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青年部会報29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、７月以降、新型コロナウイルスの変異種であるデルタ株が猛威を振るい、緊急
事態宣言や「まん延防止等重点措置」が延長・拡大され、景気の悪化に追い打ちをかけるこ
ととなりました。また、ワクチン接種が進捗するとともに新規感染者は減少していきました
が、新たな変異種であるオミクロン株が年明けより猛威を振るい、再度、「まん延防止等重点
措置」が全国的に適用されることとなりました。
　一方、東京オリンピック・パラリンピックは、新型コロナウイルスの影響で開催が１年延
期され、原則として無観客での開催となるなど前例のない大会となったものの、「プレーブッ
ク」と呼ばれるルールブックで選手や関係者の感染対策を徹底することなどによって安心・
安全な運営がなされ、テレビ等で観戦した私たちに興奮と大きな感動を与えてくれました。
　このような状況下ではありましたが、今年度より青年部会の定例事業とした「税を考える
週間における街頭キャンペーン」につきましては、成田税務署、成田市、関係団体の皆様の
ご協力、ご参加をいただくなか、盛大に実施することができました。
　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、白井市立
池の上小学校、四街道市立大日小学校、印西市立木刈小学校の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に加え、積極的に
新規事業にも活動の幅を拡げていくためには、部会員の増強がぜひとも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、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４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、社会経済活動維持にあたられて
いるエッセンシャルワーカーの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収束し、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29号の発刊にあたって会報第29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３年度の方針２　令和３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４年３月31日時点、敬称略）（令和４年３月31日時点、敬称略）
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令和３年度については、昨年同様、新型コロナウイルス感染症の収束がなかなか見込めない
状況ではあったが、感染対策に十分配慮するなか、昨年度実施できなかった青年部会総会を
ＡＮＡクラウンプラザホテル成田にて開催することができた。また、総会終了後には、女性部
会と合同で講演会（講師：気象予報士　南　利幸氏）を開催することができた。
　昨年度、新規事業としたスタートした「税を考える週間における街頭キャンペーン」につい
ては、今年度からは青年部会の定例事業とし、昨年度同様、ＪＲ成田駅前にて、成田税務署の
後援、成田市の協力、関係団体の参加を得て、盛大に開催することができた。

　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３年４月１日）　49名
（２）期　末（令和４年３月31日）　49名

ⅡⅡ

役 職 名 法　　人　　名 氏　　　名
１ 部  会  長 長谷川木材　株式会社 長谷川　智　之
２ 副 部 会 長 株式会社　ｂｒａｖｅ 関　　　謙　一
３ 副 部 会 長 株式会社　長門建設 目　等　研　二
４ 副 部 会 長 株式会社　秋桜 米　井　重　行
５ 副 部 会 長 株式会社　赤門 山　下　智　一
６ 幹 　 　 事 有限会社　オフィス愛 金　塚　　　学
７ 幹 　 　 事 有限会社　印旛防疫社 固　本　俊　一
８ 幹 　 　 事 株式会社　とうわ 青　柳　　　潤
９ 幹 　 　 事 株式会社　タイトウ 大　野　宏　樹
10 幹 　 　 事 株式会社　眞名子建設 眞名子　裕　太
11 幹 　 　 事 栄産業　株式会社 海老原　　　諒

会 計 幹 事 有限会社　印旛防疫社 固　本　俊　一
部 会 監 事 株式会社　長門建設 目　等　研　二

令和３年度事業成果の概要令和３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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事　　業　　名 実　施　日 会　場　等

１ 第１回役員会 令和３年５月21日(金) ＡＮＡクラウンプラザホテル成田

２ 総会・講演会 令和３年５月21日(金) ＡＮＡクラウンプラザホテル成田

３ 第２回役員会 令和３年７月２日(金) 成田法人会館

４ 第３回役員会 令和３年９月16日(木) 成田法人会館

５
税知識の普及・啓発に

関する街頭キャンペーン
令和３年11月11日(木) ＪＲ成田駅東口前

６ 実施事業中間報告会 令和３年11月11日(木) 旬彩　じらいや

７ 税務署長との意見交換会 令和３年11月19日(金) 成田法人会館

８ 小学校での租税教室

令和３年10月22日(金)

令和３年12月６日(月)

令和３年12月９日(木)

白井市立池の上小学校

四街道市立大日小学校

印西市立木刈小学校

９ 第４回役員会 令和３年12月16日(木) 旬彩　じらいや

10 第５回役員会 令和４年３月15日(火) 書面審議

事　　業　　名 実　施　日 会　場　等

１ 第１回理事会 令和３年４月23日(金) ホテル日航成田

２ 第48回定時総会 令和３年６月８日(火) ホテル日航成田

３ 臨時理事会 令和３年６月８日(火) ホテル日航成田

４ 第２回理事会 令和３年９月３日(金) ホテル日航成田

５ 第２回常任理事会 令和３年12月３日(金) 成田東武ホテルエアポート

６ 第３回理事会 令和４年３月18日(金) ホテルマイステイズプレミア成田

事　　業　　名 実　施　日 会　場　等

１
青年連協第１回理事会・

合同講演会
令和３年６月21日(月) ホテルポートプラザちば

２
青年連協

第１回常任理事会
令和３年９月29日(水) ホテルポートプラザちば

３ 全国青年の集い
令和３年11月25日(木)

　　　　　～26日(金)
佐賀市文化会館



１　青年部会総会１　青年部会総会

長谷川部会長 外川副署長 海寳副会長

卒業者への記念品贈呈

総会の様子
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　５月21日（金）ＡＮＡクラウンプラザホテル成
田において、令和３年度青年部会総会が開催さ
れ、本部から海寳副会長のご参加を得て部会員
17名が出席した。また、成田税務署より外川副
署長、野田上席の参加をいただいた。
　総会前には、第１回青年部会役員会が開催さ
れ、10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、議事に先立ち、外川成田税務署副
署長、海寳副会長から青年部会の今後の活動に
対する期待を込めた祝辞をいただいた。
　議事は、第１号議案の令和２年度事業及び第
２号議案の令和２年度収支決算報告、第３号議
案役員の改選、そして令和３年度事業計画及び
予算について審議され、全て議案通り可決承認
された。
議事終了後、令和２年度で青年部会を卒業と
なった３名の紹介があり、代表して川島孝之氏
に感謝状と記念品が贈呈された。

ⅢⅢ

卒　業　者

㈲ヨシダヤ 能城　和宏 氏

㈱両総グランドサービス 川島　孝之 氏

㈲アイズ・ファーム 石川　　玄 氏

部会事業の概要部会事業の概要

令和３年度　新役員体制

役 職 名 法人名 氏　名

部 会 長 長谷川木材㈱ 長谷川智之

副部会長 ㈱ｂｒａｖｅ 関　　謙一

副部会長 ㈱長門建設 目等　研二

副部会長 ㈱秋桜 米井　重行

副部会長 ㈱赤門 山下　智一

幹　　事 ㈲オフィス愛 金塚　　学

幹　　事 眞名子建設㈱ 眞名子裕太

幹　　事 ㈲印旛防疫社 固本　俊一

幹　　事 ㈱とうわ 青柳　　潤

幹　　事 ㈱タイトウ 大野　宏樹

幹　　事 栄産業㈱ 海老原　諒



渡邉税務署長と法人会参加者

２　２　「税を考える週間」における「税を考える週間」における
　　街頭キャンペーン　　街頭キャンペーン

小泉成田市長と長谷川青年部会長
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　青年部会が中心となって、「税を考える週間
（11月11日～17日）」における税知識の普及・
啓発活動として、11月11日（木）16時よりＪＲ成
田駅東口の㈱千葉銀行成田支店前で、市民に対
し税に関するパンフレット等500部を配布する
街頭キャンペーンを行った。
　法人会の参加者は、藤﨑副会長、村岡成田中
央支部長、荒木成田西支部長、香取広報委員、
そして青年部会より長谷川青年部会長、関副部
会長、山下副部会長、青柳幹事、冨永会員、磯
井会員、小椋会員、事務局５名の計16名であっ
た。
　また成田税務署より渡邉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。
　本年は、国税庁e-Taxキャラクター「イータ
君」、成田市観光キャラクター「うなりくん」、
マイナンバー公式ＰＲキャラクター「マイナちゃ
ん」をゲストに迎え街頭キャンペーンを行った。
　なお、「イータ君」には青年部会員の奥様が、
「うなりくん」には成田市役所職員が、そして
「マイナちゃん」には税務署職員が、それぞれ
着ぐるみに入っていただき、大いにキャンペー
ンを盛り上げていただいた。
　新型コロナウイルス感染症への予防対策とし
て、マスク、白手袋を全員が身に着け、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、「税を考える週間です」、「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。
　また、青年部会作成の「パソコン・スマホで
確定申告」のメーッセージが印刷されたタオル
とマスクを一緒に配布することで、e-Taxの利
用を一層、印象付けるよう工夫した。

　ゲストの３体の着ぐるみ「イータ君」「うな
りくん」「マイナちゃん」の人気は絶大で、幼
児から高校生、大人まで、多くの人たちが自分
たちのスマホで一緒に記念撮影を行っていた。

　この街頭キャンペーンには、地元の成田ケー
ブルが取材に訪れ、法人会の活動を積極的に
PRすることができた。



３　税務署長との意見交換会３　税務署長との意見交換会
４　小学校での租税教室４　小学校での租税教室

講話の様子
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【街頭キャンペーン実施概要】
日　　時　令和３年11月11日（木）　16時～
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
合同参加　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
配 布 物　税に関するパンフレット等

　11月19日（金）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、渡邉利久税務署長、外川
幸裕副署長、江崎学法一統括官、野田康弘審理
担当上席の4名が出席された。青年部会からは、
長谷川部会長、小椋会員の２名が参加した。
　最初に、渡邉署長から「財政の現状と税務行
政の課題」と題して講話が行われ、2021年度の
歳出・歳入を基にした財政の現状や、高齢化に
よる社会保障給付の増加や給付と負担のアンバ
ランス拡大の懸念といった財政の将来について
説明がなされた。また国税当局の役割や税務行
政の将来像と理念の明確化、納税者サービスの
向上、適正・公平な税務行政の推進など、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、令和５年10月
より導入されるインボイス制度等について質問
があり、税務署から丁寧な回答と説明が行われ
た。

　成田法人会青年部会では、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３年10月22日（金）
学校名：白井市立池の上小学校
講　師：海老原幹事



５　青年部会役員会５　青年部会役員会
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実施日：令和３年12月６日（月）
学校名：四街道市立大日小学校
講　師：金塚幹事

実施日：令和３年12月９日（木）
学校名：印西市立木刈小学校
講　師：金塚幹事

（１） 第１回役員会
　　①日　時：令和３年５月21日（金）
　　②会　場：ＡＮＡクラウンプラザホテル成田
　　③出　席：11名
　　④議　事：総会実施要項について

（２） 第２回役員会
　　①日　時：令和３年７月２日（金）
　　②会　場：成田法人会館
　　③出　席：８名
　　④議　事：街頭キャンペーンについて
　　　　　　　租税教室について
　　　　　　　（講師・サポート担当の確認）
　　　　　　　税務署長意見交換会について
（３） 第３回役員会
　　①日　時：令和３年９月16日（木）
　　②会　場：成田法人会館
　　③出　席：６名
　　④議　事：街頭キャンペーンについて
　　　　　　　租税教室について
　　　　　　　（講師・サポート担当の確認）
　　　　　　　税務署長意見交換会について

（４） 第４回役員会
　　①日　時：令和３年12月16日（木）
　　②会　場：旬彩　じらいや
　　③出　席：８名
　　④議　事：令和３年度実施事業について
　　　　　　　令和３年度決算着地見込みにつ

いて
　　　　　　　令和４年度計画事業について
　　　　　　　令和４年度事業計画について
　　　　　　　部会員増強について
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（５） 第５回役員会　（書面審議）
　　①日　時：令和４年３月15日（火）
　　　　　　　※当初開催予定日
　　②議　事：令和４年度青年部会
　　　　　　　　第１回役員会・総会等次第
　　　　　　　令和３年度事業報告（案）
　　　　　　　令和３年度収支決算（概要）
　　　　　　　令和４年度事業計画（案）
　　　　　　　令和４年度予算（案）
　　　　　　　部会員増強について

　日　時：令和３年６月８日（火）
　会　場：ホテル日航成田

（１） 常任理事会
　　日　時：令和３年12月３日（金）
　　会　場：成田東武ホテルエアポート

令和３年度納税表彰式
　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、常任理事会に続

いて法人会会員の納税表彰式が行われた。青年
部会からは、長谷川部会長に成田税務署長感謝
状が贈呈された。

（２） 理事会
　　①日　時：令和３年４月23日（金）
　　　会　場：ホテル日航成田
　　②日　時：令和４年３月18日（金）
　　　会　場：ホテルマイステイズプレミア成田

　令和３年11月25日（木）～26日（金）、第35回法
人会全国青年の集い「佐賀大会」が、『つなぐ
　維新のちから　輝ける大切な未来へ』をス
ローガンに開催された。
　新型コロナウイルス感染症拡大により開催が
危ぶまれていた全国青年の集い佐賀大会だった
が、現地参加者を１単位会１名に限定し、その
他の参加者はオンライン参加といったハイブ
リッド方式による開催となった。
　成田法人会からは長谷川部会長１名のみが参
加し、大会初日は青連協連絡協議会が行われ、
その後に開催された懇親会においては、全国の
部会長と親交を深め、有意義な情報交換を行な

１　第48回定時総会１　第48回定時総会

ⅣⅣ 本部事業への参加の概要本部事業への参加の概要

２　常任理事会・理事会２　常任理事会・理事会

１　全国青年の集い「佐賀大会」１　全国青年の集い「佐賀大会」

ⅤⅤ 全法連・県法連事業への参加全法連・県法連事業への参加



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

ⅥⅥ 令和４年度事業計画令和４年度事業計画
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うことができた。
　二日目は、租税教育活動プレゼンテーション、
健康経営大賞ファイナリスト事例紹介等が行わ
れ、今後の部会活動の活性化のための参考と
なった。
　その後、女性誌のモデル、情報番組のコメン
テーター、佐賀市プロモーション大使を務める
　優木まおみ氏　による「身体と心・仕事と家
庭バランスよく
過ごすために」
と題した講演が
行われ、ワーク
ライフバランス
の重要性を再認
識することとな
り、今後の健康
経営の推進に大
いに役立つ内容
であった。

　６月21日（月）一般社団法人千葉県法人会連合
会の青年部会連絡協議会および女性部会連絡協
議会の理事会、合同講演会が、千葉市中央区の
ホテルポートプラザちばにおいて開催された。
　成田法人会青年部会からは、長谷川智之部会
長、関謙一副部会長、米井重行副部会長が出席
した。
　理事会終了後
は、合同講演会
が開催され、講
師に管理栄養士
で㈱エビータ代
表取締役の浅野
まみこ氏をお招
きし、「大人の
食育」と題して
講演が行われた。

（１） 総　会
　　　日　程：令和４年５月20日（金）
　　　開　場：ＡＮＡクラウンプラザホテル成田
　　　議　事：令和３年度実施事業および決算
　　　　　　　令和４年度事業計画および予算
　　　講　演：平野　早矢香 氏
　　　演　題
　　　　「昨日の自分より一歩前へ
　　　　　～卓球から学んだ挑戦することの　
　　　　　　大切さ～」
（２） 租税教室
　　令和４年度は、３～４校での実施を予定。
（３） 「税を考える週間」における税知識の普

及・啓発活動（街頭キャンペーン）
　　　日　時：令和４年11月11日（金）
　　　場　所：ＪＲ成田駅東口前
（３） 実施事業中間報告会
　　　日　時：令和４年11月11日（金）
　　　会　場：未定
（４） 署長との意見交換会
　　　日　時：令和４年11月18日（金）
　　　会　場：成田法人会館
（５） 役員会
　　第１回役員会
　　　日　程：令和４年５月20日（金）
　　　会　場：ＡＮＡクラウンプラザホテル成田
　　第２回役員会
　　　日　程：令和４年７月８日（金）
　　　会　場：成田法人会館
　　第３回役員会
　　　日　程：令和４年９月８日（木）
　　　会　場：成田法人会館
　　第４回役員会
　　　日　時：令和４年12月２日（金）
　　　会　場：成田法人会館



２　本部事業等への参加２　本部事業等への参加
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　　第５回役員会
　　　日　時：令和５年３月９日（木）
　　　会　場：成田法人会館
（６） 懇親ゴルフ・異業種交流会

（１） 本部事業
　　第49回定時総会
　　　日　時：令和４年６月９日（木）
　　　会　場：ホテル日航成田（予定）
　　理事会
　　　第１回理事会：令和４年４月21日（木）
　　　第２回理事会：令和４年９月２日（金）
　　　第３回理事会：令和５年３月16日（木）
　　常任理事会
　　　第１回常任理事会：
　　　　令和４年10月19日（水）
　　　第２回常任理事会：
　　　　令和５年２月17日（金）
　　委員会、研修会等

（２） 全法連
　Ａ．全法連　全国大会（千葉大会）
　　　令和４年10月13日（木）～14日（金）
　　　幕張メッセイベントホール
　Ｂ．第36回全国青年の集い沖縄大会
　　　令和４年11月24日（木）～25日（金）
　　　参加予定：４名

（３） 県法連
　　定時総会
　　　日　時：令和４年６月17日（金）
　　　会　場：三井ガーデンホテル千葉
　　青連協・女連協理事会、合同講演会
　　　日　時：令和４年６月13日（月）
　　　会　場：ホテルポートプラザ千葉
　　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
　　　日　時：令和４年11月14日（月）
　　　会　場：成田ビューホテル

沖縄市体育館
（式典・講演会）
沖縄アリーナ（懇親会）

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。


