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平成30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６回 定時総会案内
•就任挨拶
•委員会だより
•部会だより
•県法連だより
•日本赤十字社からのお知らせ
•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
•税理士会からのお知らせ
•事務局だより

企業戦士の素顔

8pに掲載しています
。

話題のコーナー

旧成東町【勝覚寺】旧成東町【勝覚寺】

横芝光町
株式会社 髙橋マシニン

グ 

　 取締役社長 高橋
幸一郎 様

　 専務取締役 高橋
　聖孝 様

聖観音（しょうかんのん）さま



− 2− あなたも知ろう 社会を支える 税のことを （東金市立西中学校3年生 野嶋 さくらさん）

　

公益社団法人 東金法人会 第6回 定時総会

開催のお知らせ

　　　　　  開催日 ： 平成30年5月25日（金）
　　　　　  会　場 ： 東金商工会館 

東金市東岩崎1-5
TEL.0475-52-0022

第１部 講演会　13：30～15：00　1階大ホール
	 演題　『明治維新150年』から学ぶ　日本経済の展望
	 講師　大阪経済大学客員教授・経済評論家		岡田　晃	氏

第2部　 定時総会　15：30～17：00　1階大ホール
　	 〈議　　事〉
	 　第1号議案		平成29年度事業報告の件
	 　第2号議案		平成29年度収支決算承認の件
	 〈報告事項〉　　　　　　　
	 　平成30年度事業計画並びに収支予算について　

第3部　 交流会　17：15～18：45　4階 中ホール

「（公社）東金法人会 第６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。　　　



− 3−税金を 納めて豊かな 町づくり （山武市立松尾中学校3年生 高橋 かえでさん）

　公益社団法人東金法人会の会員の皆様には、ますま
す御清栄のこととお喜び申し上げます。
　平成30年４月１日付け定期人事異動により東金県
税事務所長に就任いたしました宇井でございます。
　前任の平山所長同様、よろしくお願い申し上げます。
　公益社団法人東金法人会の役員並びに会員の皆様方
には、日頃より、県の税務行政に対し、深い御理解と
御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　また、貴会におかれましては、法人会事業活動を通
じ、正しい税務知識の普及や納税意識高揚のための各
種研修会、講演会等の開催をはじめ、社会貢献活動に
積極的に取り組まれるなど、地域振興の発展に大きな
役割を果たされていることに対しまして、深く敬意を
表する次第でございます。
　また、事業主様には、個人住民税の特別徴収制度に
御理解を賜るとともに、県の税務行政の推進に対しま
しても御協力いただき、重ねてお礼申し上げます。
　さて、千葉県におきましては、平成29年度から新

所長就任 ご挨拶

千葉県東金県税事務所

所長　宇井　伸子

平成29年度　理事会・合同専門委員会

　２月１日（木）に東金商工会館において第４回理事会と第２回合
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　事務局使用の自動車リースについて

議事３を除き原案通り承認されました。議事３につきましては、
再度検討し次回の理事会議案になりました。
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、第５回理事会を３月 14 日（水）に行いました。議事につ
きましては原案通りすべて承認されました。

　議事１　平成 30 年度事業計画（案）について
　議事２　平成 30 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
　議事５　理事が関与する取引について
　議事６　会員増強運動の表彰について
　議事７　事務局使用の公用車購入（リース）について
　議事８　会員章プレート購入について

たな総合計画である「次世代への飛躍 輝け！ちば元
気プラン」を策定し、「くらし満足度日本一」の実現
を目指し、子育て支援、福祉や医療の充実、くらし
の安全・安心の確立、産業振興、社会基盤の整備など
様々な施策に取り組んでいるところであります。
　平成30年度は、これまでの施策基盤を継承し、併
せて地域の資源を最大限に活用した創意あふれる地域
づくりを促進してまいります。2020年の東京オリン
ピック・パラリンピックに向け、成田空港や圏央道、
全国屈指の農林水産業、豊かな自然や観光などの本県
が持つ数多くの宝に光を当て、それらを輝かせ「千葉
の魅力」を国内外に積極的に発信していくとともに、
環境・文化・スポーツ施策の推進にも力を注いでまい
ります。
　当所におきましては、県民がより身近に満足度を実
感できる千葉作りの実現に必要不可欠な財源を確保す
るため、県民の皆様の信頼と協力が得られるよう公正
かつ公平な税務行政を推進してまいる所存であります。
　今後とも、公益社団法人東金法人会の皆様方におか
れましても、より一層の御理解と御協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
　結びにあたり、公益社団法人東金法人会のますます
の御発展と会員の皆様方の御健勝、事業の御繁栄を心
から祈念いたしまして、就任の挨拶とさせていただき
ます。
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委員会だより
IIIIIIIIIIIIIIII 組織委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○平成29年度“会員増強統一月間”を終えて

　　
組織委員長　平本　光男

　　
　千葉県法連の目標獲得数
31 社 の と こ ろ、 な ん と！
97 社の獲得数。目標比では
312.9％（自単位会目標 114
社に対しては85.1％）達成！

（27 年度には 94 社、313％。
28 年 度 で は、99 社、330
％…これで 3 年連続！さて、
次年度は？）

　千葉県内１4 単位会中では、TOP1 の成績。2 位
の銚子法人会との差は、銚子獲得数＝ 56 社（達成率
215.4％）と大きく水をあけて堂々の１位獲得とな
りました。表彰では、「金賞」に対して「特別賞」が
積み増しされるとのことです。スッ！凄いことです
ね！！
　歴史ある東金法人会の会員企業の皆様、各ブロッ
ク長、支部長の皆さんをはじめ、また今回、忘れて
はならないところの金融機関、生保の皆さん、税理
士会の皆さん、大変なご努力とご支援に深く深く感
謝いたします。ありがとうございました。そして、
ご苦労様でした。
　古城会長におかれましては、県法連組織委員会副
委員長の任に当たられ、その想いもひとしおの通り
であります、大いに満足されているようです。期限
の最終日まで、諦めないご努力に対し深く敬意を感
じるところです。
　我が法人会の理念には『法人会は税のオピニオン
リーダーとして　企業の発展を支援し　地域の振興
に寄与し　国と社会の繁栄に貢献する　経営者の団
体である』　とあります。新たに会員となられた企業

の皆さんには、この入会を機会として、この理念に
深くご賛同くださったことかと思います。今後は、
是非とも各種活動に積極的に参加をされ、ご自身の
企業の発展にお役立てくださることを切に祈念して
いるところです。どうか、宜しくお願いいたします。
一緒にやりましょう！
　最後に会員各企業の皆様の限りない飛躍と益々の
ご活躍をお祈りして、今回の会員増強月間の御礼の
挨拶に代えさせていただきます。ありがとうござい
ました。

〉〉〉〉〉〉〉 会員増強の結果 〈〈〈〈〈〈〈〈
 （平成29年12月末日現在）

  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

  支 部 名

芝山

横芝光１

横芝光２

ブロック計

小　計

大同生命

AIU

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

源泉部会

その他

小　計

合　計

    
	 4	 5
	 6	 2
	 5	 1
	 5	 9
	 20	 17
	 2	 1
	 4	 4
	 6	 5
	 6	 5
	 4	 7
	 3	 4
	 13	 16
	 4	 0
	 3	 2
	 6	 0
	 1	 0
	 4	 3
	 18	 5

    
 5	 4
	 3	 3
	 3	 3
	 11	 10
	 68	 53
	 5	 2
	 2	 1
	 2	 0
	 10	 20
	 6	 7
	 4	 2
	 4	 0
	 3	 6
	 3	 2
	 4	 2
	 0	 1
	 3	 1
	 46	 44
	 114	 97

目 標  獲得数 目 標  獲得数

新会員のご紹介
（平成30年3月末日現在）

        支部名 支部名名　　　称 名　　　称業　　種 業　　種
東金１
東金１
東金１
東金２
東金２
東金３
東金３
東金３
東金３

東金３
東金３
東金４
東金４
東金４
東金４
東金４
九十九里２
九十九里２

浅間神社
（一社）地域おうえんサポーターズ
フルサポート（株）

（有）房総ハウジング
（有）村山商事
（株）アソウ
いけだぷらすちっく（株）

（宗）貴船神社
（一社）関叡山　宗務本院

（有）田代エクステリアサービス
（株）東友
田中ファーム（株）

（株）ティアラ
松之郷　日吉神社

（一社）フルガキメディカルサービス
八坂神社
エフ・エム建工（有）九十九里支店
皇産霊神社

宗教法人
広告業
人材派遣・紹介
設備工事
金属加工機械
造園工事
プラスチック製品
宗教法人
サービス業

設備工事
電気・通信工事
農業
サービス業
宗教法人
医療関連サービス
宗教法人
一般土木建築
宗教法人

納めた税 国の未来の 架け橋に （東金市立西中学校3年生 ウノディ サンさん）
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        支部名 支部名名　　　称 名　　　称業　　種 業　　種
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１
大網白里２
大網白里２
大網白里２
大網白里２
大網白里２
大網白里３

山武１
山武１
山武２
山武２
山武４
山武５
芝山
芝山
芝山
芝山
芝山
横芝光１
横芝光１
横芝光２
横芝光２

（株）大務建業
（株）丸清
（株）エソール建工
海林（同）

（株）サングッド
（同）GEM
（株）職人バッカ
（特非）ミュージックカフェ
（株）Ｍｅｒｃｉ
（株）キャッチ
（株）京和建設
（同）Chaco
（ノウ）南横川ライスセンター
結い緑化（株）
稲生神社

（株）清左ヱ門
（株）たけやま
Yimei（有）伊藤商店

（株）橋本食堂
秋葉工業（株）

（株）エンゲイ
（株）上中組
居酒屋　仙人

（株）総合開発　山武支店
太陽興業（株）

（医）徳風会　髙根病院
（株）高砂エアテック
拉麺食堂　らいもん

（株）釣り吉ホルモン
（福）心結会

一般土木建築
水産食料品
一般土木建築
飲食業
不動産業
パン類
建築工事
音楽関係
飲食業
旅館業
建築工事
飲食業
農業
造園工事
宗教法人

飲食業
米穀類
産業廃棄物処理
飲食業
建築工事
対個人サービス
一般土木建築
飲食業
土木建築サービス
金属加工機械
総合病院
冷暖房設備工事
飲食業
その他の小売業
サービス業

　
  ○新入会員のつどい

　　
　3 月 10 日（土）、東金市の蓬莱閣において、平成
28 年度、29 年度の新入会員を対象に『新入会員の
つどい』を開催いたしました。
　講演会を終えたばかりの鈴木孝政氏も参加してく
ださり、齋藤研修委員長の乾杯の発声の後、新入会
員のご紹介、異業種名刺交換を行いました。会員間
の交流が活発に行われ、同じ地域や同じ業種の方々
と会話を持つことができました。この会が事業発展
につながるきっかけになればうれしく思います。　

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

　去る3月10日、平成29年度新入会員のつどいを東金、蓬莱閣にて開催。第
1部は講師に地元旧蓮沼村出身のヒーロー、元プロ野球選手の鈴木孝政氏
をお迎えして、現役時代の映像を懐かしんだ後、プロ入団にまつわる秘話か
ら入団後の苦労話や教訓、そして現在までの４６年にわたる野球生活を通し
て会得した人生哲学をユーモアたっぷりにお話ししていただきました。
　一般人には分からない、選ばれた人々のみのプロスポーツの厳しさ辛さ
は、興味を引くとともに、そこに収斂（しゅうれん）された教訓があることを教え
てくださいました。先輩方への態度、自己管理の重要性、時間厳守など当たり
前のようでいて、それを勝負の世界で継続していくのは並の神経では持たないと思いました。
　また、自信につながる「言葉力」の重要性についてのエピソードは、さすが名投手ならではのもの。
　そして、鈴木氏のいう「ピンチとチャンスに強くなれ」の対応策としての「準備を怠るな」・「相手を信用するな

（最悪の事態を想定せよ）」とストレスに負けない精神力の鍛え方は、一般論としても参考になりました。
　最後に聴衆に贈って下さった、ご自身が好きだという言葉「今日という日は、明日を気持ちよく迎えるためにあ
る」は、鈴木孝政氏本人を象徴している一言のようでした。

白いボールに教わったこと
元 中日ドラゴンズ 鈴木孝政氏 講演

講演会

考えよう みんなの税の 使い道 （大網白里市立増穂北小学校6年生 濱田 幸莉衣さん）
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  ○防犯ホイッスルの寄贈
　　

　当会では毎年、管内の新一年生の児童に防犯ホイッスルを寄贈しており、今年は 11 回目となりました。各市町
の教育委員会や小学校に出向き、教育長や校長先生におわたししました。
　各学校・各家庭の指導や地域の見守りの目があるにもかからわらず、子どもがまきこまれる犯罪があとを絶ち
ません。登下校の時間を安全に過ごせるよう、少しでも手助けになればと思います。 

  ○連絡緊急メモ
　去る２月２日、九十九里町に当会作成の連絡緊急メモを寄贈
しました。九十九里町の担当職員の方からは、実際に救急搬送
の際にこのメモが役に立ったとのお話をいただきました。
　独居老人、一人世帯が増える中、各市町や福祉団体では緊急時
の連絡方法や定期的な安否確認に取り組んでいるそうです。こ
のメモを使用していただける会員の皆さまや社会福祉等に携わ
っている方がいらっしゃいましたら、事務局へご連絡ください。

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

　私共東金法人会青年部会一同は、12 月 6 日（水）
横芝光町立東陽小学校 6 年生 42 名と、1 月 12 日（金）
芝山町立芝山小学校 6 年生 61 名を対象に租税教室を
開催致しました。
　この教室は税に対しての関心を深め、税金の意義
や社会的役割について、より深く理解してもらう事
を目的として行っております。黒板に様々なイラス
トを貼って、税金の仕組みを分かり易く説明したり、
税金のある世界と、無い世界の違いを描いたアニメ
DVD を見せるなどして、子供達には難しく感じてし

まう税金について、少しでも親しみを持ってもらえ
るよう工夫しながら進めて参りました。
　学校の校舎や体育館を造るためにはいくらかかる
のか？小学生でも払わなくてはいけない税金とは何
か？等々講師が質問をし、子供たちが元気に回答を
する、というとても活気あふれる様子も伺え、現金 1
億円のサンプルの展示や、イータ君という e-tax を
テーマにした着ぐるみにも興味津々で、税に対して
の難しいイメージも、多少変わってもらえたのでは
ないかと感じております。
　今後も、多くの子供たちにより分かり易く、楽し
みながら、税金について関心を持ってもらえるよう、
租税教室を継続していきたいと思います。

（青年部会　副部会長 越川 真ノ介）

芝山小校長先生に贈呈する
土屋青年部会長

横芝光町教育長に贈呈する
加藤副会長

山武市教育長に贈呈する
加藤副会長

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 厚生委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

横芝光町立東陽小学校 芝山町立芝山小学校

暮らしと税 まずは知ろうよ 役割を （山武市立成東中学校3年生 斉藤 叶佳さん）
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　県法連主催による新年賀詞交歓会が、1月24日（水）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、流通経済大学スポーツ健康科学部教授の龍
崎　孝氏が「現在日本の政治経済」～安倍政権３つの課題とひとつの
危機をテーマに講演。昨年の衆院選の結果から始まり、憲法改正、アベ
ノミクス、北朝鮮情勢等 を々安倍政権が推し進める方向について、柔ら
かい口調でわかりやすく解説いただきました。
　第２部の納税表彰授賞祝典では、大岩県法連会長より挨拶をいただ

き、そのなかで会員増強運動での当会の活躍に対
してお礼のお言葉がありました。
　納税表彰受賞者では、当会から国税庁長官納
税表彰で中嶋顧問、東京国税局長納税表彰で真
行寺監事が受賞され記念品が贈呈されました。
　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

大岩県法連会長

左より　中嶋顧問、古城会長、真行寺監事

　赤十字が行う災害時の救護活動をはじめとしたさまざ
まな人道的活動は、皆様からお寄せいただく活動資金に
よって支えられています。赤十字活動資金へのご協力を
お願いいたします。

　○ 災害救護活動　　○ 国際活動
　○ 健康・安全のための知識と技術の普及
　○ 青少年赤十字活動　　○ 義肢製作所の運営
　○ 赤十字ボランティアによる活動
　○ 医療事業　　○ 血液事業

平成28年熊本地震では、全国の救護班が駆けつけ、
医療救護活動やこころのケアを行いました。

赤十字活動資金へのご協力のお願い
～５月・６月は赤十字運動月間です～

「苦しんでいる人を救いたい」その思いを赤十字に
東金法人会は、赤十字を応援しています。

詳しい内容は、ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

日本赤十字社 千葉県支部 振興課　℡ 043-241-7531　

国民の 未来を描く 消費税 （東金市立西中学校3年生 小倉 結衣さん）
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Q：そのため専用の冶具が用意されているわけです
ね。

A：そうです。製作期間、製作点数によって冶具を作
るかどうかの判断をします。それは、直接製品単
価に影響しますので。

Q：HP で拝見しましたが、実際に見ると設備の大
きさに驚きます。マシニングセンターというのは
大きなものですね。

A：小さい製品用のもっと小型のマシニングセンター
もあります。そしてあれが、基本の旋盤器械です。

Q：インタビューに先立ちまして、HP を拝見しま
した。製品のサンプル写真の完成度も高く、取引
先の企業もそうそうたる会社が名を連ねています。
御社の技術力の高さを十分にうかがえるものです
が、現在の基礎となる業態転換をされた昭和 54
年には、すでに中核となるスタッフが揃っていた
わけですか。

A：いいえ、私が生まれてすぐのころなので、見てい
たわけではありませんが、あの頃は父と母の二人だ
けです。

Q：では会長が営業して、図面を読み、旋盤を操作
して加工し、その後の仕上げまでやっていたとい
うことですか。相当ご苦労があったと思いますが。

A：多分そうです。母がボール盤で穴開けをしていた
そうですから。

連休明け県の公立高校入試が行われた日、本社工場に伺いました。

企業戦士の素顔
　工場外観は、よく見かける何の変哲もない大きな建物でした
が、一歩中に入ると関連の仕事でもしていない限り、まず目に
することはないであろう設備の数々に驚き、目を見張りました。
　髙橋マシニングの HP にある写真では、高度な技術がうかが
い知れるのみでしたが、そこに置かれている加工前と加工後の
製品の現物を見て、そのスケールの大きさにも驚きました。
　まず、インタビューに入る前に工場設備を見学がてら説明し
ていただきました。
　目の前では工作機械の中で、厚く大きな板状の鋼材が冶具に
セットされ、溝を掘られている最中でした。手前にはすでに加
工が終えた部材が下ろされ、新しい材料を冶具にセットする作
業が行われているところ。大きな材料を冶具ごと機械にセット
するのは大変そうに見えました。湾曲した部材は、繋いでいく
と円形になり、それを横に連ねるとトンネルの構造体になると
のこと。単品・少量生産の受注が中心の中でも、このトンネル
材は、短期間とはいえ加工数量は多い部類とのことでした。

大型の機械の向かい側に、TVや映画でも時折見かける
旋盤の機械を職工さんが操作していました。この方は、
ベトナムから来ている研修生とのこと。髙橋マシニング
では、ベトナム研修生が5名勤務していて戦力となって
いますが、研修制度では3年で帰国してしまうため、そ
れが残念でならないとのこと。

一番大きな機械“五面加工機”

トンネルのパーツ

ベトナムからの研修生

消費税 みんなのお金で 国づくり （大網白里市立季美の森小学校6年生 及川 遼さん）



− 9−

Q：その後 20 年くらいで現在の髙橋マシニングに
社名変更するまでに、かなりの急成長を遂げてい
ますね。

A：はい、やはり必要に応じて適切な工作機械を選定
し、導入しながら人員を増やしていった結果だと思
います。

Q：それでは立ち上げからの社員はいない、という
ことですね。現在の従業員は何名ですか。

A：現在、ベトナム研修生 5 名に我々家族を含めて
10 名の計 15 名ですね。

　　当社は、機械に材料を載せてボタンを押せば、
製品ができるといった、単純作業の繰り返しのない
会社なんです。常に考えながら作業しなければな
らない。そのためかどうか、従業員が辞めていっ
てしまうことが多いのです。今までは常に広告を出
して募集してきましたが、それでは待ちの状態なの
で、今は専務が積極的に回っています。なんとか
人材を確保して養成して技術を継承していきたいと
思っています。それと、社内での情報の共有ですね。
それが当面の課題です。

Q：社長ならではの感動といったものは何かありま
すか。嬉しかったこととか。

A：社の代表は会長なのですが、私は苦しいことの方
が多いですね。ただ、感動というより売上の数字を
見てほっとすることはあります。

Q：社長は剣道をやられているということですが、
六段というのは日本一を争う人たちのレベルでは
ないですか。

A（社長）：子供のころに、虚弱体質だったのを心配
した父が習わせたことがきっかけで、習志野高校
に入学するまでに上達して、私はインターハイ団体
戦 3 位、専務は選抜ベスト８でした。結局、大学
まで剣道漬けで、会社に入るまで剣道しか知りませ
んでした。ですから、入社してからが大変でしたね。

A（専務）：私は最初仕事が辛くて、何度も逃げ出そ
うと考えたことがありました。母から通帳を渡され、

「出て行ってもいいよ」とまで言われて、でもその
一言で今の自分があります。

Q：まるで映画のワンシーンのようですね。

D
A

T
A　　株式会社 髙橋マシニング

▶取締役社長　高橋幸一郎　
　専務取締役　高橋　聖孝
▶所 在 地　横芝光町北清水6730
▶創　　立　昭和52年6月1日　　
▶事業内容　各種機械部品加工・側壁構造部材加工
▶電　　話　0479-82-5751 左から森川委員、加藤副会長、社長、専務、平賀委員長

製品の完成から得られる達成感という快感より、ミクロ
ン単位の精度を求められ続ける緊張感の方が重いとい
うことでしょうか。人材の確保は高度な物作りの現場の
抱える難しい課題のようです。

現在、社長は地元の横芝フタバ剣友会で自らのお子
さんを含め子供たちの指導を、専務は会社の剣友会
で部長を務め、練習に励んでいるとのこと。会社の剣
友会は、ベトナムの研修生たちも練習に加わり竹刀を
振っているということです。
社長の奥様は、なんと学生時代の剣道部のマネー
ジャーで、社長と専務の間の学年だったとのこと。学生
時代の部活の連帯感をそのままに、髙橋
マシニングは躍進を続けそうです。

横中ぐりフライス盤

剣友会のみなさん

消費税 豊かなくらし 守るため （山武市立松尾中学校3年生 田村 真緒さん）


