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平成31年春号

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７回定時総会
・就任挨拶
・委員会だより
・ブロックだより
・部会だより
・会社訪問”企業戦士の素顔”
・税務署だより
・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
・東金労働基準監督署からのお知らせ
・事務局だより

企業戦士の素顔

9pに掲載しています
。

話題のコーナー

旧横芝町【中台大宮神社】旧横芝町【中台大宮神社】

大網白里市

大里綜合管理株式会
社 

　 代表取締役 野老
真理子 様



－ 2－ 税を知り 納めて変える 未来絵図（山武市立松尾中学校3年生 藤代世羅さん）

　

公益社団法人 東金法人会 第7回 定時総会

開催のお知らせ

　　　　　  開催日 ： 2019年5月28日（火）
　　　　　  会　場 ： 東金文化会館小ホール 

東金市八坂台1丁目2107番地3
TEL0475-52-0022

第１部 講演会　13：30～15：00（受付13：00～）
 演　題　福島が笑えば世界が笑う ～恩返し経営とは？～
 講　師　株式会社アポロガス 代表取締役社長 篠木雄司氏

第2部　 定時総会　15：20～16：50
　 〈議　　事〉
 　第1号議案　平成30年度事業報告の件
 　第2号議案　平成30年度収支決算承認の件
 　第3号議案　定款変更の件
 　第4号議案　任期満了に伴う役員改選の件
 〈報告事項〉　　　　　　　
 　平成31年度事業計画並びに収支予算について　
 〈臨時理事会〉17：00～17：20　
第3部　 交流会　17：40～19：00（会場：エストーレホテル）

　「（公社）東金法人会第7回定時総会」のハガキに出欠をご記入のうえ
　ご返送下さいますよう、ご協力をお願いいたします。

第3号議案で定款変更がございます。
出席できない方は必ず委任状をご返送ください。



－ 3－希望ある 豊かな未来に つながる税（大網白里市立大網小学校6年生 斉藤大晶さん）

　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。
　平成31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皆川でございます。
　前任の宇井所長同様、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方
には、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、地域振興の発展に大きな
役割を果たされていることに対しまして、深く敬意を
表する次第でございます。
　さらに、事業主様には、個人住民税の特別徴収制度
に御理解を賜るとともに、県の税務行政の推進に対し
ましても御協力いただき、重ねてお礼申し上げます。
さて、千葉県におきましては、現在、「くらし満足度
日本一」の実現に向け、「次世代への飛躍 輝け！ちば

所長就任 ご挨拶

千葉県東金県税事務所

所長　皆川　武司

平成30年度　理事会・合同専門委員会

　2月 5日（火）、東金商工会館において第４回理事会と合同専門委
員会が行われました。議事審議の内容は以下の通りです。
　　議事 1　全法連・県法連功労者表彰について
　　議事 2　理事が関与する取引について
　　議事 3　定款及び総会運営規則の一部改定について
　　議事 4　定時総会の案内・出欠通知ハガキの一部改定について
すべて原案通り承認されました。
　続いて合同専門委員会にうつり、各委員長・各部会長から今後の
事業予定等が発表されました。

　また、3月 15日（金）に第５回理事会を行いました。下記の議事
につきまして、原案通り承認されました。
　　議事 1　平成 31年度事業計画（案）について
　　議事 2　平成 31年度予算（案）について
　　議事 3　資金調達及び設備投資の見込みについて
　　議事 4　優良経理担当者の表彰について
　　議事 5　理事が関与する取引について

元気プラン」を総合計画に掲げ、さまざまな施策に取
り組んでおります。
　時代の節目となる平成31年度は、これまでの施策を
着実に推進し、成果の年となるよう、教育環境の改善
や児童虐待防止のための体制整備、介護人材の確保等、
子ども・子育て世代への支援や医療福祉の充実、空港
周辺の環境対策など社会基盤整備に一層取り組んでま
いります。
　とりわけ、大規模な自然災害の相次ぐ昨今において、
防災対策は喫緊の課題であり、システム整備や県有施
設の改修など危機管理対策を充実させ、くらしの安
全・安心の確立を図ってまいります。また、翌年に迫
った、東京2020オリンピック・パラリンピックの成功
に向け、「おもてなし」の輪を広げ、オール千葉体制
で本県の魅力を発信してまいります。
　当所におきましては、県民がより身近に満足度を実
感できる千葉作りの実現に必要不可欠な財源を確保す
るため、県民の皆様の信頼と協力が得られるよう公正
かつ公平な税務行政を推進してまいる所存であります。
　今後とも、公益社団法人東金法人会の皆様方におか
れましても、より一層の御理解と御協力を賜りますよ
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方の御健勝、事業の御繁栄を心
から祈念いたしまして、就任の挨拶とさせていただき
ます。

2/5　理事会・合同専門委員会

3/15　理事会
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委員会だより
IIIIIIIIIIIIIIII 組織委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○平成30年度“会員増強統一月間”を終えて

　　
組織委員長　平本　光男

　　
　今年の会員増強統一月間
では、皆さん、お疲れ様で
した。結果は下記の通りと
なりました。
　千葉県法連目標 31社実績
79 社達成率 254.8％、東金
法人会目標 93 社実績 79 社
達成率 84.9％、千葉県 14

法人会中達成率№１並びに金賞・特別賞受賞、平成
27年から、4年連続第 1位の獲得！
　上記の通り、素晴らしい成績を揚げることができ
ました。
　歴史ある東金法人会の会員企業の皆様、各ブロッ
ク長、支部長の皆さんをはじめ、また今回、忘れて
はならないところの金融機関、生損保の皆さん、税
理士会の皆さん、果てしなく大変なご努力とご支援
に深く深く感謝いたします。ありがとございました。
期限の最終日まで、諦めないご努力に対し深く敬意
を感じるところです。
　我が法人会の理念には『法人会は税のオピニオン
リーダーとして 企業の発展を支援し 地域の振興に寄
与し 国と社会の繁栄に貢献する 経営者の団体であ
る』とあります。
　新たに会員となられた企業の皆さんには、この入
会を機会として、この理念に深くご賛同くださった
ことかと思います。今後は、是非とも各種活動に積

極的に参加をされ、ご自身の企業の発展にお役立て
くださることを切に祈念しているところです。どう
か、宜しくお願いいたします。一緒にやりましょう！
　最後に会員各企業の皆様の限りない飛躍と益々の
ご活躍をお祈りして、今回の会員増強月間の御礼の
挨拶に替えさせていただきます。ありがとうござい
ました。

新会員のご紹介 （平成31年3月末日現在）

        支部名 支部名名　　　称 名　　　称業　　種 業　　種
東金１ ㈱クオール ホテル
東金１ ㈱在宅医療サポートれんげ草 保健サービス
東金１ ㈱髙山工業 建設業
東金１ AIG損害保険㈱ 成田支店 損害保険業
東金２ ㈱プリュス 設備工事業
東金２ 楽園プラス㈱ サービス業
東金３ ㈱テンサン 住宅資材製造・販売
東金３ 秀和ハウジング㈲ 不動産業
九十九里１ ㈱古川漁網店 その他卸売業
九十九里2 ㈱アイエー興業 建設業
九十九里2 ㈱ベルウィズ リネンサプライ
九十九里2 ㈱まるに 飲食業
九十九里2 ㈱ヤマショウ 水産卸
大網白里１ ㈱オートリサイクルカトウ 自動車解体業
大網白里１ ㈱ククノチ 造園工事業
大網白里１ ㈱ナインティーン 飲食業

大網白里１ ㈱マテリアルジャパン 製造業
大網白里１ ㈱海渡 不動産業
大網白里１ （特非）ジョブファーム 障害福祉サービス
大網白里１ NPO法人市民ステーション・まちサポ サービス業
大網白里１ あじさい 飲食業
大網白里3 ㈱本田組 左官工事
山武１ 日本郵便㈱ 成東郵便局 金融業
山武２ ㈱小山ファーム 農業
山武４ 日本郵便㈱ 蓮沼郵便局 金融業
山武５ 西徳寺 宗教法人
芝　山 ㈾柳月菓子舗 菓子
芝　山 LECS JAPAN㈱ 国際物流・輸入代行
芝　山 コアテック㈱ 建設業
横芝光１ ㈱マイ・スター 人材派遣
横芝光１ ㈱光興業 建設工事業
横芝光１ 観音寺 宗教法人

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）

〉〉〉〉〉〉〉 会員増強の結果 〈〈〈〈〈〈〈〈
 平成30年12月末日現在（個人は除く）

  支部名

東金１

東金２

東金３

東金４

ブロック計

九十九里１

九十九里２

ブロック計

大網白里１

大網白里２

大網白里３

ブロック計

山武１

山武２

山武３

山武４

山武５

ブロック計

  支部名

芝山

横芝光１

横芝光２

ブロック計

小　計

大同生命

AIU

アフラック

千葉銀行

京葉銀行

千葉興銀

千葉信金

銚子信金

銚子商工

税理士会

その他

小　計

合　計

    
 3 1
 4 0
 4 0
 3 5
 14 6
 1 3
 3 2
 4 5
 4 5
 3 8
 2 1
 9 14
 3 0
 2 7
 4 3
 1 1
 2 1
 12 12

    
 3 3
 2 3
 2 2
 7 8
 46 45
 5 2
 5 5
 3 0
 10 11
 6 6
 3 0
 3 2
 3 3
 3 2
 3 1
 3 2
 47 34
 93 79

目 標  獲得数 目 標  獲得数

※個人情報公開先のみ掲載
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  ○新入会員のつどい

　　
　2月 17 日（日）、東金市の蓬莱閣において、平成
29 年度、30 年度の新入会員を対象に「新入会員の
つどい」を開催しました。

　はじめに研修担当の齋藤委員長から、会社名を添
えて新入会員のみなさんのご紹介をしました。その
後、食事・歓談・名刺交換が行われました。先に行
われた中村成博先生の講演内容を活かし、この出会
いをきっかけに事業が発展されるといいですね。

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

　さる2月17日、平成30年度新入会員のつどいを東金、蓬莱閣にて開催。
　第1部は講師に6月のコーチング研修で好評を博した中村成博氏に再び
登場願い、さらに深く経営者のあるべき姿についてお話しいただきました。
　中村先生は都内、新宿歌舞伎町の日本マクドナルドを10年間で3店舗、ア
ルバイトが9割（うち3割は、高校生）という従業員構成で常に人出不足という
状況を抱える中、東京都で最も低い平均時給にもかかわらず、最も低い離

職率を実現し続け、社内でも注目を浴びました。
　その経験から、「スタッフが辞めないこと」が一番生産性の高いことを実証し、あらゆる分野、組織に対
して有効な「人の辞めない組織作り・チーム作り」の秘訣について、人の関わり方が最も重要という実践
理論を展開されました。
　よく見受けられる退職理由1位の「家庭の事情」は実は建前で、本当は人間関係が良くなかったのが
理由で、いいコミュニケーションが取れていなかったから辞めたのが真実とのこと。
　組織のリーダーには人間関係を育む在り方といったものが必要になる。そのために世代間のギャップ
や、今の時代感覚を理解し、併せて人の特性も理解しなければならない。
　その上で、人間関係を穏やかなものにして、スタッフ一人一人の存在の評価を適切に行い、社風・労
働環境を整えていくことがやる気モードを上げていく条件となる。そのようにしてスタッフの心の中に「～
したい」意欲を育むことが、モチベーションアップのポイントになる等々、従業員の成長を図るマネジメント
手法を丁寧に解説していただきました。
　しかしながら、この講演も知識として知っているかではなく、できているかの視点で聞くことが最も重要
と、最初にくぎを刺されて始まりました。本当に内容の濃い講演で、いつもより長い時間にもかかわらず皆
しっかりメモを取り、身を乗り出すように聞き入っていました。

職場のモチベーションアップセミナー

～モチベーションのメカニズム攻略～
中村 成博（なかむら まさひろ）氏 講演

講演会

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）
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  ○防犯ホイッスルの寄贈
　　

　毎年行っております、新一年生への防犯ホイッスルの寄贈ですが、今年は厚生委員が中心となり各地区の副会
長や支部長といっしょに、市町の教育委員会へ寄贈にうかがいました。
　今年のホイッスルには防犯の合言葉である「いかのおすし」が印刷されています。登校時、上級生から学校行
事について聞いたり、同級生との帰宅時に一日の振り返りの会話をしたりと、登下校の時間も大切な学びの時間
になります。しかし、小さな子どもが巻き込まれる犯罪が後をたちません。このホイッスルを活用し、地域のみ
なさんに見守られながら、安心して登下校してほしいですね。

  ○連絡緊急メモ
　　
　毎年寄贈しております「緊急連絡メモ」を、平成 30 年度
は九十九里町と芝山町に贈りました。自分についての医療の
情報（持病や飲んでいる薬）や、もしもの時に連絡してほし
い人を記入する欄があります。お年寄りが使いやすいように
記入箇所を少なくし、記入欄は広くしました。リニューアル
した「緊急連絡メモ」をぜひご活用ください。

東金市

山武市

九十九里町

芝山町

大網白里市

横芝光町

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 厚生委員会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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）

飯田厚生委員長から九十九里町役場職員の方へ
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ブロックだより

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）

　東金ブロックでは八鶴湖の遊歩道（東金高校正門前）に、ベンチを寄贈しました。地盤が緩く傾斜地のため、
コンクリートの基礎を埋め込み、ベンチを固定しました。満開の桜の季節に訪れた人々が、ゆっくりと腰を下ろ
し、八鶴湖の景色を楽しんでくれることでしょう。

　山武ブロックでは、山武市立大平小学校に児童図書を寄贈しました。学校・図書室担当の先生に希望を聞き、
子どもたちが興味を持ちそうな、いろいろなジャンルの本を選びました。多くの子どもたちが本を手に取り、読
書を楽しんでほしいと思います。

　横芝光・芝山ブロックでは芝山町の芝山中学校入口バス停に２基のベンチを寄贈しました。冷たい雨の降る中
での作業でしたが、持ち寄った機材・工具等を使い短時間で設置することができました。このバス停は成田空港
と屋形海岸を結ぶ路線や、東京の大崎まで行く路線の停留所でもあるため、町民の方や付近へお勤めの方々に広
く利用されているようです。設置したベンチを長く大切に使ってほしいです。

〔東金ブロック〕

〔山武ブロック〕

〔横芝光・芝山ブロック〕



－ 8－ 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）

部会だより
IIIIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIIIII
  ○租税教室

　青年部会では、12 月 14 日、大網白里市立大網小
学校 6年生 84 名と、1月 17 日、九十九里町立豊海
小学校 6年生 44 名を対象に租税教室を行いました。
租税教室は、税金の必要性や使い道などを理解して
もらうために、毎年小学校 6年生を対象に開催して
います。
　身近な税金である消費税を例に税金の流れを説明

したり、税金のある世界、ない世界を描いたアニメ
を見るなどして、税金の大切さを分りやすく説明し
ました。
　また、学校の校舎の建設費用が 10億円かかる話や、
現金 1億円のサンプルを展示するなどして、難しい
税金の話も興味をもってもらえそうなことを例にあ
げ、受け入れやすい授業内容だったと思います。
　今後も、税金の大切さを楽しく分りやすく学んで
もらえるように、この活動を継続していきたいと思
います。

（青年部会　古城 寿大）

　県法連主催による新年賀詞交歓会が、1月29日（火）、ホテルポートプ
ラザ千葉において開催されました。
　第１部の新春講演は、明治大学政治経済学部准教授の飯田泰之
氏が「日本経済の今後と地域経済の課題」をテーマに講演。日本経済
の置かれている現状から始まり、地域経済の再生なくして日本経済の
再生もない。これからの経済成長にとって必要な「動く成長」「集う成
長」「親しむ成長」を地域と経済がどのように取り入れていくか、その具
体的な方策をわかりやすく解説いただきました。
　第２部の納税表彰受彰祝典では、大岩県法連会長より9月から12月
にかけての会員増強運動で、全14単位会が目標を達成したことに対し
お礼のお言葉がありました。また、2年後に千葉県で開催される法人会
全国大会に向け、平成31年度中には実行委員会を立ち上げ、準備を
開始します。全国大会の成功に向け、各単位会及び会員の皆様方の
ご協力をお願いしたいとのお話がありました。
　その後、国税庁長官及び東京国税局長納税表彰受賞者の方々に
お祝いの言葉と、記念品が贈呈されました。
　第３部では、恒例の賀詞交歓会が和やかに行われました。

県法連主催 賀詞交歓会

大岩県法連会長

出席した役員のみなさん

大網小学校 豊海小学校



－ 9－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）

　本社事務所に入ると、そこでは大勢の人がデスクで事務作業
をしたり、大きなテーブルで話し合いをしていたりとなんとも不
思議な光景。それぞれ自在に動いていて不動産管理会社とい
うより公民館といった趣。
　天台宗の開祖、最澄の教え「一隅を照らす」を経営理念に6:4
の割合で本業と地域活動に取り組んできた大里には普通の姿な
のかもしれない。住民一人一貢献の発想のもと、各々ができる
限りのことをすれば社会は良くなるとの思いから、現在行われ
ている活動は、254もの項目があり、主婦レストラン、手作り
ショップ、地球塾（学習ゼミ）、元気会（連れ合いを亡くした方々
のお喋り会）などに、それぞれ地域住民と社員が携わっている
とのこと。

野老代表：当社では毎日気づきの訓練を行っています。
　　その結果、使用していない時間帯に空いているスペース
の有効活用をということで、現在のような多くの地域活動
が可能になっているんです。占有空間がない、垣根のない
事務所で社員もお客様もボランティアも垣根なく活動でき
るようになっています。

Q:地域活動を始めるきっかけは何だったのですか。
野老代表：最初は学童保育です。我が子も他所も無くて困っ
ていたから、じゃあ会社でやるかということで始めたんで
す。

　254種もの活動の中には、100人規模の講演会を100
回以上続けているが、有名な講演者ばかりなので、必ず足を
出さないよう結果を出しているとのこと。企業がかかわる以上、
赤字は出すべきでないという姿勢からだという。

野老代表：慈善事業をやっているわけではないので、元気会
にしても、お抹茶等の飲み物のお代を頂いてお出ししてい
ます。

　　何だかんだで今まで17本のTV番組に出演しています。
お陰でいい宣伝になってくれています。自社でPVを作っ
たらとんでもない費用がかかるし、完成度も期待できない
から、その分費用が浮いたなって思っています。

Q:254もの地域活動を、仕事時間の4割で行うというのは、
いささか無理がありませんか ?社員には、負担になってい
ませんか ?

野老代表：社員のだれでも直接聞いてみてください。
社員：住民の方々とのつながりが実感できるので、それは、
喜びです。苦痛はありません。

野老代表：朝令暮改はしたくないので、社員には自分の考え
を挨拶やトイレの使い方に至るまで全て具体的な表現で明
文化してあります。それによって最短で目的を達成するこ
とができると思っています。

　驚いたのは、経営計画書である。売上目標額だけでなく、
納税額の目標も設定されているのである。納税額が決まれば、
利益も決まるのでかえって仕事は楽なのだという。人に喜んで
もらえるように仕事をして、結果税を納め、国を支えられる。
法人会のモットーそのものである。

▶代表取締役：野老 真理子
▶所在地：大網白里市みやこ野2-3-1
▶創　業：昭和50年7月
▶電話番号：0475-72-3473
▶URL：http://www.ohsato.co.ip

大里綜合管理 株式会社

左より  野老社長　平賀委員長　小倉副委員長

　法人会の会員でこの会社を知らない会員の方が少ないと思われるほど既に大里綜合管理は、事業面でも地域活動に
おいても周知の企業でしょう。当会でも講演して頂いているうえ、様々な広報誌面にも登場されています。そこで今回、
事業内容等の詳細はHPを参照していただくとして、野老代表の本音をインタビューできればとお伺いしました。

代表取締役：野老 真理子
所在地：大網白里市みやこ野2-3-1

企業戦士の素顔

社屋裏側のレストランとカルチャースクールの入口

社員のみなさんがコーラスを披露してくれました。



－ 10 － 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）



－ 11 －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）



－ 12 －

～税務署だより～

平成31（2019）年 税務職員募集

記
◇受験資格　　
  １. 平成 31 年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日
から起算して３年を経過していない者及び平成 32 年３月までに高等学校又
は中等教育学校を卒業する見込みの者

　２. 人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者

◇申込手続
　１. 申込方法：インターネット申込み 
　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスを御利用ください。
　　　　［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］
　２. 受付期間
　　平成31年６月17日（月）９時～平成31年６月26日（水） [受信有効]
　３. 受験案内交付期間
　　平成31年５月７日（火）～平成31年６月26日（水）
　　９時～17時（土曜日及び日曜日を除く。）
　４ 受験案内交付場所
　　東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）
　 　（注）人事院ホームページからもダウンロードすることができます。
　　　　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］
◇試験日　　
　第１次試験  平成31年９月１日（日）
　第２次試験  平成31年10月９日（水）～平成31年10月18日（金）のうち
　　　　　　  指定された日時

　（注）　詳細については、お気軽に東京国税局人事第二課試験係
　　　　（電話（03）3542-2111内線2163）までお尋ねください。

　　　※平成31年５月１日以降の元号については、便宜上、「平成」と表記しています。

税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・
経済・会計等の専門知識を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収
入を確保するための事務を行います。

Ｐｒｉｄｅ of the Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ ～公平な世の中を創る、志～
適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

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）



－ 13 －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）　

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）

　　　　　　　　千葉県税理士会 東金支部 支部長　小林　壽史

　春光うららかな季節を迎え、公益社団法人東金法人会の会員の
皆様方には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　この度の役員改選によって千葉県税理士会東金支部長に就任い
たしました小林でございます。

　公益社団法人東金法人会の役員及び会員の皆様には、日頃より法人会活動を通して、
税理士会の活動に深いご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　東金法人会におかれましては、日頃から研修会や各委員会・部会活動によって会員
に研さん・向上・親睦の機会を提供するだけでなく、広く一般にも開かれた講演会や
各種行事等を通じて、地域経済の発展、税知識の普及、納税意識の向上に深く大きな
役割を果たしておられると感じており、このことに対して、改めて深い敬意を表する
ものです。
　今年は、10月に消費税の税率引上げが予定されており、軽減税率も導入されます。
とりわけ、この軽減税率の導入は、われわれ税理士の顧客の大部分を占める中小事業
者の方々に、少なからぬ負担を強いることが予想されます。それに対して、われわれ
税理士は何をなし得るか、何をなすべきかを、東金法人会の皆様方と一緒に考え、実
践していきたいと思っていますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
　結びにあたりまして、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の
ご健勝、事業のご繁栄を祈念申し上げ、就任のあいさつとさせていただきます。

就任のご挨拶

税理士会からのお知らせ



－ 14 － 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）

東金県税事務所からのお知らせ

平成31年度自動車税の
納期内納付について

　自動車税の納期限は、５月３１日（金）です。4月26日に納税通知書が送付されます
ので、最寄りの金融機関やコンビニエンスストアで納期限までに納めましょう。

　　　（問合せ先） 東金県税事務所：℡0475-54-0223
  　 自動車税事務所：℡043-243-2721

法人県民税・法人事業税・
地方法人特別税の申告・届出には

eLTAXが便利です
　eLTAX（エルタックス）は、地方税の申告・申請・届出をオフィスや自宅からインター
ネットを通じて簡単に行うことができるシステムです。複数の地方公共団体にも一括
で手続きできます。詳しくはエルタックスホームページをご覧ください。

　　　　　エルタックスホームページ：http://www.eltax.jp/
　（システムに関する問合せ先）
　　　　　エルタックスヘルプデスク：℡0570-081459
　（県税に関する問合せ先）
　　　　　東金県税事務所課税課：℡0475-54-0223

事業主の皆様へ大事なお知らせ

千葉県と県内全市町村では
個人住民税の特別徴収を徹底しています

 　所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収を実施す
る義務があります。千葉県と県内全市町村では特別徴収徹底の取組みを行っています
ので、御協力をお願いいたします。

 （手続きに関する問合せ先） 各市役所又は役場の課税課又は税務課
 （制度に関する問合せ先） 東金県税事務所 収税課 ℡0475-54-0223



－ 15 －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）



－ 16 － 税金は 国を支える 大きな柱（山武市立成東中学校3年生 松田梨旺さん）



－ 17 －納税は 一人一人が 主人公（九十九里町立九十九里中学校3年生 古河海響さん）



－ 18 － 税を知り 納めて変える 未来絵図（山武市立松尾中学校3年生 藤代世羅さん）

健康診断健康診断
くわしい内容と受付は、6月に会員全員に黄色い封書で通知します。くわしい内容と受付は、6月に会員全員に黄色い封書で通知します。

年に一度は生活習慣病チェック

一度受けてみませんか？

会員は特別料金（約4割引）で実施しています

●実施日・会場
　８月2日（金）＝ 横芝光町 
　　　　　　　健康づくりセンタープラム
　８月6日（火）・7日（水）＝ 東金商工会館

●健診コース・検査項目
◎Ａコース（基本コース）全47項目
　視力・聴力検査・呼吸器系・循環器系・消化器
系・腎・肝・膵機能検査・糖尿病検査・高脂血
症・高尿酸血症・血液検査・便潜血大腸ガン検
査・眼底・眼圧検査・診察等
◎Ｓコース（若年者コース）全44項目
　Ａコースの消化器系（胃部Ｘ線・大腸ガン）は
いたしません。希望される方は、Ａ又は総合
コースでお申込みください。
◎総合喀痰コース（ドック健診）全58項目
　Ａコースに腫瘍マー力一（CEA・AFP・
CA19-9） 検査+超音波腹部5臓器（胆・肝・
膵・腎・脾）検査の他、B型肝炎検査+C型衣炎
検査が追加されます。

〈オプション〉
  左記各コース受診の方に対し、ご希望により
  行ないます。（別料金） 
・前立腺腫瘍マー力一検査（PSA）
 （50歳以上の男性）
・女性健診（女性対象超音波検査）
・C型肝炎検査（HCV） 総合コースでは実施

　○2月5日（水）・6日（木）
　　東金商工会館
　○2月7日（金）
　　山武市松尾町 ふれあい館

《冬の実施予定日・会場》

県外一泊研修会に参加して、
日ごろの疲れを癒やし、会員のみなさんの
交流をはかりましょう！！

お申込につきましては、
広報誌に同封のチラシを
ご利用ください。

◎日　　時 6月16日（日）～17日（月）
◎方　　面 長野県　信州方面
◎参  加  費 20,000円
◎募集人数 80名（先着順・法人会々員のみ）

《県外一泊研修会》



－ 19 －希望ある 豊かな未来に つながる税（大網白里市立大網小学校6年生 斉藤大晶さん）

　横芝光町北西部に位置する中台集落の西はずれに、
ひときわ高い杉の古木を鎮守とする大宮神社がある。
この神社の創建はわからないが、近隣には中台貝塚や
大きな古墳などの古代の遺跡が分布し、古くから人々
の営みがあって、この地域の歴史の重層さから、古く
から信仰の場となっていたことが推定される。神社に
祀られている神様は大己貴命（おおなむちのみこと）
で、大物主命（おおものぬしのみこと）、あるいは大
国主命（おおくにぬしのみこと）とも呼ばれ、本社は
奈良の大神神社（おおみわじんじゃ）で、日本の神様
の中では最も古く、おおもとの神様でもある。大己貴
命は蛇の化身で、縄文時代から信仰されていた神様で
あると推定され、縄文土器には蛇を表わした文様があ
ることからも見て取れる。
　大神神社の伝説では、昔、天皇のお姫様が三輪山
の神様と恋に落ち夜を共にした。夜が明けると寝床か
ら一匹の蛇が這い出るのを見て仰天し、お姫様は蛇
と夜を共にしたことを恥じ、箸で自分を刺して死んで
しまったという。つまり大神神社の神様は蛇の化身で、
縄文の神様でもあったのである。中台の大宮神社の周
辺には縄文時代の遺跡が多くあり、それらの遺跡と神
社との縁があながちなかったとは言い切れないかもし
れない。

　さて、大宮神社では今日、８月の最終日曜日には風
祭と呼ばれる祭礼があり、境内の銀杏の木に掛けら
れた梯子に乗って獅子舞が舞われる。風祭はこの時期
（二百十日）、台風が多くやってくることから、その風
水害から米を守るため、大風鎮めのために始められた
という。また、梯子獅子は江戸時代中頃、伊勢大神
楽が伝わったことから開始されたと思われ、戦後一時
期休止した時もあったが、昭和 50 年代に復活し今日
に続く。同様な梯子獅子は、県内でも他に数か所で行
われている。

　また神社の入り口には、町指定有形文化財の立派な
庚申塔が建ち、村の守り神として道筋のむら入り口に
立っている。このように、中台大宮神社は、この地域
の文化財を代表する場として、これからも地区の皆さ
んに守られていくことであろう。

　　文責：横芝光町教育委員会 社会文化課生涯学習班 
　　　　   文化財担当 道澤　明

郷土史跡名所めぐり 旧横芝町の巻その188

中台大宮神社
― 梯子獅子が舞われる神社 ―

★

松尾横芝 IC松尾横芝 IC

銚子
連絡
道路

銚子
連絡
道路

横芝光 IC横芝光 IC

JR 横芝駅JR横芝駅

JR松尾駅JR松尾駅

芝山古墳群芝山古墳群

国道
126
号線

国道
126
号線

芝山町役場芝山町役場

中台大宮神社中台大宮神社



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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・東金県税事務所からのお知らせ
・東金労働基準監督署からのお知らせ
・事務局だより

企業戦士の素顔

9pに掲載しています
。

話題のコーナー

旧横芝町【中台大宮神社】旧横芝町【中台大宮神社】

大網白里市

大里綜合管理株式会
社 

　 代表取締役 野老
真理子 様

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）

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

【年会費の口座振替のご契約をされていない方へ…】
年会費の納入は、手数料不要の口座振替が便利です。お問合せ等は、

事務局 TEL．0475-52-0022 までご連絡下さい。

　平成31年度の年会費の引落しを4月17日（水）に行いましたが、引落しの出
来なかった会員様につきましては、再度6月17日（月）に請求させていただきま
すので、早めにご指定の口座に資金の準備をお願いいたします。
　また、振込を希望されている会員様につきましても、6月17日（月）までに、既
にご案内済みの振込用紙等でお振り込みくださいますようお願いいたします。

～年会費の再引落が6月17日（月）に行われます～

5月～9月の行事予定
5月   9（木） 決算法人説明会  東金商工会館
 28（火） 第7回定時総会  東金文化会館
6月 11（火） ビジネスマナー講座  東金商工会館
 14（金） 源泉部会源泉徴収事務研修会  東金商工会館
 16（日）～17（月）　県外一泊研修会  長野県信州方面
 17（月） 年会費再引き落とし  
 18（火） 県法連第６回定時総会役員大会  三井ガーデンホテル千葉
 19（水） パソコンセミナー　　  読売センター成東
 21（金） 青年部会税務研修会  東金市中央公民館
 26（水） パソコンセミナー　　  読売センター成東
7月   2（火） 決算法人説明会  東金商工会館
   4（木） 新設法人説明会  東金商工会館
 17（水） コーチングセミナー  東金商工会館
 19（金） 理事会・合同専門委員会  東金商工会館
8月   2（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（火） 生活習慣病健診  東金商工会館
   7（水） 生活習慣病健診  東金商工会館
 13（火）～15（木）　事務局夏季休業  
9月   3（火） 会員増強運動推進会議  東金商工会館
   5（木） 決算法人説明会  東金商工会館
 11（水） 税制委員会消費税の軽減税率セミナー  東金商工会館
 19（木） チャリティーゴルフ大会  ヌーヴェルゴルフ倶楽部
 27（金） 青年部会キャッシュレスセミナー  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。


