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年頭のご挨拶

一般社団法人  成田法人会会長 林　　 康　 博

　新年あけましておめでとうございます。
　令和３年の年頭にあたり謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　この輝かしい新春を皆様と共に迎えることが出来ますことは、誠に意義深くこのうえもない
喜びとするものであります。また、会員の皆様はじめ関係各位には、日頃から法人会の活動に
対して深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大によって、わが国の経済や国民生活はこれま
で経験したことのない甚大な影響を被りました。４月には、特別措置法に基づく緊急事態宣言
が出され、感染防止のため国家間や地域の移動が制限されて経済の動きが停滞したことにより、
企業業績や個人消費、所得、雇用が圧迫され、国の財政も緊急経済対策等の発動で大きな負担
を抱えました。７月から予定されていた東京オリンピック・パラリンピックも１年延期となり、
また多くの地域イベントや季節の行事が中止となりました。またマスクの着用やソーシャル
ディスタンスをとる必要があるなど、私どもの日常生活は一変し、テレワークやオンライン会
議・授業、ネット通販などが次々と導入されました。

　こうしたなか、私ども成田法人会では、感染予防対策を図った上で、８月には税に関する研
修会を再開しました。１回の定員を10名までとし、マスクの着用や手の消毒、換気、座席の間
隔確保、終了後の消毒作業など、参加者の皆様に安心して受講して頂けるよう対応致しました。
また理事会や委員会、部会役員会等においても同様の感染予防対策を図りました。そして「三
密」を避けた感染リスクの低い事業として、オンラインセミナーや税に関するパンフレットを
配布したJR成田駅前での街頭キャンペーン、PCR検査等で日々ご尽力されている印旛市郡医師
会への寄付を目的としたチャリティーゴルフ大会など新規の事業にも取り組みました。

　本年を展望しますと、世界中に拡大した新型コロナウイルス感染症の終息がなかなか見通せ
ないなか、米中の経済問題の長期化懸念や、中東情勢の不安定化、朝鮮半島を巡る東アジア情
勢など、わが国を取り巻く国際情勢は不確実性を増していくものと思われます。一方、国内に
目を向けますと、コロナ禍による企業業績や個人消費、雇用情勢の低迷から脱却するには、な
お相当な時間や財政出動による経済対策を要するものと思われます。会員企業の皆様におかれ
ましても日々大変なご苦労されていることと拝察致しますが、何卒この苦難を乗り越えて頂き
再び前進されますよう心より願っております。

　成田法人会では、今後も成田税務署、税理士会など関係機関・団体の協力を頂きながら、税
知識に関する研修会や広報、税制改正要望等を重視して活動してまいります。また会員の皆様
の声を幅広く受け止めながら着実に前進してまいりたいと思いますので、引き続きお力添え賜
りますようお願い申し上げます。

　最後になりますが、会員企業の益々のご隆盛と会員皆様のご活躍、ご健勝を祈念いたしまし
て年頭の挨拶といたします。
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成田税務署長 大久保　昇　一

新年のごあいさつ

　新年明けましておめでとうございます。
　令和３年の年頭にあたり、一般社団法人成田法人会の皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上
げます。
　さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウィルス感染症の流行が発端となり、東京オリ
ンピック・パラリンピックをはじめ多くの行事が延期や中止となるほかソーシャルディスタ
ンスの実践など、これまでの生活様式が一変した一年でした。
　成田法人会におかれましては、各市・町の産業まつりや女性部会による税に関する絵はが
きコンクールなどが中止となるなど厳しい状況の下、「新しい生活様式」の定着に配意しつ
つ各種説明会を再開するとともに、新たに年末調整のオンラインセミナーを開催していただ
きました。また、「税を考える週間」には青年部主催の下、元千葉ロッテマリーンズの里崎
智也氏を招き、成田駅前でのパソコン・スマホ確定申告の街頭キャンペーンを実施していた
だきました。加えて女性部会におかれましても租税教室を実施していただくなど、コロナ禍
においても税知識の普及啓発活動に積極的に取り組んでいただきました。
　こうした法人会役員の皆様のご尽力に対しまして深く敬意を表しますとともに、今後も魅
力ある活動を継続されますよう、ご期待申し上げます。
　ところで、税務行政を取り巻く環境は、経済活動のICT化やグローバル化の進展に加えて、
今般の新型コロナウィルス感染症への対応により、急速に変化しています。国税当局といた
しましては、自宅からのスマートフォンやパソコンなどを活用したe-Taxの利用の推進など、
引き続き納税者の皆様の利便性の向上に努めてまいりたいと考えております。
　まもなく、令和２年分の所得税等の確定申告時期を迎えます。税務署の確定申告書作成会
場は、例年と同様、イオンモール成田２階「イオンホール」に開設いたしますが、会場にお
ける感染症対策が最優先の課題であります。
　このため、会場内の滞在人数を常時一定の範囲内となるよう「入場整理券方式」を導入
するとともに開設期間を２月１日（月）から３月15日（月）までと拡張することと致しましたが、
混雑（３密）を避けるためにも、会員及びその従業員の皆様には、例年以上に、申告書の早
期提出、とりわけ自宅からスマートフォンやパソコンで確定申告ができるe-Tax・キャッシュ
レス納付のご利用を重ねてお願い申し上げます。
　結びに当たり、この新しい年が、一般社団法人成田法人会にとりまして、更なる飛躍の年
となりますよう、また、会員の皆様並びにご家族の皆様にとりまして、ご多幸の一年となり
ますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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千葉県税理士会成田支部長 湯　 浅　　 豊

　新しい年を迎え、心よりお慶び申し上げます。
　林康博会長様をはじめ一般社団法人成田法人会の皆様には、平素より千葉県税理士会成田
支部の事業及び活動に対して、深いご理解とご協力を賜っておりますことを厚く御礼申し上
げます。
　現在の社会経済状況は、一年前には全く想像することができなかった状態となっておりま
す。新しい生活様式が求められる中、感染防止との両立を図りながらの経済活動には多くの
制限を避けることができず、皆様の生活や事業にも大きな影響が未だ続いていると思われま
す。こうした状況下で昨年は、各種の給付金制度や補助金制度、さらには税の猶予制度等が、
国を始めとして地方公共団体でも実施や制度化されました。こうした制度の適用を受ける上
では、これまでの適正な申告と適正な書類の作成、さらに適正な会計処理による経営状態の
正しい現状把握が必要であることが改めて明確となったといえます。
　さらに税制については、既にその施行が決まっていたものとはいえ、大きな改正が近年は
続き今後も続きます。皆様ご自身の事業を次の世代へバトンタッチすることに関する事業承
継税制とその特例といった大きな問題から、日々の取引に影響する消費税の軽減税率制度の
導入等と改正は多岐に及んでいます。これらに加え昨年は所得税の所得控除に関する改正も
ありました。今後はさらに、令和５年から導入される消費税の適格請求書等保存方式（イン
ボイス方式）と、その準備となる本年から始まる発行事業者の登録は多くの事業者の皆様に
かかわる問題です。マイナンバー制度の利用拡大に向けた国の施策も、皆様の事業に今後大
きくかかわってくると思います。
　こうした税制をはじめとする制度の改正は、事業者の皆様にもさまざまな影響を及ぼすと
思われますが、このコロナ禍という不安定な社会経済状況下での改正は、事業者の皆様に
とってもさらに大きな負担になると思います。一方で現在、情報は容易に大量に得られるゆ
え、正確な情報に基づく正確な知識、一時的な損得勘定ではなく総合的な見地に基づく物事
の価値を判断することは非常に難しくなっていると思います。
　千葉県税理士会成田支部会員は、税務の専門家として納税義務の適正な実現を図ることを
使命とし、社会に貢献していくことは、貴会とその理念を共有しております。さらに、皆様
と同じように千葉の北総地域を拠点として事業活動を行う者として、税務・会計・経営全般
にわたるその専門性を生かして、皆様のお話を伺いながら事業の中でお役に立てるように努
めることもその大きな役割と考えております。具体的には、貴会で実施される研修会や日々
の会員の皆様との交流を通じて、正確な情報をお伝えすることが、皆様の抱える様々な問題
解決への道しるべになればと考えております。
　最後になりますが、一般社団法人成田法人会の益々のご発展と、何よりも今は、会員の皆
様とご家族の皆様、そして関係されるすべての皆様方のご健康を願うとともに、新型コロナ
ウイルスの感染拡大に一日も早く明確な収束の方向性が見いだされることを祈念して、年頭
のご挨拶とさせていただきます。

年頭のごあいさつ
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　12月４日（金）第１回常任理事会が、ANAク
ラウンプラザホテルにおいて、林会長以下21名
の常任理事・監事１名が出席して開催された。
　また、成田税務署から大久保署長、外川副署
長、古澤統括官、大西調査官の参加を頂いた。
　主要な議題は以下のとおりであった。

第１議題　納税表彰式
　新型コロナウイルス感染症拡大の懸念が続い
ていることから、税務署及び関係６団体での納
税表彰式が中止となったため、常任理事会にお
いて法人会会員の表彰を行った。

【東京国税局長表彰】　（１名）
　林　　康博氏（三和総業㈱・成田東支部）
【成田税務署長表彰】　（２名）
　吉田　孝一氏（㈲吉田屋呉服店・志津北支部）
　山本　　孝氏（㈲山本産業・四街道支部）
【成田税務署長感謝状】（１名）
　宇都宮高明氏（㈲三里塚航業・成田ニュータ
　　　　　　　　ウン支部）
【成田法人会長表彰】　（２名）
　半谷　光司氏（㈱コラム・臼井支部）
　升崎百合子氏（㈲グリーンベルト・臼井支部）

第２議題　チャリティーゴルフ大会の開催結果
　令和２年11月20日（金）に久能カントリー倶楽
部において開催された成田法人会チャリティー
ゴルフ大会について報告が行われた。
　参加者は115名で、女性部会有志からのチャ
リティーを含めて目標額の100万円を超える寄
付額が集まった。また団体部門で優秀な成績を
おさめた１位から３位までの支部に海寶実行委
員長より賞品が贈呈された。そして集まった寄
付金は12月８日に公益社団法人印旛市郡医師会
の菅谷義範会長に贈呈されることが報告された。
第３議題　会員増強について
　９月８日の第２回理事会で、会全体の会員増
強目標を半分の100件に下げることが決議され
たが、11月末の進捗状況について報告がなされ、
目標達成に向け意見交換がなされた。
　　実　　績　７７社　（達成率77％）
　　達成支部　１２支部
第４議題　来年度の支部役員体制について
　令和３年の第48回定時総会は役員改選の時期
となるので、各支部の役員体制について早期に
固めていくことを確認した。
第５議題　その他
　令和３年１月27日の新春講演会等の行事予定
及びe-Taxでの確定申告推進等について報告が
なされた。

令和２年度　第１回常任理事会

林　会　長 大久保税務署長

納税表彰の受彰者 法人会長表彰の受彰者

常任理事会の様子

令和２年度　納税表彰受彰者
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　12月８日（火）第４回会長・副会長会議が、成
田法人会館において、林会長及び５名の副会長
が出席して開催された。
　会議には、公益社団法人印旛市郡医師会の菅
谷義範会長をお招きし、11月20日（金）に久能カ
ントリー倶楽部において開催された「成田法人
会チャリティーゴルフ大会」で、参加者や女性
部会有志、支部、部会等から寄せられた寄付の
贈呈式が行われた。
　寄付額は1,077,320円で、林会長及び海寶チャ
リティーゴルフ大会実行委員長から菅谷会長に
目録を贈呈し、「新型コロナウイルス感染症の拡
大が懸念されるなか、是非ともＰＣＲ検査等の
地域医療にお役立て頂きたい。」と挨拶があった。
　菅谷会長からも「大変有難い寄付であり、コ
ロナ対策の地域医療に必ず役立てていきます。
そして何よりも皆さんが健康で感染されないこ
とを医療従事者としてお願いします。」と話があ
り、同医師会からの感謝状が法人会に渡された。

令和２年度　第４回会長・副会長会議

（公社）印旛市郡医師会　菅谷会長への贈呈式

　12月８日（火）第１回総務委員会が、成田法人
会館において、林会長及び４名の副会長と、江
口総務委員長及び２名の総務委員が出席して開
催された。
　主要な議題は以下のとおりであった。
　第１議題　令和２年度会計の収支概要報告等
　第２議題　新春講演会について
　第３議題　支部の統合について
　第４議題　役員改選について
　令和２年会計の収支については、会費等の収
入はほぼ計画どおりであるが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響により、講演会や研修会、

令和２年度　第１回総務委員会

総務委員会の様子

林　会　長 江口総務委員長

委員会、夏休みお楽しみイベント等、本部行事
の一部が中止や変更となったほか、支部計画事
業の開催が少ないことなどから、事業ごとの支
出が計画より少なくなる見通しであることが説
明された。
　また、令和３年１月27日（水）開催予定の新春
講演会は、新型コロナウイルス感染症拡大の懸
念から、従来の賀詞交歓会にて行ってきた懇親
会は開催せず、新年挨拶および講演会のみの開
催とすること、一部の支部から統合の話が出て
いること、および第48回定時総会は役員改選の
時期となるので、各支部の役員体制について早
期に固めていくこと等を確認した。
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　11月18日（水）成田法人会館において、青年部
会・女性部会合同による「成田税務署長との意
見交換会」が開催された。
　成田税務署からは、大久保昇一税務署長、外
川幸裕副署長、古澤敏之法一統括官、野田康弘
審理担当上席の４名が出席された。青年部会・
女性部会からは10名が参加した。
　最初に、大久保署長から「税と将来について
考える」と題して講話が行われ、OECD諸国の
政府支出の状況や国民負担率の国際比較、少子
高齢化の進行と国民１人当たり医療費・介護費
の増加、公共サービスと受益者負担など、資料
に基づき多岐にわたって熱心なお話を頂いた。
講話後、意見交換会が行われ、コロナ禍のなか
年末調整説明会や確定申告無料相談会の開催有
無や、税に関する広報活動等について質問があ
り、税務署から丁寧な回答と説明が行われた。

成田税務署長との意見交換会

大久保署長からの講話の様子

　11月４日（金）成田市中央公民館において令和
２年度源泉部会年末調整説明会を開催した。
　「三密」を避けるため、ソーシャルディスタン
スを確保し、また、午前、午後の４回に分散し
て行った。
　会場では「年末調整のしかた」を視聴し、年
末調整の関係使用帳票を配布した。

年末調整説明会の様子

　源泉部会（46社）では、オンラインによる「年
末調整説明セミナー」（委託先㈱ブレーン）を
11月５日（木）の14:00～15:30に実施し20社が参
加した。
　講師は小野税務会計事務所の所長で税理士の
小野恵氏で、年末調整の基礎知識や令和２年分
年末調整の改正点、年末調整の実務（作成手順
や誤りやすい注意点等）などについて、実際の
用紙を用いてライブ配信された。

参加者の皆さん

成田空港警備㈱での受講の様子

源泉部会年末調整説明会

オンラインセミナー開催
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税知識の普及・啓発に関する街頭キャンペーン

　成田法人会青年部会が中心となって、「税を
考える週間（11月11日～17日）」において税知
識の普及・啓発活動を行うこととし、11月12日

（木）10時よりＪＲ成田駅東口の㈱千葉銀行成
田支店前において、市民に対し税に関するパン
フレット等500部の配布活動を行った。
　なお県内で知名度の高い里崎智也氏（元千葉
ロッテマリーンズ捕手、現野球解説者および
千葉ロッテマリーンズ・スペシャルアドバイ
ザー）をお招きしキャンペーンに参加して頂い
た。
　法人会の参加者は、林会長、諸岡副会長、小
泉成田北支部長、神﨑成田東支部長、村岡成田
中央支部長、宇都宮成田ニュータウン支部長、
長谷川青年部会長、金塚青年部幹事、諸岡女性
部会長、香取広報委員、事務局４名の計14名で
あった。
　また成田税務署より大久保署長ほか幹部の
方々、成田市より小泉市長ほか幹部の方々、そ
して成田青色申告会、成田間税会、成田酒類業
懇話会、成田税務署管内納税貯蓄組合連合会、
千葉県税理士会成田支部の方々が参加された。
　新型コロナウイルス感染症への予防対策とし
て、マスク、フェイスガード、白手袋等を全員
が身に着け、市民の方に安心してパンフレット
等の配布物を受け取って頂けるよう取り組んだ。
　配布の際には、「パソコン・スマホで確定申
告をお願いします。」と声をかけ、確定申告会
場で「密」となる人混みの状態を避けるため、
税務署のパンフレットを見せてe-Taxの利用を
呼び掛けた。
　配布開始と同時に、里崎氏は林会長や大久保

署長、小泉市長らと積極的にパンフレットを片
手に通行者に声を掛けて配布し、ＪＲ成田駅や
京成成田駅の周辺で多くの人たちと握手をした
り、一緒に写真を撮ったりと、里崎氏の明るく
温かい人柄によって配布活動は順調に進んだ。
また女性部会が作成した妖怪「アマビエ」のイ
ラスト入りエコバッグを一緒に配布し、税知識
の普及・啓発に加え、コロナ退散と環境保護の
メッセージも発信した。
　里崎氏は街頭キャンペーンの後、次に成田税
務署で「広報大使」としてタブレットを使った
電子申告などを体験された。
　この街頭キャンペーンには、地元の成田ケー
ブルやケーブル296、千葉テレビ放送、ＴＢＳ、
千葉日報社、朝日新聞等のメディアが取材に訪
れ、里崎氏を招聘した効果とともに、法人会の
活動を積極的にＰＲすることができた。
　そして里崎氏からは翌日、「昨日はありがと
うございました。非常に貴重な体験ができまし
た。ニュース等で大きく取り上げてもらって感
謝しています。」と事務局に連絡があった。
【実施概要】
　日　時　令和２年11月12日（木） 10:00～
　場　所　ＪＲ成田駅東口
　　　　　（千葉銀行成田支店前）
　主　催　一般社団法人 成田法人会 青年部会
　協　賛　成田青色申告会、成田間税会、成田

酒類業懇話会、成田税務署管内納税
貯蓄組合連合会、千葉県税理士会成
田支部

　後　援　成田税務署
　協　力　成　田　市
　ゲスト　里崎　智也　氏
　配布物　税に関するパンフレット等

　　右から長谷川青年部会長、 林会長、 里崎智也氏、
　　大久保昇一成田税務署長、 小泉一成成田市長

街頭キャンペーンの様子
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　成田法人会青年部会・女性部会では、11月から12月にかけて域内の小学校６校を訪問し、
６年生を対象に「租税教室」を開催した。
　租税教室の講師は、従来、青年部会員が務めていたが、今年度より女性部会においても新
規事業として租税教室の講師を務めることとなり、10月28日（水）には、成田法人会館におい
て講師研修会を開催し、租税教室の運営について研修を行なった。
　授業では、税金の種類や税金の使われ方、納める大切さを説明し、税金が無い社会を仮想
したアニメ「マリンとヤマト　不思議な日曜日」を上映して理解を深めてもらった。生徒か
らは活発な質問等がなされ、充実した租税教室が開催できた。

小学校での租税教室

佐倉市立王子台小学校

栄町立安食小学校

佐倉市立山王小学校

講師研修会

四街道市立大日小学校

佐倉市立白銀小学校

印西市立木刈小学校

１億円のレプリカを展示

実施日 学　　校　　名 講　　　師

11月17日 佐倉市立山王小学校 諸　岡　由吏子 氏
京　増　貴　子 氏

12月１日 佐倉市立王子台小学校 室　谷　利　子 氏
升　崎　百合子 氏

12月14日 四街道市立大日小学校 金　塚　　　学 氏
長谷川　智　之 氏

12月17日 印西市立木刈小学校 長谷川　智　之 氏

12月18日 栄 町 立 安 食 小 学 校 金　塚　　　学 氏
岩　崎　正　佳 氏

12月18日 佐倉市立白銀小学校 石　渡　敦　子 氏
三　橋　由　美 氏
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　11月20日（金）地域社会貢献委員会が企画した
チャリティーゴルフ大会が久能カントリー倶楽
部（富里市久能722）にて開催された。
参加者は115名で、30組がイン・アウトに15組
ずつ分かれてスタートしプレーを楽しんだ。
【個人成績】（午前中の９ホールにて決定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※敬称略
　優　勝　小坂明宮己（酒々井支部）
　２　位　古川　茂行（印西支部）
　３　位　浅野　　均（印西支部）
【チーム成績】（18ホールにて決定）※敬称略
　優　勝　四街道東支部（氏家慶一、谷村裕太、
　　　　　古川　茂、大野　博己）
　２　位　八街支部（石﨑日出海、佐藤博史、
　　　　　中村和彦、西山雄一）
　３　位　四街道支部（山本　孝、池田清志、
　　　　　加藤　実、渡辺康之）
　本大会の開催趣旨は、今般の新型コロナウイ
ルス感染拡大により、医療機関への負担は増す
一方であることから、法人会として地域の医
療業務に少しでも寄与すべく、PCR検査等に
日々尽力されている公益社団法人印旛市郡医師
会（成田市加良部）に対し、支部、部会、会
員の協力をもって寄付を行い（目標寄付総額
1,000,000円）、新型コロナウイルス感染対策の
一助として頂くためにチャリティーゴルフ大会
を開催するものである。
　そして、個人や支部、部会からの寄付総額は
100万円を超え、12月8日（火）に同医師会の菅谷
義範会長を法人会館にお招きし贈呈式を行った。

【チャリティーゴルフ大会でご寄付頂いた方】
　林　　康博　　小泉　吉則　　平山　佐吉
　神﨑　　誠　　長谷川一治　　村島　義則
　飯塚　健一　　佐久間早文郎　岩崎　和徳
　島田　健夫　　小泉　暉朗　　村岡　竜司
　諸岡　　勲　　黒川　裕保　　信田　光昭
　河合　　潤　　山﨑　昭男　　荒木　良政
　卜部　哲也　　萩原　研一　　尾崎　崇司
　篠﨑　正樹　　田口　武志　　南山　公作
　宇都宮高明　　宇都宮高輝　　房田　圭吾
　石川　邦紘　　藤﨑　政弘　　岩澤　孝一

　小林　　章　　川島　孝之　　小幡　晋彦
　加瀬　邦雄　　大木　俊之　　大木　　哲
　大泉　正昭　　中川　浩史　　戸村　定資
　椿　　仁夫　　富澤　哲夫　　矢部　　明
　日改　照男　　山倉　　等　　藤田　　浩
　森田　修仁　　津田　博明　　松岡　一雄
　草間　冴子　　渡辺　新作　　飯嵜　富雄
　市川　一夫　　土屋　征紀　　小坂明宮己
　関　　謙一　　原　　靖明　　岩澤　潤一
　海寳　弘和　　櫻井　勝治　　石﨑日出海
　西山　雄一　　塩野谷憲司　　佐藤　芳治
　中村　和彦　　佐藤　博史　　實川　正道
　大島　　誠　　中村慶太郎　　宍倉　秀文
　中村　孝治　　大槻　修靖　　倉田　知広
　鳥羽　敏彦　　藤井　謙子　　藤井　裕隆
　根本　翔真　　道林　　淳　　山本　　孝
　池田　清志　　加藤　　実　　渡辺　康之
　栁澤　隆善　　田島　　光　　髙橋　　昭
　中澤　寛義　　栁澤　寿子　　水堀　絹代
　牟田千代子　　氏家　慶一　　谷村　裕太
　古川　　茂　　大野　博己　　江口　寛通
　酒井　正人　　山田　政男　　平川　　進
　前田　順市　　津ケ原正雄　　中村　宏隆
　小林　哲也　　石橋　　充　　古川　茂行
　川崎　　正　　海老原勝治　　武藤　孝幸
　浅野　　均　　坂巻　栄一　　長谷川智之
　目等　研二　　眞名子裕太　　大野　宏樹
　井野口綾子　　諸岡　陽子　　片岡　愛子
　諸岡富美子

【女性部会懇親会にてご寄付頂いた方】
　諸岡　陽子　　諸岡しづ子　　井野口綾子
　加瀬　文江　　三橋　由美　　柴﨑　純子
　片岡　愛子　　竹林　雅子　　大畑　雅美
　石渡　敦子　　京増　貴子　　諸岡由吏子
　飯塚　邦子　　升崎百合子　　佐藤　艶子
　山口萬紀子　　勝田　和世　　村山　美乃
　藤倉　文子　　川村三千代　　大崎　律子
　大崎　愛子　　城間　公子　　小柴　政子
　平野寿枝子　　滝口なおみ　　小幡　葉子
　坂巻　英子　　佐藤八惠子　　上田　節子
　井上　立雄

今回ご寄付頂いた方　（敬称略、順不同）
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第３回　女性部会役員会
　12月11日（金）第３回女性部会役員会が、成田
法人会館において、諸岡陽子女性部会長以下15
名の役員が出席して開催された。
　また、成田税務署から古澤法一統括官、野田
審理担当上席の参加を頂いた。
　主要な議題は以下のとおりであった。
第１議題　令和２年度事業成果の概要について
第２議題　令和３年度事業の大綱（案）
第３議題　令和３年度の役員体制について
　最初に第１議題である「令和２年度事業成果
の概要について」報告があり、令和２年度の事
業として計画した総会・講演会・意見交換会、
研修（観劇）、地域社会貢献活動、税知識の普
及啓発活動、租税教育活動（絵はがきコンクー
ル等）は、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により、やむなく多くの事業が中止・変更と
なったが、部会員の皆様が安心して参加頂ける
ように感染防止対策を講ずるなか、劇団前進座
を成田に招聘し、観劇研修会として朗読劇「平
次女難」を開催した。また、女性部会で作成し
たアマビエのイラスト入り「エコバッグ」を11
月の「税を考える週間」にＪＲ成田駅前での街
頭キャンペーンで配布したり、小学校の租税教
室に講師として参加するなど、新たな事業にも
積極的に取り組んだことが報告された。
　第２議題の「令和３年度事業の大綱（案）」は、
女性経営者等として税務・税制・経営等に関す
る知識、一般教養の向上を図るとともに部会員
相互の親睦を深め、本部の研修会、地域社会貢
献活動、会議等に積極的に参加し、成田法人会
の活性化に資することを方針とした。
　また、来年度は女性部会創立45周年であるこ
とから、記念事業を計画・実施することとした
が、新型コロナウイルス感染症の状況等を注視
しつつ検討していくこととした。
　第３議題の「令和３年度の役員体制につい
て」では、令和３年度の総会時が役員改選とな
るので、来期の役員体制について確認すること
となった。

諸岡陽子女性部会長の挨拶

アマビエとは？
江戸時代後期に肥後の国（現・熊本県）

の海に現れた半人半魚の妖怪です。

「悪い病が流行したら、私の姿を描いて

人々に見せよ」と告げたという。

新型コロナウイルス感染症という病を退

けたい祈りの気持ちが届くようにと、環

境対策としてのエコバッグにアマビエの

イラストを入れました。

女性部会役員会の様子

女性部会作製のアマビエのイラスト入りエコバッグ
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第２回　青年部会役員会
　12月18日（金）第２回青年部会役員会が、ひか
たや第二支店において、長谷川部会長以下４名
の役員が出席して開催された。
　役員会では、主に以下の議題について説明・
審議が行われた。
第１議題　令和２年度計画事業の実施状況
第２議題　令和３年度の事業計画（案）
　令和２年度については、新型コロナウイルス
感染症拡大懸念から、青年部会創立40周年記念
事業をはじめとした主要事業が中止となってし
まったが、11月の「税を考える週間」には、千
葉ロッテマリーンズ元選手の里崎智也氏を招聘

役員会の様子

し、ＪＲ成田駅前での街頭キャンペーンを主催
したことなど、新規事業にも積極的に取り組ん
だことが報告された。

　令和２年度の税務簿記講習会が、９月９日か
ら11月10日にわたり成田法人会館で開催された。
　この講習会は会社の決算申告書が作成できる
ことを目標に全10回で構成されており、斎藤忠
弘税理士が講師となり、６名が受講した。
　斎藤税理士はテキストとは別に毎回独自にレ
ジュメを作成し、受講者からは「具体的に解り
やすく説明して頂けた」等好評だった。

修了証を手にした受講生の方々

【受講者アンケートより】
・毎回、テキストに補足してレジュメを用意

して説明頂けるので解りやすかった。

・税制改正のポイントについても解りやすく

解説いただき役に立った。

・今後とも継続的に講習会が開催されれば、

ぜひ参加したい。

街頭キャンペーンの様子

税務簿記講習会



番号 項　　　目 期　　日
場　　所 参 加 者 等 内　　　容

１ 印西支部役員会 10月28日（水）
割烹小山

柴﨑顧問、小幡ブ
ロック長、海老原
支部長以下９名

行事計画、会員増強、
支部の統合

２ 富里支部ゴルフコンペ 11月13日（金）
久能ＣＣ 岡野支部長以下32名 会員相互の親睦

３ 白井支部情報交換会 12月９日（水）
はな膳（白井店） 野水支部長以下23名 異業種交流会

１　印西支部役員会

３　白井支部情報交換会

２　富里支部ゴルフコンペ
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令和２年10月１日～令和２年11月末日

支 部 名 法　　人　　名 代 表 者 名 所　在　地 業　種　名

成田中央 個人 塚　本　貴　志 香取郡神崎町高谷 不動産賃貸業

成田中央 コンパニオン倶楽部 華舞花 高　橋　みどり 成田市花崎町 飲食業

成田中央 行政書士いしかわ法務事務所 石　川　拓　臣 成田市花崎町 行政書士

成 田 西 (同)ミートプロダクションハヤシ 林　　　貴　之 成田市宗吾 食肉加工業

成 田 西 個人 海老原　弘　樹 成田市公津の杜 建設業

下　　総 ㈱秋葉乳業 秋　葉　秀　威 八千代市緑が丘 乳製品製造業

大　　栄 ㈱成田造園土木 鈴　木　保　良 成田市川上 建設業
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支 部 名 法　　人　　名 代 表 者 名 所　在　地 業　種　名

大　　栄 宇野工業 宇　野　文　秋 香取郡多古町十余三 ダクト製造業

富　　里 個人 石　川　有希子 富里市七栄 保育士

富　　里 ㈲大二住販 里　山　　　昇 富里市日吉台 不動産業

富　　里 (一社)ジャパン･オーガニック･コンソーシアム 南　埜　幸　信 富里市日吉台 コンサルタント業

富　　里 ㈱三橋管財サービス 三　橋　真　一 富里市日吉倉 不動産賃貸業

酒 々 井 個人 大　岡　　　勝 佐倉市小篠塚 造園業

八　　街 ㈱朝倉海苔店 朝　倉　重　夫 大田区東馬込 乾海苔製造卸売業

八　　街 （資）アヴァンセ 野　島　厚　子 八街市朝日 美容業

八　　街 ＧＳＬ（同） 権　　升　　日 八街市八街い 廃プラスチック卸売業

八　　街 （同） Feel so Free 宮　田　祐　貴 千葉市美浜区打瀬 映像製作業

八　　街 ㈱平和総合建設 宮　田　祐　貴 葛飾区亀有 土木工事業

八　　街 ㈱ダイヤモンドジェム 西　占　雪　奈 八街市八街い アパレル全般

八　　街 ㈱ノアーズアーク 西　占　　　勝 市川市市川 人材派遣業

八　　街 ㈱ネクストイノベーション 髙　橋　勝　馬 八街市八街ほ 人材派遣業

八　　街 齋藤歯科医院 齋　藤　　　正 八街市八街ほ 歯科医師

八　　街 ㈲奈良ブロイラー 奈　良　一　三 八街市沖 畜産業

佐　　倉 ㈱ケープラス 久保木　周　作 佐倉市鍋山町 広告業

根　　郷 パワープラント㈱ 相　沢　潤　也 佐倉市表町 リフォーム業

臼　　井 ㈱オフィス秋田 秋　田　丈　人 佐倉市染井野 保険代理店業

志 津 北 ㈲中島電機サービス 中　島　　　稔 佐倉市宮ノ台 自動車整備業

志 津 南 ㈲ l i m p i o 草　野　元　子 佐倉市西志津 サービス業

志 津 南 （同）ＹＳ’セキュア 佐　藤　容　子 佐倉市上志津原 介護事業

志 津 南 （同）ＩＭＡ 石　川　雅　晶 佐倉市井野 不動産賃貸業

志 津 南 ㈱ＬＯＯＰ 麻　生　　　元 佐倉市西志津 福祉サービス業

四 街 道 ㈱ジェーエムシー 湯　　細　　亜 四街道市めいわ 日本語学校

四 街 道 ㈱のざわ 野　沢　純　子 千葉市稲毛区小深町 米穀小売業

大　　日 ㈱フジ給食 安　藤　規　雅 千葉市稲毛区六方町 製造業

大　　日 ㈱四葉建装 友　清　雄　貴 千葉市稲毛区山王町 建設業

四街道東 ㈱ a. gainpartner 相　馬　真　治 千葉市若葉区若松町 健康食品販売・卸

四街道東 ㈱ココモ 北　川　和　男 品川区南品川 酒類販売業

四街道東 ㈱Ｊ.Ｊ.インターナショナル クーランチュリ・アブニアジェット・アルナ 四街道市南波佐間 自動車卸売業

四街道東 台聨金属㈱ 林　　溪　　祥 四街道市南波佐間 自動車卸売業

白　　井 ㈱Ｓ.Ｋコーポレーション 矢　萩　伸　一 白井市野口 建設材料卸売業

栄 ㈱アルプス 浅　野　拓　也 印旛郡栄町安食卜杭新田 土木工事業

栄 ㈱ラルジュ 廣　島　和　彦 印旛郡栄町安食台 雑貨卸業
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令和２年度中学生の「税についての作文」令和２年度中学生の「税についての作文」
成田法人会会長賞受賞作品成田法人会会長賞受賞作品

　主催：成田税務所管内納税貯蓄組合連合会

　佐倉市立志津中学校３年　黒尾　美和

題名：税金と命
　「ピーポーピーポー…」
　聞き覚えのあるサイレンが家の前で止まった。外は暗く、私はその音で目を覚ました。私
がまだ小学生の時、祖父が救急車で運ばれた。突然のことでびっくりした。まさか自分の祖
父が運ばれるなんて。つい５分ほど前に、廊下で倒れたらしい。状況がよく呑み込めないま
ま、私は救急車を見送った。家族の様子を見て、どうやら一刻を争うらしいと気づいた。そ
の晩は気が気でなく結局、私は寝付けなかったのをよく覚えている。
　祖父が倒れた原因は脳梗塞であった。救急車の到着が早かったため、何とか一命を取り留
めることができたという。
　もし同じことがまた起こったら…、そう考えた私はお年玉で万が一の「救急車代」を貯め
るべく、値段をインターネットで調べてみた。救急車が１回の出動にかかる費用はおよそ
４万５千円。正直、気軽に呼べる金額ではないな、と感じた。しかし、私たちは高額のお金
を支払うことなく救急車を呼べる。税金で賄われているからだ。税金があるおかげで早く適
切な医療サービスを受けることができる。私は初めて税金が身近に使われていることを知っ
た。
　働いていない私にとって税金とは消費税である。正直に言えば、消費税は何か物を購入す
るときに発生する、ちょっと損した気持ちになるものだった。しかし、現在は違う。物の値
段にほんの少しだけお金を出せば私も誰かを助けられる。私が消費税を払うことで、誰かの
家族の命を助けることができるのだ。
　去年、消費税率が10パーセントに引き上げられたのは記憶に新しい。クラスメイトは税
率が上がることに否定的な意見を持っている人が大半であったが、私はそうは思わない。日
本は少子高齢化が進んでいる。私の祖父のように突然、救急車を呼ぶ事態が起こるかもしれ
ない。それに備えて医療費を確保するために税率を上げることは当然のことなのではないか、
と感じる。それに、医療補助は高齢者限定ではなく、私たちにも使われていることを忘れて
はならない。
　残念ながら、海外では救急車は全額自己負担の国があるそうだ。そうなると救急車は気軽
に呼べず、その結果、命を落としてしまう人もいるという。しかし、日本はそうではない。
それは、国民ひとりひとりが、税金を納めているからこそ成り立つことだ。税金は、国民の
健康と安心の財源なのである。今まで私たち日本社会を、築き上げてきてくれた高齢者の方
たちから、生まれたばかりの赤ちゃんまでみんなが安心して生活できるよう、税金が使われ
ているのである。
　税金を納めるということは、私たち全国民の命救うことができるということを忘れずに、
社会を支えていきたい。
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　生活習慣病検診を次の通り予定しています。この機会に受信をお勧めします。
　料金は格安な会員特別料金で受信できます。また「協会けんぽ」の被保険者の方
（35歳から74歳までの方）は、さらに補助が受けられます。（但し、年1回限り）
　検診は、（一財）全日本労働福祉協会が各会場を巡回して実施します。
　　T  E L　０３－５７６７－１７１４（月～金　9 ： 00～12 ： 00、13 ： 00～17 ： 00）
　　FAX　０３－５７６７－１７１０（24時間）

◎ なお、お届け頂いている年会費の振替口座をご使用されていない場合は、口座の変更、
　 または納入方法の変更（振込への変更）のご連絡をお願いします。

１　令和2年度の会費がお済みでない会員の皆様へ１　令和2年度の会費がお済みでない会員の皆様へ

2　生活習慣病健診のお知らせ2　生活習慣病健診のお知らせ

※ 口座振替手続きのお勧め

月　　　日 時　　　間 会　　　　場 備　　　　考

２月16日（火）
２月17日（水） 9:30 ～ 15:00 頃 成田国際文化会館１階 ※これまで佐倉商工会

議所で実施していた
健診会場は、四街道
市文化センターに変
更なっていますので
ご注意ください。

２月18日（木）
２月19日（金） 9:30 ～ 15:00 頃 四街道市文化センター２階（※）

２月26日（金） 9:30 ～ 15:00 頃 印西市中央公民館５階

　　新型コロナウイルス感染症拡大の懸念が続くなか、今回の新年号は会員企業からの広告掲
載は見合わせることとし、保険３社様からの広告のみ掲載致しました。

３　広告掲載について３　広告掲載について

◎ 令和２年度の成田法人会会費を次の口座にお振込みをお願いします。

お振込み口座　　千葉銀行成田支店
　　　　　　　　普通預金　２２４０９４０
　　　　　　　　口座名義　一般社団法人 成田法人会

〇 年会費のお支払いは、便利で確実な口座振替で！
〇 一度お申込みいただきますと、ご指定の金融機関口座から自動的に年会費を振替
　 させていただきます。この機会に是非お勧めいたします。

ＴＥＬ　０４７６－２４－１５５５　　ＦＡＸ　０４７６－２２－５００９
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行事予定行事予定 行事予定行事予定

　　　　　　　　月
区　　分   　　　　

１　月 ２　月 ３　月
備　　　考

日 場　所 日 場　所 日 場　所

決 算 法 人 説 明 会
（ 全 会 員 対 象 ） 29 成田法人会館 17 成田法人会館

23
26

成田法人会館
成田法人会館

受講料：無　料
13：30 ～ 16：10
事前申込要・定員 10 名

新 設 法 人 説 明 会
（ 全 会 員 対 象 ） 28 成田法人会館

受講料：無　料
13：30 ～ 16：30
事前申込要・定員 10 名

税務･税制セミナー
（ 全 会 員 対 象 ） 中　　止 中　　止

簿 記 基 礎 講 座
（ 全 会 員 対 象 ） 中　　止 中　　止

研修・講習会等予定表研修・講習会等予定表

３　月

２　月

※１　すべての研修・講習会について定員10名（1社１名）とさせて頂き、必ず事前に受講申し込みを
お願いします。申込書は、成田法人会ホームページにも掲載しますので、印刷していただき法人
会事務局宛てにＦＡＸまたは郵送してください。（ＦＡＸ：0476-22-5009）

※２　今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大懸念が生じた場合には、研修会の中止・変更等行な
うこともありますので、申込者にはご連絡いたしますが、日程・会場・時間について法人会ホー
ムページでも必ずご確認ください。

開催場所 ： 成 田 法 人 会 館（成田市花崎町789-14　 TEL：0476-24-1555）

22日㈮　研修委員会　　（成田法人会館）
22日㈮　三者調整会議　（成田法人会館）
27日㈬　新春講演会　　（成田ビューホテル)

10日㈬　白井支部情報交換会
　　　　　　　　　（船橋カントリー倶楽部）
10日㈬　八街支部役員会（八街商工会議所）
24日㈬　広報・地域社会貢献委員会
　　　　　　　　　　　（成田法人会館）

３日㈬　研修委員会　　　（成田法人会館）
５日㈮　組織・厚生委員会（成田法人会館）
９日㈫　総務委員会　　　（成田法人会館）
12日㈮　女性部会役員会　（成田法人会館）
17日㈬　会長・副会長会議（ヒルトン成田）
17日㈬　第３回理事会　　（ヒルトン成田）
19日㈮　青年部会役員会　（成田法人会館）

１　月
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千葉支店

〒261-7120 
千葉県千葉市美浜区中瀬-6-1 WBGﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ20F 
TEL.043-350-3170　FAX.043-297-6418

午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）
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Yahoo! 百科事典より抜粋

新春講演会のお知らせ新春講演会のお知らせ

　1976年５月20日生まれ。徳島県鳴門市出身
　鳴門工業高から帝京大学を経て、98年のドラフト2位で千葉ロッテに入団。2005.10年には日本一を
経験。06.07年にはベストナインとゴールデングラブ賞を獲得。05年は渡辺俊介と、07年は成瀬善久と
のコンビで最優秀バッテリー賞に選出。また06年のWBCでは正捕手として日本を世界一に導き、WBC
のベストナインにも選ばれた。08年北京五輪に出場。14年に現役引退。通算16年プレー。現在は千葉
ロッテマリーンズスペシャルアドバイザー・野球解説者。

　成田法人会では、下記要領にて新春講演会を開催いたします。会員の皆様には葉書にてご案
内済みですが、多くの方のご参加をお待ちしております。また講演会はどなたでも（非会員の
方でも）聴講できます。
（1）日　　時 ： 令和３年１月27日（水） 15：00～16：30
（2）場　　所 ： 成田ビューホテル
（3）受　　付 ： 14：30～
（4）新年挨拶 ： 15：00～15：20
（5）講 演 会 ： 15：20～16：30
　　　　演　題　 「下克上、野球で学んだ勝ち抜く戦略」
　　　　講　師　　里 崎 智 也 氏
（6）申　　込 ： 先着100名様（※事前申込必要）

【講師プロフィール】

千葉支社 成田営業所/千葉県富里市日吉台1-7-4（池田ビル2F）
TEL 0476-91-2491


