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青年部会報28号

　陽春の候、青年部会員の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。常日頃
より、部会活動にご理解を頂くとともに、積極的にご参加、ご協力を頂き誠に有難うござい
ます。
　昨年度は、新型コロナウイルス感染症により日々の平穏な暮らしが一変したことに尽きる
と思います。４月７日には、第１回の「緊急事態宣言」が千葉県を含む７都府県に発令され、
同月16日には対象が全国に拡大されました。これにより、不要不急の外出を控えざるを得な
くなり、経済活動も強く制限され、景気は厳しい状況に陥りました。宣言解除後も不透明な
まま時が過ぎ、年末には再度、感染拡大が始まり、年明け１月７日には千葉県を含む４都県
に２度目の「緊急事態宣言」が発令されました。
　このような新型コロナウイルス感染症拡大懸念から、部会総会、青年部会創立40周年記念
事業、海外研修等の年度当初に計画していた事業を中止せざるを得なくなりました。
　しかし、このような状況下ではありましたが、女性部会と共催にて観劇鑑賞会（朗読劇
「平次女難」～野村胡堂原作、銭形平次捕物控より）を開催したり、「税を知る週間」におい
て、成田駅前での街頭キャンペーンを青年部会創立40周年記念事業として行うなど、新規事
業にも積極的に取り組んでまいりました。街頭キャンペーンについては、税知識の普及・啓
発活動に大いに資するものであり、今後も年度計画事業として継続して取り組んでいきたい
と考えております。
　また、例年行っております小学校での租税教室につきましては、小学校からの要望も強く、
マスク着用、最小限の人数での訪問等感染防止に十分に配慮しながら、今年度は、四街道市
立大日小学校、印西市立木刈小学校、栄町立安食小学校の３校で実施しました。各校の校長
先生から、「ぜひ、来年もお願いします」とお声掛けをいただき、やりがいを感じるとともに、
今後も精一杯取り組んでいこうと考えております。
　さて、新型コロナウイルス感染症収束後に、青年部会として例年の事業を再開し、活動を
より活発化させるには会員の増強が必要と考えております。このことに関しましては、引き
続き、親会・女性部会の皆様にもお力添えを賜りたいと存じます。ご子息ご子女、お知り合
いの方をぜひとも入会ご紹介賜りますようお願い申し上げます。
令和３年度につきましても、青年部会と致しましては「若手経営者として、税務・税制・経
営等の税知識及び一般教養の向上並びに部会員相互の親睦を図るとともに、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、法人会の活性化の原動力となる」ことを方針
として積極的に活動して参りたいと考えております。皆様のご協力とご支援をよろしくお願
い申し上げます。
　最後になりましたが、医療現場の最前線に従事する方々に心より御礼申し上げますととも
に、新型コロナウイルス感染症が一日でも早く終息し、部会員皆様のご活躍、ご健勝と事業
のご隆盛をご祈念致しまして発刊にあたってのご挨拶とさせていただきます。

会報第28号の発刊にあたって会報第28号の発刊にあたって
一般社団法人成田法人会

長谷川 智 之青年部会長

ⅠⅠ 部会長挨拶部会長挨拶



１　全　般１　全　般

２　令和２年度の方針２　令和２年度の方針

３　部会組織３　部会組織

４　役員構成４　役員構成（令和３年３月31日時点、敬称略）（令和３年３月31日時点、敬称略）
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青年部会報28号

　令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大により、年度当初に部会で計画し
ていた総会・講演会・意見交換会、研修、地域社会貢献活動等はほとんど中止せざるを得なく
なった。
　一方、新規事業については、女性部会と共催にて観劇鑑賞会（朗読劇「平次女難」～野村胡堂
原作、銭形平次捕物控より）を開催したり、「税を知る週間」において成田駅前での街頭キャン
ペーンを青年部会創立40周年記念事業として行うなど積極的に取り組んだ。

　次代を担う青年部会員として、法人会活性化の原動力たる使命を認識し、次の事業を積極的に
推進する。
（１）部会事業を推進し若手経営者、又は役員として税務及び経営等に関する能力を向上させる

とともに部会員相互の親睦を図る。
（２）本部の諸事業に積極的に参加協力する。特に、地域社会貢献活動を重視する。
（３）部会員増強を図るため、親睦会等への非会員の参加を積極的に推進する。

（１）期　首（令和２年４月１日）　53名
（２）期　末（令和３年３月31日）  52名

ⅡⅡ

役 職 名 法　　人　　名 氏　　　名 本部役員・委員

１ 部 会 長 長谷川木材　株式会社 長谷川　智　之 常任理事

２ 副部会長 株式会社　両総グランドサービス 川　島　孝　之 広報委員

３ 副部会長 株式会社　九州屋紙器 江　口　　　総

４ 副部会長 空港協力事業　株式会社 山　本　武　松

５ 副部会長 有限会社　平野製材所 平　野　雅　之 地域社会貢献委員

６ 副部会長 株式会社　長門建設 目　等　研　二 総務委員

７ 副部会長 株式会社　秋桜 米　井　重　行

８ 副部会長 株式会社　赤門 山　下　智　一 厚生委員

９ 副部会長 有限会社　印旛防疫社 固　本　俊　一 組織委員

10 幹　　事 有限会社　ヨシダヤ 能　城　和　博

11 幹　　事 有限会社　アイズ・ファーム 石　川　　　玄

12 幹　　事 大成企業　株式会社 真　山　裕　晋

13 幹　　事 株式会社　佐藤熔接工業 佐　藤　雅　和

14 幹　　事 有限会社　澤田商会 澤　田　和　宏

令和2年度事業成果の概要令和2年度事業成果の概要



５　部会事業の概要５　部会事業の概要

６　主な本部事業等への参加の概要６　主な本部事業等への参加の概要

７　主な全法連・県法連事業への参加の概要７　主な全法連・県法連事業への参加の概要
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青年部会報28号

　青年部会に係る主な全法連・県法連事業については、新型コロナウイルス感染症拡大懸念より
中止された。

事　　業　　名 実　施　日 会　場　等

１ 第１回役員会 令和２年５月15日（金） 成田法人会館

２ 総会・講演会・懇親会 令和２年５月15日（金） 成田法人会館

３ 第２回役員会 令和２年９月18日（金） ひかたや第二支店

４ 観劇研修（※女性部会と共催） 令和２年10月23日（金） 成田ビューホテル

５
税知識の普及・啓発に関する
街頭キャンペーン

令和２年11月12日（木） ＪＲ成田駅東口

６ 税務署長との意見交換会 令和２年11月18日（水） 成田法人会館

７ 小学校での租税教室
令和２年12月14日（月）
　　　～12月18日（金）

小学校３校を訪問

８ 第３回役員会 令和２年12月18日（金） ひかたや第二支店

９ 第４回役員会 令和３年３月11日（木） 成田法人会館

事　　業　　名 実　施　日 会　場　等

１ 第47回定時総会 令和２年６月29日（月） 成田法人会館

２ 第１回地域社会貢献委員会 令和２年８月26日（水） 成田法人会館

３ 第２回理事会 令和２年９月８日（火） ホテル日航成田

４ 第２回地域社会貢献委員会 令和２年10月９日（金） 成田法人会館

５ チャリティーゴルフ大会 令和２年11月20日（金） 久能カントリー倶楽部

６ 第１回常任理事会納税表彰式 令和２年12月４日（金）
ＡＮＡクラウンプラザ

ホテル成田

役 職 名 法　　人　　名 氏　　　名 本部役員・委員

15 幹　　事 有限会社　ナッツ 夏　海　　　剛

16 幹　　事 有限会社　オフィス愛 金　塚　　　学 地域社会貢献委員

17 幹　　事 株式会社　ｂｒａｖｅ 関　　　謙　一

18 幹　　事 株式会社　タイトウ 大　野　宏　樹 研修委員

19 幹　　事 志津タクシー　有限会社 和　田　賢太郎

20 幹　　事 株式会社　とうわ 青　柳　　　潤 地域社会貢献委員

21 幹　　事 株式会社　眞名子建設 眞名子　裕　太

22 幹　　事 ワールドエンタープライズ株式会社 諸　岡　裕　人



１　青年部会総会１　青年部会総会

長谷川部会長 林法人会会長

総会の様子
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青年部会報28号

　青年部会は、５月15日（金）成田法人会館に
おいて令和２年度総会を開催し、本部から林会
長の参加を得て部会員14名が出席した。
　今年は青年部会創立40周年にあたるため、
当初は別会場にて創立40周年記念式典および
記念講演会を開催する予定であったが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止の観点より、記念
行事は取り止め、会場も成田法人会館に変更し、
ご来賓のご招待等を縮小しての開催となった。
総会前には、第１回青年部会役員会が開催され、
13名の役員が出席し、総会の進行、今後のス
ケジュール等について確認した。
　総会では、金塚幹事の司会進行のもと、長谷
川部会長の挨拶後、議事の進行が行われ、令和
元年度事業報告及び収支決算承認の件について
全会一致で可決承認された。また、議事に引き

続き、令和２年度事業計画及び予算が報告され
た。
　議事終了後、令和元年度で、青年部会を卒業
となった４名の紹介があり、代表して、颯佐直
也氏に感謝状と記念品が贈呈された。

　最後に、来賓の紹介となり、林法人会会長か
ら、今後の青年部会の活動に対する期待を込め
た祝辞を頂いて閉会となった。

ⅢⅢ

令和元年度卒業者

ヤマト造園土木 (株) 颯佐　直也 様

共雄興業 (株) 石井　　豊 様

(株)本宮建設 本宮　鉄也 様

(株)アライヴネットワーク 堀松　義聡 様

部会事業の概要部会事業の概要



２　２　青年部会・女性部会共催観劇研修青年部会・女性部会共催観劇研修

朗読劇の様子

出演者の方々と

３　税知識の普及・啓発に関する３　税知識の普及・啓発に関する
　　街頭キャンペーン　　街頭キャンペーン
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　10月23日（金）、青年部会・女性部会共催に
よる観劇研修会が、成田ビューホテルで開催さ
れ、青年部会からは長谷川部会長以下３名が参
加した。
　今年は、新型コロナウイルス感染拡大の懸念
が続いていることから、参加者の健康や安全面
を考慮して都内等へバスで出向かず、新たな取
り組みとして、成田に「劇団前進座」をお招き
する形式で観劇することとなった。また、「三
密」を避けるため、参加人数は50名限定とし、
広い会場で席の間隔を十分にあけるなど、感染
対策を図るなかでの開催となった。
　また、地域社会貢献の観点おり、地元の成田
高校演劇部を招待し、生徒や先生方５名が参加
した。
　今回の演目は、野村胡堂の代表作である銭形
平次捕物控より「平次女難」で、４人の俳優に
よる臨場感溢れる朗読劇として演じられた。

　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。

　キャンペーンのゲストとして、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、配布活
動を盛り上げていただいた。
　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。
　なお、本事業は、青年部会創立40周年記念
事業として新規に取り組んだものだが、今後に
ついても計画事業として、毎年度実施していく
予定としている。



４　署長との意見交換会４　署長との意見交換会

５　小学校での租税教室５　小学校での租税教室
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青年部会報28号

　青年部会・女性部会は合同で11月18日（水）
成田法人会館において、大久保昇一成田税務署
長から講話を頂くとともに、意見交換会を開催
した。
　この意見交換会は、11月11日～17日の「税
を考える週間」の行事の一環として行ったもの
で、両部会から10名が出席した。
　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一人当たり医療費・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しを頂い
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、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。

　青年部会は、11月から12月にかけて域内の
小学校３校を訪問し、６年生を対象に「租税教
室」を開催した。
　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。

実施日：令和２年12月14日（月）
学校名：四街道市立大日小学校
講　師：金塚　学 氏、長谷川　智之 氏

実施日：令和２年12月17日（木）
学校名：印西市立木刈小学校
講　師：長谷川　智之 氏

実施日：令和２年12月18日（金）
学校名：栄町立安食小学校
講　師：金塚　学 氏、岩崎　正佳 氏



６　青年部会役員会６　青年部会役員会

１　第47回定時総会１　第47回定時総会
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（１）第１回役員会
　　①日　時　令和２年５月15日（金）
　　②会　場　成田法人会館
　　③出　席　14名
　　④議　事　ア．総会実施要領について
　　　　　　　イ．その他

（２）第２回役員会
　　①日　時　令和２年９月18日（金）
　　②会　場　ひかたや第二支店
　　③出　席　７名
　　④議　事　ア．部会計画事業の状況
　　　　　　　イ．部会新規事業について
　　　　　　　ウ．その他

（３）第３回役員会
　　①日　時　令和２年12月18日（金）
　　②会　場　ひかたや第二支店
　　③出　席　４名
　　④議　事　ア．令和２年度計画事業の状況
　　　　　　　イ．令和３年度の事業計画
　　　　　　　ウ．その他

（４）第４回役員会
　　①日　時　令和３年３月11日（木）
　　②会　場　成田法人会館
　　③出　席　８名
　　④議　事　
　　　ア．令和２年度実施事業および決算
　　　イ．令和３年度計画事業および予算
　　　ウ．役員の改選
　　　エ．その他

　日　時：６月29日（月）
　会　場：成田法人会館

　令和２年度の成田法人会定時総会は、新型コ
ロナウイルス感染予防措置を講じるため、当初
日程・会場の変更および講演会、意見交換会、
ご来賓の招待、表彰式典を中止し、成田法人会
館にて開催された。

ⅣⅣ 本部事業への参加の概要本部事業への参加の概要



２　理事会・委員会２　理事会・委員会

３　チャリティーゴルフ大会３　チャリティーゴルフ大会
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（１）第１回理事会
　　　令和２年４月23日に開催を予定してい

た第１回理事会は、新型コロナウイルス感
染症の拡大に伴い、出席理事及び監事の健
康面、安全面を考慮するなか開催を中止し、
書面開催にて行われた。

（２）第１回地域社会貢献委員会
　　日　時　令和２年８月26日（水）
　　会　場　成田法人会館

（３）第２回理事会
　　日　時　令和２年９月８日（火）
　　会　場　ホテル日航成田

　青年部会が主催する
「税を考える週間」に
おける街頭キャンペー
ンにつき、長谷川部会
長より説明が行われた。

（４）第２回地域社会貢献委員会
　　（チャリティーゴルフ大会実行委員会）
　　日　時　
　　　　令和２年10月
　　　　９日（金）
　　会　場　
　　　　成田法人会館

（５）第３回理事会
　　日　時　令和３年３月17日（水）
　　会　場　ヒルトン成田

　　日　時　令和２年11月20日（金）
　　会　場　久能カントリー倶楽部
　　参　加　６名



１　全国青年の集い１　全国青年の集い ２　県青年連協・女性連協理事会・２　県青年連協・女性連協理事会・
　　合同講演会　　合同講演会

１　部会事業１　部会事業

２　本部事業等への参加２　本部事業等への参加
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　令和２年11月６日（金）島根県松江市の松江
市総合体育館、くにびきメッセにて開催予定
であった、第34回全国青年の集い島根大会は、
新型コロナウイルス感染症の影響により中止さ
れた。

　令和２年６月25日（木）に開催予定であった
県青年連協・女性連協理事会・合同講演会・合
同交流会は、新型コロナウイルスの拡大影響を
踏まえ中止された。

（１）総　会
　　　日　時：５月21日（金）
　　　会　場：ＡＮＡクランプラザホテル成田
（２）「税を考える週間」における税知識の普

及・啓発活動
　　　時　期：11月11日（木）～17日（水）
　　　場　所：京成ユーカリが丘駅前（予定）
（３）租税教室
　　　時　期：５月～７月
　　　実施校：３校程度
（４）海外研修
　　　時　期：９月～11月
　　　訪問国：
（５）親睦ゴルフ・異業種交流会
（６）署長との意見交換会
　　　※女性部会と合同で実施
　　　時　期：11月11日（木）～17日（水）
　　　会　場：成田法人会館
（７）役員会
　　第１回　５月21日（水）
　　　　　　総会の実施要項（進行確認）
　　　　　　計画事業等
　　第２回　９月16日（金）
　　　　　　海外研修、街頭キャンペーン、
　　　　　　署長との意見交換会
　　第３回　12月７日（火）
　　　　　　令和３年度事業成果概要及び
　　　　　　令和４年度事業計画大綱（案）

　　第４回　３月15日（火）
　　　　　　令和３年度事業報告及び収支報告
　　　　　　令和４年度事業計画及び予算（案）

（１）本部事業
　　　総会、理事会、常任理事会、委員会、研

修会等
（２）全法連
　　　第35回全国全国青年の集い佐賀大会
　　　令和３年11月25日（木）～26日（金）
　　　記念講演：式典：懇親会
　　　参加予定：５名

（３）県法連
　　　総会、合同講演会、視察研修
　　　賀詞交歓会等
（４）納税表彰式(成田税務署主催)への参加
　　　令和３年11月12日（月）
　　　成田ビューホテル

ⅤⅤ

ⅥⅥ

全法連・県法連事業への参加全法連・県法連事業への参加

令和３年度事業計画令和３年度事業計画
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青年部会の事業方針

次代を担う青年部会員として法人会活性
化の原動力たる使命を認識し、次の事業
を積極的に推進する。

（１）部会事業を推進し若手経営者、又
は役員として税務及び経営等に関す
る能力を向上させるとともに部会員
相互の親睦を図る。

（２）本部の諸事業に積極的に参加協力
する。特に、地域社会貢献活動を重
視する。

（３）部会員増強を図るため、親睦会等
への非会員の参加を積極的に推進す
る。
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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）



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

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

法人会の基本的理念
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


