
178
2016

平成28年夏号

•第４回定時総会
•委員会だより
•部会だより
•県法連だより
•税理士会からのお知らせ
•東金県税事務所からのお知らせ
•税務署だより
•東金労働基準監督署からのお知らせ
•事務局だより

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
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〈表　彰〉
◇優良経理担当者表彰の受賞者（敬称略）

　伊藤　和代　㈲イトウ工業所 （大網白里第１支部）
　斉藤　文枝　㈲サンエス木材（大網白里第２支部）
　井出野昌代　㈲井出野工業 （山武第３支部）
　熱田　順和　㈱畔蒜工務店 （横芝光第２支部）

◇平成２7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１支部
　・第２位　大網白里第 3 支部
　・第３位　東金第 4 支部
　・第４位　大網白里第 2 支部
　・第５位　芝山支部

　○目標達成部門（達成率 200%以上）
　・大網白里第 3 支部
　・大網白里第 1 支部
　○目標達成部門（達成率 100%以上）
　・東金第４支部
　・大網白里第２支部
　・山武第２支部
　・芝山支部
　・東金第１支部
　・横芝光第１支部
　・横芝光第２支部
　・山武第４支部

　○特別賞
　・千葉銀行　・京葉銀行　・千葉興業銀行
　・銚子信用金庫　・AIU 損害保険

公益社団法人 東金法人会 第4回定時総会開催

〜 平成28年5月27日（金） 於 東金商工会館 〜
東金商工会館に於いて第４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。受賞者は以下のとおりです。
議事では、第１号議案（平成 27 年度事業報告）、第２号議案（平成 27 年度収支決算承認）とも、原案ど
おり可決承認されました。さらに報告事項として平成 28 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、講演会と交流会が開催され、大変盛況な会となりました。
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片山善博氏 特別講演会

◇平成27年度 会員増強年間成績に関する表彰
　・第１位　大網白里第１支部
　・第２位　芝山支部
　・第３位　山武第５支部

　定時総会閉会後の特別講演会は、地方自治の権威
で慶応義塾大学法学部教授の片山善博氏を講師に迎
え、「国の政策と地方の視点～地域の自立と再生に
向けて～」と題し、講演していただきました。
　自治省入省から能代税務署長はじめ各地の自治体
を巡り、鳥取県知事を２期務めあげた言わば地方自
治のエキスパートだけあって、現場での経験豊富な
確かな目で分析した「国の政策が地域の活性化につ
ながらない理由」の指摘と説明は、さすがでした。
　地方自治体の課題は様々あれども、原点は住民の
安全と健康。頻発する自然災害のなかで注意したい
のは地元の「地域防災計画」だという。
　片山先生は阪神淡路地震の際、神戸の行政がう

ろたえていた様を見た経験から鳥取県知事に就任
後即、鳥取の地域防災計画の見直しを行い、現状に
即したものに変えたとのこと。訓練も行いその甲斐
あって平成 12 年の鳥取県西部地震の発生に即応出
来た。肝心なのは、その計画書が使えるものかどう
かという当たり前なことなのですが、40 年以上前
に作ったままという地域もあるとのこと。
　因みに千葉県のものはよくできていると太鼓判を
押していただきました。ただし、東金税務署管内の
市町村のものは未確認なので会員各位各々で調べて
みるといいでしょう。
　地域経済の活性化ついては、まず地域外に出てい
く費用を如何に減らしていくかを考える。すると、
地産地消に尽きるとのこと。若い人たちの志向（嗜
好）にあまりに迎合しすぎたり、利便性ばかりを追
及すると地域経済はどうしても衰退してしまうらし
い。スタバやアマゾンは魅力的でも、やはり地方が
自立するためには、多少の不便は必要とのこと。確
かにレンタルや古書を扱う有名系列店に図書館を任
せたら、最初は便利かもしれないが、親切なレファ
レンスサービスの出来る司書は間違いなく育たない
ことでしょう。

国の政策と地方の視点～地域の自立と再生に向けて～

◇平成27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　小森　絵美
　・アフラック代理店 ㈲コジョウコーポレーション　
　　　　　　　　　　　　　　　古城　寿大

受賞された皆様、
おめでとうございました。
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委員会だより

千葉県税理士会東金支部 e-Tax推進税理士・税理士法人
（敬称略　税理士会名簿記載順）

IIIIIIIIII e-Tax 推進委員会 IIIIIIIIII
  ○e-Tax推進税理士のご紹介

　千葉県税理士会東金支部の皆様には、日頃より
法人会活動に格別のご理解とご協力を賜り厚くお
礼申しあげます。
　今般、「e-Taxの推進税理士」として紹介させて

いただきたいとご案内したところ、多数の税理士
の方からご賛同をいただき、広報誌への掲載をご
承諾いただきました。
　東金法人会の皆様におかれましては、是非この
機会に下記の税理士先生にe-Tax代理送信による申
告・申請等を、積極的にご活用いただきます様お
願い申し上げます。
　（公社）東金法人会 e-Tax推進委員長 石坂俊晴

東金市東金720番地（税理士法人TNA高山会計事務所）
東金市東金1409番地（税理士法人TNA中田会計事務所）
大網白里市仏島91番地
大網白里市大網640番地4
大網白里市南横川3626番地1
大網白里市北飯塚330番地
大網白里市細草2965番地
山武市成東2282番地
東金市北之幸谷249番地2
東金市東金750番地1
大網白里市北飯塚277番地1
横芝光町宮川6593番地3 KREﾋﾞﾙ1階
東金市台方236番地
横芝光町横芝1700番地
東金市田間2丁目59-8
東金市田間1丁目22番地14
山武市松尾町上大蔵368番地
東金市東金1307番地3 カリヨン303号室
東金市田間2丁目10番地9
大網白里市北飯塚330番地（長谷川税務会計事務所）
大網白里市駒込721番地1 サンモールカクガワⅡ304
東金市川場1134番地の6 豊栄ﾋﾞﾙ302号室
東金市菱沼342-6
東金市東金750番地1
九十九里町真亀4816番地3
山武市本須賀1731番地1
大網白里市南横川1452番地4
大網白里市北飯塚330番地（長谷川税務会計事務所）
大網白里市北飯塚277番地1
大網白里市細草2965番地
東金市東金429番地5 ボナール佐瀬201号
東金市東金720番地
匝瑳市八日市場イ2986番地
千葉市若葉区小倉町762番地2
千葉市緑区平川町1798番地2

0475-52-0333
0475-54-3124
0475-72-6188
0475-72-2183
0475-72-2882
0475-73-0700
0475-77-3006
0475-82-5151
0475-52-6321
0475-50-2211
0475-73-5333
0479-85-1530
0475-54-3151
0479-82-2232
0475-53-0907
0475-53-2570
0479-80-7185
0475-55-6466
0475-55-5235
0475-73-0700
0475-78-5508
0475-53-1905
0475-86-6612
0475-50-2211
0475-76-8756
0475-53-6264
0475-73-1369
0475-73-0700
090-4432-4077
0475-77-3006
0475-77-8705
0475-52-0333
0479-73-3211
043-231-0361
043-293-7000

0475-54-3315
0475-52-3804
0475-72-8535
0475-70-1063
0475-72-2882
0475-73-0701
0475-77-5740
0475-82-7858
0475-52-6323
0475-50-2212
　　　―
0479-85-1578
0475-54-3155
0479-82-4756
0475-53-0908
0475-55-8940
0479-80-7186
0475-55-6466
0475-55-5272
0475-73-0701
0475-78-5518
0475-53-1971
0475-86-6613
0475-50-2212
0475-78-3162
0475-84-3263
0475-72-2479
0475-73-0701
　　　―
0475-77-5740
0475-77-8704
0475-54-3315
0479-73-4466
043-231-0371
043-291-3339

高山　友二
中田　正治
安藤　正義
秋葉　芳秀
早川　成美
長谷川　拓人
内山　喜代美
高橋　俊行
今関　光浩
あおば税理士法人 板倉 孝雄
古山茂税理士事務所 古山 茂
曲山　　博
角田　泰伸
野島暉通税理士事務所 野島 暉通
古川正道税理士事務所 古川 正道
久保田博和税理士事務所 久保田 博和
伊藤　寿洋
町田　　茂
當摩　敦司
石橋　　勲
深山　久子
後藤　　勝
小林　　力
あおば税理士法人 綿貫　一男
華表實税理士事務所華表　實
古川清税理士事務所 古川　清
中関　隆秀
高橋　智子
古山茂税理士事務所 古山　茂久
内山喜代美税理士事務所内 内山 恵美
三上　俊哉
税理士法人TNA高山会計事務所 高山 早苗
伊藤　健一
鈴木　美光
唐木会計 唐木 新一朗

氏　　　名 事務所所在地 電話番号 FAX番号
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IIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ◯パソコンセミナー

　今年度のパソコンセミナーは、6月8日と9日の2
日間、4時間ずつの講習でした。
　長時間でしたが間に休憩を入れ、基本的な文書
の作成や、お店のメニュー・チラシの作成につい
て、指導を受けました。受講者の方々はとても熱
心で、積極的に質問する姿が見られ、裏技・小技
の解説もあり、充実した講習会になりました。

  ◯電話応対セミナー

　当会の人気セミナーのひとつである『電話応対
セミナー』を、6月15日に行いました。様々な職
業、幅広い年齢層の方々が集まり、講師の浜田先
生のご指導のもと、『会社の顔』として好印象を
与える、電話応対の方法を学びました。受講前後
で、皆さんの表情と声の明るさに変化が見られ、
充実したセミナーだったことがうかがえました。

  ○新会員のご紹介　　 〈平成28年6月末日現在〉 新しく会員になられた皆さんです  ＝よろしく＝

IIIIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
 
  ○相続と贈与について考える…。

　６月24日（金）青年部会主催による「相続税・
贈与税セミナー」を東金中央公民館で、東金税務
署の資産課税担当官を講師にお招きし、開催しま
した。担当官からは、財産を相続した時にかかる
税金について、事例を交えて判り易い説明や市内
の路線価図や土地の倍率表の見方などを教えてい
ただきました。
　また、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与
等の非課税制度についても説明をいただきまし
た。説明終了後に質疑応答時間があり、受講者か
らは質問が相次ぎ有意義な研修でした。

IIIIIIIIIIIIIIIII 源泉部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
 
  ○研修会

　6月16日、「わかりやすい！源泉徴収事務」の研
修を行いました。源泉事務は、経理担当者として
重要な業務のひとつであることから、受講者の皆
さんは講師の東金税務署職員の説明を熱心に聞い
ていました。練習問題の税額計算も集中して取り
組んでいました。

部会だより

支部名　　　　　法人名　　 　　　  業種
東金 1	 	ＴＡＳＵＫＥ㈱　		 						各種教室	・	塾

支部名　　　　　法人名　　 　　　  業種
東金 1	 	（一財）全日本労働福祉協会　									財団法人

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 組織委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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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。

連絡先：0475-50-6322 （平日の午前中）

　

　６月22日（水）三井ガーデンホテル千葉に於いて第3回定時総会・役員大会が開催されました。
　総会では、昨年度の事業報告など各議案が原案通り可決承認されました。
　続いて、役員大会が開催され大岩県法連会長の挨拶からはじまり表彰式が行われました。
　法人会功労者表彰では、総勢41名の方が表彰を受け、当会からは榊原　正男氏（東金ブロック
長）並びに齋藤　逸朗氏（研修委員長）
が受賞されました。
　また、27年度の「会員増強統一月間
運動」では、金賞（連続11年）、更に
特別賞を受賞致しました。
　「年間会員増強」でも金賞を受賞、こ
こ数年減少傾向が続いておりましたが、
２年連続で年間増加を図ることができま
した。
　福利厚生制度推進優良法人会では新契
約部門で受賞致しました。
　最後に全法連功労者表彰が行われ、総
勢27名の方が表彰を受け、当会からは
永野貞雄氏（社会貢献推進委員長）が受
賞されました。
　表彰式終了後、ご来賓を代表して東京
国税局課税第２部次長の佐々木様、千葉
県総務部次長の吉野様よりご祝辞をいた
だきました。
　役員大会終了後は、懇親会となり和や
かな雰囲気のなか閉会となりました。

県法連だより

電子申告 は税理士へ

（一社）千葉県法人会連合会　第3回定時総会・役員大会開催される

中嶋会長はじめ、出席者の皆さま

榊原 正男
東金ブロック長
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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
を聞き、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

　地方税電子化協議会が提供
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・地方法人特別税の申告等が、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）
（一社）地方税電子化協議会が運営しています。

申告しようとする法人

千葉県

他の
都道府県等

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の電子申告等

○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

　　県税に対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

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
（9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始を除きます。）
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江藤　智美
あおやぎ　ひろゆき

青柳　宏之
こんどう　けんいち

近藤　賢一
とくおか　　ひろし

徳岡　寛士
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越智 真一郎
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鈴木　益実
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井上　　浄

かとう　　　まさと

加藤　正人
いしはら　　けんじ

石原　謙二
たかなし　てるみつ

髙梨　晃弘
なかむら　　しげる

中村　　茂
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早川　正樹
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戸村　信薫
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徳岡　寛士
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越智真一郎
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氏　名 前　任（前官職） 氏　名
新 旧

異動先（新官職）

（平成28年7月10日発令） 
東金税務署幹部職員異動のお知らせ

　　　　　　　　　　　

　
　　　　　　　　前東金税務署長　加藤  正人

　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。
　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、中嶋
会長をはじめ、役員並びに会員の皆様方の温か
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。
　心から感謝申し上げますとともに厚く御礼を
申し上げます。
　貴会におかれましては、これまでも様々な公
益性の高い活動を続けてこられ、昨年は、社団
化 40周年を迎えられての記念式典や講演会の開

催、「税を考える週間」における東金サンピア、
大網ベイシア並びに産業まつりにおける街頭広
報、女性部会主催の署長講演会や絵はがきコン
クールの審査、青年部会の皆様方による鴇嶺小
学校での租税教室の開催等々、税務行政に積極
的に貢献していただきました。
　この場をお借りいたしまして、重ねて厚く御
礼申し上げます。
　この一年間、山武地域とよく似た気候風土の
安房地域で育った私にとっては、会員増強活動
の一環として開催されました各支部主催の異業
種交流会にすべて出席し、会員の皆様方との有
意義な意見交換をさせていただき、心温まるひ
と時を過ごすことができました。
　心より感謝申し上げます。
　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
会のますますのご発展と、会員の皆様方のご健
勝並びにご事業のご繁栄を心から祈念いたしま
して、離任のあいさつとさせていただきます。

離任のご挨拶
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8月～11月の行事予定
8月  
     2日（火）・3日（水） 生活習慣病健診
 4日（木）  女性部会 社会貢献活動
 15日（月）  事務局 夏季休業
9月
 1日（木）  女性部会 社会貢献活動
 7日（水）  会員増強運動推進会議
 8日（木）  決算法人説明会
 9日（金）  全国青年の集い 北海道大会
 15日（木）  税制委員会・源泉部会 税務研修
10月
 6日（木）  会員親睦チャリティーゴルフ大会
　　　〃  女性部会 社会貢献活動
 7日（金）  青年部会研修会 
  「小さな会社がYou Tube動画で集客する方法」

 12日（水）  新設法人説明会
  13日（木）・14日（金） パソコンセミナー（Excel）
 18日（火）  e-Tax研修
 19日（水）  女性部会・源泉部会 県外研修  
 20日（木）  全法連 全国大会（長崎県）
 28日（金）  源泉部会 年末調整説明会    
11月
 7日（月）  決算法人説明会
 8日（火）  簿記講座
 9日（水）  マナー講座
　　　〃  会員増強成績検討会議
 16日（水）  納税表彰式

◆ 税制委員会・源泉部会 税務研修 ◆

日　時：9月15日（木） 13：30～15：30
場　所：東金商工会館 1階Bホール

◆ チャリティーゴルフ大会 ◆

日　時：10月6日（木）
場　所：山田ゴルフ倶楽部

◆青年部会研修会「小さな会社がYou Tube動画で集客する方法」◆

日　時：10月7日（金） 18：00～20：00
場　所：東金商工会館 １階Bホール

◆ e-Tax研修 ◆

日　時：10月18日（火） 14：00～15：30
場　所：東金税務署 会議室

◆ 簿記講座 「簿記検定合格への直前講習」◆

日　時：11月8日（火） 14：00～16：00
場　所：東金商工会館 １階Bホール

◆マナー講座「実践!!経営者向けマナー講座」◆

日　時：11月9日（水） 13：00～15：00
場　所：東金商工会館 １階大ホール

◆ パソコンセミナー（Excel） ◆

《Excel ビジネス活用基礎講座》
日　時：10月13日（木） 13：00～17：00
場　所：東金商工会館 ４階中ホール

《Excel ビジネス活用応用講座》
日　時：10月14日（金） 13：00～17：00
場　所：東金商工会館 ４階中ホール

※詳細につきましては、
　この広報誌と一緒に配布する
　案内兼申込書をご覧ください。

▶▶▶▶▶▶　年会費の支払いがお済みでない方は、至急、手続きをお願いいたします。◀◀◀◀◀◀



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。

　旧松尾町役場庁舎跡地に新設した複合施設『松尾
交流センター洗心館』の中にある『にぎわい処きき
ょうの里』は、天然の黒いスレートを外壁に使用し
たモダンな建物で一見、店舗とは思えませんが、一
歩中に入ると天井まである大きな窓が明るい光を取
り入れて開放感いっぱいの店内です。木をふんだん
に取り入れた造りは心を和ませてくれます。
　隣には小学校とこども園、施設内には学童クラブ
があるのでいつも子供たちの元気な声が聞こえ、活
気に満ちております。
　店内は、地元の生産農家さんたちが丹精込めて作
った色とりどりの旬の野菜や果物が並び、逸品ぞろ
いのお惣菜やパンなどが毎日勢ぞろいします。お土
産品や色彩豊かな切り花、ちょっとした日用品まで
ある品揃えとなっています。
　店内奥には、地元のお米や野菜、肉を使った自慢
の定食や各種麺類をご提供できる軽食レストランが
あります。
　一番人気はラーメンです。お代り自由なご飯と一
緒に注文するのがとってもお得です。べつ腹にはソ
フトクリームやドーナツなどのスイーツはいかがで
すか？最近始めたパフェは人気急上昇中です。
　また、販売コーナーでお買い上げ頂いた惣菜類や
弁当、パンなども召し上がれるようになっています
ので、お気軽にお立ち寄りください。

　おなかがいっぱいになったら店舗前の芝生の広場
で寝転んで、遠ざかる雲を眺めるのもよし、飛んで
いく飛行機を見ながら見えない地図を広げ彼の地に
思いを馳せるのもまた良いものです。
　さて、何故『ききょうの里』なのか？
　時は明治元年、関東の天領を新政府に明け渡した
徳川家は、駿河・遠

とおとうみ

江を新たに領地とし、そこを所
領していた諸藩のひとり、掛川藩・太

おおたすけよし

田資美が上総
の武射郡（今の芝山、山武地区周辺）へ移封されま
した。翌年には版籍奉還をうけて藩知事に任命され
ると新藩庁として松尾城の築城を開始、明治四年一
月に知事邸と藩庁が完成すると柴山藩から松尾藩と
改称しました。
　しかし、同年七月の廃藩置県で城が未完成のまま
松尾藩は廃藩となってしまいました。
　未完の城跡には現在、松尾中学校が建ち、最上階
からは太田資美が見ることができなかった九十九里
が遠く見渡せます。『ききょうの里』という店舗の
名前は、そんなゆかりのある掛川・太田藩の家紋で
あるききょうから頂きました。六月頃から咲き始め
る青紫色をした星形のききょうの花は秋の七草にも
なっています。
　ちなみに花言葉は『誠実』『清楚』『従順』『永遠の愛』
です。『ききょうの里』もこの花言葉のようにお客
様に接し、みんなに愛される店舗を心掛けています。
そして、松尾地域の賑わいを取り戻すため、街づく
りの拠点としてあり続けます。
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URL http://www.togane-hojinkai.or.jp  E-mail togane-h@amber.plala.or.jp  
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松尾にぎわい処ききょうの里

公益社団法人 東金法人会々員 申告書にこのシールを切り取って必ず貼りましょう。
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松尾にぎわい処
ききょうの里
（旧松尾町役場跡）




