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　新年あけましておめでとうございます。
　令和4年の年頭にあたり謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　昨年は会員の皆様はじめ東金税務署・税理士会・各金融機関及び各保険会社そして各
種団体の皆様方には様 な々分野でご協力を賜り誠にありがとうございました。心より感謝申し
上げます。
　又、当会の広報誌「つくも」が今回で200号の発行となりました。おめでとうございます。初回
第１号から今回まで製作に携わって頂いた大勢の方々に御礼申し上げますとともにこれから
も益々充実した内容で多くの会員に法人会活動の素晴らしさを伝えて頂けるようお願い致し
ます。
　１年を振り返ってみますと、令和3年度は一昨年に引き続き世界中を混乱に陥れた新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止の意味から、当会では多くの事業に対して自粛せざるを得ず、
あまり活動ができませんでしたが、　会員の皆様方のご理解・ご協力によって何とか無事乗り
越えることができました。ありがとうございました。
　そんな限られた中でしたが、青年部会による小学校の租税教室、女性部会による小学生の
「税に関する絵はがきコンクール」を始めとして各ブロック主催の税務座談会、9月1日より12月
末日まで取り組んだ会員増強運動、会員相互の親睦を兼ねたチャリティーゴルフ大会等充実
した内容で各行事を行うことができたことも報告させていただきます。
　そして税の提言活動に合わせて管内の3市3町に消毒用エタノール20リットルとペーパータ
オル500個を配布。東金市にはAEDも寄贈させていただきました。
　本年も新たな感染拡大が懸念されておりますが、感染予防には十分注意徹底して皆様と
ともに有意義な楽しい活動を再開させていきたいと考えておりますので、今後もご協力のほど
宜しくお願い致します。
　又、今年10月には全法連による全国大会が千葉市の幕張メッセで開催されます。全国の
会員の皆様に千葉県の魅力を発信できるよう県連の役員として頑張っていきたいと思ってい
ます。
　結びに会員各企業の益々のご繁栄と会員の皆様方のご健康・ご多幸とさらなるご活躍を
お祈りしてご挨拶といたします。

会　長　矢 部  愼 一

新年のご挨拶

東金間税会では「税の標語」を募集し、優秀作品を表彰しました。
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　新年あけましておめでとうございます。
　令和４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、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、昨年も、「税務座談会」のほか各種研修会の開催をはじめ、青年部会によ
る小学校における「租税教室」や女性部会による「税に関する絵はがきコンクール」の実施な
ど、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、さらには、各種の地域社会貢献活動にも積極的に取り組まれておられます。これらの
活動は、いずれも非常に有意義なものであり、心から敬意を表しますとともに深く感謝申し上げ
ます。
　また、東金法人会広報第200号の発行、誠におめでとうございます。創刊は昭和51年と伺
いましたが、毎号の編集には並 な々らぬご苦労があったものと存じます。これまで携わられた
皆様のご尽力に対して、重ねて敬意を表します。
　さて、私どもは、国税庁の使命であります「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ
円滑に実現する」ことを果たすため、引き続き、納税者サービスの充実を図り納税環境の整備
に取り組んでまいります。その一つの取組として、社会全体のコストを削減する観点や新型コ
ロナウイルス感染症の感染防止の観点から、非対面のキャッシュレス納付を推進しています。
特に、ダイレクト納付は、ｅ−Ｔａｘにより、即時又は期日を指定して預貯金口座からの振替納付
ができ大変便利です。是非ご利用をお願いいたします。
　本年１月からは、改正電子帳簿保存法が施行されました。この改正はすべての法人に関
係するものです。また、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。インボイス制度の下では、登録を受けた適格請求書発行事業
者が交付する請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。登録申請の受付は昨年
10月から開始されていますが、事業者の皆様に制度の理解を深めていただくため、今後も説
明会などで周知を図ってまいります。
　2022年は、「壬寅（みずのえとら）」の年です。「壬寅」には、「新しく立ち上がる」や「生まれ
たものが成長する」といった縁起の良い意味があるといわれています。東金税務署としまして
も、コロナ禍に負けず、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、
新たな気持ちで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　藤 井 寛 晴

新年のご挨拶

その中から、入賞作品を紹介させていただきます。



− 4− 消費税 １人１人の 助け合い（東金市立東中学校1年生 醍醐 武尊さん）

†††† 令和４年度 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！
○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！
○コロナの影響はまだ残る。
　　　　　　深刻な打撃を受ける中小企業に、実効性のある対策を！
○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！

　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。
　わが国経済は新型コロナウイルス感染症により、
未曽有の危機的事態に陥った。来年度には流行の
収束も見込まれ、企業収益をはじめとして経済社
会も回復傾向にあることから、「ポストコロナ」
を見据えた具体的な戦略が求められている。
　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、多くの先進国では大枠の返済計画を示
し始めている。わが国は先進国で最速スピードの
少子高齢化に加え、人口減少という極めて深刻な
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な具体的な方策を早
急に策定することが重要である。
　中小企業は、長期にわたるコロナ禍の影響を受
け、限界に達している。実効性のある対策により、
中小企業が存続を図れるよう全力で取り組む必要
がある。さらに地域経済と雇用の担い手である中
小企業が存在感を示すことのできるような税制の
確立も不可欠である。
　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3年10月7日
全国法人会総連合　全国大会

大会宣言

小林全法連会長 挨拶

花島千葉県連会長 閉会の辞

大山氏記念講演

事務局よりリモートで参加



− 5−みんなで学んで見直そう 税の役割の大切さ（山武市立大平小学校6年生 鵜澤 千尋さん）

令和4年度  税制改正に関する提言（要約）
Ⅰ．税・財政改革のあり方

1．財政健全化に向けて
　感染症拡大が収束段階になった際には、税制だけでは
なく大胆な規制緩和を行うなど、スピード感をもって日本経
済の本格的な回復に向けた施策を講じる必要がある。ま
た、財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後には
本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよう準備を進
めることが重要である。

2．社会保障制度に対する基本的考え方
　適正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点化・
効率化」によって可能な限り抑制しないかぎり、持続可能
な社会保障制度の構築と財政健全化は達成できない。
また、社会保障は「自助」「公助」「共助」が基本であり、こ
れを踏まえ公平性を確保したうえでその役割と範囲を改め
て見直す必要がある。

3．行政改革の徹底
　地方を含めた政府・議会は「まず隗より始めよ」の精神
に基づき自ら身を削り、直ちに明確な期限と数値目標を定
めて改革を断行する。

4．マイナンバー制度について
　マイナンバー制度は、すでに運用を開始しているが、マ
イナンバーカードの普及率が低いなど、国民や事業者が
正しく制度を理解しているとは言い難い。政府は制度の
意義等の周知に努め、その定着に向け本腰を入れて取り
組んでいく必要がある。

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策　
1．新型コロナウイルスへの対応
　中小企業は我が国企業の大半を占め、地域経済の活
性化と雇用の確保などに大きく貢献している。いわば経済
社会の土台ともいえる存在であり、これが立ち行かなくな
れば、経済全体にとっても取り返しのつかない事態に陥る。
政府と自治体は複雑で多岐にわたるコロナ対策の周知・
広報を徹底するとともに、申請手続きの簡便化やスピーデ
ィーな給付を行い、中小企業が存続を図れるよう全力で
取り組む必要がある。

2．中小企業の活性化に資する税制措置
　中小企業は地域経済の担い手であるだけではなく、我
が国経済の礎である。近年はコロナ禍だけでなく、自然災
害による被害も多発するなど中小企業を取り巻く環境は
一段と厳しさを増している。そうした中でその存在感を示す
ことができるような税制の確立が求められる。
（1）中小法人に適用される法人税の軽減税率の特例

15％の本則化、適用所得金額の引上げ。
（2）「中小企業投資促進税制」、「少額減価償却資産

の取得価額の損金算入の特例措置」の拡充、本則
化。等

3．事業承継税制の拡充
　中小企業が相続税の負担等によって事業が承継でき
なくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。平成30
年度の税制改正では比較的大きな見直しが行われたが、
さらなる抜本的な対応が必要である。
（1）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業

承継税制の創設
（2）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実、特例承継

計画の提出期限の延長等
（3）取引相場のない株式の評価の見直し

4．消費税への対応
　消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に
欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務負担が大
きいうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保
などの観点から問題が多い。このため、かねてから税率10
％程度までは単一税率が望ましく、低所得者対策は「簡
素な給付措置」の見直しで対応するのが適当であること
を指摘してきた。国民や事業者への影響、低所得者対策
の効果等を検証し、問題があれば同制度の是非を含めて
見直しが必要である。
（1）システム改修や従業員教育など、事務負担が増大す

る中小企業に対して特段の配慮をすること。
（2）令和5年10月からの「適格請求書等保存方式」導

入に向け、本年10月より「適格請求書発行事業者」
の登録申請がはじまる。新型コロナは小規模事業者
等の事業継続に大きな困難をもたらしており、さらなる
事務負担を求めれば休廃業を加速することになりかね
ない。現行の「区分記載請求書等保存方式」を当面
維持するなど、弾力的な対応を求める。

Ⅲ．地方のあり方
　今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さや行
政組織間の意思疎通不足、病院間の特性に応じた役割
分担がなされていなかったことが浮き彫りとなった。これを
機に、緊急時の医療体制を整備する必要があるが、その
ためには国と地方、さらに自治体間の情報共有が不可欠
であり、改めて広域行政の必要性を強調しておきたい。ま
た、地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活性化
戦略を構築し、地域の民間の知恵と工夫により、新たな
地場技術やビジネス手法を開発していくことが不可欠であ
る。その際に最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改
革を企画・立案し実行していくことである。

　令和３年10月7日（木）、第37回全国大会（岩手大会）が、オンライン方式で開催されました。昨年度、コロ
ナ禍のため延期になっていた大会ですが、残念ながら今年度も現地での開催が難しく、1か月前の段階での判
断でした。
　メイン会場（盛岡）とサテライト会場（東京）からの二元中継を、インターネットで配信され、第1部ではアイ
リスオーヤマ株式会社の代表取締役会長である、大山健太郎氏の記念講演があり、第2部では大会式典が行
われました。事務局では矢部会長と加藤副会長が視聴しました。
　令和4年度の全国大会は千葉大会です。すでに実行委員会の会議が行われ、準備が進められています。コロ
ナ禍が収まり、現地で開催されることを願っております。



− 6− 税金を みんなで納めて 国守ろう（横芝敬愛高等学校1年生 齋藤 瑠奈さん）

令和３年度 納税表彰式
　令和3年度の「税を考える週間」における納税表彰式は、新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、
全国で開催を見送りました。そこで東金法人会では、今年度も税務座談会開催時に、東金税務署長にお
越しいただき、表彰式を挙行いたしました。
　当会の関係で受賞された方々は次の通りです。

受  賞  者 （敬称略）

◎東京国税局長表彰
　越川　博光（副会長）

◎東金税務署長表彰状
　宇澤　孝浩（横芝光・芝山副ブロック長）

◎東金税務署長感謝状
　池島　重守（山武副ブロック長）
　中嶋　久雄（厚生委員長）
　向後　雅秀（前青年部会長）

◎公益社団法人東金法人会	会長感謝状
　野口　英一（東金第1支部長）
　星野　　実（大網白里第2支部長）
　内山　一代（女性部会理事）
　押尾　　幹（横芝光第1支部幹事）

◎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　髙山　桃音
（一社）千葉県法人会連合会	
　　　　　　女性部会連絡協議会　会長賞
　　東金市立城西小学校　山岡　さくら
（公社）東金法人会長賞
　　東金市立東小学校　清水　綾乃
（公社）東金法人会	女性部会長賞
　　九十九里町立片貝小学校　平井　つかさ

◎税に関する作文
　東金法人会長賞
　　　東金市立東金中学校　新井　裕月

左より会長、野口様、税務署長

左より会長、池島様、中嶋様、税務署長

左より会長、内山様、星野様、税務署長

左より会長、向後様、越川様、宇澤様、押尾様、税務署長



− 7−この時代 なくてはならぬ 消費税（東金市立西中学校3年生 斉藤 思温さん）

　昨年から世界中でまん延している新型コロナウイルス感染症対策として、国の税金が
多く使われているとニュースで話題になっているのを聞いて、税金がどのように使われ
ているのか気になり調べてみました。
　まず、税金には、さまざま種類があります。国の役所が集める「国税」と地方の役所
が集める「地方税」です。その中で、また「所得税・県民税・市町村民税・消費税」な
どいろいろな場面において税金を納めています。まだ自分で税金を納めている感覚はあ
りません。買い物をする時にかかる消費税を見て、なんとなく感じるくらいです。その
消費税が2019年10月に8パーセントから10パーセントに引き上げられました。食料品など
は8パーセントのままですが、母は2パーセントでも家計の出費は変わったと話していま
す。国としては、増税するのに消費税が一番都合がよいのかと思います。何も買わない
で生活できる人はいないだろうし、お金がある人もない人も公平に税金を納めることが
できる方法だからです。
　こうして集められた税金は、さまざまな公共サービスに使われています。私たちが
使っている教科書も税金によって無償で支給されています。千葉県の歳出のうち教育費
が２番目に多いそうです。
　そして私が税金について考えるきっかけとなった新型コロナウイルスに関わって、使
われた税金。感染拡大対策として、政府が全世帯に配布した布製マスク。これはマスク
の調達費用などに約260億円かけたとニュースでも「税金の無駄遣い」と批判されていま
した。しかし、1人につき10万円給付された特別定額給付金や「新型コロナウイルス感染
症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」により、納税猶予
や減税など助けられた人も多くいたと思います。今、話題になっている新型コロナワク
チン予防接種も無料で接種してくれています。
　消費税が上がると買い物をする時、支払う金額が増えて気持ちがあまりよくなかった
けれど、このように税金を使って私たちの生活を支えてくれていることを実感しました。
　国民の幸福度が高いといわれるデンマークの消費税は、25パーセントだそうです。そ
れでも消費税が「高い」と言われないのは、出産費、教育費、医療費、介護費が無料で
老後の心配もないからだそうです。税金は高いけれど、それなりの社会保障制度が確
立されているため生活に心配がないことが大きく関わっているからだと言われています。
日本も高い税金を払った分、みんなの生活が楽になっていることを実感できると、消費
税だけではなく、他の税金もすすんで支払う気持ちが出てくると考えます。私も今、支
えてもらっている分の税金を払うときになったら次の世代の人に返していけたらなと思
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

  支え合うこと

　　　　　　　　　　　東金市立東金中学校　3 学年 新井　裕月
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県法連だより
　11月29日、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、千葉県熊谷知事へ、
「令和4年度税制改正に関する提言書」を陳情しました。

　コロナ禍が収束を迎えない中、今年度も11月に、必要とされている「エタノール消毒液」と
「ペーパータオル」の寄贈を管内3市3町に行いました。どちらも消耗品として公共施設で毎日使わ
れているものです。新型コロナウイルスの感染がこれ以上広がらないよう、気を引き締めて過ごした
いと思います。

〜 寄　贈 〜

大網白里市（11/2）

九十九里町（11/2）

東金市（11/5）

芝山町（11/15）

横芝光町（11/15）

山武市（11/18）

左より、花島会長、熊谷知事、田中税制委員長
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東金市（11/5）

税金の 使いどころは さまざまで みんなの生活 支えてる（東金市立西中学校2年生 中田 幸汰さん）

委員会だより

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	税制委員会	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
		○税制委員会　市長・町長に陳情

　令和3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4年度税制改正に関する提言」
を陳情いたしました。

大網白里市（11/2）

横芝光町（11/15）

芝山町（11/15）

九十九里町（11/2）

山武市（11/18）

理事会

　11月 9日（火）、サンライズ九十九里において、
第 3回理事会が開催されました。議事の内容は以
下の通りです。

議事 1　理事が関与する取引の制限及び取引業者
の選定に関する規定について

　原案どおり承認されました。
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	組織委員会	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
		○会員増強会議

　令和3年11月9日（火）、サンライズ九十九里において、会員増強運動成績検討会議を開催しました。今年
度は9月～10月を「スタートダッシュキャンペーン」期間とし、その結果についての表彰式を行いました。
キャンペーンの成績は以下の表の通りです。

櫻田委員長

スタートダッシュキャンペーン受賞者の皆様

1位 千葉銀行
2位 女性部会・源泉部会
3位 千葉信用金庫
3位 銚子信用金庫
3位 青年部会

目標達成団体

1位 山武第2支部
2位 東金第1支部
3位 九十九里支部
4位 東金第2支部
5位 東金第4支部
5位 山武第3支部

成績上位支部

新会員のご紹介
（令和3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 （税）蓑・高山会計 会計事務所
東 金 １ （同）EALA 飲食業　
東 金 １ 細矢電気工業㈱ 電気工事業
東 金 ２ ㈱カワノ建設 建設業
東 金 ２ ㈱クリエイション 機械修理
東 金 ２ ㈱レェヴァンス 製造業
東 金 ２ ㈱桶田電設 電気工事業　
東 金 ２ ㈱信和 道路貨物運送業
東 金 ２ ㈲フレックステクニカ 製造業
東 金 ２ TACT㈱ 建築工事・設備工事
東 金 ２ エヌエス・ジャパン㈱ 人材派遣
東 金 ２ 協信工業㈱ とび・外構・土工
東 金 ３ ㈱イーテックスジャパン 千葉支社 小売業
東 金 ３ ㈱ジンテック 電気工事業　
東 金 ３ ㈱関東リサイクル 小売業
東 金 ３ 設備管理ドットコム㈱ 小売業
東 金 ３ 東葉サービス㈱ 自動車販売
東 金 ４ ㈱キタザワ サービス業
東 金 ４ ㈲ミヤマ自動車 自動車修理　
東 金 ４ クレスト㈱ 足場・屋根・外装工事
東 金 ４ 和興産業㈱ スクラップ業
大網白里１ ㈱STEP 空調設備工事業
大網白里１ ㈱SUNNY フィットネスジム
大網白里１ （同）なが田 小売業

大網白里１ （同）マミイ デイサービス・グループホーム
大網白里２ ㈱ON 建設業
大網白里２ 城南電設企業㈱ 資産管理会社
大網白里３ ㈱山岸要商店 卸売業
九十九里 ㈱田辺工業 建築業
九十九里 （同）サンライズ リフォーム・防水工事
九十九里 M's BLD㈲ 製造業
九十九里 T・S興業㈱ 土木工事業
山 武 ２ ㈱裕和建設 土木工事業
山 武 ２ （同）アッサリーソフト IT業
山 武 ３ ㈲山武石材工業 窯業・土石製品
山 武 ３ ㈱Garage818 重機販売　
山 武 ４ ㈲飯塚瓦店 瓦取付業
山 武 ４ M＆Mエクステリア㈱ 土木
山 武 ５ ㈱Architec 建築設計　
山 武 ５ ㈱K・G 内装業
芝　 山 ㈱ミライフ＆コミュニケーション 自動車販売
芝　 山 ㈱越川保険サービス 保険業
芝　 山 （福）春葉会 介護サービス事業
横芝光１ ㈱政伸工業 鉄工溶接業　
横芝光１ 蓮華寺 宗教法人
横芝光２ （学）光町学園 幼稚園型認定こども園
横芝光２ ㈱鈴鹿地所 不動産仲介業
横芝光２ ㈲石川石油 ガソリンスタンド
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　厚生委員会ではチャリティーゴルフ大会
での募金をもとに、AEDの寄贈を行いまし
た。管内3市3町に順番に寄贈しており、今
年度は東金市に贈りました。東金市では健
康増進課のある「ふれあいセンター」内に設
置するとのことです。「ふれあいセンター」は
予防接種やがん検診、妊婦・乳幼児の健康
診査事後指導を行うなど、市民が多く集まる
場です。緊急時に役立ててほしいです。

〜 AED 寄贈〜

会報200号発行によせて
　社団法人東金法人会（当時）が昭和 50 年（1975）に設立された翌年の昭和
51 年 3 月に東金法人会会報として第 1 号が発行されてから 46 年、今回で 200
号の発行を迎えることができました。前号 199 号で制作の流れを紹介させていた
だきましたが、広報は会員による広報委員会と事務局による手作りです。会員の
皆様に支部、部会等の活動報告、税務署はじめ関係官庁からの連絡や用語・内
容の説明を中心に、なるべく読みやすい誌面作りを心掛けてきました。連絡事項

だけでは無味乾燥なので親しみやすい記事をと、2 号から「郷土史跡名所めぐり」が始まり現在に至っ
ています。会員募集の俳句のコーナーや健康知識、生活まめ知識など、会員の皆様に楽しんでいただ
けるよう様々工夫を凝らしてきました。誌面サイズも30 周年を迎えた際にB5 からA4 にサイズアップし、
平成 25 年には名称も現在の「つくも」に変わりました。掲載される写真もA4 になってからはカラーです。
　現在は印刷による発行と HP 上の閲覧が主ですが、時代の要請によってはスマホへの配信やリアル
タイムでの異業種情報交流も行われるようになるかもしれません。いずれにせよ広報というのは、組織
の顔だと思います。今後も東金法人会が続く限り皆様に寄り添い、ともに進化、発展していきたいと望
んでいます。今後もご愛読くださいますよう、お願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員長 平賀

　令和3年11月26日（金）、当会では3年ぶりとな
るチャリティーゴルフ大会が、山武市のラフォーレ
＆松尾ゴルフ倶楽部で開催されました。当初の9月
開催予定からの延期でしたが、97名もの会員さん
にご参加いただきました。コロナ禍ということでパ
ーティーなしのハーフコンペで、たくさんの企業・
団体の方々から景品のご提供をいただき、盛況のう
ちに終わりました。来年度も安全に留意しながら、
開催したいと思います。

（左）中嶋厚生委員長、（右）鹿間東金市長

チャリティーゴルフ大会

  順位     氏  名
優　勝 小林　久子
準優勝 川島　正博
 3 位 内山　喜晴
 4 位 高橋　新一郎
 5 位 萩本　稔
 6 位 吉澤　正
 7 位 鈴木　茂
 8 位 後藤　陽功
 9 位 神戸　進
10位 鈴木　孝
ベスグロ 神尾　幸雄
女性1位 小林　久子

成績表 （抜粋・敬称略）

（左）中嶋厚生委員長
（右）優勝の小林様
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東金ブロック 平本ブロック長 挨拶

横芝光・芝山ブロック 吉岡ブロック長 挨拶

東金税務署 日俣統括官 説明

大網白里・九十九里ブロック 齋藤ブロック長 挨拶

東金税務署 藤井署長 挨拶

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 挨拶

東金税務署 金井副署長 講話

社会保険労務士 田所公宜氏 講演会

IIIIIIIIIIIIIIIII	青年部会	IIIIIIIIIIIIIIIII
		○租税教室

　10月27日（水）、山武市立睦岡小学校の6年生
を対象に租税教室を実施しました。
　児童の元気な挨拶からスタートした租税教室。
授業を通じて税金の役割やその大切さを理解して
いました。授業の最後には、一億円のレプリカを
使用し重さを体験。大盛況のうちに終了しまし
た。

IIIIIIIIIIIIIIIII	源泉部会	IIIIIIIIIIIIIIIII
		○年末調整説明会

　10月28日（木）、東金商工会館において、源泉
部会による年末調整説明会が開催されました。昨
年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、各市町での年末調整説明会は
中止となりました。貴重な説明会の場ということ
もあり、皆さん熱心に聞き入っていました。

部会だより

榎澤副部会長と古川部会員による租税教室 齊藤副部会長　挨拶

　令和3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。今年度
から大網白里ブロックと九十九里ブロックが合併したことにより、4か所で開催されました。東金税務署の金
井副署長からは贈与税について、社会保険労務士の方々からは、労働・社会保険の手続きや、コロナ禍での政
府助成金について講演をしていただきました。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。

〔税務座談会〕
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①電子帳簿等保存
（電子的に作成した帳簿・
書類をデータのまま保存）

②スキャナ保存
（紙で受領・作成した書類
を画像で保存）

③電子取引データ保存
	（電子的に授受した取引
	情報をデータで保存）

　「電子取引データ保存」は、見積書・契約書・請求書・領収書などに相当する取引情報のやり
とりをデータで行った場合について、そのデータを一定の要件に沿って保存しておくことを定
めています。「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」についてはその利用を希望する方のための
制度ですが、「電子取引データ保存」については、全ての納税者に対応いただく必要がある制度
となっています。
　令和 4 年 1 月 1 日以降にやりとりした電子取引データを保存する上で大きく 2 つの要件を満
たす必要があります。
⑴ 改ざん防止の観点から、次の A 〜 D のいずれかを満たすことが必要です。
　 A. タイムスタンプが付与されたデータを受け取る。
　 B. 受け取ったデータにタイムスタンプを付与する。
　 C. データの受け取り・保存を訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削除ができない
　　 システムで行う。
　 D. 不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、遵守する。
⑵ 二つ目の要件として、モニター・説明書などを備え付けてデータの内容を確認できる状態に
　 しておくこと、一定の検索が可能な状態にしておくことが必要です。
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次の①、②いずれかの方法があります。

マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又は IC カードライタが必要です。

I D・パスワード方式は事前の届出が必要です。届出をする場合は、申告されるご本人が運転免許証などの
顔写真付の本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
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〜混雑（3密）回避のため入場整理券を配布します〜
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51

51 確定申告

一人一人の税が みんなを救う（九十九里町立片貝小学校6年生 中村 隼人さん） 僕らの税 国を支える 柱となれ（山武市立成東東中学校3年生 今井 聡真さん）

〜千葉県からお願い〜
法人県民税・事業税の納付書を作成する場合は、以下の欄の記載（入力）の徹底をお願いします！

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。
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）

申告区分事　由

記入後イメージ図

★税務ソフトなどで作成した納付書で、事由欄がない場合も、事由区分の記載をお願いします★



− 17 −一人一人の税が みんなを救う（九十九里町立片貝小学校6年生 中村 隼人さん） 僕らの税 国を支える 柱となれ（山武市立成東東中学校3年生 今井 聡真さん）



− 18 − 高めよう 税の知識と 納める意識（東金市立西中学校3年生 森川 明日加さん） 納税しよう そうしよう あなたの１歩が 日本の１歩（山武市立成東東中学校3年生 松野 陽さん）

Q:今日はお忙しいところありがとうございます。今回の記事は広報
200号に掲載されるのですが、奇遇なことに平成9年の100号
に先代社長が大髙醬油について書かれています。

大髙社長：先代が築いた醬油
ベースの業務用調味料です
が、バブルが崩壊して大口取
引が無くなり、それまでの営
業が成り立たなくなりまし
た。そのため少ロット多品種
の製品造りを極めようという
方向に向かい、多くの顧客に「1 本からでも造ります」という
営業を展開してきたのです。現在でも 400 種類位の製品があ
ります。

Q:どうしたらそんなに多くの製品が出来るのですか？
大髙社長：あるお店のハンバー

グソースが美味しければ、そ
れを瓶詰めして製品として
家庭に届ければいいわけです
が、初めは 1 から工程を用
意しました。利益どころでは
ありませんでしたが、続ける
うちに共用ベースをアレンジ
する方式で生産工程を効率化
出来るようになり、結果とし
て少ロット多品種生産が可能
になりました。また、そういっ
た製品のパッケージに対応し
て下さる企業が近隣にあって
とても助かっています。

Q:今回のコロナ禍はどうでしょうか？
大髙社長：外食産業全体が大きな影響を受けました。当社も売上

の半分を失いました。コロナ前と後とでは多分食生活は大きく
変化するのではないでしょうか。ただ、大変ではありますが、
良い機会でもあって異業種間のコラボレーションで新しい製品
の開発など、以前では思ってもみなかったことができそうです。
醬油も液体ではなく粉末もありかと。

Q:後継者はいらっしゃいますか？
大髙社長：コロナ禍の影響もあって、外で修行していた次女が帰っ

てきました。まだ未知数ですが、男性とは違った女性なりの感
性で事業の展開を図れたら面白いかなと思っています。先日も

パクチー醬油なるものを企画しました。

　あっそれで生春巻きを食べてみたいですね。それと、今事務局で
は貴社の「塩れもんぽんず」がブームなんです。

大髙社長：実は経験を積んでき
た自分たちが自信をもって
作ったものが、必ずしもお客
様の満足を引き出せるとは限
らないのですね。あくまでも
顧客の要望に沿って作ってい
かないと、良い製品にはなら
ない。悔しい気持ちもありま
すが、実際売れる商品はそう
いったものが多いです。「塩
れもんぽんず」もそういった
商品の一つです。今のところ
は現状を見守りながらしっか
り引き渡せるよう基盤を固め
ようと思っています。

Q:基盤固めとはどのように？
大髙社長：1%の売り上げでも他では作れないものを 100 持って

いれば、大口を 30％失うような事態を想定すると優位性がある。
100 万の売上でも 100 あれば 1 億になります。そんな営業を
目指していこうと思っています。

Q:では引退してからの計画は？
大髙社長：飽きるまで旅行とゴルフをしたいですね。

今日はありがとうございました。

▶代表取締役：大髙　衛
▶所在地：山武市富田540
▶設　立：創業1804年
▶電　話：0475-82-5581
▶F A X：0475-82-4113
▶U R L：http://www.ohtakasho-yu.co.jp

10月20日（水）秋晴れの空のもと、大髙醬油の本社工場に伺いました。
車を降りると、昼にはまだ間があるにもかかわらず、辺りは食欲を誘われてしまう香りに包まれていました。

記者後記

企業戦士の素顔

インタビューを通し、頭の中からこぼれ落ちそうなほどの
たくさんのアイデア・名言を伺うことができました。
・万人受けしなくてもいい、好きな人に喜ばれ、求められ
る商品を作りたい。
・営業の方法として必ず一旦は引き受ける。
・コロナが転機となり、チャレンジする気持ちが強くなっ
た。

今後も新しいことへのチャレンジを続け、
“醤人（ひしほびと）”としてご家族、従業
員の方々と伝統を守り続けていかれること
と思います。

大髙醬油株式会社

フジトラ工房

旧瓶詰工場

現在の工場内の様子
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− 19 −高めよう 税の知識と 納める意識（東金市立西中学校3年生 森川 明日加さん） 納税しよう そうしよう あなたの１歩が 日本の１歩（山武市立成東東中学校3年生 松野 陽さん）

　千葉県道62号成田松尾線は、この中台古墳群
（殿塚・姫塚）から出土した埴輪から通称「芝山
はにわ道」と呼ばれています。
　1956年の早稲田大学の学術調査により殿塚・
姫塚とも全国にも希な形象埴輪列がほぼ完全な状
態で確認され、1958年６月28日に殿塚・姫塚を
中心とした前方後円墳４基、円墳13基合計17基
で構成された国指定史跡に指定されました。横芝
光町中台字外記に位置しますが、名称は、「中台
古墳群」ではなく、なぜか？「芝山古墳群」とな
り、管理団体は、芝山町の芝山仁王尊観音教寺と
なっています。指定当時から、埴輪の適切な保管・
管理・公開して来たのは、観音教寺であり、その後、
1988年に開館したのが芝山古墳群をテーマにした
芝山町立芝山古墳・はにわ博物館です。芝山町に
は一連の古墳群が数多くあり「芝山古墳群」と言
われても致し方がないように感じます（横芝光町
では、残念ながら、適切な保管・管理・公開でき
る施設がありません）。改めて、芝山町及び観音
教寺に敬意を表します。
　さて、山武市松尾町の方から、はにわ道を進
み、生姜焼き定食が非常においしいと評判のラー
メン屋がある山室の交差点を少し過ぎると、芝山
古墳群という看板があるので、その手前を左に入

郷土史跡名所めぐり 旧横芝町の巻その199
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り、何基かの円墳を見ながら行き止まり（ちょっと
した説明板・駐車場・トイレがあります）まで進むと、
ここが「中台古墳群」です。向かって左手に殿塚、
右手に姫塚が、ほぼ平行して並んでいます。
　毎年11月第２日曜日の芝山はにわ祭の一環とし
て、殿塚・姫塚で降臨の儀が行われていますが、
中台古墳群は、桜の名所としても有名であり、桜
の咲く時期に散策するのがおすすめで、古墳17
基の中には、石室が見られるところがあるので、
興味がある方は是非お出かけください。
（文責・写真提供：横芝光町教育委員会	社会文化課）
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•新年のご挨拶
•全国大会
•納税表彰式
•県法連だより
•委員会だより
•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

山武市
大髙醤油株式会社

　 代表取締役 大髙　
衛 様

企業戦士の素顔

18pに掲載していま
す。

事務局だより

【令和４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4年4月18日（月）ですので、振替前日までに
ご指定の口座に準備をお願いいたします。
　また、振込指定等の会員様は、4月18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。
　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4年2月20日（日）　15：00～18：30
• 場　所　サンライズ九十九里（九十九里町真亀4908 TEL.0475-76-4151）
• 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	 14日（金）	 新設法人説明会	 東金商工会館	
	 17日（月）	 決算法人説明会	 東金商工会館	
	 18日（火）	 生活習慣病健診	 東金商工会館	
	 19日（水）	 　　　〃	 東金商工会館	
	 20日（木）	 　　　〃	 松尾ふれあい館	
	 21日（金）	 青年部会	役員会	 東金商工会館	
	 28日（金）	 青年部会	租税教室	 横芝光町立上堺小学校	
2月	 		4日（金）	 理事会・合同専門委員会	 サンライズ九十九里	
	 		9日（水）	 税制セミナー	 東金商工会館	
	 20日（日）	 新入会員のつどい	 サンライズ九十九里	
	 20日（日）	 銚子電鉄	竹本社長講演会	 サンライズ九十九里	
3月	 		4日（金）	 決算法人説明会	 東金市中央公民館	
	 23日（水）	 理事会	 東金商工会館	
4月	 14日（木）	 全国女性フォーラム	静岡大会	 ツインメッセ静岡	
	 15日（金）	 理事会	 東金商工会館	
　　	 18日（月）	 年会費引落し　　　
5月	 27日（金）	 定時総会	 サンライズ九十九里	

新入会員のつどいに参加しよう！

　古城 大明 東金法人会第 9
代会長におかれましては、か
ねてより療養中のところ、令和
3 年 11 月 5 日に 76 歳にてご
逝去されました。
　東金法人会に対する生前の
ご功績と、地域社会への貢献
に深く感謝しますとともに、ご冥
福をお祈り申し上げます。

訃　報


