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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 9回定時総会
・新役員紹介
・委員会だより
・部会だより
・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

末廣（末広）神社末廣（末広）神社
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− 2− 税金で よりよい国を 良い明日を（千葉県立松尾高等学校1年生 長谷川 蓮斗さん）

第9回 定時総会
　5月28日(金)、サンライズ九十九里において第9回
定時総会が開催されました。総会の議事に入る前に、
優良経理担当者、全法連・県法連功労者の表彰式が挙
行されました。
　第1号議案　令和2年度事業報告の件
　第2号議案　令和2年度収支決算承認の件
　　　　　　　監査報告
　第3号議案　任期満了に伴う役員改選の件
　原案通り、すべて承認可決されました。さらに報告
事項として、令和3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。

　令和 3年 5月 28 日に開催されました、第 9回定時総会・臨時理事会におきま
して、会長に選任されました矢部愼一です。今年度で 4年目を迎えます。まだま
だ行き届かず、歴代の会長様方のご活躍には遠く及びませんが、熱意だけは他に
は負けないと考えておりますので、引き続き会員の皆様方のご理解、ご協力をよ
ろしくお願いいたします。
　当法人会は会員数約 2,000 社の規模を有し、歴代の会長や役員の皆様方の献身的なご努力のおか
げで県下でも上位に位置する法人会に育てていただきました。親睦・研修・地域貢献等も含めて、毎
年、いろいろな事業を展開していますが、昨年は皆様もご存知の通り、新型コロナウイルス感染拡大
の影響で、ほとんどの事業が中止になりました。会員の皆様方には自粛ばかりのお願いで大変申し訳
なく思っております。心よりお詫び申し上げます。
　それから何よりも現在、新型コロナウイルス感染症の治療や予防のために、日々ご尽力いただいて
います医療従事者や関係者の方々に心より感謝申し上げます。現在国内では他国に遅れはとっていま
すが、ワクチン接種が始まりました。接種会場も日一日と増えているようです。感染者が減り、日常
生活が戻って来る日がもうすぐそこまで来ています。当法人会もコロナ禍の収束が見え次第、東金税
務署をはじめ関係機関と連携を取りながら、やり残した事業を再開する予定ですので、今しばらくの
ご協力をお願いいたします。
　結びに会員の皆様のご健康、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。

矢部会長 挨拶

◇優良経理担当者表彰の受賞者（敬称略）

　片岡　　毅　医療法人静和会浅井病院（東金第2支部）
　宇井　和枝　株式会社サン測量設計（東金第4支部）
　齋藤　恵美　株式会社浜田屋酒店（大網白里第1支部）
　齊藤　　均　千葉窯業株式会社（横芝光第1支部）

◇全法連功労者表彰の受賞者（敬称略）

　榊原　正男 株式会社共楽園緑化土木（東金第2支部）

◇県法連功労者表彰の受賞者（敬称略）

　佐久間正男 株式会社つくも
　　　　　　　（大網白里第1支部）
　小田木一男 坪井建設株式会社
　　　　　　　（山武第5支部）



− 3−納税で 暮らしを守り 明るい日本（横芝敬愛高等学校1年生 越川 美穂さん）

　5月28日（金）サンライズ九十九里にて第9回定時
総会が開催されました。開会に先立ち会場にて楓弦楽
四重奏団による演奏会が行われました。休憩をはさん
だ2部構成で、1部はクラシック5曲、どの曲も誰もがど
こかで1度は聴いたことがあるものばかり、というライ
ンナップ。世界の旅といった選曲内容で、「アイネクラ
イネナハトムジーク」に始まり、「愛の挨拶」、「四季」、
「星に願いを」、最後に「くるみ割り人形」と多彩な組
合せ。クラシック音楽はかつて宮廷音楽で王侯貴族た
ちのために演奏されていたもの。そんな貴族の気分を
味わってくださいとの案内で始まりました。
　リズム・メロディー・ハーモニーが音楽の3要素です
が、それらを使って自然の情景や心象風景を表現して

いるのを感じ取るのが1番の楽しみとのこと。また、現代の音楽でのバンド演奏ではヴォーカルなど、メイン
が決まっていることが多いですが、クラシック音楽では曲の流れの中でメインが代わっていく、それを味わ
うのももう1つの楽しみとのことでした。
　2部はテレビなどのメディアでお馴染みの曲目「情熱大陸」のテーマ、CMや映画で有名な「リベルタン
ゴ」、名曲「川の流れのように」、NHKのスタンダード曲「見上げてごらん夜の星を」など聴きやすいもの
ばかり。母国の曲は演奏家にとっても「ホッとする」そう
で、言葉や海や川、空気といった自然に通じるものがあ
るようです。
　最後はハッピーバースデーを色々な有名作曲家の作
品の特徴を織り込んで編曲した変奏曲。メロディーは、
ハッピーバースデーなのに、あれどこかで聴いたことあ
るような別な何かに、といった面白い1曲でした。
　あっという間の９０分で女性客も多く、皆楽しんでいる
様子。会場は体育館風の多目的ホールでしたが、思いの
ほか音響が良く、それも効果を上げているようでした。

「楓弦楽四重奏団」スペシャルコンサート

全法蓮・県法連の受賞者優良経理担当の受賞者



− 4− 税金は 希望をのせて 未来へと（東金市立東小学校6年生 賀川 永遠さん）
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新令和3年
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令和4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
小川　努
㈲小川重機

大網白里第2支部長
星野　　実
㈲新星工務店

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

大網白里第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
佐藤　陽子
㈲アルソア三愛

青年部会長
真行寺　純一
㈱真行寺建設

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

副ブロック長
斎藤　寿夫

三洋コンクリート工業㈱

九十九里支部長
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
平本　光男
平本建業㈱

副会長
村杉　謙一
㈲三河屋

第1支部長
野口　英一
㈱松本屋

税制委員長
小林　弘明
谷乃井商事㈱

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

厚生委員長
中嶋　久雄
㈲津留八

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1支部長
米代　健吾

せんなり保険パートナーズ㈱

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
廣田　徹

㈱エイチテクニカ

組織委員長
櫻田　基介
㈲桜田製作所
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− 5−子孫へと 税でつなごう 安心を（東金市立城西小学校5年生 藤代 咲希さん）　
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新令和3年
令和4年度
令和3年
令和4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
小川　努
㈲小川重機

大網白里第2支部長
星野　　実
㈲新星工務店

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

大網白里第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
佐藤　陽子
㈲アルソア三愛

青年部会長
真行寺　純一
㈱真行寺建設

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

副ブロック長
斎藤　寿夫

三洋コンクリート工業㈱

九十九里支部長
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
平本　光男
平本建業㈱

副会長
村杉　謙一
㈲三河屋

第1支部長
野口　英一
㈱松本屋

税制委員長
小林　弘明
谷乃井商事㈱

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

厚生委員長
中嶋　久雄
㈲津留八

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1支部長
米代　健吾

せんなり保険パートナーズ㈱

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
廣田　徹

㈱エイチテクニカ

組織委員長
櫻田　基介
㈲桜田製作所
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− 6− 税金は 国を支える みんなの力（東金市立日吉台小学校6年生 湯浅 莉央さん）

◆総務委員会
委 員 長 	 小倉　利昭	 ㈲小倉宏樹園
副委員長	 古谷　富保	 ㈲古谷葬祭
副委員長	 宇澤　孝浩	 ㈱ウザワ商店
委　　員	 並木　春夫	 ㈲並木自動車工作所
　　〃	 内山　弘通	 鈴木土建㈱
　　〃	 斎藤　寿夫	 三洋コンクリート工業㈱
　　〃	 内山　喜晴	 ㈱ユーシーエム
　　〃	 成川　浩通	 サンムパッケージ㈱
　　〃	 緇荘　利幸	 ㈲緇荘印刷
　　〃	 平山　恭則	 ㈲平山工務店

◆組織委員会
委 員 長 	 櫻田　基介	 ㈲桜田製作所
副委員長	 平本　光男	 平本建業㈱
副委員長	 齋藤　幸男	 ㈲斉藤石材興業
委　　員	 大島　淳一	 （一社）地域おうえんサポーターズ
　　〃	 猪野　達雄	 ㈱猪野興業
　　〃	 田邊　光邦	 ㈱田邊文三郎商店
　　〃	 今野　　智	 ㈱マルコン
　　〃	 石橋　豊和	 ㈱いしばし
	 大髙　　衛	 大髙醤油㈱
　　〃	 池島　重守	 ㈲池島石材
　　〃	 伊藤　元雄	 ㈲伊藤家具
　　〃	 小川　　努	 ㈲小川重機
　　〃	 向後　雅秀	 ㈱向後米穀
	 	

◆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	 ㈱松本屋
副委員長	 吉岡　　昭	 吉岡建設㈱
委　　員	 北郷　和典	 ㈱ GO
　　〃	 齋藤　智哉	 ㈱浜田屋酒店
　　〃	 松尾　聖和	 ㈱アスカ
　　〃	 丸山　善之	 ㈱総和
　　〃	 門谷　　要	 ㈲門谷製作所
　　〃	 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	 斉藤　完育	 秋葉タクシー㈲
　　〃	 米代　健吾	 せんなり保険パートナーズ㈱
　　〃	 中野　浩之	 （同）相創舎
委　　員	 家村　吉隆	 ㈱サンピア
　　〃	 石井　信夫	 秀和建設㈱
　　〃	 佐久間良幸	 ㈲佐久間測量事務所

　　〃	 小倉　光夫	 ㈲小倉観光サービス
　　〃	 阿部倉　毅	 とらや包装資材㈱
　　〃	 藤ノ木　一	 ㈱藤ノ木園芸
　　〃	 小川　一馬	 ㈲小川荘
　　〃	 小嶋　秀樹	 （農）白桝
　　〃	 早川　長吉	 ㈲ハヤカワ商工
	 	

◆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
副委員長	 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
　　〃	 石橋　義弘	 ㈲石橋材木店
　　〃	 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	 後藤　陽功	 ㈲プラネット化学研究所
副委員長	 星野　　実	 ㈲新星工務店
委　　員	 中村　基樹	 ㈱フロンティオン
　　〃	 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
　　〃	 永野　貞雄	 ㈱カイホ
	 	

◆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
副委員長	 鵜月　一年	 アートプラン㈱
委　　員	 布施　喜幸	 ㈱竹屋
　　〃	 加藤　史郎	 ㈱綿文商店
　　〃	 遠藤　祐二	 ㈲遠藤石材
　　〃	 伊藤　正昭	 ㈱フレンドリー
　　〃	 守屋　雅博	 守屋酒造㈱
　　〃	 土屋　一仁	 ライフサービス㈱
　　　　

◆青年部会
部 会 長 	 真行寺	純一	 ㈱真行寺建設
副部会長	 榎澤　広行	 ㈲榎澤鈑金
　　〃	 越川真ノ介	 ㈲越川材木店
理　　事	 永野　貴紀	 ㈱カイホ

専門委員会

部　　　会

（氏名順不同）
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　　〃	 原島　和雄	 ㈱住センター２１
　　〃	 石井　信夫	 秀和建設㈱
　　〃	 並木　春夫	 ㈲並木自動車工作所
　　〃	 佐藤　陽子	 ㈲アルソア三愛
　　〃	 鵜月　一年	 アートプラン㈱
　　〃	 北郷　和典	 ㈱ GO
　　〃	 猪野　達雄			 ㈱猪野興業
監　　事	 榊原　正男	 ㈱共楽園緑化土木
顧　　問	 西川　泰雄	 ㈱西川園
	 	 	

◆大網白里・九十九里ブロック
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
　　〃	 斎藤　寿夫	 三洋コンクリート工業㈱
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
　　〃	 田邊　光邦	 ㈱田邊文三郎商店
　　〃	 土屋　敏則	 ㈲土屋住設
　　〃	 飯田　克美	 ㈲オートウィル
　　〃	 佐久間正男	 ㈱つくも
　　〃	 星野　　実	 ㈲新星工務店
　　〃	 小倉　光夫	 ㈲小倉観光サービス
　　〃	 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㈱
　　〃	 浅岡　　厚	 浅岡建設㈱
　　〃	 丸山　善之	 ㈱総和
　　〃	 遠藤　祐二	 ㈲遠藤石材
　　〃	 石橋　豊和	 ㈱いしばし
　　〃	 阿部倉　毅	 とらや包装資材㈱
監　　事	 阿部　鐵則	 阿部造船㈱
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（会計）	 池島　重守	 ㈲池島石材
幹　　事	 米代　健吾	 せんなり保険パートナーズ㈱
　　〃	 大髙　　衛	 大髙醤油㈱
　　〃	 佐瀬　　弘	 武田電機㈱
　　〃	 伊藤　正昭	 ㈱フレンドリー
　　〃	 廣田　　徹	 ㈱エイチテクニカ
　　〃	 武石　公紀	 ㈲武石
　　〃	 川島		　		衛	 ㈲川島造花店
　　〃	 櫻田　基介	 ㈲桜田製作所
　　〃	 緇荘　利幸	 ㈲緇荘印刷
　　〃	 京相　隆志	 京相製管㈱
　　〃	 中嶋　久雄	 ㈲津留八

　　〃	 古川　　衛	 フルカワ工業㈱
　　〃	 櫻田　基介	 ㈲桜田製作所
　　〃	 前川　京一	 新井鉱産㈱
　　〃	 米代　健吾	 せんなり保険パートナーズ㈱
　　〃	 今野　　智	 ㈱マルコン
　　〃	 土屋　　歩	 ㈱土屋
　　〃	 平田　冬樹	 ㈲平田組
　　〃	 山野辺	昌浩	 ㈲山野辺自動車
顧　　問	 向後　雅秀	 ㈱向後米穀
	

◆女性部会
部 会 長 	 佐藤　陽子	 ㈲アルソア三愛
副部会長	 小川　武子	 ㈱小川屋本店
　　〃	 原島　　薫		 ㈱住センター 21
　　〃	 永野　邦子	 ㈱カイホ
理　　事	 坂本美代子	 ㈲木村屋製パン
　　〃	 神谷　美咲	 からだ工房みさきや
　　〃	 四之宮英美子	 かねご運送㈱
　　〃	 内山　一代	 鈴木土建㈱
　　〃	 鈴木　英子	 ㈱鈴木工務店
　　〃	 阿部倉初枝	 とらや包装資材㈱
　　〃	 越川さち子	 ㈲越川材木店
　　〃	 大木　知子	 ㈱松伊建材店
	 	

◆源泉部会
部 会 長 	 佐久間正男	 ㈱つくも
副部会長	 齊藤　　均	 千葉窯業㈱
　　〃	 宮内　孝将	 山武郡市農協
　　〃	 片岡　　毅	 静和会	浅井病院
理　　事	 星　　二郎	 南総通運㈱
　　〃	 鈴木　賢信	 ㈱菱興社		千葉工場
　　〃	 菅原　裕輔	 菅原工芸硝子㈱
　　〃	 横山　幸二	 とらや包装資材㈱
　　〃	 小園　悦郎	 AGC ㈱大網白里鉱業所
　　〃	 川島　茂文	 ㈱川久
　　〃	 古川　真孝	 ㈲古川ｺﾝｸﾘｰﾄ工業所
　　〃	 伊藤　政高	 ㈱畔蒜工務店　

◆東金ブロック
ブロック長	 平本　光男	 平本建業㈱
副ブロック長（会計）	 平賀　　修	 ㈲彦		七
幹　　事	 村杉　謙一	 ㈲三河屋
　　〃	 野口　英一	 ㈱松本屋
　　〃	 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
　　〃	 後藤　陽功	 ㈲プラネット化学研究所

ブロック
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　　〃	 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㈱
監　事	 篠﨑　　修	 ㈲しのざき

◆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（会計）	 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
　　〃	 小川　　努	 ㈲小川重機
　　〃	 平山　恭則	 ㈲平山工務店
　　〃	 西海　和政	 ㈲クリエイトグリーン
　　〃	 土屋　一仁	 ライフサービス㈱
　　〃	 真行寺純一	 ㈱真行寺建設
監　　事	 山下　德造	 （資）山下商店
顧　　問	 真行寺正邦	 ㈱真行寺建設

◆東金第 1 支部 
支 部 長 	 野口　英一	 ㈱松本屋
副支部長	 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	 村杉　謙一	 ㈲三河屋
幹事	（会計）	 平賀　　修					 ㈲彦		七
幹　　事	 坂本　賀一	 ㈲木村屋製パン
　　〃	 家村　吉隆	 ㈱サンピア
　　〃	 布施　喜幸	 ㈱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	 西川　泰雄	 ㈱西川園
　　〃	 早野　　誠	 ㈲松坂屋油店

◆東金第 2 支部 
支 部 長 	 後藤　陽功	 ㈲プラネット化学研究所
副支部長	 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
　　〃	 加瀬　義和	 ㈱セーフティ　東金支店
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 3 支部 
支 部 長 	 石井　信夫	 秀和建設㈱
副支部長（会計）	 並木　春夫	 ㈲並木自動車工作所
幹　　事	 五十嵐弘充	 ㈲五十嵐工業
　　〃	 尾野　健広	 ㈲東金渡辺農事
　　〃	 佐藤　陽子	 ㈲アルソア三愛
　　〃	 鈴木　　収	 ㈲アトム工房
　　〃	 今井　睦美	 ㈱睦海
　　〃	 西山　照昭	 西山産業㈱
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
　　〃	 尾野　輝雄	 ㈲東金渡辺農事
　　〃	 森川　道義	 ㈱森川要商店

◆東金第 4 支部 
支 部 長 	 鵜月　一年	 アートプラン㈱
副支部長	 北郷　和典	 ㈱ＧＯ
副支部長（会計）	 猪野　達雄	 ㈱猪野興業
幹　　事	 平本　光男	 平本建業㈱
　　〃	 小川　喜晴	 小川タクシー㈲
　　〃	 辻　　美子	 ㈲辻牛乳　
　　〃	 大場　貴史	 東総カッター㈱
　　〃	 金坂　幸雄	 金坂保険事務所
監　　事	 今関　　弘	 （農）東金洋菜出荷組合
顧　　問	 鈴木　　實	 ㈲鈴木輪業

◆大網白里第 1 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
　　〃	 田邊　光邦	 ㈱田邊文三郎商店
　　〃	 土屋　敏則	 ㈲土屋住設
幹　　事	 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㈲

支　　　部
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◆山武第 1 支部
支 部 長 	 米代　健吾	 せんなり保険パートナーズ㈱	
副支部長	 大髙　　衛	 大髙醤油㈱
　　〃	 佐瀬　　弘	 武田電機㈱
　　〃	 伊藤　正昭	 ㈱フレンドリー	
幹事	（会計）	 西塚　健治	 丸西建材㈲	

◆山武第 2 支部
支 部 長 	 廣田　　徹	 ㈱エイチテクニカ
副支部長（会計）	 武石　公紀	 ㈲武石
副支部長	 川島　　衛	 ㈲川島造花店
幹　　事	 櫻田　基介	 ㈲桜田製作所
　　〃	 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
　　〃	 中野　浩之	 （同）相創舎
　　〃	 門谷　　要	 ㈲門谷製作所
監　　事	 春口　憲一	 ㈲日進工業
顧　　問	 門谷　幸男	 ㈲門谷製作所

◆山武第 3 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㈱
副支部長（会計）	 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 4 支部
支 部 長 	 小川　一馬	 ㈲小川荘
副支部長（会計）	 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 5 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㈱

　　〃	 佐久間正男	 ㈱つくも
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 2 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
　　〃	 榎澤　広行	 ㈲榎澤鈑金
　　〃	 今野　　智	 ㈱マルコン
　　〃	 石橋　義弘	 ㈲石橋材木店
監　　事	 松尾　聖和	 ㈱アスカ

◆大網白里第 3 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
　　〃	 加藤岡達弘	 ㈱加藤岡昌弘商店
顧　　問	 四之宮由己	 かねご運送㈱

◆九十九里支部
支 部 長 	 丸山　善之	 ㈱総和	
副支部長	 遠藤　祐二	 ㈲遠藤石材	
　　〃	 石橋　豊和	 ㈱いしばし	
　　〃	 阿部倉　毅	 とらや包装資材㈱	
幹事	（会計）	 中村　基樹	 ㈱フロンティオン	
幹　　事	 斎藤　寿夫	 三洋コンクリート工業㈱	
　　〃　　	古川　克俊	 ㈲カネヨン水産	
　　〃	 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	
　　〃	 松井　京子	 ㈲早船	
　　〃	 御園　恒雄	 ㈲みその水道設備工業		
　　〃	 山本　真吾	 山武造船㈱	
　　〃	 管　　忠信	 日栄飼料㈱
　　〃	 松井　藤之	 ㈲松井建設	
　　〃	 山口　　学	 ヤマヒサ建設㈱	
　　〃	 佐久間美津雄	 佐久間運送㈲
監　　事	 阿部　鐵則	 阿部造船㈱	
　　〃	 内山　喜晴	 ㈱ユーシーエム
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◆横芝光第 2 支部
支 部 長 	 小川　　努	 ㈲小川重機
副支部長	 平山　恭則	 ㈲平山工務店
幹　　事	 椎名　秀治	 ㈱椎名人工孵化場
　　〃	 畔蒜　　毅	 ㈱畔蒜工務店
　　〃	 鈴木　貴史	 ㈲スズフジ電気
　　〃	 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
顧　　問	 山下　德造	 （資）山下商店

◆芝山支部 
支 部 長 	 西海　和政	 ㈲クリエイトグリーン
副支部長	 土屋　一仁	 ライフサービス㈱
幹　　事	 小嶋　秀樹	 （農）白桝
　　〃	 石井　敬二	 （資）松屋商店
　　〃	 大木　義弘	 ㈲カーボディー大木
　　〃	 山浦　雅雄	 （一社）みどりと空のプロジェクト
　　〃	 真行寺純一	 ㈱真行寺建設
　　〃	 萩原　　哲	 芝山交通㈱
　　〃	 松本　光芳	 ㈲エムアールサービス
　　〃	 池田　克明	 ㈱池田製作所
監　　事	 真行寺正邦	 ㈱真行寺建設

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㈱
　　〃	 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
　　〃	 北田　　守	 ㈱北守
監　　事	 佐川　　一	 ㈲佐川工務店
顧　　問	 大藤　　孝	 ㈲大藤建設

◆横芝光第 1 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
　　〃		 古西　弘和	 ㈱古西商店
　　〃		 早川　長吉	 ㈲ハヤカワ商工
監　　事	 青柳　伸明	 ㈱青柳不動産

【総務委員会】
主に会の規則改定や表彰該当者
の審議、予算・決算審議を行っ
ています。

【組織委員会】
会員増強運動の中心となり、法
人会の活性化に繋げています。

【税制委員会】
主に税制改正の要望書を取りま
とめて、市町や国に陳情します。

【広報委員会】
会員の皆さんにお届けする「つくも」
の企画・編集会議や取材・校正など、
広報誌の発行作業をしています。

新委員による7つの委員会

【研修委員会】
会員の皆さんが参加できる講演
会、パソコンセミナーやマナー
研修などの企画・準備をします。

【厚生委員会】
県外一泊研修会、親睦チャリティーゴル
フ大会の企画・運営、およびマスク寄
贈などの社会貢献事業を行っています。

【e-Tax 推進委員会】
申告・納税を e-Tax で行うこ
とを推進し、研修会を行ったり、
説明をしています。
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委員会だより
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  ○マナー＆電話応対講座　　

IIIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII 源泉部会 IIIIIIIIIIIIIII

部会だより

　6月 11 日（金）、青年部会主催の「令和 3年度改
正税法説明会」を実施ました。夜間開催でしたが、
青年部会以外の一般参加もあり、講師を努めて頂い
た、東金税務署法人課税第一部門の布塚上席の説明
を熱心に聞き入っていました。

　6月 3日 ( 木 )、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。2年前にも同じ企画
で開催したところ大変好評でしたので、昨年も講師
の能勢先生にお願いしていましたが、コロナ禍のた
め残念ながら中止しました。今年は無事、開催する

　6月 23 日（水）、源泉部会主催の研修会を実施し
ました。インボイス制度と年末調整事務の注意点に
ついての税務研修で、講師は東金税務署の有嶋調査
官に務めて頂きました。この令和 3年 10月から登録
申請書が受付開始されるインボイス制度。研修参加
者も多く、インボイス制度に対する関心の高さがう
かがえます。

ことができほっとしました。
　受講生の皆さんは最初、緊張した様子でしたが、
先生のお人柄と講座の内容のためか早い段階でうち
とけていらっしゃいました。
　マスク着用でソーシャルディスタンスを保ち、テ
ーブル等の消毒も行って、安全な環境での講座の開
催。今後もしばらく続きそうです。
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～税務署だより～

　　　　　　　　　
　　
　

　　　　　　　　前東金税務署長　納　洋一

　公益社団法人東金法人会の皆様方におかれましては、ま
すますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症は、いまだ猛威を振るってお
り、千葉県にも「まん延防止等重点措置」が適用され、今
後も大変な状況が続くことになるとは思いますが、署とい
たしましても、皆様方との意思疎通に努めて、より一層の
協調体制を図って参りたいと考えておりますので、引き続
き、お力添えを賜りますようお願い申し上げます。
　私は、この度の人事異動をもちまして、東金税務署を最
後に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、矢部会長を始め
役員並びに会員の皆様方から、温かいご支援とご協力を賜
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。
　さて、この 1年間の東金法人会の活動を振り返ってみま
すと、新型コロナウイルス感染症拡大防止の要請が続く中、
税知識の普及等を目的とした各種研修会・講演会の開催、「税

を考える週間」の広報活動、女性部会による税に関する絵
はがきコンクールを実施されたほか、青年部会では、大網
白里市立白里小学校での租税教室を開催されました。
　そして、e-Tax の利用拡大に向けた取組みなど、税知識の
普及、啓蒙活動及び納税道義の高揚のため、多くの事業に
対して積極的に取り組んでいただきました。
　皆様の地域社会に密着した活動は、税務行政に携わる者
にとりまして、心強い限りであり、法人会の活動に対する
皆様の熱意と永年にわたるご尽力に対しまして、改めて敬
意を表しますとともに、深く感謝申し上げます。
　東金法人会は、例年の会員増強運動では、県法連目標を
大幅に上回る獲得実績を達成され、達成率で 5期連続県下
ナンバーワンになられ、全国でも有数の実績を挙げられて
おります。これは、役員並びに会員の皆様方の並々ならぬ
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。
　今後ともその組織力を大いに発揮していただき、魅力あ
る事業活動を展開されますよう御期待申し上げます。
　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

　

　

徴 収 統 括 官

個 人 １ 統 括

個 人 ２ 統 括

個 人 ３ 統 括

資 産 統 括 官

法 人 １ 統 括

法 人 ２ 統 括

法 人 ３ 統 括

総 務 係 長

法 人 審 理 上 席

退　官

留　任

東京国税不服審判所・副審判官

荒川署・管理運営１・統括官

東金署・管理運営2・統括官

江東西署・徴収・統括官

留　任

江戸川南署・個人２・統括官

留　任

荒川署・資産・統括官

千葉西署・法人１・統括官

留　任

東京上野署・法人５・統括官

留　任

留　任

札幌局・名寄署・署長

留　任

局・管理運営課・補佐

　

局・徴収部・特整総括一・連調官

留　任

千葉東署・個人２・統括官

留　任

小石川署・資産・統括官

京橋署・法人５・統括官

留　任

千葉東署・法人６・統括官

留　任

留　任

藤井　寛晴

金 井　　勉

後 藤　　累

　

塙　　　理

金 子　　潤

石橋 佳世子

山田　研次

高橋　春生

日俣　成章

新尾　陽一

永島　郁雄

廣幡　征士

布 塚　　聡

氏　名 前　任（前官職） 氏　名
新 旧

異動先（新官職）

（令和３年7月12日発令） 
東金税務署 幹部異動

ふじい　　　ひろはる

かない　　  　つとむ

ごとう　　　　  るい

　　　　　　　

　

はなわ　　　　おさむ

かねこ　　  　じゅん

いしばし  　　かよこ

やまだ　　　けんじ

たかはし　　  はるお

ひまた　　なりあき

あらお　　よういち

ながしま　  　いくお

ひろはた　 　せいじ

ぬのづか　　さとし

納　　洋 一

金 井　　勉

山口　徳子

福田以久子

神成ひとみ

小林　克年

金 子　　潤

増永　洋一

山田　研次

佐々木真由美

池谷　俊彦

新尾　陽一

三十尾明夫

廣幡　征士

布 塚　　聡

おさめ　  　よういち

かない　　  　つとむ

やまぐち 　　とくこ

ふくだ 　い    く    こ

かんなり　　　　　　

こばやし  　 かつとし

かねこ　　　　じゅん

ますなが　  よういち

やまだ　　　けんじ

ささき　　　まゆみ

いけたに  　としひこ

あらお　　よういち

み  そ  お　 　あきお

ひろはた　 　せいじ

ぬのづか　　さとし

東金署・管理運営・統括官神成 ひとみ管 理 運 営 統 括 官
かんなり
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所長就任 ご挨拶 　

  　　　　　　　　　　　　千葉県東金県税事務所 所長　早川 勝広
　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。
　令和３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 

いたしました早川でございます。前任者同様、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には、eLTAX の普及、個人住民税の 
特別徴収制度の推進等、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 
です。
　さて、一昨年からの台風や記録的豪雨、鳥インフルエンザの発生、今なお私たちの暮らし
に多大な影響を与えている新型コロナウイルスの感染拡大など、本県は、近年に類を見ない
頻度で災害等に見舞われています。
　このような中、３期 12 年の森田県政から、熊谷新知事にバトンが渡され、千葉県も 
新たなスタートを切ることとなりました。熊谷知事は「命とくらしを守る県政」として 
11 の県政ビジョンを掲げています。
　その中で、市町村・各種団体や専門家等と対話を重ね、現場や当事者の実情を的確に 
捉えた施策を展開すること、新型コロナウイルス対策では、国・市町村と緊密に連携し、 
オール千葉で乗り越えること、また、苦しい経営状況にある中小事業者の皆様に寄り添い、 
各種支援策により底支えすること、一昨年からの台風等の災害を踏まえ、災害から県民を守る

「防災県」の確立などをあげています。
　県税事務所では、熊谷知事のもと、その施策を支える屋台骨である税収を確保するとともに、
県民の皆様の信頼と協力を得られるよう公正かつ公平な税務運営に邁進していく所存です。
貴会におかれましては、より一層の御指導・御鞭撻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の御健勝、 
御繁栄を心から祈念いたしまして、就任の御挨拶とさせていただきます。

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）
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　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。

地方税共通納税システム

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！



− 17 −税を知り 納めて変えよう 日本の未来（東金市立西中学校2年生 金坂 美音さん）



− 18 − 税金で よりよい国を 良い明日を（千葉県立松尾高等学校1年生 長谷川 蓮斗さん）　

Q: 設立が昭和 61 年の 6 月と聞きましたが、その頃は介護という
とまだボランティアが行うもの、というのが世間一般の状況で
はなかったですか？仕事として始められたのは、何かきっかけ
があったのでしょうか？。

佐藤代表：必ず聞かれます。生協の 3 泊 4 日沖縄戦跡巡りツアー
に仲間 4 人と参加して、現地の戦後 40 年経っても変わらない
悲惨な光景を目にして大きな衝撃を受け、何か胸にこみあげて
くるものがあったんです。今の私たちの幸せな暮らしは、多く
の犠牲の上にあるのだと改めて思い、戦後の日本の復興を支え
てきた高齢者の方々のために何かお手伝いは出来ないか、と考
えました。それで、一緒に行った仲間を誘って 2 か月後に前身
となる「大網ふれあいサービスセンター」を設立しました。私
は思い立ったらすぐに行動するタイプなのです。

Q: なるほどそういうことだったんですか。周囲の反応はどうでし
たか。法整備もまだの頃ですし、社会的意識も低かったでしょ
う。需要はあったと思いますが。

佐藤代表：役場は比較的いい反応でしたが、順風満帆というわけ
には行きませんでした。ただ、責任もって取り組み継続してい
くためには有償でと決めていました。倣うべき手本がどこにも
ないので、全てが手探りでした。当時のパート時給に必要経費
を乗せてなど料金なども、ある意味自由でしたが経済的には大
変でした。

Q: まさにパイオニアですね。そのように苦労されて今の介護業界
があるわけですね。その実績があるからこそのヘルパー育成事
業の成長でしょうか？

佐藤代表：介護保険が 2000 年（平成 12 年）にスタートするの
ですが、その前年に法人化して 2 級ヘルパーの研修事業を本格
的に始めました。大網白里においてもヘルパー育成の委託を受
けて、2 年ほど研修を行いました。コロナ禍の現状で研修の中
で施設での実習が可能なのも、今までの実績を信頼していただ
けているから、とありがたく思っています。

　私個人としましても、2006 年（平成 18 年）11 月に県知事

から表彰されたのです。民間第 1 号ということで、大変光栄に
思っています。

　介護という仕事は、マンツーマンの仕事なので大変な部分もあ
りますが、基本楽しいんです。喜んでいただけるので続けられ
る。当社では長く働いている方が多いんですよ。働きながら資
格を取ってステップアップして仕事の幅を広げたりと。だから
お客様の信頼も厚いのだと思います。当社のスタッフには本当
に感謝しています。

Q:先日の話では社長ご自身も現場に出られているようですが。
佐藤代表：研修の採点などの仕事もあるのですが、時間の許す限

り現場で出来ることをしようと思っています。3 年前に待望の
介 護 施 設「 ふ れ あ
いの郷」を立ち上げ
たのですが、入所者
に「 入 っ て よ か っ
た」と思っていただ
き、見学者に「あな
たも来れば。良いと
こよ。」と言ってい
ただけた。一人一人
が営業マンのようで
した。

　入所者と一緒に家庭
菜園で野菜を作ったり、近隣の農家の方に頂いた野菜を皆で料
理したりと楽しく過ごせています。

Q:今後の展望は如何でしょうか。
佐藤代表：やはり後進の育成でしょうね。今までやってきたこと

に間違いはなかったと誇りを持っていますが、いずれは私も受
ける側にまわる訳ですから。それと、日本だけでなく２０００
年から台湾でも度々ヘルパー講習の講師として呼んで頂けてお
り、現地の介護サービス向上に尽力しています。好きな旅行も
兼ねられるので楽しいですが、こうして介護業界の発展に寄与
出来れば嬉しいですし、最初の思いが遂げられます。

▶代　表：佐藤　廣子
▶所在地：大網白里市柳橋736-13
▶創　業：昭和61年6月3日
▶事業内容：訪問介護・居宅介護支援・サービス付き高齢者住宅・
　　　　　 介護職員初任者研修・介護職員実務者研修
▶電　話：0475-75-5022

初夏というより梅雨を思わせる曇り空の下、田園風景豊かな住宅地にある本社事務所に伺いました。

記者後記

企業戦士の素顔

　入居しているお年寄りをお友達のようにお話し
していた佐藤社長。そのおだやかな声色と言葉遣
いが、警戒心をなくし、そっと寄り添いたくなる
ような印象を受けました。正義感・行動力・人望
の厚さ。小柄なお身体から出るエネルギーは想像
もつきません。これからも旦那様や息子さんご夫

婦とともに、地域の方々から必要とされる事業を、元気に継続され
ることをお祈りしております。

株式会社ふれあいサービスセンター

佐藤代表（右）と



− 19 −納税で 暮らしを守り 明るい日本（横芝敬愛高等学校1年生 越川 美穂さん）

　松尾地域は古墳や城跡、古い教会など文化財が多く所在して
います。今回は松尾駅から散策しながら史跡を紹介します。
○松尾駅＝①
　JR松尾駅を降りて県道 111 号を抜けてまずは末広神社へ向
かいます。

　国道 126 号線を横断し、県道 22号線を上っていくと、左手
に屋根のついた鳥居が見えます。ここが末広神社の入り口で
す。「末廣（末広）神社入り口＝②」

○末広神社
　末広神社は太田家が江戸下屋敷に創建した神社で、明治 6
年にここに遷宮されました。廃藩置県により松尾藩と藩主を
失った元藩士たちの団結に大きな役割を果たしたと言われて
います。境内には石灯籠があり、これは元々東京の駒込にあっ
た1基を遷宮の際に移してきたものと謂われています。

　ご神体は太田家の先祖太田道灌（どうかん）ゆかりの「末広」
（扇子）と伝えられています。
　「神社＝③」「灯籠＝④」
○松尾城跡（御住まい）
　県道 22 号を戻り坂道を登っていくと、右手の高台に学校が
見えてきます。松尾中学校です。この一帯は元々松尾城と
いう明治時代に築城された城で、学校の敷地は藩主太田資美
（すけよし）の御住居（おすまい）でした。敷地内には松
尾城跡を示す石碑があります。「松尾中学校入り口＝⑤」

○松尾城跡（公庁跡）
　県道 22 号をさらに登っていくと、今度は左手に松尾自動車
教習所が見えます。教習所のコース内には「松尾藩公庁跡」
と刻まれた石碑があり、ここが松尾城の敷地内であったこと
を示しています。「松尾藩公庁跡＝⑥」

　今回は松尾城跡を辿るコースを紹介しました。松尾にはこれ
以外にも地域を代表するような古墳や史跡などが所在してい
ます。次に主なものを紹介します。

○松尾藩資料館＝⑦
　松尾藩資料館は松尾駅の南側にある市役所松尾出張所の 2
階にあります。藩士の子孫から寄贈された、掛川藩時代（松
尾に来る前の所領）の文書、鎧、長持、築城の際に使用し
た測量道具、歴代藩主太田家の歴史が紹介されています。

○大堤権現塚古墳（おおつつみ	ごんげんづかこふん）＝⑧
　大堤権現塚古墳は、古墳をとりまくように掘られた溝（周溝）
が3重になっている前方後円墳です。3重周溝を持つ前方後
円墳は数が少なく、日本でも8例しか見つかっていません。

○旭ノ岡古墳＝⑨
　松尾中学校から蕪木の信号のあたりは蕪木古墳群と呼ばれる
古墳群があり、旭ノ岡古墳はその中でも最大規模の前方後円
墳です。全長70メートル、前方部幅42メートル、高さ7メー
トル、後円部径 47メートル、高さ7メートルを測ります。

○九十九里教会＝⑩
　松尾駅から111 号を通って126 号線に出て、右へ行くと教
会が見えてきます。これが国登録有形文化財の九十九里教
会です。東上総で最も古い教会です。九十九里地域のキリス
ト教の普及・伝道の拠点でした。廃藩後の士族たちの精神的
な拠り所として機能しました。

郷土史跡名所めぐり 旧 松尾町の巻その197

松尾史跡巡り

①松尾駅 ②末廣（末広）神社入り口

③末広神社 ④灯籠

⑤松尾中学校入り口 ⑥松尾藩公庁跡

⑦松尾藩資料館 ⑧大堤権現塚古墳

⑨旭ノ岡古墳 ⑩九十九里教会
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事務局だより

　6月27日(日)～28日(月)に予定しておりました県外一泊研修会は、新型コロナウイルス感染症の収束が
見られないため、残念ながら延期いたしました。楽しみにしていらっしゃた方も多いと思います。　
　会員の皆様が安心・安全に参加できるようになりましたら、楽しいプランを企画し、ご案内したいと考えてお
りますので、ご理解をお願いいたします。	 	

(公社)東金法人会　厚生委員会　

【県外一泊研修会の延期について】

8月〜11月の行事予定
8月	 		2日(月)	 生活習慣病健診	 横芝光町　健康づくりセンタープラム

	 		4日(水)	 　　　〃	 東金商工会館

	 		5日(木)	 　　　〃	 　　　〃

	 		6日(金)	 　　　〃	 　　　〃

	 13日(金)～15日(日)　事務局夏季休業	

	 26日(木)	 会員増強運動推進会議	 サンライズ九十九里

9月	 		3日(金)	 決算法人説明会	 東金商工会館

	 		7日(火)	 税制委員会　税務研修	 東金商工会館

	 16日(木)	 チャリティーゴルフ大会	 ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部

10月			5日(火)	 チャレンジe-Tax研修会	 東金税務署

	 		7日(木)	 全国大会　	 岩手県　盛岡市民文化ホール

	 14日(木)	 女性部会・源泉部会　県外研修	 山梨県

	 15日(金)	 新設法人説明会	 東金商工会館

	 21日(木)	 パソコンセミナー	 東金商工会館

11月			8日(月)	 決算法人説明会	 東金商工会館

	 		9日(火)	 会員増強運動検討会議	 東金商工会館

	 11日(木)～17日(水)　税を考える週間	

	 16日(火)	 全国女性フォーラム	 新潟県　朱鷺メッセ

	 16日(火)	 納税表彰式	 東金商工会館

	 26日(金)	 全国青年の集い	 佐賀県　佐賀市文化会館

　　　※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。	




