
令和４年度 右京納税協会主催セミナー等の今後の予定 
 

 令和４年４月以降に開催を予定していますセミナー等をご案内いたします。お申し込みにつきましては、会員

の皆さまにお届けしている「納税月報」に各セミナー等の開催案内チラシを随時同封いたしますのでご利用くだ

さい。また、右京納税協会ホームページにも案内を掲載いたしますので、ご確認ください。 

 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として参加人数を収容人員の半数以下としておりますので、早めの

お申し込みをお願いいたします。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から急遽開催予定を変更することがありますのでご了承く

ださい。開催予定を変更する場合は、右京納税協会ホームページに掲載いたしますのでご確認をお願いいたしま

す。 

実施時期 セミナー等名称 内    容 場所/案内時期 

4 月 6 日(水) 

4 月 8 日(金) 

新型コロナ支援金セミナー 

講師：納税協会役員 

事業復活支援金について解説します。 

             （１時間） 

支援金の申請受付は始まっています。 

     （申請期間 4.1.31～4.5.31） 

右京納税協会 

  ／２月下旬 

4 月 22 日(金) 
消費税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

免税事業者を対象としたインボイス制度へ

の対応について解説します。 

           （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／３月下旬 

5 月 11 日(水) 
消費税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

免税事業者を対象としたインボイス制度へ

の対応について解説します。 

           （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／３月下旬 

5 月 20 日(金) 
相続税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

住宅取得資金の贈与、教育資金の一括贈与、

結婚・子育て資金の一括贈与などの非課税

措置について解説します。 

            （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／４月下旬 

６月 21 日(火) 
消費税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

免税事業者を対象としたインボイス制度へ

の対応について解説します。 

           （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／５月下旬 

6 月 28 日(火) 

～7月 15日(金) 

簿記教室 

講師：担当税理士 

複式簿記の基礎を学びます。 

    （1 回 2 時間の全 6 回で終了） 
右京納税協会 

  ／４月下旬 

8 月 5 日(金) 

出張スマホ講座 

講師：ソフトバンク㈱のス 

   マホアドバイザー 

・スマートフォン入門講座  （２時間） 

 電話やメールの使い方など基本操作  

 を体験 

・スマートフォン活用講座  （２時間） 

 LINE や Zoom を使った地域活動の新たな 

 方法を体験 

右京納税協会 

  ／６月下旬 



実施時期 セミナー等名称 内    容 場所/案内時期 

8 月 30 日(火) 
消費税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

令和 5 年 10 月に開始されるインボイス制

度への対応について解説します。 

           （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／７月下旬 

9 月 14 日(水） 
源泉事務研修 

講師：納税協会役員 

源泉事務のポイントについて解説します。 

           （１時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／8 月下旬 

9 月 21 日(水) 

実務研修会 

講師：京都商工会議所 

   担当者 

小規模事業者持続化補助金／ＩＴ導入補助

金について解説します。 

             （１時間） 

右京納税協会 

  ／８月下旬 

9 月 28 日(水) 
消費税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

令和 5 年 10 月に開始されるインボイス制

度への対応について解説します。 

           （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／9 月下旬 

10 月 5 日(水) 
税務研修会 

講師：丹尾淳史税理士 

電子帳簿保存法のポイントと対応について

解説します。 

           （1 時間 30 分） 

ラボール京都 

  ／８月下旬 

10 月 18 日、21

日の 2 日間 

パソコン教室 

   （有料となります） 

個人事業者を対象に会計ソフト「みんなの

青色申告 21」を使用した実務研修です。 

 

下京納税協会 

  ／８月下旬 

10 月 18 日(火) 
消費税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

令和 5 年 10 月に開始されるインボイス制

度への対応について解説します。 

           （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／9 月下旬 

10 月 26 日(水) 

改正税法の説明会 

講師：右京税務署担当官 

共催：右京税務署 

令和 4 年度の税制改正について解説しま

す。 

           （1 時間 30 分） 

右京ふれあい文

化会館 

／税務署から案内 

11 月 15 日(火) 
税務研修会 

講師：右京税務署担当官 

令和 4 年度 年末調整の仕方について 

           （１時間 30 分） 

ラボール京都 

    ／9 月下旬 

11 月 18 日(金) 
消費税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

令和 5 年 10 月に開始されるインボイス制

度への対応について解説します。 

           （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／9 月下旬 

12 月 7 日(水) 
消費税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

令和 5 年 10 月に開始されるインボイス制

度への対応について解説します。 

           （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／10 月下旬 



実施時期 セミナー等名称 内    容 場所／案内時期 

1 月 18 日(水) 
税務研修会 

講師：丹尾淳史税理士 

電子帳簿保存法のポイントと対応について

解説します。      （1 時間 30 分） 右京納税協会 

  ／11 月下旬 

1 月 25 日(水) 
消費税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

令和 5 年 10 月に開始されるインボイス制

度への対応について解説します。 

           （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／12 月下旬 

2 月 21 日(火) 
消費税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

令和 5 年 10 月に開始されるインボイス制

度への対応について解説します。 

           （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／12 月下旬 

3 月 17 日(金) 
消費税セミナー 

講師：右京税務署担当官 

令和 5 年 10 月に開始されるインボイス制

度への対応について解説します。 

           （1 時間 30 分） 

右京納税協会 

  ／1 月下旬 

 

10 月開催分と同じ内容 


