
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 24.4.6 アークホテル京都 税理士法及び各税のポイント　他 右京税務署　担当官 税法 2.0 右京部会

「改正消費税法」 税理士　永橋利志　氏

税理士制度 近税正風会青年部制度委員会

3 24.5.23 湊川神社　楠公会堂 改正税法を含む誤りやすい事例研修 神戸税務署　担当官 税法 2.5
神戸支部・
青年部神戸支部

4 24.6.14 茨木商工会議所　2F 「平成２４年度税制改正」 税理士　武智寛幸　氏 税務 2.5
茨木支部・
青年部茨木支部

１.「経営者の心構え」 １.　林敏之　氏

2.「消費税実務上の注意点」 2.　税理士　徳芳郎

6 24.8.2
Document Core OSAKA
（富士ゼロックスショールー
ム）

簡単ペーパーレスオフィスの実現
紙と各種アプリケーションデータを一元化に紙
感覚で使えるパソコン汎用ソフトDocuWorks

星野淳一　氏 情報処理 2.0 青年部城南支部

「所得税・住民税とマイナンバー制について」
関西大学経済学部教授
林宏昭　氏

パネルディスカッション「税務調査について」 奈良県下各税務署　担当官

8 24.8.8 ラマダホテル大阪 税理士のためのfacebook活用セミナー 髙橋靖和　氏 経営 2.0 青年部北支部

9 24.8.10 加古川プラザホテル 「知っておきたい!相続税調査と申告のチェックポイント」 税理士　福田俊彦　氏 税務 2.0 青年部加古川部会

１.「平成２４年度源泉所得税の改正について」 上京税務署　担当官 税務

2.「成年後見人制度の概要と経験者による事例紹介」
税理士　山添謙三　氏　笹岡憲一
氏

経営

11 24.9.7 姫路商工会議所
「改正税法を含む誤りやすい事例」
―法人税・資産税を中心として―

姫路税務署　担当官 税務 2.0 青年部兵庫県西支部

1.日本企業の国際進出における税理士・公認会計士の役割
―11年の香港駐在の経験から―

公認会計士　西川京子　氏

2.最近の税務行政 北・大阪福島・大淀各税務署　担当官

13 24.9.19 茨木商工会議所　5F
「ダイレクト納付について」
「書面添付制度について」

茨木税務署　担当官 税務 2.0
茨木支部・
青年部茨木支部

12 24.9.19 ラマダホテル大阪
税務・会計
法律・経済

経営等
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2.0
北支部・
青年部北支部

2 24.4.27 ホテルアバローム紀の国
税法

税理士
法

3.0
青年部本部・
青年部和歌山支部

5 24.7.11 大阪市中央公会堂 税務 3.0 本部

7 24.8.3 奈良ロイヤルホテル
法律
税務

3.0 青年部奈良県支部

10 24.8.30 京都ブライトンホテル 2.0
京都支部・
青年部京都支部
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14 24.9.21 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

1.所得税の誤りやすい事例について 下京税務署　担当官

2.酒税をめぐる問題点 税理士　野口託男　氏

16 24.10.2 天王寺都ホテル
「平成２４年度改正税法（法人税関係につい
て）」

阿倍野税務署　担当官 税務 1.5 青年部阪南支部

法人税・消費税・資産税　パネルディスカッション 東大阪・富田林・八尾各税務署　担当官

「税理士が組織犯罪に巻き込まれないために」
公益財団法人　大阪暴力追放推進セン
ター
担当官

18 24.10.10 春日野荘 「消費税の誤りの多い事例等について」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

19 24.10.11 大成閣 税務をめぐる留意点等について 南・浪速各税務署　担当官 税務 1.5 青年部南支部

20 24.10.15 大阪キャッスルホテル 法人税改正 東税務署　担当官 税務 1.0
東支部・
青年部東支部

21 24.10.15 京都ブライトンホテル 小規模宅地の特例について 下京税務署　担当官 税務 1.0 上京部会

22 24.10.16 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・港各税務署　担当官 税務 1.0
西支部・
青年部西支部

23 24.10.17 ホテルレイクアルスターアルザ泉大津 「税のアラカルト」 泉大津税務署　担当官 税務 1.5
泉支部・
青年部泉支部

24 24.10.18 ラマダホテル大阪
「税務をめぐる環境の変化について
（書面添付制度などについて）」

東淀川税務署　担当官 税務 1.0
淀川支部・
青年部淀川支部

25 24.10.19 ホテルアイボリー 国際税務の現状と留意点 豊能税務署　担当官 税務 1.5
豊能支部・
青年部豊能支部

①「税理士が知っておくべき国税徴収法の知識」 ①税理士　橋本良弘　氏

②「資産課税に携わって」 ②尼崎税務署　担当官

27 24.10.30 アークホテル京都
資産税及び所得税申告並びに法人税の留意点
他

右京税務署　担当官 税法 2.5 右京部会

15 24.9.24 京都タワーホテル 税務 2.5 下京部会

17 24.10.4 シェラトン都ホテル大阪
税務
経営

2.5 青年部東大阪支部

26 24.10.30 都ホテル・ニューアルカイック 税務 2.0 青年部兵庫県東支部
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28 24.11.18 天望苑 「消費税法の改正点について」 税理士　秦雅彦　氏 消費税 2.0 青年部兵庫県西支部

29 24.11.22 ルミエール華月殿
消費税・仕入税額控除における
課税・非課税の判定のポイント

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.「消費税の９５％ルールの見直しに伴う留意
点」

下京税務署　担当官 税務

2.「租税ほ税事件の刑事裁判の実情と税理士のコンプライアンス」 元大阪高等裁判所裁判官　白井万久 経営

「税理士業務の未来」 事業委員会

「税理士の使命と無償独占」 制度委員会

「税理士業務の適正な遂行」 大阪国税局　担当官

32 25.1.16
ホテル阪急インターナショナ
ル

「平成２５年度税制改正」
～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 25.1.21 加古川プラザホテル 確定申告期の留意事項等について 加古川税務署　担当官 税務 1.0 加古川部会

34 25.1.22 天王寺都ホテル 「復興特別所得税（源泉徴収関係）」について 阿倍野税務署　担当官 税務 1.0
阪南支部・
青年部阪南支部

30 24.11.30 京都タワーホテル 2.0 青年部京都府支部

31 24.12.4 ヒルトン大阪 税理士法 3.5 青年部本部


