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令和２年春号

松尾にぎわい処ききょうの里松尾にぎわい処ききょうの里

• 第 8 回 定時総会
• 委員会だより
• ブロックだより
• 部会だより
• 県法連だより
• 税理士会からのお知らせ
• 会社訪問”企業戦士の素顔”
• 税務署だより
• 東金県税事務所からのお知らせ
• 東金労働基準監督署からのお知らせ
• 事務局だより

企業戦士の素顔話題のコーナー

九十九里町【青木昆陽不動堂甘藷試作地】九十九里町【青木昆陽不動堂甘藷試作地】

10pに掲載していま
す。

山武郡芝山町

三栄メンテナンス株
式会社 

　 代表取締役：萩原
康宏 様 （右）

　 取締役：田口　健
 様 （左）

　　



− 2− 税金で 繋がる未来 大きな輪 （東金市立東金中学校３年生 戸田 那愛さん）

　

公益社団法人 東金法人会 第8回 定時総会

開催のお知らせ

　　　　　  開催日 ： 令和2年5月22日（金）
　　　　　  会　場 ： 東金商工会館 1階大ホール 

東金市東岩崎1-5
TEL0475-52-0022

第１部 講演会　13：30～15：00（受付13：00～）
	 演　題　昨日の自分より一歩前へ
	 　　　　～卓球から学んだ挑戦することの大切さ～
	 講　師　ロンドン五輪	銀メダリスト
	 　　　　　ミキハウススポーツクラブアドバイザー		平野　早矢香氏

第2部　 定時総会　15：30～17：00
　	 〈議　　事〉
	 　第1号議案　令和元年度事業報告の件
	 　第2号議案　令和元年度収支決算承認の件
	 〈報告事項〉　　　　　　　
	 　令和2年度事業計画並びに収支予算について　

第3部　 交流会　17：30～19：00（会場：蓬莱閣）

「（公社）東金法人会 第8回定時総会」のハガキに出欠をご記入のうえ
ご返送下さいますよう、ご協力をお願いいたします。

なお、定時総会にご欠席の場合は、委任状が必要となりますので、
必ずご返送下さいますようお願いいたします。

※講演会と交流会に関しましては、新型コロナウィルス感染症拡大防止を考慮し、　　
開催を中止する場合がございます。　



− 3−あなたも君も 町の未来を守る 納税者 （山武市立大富小学校６年生 鵜澤 璃子さん）

令和元年度　理事会・合同専門委員会

　1月 24日（金）、蓬莱閣において第４回理事会と合
同専門委員会が行われました。議事審議の内容は以下
の通りです。
　　議事 1　全法連・県法連功労者表彰について
　　議事 2　理事が関与する取引について
　　議事 3　元年度「会員増強統一月間」運動の実績
　　　　　　及び『特別賞』について
　すべて原案通り承認されました。
　続いて合同専門委員会にうつり、各委員長・各部会
長から今後の事業予定等が発表されました。

　また、3月 9日（月）に第５回理事会を行いました。
　下記の議事につきまして、原案通り承認されました。
　　議事 1　令和 2年度事業計画（案）について
　　議事 2　令和 2年度予算（案）について
　　議事 3　資金調達及び設備投資の見込みについて
　　議事 4　優良経理担当者の表彰について

1/24　理事会・合同専門委員会

3/9　理事会

委員会だより
IIIIIIIIIIIIIIII 組織委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○令和元年度“会員増強統一月間”を終えて

　　
組織委員長　平本　光男

　　
　「良いことは皆に伝えよ
う。」　そして「仲間を沢山
増やそう。」「もっと親しく
なろう。」そうすることで、
「悩みや疑問があれば、仲間
に聞いてみよう、きっと打
つ手はあるはずだ。」こう思
うことは、“なぜ？”会員増

強なのかという問について答えうる一つの回答にな
ることかと思います。
　今年もやりました。皆さんご苦労様でした。県連
目標 31 件に対して、83 件の獲得数。目標比 267.7
％達成！これで、５年連続で第１位獲得です。また、
金賞（150％以上）は、15 年連続で受賞することが
できました。
　各支部会員が 46 社。銀行・生保・部会が 47 社。
これは、９月の会員増強推進会議で取り決めさせて
いただいた獲得目標数の合計数値でした。ここに示
す通り、我が東金法人会では、支部会員：団体＝

46：47 というように、両者ほぼ同数、フィフティ
ー・フィフティーの組合せになります。千葉県内では、
全部で 14の法人会が活動していますが、上記のよう
な「フィフティー・フィフティー」は他に例がなく、
東金法人会独特なものであり、言い換えれば、「強み」
にもなるのではないかと思います。
　会員増強は永遠のテーマとなります。この先も、
まだまだ続いてゆくことになりますが、今後ともど
うかよろしくお願いいたします。
　最後に会員各企業の皆様の限りない飛躍と繁栄の
お祈りをして、今回の会員増強月間のお礼の挨拶に
替えさせていただきます。ありがとうございました。
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新会員のご紹介
（令和2年3月末日現在）

　
		○令和元年度 税制セミナー

　　
　2月 26 日（水）税制委員会主催の税制セミナーが
実施されました。講師として税理士の若山宏之先生
をお招きし、令和元年 10 月に消費税 10％への引上
げおよび軽減税率導入に伴っての簡易課税制度につ
いてと、令和 5年 10月から導入されるインボイス制
度について詳細な解説をしていただきました。
　先生の解説に先立ち、東金税務署法人課税第 1部
門森山上席より軽減税率制度についての解説資料の
配布と説明があり、複雑な制度を理解する一助とな
りました。
　今回の制度は業種によって注意すべき点があるの
で、皆熱心に聞いていたようでした。新入会員の方

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 税制委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

安全と くらしを守る 消費税 （横芝光町立上堺小学校６年生 椿 優花さん）

※個人情報公開先のみ掲載

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉 会員増強の結果 〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈
 令和元年12月末日現在（個人は除く）

    支部名 名　　　称 業　　種
東金１
東金２
東金３
東金３
東金３
東金３
東金３
九十九里１
九十九里２
九十九里２
九十九里２
大網白里１
大網白里１
大網白里１
大網白里１
大網白里１
大網白里１
大網白里２
山武1
山武２
山武２
山武３
山武３
山武３
山武５
横芝光１
横芝光１
横芝光１

建設業
電化製品の販売修理業
電気設備工事・土木工事
製造業
建設業
機械製造販売
木材販売業
建設業
接骨院
解体工事業　
介護保険業
建設業
ゴルフ会員権・不動産売買
経営コンサルティング
レンタカー
保険業
内装工事
健康産業
訪問看護業
ホテル業
解体業
売電事業・企業研修事業
売電事業
製造業
部品製造業（シリンダー鋲等）
種苗生産業
大工工事業
建設機械レンタル業

五木田コンストラクション㈱
㈲エムツウシステムズ
㈱フォーユーハウジング
㈱細谷加工
㈱秋葉興業
㈱西武エンジニアリング
㈱大三商行 千葉支店 東金プレカット工場
㈲大成組
㈱エコメディ
㈱ポシブル
㈱古筆庵
㈱千恵建総
㈱千葉ゴルフ会
㈱組織ネットワーク研究所
㈲ウィル2レンタカー 大網支店
㈲ヤスダプランニング
タカヤマ工業㈱
NPO法人 がん生存者の会
㈱レイーズ
㈱AuTaBi

ＩＴ金属㈱
（同）エール
（同）サンピース
日本資源実業総業㈱
㈲ピーエスジャパン
㈱グラフトワークス
㈱小粋
㈱総建

の早速の参加もあり、難解ではありましたが有益な
ひと時でした。

    目 標   獲得数 目 標   獲得数  支 部 名

東金１

東金２

東金３

東金４

ブロック計

九十九里１

九十九里２

ブロック計

大網白里１

大網白里２

大網白里３

ブロック計

山武１

山武２

山武３

山武４

山武５

ブロック計

3

4

4

3

14

1

3

4

4

3

2

9

3

2

4

1

2

12

6

4

1

5

16

3

3

6

5

9

0

14

3

0

2

0

1

6

  支 部 名

芝山

横芝光１

横芝光２

ブロック計

小　計

大同生命

AIG

アフラック

千葉銀行

京葉銀行

千葉興銀

千葉信金

銚子信金

銚子商工

税理士会

その他

小　計

合　計

3

2

2

7

46

5

5

2

11

7

2

3

4

3

2

3

47

93

0

4

2

6

48

2

3

1

11

7

2

2

2

3

1

1

35

83
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		○新入会員のつどい

　　
　2月 22 日（土）、東金市の蓬莱閣において、
平成 30年度、令和元年度の新入会員を対象に
『新入会員のつどい』を開催しました。はじめ
に齋藤研修委員長から、参加された新入会員
のみなさんのご紹介があり、その後食事、歓
談、名刺交換が行われました。各地区から様々
な業種の企業さんが参加され、名刺交換を通
して会話がはずみました。今後、法人会主催
の各種事業に参加され、会のメリットを共有
していただきたいと思います。

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

元プロ野球選手 現銚子市行政アドバイザー 木樽 正明（きたる まさあき）氏

講演会

納めよう みんなの税が くらしを守る （大網白里市立大網小学校６年生 田山 達郎さん）

　さる2月22日、令和元年度の新入会員のつどいを東金蓬莱閣にて
開催しました。第1部は元プロ野球選手で現銚子市行政アドバイザ
ーを務め、法人会事務局長の先輩でもある木樽正明氏を講師にお
招きして高校野球からプロ野球現役時代とその後のコーチや編成

（スカウト）の仕事を通じて出会った様々な人との出会いについてお
話しいただきました。
　木樽氏は銚子商業の4番エースとして甲子園大会の決勝まで投

げた地元初のヒーローといってもいい存在。東金の印象は、５５年前知り合いもいないのに甲子園決勝に
敗れた自分たちを、オープンカーを用意してパレードで暖かく迎えてくれたことで、忘れられないそうです。
　また、この甲子園決勝は不思議な縁があって、相手の三池工業高校の原貢監督の息子さんが当時7
歳、後の原辰徳巨人軍監督とのこと。2002年の監督就任時、ロッテのGMだった広岡元巨人軍監督から
巨人への移籍を勧められて、迷っていた木樽氏宅に熱心な請願の電話をくれて、奥様が感動し移籍を
決意。巨人の編成部に移って、春の宮崎キャンプを訪ねた氏への原監督の歓待ぶりは、周囲も驚くほど
だったとのこと。
　でも、木樽氏が現役引退後ロッテのスカウト部長として、父親の原貢氏が監督をされていた東海大相
模に伺っていたころは、昔年の負け試合話で散々だったというと会場は笑いの渦でした。
　先日亡くなられた野村監督には現役時代、あの有名なボヤキ戦術でプロ野球界の多くを学ばせてもら
った逸話、後輩の村田兆治投手とは同室だったためつぶさに見ることができた「まさかり投法」誕生の秘
話、王監督と長嶋監督の大きな性格の違い、オープン戦で顔面骨折した時に厚く看病してくれた金田正
一監督の逸話、野球人として生きる道を示してくれた銚子商業野球部斉藤一之監督への感謝の気持
ちなど投手として頂点を極め、チームのコーチさらにはフロントまで務めた木樽氏ならではの話題の数々
でした。
　当日は、会員のほか往年の野球ファン、銚子商業野球部の先輩、後輩の面々が集まり地元愛、野球愛
に包まれた熱いひと時でした。

令和元年度 新入会員のつどい 第1部講演
野球を通じた人と地域の交流

～プロから少年野球の指導へ…野球人生から学んだこと～
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  ○防犯ホイッスルの寄贈
　　

　今年も厚生委員さんが中心となり、各ブロックの副会長や役員さんといっしょに教育委員会へうかがい、新 1
年生への防犯ホイッスルの寄贈を行いました。防犯の合言葉である「いかのおすし」が印刷されています。地域
住民の皆さんの見守りはもちろん、自己防衛の意識を高めていただくきっかけになればと思います。

ブロックだより

東金市

山武市

九十九里町

芝山町

大網白里市

横芝光町

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 厚生委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

復興や 安全な暮らしを 守る税 （横芝光町立光中学校３年生 川島 史子さん）

　東金ブロックは令和2年2月、東金市立丘山小学校と源小学校へ図書の寄贈を行いました。役員さんが教育委員
会へ行き、市内の小中学校の学校図書標準達成率を確認し、未達の2小学校への寄贈を決めました。源小学校は来
年度は日吉台小学校に統合する予定ですが、今回の寄贈図書も日吉台小学校へと引き継がれます。良い本を読み
継いでいってほしいです。

〔東金ブロック〕

丘山小学校 源小学校



− 7−広めよう 税の知識と 大切さ （東金市立北中学校３年生 伊藤 彩さん）

　九十九里ブロックは海の駅九十九里に2基の丸太のテーブルベンチを寄贈しました。木材専門の業者さんから仕
入れた本物の木のベンチは、どっしりとしていて、周囲の遊具とともに穏やかな景色に溶け込んでいます。海の
駅を訪れた方々や公園に遊びに来た子どもたちが腰を下ろし、海を眺めながら、ゆったりとした時間を過ごして
ほしいです。

　横芝光・芝山ブロックは、光文化の森公園の芝生広場に1基のベンチを寄贈しました。役場の職員さんも来てく
れました。この広場では、主にお年寄りのグランドゴルフ大会が行われていて、腰をおろして観戦する場所がな
く、自前の椅子を持参する方が多いとのことでした。寄贈したベンチを多くの方に利用していただきたいです。

　山武ブロックは昨年の山武市立大平小学校に続いて、大富小学校と成東小学校へ図書を寄贈しました。それぞ
れの学校の図書担当の先生からリクエストしてもらいました。新しい本はピカピカできっと多くの児童さんの目
に留まることでしょう。

〔九十九里ブロック〕

〔横芝光・芝山ブロック〕

〔山武ブロック〕

成東小学校 大富小学校



− 8− 税金は 暮らしを支える 架け橋だ （山武市立成東中学校３年生 山下 優衣さん）

部会だより
IIIIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
  ○租税教室

　（公社）東金法人会	青年部会では、12 月 17 日、
東金市立正気小学校 6年生 73名と、1月 9日、山武
市立成東小学校 6年生 63名を対象に租税教室を開催
致しました。
　租税教室により、税金の必要性や目的、納税の意
義などに気づき、より深く理解してもらうことを目
的に毎年東金税務署管内の小学校で開催しています。

　いろいろな事例を挙げて税金の種類を説明したり、
税金のある世界とない世界を描いたアニメを見ても
らい、税金によって支えられている学校や公共施設、
公共サービスの大切さや、ありがたみなどに気づい
てもらえたと思います。
　今後も、これらの教室を通じて、税金の仕組みや
意義だけではなく、納税による互助の精神を伝えて
いけるよう、租税教育活動を継続していきたいと思
います。

（青年部会　土屋　歩）

　県法連主催による新年賀詞交歓会が、1月27日（月）
三井ガーデンホテル千葉において開催されました。
　第1部の新春講演は、辛口コメントでおなじみの慶應
義塾大学経済学部名誉教授 金子　勝氏が「日本経済
の明日を読む！」をテーマに講演。
　アベノミクスの真実から始まり、アメリカ大統領選とイラ
ンとの軍事的緊張、産業構造の転換、新たなエネルギ
ー産業への転換等々、日本の政治・経済の現状をベー
スに企業経営の今後のあり方を鋭く読み解く、白熱の講
演でした。
　第2部の納税表彰受彰祝典では、花島県法連会長
のご挨拶の中で、来年の千葉県で開催される法人会全
国大会の成功に向け、各単位会及び会員皆様方のご
協力をお願いしたいとのお話しがありました。

　その後、納税表彰受賞者にお祝いの言葉と記念品が贈呈され、当会からは矢部会長が東京国税局長表彰を授
賞されました。
　第3部では、恒例の賀詞交歓会が和やかに行われました。

県法連主催 賀詞交歓会

正気小学校 成東小学校



− 9−税金は よりよい未来の 第一歩 （横芝光町立東陽小学校６年生 越川 紫月さん）

健康診断健康診断
くわしい内容と受付は、6月に会員全員に黄色い封書で通知します。くわしい内容と受付は、6月に会員全員に黄色い封書で通知します。

年に一度は生活習慣病チェック

一度受けてみませんか？

会員は特別料金（約4割引）で実施しています

●実施日・会場
　８月19日㈬＝ 横芝光町 
　　　　　　　健康づくりセンタープラム
　８月20日㈭・21日㈮・24日㈪＝ 東金商工会館
●健診コース・検査項目
◎Ａコース（基本コース）全47項目
　視力・聴力検査・呼吸器系・循環器系・消化器
系・腎・肝・膵機能検査・糖尿病検査・高脂血
症・高尿酸血症・血液検査・便潜血大腸ガン検
査・眼底・眼圧検査・診察等
◎Ｓコース（若年者コース）全44項目
　Ａコースの消化器系（胃部Ｘ線・大腸ガン）は
いたしません。希望される方は、Ａ又は総合
コースでお申込みください。

◎総合喀痰コース（ドック健診）全58項目
  Aコースに腫瘍マー力一（CEA・AFP・
CA19-9） 検査+超音波腹部5臓器（胆・肝・
膵・腎・脾）検査の他、B型肝炎検査+C型衣炎
検査が追加されます。

〈オプション〉
  左記各コース受診の方に対し、ご希望により
  行ないます。（別料金） 
・前立腺腫瘍マー力一検査（PSA）
 （50歳以上の男性）
・女性健診（女性対象超音波検査）
・C型肝炎検査（HCV） 総合コースでは実施

　○2月3日（水）・4日（木）＝東金商工会館   ○2月5日（金）＝山武市松尾町 ふれあい館

《冬の実施予定日・会場》

県外一泊研修会に参加して、日ごろの疲れを癒やし、
会員のみなさんの交流をはかりましょう！！

お申込につきましては、
広報誌に同封のチラシを
ご利用ください。

◎日　　時 7月12日（日）～13日（月）
◎方　　面 箱根方面
◎参  加  費 20,000円
◎募集人数 70名（先着順・法人会々員のみ）

《県外一泊研修会》

※新型コロナウィルス感染症拡大防止を考慮し、延期または中止する場合がございます。

税理士会からのお知らせ

税金の無料相談
　千葉県税理士会東金支部では、毎月第1・第3水曜日（祝日を除く）に、税理士会事務局（東金商工会館
3階）で税に関する無料の相談（原則事前予約）を実施しておりますので、是非ご利用ください。

連絡先：0475-50-6322 （平日の午前中）



− 10 − 納税に 託す輝く 令和の未来 （東金市立西中学校３年生 佐々木 優希さん）

Q：昨年 12 月のオープンで 2 ヶ月弱ですが、すで
にネットや bay-FM でも評判は上々ですね。

A：創業以来約 50 年、紆余曲折のあった空港建設
から現在に至るまで、いろいろな方々の想いや葛
藤があったこの地に「憩い」や「活力」を提供で
きる施設で貢献したいとの想いから、コンサルタン
トのアドバイスを得ながら 3 年の準備を擁して実現
にこぎ着けました。それでも昨年の台風等の天候不
順で建設が予定より遅れてしまいました。

Q：他の同様の施設では温泉と娯楽の提供が主といっ
た印象ですが、こちらは温泉の入口側は全面ガラ
スで空港が正面に見え、露天風呂からは離発着の
飛行機がよく見える配置になっているうえに、別
館は趣が違っているように感じます。フィットネ
スクラブやレンタサイクル、シミュレーションゴ
ルフなど他の温泉では見かけない施設が用意され
ていますね。

A：ご存知のように当地は空港関連の就業人口が多
く、半径 5km 以内の昼間の人口は６万５千人ほ
どになります（芝山町の人口は約 7 千人、多古町
は約 1 万 3 千人です）。空港従業員も４万人から
今後７万人まで増加すると見込まれています。成
田市周辺は発展しているものの空港の南側は、イ
ンフラを含めまだまだ未開発です。そこで、地元に
密着しつつ開発促進のきっかけにと「憩い」や「交
流」のしやすい環境を目指しました。施設機能は
本物志向にこだわっており、多くの同業施設、例え
ば岩盤浴、ロウリュウ、ヨガルームなど、遜色のな

い仕様でかつ利用しやすい料金体系となっていま
す。法人提携や周辺住民が持たれている N:PASS
提示により割引会員カードを発行致します。スタッ
フも地元出身者が大半で心温まるハートフルな対
応を心掛けています。

　　露天風呂や 2F のお休み処にある液晶画面には、
ここを中心に空港周辺を飛んでいる航空機がリアル
タイムで表示されますので、今見えている機がどこ
の何便かすぐにわかります。

Q：マニアにはたまりませんね。また、そうでなく
ても漠然と眺めているのと違った思いが持てるか
もしれません。

　　従業員は何人くらいで運営されていますか。
A：館の内外様々な業務がありますが、フロント、クリー

ンスタッフ、テナントを含めて 100 人ほどです。

Q：現在までの客層はどのような。
A：やはり空港関連の従業員の方々と地元住民の方

が多いですね。休日は家族連れが多くて年配の方
からお子さん、中学生といった幅広い年齢層でご利
用いただいています。そういった意味では、地元の
コミュニケーションの場にもなっているようで、当初
の目的通りの営業ができているかと思います。

Q：今後の展望はどのように描かれていますか。
A：マーケティングを有効に利用しつつ、当施設が

ベースとなって多くのイベントや集まりの拠点になり
たいと考えています。例えば正面玄関前のイベント

天然温泉施設「成田空港温泉 空の湯」（2019年 12月18日開業）

企業戦士の素顔
　立春を迎えた快晴の日、地元老舗企業が手がけた初の大型温泉施設 「成田空港温泉 空の湯」オープン
仕立ての真新しい建物を始業準備にお忙しい中、館内の案内とお話を聞かせていただきました。

露天風呂

クライミング

スポーツジム



− 11 −有効に みんなのための 消費税 （山武市立大平小学校６年生 松森 舞さん）

スペースを活用した朝市やウォーキング・イベント、
サイクルステーションを拠点としたサイクリストへの
サービスや情報提供、多目的室を活用してのセミ
ナーや催し物の開催等に気軽に利用していただき
たいと思っています。千葉大サイクリング部の協力
を得て、空港周辺から県北東部のサイクリングコー
スの開発と提供ができれば、と計画しています。南
房総周辺はその点進んでいますが、この辺りはまだ
未開発なので、経済同様に発展の可能性を秘めて
います。県もサイクリストによる観光誘致を進めて
いますね。

D
A

T
A

　　『空の湯』の今後が、楽しみです。サイクルステーショ
ン『空輪』、地元野菜を持ち寄った朝市など、口コミ
でどんどん広がっていくといいですね。

三栄メンテナンス株式会社
▶代　表  萩原 康宏
▶所在地  山武郡芝山町香山新田45-4
▶事業内容  施設管理業・警備業・人材派遣業・
　　　　  温泉施設運営及び関連事業
▶創　立  1971年11月
▶電　話  0479（78）2615  
▶ http://www.soranoyu.com スタッフの皆さんと一緒に

　取締役の田口様は、市町の境のない『空港の南側
の地域の発展』という表現で、地元への熱い思いを
語ってくださいました。憩い・交流・そして就労の
場として活気あふれる施設となり、きっとその波が
周辺地域に広がって行くと思います。

記者後記

【ご利用時間】

 〈風呂〉
　11：00～翌8：00迄
 〈カプセル宿泊〉
　19：00～翌9：00迄
 〈カプセルデイユース〉
　9：00～翌15：00迄
 〈仮眠室〉
　11：00～翌9：00迄

　【成田空港温泉空の湯】会員登録のご案内
　　当会は空の湯の法人登録をいたしました。当会の会員企業さまは「茜」会員（法人割引）に入会することにより、
　　お得にご利用頂けます。

　　　1. ご入会の際は会員様ご本人が、空の湯へお越しいただき手続きをお願い致します。
　　　2. 法人会員番号〔000054〕と法人会会員証をご提示願います。
　　　3. 空の湯HPより仮登録を行うことでお越しいただいた際の会員登録をスムーズに行うことができます。
　　　4. 1枚の会員カードにつき5名様（本人含む）まで同割引の対象となります。（レストラン・売店は除く）

ご
利
用
方
法

ご
利
用
内
容

　　　　　　　　　　　　　　　　大  人　　　　　小学生　　　　　大  人　　　　　 小学生
入浴料  1,000円 500円 900円 450円
岩盤浴SET  1,300円 650円 1,200円 600円
カプセルホテル（岩盤浴付） 4,500円 3,700円 3,800円 3,200円
休日価格（カプセルは除く） ＋200円 ＋100円 ＋100円 ＋50～90円
レストラン・売店  ―　　 ―　　 10％引き 10％引き

ご利用料金 一　　　般 「茜」会員



− 12 − 消費税 しっかり納めて いいくらし （横芝敬愛高等学校３年生 名雪 雄太さん）



− 13 −税を知り 見つめてみよう 消費税 （東金市立鴇嶺小学校６年生 根本 陽向さん）



− 14 − 見直そう 税に対する 自分の目 （大網白里市立白里小学校６年生 宮腰 陽仁さん）



− 15 −1人ひとりの税金が 夢ある未来の町になる （横芝光町立横芝中学校 ３年生 本莊 大祐さん）

東金県税事務所からのお知らせ

令和２年度自動車税の
納期内納付について

　自動車税の納期限は、６月１日（月）です。５月１日に納税通知書が送付されますの
で、最寄りの金融機関やコンビニエンスストアで納期限までに納めましょう。
　　　（問合せ先）	東金県税事務所：℡0475-54-0223
	 	 　	 自動車税事務所：℡043-243-2721

法人県民税・法人事業税の
申告・届出にはeLTAXが便利です

　eLTAX（エルタックス）は、地方税の申告・申請・届出・納税をオフィスや自宅からイ
ンターネットを通じて簡単に行うことができるシステムです。複数の地方公共団体に
も一括で手続きできます。詳しくはエルタックスホームページをご覧ください。

　　　　　エルタックスホームページ：http://www.eltax.jp/
　（システムに関する問合せ先）
　　　　　エルタックスヘルプデスク：℡0570-081459
　（県税に関する問合せ先）
　　　　　東金県税事務所課税課：℡0475-54-0223

事業主の皆様へ大事なお知らせ

千葉県と県内全市町村では
個人住民税の特別徴収を徹底しています

 　所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収を実施す
る義務があります。千葉県と県内全市町村では特別徴収徹底の取組みを行っています
ので御協力をお願いいたします。

	（手続きに関する問合せ先）	各市役所又は役場の課税課又は税務課
	（制度に関する問合せ先）	東金県税事務所	収税課	℡0475-54-0223



− 16 − 高めよう 税の知識と 日本の未来 （千葉県立松尾高等学校１年生 鵜之澤 さくらさん）

　今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、経営者の方々、事業所にお勤めの方々
が、通常の事業活動、勤務ができない状況が発生しています。このため、厚生労働省では、新型
コロナウイルスの影響による労働関係法令の考え方などについて、Ｑ＆Ａを取りまとめ、ホーム
ページに公表しております。その一部を本紙面に掲載いたします（令和２年３月９日現在）。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響は、日々変化しているため、掲載した内容が変更され
る場合があります。随時、厚生労働省のホームページを閲覧する、もしくは、東金労働基準監督
署にお問い合わせいただくなど、新たな情報を得た上で適切なご対応をお願いします。

【厚生労働省 HP の掲載先】
 （企業の方向け）

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
 （労働者の方向け）

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

　【労働基準法における休業手当】
問１）新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいので

しょうか。

答１）新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労

使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えてい

ただくようお願いします。

　　なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべき

ですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期

間中の休業手当（平均賃金の 100 分の 60 以上）を支払わなければならないとされています。

問２）労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

答２）新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、

一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支

払う必要はありません。

　　なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給さ

れます。

　　具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から、

直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の３分の２について、傷病手当金により補償されます。

　　具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

問３）労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

答３）会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスか

どうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と



− 17 −考えよう 社会をささえる 税のこと （東金市立城西小学校６年生 吉川 一花さん）

同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。

　　一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合

のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による

休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

問４）新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合

等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

答４）今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者

を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切で

す。

　　また、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期

間中の休業手当（平均賃金の 100 分の 60 以上）を支払わなければならないとされています。休業手当

の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。

　　具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事

業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、

使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

　【雇用調整助成金】
問５）雇用調整助成金とはどのようなものでしょうか。

答５）景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない

事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向（以下、「休業等」といいます。）を行い、

労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

　詳細は、こちらを参照してください。

　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

　【その他（小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援）】
問６）新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお勤めの方が子

どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。

答６）臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話する

ために従業員（正規・非正規を問わず）に有給の休暇（法定の年次有給休暇を除く）を取得させた会社

に対し、休暇中に支払った賃金全額を助成（１日 8,330 円が上限）する予定です。

　詳細は、こちらを参照してください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

東金労働基準監督署 監督課・総合労働相談コーナー
〒２８３-０００５ 東金市田間６５　
電話番号 ０４７５（５２）４３５８

問合せ先



− 18 − 税金で 繋がる未来 大きな輪 （東金市立東金中学校３年生 戸田 那愛さん）

マナー & 電話応対講座

6月9日（火） 10：00～16：00
※昼食は当会でご用意いたします。
　名刺をご持参ください。
東金商工会館　1階
能勢　みゆき氏

（株）エンパワー21 代表
（一社）日本おもてなし協会 代表理事
会員：無料 
一般：2,000円（当日徴収いたします）

日　時

会　場
講　師

受講料

コーチングセミナー

若手社員や部下から、やる気と結果を引き出す方法

6月18日（木） 14：00～16：00
東金商工会館 1階
上久保　瑠美子氏

（株）ii（イイ） 代表取締役
会員：無料　
一般：2,000円（当日徴収いたします）

日　時
会　場
講　師

受講料

わかりやすい！源泉徴収事務

6月12日（金） 
14：00～16：00
※筆記用具・電卓をご用意ください。
東金商工会館 3階
東金税務署 担当官
会員：無料　
一般：2,000円（当日徴収いたします）

日　時

会　場
講　師
受講料

パソコンセミナー

6月22日（月）10：00～16：00
※昼食は当会でご用意いたします。
※パソコンをご用意ください。
東金商工会館 1階
福井　崇子氏
マイクロソフト認定トレーナー
会員：無料　
一般：2,000円（当日徴収いたします）

日　時

会　場
講　師

受講料

今年の税制改正のポイント

6月19日（金）
18：30～19：30
東金商工会館 1階
東金税務署 担当官
無料

日　時

会　場
講　師
受講料

詳しくは同封のチラシをご覧ください。
会場は駐車場が少ないのでご注意ください。

～新型コロナウィルス感染症拡大防止を考慮し、開催を中止する場合がございます。～

研修委員会主催

研修委員会主催

研修委員会主催

青年部会主催

源泉部会主催



− 19 −あなたも君も 町の未来を守る 納税者 （山武市立大富小学校６年生 鵜澤 璃子さん）

　元禄１１年５月１２日（１６９８年）に江戸日本橋小田原
町（東京都中央区）で生まれる。京都の儒学者であ
る伊藤東涯の古義堂に入門して儒学を学ぶ。	
　江戸幕府 8代将軍の徳川吉宗は、飢饉の際の救荒
作物として西日本では知られていた甘藷（サツマイ
モ）の栽培を昆陽に命じ、小石川薬園（小石川植物
園）と下総国千葉郡馬加村（千葉市花見川区幕張）
と上総国山辺郡不動堂村（千葉県山武郡九十九里町）
とで試作させている。この結果、享保の大飢饉以
降、関東地方や離島においてサツマイモの栽培が普及
し、天明の大飢饉では多くの人々の命を救ったとされ
る。享保２０年（１７３５年）、救荒作物として有用な甘
藷（かんしょ）の性質・栽培方法などを記した『蕃薯考』
（ばんしょこう）を発表した。	
　一般的に、琉球や南西諸島を除いて薩摩藩領内で栽
培されるのみであり、藩外への持ち出し禁止であった
サツマイモ（薩摩芋）が、青木昆陽のサツマイモ試
作の後に全国、特に関東にその栽培が広まったとされ
ている。
　後世に“甘藷先生”と称され、墓所の瀧泉寺（目
黒不動尊）には「甘藷先生之墓」と刻まれた青木昆
陽の墓がある。また、甘藷の試作が行われた幕張では
昆陽神社が建てられ、昆陽は芋神さまとして祀られて
いる。

　九十九里町の不動堂には、昭和４３年１１月に明治百
年祭事業として「関東地方甘藷栽培発祥の地」の碑
が建てられ、青木昆陽不動堂甘藷試作地は、昭和４４
年４月８日に県の史跡に指定された。

郷土史跡名所めぐり 九十九里町の巻その 192

青木昆陽
―	青木昆陽不動堂甘藷試作地	―

所在地：千葉県山武郡九十九里町不動堂３０１－６
問い合わせ：九十九里町教育委員会 社会教育係 TEL.０４７５－７０－３１９２

九十九里IC
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青木昆陽不動堂甘藷試作地
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松尾にぎわい処ききょうの里松尾にぎわい処ききょうの里

• 第 8 回 定時総会
• 委員会だより
• ブロックだより
• 部会だより
• 県法連だより
• 税理士会からのお知らせ
• 会社訪問”企業戦士の素顔”
• 税務署だより
• 東金県税事務所からのお知らせ
• 東金労働基準監督署からのお知らせ
• 事務局だより

企業戦士の素顔話題のコーナー

九十九里町【青木昆陽不動堂甘藷試作地】九十九里町【青木昆陽不動堂甘藷試作地】

10pに掲載していま
す。

山武郡芝山町

三栄メンテナンス株
式会社 

　 代表取締役：萩原
康宏 様 （右）

　 取締役：田口　健
 様 （左）

安全と くらしを守る 消費税 （横芝光町立上堺小学校６年生 椿 優花さん）

e-Tax ご利用の場合は法人事業概況説明書の「16 加入組合等の状況」欄に東金法人会会員と入力しましょう。

発行所／公益社団法人 東金法人会 東金市東岩崎1番地5 TEL.0475（52）0022  FAX.0475（52）4397
発行人／会長 矢部 愼一　編集責任者／平賀　修 

URL https://www.togane-hojinkai.or.jp  E-mail togane-h@amber.plala.or.jp  

事務局だより

【年会費の口座振替のご契約をされていない方へ…】
年会費の納入は、手数料不要の口座振替が便利です。お問合せ等は、

事務局 TEL．0475-52-0022 までご連絡下さい。

　令和2年度の年会費の引落しを4月17日（金）に行いましたが、引落しの出来
なかった会員様につきましては、再度6月17日（水）に請求させていただきますの
で、早めにご指定の口座に資金の準備をお願いいたします。
　また、振込を希望されている会員様につきましても、6月17日（水）までに、既に
ご案内済みの振込用紙等でお振り込みくださいますようお願いいたします。

～年会費の再引落が6月17日（水）に行われます～

5月〜9月の行事予定
5月	 12（火）	 決算法人説明会・消費税の軽減税率制度等説明会	 東金商工会館
	 22（金）	 第8回　定時総会	 	 東金商工会館
6月	 		9（火）	 マナー&電話応対講座	 	 東金商工会館
	 12（金）	 源泉部会　源泉徴収事務研修会	 	 東金商工会館
	 16（火）	 県法連　第7回定時総会　役員大会	 	 三井ガーデンホテル千葉
	 17（水）	 年会費　再引き落とし	 	
	 18（木）	 コーチングセミナー	 	 東金商工会館
	 19（金）	 青年部会　税務研修会	 	 東金商工会館
	 22（月）	 パソコンセミナー	 	 東金商工会館
7月	 		1（水）	 決算法人説明会・消費税の軽減税率制度等説明会	 東金商工会館
	 		2（木）	 新設法人説明会・消費税の軽減税率制度等説明会	 東金商工会館
	 12（日）～13（月）	県外一泊研修会	 	 箱根方面
8月	 13（木）～15（土）	 	 事務局夏季休業	 	
	 19（水）	 生活習慣病健診	 	 横芝光町健康づくりセンタープラム
	 20（木）	 生活習慣病健診	 	 東金商工会館
	 21（金）	 生活習慣病健診	 	 東金商工会館
	 24（月）	 生活習慣病健診	 	 東金商工会館
9月	 		2（水）	 会員増強運動推進会議	 	 東金商工会館
	 		3（木）	 決算法人説明会・消費税の軽減税率制度等説明会	 東金商工会館
	 15（火）	 税制委員会　研修会	 	 東金商工会館
	 17（木）	 チャリティーゴルフ大会	 	 東千葉カントリークラブ
	 18（金）	 青年部会　研修会	 	 東金商工会館

　　　※予定が変更となる場合がございますので、詳しくはホームページをご覧ください。	




