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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

•新年のご挨拶
•全国大会
•納税表彰式
•委員会だより
•県法連だより
•部会だより
•ブロックだより
•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
•東金労働基準監督署からのお知らせ
•会社訪問“企業戦士の素顔”
•郷土史跡名所めぐり
•事務局だより

企業戦士の素顔話題のコーナー

水神神社水神神社

22pに掲載していま
す。

東金市田間

平本建業株式会社 
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　新年明けましておめでとうございます。
　令和5年の念頭にあたり謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　昨年中は会員の皆様方はじめ東金税務署・税理士会・各金融機関及び各保険会社・各
種団体の皆様方には様 な々分野で多大なご協力を賜り誠にありがとうごさいました。心から
御礼を申し上げます。
　昨年を振り返ってみますと、それ以前の2年間同様新型コロナウイルス感染拡大によって経
済が混乱し、法人会活動にもある程度の制約が起こりましたが、そんな中でも規制が大分緩
和され少しずつ活動が再開できたことはとても良かったと思っています。
　第10回定時総会は河合先生の素晴らしい講演とその後の交流会も行われ、予定通り開
催することができました。また青年部会による芝山町立芝山小学校と、横芝光町立上堺小学
校での租税教室、女性部会による税に関する絵はがきコンクール、各種セミナー、決算・新設
法人説明会等も予定通り行うことができました。
　特に社会貢献活動として管内の新小学一年生にオリジナルマスクの配布、税制委員会で
は3市3町の各首長への税の提言書の陳情、山武市にはAEDの寄付もさせて頂きました。
　各ブロックによる税務座談会も無事終了でき、県連含めた当会の恒例でもあります9月から
12月末まで行われる会員増強運動も皆様方のご協力、ご努力のおかげをもちまして素晴らし
い好成績を残すことができました事も併せてご報告をさせて頂きます。
　そして何より全法連主催によります法人会全国大会が千葉の幕張メッセを会場に10月13
日に盛大に開催され、全国から会員が多数参加して絆を深めたことも記憶に新しい出来事で
した。
　本年はまだ完全にはコロナウイルス感染が収まる様子はありませんが、新しいワクチンや飲
み薬の開発が進み、国より承認されて販売されると聞いています。このウイルスによる感染症
が早く収まり、今まで通りの日常生活を取り戻せることをお祈りしています。
　これからも当会では安全を最優先したうえで、会員の皆様方のお役に立てる有意義な活
動を更にレベルアップして行っていく予定です。どうかそれぞれの事業への進んだご参加をよ
ろしくお願いいたします。
　結びに各団体の益々のご発展と会員の皆様方の事業のご繁栄、ご多幸、ご健康を祈念
いたしまして新年の挨拶とさせて頂きます。

　　

会　長　矢 部  愼 一

新年のご挨拶

大事な鍵 社会をまわす 消費税 （東金市立東中学校3年生 菊池 優奈さん）
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　新年あけましておめでとうございます。
　令和５年の年頭に当たり公益社団法人東金法人会の皆様に謹んで新年のお慶びを申し
上げます。
　旧年中は、矢部会長をはじめ会員の皆様から税務行政全般にわたり深いご理解と多大な
るご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、「税のオピニオンリーダーたる経営者の団体」として、新型コロナウ
イルス感染症の影響により活動が非常に難しい状況下にもかかわらず、税知識の普及や適
正・公平な申告納税制度の維持・発展を目的に様 な々事業活動を展開されておられることに
心から敬意を表しますとともに深く感謝申し上げます。本年も税を中心とした公益事業活動を
はじめ、会員企業様の発展並びに地域の活性化につながる活動をバランスよく実施していた
だき、東金法人会の存在感を更に高めていただきますようお願い申し上げます。
　さて、本年令和５年10月からは、消費税の適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制
度）が導入されます。インボイス発行事業者となるためには、原則として今年の３月31日までに
登録申請が必要です。インボイス制度の円滑な実施に向けて、事業者の皆様には制度の理
解を深めていただいたうえで、それぞれの事業の実態に応じた対応や準備を進めていただく
必要があります。このため、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」に、制度を解
説した動画、各種のパンフレットやＱ＆Ａを掲載しているほか、オンライン説明会の開催や事業
者向けの説明会への講師派遣などを行っています。免税事業者の方も、ご自身の事業実態
に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるか否かについて早期にご検討いただきま
すようお願い申し上げます。
　昨年の税務座談会では、当署の高田副署長から「これからの社会に向かって」と題した
講演をさせていただきました。コロナ禍の社会、中露を中心とした不安定な海外情勢及び急
激な円安など、将来予測が極めて困難な時代において、私ども税務行政はいかなる状況にも
対応できる、しなやかな強さを持った組織になるべく、様 な々施策を重ねてまいりますので、東
金法人会の皆様におかれましても、引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
　2023年は、「癸卯（みずのとう）」の年です。「癸卯」には、「これまでの努力が実を結び、勢
いよく成長し飛躍する年」や「力をため準備し育んできたことが、十分に実り芽吹き始める年」
といった縁起の良い意味があるといわれています。これに肖り、経済活動は活発化しつつあ
る、またはコロナからの回復の兆しが見え始めた方もいらっしゃると思われますが、コロナウイル
スの感染状況は今後どのように推移するか予断を許さず、基本的な感染対策を引き続き行っ
ていく必要があります。
　このような状況下でありますが、東金税務署といたしましては、これまで培ってきた法人会の
皆様との協調関係をより一層発展させ、各種の課題に取り組んでまいる所存ですので、本年
も引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに当たり、公益社団法人東金法人会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝並びに
ご事業のご繁栄を心よりお祈り申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

東金税務署長　池 上 雅 也

新年のご挨拶

新世代 暮らしよくする 税制度 （千葉学芸高等学校3年生 田中 心結さん）



− 4− 身近な税 ぼくも納める 消費税 （東金市立東中学校1年生 虎岩 航太郎さん）

††††††††  令和５年度 令和５年度 税制改正スローガン 税制改正スローガン ††††††††

○ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、税財政改革の実現を！○ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、税財政改革の実現を！
○適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！○適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！
○厳しい経営環境を踏まえ、中小企業の活性化に資する税制を！○厳しい経営環境を踏まえ、中小企業の活性化に資する税制を！
○中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！○中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

小林全法連会長 挨拶

参加者のみなさん

応援スタッフ

花島県法連会長 開会の辞

㈱西川園様

ロビーでの打合わせ

安藤優子氏 講演会

サンライズ九十九里様

スタッフルームでの打合せ

「令和 5 年度 税制改正に関する提言」につきましては

全法連　税制改正に関する提言 　検 索 

またはこちらをご覧ください。
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大 会 宣 言

もしなかったらどうなる？ 大切にしよう みんなの税金 （大網白里市立大網中学校3年生 渡邊 楓さん）

　われわれ法人会は、「税のオピニオンリー
ダーたる経営者の団体」として、「税制改正に
関する提言」や租税教育、企業の税務コンプラ
イアンス向上に資する取組など、税を中心とす
る活動を積極的に展開しながら、広く社会へ貢
献していくこととしている。
　新型コロナウイルス感染症により甚大な打撃
を受けたわが国経済は、最悪期を脱し、「ウィ
ズコロナ」期に入ったと言われている。しかし
ながら、急激な物価上昇に見舞われ、先行きの
不確実性が急速に増している。
　国家的課題である財政健全化は困難を極めて
いる。国債で賄った莫大なコロナ対策費の償還
財源について、返済計画を着々と進める欧米諸
国がある一方、わが国はこの問題を封印してき
た。さらに、先進国で最速スピードの少子高齢
化に加え、人口減少という深刻な構造問題も抱
えている。将来世代に負担を先送りせず、現世
代で解決するよう具体的な方策を早急に策定す

ることが重要である。
　地域経済と雇用の担い手である中小企業はわ
が国経済の礎である。長期にわたるコロナ禍の
影響が依然として残っている上、エネルギーや
原材料価格の高騰が重なり、経営環境は一段と
厳しさを増している。健全な経営に取り組んで
いる企業が十分に能力を発揮し、その土台が揺
らがないよう税財政や金融面での実効性ある対
策が不可欠である。
　われわれ法人会は、「中小企業の活性化に資
する税制」、「事業承継税制の抜本的改革」等
を中心とする「税制改正に関する提言」の実現
を強く求めるものである。
　創設以来、納税意識の向上に努めてきた法人
会は、全国の会員企業の総意として、以上宣言
する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　     令和４年10月13日

全国法人会総連合　全国大会

全国大会
　令和4年10月13日(木)、「全国大会　千葉大会」が、幕張メッセイベントホールで開催されました。コロナ禍で
延期されるなど、集合形式での開催は3年ぶりでした。
　まだ、コロナ禍ということで、すべて着座形式で行われ、各単位会の参加にも人数制限がありました。当会か
らは矢部会長、越川副会長、浅岡副会長、飯田副会長、佐藤女性部会長の5名が、記念講演会、式典、懇親会
に参加しました。また、大会の応援スタッフとして小倉総務委員長と宇澤総務副委員長、事務局3名は、前日準
備と当日の来賓誘導、控室接遇、懇親会準備を担当しました。
　記念講演会は、千葉県出身のニュースキャスター・ジャーナリストの安藤優子氏が「女性がテレビで働くとい
うこと」と題して、講演を行いました。
　式典は、花島県法連会長の開会の辞から始まり、小林全法連会長の主催者挨拶に続き、阪田国税庁長官、
熊谷千葉県知事、神谷千葉市長からご祝辞をいただきました。その後、会員増強等の表彰状の贈呈、各種の活
動報告がなされ、次回開催地の群馬県のPRが行われ、閉会しました。
　懇親会は地元食材を使ったお弁当と、千葉のお酒、おおまさりのゆで落花生が、一人一人に用意されました。
「千葉ジェッツふなばし」のフライトクルーチアリーダーズによる、元気いっぱいのアトラクションを楽しみなが
らのお食事でした。
　同時進行で屋外展示場では、各単位からの会員企業による物産展が開催されており、当会からは、(株)西川
園様とサンライズ九十九里様が出展されました。全国からご来場された参加者の方々は、千葉ならではのお土産
をたくさん購入されていました。
　この日を迎えるまでに何度も実行委員会で話し合いを重ねてこられた矢部会長をはじめ、ご参加されました
役員さん、準備担当の役員さん、物産展関係のみなさま、本当にありがとうございました。



− 6− ストップ脱税 ゴーゴー納税 （大網白里市立大網中学校3年生 大曽根 楓真さん）

令和４年度 納税表彰式
　令和4年度の「税を考える週間」における納税表彰式が、11月16日(水)に東金商工会館を会場に開催
されました。コロナ禍の影響で集合形式での開催は3年ぶりでした。当会の関係で受賞された方々は次
の通りです。おめでとうございました。

受  賞  者 （敬称略）

◎東京国税局長表彰
　加藤　忠勝（副会長）

◎東金税務署長表彰状
　飯田　克美（副会長）
　村杉　謙一（副会長）
　櫻田　基介（組織委員長）

◎東金税務署長感謝状
　小林　弘明（税制委員長）
　斎藤　寿夫（大網白里・九十九里副ブロック長）
　佐久間　良幸（大網白里・九十九里副ブロック長）

◎公益社団法人東金法人会 会長感謝状
　石井　信夫（東金第3支部長）
　小倉　光夫（大網白里第2副支部長）
　佐久間　みどり（e-Tax推進副委員長）
　西川　賢太郎（元青年部会長）

◎税に関する絵はがきコンクール
　東金税務署長賞
　　大網白里市立瑞穂小学校　安蒜　千夏
（一社）千葉県法人会連合会 
　　　　　　女性部会連絡協議会会長賞
　　大網白里市立瑞穂小学校　秋葉　望羽
（公社）東金法人会長賞
　　九十九里町立豊海小学校　山田　幸乃
（公社）東金法人会 女性部会長賞
　　大網白里市立白里小学校　木島　結月

◎税に関する作文
　東金法人会長賞
　　　横芝光町立横芝中学校　守屋　凛華

加藤忠勝 副会長

税を考える週間（11/11 〜 17）



− 7−税金を 納めてつくろう 次の未来 （千葉学芸高等学校3年生 石井 希来々さん）

　お金は「経済の血液」と呼ばれています。お金はめぐることで社会の役に立つ存在で
す。税金は、自分の受けたいサービスやものの値段にプラスして集められたり、一生懸
命働いて得た収入に応じて集められます。ただ、このことだけ聞くと、私の役にも、世
の中のためにも全然役に立っていないように感じてしまい、税金は無い方がいいのでは
ないかと考えてしまいます。私たちのような学生でも、消費税をものの値段にプラスし
てお店に払っています。このことから、私たちも納税者の一人ということになります。
消費税は、どんな人からも一定の比率現在は、八％や十％で納めているので、取りそこ
ねることはありません。そのため、公平に税金を納めることができます。ですが、生活
するのが苦しい人や収入のない私たち子どもに税金が課されるため、負担が大きいです。
また、他の税金の集め方として働いた収入に対して、所得税や住民税が、たくさん稼い
だ人からはたくさん、少し稼いだ人からは少しだけ集められる仕組みがあります。収入
に対してだけ見たら、負担を感じる量は一定であるかもしれませんが、働くほど沢山他
の人よりも税金を払わなければいけないので、不公平なのではないかと思います。私に
は、消費税のようにみんなから一定の量を集める方法がいいのか、所得税や住民税のよ
うに稼いだ量に合わせて、税金を集める金額を変えて集めるのがいいのか正直よくわか
りません。ですが、税金を集めるうえで必要なのは「公平」だと思います。どんな集め
方でも、納税者が平等に不満なく税金を納めることが大切だと考えています。
　一人ひとりから集められたお金が、地域、国の単位では莫大な金額になります。その
お金から、個人では用意することができないような様々なみんなで使う公共の施設の建
築費や、道路の整備費、社会的に弱く、生活が困難な高齢者、障がい者のため思う存分
働けず、収入が不安定な人たちを支援するためのお金また、元気に働いていても、地震
や水害などで仕事や住む家を失ってしまった人達を助けるためのお金として使われてい
ます。
　自分が払ったいくらかの税金が、みんなのために使うお金として集計され、誰かしら
の役に立っていると考えるととても嬉しい気持ちでいっぱいです。もしかしたら、今学
校に行くために使用している通学路や学校の備品も、自分のお金から出されたものな
のかもしれないと思うことができるようになりました。税金が使われる流れを考えると、
「経済の血液」という言葉がぴったりとあっていて、自分の手元から出ていったお金が、
何かしらの形に変化して自分のところへ戻ってきていると実感できます。税金は、私の
ためにも世の中のためにも使われているとわかったので、納税者の一人として、これか
ら税金を払うときは、たくさんの人の役に立つことを願いたいと思います。

中学生の「税についての作文」 公益社団法人 東金法人会会長賞受賞作品

税金はみんなのため
　　　　　　　　　　　横芝光町立横芝中学校　3年 守屋　凛華



− 8− 税を知り 増やそう私に できること （横芝敬愛高等学校1年生 渡邉 光希さん）

委員会だより

　令和 4年 11 月 9日㈬、東金商工会館において、
会員増強運動成績検討会議を開催しました。すで
に目標を達成した支部・団体もございますが、後
半戦の活動に期待したいと思います。
　結果につきましては、春号に掲載いたします。

　11月 9日㈬、令和 5年度の役員改選を見据えて、
第 1回目の役員選考委員会を開催いたしました。
会議には正副会長・総務委員長・ブロック長の他に、
東金税務署から日俣統括官に参加いただきました。

　

新会員のご紹介
（令和4年11月末日現在）

        支部名 支部名法 人 名 法 人 名業　　種 業　　種

東金１ ㈱RKハウジング 建設業
東金１ ㈱イースト・ゴールド 軽貨物運送業
東金１ ㈱エヌ・シー・エス 電化製品の修理　
東金１ （協）KIZUNA 協同組合
東金１ ㈱ぐるんぱ 小規模保育
東金１ ㈱動画丸 サービス業
東金１ ラーメン ぼのぼの ラーメン専門店
東金１ ㈱MUKEI 飲食業
東金１ ヤマト運輸㈱千葉法人営業支店 宅急便など各種輸送に関わる事業
東金１ ㈲Le Eco 資産管理会社
東金２ ㈱一工業 外構業
東金２ ㈱KR工業 建設業
東金２ （同）Priority その他サービス業
東金２ （福）ゆりの木会 介護
東金３ （同）C.S.Techno 製造業
東金３ （同）Happy　life 不動産賃貸業
東金３ ㈱Re Work 塗装工事業
東金４ 石井建設㈱ 建設業
東金４ ㈱U Jack キャンプ用品卸売業
大網白里１ ㈱アールシステム 建設業
大網白里１ ㈱IKUSHIN 大網駅前校 教育
大網白里１ ㈱AIM 建設業
大網白里１ ㈱川口建設 建設業
大網白里１ ㈱サードプレイス 介護福祉　
大網白里１ タチバナエンジ㈱ 設計
大網白里１ ㈱ミライ工業 解体業
大網白里３ （同）SHITO　FARM 造園工事
九十九里 ㈱シマテック 卸販売
九十九里 園部商会㈱ とび工事業
九十九里 ㈱みつうろこ水産 水産物加工業

山武１ （特非）山武市観光協会 その他特殊会員
山武１ ㈱BITES 映画・ビデオ制作業
山武１ ㈱Berry電設 電気配線工事業
山武２ ㈲五木田塗装工業 塗装工業
山武２ ㈲トップ工業 とび･土工
山武３ HOPE DIGITAL SOLUTIONS㈱ サービス業
山武４ ㈱春日電設 電気工事　
山武４ ㈱リサーチ 建設業
山武５ ㈲クルージンイメージ バイク部品販売
山武５ ㈱HATSUE 飲食・コンサル
芝山 ㈱アクラ 衣類の卸
芝山 （同）M.N.JAPAN ENTERPRISE 中古車販売・修理
横芝光１ ㈱安泰キレイ家 清掃業
横芝光１ 鵜澤仮設㈱ とび・土木工事業
横芝光１ ㈱前川 土木工事業
横芝光２ ㈱CHLEO 小売・サービス業
横芝光２ タキタデザインワークス（同） 設計・監理
横芝光２ ㈲東洋電機 自動車電装品産業用モーター修理販売

IIIIIIIIIIII 役員選考委員会 IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII 組織委員会 IIIIIIIIIIIIIIII

櫻田委員長



− 9−税金は 正しく使って みんなの幸せ （東金市立東小学校6年生 土肥 ひよりさん）

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 税制委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  ○税制委員会　市長・町長に陳情

　令和4年11月、小林税制委員長と各地区の役員で3市3町を訪問し、「令和5年度税制改正に関する提言」
を陳情いたしました。

  ○パソコンセミナー

　10/17(月)と21(金)の2日間でパソコンセミナーを開催しました。10/17は、Zoom（入門および応用編）
講座、10/21は、WordとExcelのMicrosoft	Office講座でした。
　Zoomは初めて使用する方から既に使用している方など様々でしたが、最終的には全員がオンライン会議
に参加することができ、追加機能まで使いこなせるようになりました。
　WordとExcelの講座は、「皆さん、このように操作していませんか？」と、多くの人がやっている方法の
紹介あと、時短となるワンポイント術の説明があるなど、対話型のセミナーで、終始、講師と参加者が和気
あいあいとした雰囲気で進みました。

横芝光町（11/1）

九十九里町（11/15）

挨拶をする山浦氏

山武市（11/1）

大網白里市（11/15）

ZOOM講座の磨家講師

東金市（11/4）

芝山町（11/15）

Microsoft Office講座の福井講師

　パソコンセミナーの会場として提供してくださったのは、
芝山町の ( 一社 ) みどりと空のプロジェクト様の、ゆめパー
ク牧野です。キャンプ場や宿泊施設を備えて
おり、農泊体験や地域資源を活用した商品開
発などを行っています。興味のある方はぜひ
ホームページをご覧してください。 宿泊施設

成田スカイパークイン芝山
ゆめパーク牧野

キャンプ場
イベントの様子
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  ○AED寄贈

　厚生委員会では、9月に行いましたチャリティーゴルフ大会での募金をもとに、山武市にAEDの寄贈を行
いました。市では図書館が併設されている「のぎくプラザ」に設置するそうです。コンサートや会議・サー
クル活動などで使われ、人の行き来の多い会場です。もしもの時にぜひ、お役立てください。

  ○「チャレンジe-Tax」研修会

　令和4年10月4日(火)、東金税務署別棟
会議室において東金税務署とe-Tax推進委
員会の共催でチャレンジe-Tax研修会が2
年ぶりに開催されました。
　実際にパソコンを使ってe-Taxホームペ
ージから、源泉所得税の納付をe-Taxで申
告や申請、届出を行う実技研修です。
　また、マイナンバーカード方式を利用し
てスマートフォンからの操作説明と併せ、
東金税務署員が確定申告書や法定調書の作
成を例題に沿って詳しく説明していただき
ました。
　e-Taxの利用割合は年々上がっていま
す。まだ利用されていない会員の方は、是
非ご利用をご検討ください。

のぎくプラザ入口横に設置されました。

　11月21日(月)、千葉県庁において、県法連
の花島会長と田中税制委員長から、熊谷知事
へ、「令和5年度税制改正に関する提言書」を
陳情しました。

左より、田中税制委員長、花島会長、熊谷知事

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 厚生委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

県法連だより

挨拶をする石坂委員長挨拶をする石坂委員長

税金は 社会の絆 助け合い （横芝敬愛高等学校1年生 菅谷 大翔さん）
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  ○年末調整説明会

　10月26日（水）源泉部会主催の年末調整説明会を実施しました。例年、源泉徴収義務者の方向けに送付
されていた「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」及び「源泉
徴収税額表」のパンフレット等に代えて、リーフレットの送付になりました。ここ数年で、年末調整業務は
大きくデジタルシフトしています。その影響もあってか、年末調整関係用紙の請求枚数が大幅に減少しまし
た。説明会には、例年通りご参加頂き、皆さん熱心に聞き入っていました。

 
  ○署長講話

　9月28日（水）東金商工会館に
おいて、女性部会主催の署長講話
および絵はがきコンクール審査会
が開催されました。審査会の前に
「税務署長の冒険」と題し、池上
署長にご講演頂きました。

 
  ○絵はがきコンクール審査会

　署長講話の終了後に、絵はがきコンクール審査会が実施され、
306通の応募の中から各賞が決定しました。入賞作品は、11月11
日～17日の税を考える週間に合わせて、東金にあるサンピアで展
示されました。入賞者の一部は、3年ぶりとなる納税表彰式での表
彰となりました。

部 会 だ よ り
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 源泉部会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 女性部会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
挨拶をする佐久間部会長 日俣統括官

審査をされたみなさん

君官調査官

池上署長

「税を考える週間」作品展示の様子

消費税 みんなの暮らしの 安定化 （横芝敬愛高等学校3年生 向後 真修さん）



− 12 − 税金で 幸せあふれる 人とまち （大網白里市立大網小学校6年生 古内 碧さん）

令和 4 年度 第 10 回 絵はがきコンクール受賞作品一覧（敬称略）

東金法人会長賞
九十九里町立豊海小学校

山
やまだ

田　幸
ゆきの

乃

東金税務署長賞
大網白里市立瑞穂小学校

安
あんびる

蒜　千
ちなつ

夏

銀　賞
大網白里市立大網東小学校

松
まつだ

田　詠
えいと

叶

銀　賞
東金市立福岡小学校

髙
たかやま

山　海
うみ

銅　賞
大網白里市立大網東小学校

川
かわい

合　悠
ゆづき

月

千葉県法人会連合会女性部会連絡協議会会長賞
大網白里市立瑞穂小学校

秋
あきば

葉　望
み う

羽

東金法人会女性部会長賞
大網白里市立白里小学校

木
きじま

島　結
ゆずき

月

金　賞
大網白里市立白里小学校

小
おがわ

川　結
ゆ あ

愛

銅　賞
大網白里市立白里小学校

土
つちだ

田　理
りおん

恩

銅　賞
東金市立城西小学校

橋
はしもと

本　結
ゆ あ

愛



− 13 −生活は みんなの税で できている （山武市立緑海小学校6年生 鈴木 愛奈さん）

佳　作
大網白里市立大網小学校

藤
ふじもと

本　望
み き

来

佳　作
山武市立緑海小学校

岡
おかもと

本　心
ここな

南

佳　作
大網白里市立大網東小学校

宮
みやま

間　信
しんじ

治

佳　作
九十九里町立片貝小学校

倉
くらさわ

沢　凛
りん

佳　作
東金市立東小学校
早
はやかわ

川　明
あかり

里

佳　作
九十九里町立豊海小学校

今
いまぜき

関　柚
ゆずな

南

佳　作
東金市立鴇嶺小学校

中
なかやま

山　華
かえで

楓

佳　作
東金市立福岡小学校

伊
いくら

倉　未
みらん

藍

佳　作
大網白里市立白里小学校

有
ありた

田　心
みはる

陽

佳　作
大網白里市立大網東小学校

金
かねさか

坂　信
のぶたか

貴



− 14 − 消費税 少しは知ろう 払う意味 （東金市立東金中学校3年生 門本 粋輝さん）



− 15 −税金は 暮らす人たちの たすけぶね （東金市立城西小学校6年生 林 咲実さん）

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  ○ 租税教室（上堺小学校）

　11/18（金）横芝光町立上堺小学校にて、青年部会による租税教室を実施しました。当日は授業参観だっ
たため、保護者もいる中での租税教室となりました。次世代を担う子ども達に、暮らしを支える税制度につ
いて学んでもらう貴重な機会。税にかかわる法人会ならではの活動として、今後も積極的に取り組みを進め
ていきます。

  ○ 青年部会セミナー

　12月 2日 ( 金 )、新規開拓の神様と称される吉見範一先生をお招きして、青年部会主催のセミナーを開催
しました。研修テーマは、トップ営業が隠したがる「最強の説明力」。夜間の開催でしたが、営業職の方をは
じめ、様々な職種の方にご参加頂きました。

  ○【甲府】東京局連3県連（神奈川県連・千葉県連・山梨県連）の部会長サミット

　10 月 7日 ( 金 ) 山梨県甲府市において、東京局連 3県連（神奈川県連・千葉県連・山梨県連）の部会長
サミットが開催されました。
　各単位会の部会長、副部会長、次期部会長候補者が中心となって集まる中、当会からは、真行寺部会長と
越川副部会長、榎澤副部会長の 3名が参加しました。
　全法連青連協役員による「財政健全化のための健康経営プロジェクト」研修があり、11月の全国青年の
つどい沖縄大会へ向け、プロジェクトに対して更に理解を深める良い機会となりました。



− 16 − 税金は 未来の君への バトンパス （東金市立豊成小学校6年生 鈴木 海偉さん）

〜混雑（3密）回避のため入場整理券を配布します〜

〜混雑（3 密）回避のため入場整

東金ブロック 九⼗九⾥⽀部

　東金ブロックでは、11月25日(金)、東千葉カン
トリークラブにおい
て、会員親睦ゴルフコ
ンペを行いました。好
天に恵まれ、紅葉の進
んだコースでのプレー
を楽しみました。

　九十九里支部も10月1日(⼟)、新千葉カントリー
クラブにおいて、会員
親睦ゴルフコンペを行
いました。少し暑さを
感じるくらいの晴天の
下、ゴルフ好きの会員
さんが腕をふるいまし
た。

　山武ブロックでは、10月9日(日)に屋形船ツアー
を開催しました。乗船する前に、浜離宮庭園の散
策をし、日本庭園の向こうに見えるビル群など、
日常からかけ離れた景⾊を楽しみました。⾬がぽ
つりぽつり降り始めたころに乗船し、船の中は30
名以上の参加者で盛り上がりました。今後もブロ
ックで行う楽しい事業を計画いたしますので、た
くさんの会員さんの参加をお待ちしております。

結　果       （敬称略）

優　勝  家村　吉隆
準優勝  小関　慎⼆
3　位  清宮　貴弘
4　位  篠崎　孝⾏
5　位  後藤　陽功

結　果       （敬称略）

優　勝  菅　　忠信
準優勝  阿部　鐵則
3　位  丸山　善之
4　位  御園　恒雄
5　位  篠﨑　英⾏

ブロックだより
  ○税務座談会

　令和 4年 11 月中に「税を考える週間」の一環として、各ブロック主催の税務座談会が行われました。東
金税務署の高田副署長からは「これからの社会に向かって」と題して講話をいただき、社会保険労務士の方々
からは、労働基準法の基礎知識や、外国人労働者の雇用について講演をいただきました。感染予防に気を配
り準備を進めてくださったブロック長の皆さま、ありがとうございました。

山武ブロック

横芝光・芝山ブロック 吉岡ブロック長

大網白里・九十九里ブロック齋藤ブロック長

東金税務署 高田副署長

社会保険労務士 奴賀智氏　講演会

山武ブロック 成川ブロック長

東金税務署 工藤統括官

東金ブロック 平本ブロック長

東金税務署 池上署長

社会保険労務士 田所公宜氏 講演会

浜離宮



− 17 −税のバトン みんなでつなごう 大切な未来 （山武市立日向小学校6年生 佐久間 莉音さん）



− 18 − 大事な鍵 社会をまわす 消費税 （東金市立東中学校3年生 菊池 優奈さん）



− 19 −新世代 暮らしよくする 税制度 （千葉学芸高等学校3年生 田中 心結さん）



− 20 − 身近な税 ぼくも納める 消費税 （東金市立東中学校1年生 虎岩 航太郎さん）

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、是非ご利用下さい。

新型コロナ感染防止のため、マスクの着用と検温にご協力ください。新型コロナ感染防止のため、マスクの着用と検温にご協力ください。
体温が37.5℃を超える方は、入室をご遠慮いただきます。体温が37.5℃を超える方は、入室をご遠慮いただきます。

連絡先：0475-50-6322 （平日の午前中）

自動車税の広報協力について
千葉県知事からお礼状が届きました！

　自動車税の納期内納付の促進について、千葉県知事及び千葉県東金県税事務所長から、礼状を
いただきました。県庁ホームページにも「税務広報にご協力いただいた企業・団体等について」
として、当会も掲載されています。
　また、五十嵐所長自らも当会事務局に足を運んで、直接資料を使い詳しくご説明くださいまし
た。所長からは「千葉県内の自動車税の納期内納付率は、前年度と比較して向上しました。貴会
のご協力に深く感謝しています。来年度はより一層の納期内納付率の向上に向け頑張っていきた
いと思っていますので、更なるご協力をお願いいたします。」とのご発言がありました。
　当会としては、これからも自動車税の納期内納付の促進に向けた県の取組みに積極的に協力し
ていきたいと考えています。会員の皆様も従業員への呼びかけなど、ご協力をお願いします。

ご説明される五十嵐所長（写真中央）

千葉県庁、税務広報の
協力企業等の掲載ページ　



− 21 −もしなかったらどうなる？ 大切にしよう みんなの税金 （大網白里市立大網中学校3年生 渡邊 楓さん）

千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用
されます。ただし、特定最低賃金が設定されている産業の労働
者及びその使用者には、該当する特定最低賃金と千葉県最低賃
金のいずれか高い方が適用されます。

*調味料製造業の特定最低賃金（889円）は、令和4年度は改正さ
れないため、この額を上回る「千葉県最低賃金（984円）」が適用
されます。

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
　⑴ 18歳未満又は65歳以上の者
　⑵ 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
　⑶ 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

*はん用機械器具、生産用機械器具製造業の特定最低賃金
（922円）は、令和4年度は改正されないため、この額を上回る
「千葉県最低賃金（984円）」が適用されます。

*計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械
器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器
具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業の特定
最低賃金（887円）は、令和4年度は改正されないため、この額を
上回る「千葉県最低賃金（984円）」が適用されます。

*各種商品小売業（848円）は、令和4年度は改正されないため、
この額を上回る「千葉県最低賃金（984円）」が適用されます。

*自動車（新車）小売業（922円）は、令和4年度は改正されないため、
 この額を上回る「千葉県最低賃金（984円）」が適用されます。

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
⑴ から⑶は上記に同じ
⑷ 次に掲げる業務に主として従事する者

イ  主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、
操作が容易な小型機械を使用して行う部品の組立て又
は加工業務のうち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取
付け、穴あけ、みがき、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の
送給、選別の業務

ロ  塗油、検品の業務
ハ  手作業による袋詰め、包装の業務
ニ  軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務



− 22 − ストップ脱税 ゴーゴー納税 （大網白里市立大網中学校3年生 大曽根 楓真さん）

Q:今日はお忙しい中お時間をいただきありがとうございます。
　　早速ですが、丁寧な事前アンケートへの回答ありがとうございま

した。几帳面さが忍ばれる回答でした。さて、会社の創業が昭和49
年というと社長が高3の頃ですが、それ以前先代は何をされていた
のですか？

平本社長：法人化がその年ということで、以前は個人事業でした。平
本家は、祖父が神奈川県の相模原の出身で、金網を扱う仕事をして
おり、当地でも金網を加工した道具を作って売っていました。私が
子供の頃、丈夫な金網を筒状にして柄をつけたものをミゼット（軽
3 輪トラック）に積んで農家相手に行商していました。また、金網
加工が得意ということで、建物の外壁に左官職が練材を施工するた
めの下地のラス網張りの作業を父がよくやっていました。私が大学
の頃、県の住宅供給公社の団地のネットフェンス設置工事では、最
長 3 ヶ月で 50㎞もの施工をしたこともありました。

　　金網つながりでずっと来ていますが、おかげでフェンス工事は当
社の武器になりました。今でも稀に以前の農家のお客様が金網の農
具を求めに来ることがありますし、行政から野球のバックネットの
施工など、金網関連の仕事依頼ではお世話になっています。

Q:仕事へのこだわりといったものはありますか？
平本社長：エクステリアは住宅の外部空間を整備していく事業です。

安全で、カッコウ良く、便利にまた長く使えるように、現地の状況、
オーナー様の希望・予算を承り、その要望に沿えるようにプレゼン
を作り込んでいきます。オーナー様とのキャッチボールを繰り返し
ていきますが、回数を重ねるうちに実現性のあるものに進化してい
きます。何にせよ前向きに、元気よく、柔軟に対応していくことに
こだわり、オーナー様のもう一つ先の満足度（120%）を実現する
ように心がけていきたいと思います。

Q:苦労話のようなものはありますか？
平本社長：日頃から気にかけている天候については、困ることがよく

ありますネ。予め限られた工期で納められるよう工程を組みますが、
雨天にだけは勝てません。雨天の場合は、「良い仕事が出来ない」旨
を説明し、工程は一時ストップ、ひたすら回復を待つことになります。
その後失われた時間を取り戻し、次の工程に進めるよう必要な対策
を講じます。それには、とにかく人（作業員）を急遽投入すること
になるのですが、決して余裕のある状況下ではなく、必要な作業内
容に、必要な人数を投入するのです。足らない作業員をどのように
投入するかには常に四苦八苦しますね。

Q:外仕事は何かと大変ですね。私は偶然、若い頃の社長を存じ上げてい
ますが、印象が現在とかなり異なります。何かターニングポイントの
ようなものはありましたか？

平本社長：多くの方に言われます。ここという転換点は思い当たりま
せんが、私は父が急逝したので、昭和 60 年に 20 代後半で跡を継
ぎました。当時の工事部長と営業部長は母の兄弟（伯父）たちでし
たが、その 2 人にとことん鍛え上げられたのが今の私を作った基に
なっていると思います。当時は辛かったですが、今にして思えば、
身内だからこその「鬼の仮面を被った最強の応援団」と今では感謝
しています。

Q:自慢話のようなものはありますか？
平本社長：会社の敷地を整理した跡に大型物置を設置しました。その

後に趣味で乗っていた大型バイク用のガレージも社屋前に設置した
のですが、それが幹線道路に隣接しているためか、ガレージや物置

設置の仕事の引き合いが立て続けに舞い込むのです。多分、この大
型物置が展示する格好になって、多くの人の目に留まるようになっ
たのかもしれません。この数年の「降雹」などの影響もあるかもし
れませんが、不思議でなりません。でも、ありがたいです。

Q:趣味はどんなものがおありですか？
平本社長：大学の頃モダンフォークのバンドでウッドベースを担当し

ていたんです。この歳でまた音楽をやりたくなり、一人でならギター
かなという感じでソロ演奏を目指して練習しています。

　　また、時間があれば、読書をします。DVD も見ますが、あれは心
に残らないことが多くて。でもいい本と出会うと自分の時間で描写
された世界が再現され堪能できるのがいいですね。東野圭吾作品は
たくさん読みましたが、最近の原田マハさんのものは仮想現実をリ
アルに感じられて、その没入感がたまらないですね。次は何を読も
うかなと、ブックオフを漁っています。

　　付き合いもあるのでゴルフの練習も、色々と場面を想定しては励
んでいます。

Q:特技は何でしょう？
平本社長：段取り屋と言われます。やはり先を見通すことを心がける

ことでしょうか。何かの問題を事前に予測すること（危ないかも？と
いった）その対策は絶妙なタイミングで自然と降りてくるものです。

Q:座右の銘を
平本社長：アクティブ！ポジティブ！フレキシブル！　

Q:オフの時間は何を？
平本社長：まず、家事手伝いが最優先です。次に趣味に費やす時間で

すね。その後にビールです。　

Q:確かに「ザ・愛妻家」という印象があります。イオンの食材売り場で奥
様と一緒の姿をお見掛けしますが、あの素敵な奥様をどうやって射止
めたのですか？白里のマドンナと称された方でしょう。

平本社長：いやぁ普通にお見合いですよ。父と仲秀さんの先代が懇意
にしていて、それで仲秀さんが「白里に年頃の娘がいるよ」という
ことで同業のアスコ丸七との仲を取り持ってくれたわけです。

Q:それは、異業種交流の良い例ですね。後継者は育っていますか？
平本社長：息子が 4 代目として一緒に働いています。身を固めてくれ

たら申し分ないのですが。

Q:方々でよく聞く話ですね。引退後の希望はありますか？
平本社長：コミュニテイーの演奏会などがあれば、そこに行ってギター

演奏が楽しめたらいいかなと思っています。
−貴重なお時間を頂きましてありがとうございました。−

記者後記

企業戦士企業戦士のの素顔素顔

　地域の方々から必要とされる物を作り、販売・設置を続けてこられた
先代の思いを受け継いで会社経営をされる平本社長。読書・バイク・ギター
など没頭できる趣味をいくつもお持ちで、それを許してくれる奥様がい
らっしゃるから、ONとOFFの切り替えができているのでしょう。事務
所は、風見鶏のいる屋根と小人が顔を出しそうなかわいらしいポストが
あり、信号待ちの際に目を引きます。今後も息子さんとともに、地域に
根差した経営を続けていかれることと思います。

▶代表取締役：平本 光男
▶所在地：東金市田間88-1
▶創　業：昭和49年6月29日
▶事業内容：エクステリア設計・施工

平本建業株式会社
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前列左側 平本社長



− 23 −税金を 納めてつくろう 次の未来 （千葉学芸高等学校3年生 石井 希来々さん）

　大網白里市の北西部に位置するみどりが丘地区に
は、現在、2500戸以上の住宅が立ち並ぶ。区画整
理事業が始まった30年以上前は、田畑と小高い山
があり、その山に沿っていくつかの民家が建つ、ま
るで映画「平成狸合戦ぽんぽこ」を思わせるような
里山が広がる地域だった。
　水神神社は、その地域の守り神として小高い山の
てっぺんに立っていた。毎年2月1日に祀りが執り
行われ、前日にはツ

・ ・

ヤと言って氏子のみなさんで神
社の周囲をきれいにする習わしがあり、それは今も
続いている。以前は、祭りの時に、神輿や山車が出
たり、氏子のみなさんで旅行に行ったりと、水神神社
を中心にいくつもの行事が行われていたが、コロナ
禍があり、縮小されてしまっている。
　水神神社が建っている場所は、以前建っていた小
高い山のちょうど真下だそうである。区画整理の際
に山を削り地面を平らにし、測量をして、正確に以
前の場所の真下に社を立てたとのこと。また、すぐ
隣にはコンビニエンスストアがあり、地主の方は、「水
神神社が商売を守ってくれるから。」と易者に言われ、
着工したと教えてくれた。神社の前を通る時に、お
辞儀をする子供たちもいて、地域の方からは「水神
様」と親しみを込めて呼ばれている。
　江戸時代に建立され、明治、大正、昭和と里山の
生活を見守ってきた水神様は、景⾊が一変した平成
からもずっと同じ場所に静かに建ち、みどりが丘のみ
なさんをお守りすることだろう。

郷土史跡名所めぐり 大網白里市の巻その203

水 神 神 社

　　　　　　　　

JR 大網駅JR大網駅

大網白里市役所大網白里市役所

大網高校大網高校

大網中学校大網中学校

大網小学校大網小学校

水神神社水神神社

128

圏
央
道

大網みどりが丘郵便局大網みどりが丘郵便局

水神神社碑文
水を司どる神として水

み ず は の め の

波能賣命
みこと

を祀
まつ

る
　人間生活に於いて、水の果たす役割は極めて多様なため、水
神の信仰が興った。
　水の持つ清純性は、穢

けが

れを祓
はら

うための潔
けっさい

斎に欠くこと出来な
い反面、疫病や災害が水に因

よ

ってもたらされることまた、水は五
穀豊穣に欠かせないものであり、⾬乞いや止

し う

⾬の祈願や子授け、
安産を祈る習俗として御霊信仰のため先祖が祀たものである。
　水神神社は全国的にも数少なく建立は1600年代と思われる。
以前は鳥居を入ると50数段からなる石段をのぼり小高い社の中
に本殿が建立されていた。鳥居は文政9年に建立、山車や太鼓、
手水鉢等一部歴史的なものを保存し老朽化著しい物は平成2年
から緑ヶ丘区画整理事業を契機に新装改築し、後世に歴史遺産
を引き継ぐとともに氏子や地域の更なる守り神としてここに奉る。

平成17年 1月	吉日

中央の山の上に水神神社が建っている。（区画整理前）　中央の山の上に水神神社が建っている。（区画整理前）　
碑　文碑　文

旧水神神社旧水神神社
平成6年5月区画整理事業により解体平成6年5月区画整理事業により解体

平成6年2月1日 水神神社春祭 平成7年2月落慶記念

水神神社位置

鳥　居  鳥　居  （現在）（現在）
文政9年と彫られた文政9年と彫られた

鳥居の支柱鳥居の支柱
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税を知り 増やそう私に できること （横芝敬愛高等学校1年生 渡邉 光希さん）

事務局だより

【令和5年度 年会費について】
　口座振替を指定された会員様の口座引落し日は令和5年4月17日（月）ですので、振替前日まで
にご指定の口座に資金の準備をお願いいたします。振込指定等の会員様は、4月17日の期限に合わ
せ、請求書を送付しますので、よろしくお願いいたします。
　また、当会は免税事業者であり、年会費は税法上非課税ですので、ご承知おきくださいますよう
お願いいたします。
　事務局では口座振替をお勧めしております。ぜひこの機会に移行手続きをお願い申し上げます。
　詳しくは下記事務局までご連絡ください。

• 日　時　令和5年2月18日（土）　15：00～18：30
• 場　所　サンライズ九十九里（九十九里町真亀4908）
• 内　容　①講演会 “絶対に諦めない”
　　　　　　　　　 ～地域とともに存続を目指す銚子電鉄の挑戦～
 　　　　       講 師 銚子電気鉄道株式会社 代表取締役 竹本 勝紀（たけもと かつのり）氏
 　　②交流会

• 参加費　無　料
• 令和2年度、3年度、4年度の新入会員の方々を中心にご案内いたします。
   詳しくは下記事務局までご連絡ください。

東金法人会事務局 連絡先▶☎0475-52-0022（平日9〜17時）

1月〜5月の行事予定
1月	 13日㈮	 インボイス制度・新設法人説明会	 東金中央コミュニティセンター
	 17日㈫	 インボイス制度・決算法人説明会	 　　〃
	 19日㈭	 生活習慣病健診	 東金商工会館
	 20日㈮	 　　　〃	 　　〃
2月	 		7日㈫	 生活習慣病健診	 松尾ふれあい館
	 18日㈯	 銚子電鉄　竹本社長講演会	 サンライズ九十九里
	 18日㈯	 新入会員のつどい	 サンライズ九十九里
	 24日㈮	 理事会	 サンライズ九十九里
3月	 		3日㈮	 インボイス制度・決算法人説明会	 東金中央コミュニティセンター
4月	 		7日㈮	 理事会	 東金商工会館
	 17日㈪	 年会費引落し	
	 13日㈭	 全国女性フォーラム　愛媛大会	 アイテムえひめ	 	 	
5月	 25日㈭	 定時総会	 サンライズ九十九里
※予定が変更に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。	 	 	 	

新入会員のつどいに参加しよう！


