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1 23.4.5 ホテル阪急インターナショナル 平成２３年度改正法人税 税理士　佐々木　浩　氏 税務 2.5 本部

改正・国税通則法－国税にた係る共通的な手続き
並びに納税者の権利及び義務に関する法律－の詳
細解説

税理士　上西　左大信　氏

平城京造営を支えた律令制の税－租・庸・調・課
役・贄

橿原考古学研究所所長　菅原　文則　氏

3 23.5.18 ANAクラウンプラザホテル神戸 役員給与Q＆A 税理士　岸田　光正　氏 税務 2.0
神戸支部・
青年部神戸支部

4 23.5.20 茨木商工会議所　2F
事務所顧問先のための
金融機関との交渉の仕方と生き残り戦略

中小企業診断士　田中　裕司　氏
企業経
営税務

3.0 青年部茨木支部

5 23.7.19 大阪市中央公会堂 『税理士界事情』～税理士の将来は?～
税理士　杉田　宗久　氏
税理士　石原　健次　氏

税務 3.0 本部

6 23.7.29 ホテルレイクアルスターアルザ泉大津 「広大地評価」～広大地評価の判定について 税理士　小寺　新一 税務 3.0
泉支部・
青年部泉支部

1.「消費税95％ルールと事業者免税点制度の改
正」

上京税務署　担当官

2.「優良会社の方程式から考える優良会計事務所の条
件」～儲かる会計事務所になるには～

税理士　衣目　修三　氏

8 23.9.2 アークホテル京都 資産課税及び所得税申告の留意点　他 右京税務署　担当官 税法 2.0 右京部会

9 23.9.7 イーグレ姫路 「顧問先のためのM＆A」～M＆Aで後継者問題も解決～ 税理士　小柴　学司　氏 税務 2.0
兵庫県西支部・
青年部兵庫県西

10 23.9.13 サニーストンホテル北館 「グループ法人税制の実務上の留意点」 吹田税務署　担当官 法人税 1.0
茨木支部・
青年部茨木支部

11 23.9.16 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

老舗企業の経営 納税協会連合会　常任副会長　吉田實男　氏 経営

最近の税務行政
北税務署・大淀税務署・大阪福島税務
署

税務

1.税制改正（法人税関係）について 下京税務署　担当官

2.法人税に関する注意事項 税理士　南　俊樹　氏
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2 23.5.10 橿原ロイヤルホテル 税務 3.0
青年部本部・
青年部奈良支部

7 23.8.29 京都ブライトンホテル 税務 2.0
京都府支部・
青年部京都府支部

下京部会

12 23.9.21 ラマダホテル大阪 2.0
北支部・
青年部北支部

13 23.9.28 京都タワーホテル 税務 2.5
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14 23.9.29 大阪キャッスルホテル 法人税の改正について 東税務署　担当官 税務 2.0
東支部・
青年部東支部

15 23.9.30 大阪府教育会館たかつガーデン 法人税について・資産税について
東大阪税務署・富田林税務署
・八尾税務署　　担当官

税務 2.5
東大阪支部・
青年部東大阪支部

16 23.10.4 大成閣 南・浪速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

17 23.10.5 道頓堀ホテル 「平成２３年度改正税法（法人税関係）について」 西成税務署　担当官 税務 1.5
阪南支部・
青年部阪南支部

18 23.10.6 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 西税務署・港税務署　担当官 税務 1.0
西支部・
青年部西支部

19 23.10.11 春日野荘 「書面添付制度について」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

20 23.10.18 ホテルレイクアルスターアルザ泉大津 「税のアラカルト」 泉佐野税務署　担当官 税務 1.5
泉支部・
青年部泉支部

①「税務訴訟と税理士の関わり～補佐人の経験から～」 税理士　近藤　雅人　氏

②「税理士制度について」 尼崎税務署　担当官

22 23.10.24 京都ブライトンホテル 資産課税からみた借地権課税に関する取扱い 下京税務署　担当官 税務 1.0 上京部会

23 23.10.28 ホテルアイボリー

平成２３年度税制改正項目のうち適用期日・期限を中心
とした注意点と最近の調査事例での注意点・国税庁HP
のweb-tax-TVから（6月22日に可決・成立した「現下
の厳しい経済状況及び雇用情勢等に対して税制の整備
を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」とビ
デオ研修）

豊能税務署　担当官 税務 1.5
豊能支部・
青年部豊能支部

24 23.11.16 ルミエール華月殿 国際税務について 和歌山税務署　担当官 税務 1.0
和歌山支部・
青年部和歌山支部

1.「定期金に関する権利の評価」 下京税務署　担当官

2.「不服審査・税務訴訟　勝てるポイントと争い
方」

弁護士　木村　浩之　氏

26 24.1.17 ホテル阪急インターナショナル
「平成２４年度税制改正」～改正内容とその動向
について～

税理士　上西　左大信　氏 税務 3.0 本部

27 24.1.19 天王寺都ホテル
『確認しておきたい譲渡所得税・贈与税のポイン
ト』～誤りやすい事例解説～

阿倍野税務署　担当官 税務 1.0
阪南支部・
青年部阪南支部

青年部京都府支部25 23.11.29 京都センチュリーホテル
経営
税務

2.0

21 23.10.19 都ホテル・ニューアルカイック 税務 2.0
兵庫県西支部・
青年部兵庫県西
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28 24.1.23 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

29 24.1.26 猿沢荘
平成23年所得税確定申告の注意事項・平成23年
消費税確定申告の注意事項・平成23年資産税確
定申告の注意事項

奈良税務署　担当官 所得・消費・資産 3.0 奈良部会

30 24.3.30 京都タワーホテル 改正税法について 下京税務署　担当官 税務 2.0 下京部会


