシート」の
コーナーからダウンロードできます。
また、同コーナーでは、使い方などをわかりやすく解説した「法人会 自主点検
チェックシートのススメ」を配信していますので、是非ご活用ください。

お問い合わせ先 （公社）豊田法人会 Tel : 0565－33－1314  Fax : 0565－33－6230
http://www.toyotahojinkai.or.jp
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愛知県豊田加茂県税事務所 からのお知らせお知らせお知らせ
《愛知県の法人の税金について》

eLTAX（エルタックス）を利用して県税や市税を
一括で納税できます！！

自動車の税金についてご注意ください！！

大法人の電子申告が
義務化されました！！

地方税共通納税システムの稼働で納税がさらに便利に！！
▶令和元年10月より地方税共通納税システムの稼働で、eLTAXを
利用して複数の地方公共団体に一括して電子的に納税すること
ができます。

こんなに便利にご利用いただけます！！
▶手数料は無料です。
▶電子申告を行った申告情報や特徴税額通知データを地方税共通
納税システムに引き継いで納税することができます。
▶事前に登録した金融機関口座を指定して、地方税を直接納税する
ことができます。
▶地方公共団体が指定する金融機関以外の金融機関からも納税で
きます。
▶対象の税目は、法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法
人特別税・法人市町村民税・個人住民税（特別徴収分・退職所得
分）・事業所税となります。

電子申告が義務化されました。
▶資本金の額又は出資金の額が
1億円を超える大法人について
は、令和２年４月１日以後に開始す
る事業年度分から、eLTAXによる
電子申告が義務化されています。

《愛知県の自動車の税金について》

詳しくはエルタックスのホームページ
（https://www.eltax.lta.go.jp/）で御確認ください。

詳しくはエルタックスのホームページ
（https://www.eltax.lta.go.jp/）で
御確認ください。

法人の税金について→　　愛知県豊田加茂県税事務所 課税第一課  県民税・事業税グループ　　
　　　　　　　　　　　　電話：0565-32-7482（ダイヤルイン）
自動車税種別割について→愛知県豊田加茂県税事務所 課税第二課　自動車税グループ　
　　　　　　　　　　　　電話：0565-32-7483（ダイヤルイン）

下取り等で車を譲渡又は廃車された場合
自動車税種別割は、4月1日現在の自動車の所有
者（※）に対して課税されます。
3月末までに運輸支局で移転登録（名義変更）又
は抹消登録（廃車）をしていただかないと、納税義
務が発生しますのでご注意ください。（※割賦販
売契約の場合は使用者）

住所変更をされた場合
自動車税種別割の納税通知書は、車検証に記載された
住所に送付されます。住所を変更された場合は、運輸
支局で住所変更の手続きをしてください。すぐに住所
変更できない場合は、以前お住まいだった住所地を管
轄する県税事務所に自動車税種別割住所変更届出書
（※）をご提出いただくか、電子申請・届出システムによ
り、新住所をご連絡ください。
（※https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0
000041943.htmlよりダウンロードできます。）

毎年かかる自動車税の名称が「自動車税種別割」となりました。同時に令和元年10月1日以降に初回
新規登録を受ける自家用乗用車の税率が引き下げられました。

税率区分

25,000円 30,500円 36,000円 43,500円 前税率
－1,000円

税　額
（自家用車）

1,000㏄
以下

1,000㏄超
1,500㏄以下

1,500㏄超
2,000㏄以下

2,000㏄超
2,500㏄以下 2,500㏄超

企業の皆様



2月

3月

4月

10

15

17

18

19

22

24

25

26

1

2

4

9

9

11

15

16

18

23

24

24

26

26

5

9

15

15

19

20

20

21

22

23

23

23

26

27

28

12

20

20

20

水

月

水

木

金

月

水

木

金

月

火

木

火

火

木

月

火

木

火

水

水

金

金

月

金

木

木

月

火

火

水

木

金

金

金

月

火

水

水

木

木

木

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

12:00

12:00

12:00

14:00

14:00

15:30

12:00

14:00

12:00

14:00

14:00

12:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

12:00

14:00

14:40

13:30

15:00

14:00

16:00

16:30

10:00

16:00

14:00

15:20

15:20

14:00

15:00

16:00

14:30

14:00

11:00

13:30

14:00

16:30

17:15

法人税セミナー初級（第５回）

県連・厚生委員会・厚生制度推進連絡協議会

県連・事業委員会

県連・広報委員会

税務会計講座（第５回）

女性部会・理事会

第３８回大規模法人経営者国税局長講演会

県連・税制委員会

法人税セミナー上級（第５回）

県連・総務委員会

税制委員会

広報委員会（第７回）

県連・組織委員会

総務委員会

厚生委員会

専務理事等会議

事業委員会

組織委員会兼支部長会議

女連協・常任理事会

常任理事会（第３回）

理事会（第４回）

青連協・常任理事会

東海青連協・常任理事会

税制小委員会

青年部会・理事会

青年部会・第１８回通常総会

全法連・第１６回全国女性フォーラム新潟大会

帳簿監査

青連協・第３７回定時総会

決算期別説明会（3・4・5月）

仮）女性部会・第４２回通常総会

仮）女性部会・第４２回通常総会

正副会長会議

常任理事会

総務委員会（第１回）

県連・第２９回理事会

理事会（第１回）

女連協・第３６回理事会

第９回通常総会・リハーサル

第９回通常総会

臨時理事会

通常総会懇談会

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

豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204

名古屋マリオットアソシアホテル

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

豊田商工会議所　２Ｆ　多目的２０４

豊田商工会議所　２Ｆ　多目的２０４

大同生命ビル　２Ｆ

豊田商工会議所　２Ｆ　多目的２０４

豊田商工会議所　２Ｆ　多目的２０４

大同生命ビル　２Ｆ

豊田商工会議所　２Ｆ　多目的２０４

豊田商工会議所　２Ｆ　多目的２０４

大同生命ビル　２Ｆ

豊田商工会議所会館　4Ｆ　403会議室

豊田商工会議所会館　2Ｆ　多目的201・202・203

大同生命ビル　２Ｆ

大同生命ビル　３Ｆ

豊田商工会議所　４Ｆ　会議室４０３

豊田商工会議所　４Ｆ　会議室４０３

豊田商工会議所　４Ｆ　会議室４０３

朱鷺メッセ

豊田商工会議所　４Ｆ　会議室４０３

名鉄ニューグランドホテル

豊田商工会議所　４Ｆ　会議室４０３

ホテルトヨタキャッスル

ホテルトヨタキャッスル

豊田商工会議所　４Ｆ　会議室４０１

豊田商工会議所　４Ｆ　会議室４０３

豊田商工会議所　４Ｆ　会議室４０１

名鉄グランドホテル

豊田産業文化センター　１Ｆ　多目的ホール

名鉄ニューグランドホテル

豊田市福祉センター

豊田市福祉センター

名鉄トヨタホテル

名鉄トヨタホテル

日　　時 行　　事  （会　議） 開催場所

5月
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行事予定 令和3年2月～5月



（株）ＴＳ企画
（株）ルート
（株）アスケット
（有）イチヨシホーム
エンドウ商事（株）
（株）ＡＴＴＡＲＡｒｔ
（株）アテス
（株）新英
勇紀建設（株）
（株）エイ・ゼットマネージメント
（株）栄幸
（株）江戸屋酒店
（株）成美
（株）西野電気
（合同）ＨＨＴ企画管理
（有）スウィング
（有）企画室コンドウ

慶成工業（株）
（株）ＣＳＳ
（株）エイフォーエル
（株）ナカプラス
井上自動車販売（株）
（株）ＡＬＩＶＥ
（株）晋合
（株）トヨタプラテクノ
（株）悠和
（合同）エイホー精機
（合同）紡ぐ
（有）高村薬局
フカツ外装（株）
ユニットプラス（株）
（株）ボンズ
（医）奏鈴会　鈴木歯科医院
（株）山本商会

紹介新会員 令和2年10月～12月

豊田中
豊田中
高橋松平
高橋松平
高橋松平
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
猿投
猿投
猿投
猿投
高岡
高岡
上郷
上郷
上郷
上郷
上郷
上郷
上郷
藤岡
みよし
みよし

キリトリ

令和　 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日

令和　　 年　　 月　　 日

会員名

登記事項等異動連絡票

異動事項

所 在 地

法 人 名

代 表 名

電話番号

FAX  No.
資 本 金

業 種 目
組織変更
決 算 期

そ の 他

変　　更　　前 変　　更　　後

公益社団法人
豊田法人会 宛

異動日

〒　　　─ 〒　　　─

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

万円 万円

月期 月期

※該当事項をご記入のうえ、豊田法人会事務局までご連絡願います。
（公社）豊田法人会  事務局／豊田市小坂本町1-25　豊田商工会議所会館 4F 受付

Tel : 0565－33－1314   Fax : 0565－33－6230
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表紙の写真

旭高原元気村
雪そりゲレンデ

▶最新のスノーマシンによりコンディションを管
理！ スキー場の片隅にあるそり広場ではなく、そ
り専用ゲレンデでなのでお子様も安心して“そり
遊び”が楽しめます。100ｍのゲレンデはスリル
満点！滑り降りたら「動く歩道」で上部まで行くこ
とができます。

▶清水の湧き出るところに柱を建て、氷瀑を完成させます。昼間の青
空と氷の組み合わせが非常に美しいです。１８時～２１時の間はラ
イトアップされ幻想的な雰囲気に様変わりします。２０１１年から造
られ、今では冬の稲武の一大景勝地となりました。

期間 時間

場所

１２月～３月頃まで
（※降雪状況により変動します。） 9：00～16：00

豊田市旭八幡町根山68-1 TEL 0565-68-2755
      （旭高原元気村）問合せ

料 金
（税込）

●入場料／５００円（３歳以上）　　　●貸しそり／５５０円
●レンタルウェア／２,５５０円
※ブーツ・グローブなどのレンタルもあります。

表紙の写真

愛知県一の面積を誇る豊田市は冬も楽しめるスポットがたくさんあります。

■ 問合せ／0565-83-3200（いなぶ観光協会）

見頃 １月上旬～２月下旬ごろまで※その年の気温によって見頃の時季が変化します。

場所 豊田市稲武町六郎木（大井平公園付近）
※駐車は大井平公園駐車場にお願いします。

▶奥三河・城ヶ山のふもとに湧く温泉郷。国道153号線と国道257
号線が交差する、稲武地区の中心部に温泉宿があります。中心に
流れる名倉川は、夏は渓流遊び、秋には美しい紅葉と、年間を通じ
て美しい風景を演出。
　深い緑に囲まれ、清流のせせらぎが響く静かな温泉地で、訪れる
人々の心を優しく包み込みます。

場所 豊田市稲武町、夏焼、武節町周辺
ホテル岡田屋（総檜風呂）→豊田市武節町田ノ洞213-2 TEL0565-82-2544

泉質 弱アルカリ性低張性冷鉱泉

▶道の駅｢どんぐりの里いなぶ」内にある天然温泉｢どんぐりの湯」
は、季節の花を植栽した露天風呂や遠赤外線を発する段戸石の露
天風呂や岩盤スチームサウナのある1F「花の温泉」、浴室内が木
のぬくもりを感じられる2F「森の温泉」が楽しめます。テーマにち
なんだ露天風呂が人気で、薬湯、桧風呂、ジャグジーなど充実した
お風呂が整っています。

■ 問合せ／0565-82-3135（どんぐりの湯）

場所 豊田市武節町針原22-1

稲武の氷瀑

稲武 夏焼温泉郷

稲武　どんぐりの湯

ホテル岡田屋

©TOURISM TOYOTA

©TOURISM TOYOTA

©TOURISM TOYOTA

©TOURISM TOYOTA

《お出かけの際は、新型コロナウイルス感染予防の取組にご協力ください。》
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豊田法人会
公益社団法人

〒471－0034 愛知県豊田市小坂本町１丁目25番地
（豊田商工会議所会館 4F）
Tel : 0565－33－1314   Fax : 0565－33－6230
E-mail  main@toyotahojinkai.or.jp

http://www.toyotahojinkai.or.jp
発行日／令和3年2月1日

ゲレンデ
雪そり

三河支社豊田営業所/

TEL 0565-34-0200

名古屋支店/

TEL 052-857-1400


