
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 22.4.20 ふたかみ 税理士法について 税理士　石原健次　氏 税務 2.5 青年部奈良県支部

2 22.5.7 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
相続税のよもやまばなし・・・
～事例（預金等巡る・・・等々）をおりまぜて～

税理士　笹岡宏保　氏 税務 2.5
神戸支部・
青年部神戸支部

平成22年度税制改正 税理士　杉田宗久　氏

税理士法改正の動向 税理士　榮村聡二　氏

反社会的勢力から税理士を守る特効薬 京都府警　上原忠晴　氏 その他

4 22.6.3 ア－クホテル京都
平成22年度税制改正のポイント
～法人に関係する主要なもの～

右京税務署　担当官 税務 2.0 右京部会

5 22.7.9 大阪市中央公会堂
資本に関係する取引等に係る税制について
～グル－プ法人税制を中心として～

税理士　岸田光正　氏 税務 3.0 本部

6 22.7.30 ラマダホテル大阪
税理士に知ってもらいたい!銀行が喜ぶ決算書の
ポイント

企業再生コンサルタント　柴口敏一　氏 経営 2.0 青年部北支部

7 22.8.4 ホテルレイクアルスタ－アルザ泉大津 新しい税制下の企業再生の税務 税理士　永橋利志　氏 税務 3.0
泉支部・
青年部泉支部

清算所得課税改正詳解 上京税務署　担当官

消費税仕入控除税額の調整措置に関する実務 税理士　柏木英樹　氏

9 22.9.3 ラッセホ－ル 国税徴収法について・法人税法の改正について 神戸税務署担当官 税務 2.0 神戸部会

10 22.9.14 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

11 22.9.14 イ－グレ姫路 税理士制度改正の動向について 税理士　石原健次　氏 税理士法 2.0 青年部兵庫県西支部

消費税について 税理士　佐藤裕之　氏

最近の税務行政
北税務署・大阪福島税務署・大淀税務

署　　　担当官
12 22.9.15 ラマダホテル大阪 税務 2.0 北支部・青年部北支部

8 22.8.27 京都ブライトンホテル 税務 2.0 青年部京都府支部

平成２２年認定研修一覧

3 22.5.13 京都センチュリ－ホテル
税務

3.5
青年部本部
青年部京都府支部



13 22.9.17 茨木市クリエイトセンタ－
税務署からの連絡事項
1誤りやすい事例２税理士業務について3その他

茨木税務署　担当官 税務 3.0 青年部茨木支部

14 22.9.28 ホテルモントレグラスミア大阪 税務行政の現状について
港税務署　担当官
西税務署　担当官

税務 1.0 西支部・青年部西支部

グル－プ法人税制について 下京税務署　担当官

徴収に関する注意事項 税理士　品川忠治　氏

16 22.9.30 大阪府教育会館たかつガ－デン 法人税について・資産税について
東大阪税務署・八尾税務署・富
田林税務署担当官

税務 2.0 青年部東大阪支部

17 22.10.1 京都ブライトンホテル 平成２２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

18 22.10.4 ア－クホテル京都 改正税法のポイント 右京税務署　担当官 税務 2.0 右京部会

19 22.10.4 ホテルメトロＴｈe21 南・浪速両税務署幹部との意見交換会 南税務署・浪速税務署　担当官 税務 1.5 南支部・青年部南支部

20 22.10.6 春日野荘 小規模宅地等について他 奈良県下各税務署　担当官 税務 2.0
奈良県支部・
青年部奈良県支部

21 22.10.8 天王寺東映ホテル 税務調査のポイントと最近の動向 西成税務署　担当官 税務 1.5 青年部阪南支部

22 22.10.12 大阪キャッスルホテル 税理士法について 東税務署　担当官 税理士法 1.0 東支部・青年部東支部

これからの税理士に求められるもの～税理士法
改正を目前にして～

税理士　榮村　聡二　氏

書面添付制度～良好な書面の作成のために～ 尼崎税務署　担当官

24 22.10.21 ホテル　アイボリー
固定資産税で関与先拡大～事例研究と実務対
応～

税理士　高見　信夫　氏 税務 1.5
豊能支部・
青年部豊能支部

25 22.10.28 ホテルレイクアルスタ－アルザ泉大津
「税のよもやま話」
徴収分野における税務行政について

岸和田税務署　担当官 税務 1.5 青年部泉支部

2.0 青年部兵庫県東支部23 22.10.20 ホテルニューアルカイック 税務

15 22.9.30 京都タワ－ホテル 税務 2.5 下京部会



26 22.11.9 ルミエ－ル華月殿 広大地評価について 和歌山税務署　担当官 税務 1.0
和歌山県支部・
青年部和歌山県支部

27 22.11.10 大阪府教育会館たかつガ－デン
知らなきゃ損!金融機関との付き合い方と交渉の
ツボ

中小企業診断士　田中祐司　氏 税務その他 3.0 青年部城南支部

28 22.11.28 城崎温泉　天望苑
平成22年度消費税の改正論点　事業者免税点
制度・簡易課税制度の見直し

税理士　田部　純一　氏 税務 1.5 青年部兵庫西支部

29 22.11.30
ＡＮＡクラウンプラザホテル神
戸

改正相続税　小規模宅地等の実務
銀行取引はこうすべき

税理士　杉田宗久　氏
企業再生コンサルタント柴口敏一
氏

税務
経営

3.0
青年部本部・
青年部神戸支部

借地権課税の実務的留意点 下京税務署　担当官

「2011年の日本経済・企業の行方」円高・株安・
デフレへの対応

株式会社ニッセイ基礎研究所　経済調査

部門　　主任研究員　矢島　康次
氏

31 22.12.14 茨木商工会議所
事業承継税制について・保険年金の税務上の取
扱いの変更について・その他

茨木税務署　担当官 税務 3.0 青年部茨木支部

32 23.1.14
ホテル阪急インターナショナ
ル

「平成２３年度制度改正」～改正内容とその動向
について～

税理士　永橋利志　氏 税務 3.0 本部

33 23.1.18 道頓堀ホテル 書面添付制度について 西成税務署　担当官 税務 1.0
阪南支部・
青年部阪南支部

34 23.1.19 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

平成２３年度法人課税改正案について

３月決算法人の申告書作成における留意点
税務 2.0 下京部会35 23.3.25 京都タワーホテル 下京税務署　担当官

30 22.12.8 京都ロイヤルホテル＆スパ
税務
経営

2.0 青年部京都府支部


