
番号 開催年月日 開催場所 研修内容（テ－マ） 講師 研修科目 時間数 主催

1 21.4.23 茨木市福祉文化会館
税理士のための情報セキュリティ
（よくあるトラブルとその解決法）

税理士　平野泰久　氏
情報処

理
2.0 青年部茨木支部

法人税改正について 奈良税務署担当官

e-Ｔaxの注意点・所得税改正について 桜井税務署担当官

1、平成21年度税制改正のポイント
～法人に関係する主要なもの～

2、特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損
金不算入に係る「過年分欠損金額の調整控除」
のしくみ

4 21.6.11 下京納税協会 e-Taxについて 下京税務署担当者 税務 1.0 青年部下京部会

5 21.7.16 ホテルレイクアルスタ－アルザ泉大津
経営承継の実務上の留意点
～非上場株式評価を中心として～

税理士　永橋利志　氏 税務 3.0 青年部泉支部

6 21.7.16 大阪科学技術センタ－
消費税の留意点
（消費税の届出書を中心として）

税理士　徳芳郎　氏 税務 2.0 青年部西支部

7 21.7.22 ラマダホテル大阪 再確認！消費税、当たり前のこといろいろ 税理士　山田かおる　氏 税務 2.0 青年部北支部

8 21.7.27 大同生命会議室 税理士制度の展望と社会から求められる税理士像 税理士　石原健次　氏 税務 1.5 青年部本部

9 21.8.6 ホテル阪急インタ－ナショナル 新事業承継税制の全容 税理士　杉田宗久　氏 税務 3.0 本部

10 21.8.25 京都ブライトンホテル 改正法人税法 上京税務署担当官 税務 1.5 青年部京都府支部

11 21.9.15 イ－グレ姫路 消費税実務の留意点 税理士　徳芳郎　氏 税務 2.0 青年部兵庫県西支部

交際費および教育訓練費税制について 税理士　岸田光正　氏

最近の税務行政 北税務署担当官

13 21.9.18 加古川プラザホテル 税務の現状について 加古川税務署担当官 税務 1.0 加古川部会

2 桜井市立中央公民館 税務 2.0

右京税務署担当官ア－クホテル京都 税務 2.0

青年部京都府支部21.4.24

右京部会

2.0

3

12 21.9.17 ラマダホテル大阪 税法
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14 21.9.24 京都タワ－ホテル 改正資産税について 下京税務署担当官 税法 1.5 下京部会

15 21.9.28 大阪キャッスルホテル 法人税をめぐる諸問題 東税務署担当官 税法 1.0 東支部・青年部東支部

16 21.10.1 ホテルレイクアルスタ－アルザ泉大津 平成21年度税制改正（事業承継を除く） 税理士　永橋利志　氏 税法 2.5 青年部泉支部

事業承継税制について

わが国税制の現状について

18 21.10.8 京都ブライトンホテル 平成21年度税制改正の概要（資産税） 上京税務署担当官 税務 1.0 上京部会

e-taxと書面添付制度について 東住吉税務署担当官

税理士の使命と近畿税理士会の歴史 近税正風会会長  田村幾蔵　氏

20
21.10.1
3

春日野荘
徴収法のはなし　e-Tax・ダイレクト納付の説
明延納・物納について他

奈良税務署担当官 税務 2.0
奈良県支部
青年部奈良県支部

21
21.10.1
4

茨木商工会議所
税理士にとって身近なテ－マ「役員報酬」と「印
紙税」についてのポイント

茨木税務署担当官 税務 3.0 青年部茨木支部

22
21.10.1
4

ラマダホテル大阪 国税庁の使命について実績の評価制度について 西淀川・東淀川税務署担当官 税務 1.0
淀川支部
青年部淀川支部

23
21.10.1
9

大阪府教育会館たかつガ－デン
法人税・資産税の質疑応答事例によるパネルデ
ｲスカッション

東大阪・八尾・富田林
各税務署担当官

税務 2.0 青年部東大阪支部

24
21.10.1
9

大阪厚生年金会館 税務行政の歴史と今後 西税務署担当官 税務 1.0 青年部西支部・西支部

25
21.10.2
0

ホテルアイボリ－
法第33条の2①（書面添付）第9号様式で書くべ
きこと（国税庁の事務運営指針を受けての記載
要領の実務編）

税理士　田中勇治　氏 税務 1.5
豊能支部
青年部豊能支部

26
21.10.2
3

ホテル・ニュ-アルカイック 相続税・贈与税における誤りやすい事例 尼崎税務署担当官 税務 1.5 青年部兵庫県東支部

27 21.11.4 ルミエ－ル華月殿 税理士法の概要について 和歌山税務署担当官 法律 1.0
和歌山県支部
青年部和歌山県支部

右京税務署担当官17 21.10.2 コミュニテイ嵯峨野 税務 2.0

19 21.10.9 天王寺都ホテル 税務 2.0
阪南支部
青年部阪南支部

右京部会
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28 21.11.15 天望苑 税理士制度 税理士　相間宏章　氏 法律 2.0 青年部兵庫県西支部

29 21.11.16 下京納税協会 e-Taxについて 下京税務署担当官 税務 1.0 青年部京都府支部

30 21.11.19 ホテル一栄 税理士職業賠償責任保険セミナ－
東京海上日動火災保険㈱副参事
田和弘次　氏

税務 1.5 青年部南支部

31
21.11.2
0

ホテルレイクアルスタ－アルザ泉大津 今、税務署でおきていること 泉大津税務署担当官 税務 1.5 泉支部

反社会的勢力に対する納税者の正しい対応
京都府警察本部警部補
上原忠晴　氏

非居住者の源泉徴収の留意点他 下京税務署担当官

33 22.1.15 ホテル阪急インタ－ナショナル 平成22年度税制改正 税理士　永橋利志　氏 税務 3.5 本部

34 22.1.19 天王寺都ホテル 新たな公益法人関係税制について 西成税務署担当官 税務 1.0
阪南支部
青年部阪南支部

35 22.1.22 加古川プラザホテル より解りやすいe-Taxの操作（実機）ついて 加古川税務署担当官 税務 1.0 加古川部会

京都ロイヤルホテル32
経営
税務

2.0 青年部京都府支部
21.12.1
0


