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ぎょぎょランド　写真／豊川市 提供

■ 青年部会
   第20回 小・中学生法人会税金クイズ（20周年記念）　
   健康経営プロジェクト、租税教室（児童からの手紙を紹介）
■ 女性部会
　第19回 小・中学生による芸能フェスティバル
　第８回 税に関する絵はがきコンクール（募集）
■ 税務署だより、県税だより、市税だより 



　新年、明けましておめでとうございます。

　令和４年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　会員の皆様方及び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から厚くお礼申

し上げます。

　さて、令和３年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、１年の延期となった

東京オリンピック・パラリンピックが開催され、日本人の活躍に元気をいただきました。一方で、新

型コロナウイルス「第５波」という大きな波に飲み込まれ、日本中が先の見えない危機的な状況と

もなりました。また、半導体不足や原油価格高騰など経済に与える深刻な問題も生じており、東海

地方の経済活動や個人消費への影響も心配されるところです。加えて、新型コロナウイルスの新し

い変異株が確認され再び感染拡大することが懸念されています。

　しかし、年初から繰り返された緊急事態宣言が９月末には解除され、その後は行動制限が緩和

されるとともに、55兆円規模の経済対策が閣議決定し、本年は、その経済対策の効果を期待する

ところです。

　このような中、当法人会は、昨年は新型コロナウイルス感染防止策を施しながら、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方の創意工夫を凝らした積極的な

事業活動によりまして、着実に成果を上げてまいりました。ここに改めて、そのご尽力に対しまして、

心から感謝申し上げます。今年こそはすべての事業が予定通り実施できるようにと願っています。

　結びにあたり、税務ご当局はじめ関係諸団体各位の変わらぬご指導とご支援をお願い申し上

げますとともに、会員の皆様方の益々のご健勝と会員企業のご繁栄を心から祈念申し上げまして、

年頭のご挨拶とさせていただきます。

年頭のご挨拶

一般社団法人東三河法人会　会長　髙須　博久

　豊川市赤塚山公園は、平成５年７月に豊川市制50周年
を記念して建設された25ヘクタールの自然の中にある総
合公園です。その中心となる「ぎょぎょランド」は、東三河
唯一の淡水魚水族館であり、市内を流れる豊川水系の自
然を再現した水槽で、アマゴやアユが泳ぐ姿を見ることが
できます。「アニアニまある」は、平成26年にリニューアル
オープンした動物とふれあえる広場です。夏に欠かせない
遊水池や噴水のある人気スポットの「水の広場」をはじめ、
「花しょうぶ園」、「梅園」もあり、宮池エリアでは「芝生
広場」や遊具などで一日遊ぶことができます。現在、開園
30周年となる令和５年に向けて、「水の広場」及び「アニア
ニまある」の再整備が進められており、新たな施設の利用
開始が待ち望まれているところです。
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（敬称略）50音順

［渥美支部］
石倉 一造　㈱石倉精工
副会長（渥美支部長）

［蒲郡支部］
梅田 重則  豊田東海警備㈱
副会長（蒲郡支部長）

［田原支部］
安田 幸雄  ㈱安田商店
副会長（田原支部長）

［豊橋支部］
鈴木 雅人  朝日土木興業㈱

本会理事

［田原支部］
髙崎 佐智江  ㈱タカサキ新聞

女性部会副部会長

［豊川支部］
飛田 美枝子 ㈲ウェルネス
女性部会副部会長

［蒲郡支部］
市川 博章  小森㈱

本会理事

［豊橋支部］
佐久間 啓之  佐   間商店㈲

青年部会幹事

［豊川支部］
真田 光彦  豊川信用金庫

本会監事

表彰受賞者紹介

豊橋税務署長表彰

豊橋税務推進協議会長表彰

　令和４年の年頭に当たり、一般社団法人東三河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、コロナ禍の中、オリンピック・パラリンピックが開催され、多くの日本人選手がメダルを

獲得し、大リーグにおいても大谷翔平選手が二刀流で大活躍、地元愛知では、藤井聡太棋士が最

年少の四冠となるなど、元気が出る出来事がありました。一方で、年初から新型コロナウイルス感

染症の影響で緊急事態宣言が繰り返されるなど、先の見えない状況が続きました。

　このような中でも、法人会の皆様には、「税金クイズ」や「税に関する絵はがきコンクール」、

「租税教室への講師派遣」など税に関する啓蒙活動にご貢献いただくとともに、令和５年10月に

導入が予定されているインボイス制度に係る説明会の開催や制度の周知・広報などにご尽力いた

だき、心より感謝申し上げます。

　国税当局としましては、「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に、ＩＣＴの活用による「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「スマート税務行政」を目指し様々な取組を進めてまいりたいと考えており

ます。

　今後とも、法人会の皆様との連絡・協調を密にして適切な対応に努めてまいりますので、引き続

きお力添え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、新しく迎える年が、会員の皆様にとって充実した年となりますことを祈念い

たしますとともに、一般社団法人東三河法人会が引き続き魅力ある事業活動を展開され、地域の

発展に一層貢献されますことをご期待申し上げまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。

年頭のご挨拶

豊橋税務署 署長　鬼頭　宗一
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税務研修会

　一般社団法人東三河法人会では、令和３年11月～12月に、地元選出の国会議員、豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原
市の市長及び関係各所の皆様に、令和４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。

山本左近氏と市川博章税制委員長、
岩田容造専務理事、川合明彦事務局長

今枝宗一郎氏と市川博章税制委員長、
浅倉伸治常任理事、岩田容造専務理事

根本幸典氏と市川博章税制委員長、
浅倉伸治常任理事、岩田容造専務理事、

川合明彦事務局長

国会議員 根本幸典 氏 国会議員 今枝宗一郎 氏 国会議員 山本左近 氏

豊橋市 豊川市
池田宏生副市長と
  石原勝好税制委員、
岩田容造専務理事

和出年弘財務部次長、
山本敦志市民税課長と
岩田容造専務理事

蒲郡市
鈴木寿明市長と

市川博章税制委員長
鈴木正直副市長、
鈴木嘉弘総務部長と
安田幸雄副会長、
岩田容造専務理事

田原市

各市の市長・副市長・税務関係者

国 会 議 員

東三河法人会・新城法人会合同　大規模法人税務研修会
令和３年11月30日(火) ／ ホテルアソシア豊橋

本 会

講師：名古屋国税局　調査部次長　梅村 幸彦 氏
演題：「税務を取巻く環境変化と税務行政」

講師：名古屋国税局　調査部　調査審理課長　小山 太郎 氏
演題：「申告書作成のチェックポイント」

本会・支部・部会の活動

令和4年度 税制改正に関する提言活動
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女性部会

青年部会

Activity
本会・支部・部会の活動

青年部会・女性部会合同研修会
講師：豊橋税務署　法人課税第一部門統括国税調査官　稲田　充 氏
演題：「インボイス制度について」　　

令和３年９月16日（木）
豊橋商工会議所

青年部会研修会
講師：大同生命保険㈱ 　FP・相続コンサルタント　内山 理咲子 氏
演題：「相続と事業承継」　　

令和３年12月８日（水）
ホテル明山荘青年部会

女性部会研修会
講師：豊橋税務署　筆頭副署長　山田 功治 氏
演題：「税金あれこれ２」　　

令和３年12月７日（火）
ホテルシーパレスリゾート女性部会

税務研修会
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議所会頭、商工会会長にも提言活動を行いました。

山本左近氏と市川博章税制委員長、
岩田容造専務理事、川合明彦事務局長

今枝宗一郎氏と市川博章税制委員長、
浅倉伸治常任理事、岩田容造専務理事

根本幸典氏と市川博章税制委員長、
浅倉伸治常任理事、岩田容造専務理事、

川合明彦事務局長

国会議員 根本幸典 氏 国会議員 今枝宗一郎 氏 国会議員 山本左近 氏

豊橋市 豊川市
池田宏生副市長と
  石原勝好税制委員、
岩田容造専務理事

和出年弘財務部次長、
山本敦志市民税課長と
岩田容造専務理事

蒲郡市
鈴木寿明市長と

市川博章税制委員長
鈴木正直副市長、
鈴木嘉弘総務部長と
安田幸雄副会長、
岩田容造専務理事

田原市

各市の市長・副市長・税務関係者

国 会 議 員

東三河法人会・新城法人会合同　大規模法人税務研修会
令和３年11月30日(火) ／ ホテルアソシア豊橋

本 会

講師：名古屋国税局　調査部次長　梅村 幸彦 氏
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蒲郡支部

Activity

講師：豊橋税務署法人課税第一部門　
　　  上席国税調査官　小柳 一也 氏

令和３年10月19日（火）
蒲郡商工会議所 豊橋支部

講師：豊橋税務署法人課税第一部門　
　　  上席国税調査官　水澤 昌浩 氏

令和３年11月15日（月）
豊橋商工会議所

講師：豊橋税務署法人課税部門　審理専門官　小田 正秀 氏
東三河法人会・東三河間税会合同開催

令和３年６月25日（金）
豊橋商工会議所豊橋支部

講師：経済ジャーナリスト　須田 慎一郎 氏
演題：「コロナ後の日本経済」　　

令和３年8月25日（水）
ホテルアソシア豊橋本 会

決算期別説明会

税制改正等説明会

講 演 会
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Activity

講師：豊橋税務署　筆頭副署長　山田 功治 氏
演題：「税金あれこれ２」

令和３年９月29日（水）
豊橋商工会議所豊橋支部

講師：数学者・大道芸人　ピーター・フランクル 氏
演題：「人生を楽しくする方程式」

令和３年12月14日（火）
ホテルアソシア豊橋本 会

講師：プロフィギュアスケーター　鈴木 明子 氏
演題：「壁はきっと越えられる」～夢をかなえる晩成力～

令和３年11月20日（土）
豊橋市公会堂豊橋支部

講師：世代・トレンド評論家　牛窪　恵 氏
演題：「Withコロナ・Afterコロナの働き方と経営改革」

令和３年10月12日（火）
蒲郡商工会議所コンベンションホール蒲郡支部

市 民 講 演 会

経 済 講 演 会
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　本年度の第35回法人会全国青年の集いが11月25日、
26日と佐賀県佐賀市にて開催されました。昨年、島根
県松江市において開催される予定だった第34回の島根
大会が、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったため、
２年ぶりの開催となりました。
　全国青年の集い佐賀大会では、「つなぐ」～維新のちから輝ける大切
な未来へ～の大会スローガンのもと、１日目は部会長サミット、懇親会、
愛知懇親会。２日目は租税教育活動プレゼンテーション、健康経営大賞
ファイナリスト事例紹介、大会式典、記念講演と様々なファンクションに
参加をさせて頂きました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、多くのファンクションで、参加人
数を制限し、WEB配信を行うなど、新型コロナウイルス感染拡大防止
を配慮し、これからの大会を運営する試金石となる大会となりました。
部会長サミットでは、通年、各部会長が円卓を囲んでの情報交換でした
が、本年は、公益財団法人全国法人会総連合青年部会連絡協議会の
歴代会長と佐藤会長によるパネルディスカッションを行い、青年部会運動の柱である、租税教育、会員増強、そして、
健康経営プロジェクトについて様々なご意見を頂くことが出来ました。続く懇親会では、こちらの新型コロナウイルス
の感染拡大防止を配慮した設営をして頂きました。　
　１日目の愛知懇親会には東三河法人会青年部会のメンバーも加わり、愛知県内の法人会青年部の皆様と意見を
交わすことが出来ました。２日目の租税教育活動プレゼンテーションでは、全国それぞれの租税教育活動を拝聴し、
今後の当会の租税教育活動に活かしていくことで、より良い租税教育活動につながると思います。健康経営大賞の
事例紹介では、これからの青年部の運動の柱となる事例が紹介されました。健康経営は新しく難しいことをするの
ではなく、今、各事業所で実際に行っていることを改めて見直し、取り組む必要があります。まずは、今一度事業活動
を見直して、出来ることから始めて行くことが大切です。
　大会式典では、各種表彰と大会宣言がなされ、来年の沖縄大会に引き継がれました。式典後の記念講演では「体
と心・仕事と家庭バランスよく過ごすために」を演題に優木まおみさんによる、仕事への取り組み、家庭とのバランス、
健康を維持していく秘訣について講演が行われました。
　昨年の島根大会の中止を受け、２年ぶりに開催された、全国青年の集いでしたが、新型コロナウイルス禍の中で、
私たちの活動をどのように進めることが出来るかを考えることも出来る有意義な大会でした。今後の活動にしっかり
活かしていきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　青年部会が平成14年度（2002年）に取り組んだ第
１回「小・中学生ＩＴ税金クイズ」は、平成30年度（2018
年）に名称を変え第17回「小・中学生法人会税金クイ

ズ」となり、本年度は第20回を迎え「20周年記念賞」を特別に設けて青年
部会員一丸となって取り組みました。その結果、本年度の応募数は25,720
通で、昨年より2,074通上回っています。
　令和３年12月３日（金）に法人会事務局にて各賞の抽選会を行い、正答
者の中から296名に賞品を贈呈することを決定するとともに、20周年記念
学校賞に蒲郡市立竹島小学校及び蒲郡市立塩津中学校を、優良学校賞に
は豊川市立御津北部小学校及び田原市立福江中学校を選定しました。

青 年 部 会

第35回 全国青年の集い
佐賀大会

開催日／令和３年11月25日（木）～26日（金）
場　所／佐賀県佐賀市

第20回
小・中学生法人会税金クイズ

（20周年記念）

本会・支部・部会の活動

20周年記念ロゴ：伴野公彦社会貢献委員長作

（青年部会長　冨田 宗邦）

　令和３年７月26日（月）の事業委員会で、「健康経
営プロジェクト」の運営について宮地清和青年部会顧
問を講師に研修を行いました。当研修には新城法人
会青年部会からも参加いただき、「なぜ青年部会が健
康経営に取り組むのか」理解を深め今後の取り組みの
第一歩を踏み出しました。　　　　　　　　

講師：宮地清和青年部会顧問

健康経営プロジェクト

租税教室
（児童からの手紙を紹介）

　令和３年６月７日
（月）豊川市立桜町
小学校で租税教室
の講師を務めた山
本一隆さん、熊澤光
洋さん宛に児童から
お礼の手紙をいた
だきましたので一部
を紹介します。　　

　令和３年６月８日（火）豊橋市立牟呂小学
校で租税教室の講師を務めた山本竜也さん宛
に児童からお礼の手紙をいただきましたので
一部を紹介します。　
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講師：東三河ヤクルト販売株式会社　
　　　代表取締役　高橋 豊彦 氏
演題：「お腹の健康から考えるストレスと睡眠」

健康講話
開催日／令和３年7月20日（火）　
場　所／豊橋商工会議所

講師：蒲郡市竹島水族館　館長　小林 龍二 氏
演題：「弱点を武器に業績アップ
　　　　　　　　竹島水族館Ⅴ字回復の秘密」

企業見学と昼食会
開催日／令和３年10月14日（木）　
場　所／蒲郡市竹島水族館・ホテル竹島

健康測定：血管年齢測定・骨密度測定

第19回 
小・中学生による
芸能フェスティバル

開催日／令和３年8月4日（水）　
場　所／穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ
主　催／豊橋市文化芸術体験推進委員会
共　催／豊橋市教育委員会・東三河法人会

　令和３年10月14日蒲郡市竹
島水族館小林館長の講演会・
昼食会（ホテル竹島にて）を35
名参加にて開催させていただ
きました。小林館長の講演会
では「弱点を武器に業績アッ
プ竹島水族館Ⅴ字回復の秘
密」というテーマでご講演を賜りました。弱点を逆手
にとってのさまざまなご苦労やマスコミへの働きかけ
の方法など大変興味深く参考になる内容でした。コロ
ナ禍で厳しい状況の今の時期にピッタリの前向きにな
れるお話でした。その後実際に水族館を見学させて
いただきました。
　その後秋晴れの中竹島をボランティアガイドさんの
ご案内で散策・参拝させていただきました。昨年は新
型コロナウイルスの感染拡大でほとんどの行事ができ
ませんでした。久しぶりに懐かしい皆様にお会いし、
楽しく充実した１日を過ごさせていただく事ができ心
より感謝申し上げます。今後も女性部会ならではの楽
しい企画を行ってまいりますので多くの皆様のご参加
をお待ち申し上げます。
　

女 性 部 会

本会・支部・部会の活動

　　（女性部会長　竹内 恵子）
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税務研修旅行

開催日／令和3年12月16日（木）　
場　所／伊勢神宮

　本年の「税務研修旅行」は22名の参加で、一路伊勢神宮方面へ向けて出発し、バス車内でＤＶＤの視聴による
税金の勉強を行った後、外宮から内宮への参拝を行いました。内宮では、御神楽を堪能した後正式参拝を行い貴重
な体験をしました。また、昼食会は、伊勢神宮おひざもとの老舗割烹「大喜」で松花堂弁当を頂き楽しい会員交流が
できました。

　女性部会主催による租税教育活動の一環として、豊橋税務署管内の小学校６年生を対象
に「租税の意義や役割を正しく理解し、その使い道に関心を持ってもらう」ことを目的
に「税に関する絵はがきコンクール」を実施しています。昨年度は、47校から1,741通の応募
をいただき、過去最多の応募数となりました。
　本年度の応募期間は、令和３年12月１日（水）～令和４年２月４日（金）までです。多くの
皆さんの応募をお待ちしております。

【税の作品展】
　「税を考える週間」行事とし
て、令和３年11月８日（月）から
令和３年12月９日（木）の間に、
第７回「税に関する絵はがきコ
ンクール」応募作品が、豊橋市
こども未来館「ここにこ」、蒲郡
市竹島水族館、蒲郡市観光交
流センター（ＪＲ蒲郡駅構内）、
豊川市「プリオ」、田原市文化会
館にて順次展示されました。

第８回 税に関する
絵はがきコンクール（募集）

応募期間／令和３年12月１日（水）～
　　　　　令和４年２月４日（金） 応募してね！
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Tax office news
税務署だより
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Tax office news
税務署だより

Tax office news
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Tax office news

　自動車税種別割は、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、道路の損壊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ています。
　なお、令和元（2019）年10月１日からの消費税率10％への引上げにあわせて、自
動車税の名称は「自動車税種別割」となり、以降新車新規登録される自家用乗用
車及びキャンピング車の税率が引き下げられました。

　軽自動車税種別割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。
（軽自動車税種別割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

自動車税種別割のかかる自動車

納める人（納税義務者）

申　告

納　税

譲渡・廃車などしたときの自動車税種別割

申請により減免されることがあります

道路運送車両法の適用を受ける自動車

自動車を所有している人
　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。）

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、自動車税種別割の申告書（自動車税（環境性能割・種別割）申告書（報告書））を提出してください。

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、スマートフォン決済アプリ（PayPay・
LINEPay・PayB）による納税ができます。（クレジットカードの利用は、別途手数
料がかかります。）

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、自動車税種別割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。

　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登録を抹消したときは、４月から登録を抹消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種別割はお返しします。

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）

１　自動車が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

県　税
だより
県　税
だより

自動車税種別割のあらまし（愛知県）
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Tax office news

　自動車税種別割は、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、道路の損壊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ています。
　なお、令和元（2019）年10月１日からの消費税率10％への引上げにあわせて、自
動車税の名称は「自動車税種別割」となり、以降新車新規登録される自家用乗用
車及びキャンピング車の税率が引き下げられました。

　軽自動車税種別割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。
（軽自動車税種別割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

自動車税種別割のかかる自動車

納める人（納税義務者）

申　告

納　税

譲渡・廃車などしたときの自動車税種別割

申請により減免されることがあります

道路運送車両法の適用を受ける自動車

自動車を所有している人
　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。）

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、自動車税種別割の申告書（自動車税（環境性能割・種別割）申告書（報告書））を提出してください。

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、スマートフォン決済アプリ（PayPay・
LINEPay・PayB）による納税ができます。（クレジットカードの利用は、別途手数
料がかかります。）

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、自動車税種別割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。

　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登録を抹消したときは、４月から登録を抹消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種別割はお返しします。

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）

１　自動車が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

県　税
だより
県　税
だより

自動車税種別割のあらまし（愛知県）
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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  

新城市役所市民環境部税務課 0536- 23-7615  
設楽町役場財政課 0536- 62-0516  
東栄町役場税務課 0536- 76-1814  
豊根村役場税務会計課 0536- 85-1317 

　法人役員以外の方で、勤続年数５年以下の方について、退職手当等の金額から退
職所得控除額を控除した後の金額の２分の１の額を課税の対象としていましたが、
令和４年１月１日以降に支払われる退職手当等については、退職所得控除を控除し
た後の金額のうち300万円を超える部分について、２分の１の額ではなく、全額を
課税の対象とすることとされました。

○市町村への各種届出は提出期限までにご提出ください。
　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。

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。

特別徴収のメリット

　個人住民税の特別徴収の推進は全国的に広がっており、愛知県内でも積極的に
取り組んでいます。東三河８市町村は、平成28年度から個人住民税の特別徴収を
徹底しています。引き続きご協力をよろしくお願いします。

市　税
だより
市　税
だより 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～

個人住民税の退職所得分納入に際して、納入申告書を提出してください。
また、法人役員の方の場合、特別徴収票も提出してください。
なお、ｅＬＴＡＸを利用して提出することもできます。

ｅＬＴＡＸとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを
インターネットの利用により電子的に行うシステムです。
詳しくはｅＬＴＡＸホームページをご確認ください。（ https://www.eltax.lta.go.jp/ ）

退職所得課税の見直しについて

2022年1月号　17



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  

新城市役所市民環境部税務課 0536- 23-7615  
設楽町役場財政課 0536- 62-0516  
東栄町役場税務課 0536- 76-1814  
豊根村役場税務会計課 0536- 85-1317 

　法人役員以外の方で、勤続年数５年以下の方について、退職手当等の金額から退
職所得控除額を控除した後の金額の２分の１の額を課税の対象としていましたが、
令和４年１月１日以降に支払われる退職手当等については、退職所得控除を控除し
た後の金額のうち300万円を超える部分について、２分の１の額ではなく、全額を
課税の対象とすることとされました。

○市町村への各種届出は提出期限までにご提出ください。
　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。

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。

特別徴収のメリット

　個人住民税の特別徴収の推進は全国的に広がっており、愛知県内でも積極的に
取り組んでいます。東三河８市町村は、平成28年度から個人住民税の特別徴収を
徹底しています。引き続きご協力をよろしくお願いします。

市　税
だより
市　税
だより 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～

個人住民税の退職所得分納入に際して、納入申告書を提出してください。
また、法人役員の方の場合、特別徴収票も提出してください。
なお、ｅＬＴＡＸを利用して提出することもできます。

ｅＬＴＡＸとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを
インターネットの利用により電子的に行うシステムです。
詳しくはｅＬＴＡＸホームページをご確認ください。（ https://www.eltax.lta.go.jp/ ）

退職所得課税の見直しについて

年会費は資本金によって異なります。

東三河

セミナー
講　習

　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
経営者の団体です。
　東三河法人会は、地域の5,000社余りの法人経営者の皆様に加入いただいており、東三河で最も規模の大きな
経営者の団体のひとつです。是非、この機会に、東三河法人会へのご加入をご検討いただきますようご案内申し上
げます。
　また、法人会会員の皆様は、法人会未加入のお知り合いの方に「法人会加入のメリット」をお伝えいただき、会員勧誘
の候補先を事務局までご紹介ください。

会費について
資本金または出資金

【 お問い合わせ 】
会費（年間）

500万円未満
500万円以上～1,000万円未満
1,000万円以上～5,000万円未満
5,000万円以上～1億円未満
1億円以上～10億円未満
10億円以上
その他

3,000円
5,000円
7,000円
10,000円
30,000円
50,000円

2,000円

法人会加入のご案内

❶入会金無料で年会費が安価

法人会活動情報や税制に関する情報を
掲載した広報誌「東三河」を年２回発
行・全国版「ほうじん」を年４回お届け

❸情報誌の提供　

大同生命保険・ＡＩＧ損害保険・
アフラックと提携し法人会独自の
保険商品を会員特別価格で提供

❺法人会独自の保険商品・サービスの提供　

ＡＧＳの与信管理サービスで
企業情報や格付情報を簡単で
格安に収集

❼企業情報・格付情報照会サービスの提供　

著名人の講演会や税の研修会等
に参加し、異業種間の情報交換会
の場として活用

❷講演会・研修会・研修旅行に参加　

政府などへの働きかけにより税制
の改革を実現

❹税制改正要望、意見の具申

年に２回、生活習慣病予防健診を実施

❻生活習慣病予防健診をサポート　

インターネットでセミナーや

研修会を無料視聴

❽セミナービデオの無料視聴サービス

豊橋支部　TEL.（0532）55-1735

豊川支部　TEL.（0533）86-4101

蒲郡支部　TEL.（0533）68-7171

田原支部　TEL.（0531）22-6666

渥美支部　TEL.（0531）33-0441

法人会加入のメリット

※協同組合等の会費（ただし、出資金1億円以上は一般会費）
※宗教法人、支店、工場、営業所等の会費
※子会社の会費

（一社）東三河法人会

会
員

特
別
価
格

保険
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代表取締役　太田　稔

〒441-0103　豊川市小坂井町倉屋敷11－７
0533-72-2453

代表者名

所 在 地

昭和61（1986）年４月25日設立年月日

minoru@aqua.ocn.ne.jpＥ-m a i l

営業種目

電 話

0533-72-3730F A X

各種新聞販売
折込広告請負

代 表 者
コメント

会社概要

　昨今、インターネットやスマートフォンの普及により、新聞を購読して
いる世帯が少なくなっています。新聞社、販売店、共に協力し知恵を出
していかなければなりません。地域をお任せ頂いている販売店として
は地域社会に貢献できるような販売店を目指します。

　昭和16年４月に祖父である太田凱一が現在の場所と同じ旧小坂井
町にて創業、創業時は朝日新聞の販売店でした。現在の取り扱い紙
は、中日新聞、中日スポーツ、日本経済新聞、毎日新聞などで、配達区
域は旧小坂井町の東部になります。社員、パート含め21名で、朝刊配
達、折込作業、夕刊配達、集金業務が主な仕事です。

株式会社 三光製作所
代表取締役社長　藤原俊男

〒440-0853　豊橋市佐藤一丁目12番地の３
0532-61-2171

代表者名

所 在 地

昭和41（1966）年12月12日設立年月日

https://www.sanko-ss.co.jp/contact/Ｅ-m a i l

https://www.sanko-ss.co.jp/Ｕ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0532-61-2173F A X

精密プレス部品加工、精密成形部品加工、インサート成形部品
加工、複合組み立て部品加工、金型設計・製作

豊橋支部

有限会社 小坂井太田新聞店豊川支部

法人会会員
会 社 紹 介

代 表 者
コメント

会社概要

　社名の“三光”は、「お客様―当社―仕入先様」「株主様―経営者
―社員」というように、３つの要素が互いにつながり照らし合える存在
である事を理想としています。
　軽薄短小の複合加工部品の製造に徹し、高精度の超精密部品の生
産を目指しています。

　1959年に創業し60年以上の業歴を誇ります。カメラや自動車など
に使われている精密部品の製造を中心としています。精密部品を製造
する「金型」の製作も自社で行い、精密プレス部品、プラスチック射出
成形部品、インサートモールド部品、及びそれらの複合加工生産技術
を用い、光学機器、カーエレクトロニクス、通信機器、弱電・電子機器
の精密部品を製造する事で様々な「つながる」を創出しています。

豊田東海警備グループ

代表取締役　梅田重則

（豊田東海警備株式会社・日本信託警備株式会社）

〒443-0043　蒲郡市元町４番３号
0533-68-0777

代表者名

所 在 地

昭和46（1971）年７月１日設立年月日

kanri-c@tokai-group.comＥ-m a i l

http://ttk-group.co.jp/Ｕ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0533-66-1005F A X

豊田東海警備(機械警備･貴重品運搬･売上金回収･防犯カメラ)
日本信託警備(施設警備･イベント警備･交通誘導警備･万引保安)

蒲郡支部

法人会会員
会 社 紹 介

小笠原建設興業 株式会社
代表取締役　小笠原　満

〒441-3415　田原市神戸町大坪２番地１
0531-22-1261

代表者名

所 在 地

昭和36（1961）年４月５日設立年月日

http://www.ogasa-k.com/Ｕ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0531-23-1170F A X

公共工事　土木工事に関する請負業務
民間工事　土地の造成、建物の基礎や外構業務

田原支部

代 表 者
コメント

会社概要

　小笠原建設興業は昨年創業70周年を迎えることができました。こ
れも多くの皆様のご理解とご協力の賜物と感謝申し上げます。当社
は、土木、建築工事をはじめとした建設事業を通して、より暮らしやす
い生活環境づくり、豊かな社会づくりに貢献できるよう励んで参りま
した。これからも一層の経営努力をし、環境面でも社会面でも豊かな
街づくりを通して、地域社会に貢献してまいります。

　昭和25年、先代社長小笠原呂一が小笠原土建を創業。昭和36年
に小笠原建設興業株式会社を設立。田原市、愛知県の道路、橋梁工
事等の公共事業を中心に、造成、外構、舗装工事の民間工事も数多
く手掛けております。

代 表 者
コメント

会社概要

　二社共に2021年健康経営優良法人ブライト500の認定を受けまし
た。経営理念に謳う「心を込めた安全サービス」提供のためには、第
一に従業員が心身共に健康でなければなりません。これからも、関わ
る全ての皆様の健康と安全・安心に貢献すべく、従業員の健康増進と、
より良い職場環境づくりに取り組んでいきます。

　当グループは東海警備安全保障（株）として創業後、業務多角化に
よる分社、営業拡大に向けた地元警備会社同士のＭ＆Ａを経て、
2021年に創業50周年を迎えました。三河で唯一、機械警備から万引
Ｇメンまで、全ての警備サービスを提供できる警備会社です。今後も
「安全・安心」をキーワードに、地域社会に貢献して参ります。

法人会会員の皆さん

「会社紹介」記事募集！ 
TEL.0532-55-1735

ご連絡
お待ちしています

（一社）東三河法人会

無料
です

専務取締役　小笠原　良
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代表取締役　太田　稔

〒441-0103　豊川市小坂井町倉屋敷11－７
0533-72-2453

代表者名

所 在 地

昭和61（1986）年４月25日設立年月日

minoru@aqua.ocn.ne.jpＥ-m a i l

営業種目

電 話

0533-72-3730F A X

各種新聞販売
折込広告請負

代 表 者
コメント

会社概要

　昨今、インターネットやスマートフォンの普及により、新聞を購読して
いる世帯が少なくなっています。新聞社、販売店、共に協力し知恵を出
していかなければなりません。地域をお任せ頂いている販売店として
は地域社会に貢献できるような販売店を目指します。

　昭和16年４月に祖父である太田凱一が現在の場所と同じ旧小坂井
町にて創業、創業時は朝日新聞の販売店でした。現在の取り扱い紙
は、中日新聞、中日スポーツ、日本経済新聞、毎日新聞などで、配達区
域は旧小坂井町の東部になります。社員、パート含め21名で、朝刊配
達、折込作業、夕刊配達、集金業務が主な仕事です。

株式会社 三光製作所
代表取締役社長　藤原俊男

〒440-0853　豊橋市佐藤一丁目12番地の３
0532-61-2171

代表者名

所 在 地

昭和41（1966）年12月12日設立年月日

https://www.sanko-ss.co.jp/contact/Ｅ-m a i l

https://www.sanko-ss.co.jp/Ｕ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0532-61-2173F A X

精密プレス部品加工、精密成形部品加工、インサート成形部品
加工、複合組み立て部品加工、金型設計・製作

豊橋支部

有限会社 小坂井太田新聞店豊川支部

法人会会員
会 社 紹 介

代 表 者
コメント

会社概要

　社名の“三光”は、「お客様―当社―仕入先様」「株主様―経営者
―社員」というように、３つの要素が互いにつながり照らし合える存在
である事を理想としています。
　軽薄短小の複合加工部品の製造に徹し、高精度の超精密部品の生
産を目指しています。

　1959年に創業し60年以上の業歴を誇ります。カメラや自動車など
に使われている精密部品の製造を中心としています。精密部品を製造
する「金型」の製作も自社で行い、精密プレス部品、プラスチック射出
成形部品、インサートモールド部品、及びそれらの複合加工生産技術
を用い、光学機器、カーエレクトロニクス、通信機器、弱電・電子機器
の精密部品を製造する事で様々な「つながる」を創出しています。

豊田東海警備グループ

代表取締役　梅田重則

（豊田東海警備株式会社・日本信託警備株式会社）

〒443-0043　蒲郡市元町４番３号
0533-68-0777

代表者名

所 在 地

昭和46（1971）年７月１日設立年月日

kanri-c@tokai-group.comＥ-m a i l

http://ttk-group.co.jp/Ｕ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0533-66-1005F A X

豊田東海警備(機械警備･貴重品運搬･売上金回収･防犯カメラ)
日本信託警備(施設警備･イベント警備･交通誘導警備･万引保安)

蒲郡支部

法人会会員
会 社 紹 介

小笠原建設興業 株式会社
代表取締役　小笠原　満

〒441-3415　田原市神戸町大坪２番地１
0531-22-1261

代表者名

所 在 地

昭和36（1961）年４月５日設立年月日

http://www.ogasa-k.com/Ｕ Ｒ Ｌ

営業種目

電 話

0531-23-1170F A X

公共工事　土木工事に関する請負業務
民間工事　土地の造成、建物の基礎や外構業務

田原支部

代 表 者
コメント

会社概要

　小笠原建設興業は昨年創業70周年を迎えることができました。こ
れも多くの皆様のご理解とご協力の賜物と感謝申し上げます。当社
は、土木、建築工事をはじめとした建設事業を通して、より暮らしやす
い生活環境づくり、豊かな社会づくりに貢献できるよう励んで参りま
した。これからも一層の経営努力をし、環境面でも社会面でも豊かな
街づくりを通して、地域社会に貢献してまいります。

　昭和25年、先代社長小笠原呂一が小笠原土建を創業。昭和36年
に小笠原建設興業株式会社を設立。田原市、愛知県の道路、橋梁工
事等の公共事業を中心に、造成、外構、舗装工事の民間工事も数多
く手掛けております。

代 表 者
コメント

会社概要

　二社共に2021年健康経営優良法人ブライト500の認定を受けまし
た。経営理念に謳う「心を込めた安全サービス」提供のためには、第
一に従業員が心身共に健康でなければなりません。これからも、関わ
る全ての皆様の健康と安全・安心に貢献すべく、従業員の健康増進と、
より良い職場環境づくりに取り組んでいきます。

　当グループは東海警備安全保障（株）として創業後、業務多角化に
よる分社、営業拡大に向けた地元警備会社同士のＭ＆Ａを経て、
2021年に創業50周年を迎えました。三河で唯一、機械警備から万引
Ｇメンまで、全ての警備サービスを提供できる警備会社です。今後も
「安全・安心」をキーワードに、地域社会に貢献して参ります。

法人会会員の皆さん

「会社紹介」記事募集！ 
TEL.0532-55-1735

ご連絡
お待ちしています

（一社）東三河法人会

無料
です

専務取締役　小笠原　良
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市民講演会（予定）
豊川支部 聴講無料

市民講演会（予定）
田原支部 聴講無料

当
面
の
行
事
予
定

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
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊川
豊川
豊川
豊川
豊川
豊川
蒲郡
田原
渥美

（令和3年7月～令和３年11月）

支部名 法　人　名 所　在　地 業　種　名

（支部別・入会日順）

㈲大鷹コンサルティング
㈱ほころび建設
㈲和建工
㈲ジーワンホームズ
㈲鳶河合組
㈱まごころ畳
㈱リバティ  ジャパン
サンソマホールディングス㈱
雄登計画㈱
ユージーンインターナショナル㈱
㈲サンルート芝田
㈱Ability  act
㈱サン
（一社）ほほえみ
㈱ＩＳＥＧ
㈲権田健工
㈲高橋組
㈱道翔
ジーティ電工㈱
㈲クロゼ電工
㈱ＴＥＰ
㈱西建
ＴＫＣ㈱
アフラック募集代理店

生損保代理業
建設業
建設業
内装工事
建築業
小売業
自動車整備
持株会社
不動産賃貸
飲食業
保険代理店
学習塾
不動産業
福祉サービス
福祉事業
建築工事業
土木工事業
舗装工事業
制御盤製造業
電気工事業
学習塾
建設業
機械設備設置業
保険代理店

豊橋市東小鷹野２丁目４‒21
豊橋市東松山町28-2 福田オフィスビル１F
豊橋市小松町93番地
豊橋市下地町字門86番地1
豊橋市花田町字越水169
豊橋市北島町中川原147番地1
豊橋市植田町字向山52番地20
豊橋市弥生町字東豊和49-3
豊橋市神野新田町字チノ割25-1
豊橋市神野新田町字チノ割25-1
豊橋市東田町88番地
豊橋市南栄町空池23-11
豊橋市西小鷹野4丁目14-15
豊橋市西岩田四丁目2番地の8
豊橋市花田町百北192-6
豊川市野口町ツイジ２５－４
豊川市谷川町洞190
豊川市一宮町錦137 ニューマウンテン103号
豊川市上長山町臼屋143‒２
豊川市牧野町五反５２
豊川市駅前通３‒２２
蒲郡市形原町出口８番地１
田原市六連町一本木293番地
田原市折立町西原畑80‒３

次回の広報誌発行は、2022年9月20日の予定です。

□  1月27日（木）
□  2月  4日（金）
□  2月  8日（火）
□  2月21日（月）
□  2月22日（火）
□  2月24日（木）
□  2月25日（金）
□  2月28日（月）
□  3月  2日（水）
□  3月  3日（木）
□  3月14日（月）
□  3月23日（水）
□  3月25日（金）
□  3月25日（金）
□  4月14日（木）
□  4月18日（月）
□  4月25日（月）
□  4月27日（水）
□  4月28日（木）
□  4月28日（木）
□  5月19日（木）
□  6月  9日（木）
□  6月29日（水）

15:00
15:00
15:00
14:00
15:30
15:00
15:00
15:00
15:00
13:30
14:00
13:30
13:30
15:00

12:00
16:00
11:00
11:30
12:00
10:30
15:30

第３２回理事会・賀詞交歓会
昭和法人会青年部会４０周年記念式典及び記念講演会
事業委員会
厚生委員会・厚生推進連絡協議会
第３９回大規模法人経営者国税局長講演会
税制委員会
広報委員会
組織委員会
総務委員会
第７６回東海法人会連合会大会
専務理事等会議
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
全法連　第１６回全国女性フォーラム静岡大会
総務委員会
青連協　第３８回定時総会
女連協　第３７回定時総会
県連正副会長会議
第３３回理事会
税制委員会
第１０回通常総会
東海青連協　定時総会・情報交換会

名古屋マリオットアソシアホテル
メルパルク名古屋
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
名古屋マリオットアソシアホテル
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
岐阜グランドホテル
大同生命ビル２階
大同生命ビル２階
大同生命ビル２階
大同生命ビル２階
ツインメッセ静岡
大同生命ビル２階
名古屋東急ホテル
名古屋東急ホテル
名鉄グランドホテル
名鉄グランドホテル
大同生命ビル２階
名古屋観光ホテル
名古屋マリオットアソシアホテル

令和4年

令和4年

令和4年

令和4年

□  1月28日（金）

□  2月  2日（水）
□  2月  4日（金）
□  2月17日（木）
□  5月27日（金）

15:00
16：00

11：00
12：15
14：00
16：00

17：45

役員会
新春署長講演会
演題　「国際課税いろいろ」
講師　豊橋税務署長　鬼頭 宗一 氏
経理担当者税務研修旅行
厚生・組織合同委員会及び厚生制度推進連絡協議会
正副会長会
第１０回通常総会
講演会
演題　「未定」　講師　未定
懇談会

ホテルアソシア豊橋５階

長浜方面
ホテルアソシア豊橋５階
蒲郡商工会議所
ホテルアソシア豊橋５階

□  2月24日（木）
□  5月18日（水）

18:00
14:00
15:00
16:00

17:15

東三河・新城法人会青年部会　合同研修会
役員会
第３７回通常総会
講演会
演題　「未定」
講師　豊橋税務署筆頭副署長　山田 功治 氏
懇談会

豊橋商工会議所４０１
豊橋商工会議所９階ホール

□  2月15日（火）

□  5月16日（月）

11:00
13：15
14:00
15:00
16:00

17:15

社会貢献委員会
役員会
役員会
第３６回通常総会
講演会
演題　「未定」　講師　未定
懇談会

豊橋商工会議所４０６　

ホテルアソシア豊橋５階

全
法
連・県
連
関
係

事務局
だより

本

　会

青
年
部
会

女
性
部
会

開　催　日　令和４年２月１９日（土）
　　　　　　１４：３０～１５：４５
場　　　所　豊川市文化会館
講　　　師　明治大学教授　齋藤　孝 氏
演　　　題　「これからの時代に求められるコミュニケーション力」
お問合せ先　豊川支部（0533）86-4101

開　催　日　令和４年２月６日（日）
　　　　　　１４：００～１５：３０
場　　　所　田原文化会館　文化ホール
講　　　師　歴史作家　河合　敦 氏
演　　　題　「目からウロコの日本史」
　　　　　　～あなたの学んだ歴史はもう古い～
お問合せ先　田原支部（0531）22-6666

撮影：長谷川博一撮影：長谷川博一
豊橋支店
〒440-0814
愛知県豊橋市前田町1-6-4
TEL.0532-53-6320　FAX.0532-52-6165
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）
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市民講演会（予定）
豊川支部 聴講無料

市民講演会（予定）
田原支部 聴講無料

当
面
の
行
事
予
定

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
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊橋
豊川
豊川
豊川
豊川
豊川
豊川
蒲郡
田原
渥美

（令和3年7月～令和３年11月）

支部名 法　人　名 所　在　地 業　種　名

（支部別・入会日順）

㈲大鷹コンサルティング
㈱ほころび建設
㈲和建工
㈲ジーワンホームズ
㈲鳶河合組
㈱まごころ畳
㈱リバティ  ジャパン
サンソマホールディングス㈱
雄登計画㈱
ユージーンインターナショナル㈱
㈲サンルート芝田
㈱Ability  act
㈱サン
（一社）ほほえみ
㈱ＩＳＥＧ
㈲権田健工
㈲高橋組
㈱道翔
ジーティ電工㈱
㈲クロゼ電工
㈱ＴＥＰ
㈱西建
ＴＫＣ㈱
アフラック募集代理店

生損保代理業
建設業
建設業
内装工事
建築業
小売業
自動車整備
持株会社
不動産賃貸
飲食業
保険代理店
学習塾
不動産業
福祉サービス
福祉事業
建築工事業
土木工事業
舗装工事業
制御盤製造業
電気工事業
学習塾
建設業
機械設備設置業
保険代理店

豊橋市東小鷹野２丁目４‒21
豊橋市東松山町28-2 福田オフィスビル１F
豊橋市小松町93番地
豊橋市下地町字門86番地1
豊橋市花田町字越水169
豊橋市北島町中川原147番地1
豊橋市植田町字向山52番地20
豊橋市弥生町字東豊和49-3
豊橋市神野新田町字チノ割25-1
豊橋市神野新田町字チノ割25-1
豊橋市東田町88番地
豊橋市南栄町空池23-11
豊橋市西小鷹野4丁目14-15
豊橋市西岩田四丁目2番地の8
豊橋市花田町百北192-6
豊川市野口町ツイジ２５－４
豊川市谷川町洞190
豊川市一宮町錦137 ニューマウンテン103号
豊川市上長山町臼屋143‒２
豊川市牧野町五反５２
豊川市駅前通３‒２２
蒲郡市形原町出口８番地１
田原市六連町一本木293番地
田原市折立町西原畑80‒３

次回の広報誌発行は、2022年9月20日の予定です。

□  1月27日（木）
□  2月  4日（金）
□  2月  8日（火）
□  2月21日（月）
□  2月22日（火）
□  2月24日（木）
□  2月25日（金）
□  2月28日（月）
□  3月  2日（水）
□  3月  3日（木）
□  3月14日（月）
□  3月23日（水）
□  3月25日（金）
□  3月25日（金）
□  4月14日（木）
□  4月18日（月）
□  4月25日（月）
□  4月27日（水）
□  4月28日（木）
□  4月28日（木）
□  5月19日（木）
□  6月  9日（木）
□  6月29日（水）

15:00
15:00
15:00
14:00
15:30
15:00
15:00
15:00
15:00
13:30
14:00
13:30
13:30
15:00

12:00
16:00
11:00
11:30
12:00
10:30
15:30

第３２回理事会・賀詞交歓会
昭和法人会青年部会４０周年記念式典及び記念講演会
事業委員会
厚生委員会・厚生推進連絡協議会
第３９回大規模法人経営者国税局長講演会
税制委員会
広報委員会
組織委員会
総務委員会
第７６回東海法人会連合会大会
専務理事等会議
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
全法連　第１６回全国女性フォーラム静岡大会
総務委員会
青連協　第３８回定時総会
女連協　第３７回定時総会
県連正副会長会議
第３３回理事会
税制委員会
第１０回通常総会
東海青連協　定時総会・情報交換会

名古屋マリオットアソシアホテル
メルパルク名古屋
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
名古屋マリオットアソシアホテル
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
大同生命ビル２階・名鉄グランドホテル
岐阜グランドホテル
大同生命ビル２階
大同生命ビル２階
大同生命ビル２階
大同生命ビル２階
ツインメッセ静岡
大同生命ビル２階
名古屋東急ホテル
名古屋東急ホテル
名鉄グランドホテル
名鉄グランドホテル
大同生命ビル２階
名古屋観光ホテル
名古屋マリオットアソシアホテル

令和4年

令和4年

令和4年

令和4年

□  1月28日（金）

□  2月  2日（水）
□  2月  4日（金）
□  2月17日（木）
□  5月27日（金）

15:00
16：00

11：00
12：15
14：00
16：00

17：45

役員会
新春署長講演会
演題　「国際課税いろいろ」
講師　豊橋税務署長　鬼頭 宗一 氏
経理担当者税務研修旅行
厚生・組織合同委員会及び厚生制度推進連絡協議会
正副会長会
第１０回通常総会
講演会
演題　「未定」　講師　未定
懇談会

ホテルアソシア豊橋５階

長浜方面
ホテルアソシア豊橋５階
蒲郡商工会議所
ホテルアソシア豊橋５階

□  2月24日（木）
□  5月18日（水）

18:00
14:00
15:00
16:00

17:15

東三河・新城法人会青年部会　合同研修会
役員会
第３７回通常総会
講演会
演題　「未定」
講師　豊橋税務署筆頭副署長　山田 功治 氏
懇談会

豊橋商工会議所４０１
豊橋商工会議所９階ホール

□  2月15日（火）

□  5月16日（月）

11:00
13：15
14:00
15:00
16:00

17:15

社会貢献委員会
役員会
役員会
第３６回通常総会
講演会
演題　「未定」　講師　未定
懇談会

豊橋商工会議所４０６　

ホテルアソシア豊橋５階

全
法
連・県
連
関
係

事務局
だより

本

　会

青
年
部
会

女
性
部
会

開　催　日　令和４年２月１９日（土）
　　　　　　１４：３０～１５：４５
場　　　所　豊川市文化会館
講　　　師　明治大学教授　齋藤　孝 氏
演　　　題　「これからの時代に求められるコミュニケーション力」
お問合せ先　豊川支部（0533）86-4101

開　催　日　令和４年２月６日（日）
　　　　　　１４：００～１５：３０
場　　　所　田原文化会館　文化ホール
講　　　師　歴史作家　河合　敦 氏
演　　　題　「目からウロコの日本史」
　　　　　　～あなたの学んだ歴史はもう古い～
お問合せ先　田原支部（0531）22-6666

撮影：長谷川博一撮影：長谷川博一
豊橋支店
〒440-0814
愛知県豊橋市前田町1-6-4
TEL.0532-53-6320　FAX.0532-52-6165
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

2022年1月号　 22



三河支社/
愛知県岡崎市明大寺町字菩提円13-2(大同生命岡崎ビル1F)
TEL 0564-51-7941

豊橋支社/
〒440-0814 愛知県豊橋市前田町 1丁目 6－4 富士火災豊橋ビル3F
TEL 0532-53-6320

●この会報は環境対応インキおよび再生紙を使用しております。 Trademark of American Soybean Association

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
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