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令和元年夏号

•第 7回定時総会
•新役員紹介
•委員会だより
•部会だより
•会社訪問”企業戦士の素顔“
•県法連だより
•税務署だより
•東金労働基準監督署からのお知らせ
•東金県税事務所からのお知らせ
•郷土史跡名所めぐり
•税理士会からのお知らせ
•事務局だより

企業戦士の素顔

13pに掲載していま
す。

話題のコーナー

芝山町【航空科学博物館】芝山町【航空科学博物館】

山武市
有限会社 秋山加工所

 

　 代表取締役 秋山
 盛三 様



◇優良経理担当者表彰の受賞者（敬称略）

　市東　節子　㈲市東製作所 （東金第１支部）
　長谷川恵子　㈱総和（九十九里第２支部）
　三角いずみ　㈲三角商店（山武第３支部）
　太田美佐子　㈱村田屋本店 （横芝光第１支部）
　小川　菊枝　㈲小川重機（横芝光第２支部）
　松本　瑠美　㈲エムアールサービス（芝山支部）

◇平成30年度 
　会員増強統一月間運動成績に関する表彰

　○獲得部門
　・第１位　大網白里第２支部
　・第２位　山武第２支部
　・第３位　東金第４支部
　・第４位　大網白里第１支部
　・第５位　九十九里第１支部

　◯目標達成部門（支部）
　・東金第４支部　　　　・山武第４支部
　・九十九里第１支部　　・芝山支部
　・大網白里第１支部　　・横芝光第１支部
　・大網白里第２支部　　・横芝光第２支部
　・山武第２支部

　◯目標達成部門（その他団体）
　・ＡＩＧ損害保険　　　　・千葉銀行　　
　・京葉銀行　　　　　　・銚子信用金庫

◇平成30年度 
　会員増強年間成績に関する表彰

　◯年間増加部門
　・第１位　大網白里第１支部
　・第２位　横芝光第１支部
　・第３位　東金第３支部・山武第１支部
　・第３位　山武第３支部・山武第４支部

第 7 回  定 時 総 会

　５月28日（火）、東金文化会館において第７回
定時総会が開催されました。総会の議事に入
る前に優良経理、会員増強運動の表彰式が行
われました。
　議事では、第１号議案から第４号議案まで原
案どおりすべて可決承認されました。さらに報
告事項として令和元年度事業計画並びに収支
予算の報告が行われました。総会終了後の臨
時理事会で会長、副会長、常任理事等が選任さ
れました。

− 2− 税金で つながる社会 明るい未来（千葉県立成東高等学校3年生 山内 志織さん）



− 3−税金を 納めて守ろう みんなの幸せ（東金市立東金中学校3年生 松尾 結愛さん）

福島が笑えば世界が笑う～恩返し経営とは？～
日本で一番大切にしたい会社の人財育成術

講師 ： 篠木 雄司氏〈株式会社アポロガス 取締役 会長〉

　さる5月28日、東金法人会第7回定時総会に先立ち
社員教育、人財育成で注目を浴びている企業の社長
から会長に就任したばかりの、日本一の元気エネル
ギー供給企業を自称する篠木雄司氏を講師にお招き
し、人財にかける想いや、創意工夫に満ちた研修プロ
グラムの詳細、優秀な学生を惹きつける採用の取り組
みなどについて様々語っていただきました。
　驚きは、アポロガスの新人研修には「何これ珍百
景」に選ばれた「FMラジオのDJを1年務める」をはじ
め「着ぐるみ研修」「TVCM撮影研修」「ラジオCM制

作研修」など１５０にものぼる研修に加え、さらに１００本論文の数々。会社は新人がそれらをこなす中でコミ
ュニケーション能力やらタイムマネジメント、営業力などを身につけてゆくことが狙いとのこと。
　通常、企業の研修といえば事業内容に即したものか、モチベーショ
ンアップやチーム意識の向上を目的にしたものが一般的と思われて
いるからか、薄皮饅頭の（株）柏屋とのコラボで始まった「若者目線
で饅頭の新しい食べ方を考える・・・」の企画は、新聞社の興味を引き
取材を受けるまでに。
　これら多くの研修の元となっているのは、「計画的偶発性理論」と
いって、「個人のキャリアの8割は予想しない偶発的な事象によって
決定される」として、その偶然を計画的に設計して自分のキャリアを
良いものにしていこうという考え方のこと。計画された偶発性は、好
奇心、持続性、柔軟性、楽観性、冒険心を持っている人に起こりやす
いと考えられているそうです。
　講演終盤に行った聴衆2名による実験は、人の能力及び可能性を
活用する意識の持ち方を再認識するためのものでしたが、会場は見
事に目的にはまり、「やられた」といった様子。きっと他所で試そうと
することでしょう。中には屏風の前での一休さんの昔話を思い浮か
べた方もいたかもしれません。そんな目からうろこの講演でした。

定時総会記念講演講演会

◇平成30年度 
　福利厚生制度 代理店 推進員表彰（敬称略）

　　・大同生命保険㈱
　　　　茂原営業所　目良　成美
　　・アフラック代理店
　　　　㈲コジョウコーポレーション　古城　寿大
　　　　（アフラック生命保険 千葉総合支社 佐久間副支社長）
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新令和元年
令和２年度
令和元年
令和２年度 役員紹介新 役員紹介新 役員紹介

e-Tax推進委員長
石坂　俊晴
㈲石坂産業

研修委員長
齋藤　逸朗
㈲齋藤新聞店

副ブロック長
宇澤　孝浩
㈱ウザワ商店

ブロック長
吉岡　　昭
吉岡建設㈱

副会長
越川　博光
㈲越川材木店

横芝光第2支部長
平山　恭則
㈲平山工務店

副ブロック長
佐久間良幸

㈲佐久間測量事務所

ブロック長・第3支部長
齋藤　幸男

㈲斉藤石材興業

副会長
飯田　克美
㈲オートウィル

第2支部長
星野　　実
㈲新星工務店

第1支部長
加藤　史郎
㈱綿文商店

総務委員長
小倉　利昭
㈲小倉宏樹園

会　長
矢部　愼一
㈲サンエス木材

女性部会長
松井　京子
㈲早船

青年部会長
向後　雅秀
㈱向後米穀

源泉部会長
佐久間正男
㈱つくも

横芝光第1支部長
伊藤　元雄
㈲伊藤家具

芝山支部長
西海　和政

㈲クリエイトグリーン

西川　泰雄
㈱西川園

中嶋　敏夫
㈱つくも

古城　大明
㈲コジョウコーポレーション

小川幸三郎
㈱小川屋本店

ブロック長
阿部　鐵則
阿部造船㈱

副ブロック長
斎藤　寿夫

三洋コンクリート工業㈱

第1支部長
遠藤　祐二
㈲遠藤石材

第2支部長
丸山　善之
㈱総和

副会長
浅岡   厚
浅岡建設㈱

副ブロック長・広報委員長
平賀　　修
㈲彦　七

ブロック長
村杉　謙一
㈲三河屋

副会長
榊原　正男

㈱共楽園緑化土木

第1支部長
野口　英一
㈲のぐち

税制委員長
小林　弘明
谷乃井商事㈱

組織委員長
平本　光男
平本建業㈱

第4支部長
鵜月　一年
アートプラン㈱

第3支部長
石井　信夫
秀和建設㈱

第2支部長
後藤　陽功

㈲プラネット化学研究所

真行寺正邦
㈱真行寺建設

篠﨑　　修
㈲しのざき

堀本　孝雄
㈱ホリモト

厚生委員長
中嶋　久雄
㈲津留八

第1支部長
伊藤　正昭
㈱フレンドリー

副ブロック長
池島　重守
㈲池島石材

ブロック長
成川　浩通

サンムパッケージ㈱

副会長
加藤　忠勝
㈲加藤商店

第4支部長
小川　一馬
㈲小川荘

第5支部長
古谷　富保
㈲古谷葬祭

第3支部長
緇荘　利幸
㈲緇荘印刷

第2支部長
櫻田　基介
㈲桜田製作所
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税金が 担う未来と 社会の輪（東金市立東金中学校3年生 中村 夏実さん）
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新令和元年
令和２年度
令和元年
令和２年度 役員紹介新 役員紹介新 役員紹介

e-Tax推進委員長
石坂　俊晴
㈲石坂産業

研修委員長
齋藤　逸朗
㈲齋藤新聞店

副ブロック長
宇澤　孝浩
㈱ウザワ商店

ブロック長
吉岡　　昭
吉岡建設㈱

副会長
越川　博光
㈲越川材木店

横芝光第2支部長
平山　恭則
㈲平山工務店

副ブロック長
佐久間良幸

㈲佐久間測量事務所

ブロック長・第3支部長
齋藤　幸男

㈲斉藤石材興業

副会長
飯田　克美
㈲オートウィル

第2支部長
星野　　実
㈲新星工務店

第1支部長
加藤　史郎
㈱綿文商店

総務委員長
小倉　利昭
㈲小倉宏樹園

会　長
矢部　愼一
㈲サンエス木材

女性部会長
松井　京子
㈲早船

青年部会長
向後　雅秀
㈱向後米穀

源泉部会長
佐久間正男
㈱つくも

横芝光第1支部長
伊藤　元雄
㈲伊藤家具

芝山支部長
西海　和政

㈲クリエイトグリーン

西川　泰雄
㈱西川園

中嶋　敏夫
㈱つくも

古城　大明
㈲コジョウコーポレーション

小川幸三郎
㈱小川屋本店

ブロック長
阿部　鐵則
阿部造船㈱

副ブロック長
斎藤　寿夫

三洋コンクリート工業㈱

第1支部長
遠藤　祐二
㈲遠藤石材

第2支部長
丸山　善之
㈱総和

副会長
浅岡   厚
浅岡建設㈱

副ブロック長・広報委員長
平賀　　修
㈲彦　七

ブロック長
村杉　謙一
㈲三河屋

副会長
榊原　正男

㈱共楽園緑化土木

第1支部長
野口　英一
㈲のぐち

税制委員長
小林　弘明
谷乃井商事㈱

組織委員長
平本　光男
平本建業㈱

第4支部長
鵜月　一年
アートプラン㈱

第3支部長
石井　信夫
秀和建設㈱

第2支部長
後藤　陽功

㈲プラネット化学研究所

真行寺正邦
㈱真行寺建設

篠﨑　　修
㈲しのざき

堀本　孝雄
㈱ホリモト

厚生委員長
中嶋　久雄
㈲津留八

第1支部長
伊藤　正昭
㈱フレンドリー

副ブロック長
池島　重守
㈲池島石材

ブロック長
成川　浩通

サンムパッケージ㈱

副会長
加藤　忠勝
㈲加藤商店

第4支部長
小川　一馬
㈲小川荘

第5支部長
古谷　富保
㈲古谷葬祭

第3支部長
緇荘　利幸
㈲緇荘印刷

第2支部長
櫻田　基介
㈲桜田製作所

▼
東
金
ブ
ロ
ッ
ク

▼
山
武
ブ
ロ
ッ
ク

▼
横
芝
光
・
芝
山
ブ
ロ
ッ
ク

▼
九
十
九
里
ブ
ロ
ッ
ク

▼
部
会

▼
監
事

▼
顧
問

▼
大
網
白
里
ブ
ロ
ッ
ク

税金が作る 夢ある・あたたかい 社会（東金市立源小学校6年生 鈴木 修斗さん）
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◆総務委員会
委 員 長 	 小倉　利昭	 ㈲小倉宏樹園

副委員長	 佐藤　史郎	 ㈲佐藤金属工業

　　〃	 宇澤　孝浩	 ㈱ウザワ商店

委　　員	 村杉　謙一	 ㈲三河屋

　　〃	 坂本　賀一	 ㈲木村屋製パン

　　〃	 並木　春夫	 ㈲並木自動車工作所

　　〃	 内山　喜晴	 ㈱ユーシーエム

　　〃	 内山　弘通	 鈴木土建㈱

　　〃	 緇荘　利幸	 ㈲緇荘印刷

　　〃	 古谷　富保	 ㈲古谷葬祭

　　〃	 鈴木　貴史	 ㈲スズフジ電気

◆組織委員会
委 員 長 	 平本　光男	 平本建業㈱

副委員長	 齋藤　幸男	 ㈲斉藤石材興業

　　〃	 池島　重守	 ㈲池島石材

委　　員	 大島　淳一	 （一社）地域おうえんサポーターズ

　　〃	 木原　輝男	 ㈲木原工務店

　　〃	 丸山　善之	 ㈱総和

　　〃	 田邊　光邦	 ㈱田邊文三郎商店

　　〃	 大髙　　衛	 大髙醤油㈱

　　〃	 櫻田　基介	 ㈲桜田製作所

　　〃	 伊藤　元雄	 ㈲伊藤家具

　　〃	 平山　恭則	 ㈲平山工務店

	 	

◆税制委員会
委 員 長 	 小林　弘明	 谷乃井商事㈱

副委員長	 野口　英一	 ㈲のぐち

　　〃	 吉岡　　昭	 吉岡建設㈱

委　　員	 鵜月　一年	 アートプラン㈱

　　〃	 阿部　鐵則	 阿部造船㈱

　　〃	 石橋　豊和	 ㈱いしばし

　　〃	 伊藤　克巳	 ㈲イトウ工業所

　　〃	 川島　　衛	 ㈲川島造花店

　　〃	 青柳　伸明	 ㈱青柳不動産

	 	

◆広報委員会
委 員 長 	 平賀　　修	 ㈲彦			七

副委員長	 家村　吉隆	 ㈱サンピア

　　〃	 小倉　光夫	 ㈲小倉観光サービス

委　　員	 石井　信夫	 秀和建設㈱

　　〃	 森川　道義	 ㈱森川要商店

　　〃	 遠藤　祐二	 ㈲遠藤石材

　　〃	 佐久間良幸	 ㈲佐久間測量事務所

　　〃	 米代　健吾	 せんなり保険パートナーズ㈱

　　〃	 成川　浩通	 サンムパッケージ㈱

　　〃	 中野　浩之	 （同）相創舎

　　〃	 藤ノ木　一	 ㈱藤ノ木園芸

　　〃	 小川　一馬	 ㈲小川荘

　　〃	 小嶋　秀樹	 （農）白桝

　　〃	 向後　計子	 ㈱向後米穀

	 	

◆研修委員会
委 員 長 	 齋藤　逸朗	 ㈲齋藤新聞店

副委員長	 西海　和政	 ㈲クリエイトグリーン

　　〃	 土屋　敏則	 ㈲土屋住設

委　　員	 佐久間　稔	 ㈱大島屋

　　〃	 西川賢太郎	 ㈱西川園

　　〃	 中村　光昭	 ㈲エムオート

　　〃	 阿部倉　毅	 とらや包装資材㈱

　　〃	 平賀　雅美	 ㈲雅工業

　　〃	 廣田　　徹	 ㈱エイチテクニカ

　　〃	 京相　隆志	 京相製管㈱

　　〃	 池田　久和	 ㈱池田屋

　　〃	 土屋　俊夫	 ㈱日東保険センター

	 	

◆厚生委員会
委 員 長 	 中嶋　久雄	 ㈲津留八

副委員長	 御園　恒雄	 ㈲みその水道設備工業

　　〃	 永野　貞雄	 ㈱カイホ

委　　員	 後藤　陽功	 ㈲プラネット化学研究所

　　〃	 古川　克俊	 ㈲カネヨン水産

　　〃	 星野　　実	 ㈲新星工務店

　　〃	 武石　公紀	 ㈲武石

　　〃	 小田木一男	 坪井建設㈱

　　〃	 山浦　雅雄	 （一社）みどりと空のプロジェクト

　　〃	 押尾　　幹	 ㈱村田屋本店

	 	

◆ｅ -Tax 推進委員会 
委 員 長 	 石坂　俊晴	 ㈲石坂産業

副委員長	 佐久間みどり	 ㈱丸正工務店

　　〃	 斎藤　寿夫	 三洋コンクリート工業㈱

委　　員	 前嶋　康夫	 ㈱竹屋

　　〃	 北郷　和典	 ㈱ GO

　　〃	 加藤　史郎	 ㈱綿文商店

　　〃	 伊藤　正昭	 ㈱フレンドリー

　　〃	 守屋　雅博	 守屋酒造㈱

　　　　

専門委員会
（氏名順不同）

税金は みんなで納めて みんなに還元（横芝光町立光中学校2年生 川島 史子さん）
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◆東金ブロック
ブロック長	 村杉　謙一	 ㈲三河屋

副ブロック長（会計）	 平賀　　修	 ㈲彦		七

幹　　事	 野口　英一	 ㈲のぐち

　　〃	 小林　弘明	 谷乃井商事㈱

　　〃	 坂本　賀一	 ㈲木村屋製パン

　　〃	 後藤　陽功	 ㈲プラネット化学研究所

　　〃	 佐藤　史郎	 ㈲佐藤金属工業

　　〃	 原島　和雄	 ㈱住センター２１

　　〃	 榊原　正男	 ㈱共楽園緑化土木

　　〃	 石井　信夫	 秀和建設㈱

　　〃	 並木　春夫	 ㈲並木自動車工作所

　　〃	 鵜月　一年	 アートプラン㈱

　　〃	 平本　光男	 平本建業㈱

　　〃	 北郷　和典	 ㈱ GO

	 	

◆九十九里ブロック
ブロック長	 阿部　鐵則	 阿部造船㈱

副ブロック長	 斎藤　寿夫	 三洋コンクリート工業㈱

幹事（会計）	 古川　克俊	 ㈲カネヨン水産

幹　　事	 遠藤　祐二	 ㈲遠藤石材

　　〃	 木原　輝男	 ㈲木原工務店

　　〃	 中村　光昭	 ㈲エムオート

　　〃	 浅岡　　厚	 浅岡建設㈱

　　〃	 古川謙太郎	 ㈱古川漁網店

　　〃	 丸山　善之	 ㈱総和

　　〃	 石橋　豊和	 ㈱いしばし

　　〃	 阿部倉　毅	 とらや包装資材㈱

　　〃	 松井　京子	 ㈲早船

監　　事	 内山　喜晴	 ㈱ユーシーエム

	 	

◆大網白里ブロック
ブロック長	 齋藤　幸男	 ㈲斉藤石材興業

副ブロック長	 佐久間良幸	 ㈲佐久間測量事務所

幹事（会計）	 加藤　史郎	 ㈱綿文商店

幹　　事	 平賀　雅美	 ㈲雅工業

　　〃	 伊藤　克巳	 ㈲イトウ工業所

　　〃	 飯田　克美	 ㈲オートウィル

　　〃	 佐久間正男	 ㈱つくも

　　〃	 土屋　敏則	 ㈲土屋住設

　　〃	 萱生冨二雄	 ㈱萱生工務店

　　〃	 髙山　			勇	 猶興地産㈱

　　〃	 星野　　実	 ㈲新星工務店

　　〃	 小倉　光夫	 ㈲小倉観光サービス

◆青年部会
部 会 長 	 向後　雅秀	 ㈱向後米穀

副部会長	 永野　貴紀	 ㈱カイホ

　　〃	 真行寺純一	 ㈱真行寺建設

理　　事	 榎澤　広行	 ㈲榎澤鈑金

　　〃	 古城　寿大	 ㈲コジョウコーポレーション

　　〃	 越川真ノ介	 ㈲越川材木店

　　〃	 山野辺昌浩	 ㈲山野辺自動車

　　〃	 櫻田　基介	 ㈲桜田製作所

　　〃	 佐久間　稔	 ㈱大島屋

　　〃	 大塚　太郎	 ㈱ BIC

　　〃	 土屋　　歩	 ㈱土屋

　　〃	 古川　　衛	 フルカワ工業㈱

顧　　問	 土屋　敏則	 ㈲土屋住設

	

◆女性部会
部 会 長 	 松井　京子	 ㈲早船

副部会長	 永野　邦子	 ㈱カイホ

　　〃	 鈴木　英子	 ㈱鈴木工務店

　　〃	 佐藤　陽子	 ㈲アルソア三愛

理　　事	 四之宮英美子	 かねご運送㈱

　　〃	 内山　一代	 鈴木土建㈱

　　〃	 越川さち子	 ㈲越川材木店

　　〃	 小川　武子	 ㈱小川屋本店

　　〃	 阿部倉初枝	 とらや包装資材㈱

　　〃	 坂本美代子	 ㈲木村屋製パン

　　〃	 原島　　薫	 ㈱住センター 21

　　〃	 大木　知子	 ㈱松伊建材店

　　〃	 神谷　美咲	 からだ工房みさきや

	 	

◆源泉部会
部 会 長 	 佐久間正男	 ㈱つくも

副部会長	 宮内　孝将	 山武郡市農協

　　〃	 市東　重伸	 静和会	浅井病院

　　〃	 齊藤　　均	 千葉窯業㈱

理　　事	 星　　二郎	 南総通運㈱

　　〃	 鈴木　賢信	 ㈱菱興社	

　　〃	 菅原　裕輔	 菅原工芸硝子㈱

　　〃	 阿部倉建司	 とらや包装資材㈱

　　〃	 小園　悦郎	 AGC ㈱

　　〃	 川島　茂文	 ㈱川久

　　〃	 吉岡　　昭	 吉岡建設㈱

　　〃	 伊藤　政高	 ㈱畔蒜工務店　

部　　　会 ブロック

税金で 未来を作ろう 平和な国 （山武市立松尾中学校３年生 仲村 千尋さん）
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　　〃	 小倉　利昭	 ㈲小倉宏樹園

　　〃	 矢部　愼一	 ㈲サンエス木材

　　〃	 内山　弘通	 鈴木土建㈱

　　〃	 堀本　孝雄	 ㈱ホリモト

　　〃	 石田　英世	 ㈱カントー保険事務所

監　　事	 加藤岡弘幸	 ㈱加藤岡昌弘商店

顧　　問	 中嶋　敏夫	 ㈱つくも

	 	

◆山武ブロック
ブロック長	 成川　浩通	 サンムパッケージ㈱

副ブロック長	 池島　重守	 ㈲池島石材

幹　　事	 伊藤　正昭	 ㈱フレンドリー

　　〃	 佐瀬　　弘	 武田電機㈱

　　〃	 大髙　　衛	 大髙醤油㈱

　　〃	 米代　健吾	 せんなり保険パートナーズ㈱

　　〃	 篠﨑　　修	 ㈲しのざき

　　〃	 櫻田　基介	 ㈲桜田製作所

　　〃	 川島　　衛	 ㈲川島造花店

　　〃	 廣田　　徹	 ㈱エイチテクニカ

　　〃	 緇荘　利幸	 ㈲緇荘印刷

　　〃	 京相　隆志	 京相製管㈱

　　〃	 中嶋　久雄	 ㈲津留八

　　〃	 小川　一馬	 ㈲小川荘

　　〃	 池田　久和	 ㈱池田屋

　　〃	 加藤　忠勝	 ㈲加藤商店

　　〃	 古谷　富保	 ㈲古谷葬祭

　　〃	 佐瀬　　稔	 ㈲佐瀬水道

　　〃	 小田木一男	 坪井建設㈱

	 	

◆横芝光・芝山ブロック
ブロック長	 吉岡　　昭	 吉岡建設㈱

副ブロック長	 宇澤　孝浩	 ㈱ウザワ商店

幹　　事	 越川　博光	 ㈲越川材木店

　　〃	 伊藤　元雄	 ㈲伊藤家具

　　〃	 押尾　　幹	 ㈱村田屋本店

　　〃	 齋藤　逸朗	 ㈲齋藤新聞店

　　〃	 石坂　俊晴	 ㈲石坂産業

　　〃	 平山　恭則	 ㈲平山工務店

　　〃	 鈴木　貴史	 ㈲スズフジ電気

　　〃	 向後　雅秀	 ㈱向後米穀

　　〃	 西海　和政	 ㈲クリエイトグリーン

　　〃	 小嶋　秀樹	 （農）白桝

　　〃	 真行寺正邦	 ㈱真行寺建設

　　〃	 石井　敬二	 （資）松屋商店

監　　事	 山下　德造	 （資）山下商店

◆東金第一支部 
支 部 長 	 野口　英一	 ㈲のぐち

副支部長	 坂本　賀一	 ㈲木村屋製パン

　　〃	 小林　弘明	 谷乃井商事㈱

　　〃	 大島　淳一	 （一社）地域おうえんサポーターズ

幹事（会計）	 村杉　謙一	 ㈲三河屋

幹　　事	 平賀　　修	 ㈲彦		七

　　〃	 家村　吉隆	 ㈱サンピア

　　〃	 前嶋　康夫	 ㈱竹		屋

　　〃	 佐久間　稔	 ㈱大島屋

　　〃	 市原　利和	 ㈲やまいち

　　〃	 佐久間英一	 佐久間総業㈱

　　〃	 米良　芳雄	 ㈲扶桑

　　〃	 吉岡　康夫	 （医）社団歯友会ﾌｧﾐﾘｰ歯科

　　〃	 今井　利彦	 南総通運㈱

　　〃	 三橋　昭夫	 ㈲三橋

　　〃	 長谷川雅従	 ㈱だいのみせ長谷川商店

　　〃	 西川賢太郎	 ㈱西川園

　　〃	 鈴木浩一郎	 ㈲丸伝

　　〃	 市東　義洋	 ㈲市東製作所

　　〃	 平山　修也	 リフラット㈱

監　　事	 大塚　穰三	 ㈲鍋店酒店

顧　　問	 小川幸三郎	 ㈱小川屋本店

　　〃	 西川　泰雄	 ㈱西川園

　　〃	 早野　　誠	 ㈲松坂屋油店

	 	

◆東金第二支部
支 部 長 	 後藤　陽功	 ㈲プラネット化学研究所

副支部長	 佐藤　史郎	 ㈲佐藤金属工業

　　〃	 原島　和雄	 ㈱住センター２１

幹事（会計）	 佐久間みどり	 ㈱丸正工務店

幹　　事	 榊原　正男	 ㈱共楽園緑化土木

監　　事	 高橋　憲男	 和信産業㈱

顧　　問	 古城　	大明	 ㈲ｺｼﾞｮｳｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

　　〃	 日高　博憲	 大東産業㈱

◆東金第三支部
支 部 長 	 石井　信夫	 秀和建設㈱

副支部長	 並木　春夫	 ㈲並木自動車工作所

幹事（会計）	 森川　道義	 ㈱森川要商店

幹　　事	 五十嵐弘充	 ㈲五十嵐工業

　　〃	 尾野　健広	 ㈲東金渡辺農事

顧　　問	 三宅　英雄	 ㈲三英コーポレーション

　　〃	 五十嵐弘弥	 ㈲五十嵐工業

支　　　部

税金を 納めてつくる 明るい未来（東金市立東中学校2年生 村井 天音さん）
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◆大網白里第一支部
支 部 長 	 加藤　史郎	 ㈱綿文商店

副支部長	 平賀　雅美	 ㈲雅工業

　　〃	 伊藤　克巳	 ㈲イトウ工業所

幹　　事	 田邊　光邦	 ㈱田邊文三郎商店

　　〃	 萱生冨二雄	 ㈱萱生工務店

　　〃	 齋藤　智哉	 ㈱浜田屋酒店

　　〃	 斉藤　完育	 秋葉タクシー㈲

　　〃	 佐久間正男	 ㈱つくも

　　〃	 土屋　敏則	 ㈲土屋住設

監　　事	 飯田　克美	 ㈲オートウィル

　　〃	 髙山　　勇	 猶興地産㈱

顧　　問	 中嶋　敏夫	 ㈱つくも

◆大網白里第二支部
支	部	長	 星野　　実	 ㈲新星工務店

副支部長	 小倉　光夫	 ㈲小倉観光サービス

　　〃	 佐久間良幸	 ㈲佐久間測量事務所

幹　　事	 矢部　愼一	 ㈲サンエス木材

　　〃	 小倉　利昭	 ㈲小倉宏樹園

　　〃	 鈴木　一男	 ㈱アスカ大網店

　　〃	 榎澤　広行	 ㈲榎澤鈑金

監　　事	 佐久間健仁	 ㈲佐久間商店

	 	

◆大網白里第三支部
支 部 長 	 齋藤　幸男	 ㈲斉藤石材興業

副支部長	 内山　弘通	 鈴木土建㈱

幹事（会計）	 石田　英世	 ㈱カントー保険事務所

幹　　事	 堀本　孝雄	 ㈱ホリモト

　　〃	 内山　康広	 ㈱丸二工務店

　　〃	 鈴木慶一郎	 ㈱鈴木工務店

　　〃	 土屋　忠和	 ㈱翔和緑花建設

監　　事	 加藤岡弘幸	 ㈱加藤岡昌弘商店

顧　　問	 四之宮由己	 かねご運送㈱

◆山武第一支部
支 部 長 	 伊藤　正昭	 ㈱フレンドリー

副支部長	 佐瀬　　弘	 武田電機㈱

　　〃	 大髙　　衛	 大髙醤油㈱

　　〃	 米代　健吾	 せんなり保険パートナーズ㈱

幹事（会計）	 西塚　健治	 丸西建材㈲

	 	

◆山武第二支部
支 部 長 	 櫻田　基介	 ㈲桜田製作所

副支部長	 川島　　衛	 ㈲川島造花店

　　〃	 廣田　　徹	 ㈱エイチテクニカ

　　〃	 尾野　輝雄	 ㈲東金渡辺農事

	 	

◆東金第四支部
支 部 長 	 鵜月　一年	 アートプラン㈱

副支部長	 平本　光男	 平本建業㈱

　　〃	 北郷　和典	 ㈱ＧＯ

幹事（会計）	 猪野　達雄	 ㈱猪野興業

幹　　事	 小川　喜晴	 小川タクシー㈲

　　〃	 小林　好一	 ㈲小林商店

　　〃	 辻　　美子	 ㈲辻牛乳

　　〃	 土屋　彰洋	 ㈲土屋ライスファーム

　　〃	 今関　　弘	 （農）東金洋菜出荷組合

　　〃	 大場　貴史	 東総カッター㈱

監　　事	 尾髙　商喜	 ㈱吉岡建材ｾﾝﾀｰ

顧　　問	 鈴木　　實	 ㈲鈴木輪業

	 	

◆九十九里第一支部
支 部 長 	 遠藤　祐二	 ㈲遠藤石材

副支部長	 中村　光昭	 ㈲エムオート

　　〃	 木原　輝男	 ㈲木原工務店

幹事（会計）	 佐久間美津雄	 佐久間運送㈲

幹　　事	 浅岡　　厚	 浅岡建設㈱

　　〃	 佐久間浩之	 ㈲貝塚種苗本店

　　〃	 小倉　　誠	 ㈱共和自動車工業

　　〃	 阿部　鐵則	 阿部造船㈱

　　〃	 古川謙太郎	 ㈱古川漁網店

顧　　問	 御園　恒雄	 ㈲みその水道設備工業	

　　〃	 内山　喜晴	 ㈱ユーシーエム

	 	

◆九十九里第二支部
支 部 長 	 丸山　善之	 ㈱総和

副支部長	 石橋　豊和	 ㈱いしばし

　　〃	 阿部倉　毅	 とらや包装資材㈱

幹事（会計）	 松井　利明	 ㈱松井紙器

幹　　事	 古川　克俊	 ㈲カネヨン水産

　　〃	 斎藤　寿夫	 三洋コンクリート工業㈱

　　〃	 山本　真吾	 山武造船㈱

　　〃	 富田　　勲	 ㈱片貝薬局

　　〃	 作田　正行	 ㈲エス ･ケイ ･ライン

　　〃	 齊藤　龍次	 日本ベンディング㈱

　　〃	 松井　　元	 ㈲松井鉄工所

　　〃	 松井　京子	 ㈲早船

　　〃	 管　　忠信	 日栄飼料㈱

　　〃	 中村　基樹	 ㈱フロンティオン

　　〃	 子安　敏男	 ㈲子安商店

監　　事	 松井　藤之	 ㈲松井建設

幸せが あふれる場所に 税がある（東金市立西中学校3年生 平賀 凜さん）
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顧　　問	 齊藤　　勝	 斉藤ブロック工業㈲

	
◆横芝光第一支部
支 部 長 	 伊藤　元雄	 ㈲伊藤家具

副支部長	 押尾　　幹	 ㈱村田屋本店

幹　　事	 越川　博光	 ㈲越川材木店

　　〃	 吉岡　　昭	 吉岡建設㈱

　　〃	 石坂　俊晴	 ㈲石坂産業

　　〃	 永野　貞雄	 ㈱カイホ

　　〃	 齋藤　逸朗	 ㈲齋藤新聞店

　　〃	 石田　喜一	 ㈲あきば造花店

　　〃	 秋葉　英昭	 ㈱アクセルコミュニケーション

　　〃	 土屋　俊夫	 ㈱日東保険センター

　　〃	 前川　京一	 新井鋼産㈱

　　〃	 椎名　秀一	 ㈲丸屋コーポレーション

監　　事	 青柳　伸明	 ㈱青柳不動産

◆横芝光第二支部
支 部 長 	 平山　恭則	 ㈲平山工務店

副支部長	 鈴木　貴史	 ㈲スズフジ電気

幹　　事	 椎名　秀治	 ㈱椎名人工孵化場

　　〃	 小川　　努	 ㈲小川重機

　　〃	 山下　德造	 （資）山下商店

　　〃	 畔蒜　　毅	 ㈱畔蒜工務店

　　〃	 鈴木　輝久	 ㈲鈴木建業

　　〃	 向後　雅秀	 ㈱向後米穀

　　〃	 土屋　　歩	 ㈱土屋

監　　事	 宇澤　孝浩	 ㈱ウザワ商店

◆芝山支部
支 部 長 	 西海　和政	 ㈲クリエイトグリーン

副支部長	 小嶋　秀樹	 （農）白桝

幹　　事	 石井　敬二	 （資）松屋商店

　　〃	 萩原　　哲	 芝山交通㈱

　　〃	 松本　光芳	 ㈲エムアールサービス

　　〃	 土屋　一仁	 ライフサービス㈱

　　〃	 大木　義弘	 ㈲カーボディー大木

　　〃	 池田　克明	 ㈱池田製作所

　　〃	 山浦　雅雄	 （一社）みどりと空のプロジェクト

監　　事	 真行寺正邦	 ㈱真行寺建設

幹事（会計）	 武石　公紀	 ㈲武石

幹　　事	 篠﨑　　修	 ㈲しのざき

　　〃	 成川　浩通	 サンムパッケージ㈱

　　〃	 石川　浩司	 ㈲石川土建

　　〃	 栁澤　慎一	 ㈱ヤナギサワ電気

　　〃	 中野　浩之	 （同）相創舎

監　　事	 春口　憲一	 ㈲日進工業

顧　　問	 門谷　幸男	 ㈲門谷製作所

	 	

◆山武第三支部
支 部 長 	 緇荘　利幸	 ㈲緇荘印刷

副支部長	 京相　隆志	 京相製管㈱

　　〃	 中嶋　久雄	 ㈲津留八

幹　　事	 小関　俊夫	 ㈲小関商店

　　〃	 斉藤　孔一	 ㈲斉藤造園

　　〃	 藤ノ木　一	 ㈱藤ノ木園芸

　　〃	 綿貫　雅夫	 ㈱綿貫園芸

　　〃	 西郡　秀世	 ㈲ FAR	EAST

　　〃	 音高　廣子	 ㈱丸光運輸

　　〃	 鈴木　章浩	 有野実産業㈱

　　〃	 塚本　英三	 ㈲トツカ製作所

監　　事	 小川　栄一	 ㈲小川豊商店

顧　　問	 小髙　俊雄	 ㈲小髙建材設備

	 	

◆山武第四支部◆
支 部 長 	 小川　一馬	 ㈲小川荘

副支部長	 池田　久和	 ㈱池田屋

幹　　事	 浪川　朝博	 ㈲浪川荘

　　〃	 守屋　雅博	 守屋酒造㈱

　　〃	 久力　信夫	 ㈲クリーンライフ

　　〃	 伊藤　真樹	 伊藤製粉製麺㈱

監　　事	 菱木　　清	 菱木商会㈱

	 	

◆山武第五支部
支 部 長 	 古谷　富保	 ㈲古谷葬祭

副支部長	 佐瀬　　稔	 ㈲佐瀬水道

副支部長（会計）	 小田木一男	 坪井建設㈱

幹　　事	 加藤　忠勝	 ㈲加藤商店

　　〃	 池島　重守	 ㈲池島石材

　　〃	 萩原　　薫	 ㈲萩原建業

　　〃	 花澤　和彦	 花の友㈱

　　〃	 大藤　　孝	 ㈲大藤建設

　　〃	 古川　　衛	 フルカワ工業㈱

　　〃	 川島　正博	 両総観光㈱

　　〃	 押尾　雄一	 ㈲松尾商会

監　　事	 佐川　　一	 ㈲佐川工務店

納税は 誰もができる 支え合い（横芝光町立横芝中学校3年生 守屋 響華さん）
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IIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
 ○県外一泊研修会

　6 月 16 日 ( 日 )、17 日 ( 月 ) の 2 日間で長野県大
町温泉へ、芝山町の紅仙観光 (株 ) さんのバス 2台で
県外一泊研修に行きました。
　天候に恵まれ、梅雨時にもかかわらず傘をささず
に見学地を周ることができました。お昼にはご当地
名物のお蕎麦や栗おこわをいただき、信州花フェス
タでは色とりどりの花々の中を散策しました。一生
に一度はお参りすると良いと言われる善光寺参拝で

は、お坊さんの説法を聞いた後、特別参拝、お戒壇
めぐりに参加しました。真っ暗な地下を右の壁だけ
を頼りに進み、最後に鍵をガチャガチャ・・・。滅
多にできない体験をし、参加された皆さんは少し興
奮していました。宿泊した『大町温泉　緑水亭　景水』
は大浴場と露天風呂があり、どちらも高い温度のお
湯ではないため、ゆっくりとつかっていることがで
きます。また部屋からの眺めも良く、目の前の河原
の散策も楽しめます。
　厚生委員会の皆さん、素敵な旅行を企画してくだ
さり、ありがとうございました。

委員会だより
IIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○マナー＆電話応対講座

　6 月 11 日 ( 火 )、東金商工会館においてマナーと
電話応対の講座を開催しました。今回は初の試みで、
一日を通しての講座でした。講師の能勢先生は、会
社の固定電話での応対や名刺交換など、すぐに役立
つ内容を丁寧に説明してくださいました。緊張した
面持ちでいらした受講生の皆さんでしたが、グルー
プごとの話し合いや演習を重ねるうちにうちとけて、
終了後は笑顔で帰られました。帰り際、個人的に質
問する受講生の姿も見られ、好評な講座になりまし
た。

  ○パソコンセミナー

　6 月 19 日 ( 水 ) と 26 日 ( 水 ) に、当会研修委員長
の会社である (有 ) 齋藤ニュースサービス様の会議室
で、令和元年度前半のパソコンセミナーを開催しま
した。
　初の試みとしてホームページの活用方法について、
当会々員の (一社 ) みどりと空のプロジェクト、萩原
氏を講師に迎え、具体的に説明していただきました。
どのようにしたら多くの方の目に留まるホームペー
ジになるのか、閲覧状況の有益な分析方法について
など、グループ討論や演習を交えながら動きのある
セミナーをしてくださいました。
　今年度の後半にもパソコンセミナーを予定してお
りますので、ぜひご参加ください。

税金で 支える暮らしと 創る未来（千葉県立松尾高等学校1年生 加藤 瑠菜さん）

善光寺 信州花フェスタ
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部会だより
IIIIIIIIIIIIIIIII 女性部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
  ○女性部会絵はがきコンクール・
　　　　　　　　老人ホームへの慰問について

　松井京子部会長のもと、今年度事業が始まりまし
た。女性部会の活動を改めてご紹介致します。
　租税教育の一環として行われています絵はがきコ
ンクールは今年で7回目となります。小学生の税へ
の関心を深めていただくために、東金税務署管内6
市町にある全ての小学校へ部会員が直接お伺いし、
お願いに上がっています。優秀な作品を描いた児童
は、11月に行われる納税表彰式において表彰される
ほか、その作品をサンピア東金店にて展示していま
す。中でも特に優秀な作品は、例年、全国から1600
名以上が参加する、「全国女性フォーラム」の会場
にて展示されます。今年もどのような傑作品が集ま
るのかとても楽しみです。
　社会貢献活動は、毎年、秋口に特別養護老人ホー
ムを慰問しています。フラダンス・三味線・民謡な
どを披露しており、入居者の方々に大変喜ばれてい
ます。また、ホームで使用していただく未使用タオ
ルも会員の方々からご協力頂き寄贈しています。
　今年度は山武市の青松苑を訪問する予定です。

IIIIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
  ○青年部会研修会

　6月21日（金）、東金市中央公民館において、青年
部会税務研修会が行われました。法人関係はもちろ
ん所得税・相続、贈与税関係又、10月から始まる消
費税の軽減税率制度など、法人課税第1審理森山上席
からご説明を頂きました。みなさん一生懸命勉強さ
れていました。

IIIIIIIIIIIIIII 源泉部会 IIIIIIIIIIIIIII
  ○源泉部会研修会

　6月14日（金）、東金商工会館に於いて、源泉部会
による源泉徴収事務の研修会が行われました。税務
署の方から源泉徴収事務について丁寧な説明があり
ました。又、消費税軽減税率の説明もあり、受講者
の方は熱心に勉強されていました。

《昨年度の受賞作品》
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Q：金属の溶接加工の作業所だということは見て取れるのです
が、事前のお話では溶接の経験がなく、当初は苦労されたと
いうのはどういうことですか？

A：昭和 60 年までは全く別の仕事をしていたんです。それが
諸事情でたたむことになり、12 月に仲間たちと忘年会を
兼ねたお別れ会をやっていたら、なんだかとても明るい集
団がいるなあと、声をかけてきた人がいて訳を話したら、
それなら、うちの下請けをやってみないかと言ってくれて、
それがパラマウントベッドの工場長だったのです。それで、
一念発起して今の作業所をはじめたわけです。

　　 2 年ほど続けたでしょうか。その内先方の現場担当者と
色々あって、1 社に頼っているのもどうかと思い、営業に
出て取引先を増やしました。

　　 素人同然ですから最初は苦労しました。図面の見方さえ
よく分からないので、間違いのないよう、とことん質問し
て納得するまで確認しました。お宅ほど丁寧なところはな
いと言われました。

Q：自慢話として、スカイツリーの一部に関わったとありまし
たが。

A：この仕事にはグレードがあって、通常ならとても参加でき
ないのですが、親会社が工事に加わっていたので、下請け
として仕事ができたのです。横梁の溶接をやらせてもらい
ましたが、近隣の同業者から羨ましがられました。

　 　常に探求心を持って取り組むことが大事だと思っていま
すが、特に溶接の仕事は技術レベルが全てですので、毎週
賞金を出して技術向上の試験をやっています。

Q：工場にはぱっと見たところ5～6人ほどが作業されていま
すが、従業員は何人くらいいらっしゃるのですか。

A：9 人です。ほとんど外国籍になってしまいました。フィリ
ピン国籍の人が多いでしょうか。

Q：技能実習で来られていると長くは働けませんね。
A：今年法改正があって、溶接工のあるレベルの試験に合格し

て、本人が希望すれば延長して働け、その後も希望すれば
残れるようになりました。彼らは働きたいと思っています
からね。世の中は働き方改革で残業は、減らす方向。休み
は確実にとる方向に進んでいますが、彼らはもっと働きた
いと思っていますよ。

　　 それに、従業員の募集はしても、今の日本の若者は応募
してきません。

　　 私はいわゆる金の卵と呼ばれた世代で、山形から出てき
て自動車の修理工から始め、今まで様々な仕事をしてきま
したが、今日の状況を思うと将来のものづくり日本が少し
危ういように感じますね。

▶代表取締役：秋山 盛三
▶所在地：山武市松ヶ谷イ2877-6
▶電話番号：0475-84-1738
▶設　立：昭和60年12月

有限会社 秋山加工所
関東が梅雨入りした 6 月 7 日、梅一輪酒造の近く、木戸川のほとりにある工場にお伺いしました。

企業戦士の素顔

記者後記
　人なつっこい笑顔で私たちを迎え入れてくれた秋
山社長。廃校になった建物の利用や、こどもとお年
寄りの交流の機会など、地域のこと、日本の将来に
ついても熱く語ってくれました。面倒見が良く、頼

れる社長さんだということは、従業員の方々のキラキラした目
で真剣に仕事に取り組む姿勢からわかりました。
　貴重なお話をしてくださり、ありがとうございました。

図面を見ながら機械の操作をする技能実習生

技能実習生（左）と

左より 森川委員、中野委員、秋山社長、平賀委員長
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県法連 第6回定時総会・役員大会

　県法連第 6 回定時総会・役員大会が 6 月 18 日（火）三井ガーデンホテル千葉において開催さ
れました。
　今年度は、任期満了に伴う役員改選の議案を含めすべての議案が原案どおり可決承認されまし
た。その後の理事会に於いて、矢部会長が県法連副会長及び総務委員長に選任されました。
　続いて役員大会が開催され、当会からは 9 名が参加、新県法連会長の花島会長の挨拶に続き法
人会功労者表彰が行われ 39 名の方に表彰状と記念品が渡されました。
　当会からは、加藤忠勝氏（副会長）と萱生冨二雄氏 ( 前大網白里ブロック長）の 2 名が受賞さ
れました。
　30 年度「会員増強統一月間運動」では、14 年連続金賞・4 年連続特別賞を受賞、会員数の年
間増加に於いても優秀賞を受賞しました。当会を除き 13 単位会で会員数が減少するなか、当会の
会員増強への取組みが高く評価されました。
　福利厚生制度では 13 単位会が受賞され、当会は福利厚生の全 5 部門において目標達成しました。
　全法連功労者表彰が行われ、26名の方が受賞され当会は真行寺正邦氏(監事)が受賞されました。
　最後に特別感謝状表彰では 12 名の方が受賞され、前県法連会長の大岩会長が代表挨拶されまし
た。

県法連だより

花島新会長のご挨拶

授賞者のみなさん出席されたみなさん
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～税務署だより～

　　　　　　　　　
　　
　

　　　　　　　　前東金税務署長　小松 　孝

　公益社団法人東金法人会の皆様方におかれまして
は、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　私は、この度の人事異動をもちまして、国税の職
場を定年退職することとなりました。
　昨年７月、東金税務署に着任して以来、矢部会長様、
並びに役員と会員の皆様方から、深いご理解と多大
なるご支援を賜り、無事職責を果たすことができま
した。心より感謝申し上げますとともに、厚く御礼
を申し上げます。
　東金法人会の皆様には、税知識の普及等を目的と
した各種研修会の開催、税に関する絵はがきコン
クールの実施、小学校での租税教室の開催、そして、
e-Tax の利用拡大に向けた取組みなど、税務行政に対
する多大なご支援ご協力を賜りました。改めて感謝
申し上げます。

　また、会員増強運動では、県法連目標 31 件を大
幅に上回る 79件の獲得実績を達成され、達成率で 4
期連続県下ナンバーワンになられるとともに、会員
数の純増を続けられるなど、全国でも有数の実績を
挙げられました。これは、役員及び会員の皆様の並々
ならぬご努力と熱意の賜物であります。心より敬意
を表する次第であります。
　この一年間、様々な行事に参加させていただき、
各種会合でお話を伺うなどして法人会の皆様と交流
を図ることができましたことは、私にとりまして、
かけがえのない経験となり、大変感謝しております。
また、山武郡市の歴史や文化とふれあい、豊かな自
然とおいしい果物や野菜、魚貝類などを堪能するこ
ともでき、忘れられない東金税務署勤務となりまし
た。本当にありがとうございました。
　最後になりましたが、公益社団法人東金法人会の
益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝並びにご事
業のご繁栄を心よりご祈念申し上げますとともに、
今後とも、引き続き、税務行政に対するご支援ご協
力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
一年間、本当にありがとうございました。

離任のご挨拶

署 長

副 署 長

総 務 課 長

管理運営第 1 統括官

管理運営第 2 統括官

徴 収 統 括 官

個人課税第 1 統括官

個人課税第 2 統括官

個人課税第 3 統括官

資 産 課 税 統 括 官

法人課税第 1 統括官

法人課税第 2 統括官

法人課税第 3 統括官

総 務 係 長

法人課税第 1 審理上席

退　官

留　任

千葉南署・副署長

足立署・管理運営１・統括官

留　任

局・徴収部・主査

局・査察部・総括主査

江戸川南署・個人２・統括官

留　任

日本橋署・資産・統括官

蒲田署・法人１・統括官

芝署・法人５・統括官

京橋署・法人６・統括官

留　任

留　任

局・徴収部・国税訟務官室・主任訟務官

留　任

局・総務部・納税者支援調整官

神田署・管理運営４・統括官

留　任

向島署・徴収・統括官

局・課税１部・主査

本所署・個人２・統括官

留　任

千葉東署・評価専門官

浅草署・法人３・統括官

日本橋署・法人７・統括官

大森署・法人３・上席

留　任

留　任

渡邉　信夫

北村　晋弥

山口　徳子

福田  以久子

奥 原　　卓

小林　克年

松本　嘉英

増永　洋一

瀧川　博夫

佐々木 真由美

池谷　俊彦

川口　泰之

三十尾  明夫

森 川　　譲

森山　義光

氏　名 前　任（前官職） 氏　名
新 旧

異動先（新官職）

（令和元年7月10日発令） 
東金税務署幹部職員異動のお知らせ

わたなべ　 　のぶお

きたむら　　  しんや

やまぐち 　　とくこ

ふくだ 　い    く    こ

おくはら　　   たかし

こばやし  　 かつとし

まつもと　  よしひで

ますなが　  よういち

たきがわ  　　ひろお

ささき　　　まゆみ

いけたに  　としひこ

かわぐち　  やすゆき

み  そ  お　 　あきお

もりかわ　        じょう

もりやま  　よしみつ

小 松　　孝

北村　晋弥

佐藤　明美

吉田　英明

奥 原　　卓

坂本　真一

清水　竜也

塩﨑　洋 二

瀧川　博夫

谷 川　　孝

小林　哲夫

長谷川  善之

萩 原　　学

森 川　　譲

森山　義光

こまつ　　      たかし

きたむら　  　しんや

さとう　　     あけみ

よしだ 　　 ひであき

おくはら　　  たかし

さかもと　  しんいち

しみず　　    たつや

しおざき  　  よ う じ

たきがわ　  　ひろお

たにかわ　  　たかし

こばやし　　  てつお

はせがわ　  よしゆき

はぎわら　　  まなぶ

もりかわ　　  じょう

もりやま　よしみつ



− 16 − つくろうよ 税から始まる 国づくり（横芝光町立南条小学校6年生 深田 泰雅さん）



− 17 −税金は 国の未来の 積立金（横芝光町立光中学校3年生 大木 脩斗さん）



− 18 − 税金で つながる社会 明るい未来（千葉県立成東高等学校3年生 山内 志織さん）



− 19 −税金を 納めて守ろう みんなの幸せ（東金市立東金中学校3年生 松尾 結愛さん）

	 		 Q	:	時間外労働について、どのような場合に、法律に違反してしまうのでしょうか?
	 	 A	:	労働基準法においては、時間外労働を行わせるためには、36協定の締結・届出が必要です。
	 	 　		したがって、36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて
	 	 　		時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります。

　　  　《問合せ先》 東金労働基準監督署  労働時間相談・支援班
    〒283-0005 東金市田間65   電話番号:0475-52-4358

Q
A
&



− 20 − 税金が 担う未来と 社会の輪（東金市立東金中学校3年生 中村 夏実さん）



− 21 −税金が作る 夢ある・あたたかい 社会（東金市立源小学校6年生 鈴木 修斗さん）



− 22 − 税金は みんなで納めて みんなに還元（横芝光町立光中学校2年生 川島 史子さん）

　商業登記認証局、公的個人認
証局、日本税理士会連合会電子
認証局、特定の民間認証局が発
行したものを使用できます。
　なお、税理士に申告書等の作
成・送信を依頼している納税者
は電子証明書は不要です。

電子証明書を取得する
　工ルタックスホームページ
を開き、必要事項を入力して
利用届出を行います。
　利用者ID、仮暗証番号を入
手します。

利用届出を行う

　地方税共同機構が提供する
電子申告専用ソフトPCdesk
を、工ルタックスホームページ
からダウンロードし、インス
トールします。（工ルタックス対
応市販ソフトも利用できます。）

PCdesk（ピーシーデスク）
等を入手する

　PCdeskやエルタックス対応市販ソフ
トで、利用者ID・暗証番号を入力して、
ポータルセンタにアクセスし、データを送
信します。

申告データを送信する
　PCdeskや工ルタックス対応市販ソフトで、申
告データを作成し、電子署名を付与します。
　なお、税理士に申告書等の作成・送信を依頼
している納税者の電子署名は不要です。

申告データを作成する

東金県税事務所からのお知らせ

～ネットで申告・申請・届出 工ルタックスを利用してみませんか～

千葉県への法人県民税・法人事業税の申告等が、インターネッ卜を利用した電子申告で行うことができます。

①申告までの準備は？（まず、利用届出を行います。パソコン等をご用意ください。）

②申告方法は？（準備が完了したら、いよいよ電子申告を行います。）

納税者または
代理人（税理士等）

インターネット上の
地方税総合窓口
ポータルセンタ

インターネット

地方税ポータルシステム（eLTAX: 工ルタックス）
地方税共同機構が運営しています。

千葉県

他の
都道府県等

法人県民税・法人事業税の電子申告等

○インターネットで、オフィスや自宅から簡単に申告・申請・届出
○複数の都道府県等ヘ申告する場合も、まとめて1度に。
○電子署名を簡素化しています。
　（税理士に申告書の作成・送信を依頼している納税者本人です）
○インターネットでの工ルタックスの利用は、8:30～24：00
　（土・日・祝日・年末年始を除きます。）

工ルタックスホーム
ページでより詳しく
お知らせしています。

▶▶▶▶▶▶▶▶ 申告までの流れ ◀◀◀◀◀◀◀◀

　　　  　　　　　　《詳しくは~工ルタックス ホームページに掲載されています。》
　　　　 ○エルタックス ホームページ http://www.eltax.jp
　　　　 ○エルタックス ヘルプデスク　TEL.0570-081459
　　　　　　県税に関するお問い合わせは、東金県税事務所課税課まで TEL.0475（54）0223

（9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始を除きます。）

○電子申告と合わせて、複数の都道府県へ一括して電子納税ができます。
○金融機関の窓口に出向くことなく、金融機関が提供するインターネットバンキングやATMなどから
　ペイジーを介して納付できます。
○ダイレクト納付ができます。

令和元年10月1日から地方税共通納税システムがスタートします。

　令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人（資本金が1億円超の法人等）が行う、
法人県民税・事業税の申告は、eLTAXによる提出が義務化されました。

令和2年4月1日から大法人のeLTAX使用が義務化されました。



− 23 −税金で 未来を作ろう 平和な国（山武市立松尾中学校３年生 仲村 千尋さん）

　博物館建設の経緯ですが、成田空港開港に関連し、
地元芝山町の要望の一つとして運輸大臣に提出されたも
のでした。当時、世界の航空先進諸国は航空博物館の
設置により、貴重な資料を展示して国民に航空の歴史を
伝え、理解と認識を深めてもらい航空界の発展のために
役立てたいとの思いがありました。今ほど飛行機が身近
な交通手段ではなかった時代、事業の主体となる ( 財 )
航空科学振興財団は、特に青少年に対し航空に関する科
学知識についてその啓発を図り、航空思想の普及や技
術の振興・発展に資することを目的に、「航空科学博物
館」を建設することとしました。
　航空科学博物館は、1989 年の開館から今年で開館
30 年を迎えます。8月1日の開館記念日にあたり、成
田国際空港株式会社のご支援により、メインとなる展示
施設の大幅なリニューアルとともに、航空の仕組みにも
っと身近に触れ合える「体験館」を新設しました。また、
来館されるお客様に快適な館内環境を提供し、来館の
楽しさを演出するためエントランスを中心に改修を行い、
装いも新たに生まれ変わりました。
　すべてのお客様に「魅力ある」「愛される」「楽しめる」
博物館として、そして世代を超えて「航空への憧れ」と
「成田空港への親しみ」をより身近に感じていただける
よう、次なるステージに向けて航空科学博物館は進んで
まいります。
　リニューアルのポイントとして、
●B747-400 型機の大型可動模型に臨場感のある270
度パノラマビジョンを組み込み、空への憧れを展示フ
ロア全体で表現	！！

●一般利用では日本初となる最新型の訓練用シミュレー
ターやモックアップ ( 模型 )を備え、航空教室等に使
用可能な多目的ホール「体験館」を新設	！！
●お客様の期待感を高揚させるエントランスやタッチパ
ネル式インフォメーションボードに加え、トイレや授乳
室などをリニューアルし明るく開放感ある施設に	！！　

　また、実際の航空機エンジンにプロジェクションマッピ
ングを用いて、エンジンの仕組みを音と映像で解説する
コーナーや、発明されてから今に至る100 年の航空機
の軌跡を、模型を用いて紹介するコーナーもあります。

　遠く、太平洋の上空から着陸態勢に入りまっすぐに空港
に向かってくる飛行機や、目的地を目指し離陸する様々
な航空会社の飛行機を、間近で見ることができます。リニ
ューアルした航空科学博物館にぜひ、お越しください。

郷土史跡名所めぐり 芝山町の巻その189

航空科学博物館
～大空の夢をのせて次なるステージへ～

★
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公津の杜公津の杜

京成酒々井駅京成酒々井駅

京成成田京成成田 東成田東成田
成田空港成田空港

芝山千代田芝山千代田

航空科学博物館航空科学博物館

アクセス▶芝山町岩山111-3	TEL.0479-78-0557（代)
開館時間▶午前10時から午後5時（入館4時30分まで)
休館日▶毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日)	・
　　　　12月29日から31日　※8月は無休です
入館料▶大人700円　中高生300円　こども（4歳以上）200円
　　　　団体（20名様以上）20％割引
駐車場▶無料　自家用車200台・団体バス10台

西棟リニューアル

航空機の変遷

エンジンイメージ

デジタルインフォメーションボード
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•第 7回定時総会
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•部会だより
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•県法連だより
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•事務局だより

企業戦士の素顔

13pに掲載していま
す。

話題のコーナー

芝山町【航空科学博物館】芝山町【航空科学博物館】

山武市
有限会社 秋山加工所

 

　 代表取締役 秋山
 盛三 様

税金を 納めてつくる 明るい未来（東金市立東中学校2年生 村井 天音さん）

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
8月〜11月の行事予定

8月	 	2日	（金）	生活習慣病健診	 横芝光町	健康づくりセンタープラム
	 6日	（火)	 　　　〃	 東金商工会館
	 7日	（水）	　　　〃	 	 〃
	　　13日	（火）～15日（木）　事務局夏季休業	 	
9月	 3日	（火）	理事会・会員増強運動推進会議	 東金商工会館
	 5日	（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
	 11日	（水）	税制委員会　税務研修会	 東金商工会館
	 19日	（木）	チャリティーゴルフ大会	 ヌーヴェルゴルフ倶楽部
	 27日	（金）	青年部会　キャッシュレスセミナー	 東金商工会館
10月	3日	（木）	全国大会	 三重県
	 8日	（火)	 チャレンジｅ-Tax研修会	 東金商工会館
	 11日	（金）	女性部会・源泉部会　県外研修	 迎賓館　赤坂離宮　他
	 16日	（水）	女性部会　社会貢献活動	 青松苑
	 17日	（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
	 24日	（木）	源泉部会　年末調整説明会	 東金商工会館
	 30日	（水)	 パソコンセミナー	 東金商工会館
11月	1日	（金）	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
	 6日	（水）	会員増強運動検討会議	 東金商工会館
	 8日	（金）	全国青年の集い	 大分県
	　　11日（月）～17日（日）　税を考える週間	 	
	 14日	（木）	納税表彰式	 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。

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（事前予約）を実施しておりますので、是非
ご利用下さい。

連絡先：0475-50-6322 （平日の午前中）


