
　千葉西法人会 青年部会が一昨年、立ち上げた『税レンジャー』は、
3 年目の今年、「租税教育活動」が本格稼働しました！先ずは、千葉
県の代表を目指し、来年、全国大会への出場を目標にしています。 
会員の皆様の応援、宜しくお願い致します。
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　本会の通常総会は、今年も標記の日程・会場にて、開催
されました。
　青年部会の仲 裕樹 部会員の司会により、つつがなく議
事進行され、議案は原案通りに承認されました。
　冒頭の総会成立宣言の後、任期初年度を務めた清水 晴
好 会長は挨拶の中で、役員・会員に対し、法人会事業へ
の協力感謝を述べると共に、新年度は、各会員自身が「法
人会組織」を更に活用して欲しいと訴えました。
　その後、規定により、会長が議長となり、議案2件の審
議と2件の報告が行われました。スクリーンを使って、議
案第１号は事務局より、同２号は財務所管の総務委員会、
早野 吉子 委員長から説明があり、併せて監事を代表し、
岩井 雅子 監事から監査報告が行われ、何れも拍手多数を
持って承認となり、報告事項へと進みました。

　続いてご来賓代表（佐伯 章二 千葉西税務署長、日暮 幸一 
千葉県千葉西県税事務所長）からご挨拶を頂戴し、定刻通
りに、交流会へと移りました。

岩井 雅子 監事が監査報告

青年部会 仲 裕樹 部会員が司会進行

清水 晴好 会長挨拶

ご来賓、執行役員は
各々正面左右に着席い
ただきました

事務局から事業報告、早野 
吉子 総務委員長から決算計
算書類報告

議事説明のスクリーンを
見つめる会員各位

　　　公益社団法人

第42回通常
平成30年6月5日（火）

  議事項目

議案第1号　平成29年度事業報告の承認に関する件

議案第2号　平成29年度決算計算書類の承認に関する件

 　監査報告　　　　

報告事項（1）　平成30年度事業計画に関する件

報告事項（2）　平成30年度収支予算に関する件



佐伯 章二 千葉西税務署長ご挨拶

日暮 幸一 千葉県千葉西県税事務所長ご挨拶

組織功労ブロック表彰 / 金賞（千葉西ブロック） 組織功労ブロック表彰 / 銀賞（習志野ブロック）

組織功労表彰 / 銀賞 時田 清信 理事 組織功労表彰 / 銀賞 中島 広明 理事 組織功労表彰 / 銀賞 鳥谷部 貴行 理事 組織功労表彰 / 銀賞 渡邉 敏美 理事

組織功労協力者感謝状授与

　総会に先立ち、恒例の前年度組織功労役員等への表彰・感謝状贈呈式、県
連からの福利厚生制度（経営者大型保障制度）推進功労者表彰伝達式が執り
行われました。司会者、青年部会、畠田 啓史朗 部会員の進行案内により、
清水会長から、順次表彰されました。

 　《平成29年度組織功労ブロック表彰状　受賞ブロック》
　　金賞　千葉西ブロック、　銀賞　習志野ブロック

　《平成29年度組織功労表彰状 受賞者》
　　銀賞　有限会社 時田 時田 清信 様
　　　　　有限会社 住宅問題 中島 広明 様
　　　　　株式会社 ジャック 鳥谷部 貴行 様
　　　　　京葉ビルサービス 株式会社 渡邉 敏美 様

　《平成29年度組織功労協力者感謝状 受賞者》
　　大同生命保険株式会社 八島 妙子 様、沼田 加奈子 様
　　ＡＩＧ損害保険株式会社 石井 智憲 様

　《福利厚生制度（経営者大型保障制度）推進功労者》
　　大同生命保険 株式会社　沼田 加奈子 様、八島 妙子 様、小浦 美恵 様
　　
　受賞者の方々は以上の方々です。皆様、大変ありがとうございました。引
き続き、ご指導、ご支援をお願い申し上げます。

 千葉西法人会

（社員）総会開催
　於：ホテルグリーンタワー幕張　

司会は青年部会 畠田 啓史朗 部会員
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税のオピニオンリーダー法人会
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みんなでつなぐ納税の輪

交流会
　今年の通常総会交流会は、109名の参加がありました。ご来賓に、習志野市・宮
本泰介市長、八千代市・服部友則市長をはじめ、外部顧問をお願いしている地元金
融機関や顧問弁護士、友誼団体、税務関連団体、そして本会顧問、相談役の皆様も
ご多忙の中、ご出席くださいました。
　司会は、青年部会、秋葉 英貴 幹事が担当し、和やかに交流を深めていただくこ
とができました。皆様、ありがとうございました。

総会終了
後の

交流会司会進行は青年部会、秋葉 英貴 幹事

・・・総会終了後、ホテルグリーンタワー幕張 20 階 スカイバンケットルームでの「交流会」・・・

渡邉 敏美 副会長が開会挨拶

吉田 茂雄 副会長から乾杯の発声
税務署長、習志野市長、八千代市長と共に

今年度もどうぞ宜しくお願いします

中締め挨拶は 礒貝 幸子 副会長から

お忙しい中、多くのご出席を賜りました

服部 友則 八千代市長

宮本 泰介 習志野市長



清水 晴好 会長

礒貝 幸子 副会長
( 千葉西ブロック長 )

早野 吉子
総務委員長

久野 敬一郎
B 総務委員長

（総務委員会） （組織委員会） （広報委員会） （研修委員会） （厚生委員会）

早野 吉子
B 総務委員長

中島 広明
B 総務委員長

飯田 明彦
B 総務委員長

武居 政則
税法研究部会長

佐藤 正直 副会長
( 千葉北ブロック長 )

吉谷 徳一
組織委員長

山崎 和夫
B 組織委員長

石井 伸洋
B 組織委員長

吉谷 徳一
B 組織委員長

江口 茂勇
B 組織委員長

髙山 貴子
女性部会長

吉田 茂雄 副会長
( 習志野ブロック長 )

武居 政則
税制委員長

久保島宏海
B 広報委員長

今泉 重弘
B 広報委員長

髙橋 　勝
B 広報委員長

吉橋 雅晴
B 広報委員長

伊藤 勝巳
青年部会長

渡邉 敏美 副会長
( 八千代ブロック長 )

髙橋 勝
広報委員長

黒子 恭伸
B 研修委員長

朝倉 健吾
B 研修委員長

時田 清信
B 研修委員長

髙際 完純
B 研修委員長

黒子 恭伸
研修委員長

三枝 千代子
B 厚生委員長

木全 喜敬
B 厚生委員長

久保木 慎一
B 厚生委員長

安宅 照男
B 厚生委員長

安宅 照男
厚生委員長

（業務執行理事）

（常設 6 委員会委員長）

ブロック

部　会

千葉西
ブロック

千葉北
ブロック

習志野
ブロック

八千代
ブロック

本　部
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支部活動は法人会の土台です



税 務 署 だ よ り

　着 任 の ご 挨 拶
千葉西税務署長　　

本 間 　 英 夫
　公益社団法人千葉西法人会の皆様には、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　この度の人事異動により、東京国税局調査第四部調査第54部門統括国税調査官から千葉西税務署長を拝命いた
しました本間でございます。前任の佐伯署長同様ご厚情を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　千葉西法人会の皆様には、平素から税務行政の円滑な運営につきまして、深いご理解と多大なるご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、正しい税知識の普及や納税意識の高揚のための啓発活動をはじめ、「税制改正への提言・
要望活動」、「租税教室」の推進や女性部会による「税に関する絵はがきコンクール」の開催など、幅広い事業活動
を積極的に展開していただいております。これもひとえに、清水会長をはじめ役員、並びに会員の皆様方の熱意と
ご尽力の賜物であり、深く敬意を表する次第でございます。
　ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、ICT・AIの発展、経済取引のグローバル化やマイナンバー制度の
導入等大きく変化しております。
　このような状況の下、私どもは状況の変化に的確に対応しつつ、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ
円滑に実現する」という国税庁の使命を果たすために、納税者の皆様の理解と信頼を得ながら、職員一同一丸となっ
て取り組んで行くことが私どもの務めであると考えております。
　しかしながら、税務行政の円滑な運営は、私どもの努力はもちろんのことでありますが、法人会の皆様の御力に
負うところが極めて大きいと考えております。法人会の皆様とは、従来から良好な協調関係を築いていただいてお
りますが、引き続き、相互の信頼関係の構築に努め、良きパートナーとして共に歩んでいただきたいと思います。
　さて、皆様もご承知のとおり、来年10月から消費税率の10％への引上げと同時に軽減税率制度の実施が予定さ
れております。
　私どもといたしましては、軽減税率制度の円滑な実施に向けて、事業者の皆様に制度の内容を十分理解していた
だけるよう、地方公共団体や関係民間団体等と緊密な連携を図りながら、制度の周知や相談への対応に努めており
ます。
　また、e－Taxにつきましては、より一層の普及・定着に向けて各種施策を強力に推進しているところであり、貴
会におかれましても、e－Taxの普及をはじめ、税務行政全般に対しまして、より一層のお力添えを賜りますようお
願い申し上げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人千葉西法人会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝並びに事業のご繁栄を祈
念いたしまして、私の着任の挨拶とさせていただきます。

　退任のご挨拶
前千葉西税務署長　佐 伯 　 章 二

　公益社団法人千葉西法人会の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、私こと、この度の定期人事異動により、税務大学校　総合教育部　主任教授を命じられ、過日着任い
たしました。
　昨年７月の着任から、わずか１年間という短い期間ではございましたが、清水会長はじめ会員の皆様には温
かいご支援とご協力を賜り、お陰様を持ちまして無事職責を果たすことが出来ました。改めて心から御礼申し
上げます。
　この１年間を振り返りますと「通常総会」、「役員大会」、女性部会の「税に関する絵はがきコンクール審査会」、
青年部会の「税レンジャー」にご協力いただいた「パブリシティ活動」等、多くの行事に参加させていただき、
会員の皆様から税務行政に対する貴重なご意見を直接伺うことができました。今後も皆様からのご意見を糧と
させていただきまして、より一層職務に邁進していきたいと思っております。
　結びにあたりまして、公益社団法人千葉西法人会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝並びに事業のご繁栄
を心から祈念いたしまして、私の転任の挨拶とさせていただきます。
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公平に 次の世代の繁栄を 消費税とマイナンバー



 
 

 

○　主催　全国納税貯蓄組合連合会、国税庁
○　後援　(公財 )全国法人会総連合、(一財 )日本税務協会、(一財）
　大蔵財務協会、日本税理士会連合会
○　テーマ　税に関すること　　　○　応募資格　中学生
○　文字数
　　原稿用紙（400字詰め）３枚、1,200字以内（題名含む）
○　提出先
　�　所属の中学校を経て、千葉西税務署管内納税貯蓄組合連合会
へ提出してください。
　　なお、応募された作品はお返しできません。
○　締切
　　平成30年９月5日（水）
○　入選
　　入選作品については、賞状及び副賞（記念品）を贈呈します。
○　発表
　�　平成30年11月初旬に各都県納税貯蓄組合連合会、各地区納
税貯蓄組合連合会及び税務署を通じて入選者に通知するととも
に賞状及び副賞（記念品）を送付します。

○　その他
　��　応募手続等についてご不明な点は、各地区の納税貯蓄組合連
合会又は税務署にお尋ねください。
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在宅で 気軽にチャレンジ e-Tax



　女性連協の全国大会、「全国女性フォーラム」が今年は、4月12日、
山梨県甲府市にて開催されました。本会からは、礒貝�幸子�県連女連
協顧問、髙山�貴子�女性部会長、中台�智子・三枝�千代子�両女性副部
会長（共に県連女連協理事）と及川�直子�幹事が参加しました。

　今年の千葉県法人会連合会役員大会は、標記の日程、
場所で開催されました。
　功労者等表彰式が行われ、本会からは、下表の皆様
が受賞されました。表彰を受けられました役員各位の
永年のご協力に対し、心より感謝申し上げます。

◎表彰内容と表彰された皆様
　　《全法連功労者表彰》  中野 尚宏 理事（有限会社 アールナカノ）習志野ブロック
    高橋 秀治 理事（株式会社 サカエヤ）習志野ブロック
　　《法人会功労者表彰》  佐藤 正直 理事（株式会社 サトウオート）千葉北ブロック
    清水 晴好 理事（株式会社 ビッグアイ）習志野ブロック
　　《会員増強統一月間運動表彰》 銅賞/県連目標100％を達成（吉田 茂雄 副会長が受領）

　大会後、懇親会が行われました。千葉西法人会では
清水�晴好�会長をはじめとして、受賞された方々を含
む、10名の役員が参加し、皆でお祝い申し上げ、また
県連や県内他の法人会役員の方々との交流を深めるこ
とができました。

第 13 回  法人会 全国女性フォーラム
山梨大会

県連役員大会

女性連協

於：山梨県甲府市

平成30年4月12日（木）

平成30年6月20日（水）　　 於：ホテルサンガーデン千葉　　

「千葉県法人会連合会」大岩哲夫会長からの挨拶

「全法連功労者表彰」の中野 尚宏 理事（左）、高橋 秀治 理事 ( 真中 )

「平成 29 年度会員増強統一月間」銅賞を受け取る吉田副会長

「表彰」された 4 名を皆で祝福
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社会に貢献する法人会



清水会長挨拶 来賓 千葉西税務署宮崎統括官

本部だより

　4月19日（木）午後3時から、法人会事務局にて、
監事による会計監査が行われ、早川博幸、須田康男、
岩井雅子　3監事により、決算作業が終了した平成
29年度の本会会計処理状況、財産状況、各事業に対
する理事の職務執行状況等々を確認いただきました。
結果、本会の会計・資産の内容、業務執行は、適正
である旨の「監査報告書」を作成しました。
　
　これを受けて、同日午後6時から正副会長、委員
長にお集まりいただき、標記の会議が開催されまし
た。
　ここで、本年度第1回理事会審議に付する平成29
年度事業報告、収支決算内容を協議し、併せて同理

　平成30年度、第1回理事会が、標記日程にて開催
されました。前年度事業報告・収支決算について協
議され、理事37名、監事3名が参加して、2議案共
に原案通り、承認されました。

事会報告事項となる新年度の事業計画・収支予算に
ついての確認を行いました。

　これにより、その後の第42回通常総会に於ける、
議案が確定し、開催日に向けて、準備を開始するこ
ととなりました。

平成30年監事会、 第1回 正副会長・委員長会議
平成30年4月19日（木）　　於：法人会事務局 １階

平成30年 第1回 理事会
平成30年4月24日（火）　　於：ホテル  ザ・マンハッタン

第1回�正副会長・委員長会議

7 ほうじん千葉西 8ほうじん千葉西

国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体です



委員会だより
平成30年度第1四半期各委員会開催状況

委員会名 開催日時 会　場  内　容 出席数

平成30年度第1回
広報委員会

4月17日(火）
13:30 ～ 14:30

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌春号（151号）の編集について
・本会ホームページについて
・本会HP「会員企業PR頁」への掲載企業承諾協議
・「創立40周年記念事業/会員名簿」作成に関して

12名

平成30年度第1回
研修委員会

5月10日(木）
18:00 ～ 20:30

ホテル
スプリングス幕張

本館１階

・第23回法人会フォーラムについて
・各ブロック研修計画にについて
・本部主管研修予定について

7名

平成30年度第2回
広報委員会

5月15日(火）
12:00 ～ 14:30

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌春号（151号）の反省点について
・広報誌夏号（152号）編集会議
・本会ホームページの更新・見直しについて
・「会員名簿」の発刊について

11名

平成30年度第1回
税制委員会

6月15日(金）
18:00 ～ 19:00 幕張本郷「鮮」 ・「平成31年度税制改正」提言について(含、県連報告)

・今年度の研修会日程とテーマ等について 5名

平成30年度第1四半期研修委員会担当の研修等活動状況
研修事業名 開催日時 会　場  内　容 出席数

第1回(4月)
新設法人説明会

4月4日(水）
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

「企業経営と税金の関係」
「法人税、消費税、源泉所得税の基礎知識」
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

8名

第1回(4月)
決算設法人説明会

4月5日(木）
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

「決算と申告事務の流れと注意点」
「法人税、消費税、源泉所得税の改正事項と注意点」
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

12名

第2回(5月)
決算設法人説明会

5月10日(木）
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

「決算と申告事務の流れと注意点」
「法人税、消費税、源泉所得税の改正事項と注意点」
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

10名

第3回(5月第2回)
決算設法人説明会

5月24日(木）
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

「決算と申告事務の流れと注意点」
「法人税、消費税、源泉所得税の改正事項と注意点」
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

13名

一日でわかる簿記の
仕組み

6月13日(水)
9:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

わかりやすい簿記・経理の実務セミナーとして、
簿記の仕組みと基礎知識の習得
講師：千葉県税理士会税理士　勝谷忠広 氏

8名

第1回
パソコン研修会

6月15日(金)
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

パソコン実務研修の基礎コースとして、Excelの基本操作
について、全員が各々ノートパソコンを使っての実地研修
講師：株式会社イー・ブレーン 中村 和彦 氏

6名

6/13��1 日でわかる簿記の仕組み

4/17�第 1回広報委員会

5/10�第 1回研修委員会 6/15�第 1回税制委員会

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

税の普及・啓発活動をすすめます



ブロックだより（1）
ブロック毎に、平成30年度役員総会を開催

委員会名 開催日時 会　場 議　題 ・ 内　容 出席数

習志野ブロック
役員総会

4月17日(火)
16:30 ～ 19:30

銀座アスター
津田沼賓館

・平成29年度 事業報告及び収支決算の件
・平成30年度事業計画(案)及び収支予算(案)の件 23名

千葉西ブロック
役員総会

4月18日(水)
16:30 ～ 19:30

ホテル
スプリングス幕張

・平成29年度 事業報告及び収支決算の件
・平成30年度事業計画(案)及び収支予算(案)の件　 26名

八千代ブロック
役員総会

4月26日(木)
17:00 ～ 20:00

八千代緑が丘
パッソノヴィータ

・平成29年度 事業報告及び収支決算の件
・平成30年度事業計画(案)及び収支予算(案)の件 36名

千葉北ブロック
役員総会

4月27日(金)
17:00 ～ 19:30

ホテル
グリーンタワー幕張

・平成29年度 事業報告及び収支決算の件
・平成30年度事業計画(案)及び収支予算(案)の件 23名

4/17（火）習志野ブロック

4/26（木）八千代ブロック

4/18（水）千葉西ブロック

4/27（金）千葉北ブロック

　平成30年度のスタートに際し、各ブロックにて、千葉西税務署長及び担当幹部を来賓に招き、役員総会を開催
しました。総会後は、それぞれ交流会も行い、情報交換等大いに親交を深める機会となりました。

清水会長も参加

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

法人会で、税の知識とネットワークを



・・・現時点での年末迄の計画です。詳細未定もあり、今後変更が出る場合もございますので、日程近くには、平成30年度 事業計画  
（第2〜第3四半期）

「会員増強」運動のお知らせ
今年も、法人会会員増強について、県連からの目標が決定しました。

 　① 会員増強統一月間・・・9 月 1 日〜 12 月 31 日  本会の示達目標 72 社 ( 個人会員除く）
 　② 年間会員増強・・・年間会員数の純増（平成 31 年 3 月末法人会員数 - 同 30 年 3 月末法人会員数）本会の示達目標 4 社
　 　お陰様で昨年度、①は100％達成しました。残念ながら、②は△34社という結果でした。今年度こそは両目標を達成すべく、
皆様、どうか宜しくお願い致します！！ （組織委員長 / 吉谷　徳一）

花火ナイター観戦

管外研修会

研修会

ボウリング大会

税務研修会

ゴルフ大会

管外研修会

※ 全ブロック合同事業 ( 本部　　事業 ) として、

・9 月 5 日（水） 全役員大会 〔ホテルニューオータニ幕張〕

・9 月 28 日（金）〜 29 日（土）　　40 周年記念管外研修会
 〔鴨川館〕

・2 月（予定） 第 23 回法人会　　フォーラム

が計画されています。

今後のご案内にご注目ください。

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

交流を通じて経営感覚を磨き、視野を拡げよう

ブロックだより（2）



開催案内、本会ホームページにてご確認ください。個別のご案内は事業の原則、1 か月前後前に FAX 又はお葉書等にてお送りしています。

役員会

※写真は主に昨年度のものです

研修会

研修会

役員会

花火ナイター観戦

花火
ナイター観戦

ゴルフ大会

管外研修会

※ 全ブロック合同事業 ( 本部　　事業 ) として、

・9 月 5 日（水） 全役員大会 〔ホテルニューオータニ幕張〕

・9 月 28 日（金）〜 29 日（土）　　40 周年記念管外研修会
 〔鴨川館〕

・2 月（予定） 第 23 回法人会　　フォーラム

が計画されています。

今後のご案内にご注目ください。

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

地域に密着したスポーツ・文化活動を行います



ブロックだより（3） −税務研修−

平成30年度 第1四半期
各ブロック研修委員会「平成30年度税制改正 概要説明会」を開催

研修事業名 開催日時 会　場  内　容 出席数

習志野ブロック
第 1 回研修会（税務）

5月30日(水）
15:15 ～ 17:00

習志野
商工会議所

テーマ：「平成30年度税制改正のポイント 」
講　師：千葉西税務署
　　　　法人1部門 審理担当国税調査官

23名

千葉西ブロック
第 1 回研修会（税務）

6月1日(金）
15:15 ～ 17:00

幕張勤労
市民プラザ

テーマ：「平成30年度税制改正のポイント 」
講　師：千葉西税務署
　　　　法人1部門 審理担当国税調査官

14名

八千代ブロック
第 1 回研修会（税務）

6月14日(木）
15:15 ～ 17:00

八千代市民会館
第 5 会議室

テーマ：「平成30年度税制改正のポイント 」
講　師：千葉西税務署
　　　　法人1部門 審理担当国税調査官

29名

千葉北ブロック
第 1 回研修会（税務）

6月21日(木）
15:15 ～ 17:00

千葉西法人会
１階研修室

テーマ：「平成30年度税制改正のポイント 」　
講　師：千葉西税務署
　　　　法人1部門 審理担当国税調査官

13名

　各ブロック研修委員会では、5月から6月に掛けて、｢平成30年度�税制改正の概要」をテーマに、千葉西税務
署法人課税部門担当官をお招きして、新税制の資料提供と共に概要説明会を開催しました。
　ブロック毎の開催日時、場所、出席者数については、以下の通りでした。ご参加ありがとうございました。

5/30（水）習志野ブロック 6/1（金）千葉西ブロック

6/14（木）八千代ブロック 6/21（木）千葉北ブロック

(2018.4.1 〜 2018.6.30）
※�ホームページアドレスは入会申込書に記載があった場合のみ掲載しています。また、本会�
ホームページとのリンク承諾先は逐次、手続きを進めています。ご要望があれば、事務局宛、
どうぞご連絡下さい。� ( 敬称略 )

事業所名 ホームページアドレス 所　　在　　地 電　　話 業　　種
千葉西ブロック
　幕張東部支部
　　㈱CHONAN 千葉市花見川区武石町�1-1654 043-257-0906 建設業
　真砂磯辺支部
　　㈲鈴河 千葉市美浜区真砂�1-5-6 043-279-1439 駐車場
　幕張新都心支部
　　ホテルニューオータニ幕張 www.newotani.co.jp/makuhari 千葉市美浜区ひび野�2-120-3 043-297-7777 ホテル業
　　㈱関東開発研究所 千葉市美浜区打瀬�1-10- パティオス10番街419号 043-306-8864 宅地建物取引業（事業用賃貸）
　　㈱トランス・ブリッジ http://trans-bridges.com/ 千葉市美浜区中瀬�1-3- ＭＴＧ -CB棟 3階 -MBP 043-400-2601 サービス（翻訳・通訳）
千葉北ブロック
　こてはし台支部
　　㈱山一商店 www.yamaichi-kk.co.jp/ 千葉市花見川区宇那谷町�1503-7 043-215-0055 卸売業（お正月用品）
習志野ブロック
　津田沼支部
　　㈱C’s�HEART 習志野市津田沼�4-10-16 047-408-0177 福祉・介護
　臨海支部
　　㈲アンドウカンパニー https://plus.google.com/114942647288062718155 習志野市茜浜�1-11-8 047-451-1266 金属加工業
　　㈱片岡組 http://www.kataokagumi.net/ 習志野市香澄�3-5-11-2 047-767-8095 建設業（とび）
　東習志野支部
　　㈱KMC 習志野市東習志野�8-31-11-101 047-405-2914 建設業 (人工芝生 )
八千代ブロック
　大和田第 2 支部
　　㈱菅野建装 八千代市大和田新田�298-11 047-406-4014 建設業（塗装業）
　大和田第 3 支部
　　㈱すまいる 八千代市高津団地�1-6-505 047-779-3391 建設業（リフォーム）
　睦支部
　　㈲都竹興業 八千代市平戸�5-3 鉄筋工事業

《 賛助会員 》
　　居酒屋�木の実 千葉市稲毛区山王町�98-6 080-4830-6954 飲食業
　　深澤英雄税理士事務所 東京都新宿区高田馬場1-31-8-915 03-3200-5770 税理士事務所

新会員紹介

13 ほうじん千葉西 14ほうじん千葉西

法人会で多彩な出会いのチャンスを



平成30年度 第1四半期
各部会（税法研究・女性・青年）関連会議等の開催状況

部会名 開催日時 会　場  内　容 出席数

女性部会
第 1 回役員会

4月11日(水)
15:00 ～ 15:30

ホテル
グリーンタワー
幕張

・「第38回定時総会」事前打合せ
・「教養講座」の内容、スケジュールについて
・年間事業計画について

10名

税法研究部会
第 1 回役員会 

4月11日(水)
15:30 ～ 15:45

ホテル
グリーンタワー
幕張

・「第42回定時総会」事前打合せ
・　同　スケジュールの確認について
同　交流会の役割分担について

9名

青年部会
第 1 回部会員会議

  4月13日(金)
15:00 ～ 17:00

千葉西法人会
1 階研修室

・年間事業計画について
・「税レンジャー」プレ租税教育活動について 10名

青年部会
第 2 回部会員会議

 5月10日(木)
18:30 ～ 19:30

千葉西法人会
1 階研修室

・年間事業計画について
・「税レンジャー」プレ租税教育活動スケジュール等 14名

青年部会
第 1 回研修会

 5月10日(木)
19:30 ～ 20:30

千葉西法人会
1 階研修室

平成30年度 税務研修会
講師：徳山博章税理士 13名

女性部会
第 2 回役員会

 6月 8日(金)
15:00 ～ 17:00

千葉西法人会
1 階研修室

・「租税教室」への対応について
・「第3回 税に関する絵はがきコンクール」取組みの件
・管外研修会のスケジュール等検討

14名

女性部会
教養講座

6月21日(水)
10:30 ～ 11:30

千葉西法人会
1 階研修室

・公開教養講座「対人関係が上手く行くコミュニケーションセミナー」
・「味噌DEりすとらんて」にて、昼食交流会
【事業実施報告、写真は下をご参照ください】

22名

女性部会 / 青年部会
合同講演会 ( 県連事業）

6月25日(月)
14:30 ～ 17:00

三井
ガーデンホテル
千葉

・合同講演会
テーマ：「大相撲おもしろ舞台裏」
講師：銅谷 志朗 氏(元テレ朝アナウンサー /相撲キャスター )

4名

部会だより（1）

“税レンジャー”活動のコーナー

平成30年度女性部会教養講座　（開催：平成30年6月19日）
　今年は法人会事務局研修室にて、　柏木恭子先生をお招きして「対人関係が上手く行く
コミュニケーションセミナー」を開催いたしました。第一印象とは、瞬間印象と本質印象に
分かれますがどちらもやはり見た目が重要。親しみやすいハーフスマイル(前歯が3～4本
見える)を心がけることが大切ですね。その笑顔のためにストローを使ったエクササイズ
の体験をし22名の参加者の笑顔がさらに輝くものへと変化しました。その後、事務局対面の新レストラン「味噌DE
りすとらんて」にて美味しいランチコースをいただきながらの会話もはずみあっという間の2時間でした。
� （女性部会�幹事／及川�直子）
※OFFICE�Kashiwagi　柏木�恭子�代表（シニアマナーOJTインストラクター）
　JALで32年間勤務。インストラクター経験を基に現在、コンサルタントとして活躍中�［HP:http://officekashiwagi.com/profile］

　青年部会では、独自のキャラクター“税レンジャー”が地域内に出没し
て、租税教育活動を開始しています。毎月、“税レンジャー”委員会を開き、
議論を尽くし試行錯誤を繰り返しながら、児童の皆さんにより親しんでい
ただける“税”の問題に真正面から取組んでいます。�
※�（今回、本誌と同封した）全法連�広報誌「ほうじん夏号」P.10にも紹介されました‼）

（青年部会副部会長　鈴木�恵介）

※これらの部会活動の様子は、千葉西法人会ホームページのトップページ「法人会からのおしらせ」コーナーに掲載しています。どうぞ御覧ください。
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法人会という仲間があなたを支える力になる



部会だより（2）

・・・現時点での年内計画です。日時等の変更が出る場合もござ
いますので、日程近くなりましたらば、どうか個別のご案内、本
会ホームページにてご確認ください。個別のご案内は事業の原則、
1 か月前後前に FAX 又はお葉書等にてお送りしています。

各部会　平成30年度事業計画

税法研究部会

　平成30年4月11日（水）午後4時より、ホテルス
プリングス幕張において、税法研究・女性・青年三
部会総会が同時開催にて、定時総会を開催しました。�
　第1部の各部会定時総会では、来賓に千葉西税務
署より佐伯�章二�署長をはじめ幹部署員の皆様と千
葉西法人会からは、会長・副会長をお迎えし、規定
に従い、各部会長が議長を務め、�『平成29年度事業報
告及び収支決算』、『平成30年度事業計画(案)及び収
支予算(案)』の各議案を協議し、それぞれ承認され
ました。その後、ご来賓の方々より、各々ご挨拶を
頂戴し、�予定通り、閉会となりました。

　第2部は、同ホテルにて三部会合同会員交流会が
開催され、代表して武居�政則�税法研究部会長によ
る主催者挨拶、ご来賓のご紹介に続き、髙山�貴子�
女性部会長からの乾杯発声があり、部会を越え又、
ご来賓も交えた明るい親睦会となりました。恒例の
アトラクションタイム(担当：税法研究部会)は地元・
神田外語大学生さんによる「フラメンコ舞踏部」の
皆さんが登場し、大いに場を盛り上げてくれました。
中締めは、青年部会の伊藤�勝巳�部会長が担当され、
今年度の三部会合同の定時総会も和やかに終了しま
した。

三部会定時総会の実施（税法研究/女性/青年各部会が同時開催）

武居 部会長

依田 副部会長が司会

武居 税研部会長
主催者挨拶

司会は
秋元 税研部会幹事 神田外語大学生のフラメンコ舞踏部

髙山 女性部会長
乾杯発声

伊藤 青年部会長中締め

（第2〜第3四半期）

税法研究部会（7月～ 12月）
事　　業 月日 曜 時 間 会 場 等 主　な　内　容

第2回研修会 8/22 水 15:00～
16:30

千葉西法人会
1階　研修室

★源泉所得税講座②　　　　　　　                            
・非課税給与、現物給与の取り扱い

第3回役員会 8月 18:00～ 未定
・第4回研修会(公開セミナー）打合せ
・税法勉強会について
・今後の部会運営/研修内容の件

第3回研修会 9/26 水 15:00～
16:30

千葉西法人会
1階　研修室

☆税法税務・経営等研究講座②　
・消費税の概要　
・改正消費税

第4回研修会
(公開セミナー） 9/27 木 15:00～

17:00 千葉鉄工団地会館
◎税法税務・経営等研究講座【 一般公開】
・ﾃｰﾏ：事業承継税制改正のポイント
・講師：千葉西税務署 資産課税部門専門官

第5回研修会 10/16 火 15:00～
16:30

千葉西法人会
1階　研修室

★源泉所得税講座③  
・退職所得の取り扱い

第6回研修会 
第1部(午前)
第2部(午後)

11/1
又は 2

木
又は
金

9:30～
12:00

未定
★年末調整等説明会(第1部・第2部）
・年末調整事務 
・法定調書の作成事務　14:00～

16:30
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きめ細やかな女性部会（部会員募集中！）



青年部会

女性部会

議長は髙山 部会長司会は山﨑 副部会長

伊藤 部会長挨拶。司会は沖村 部会員

女性部会（7月～ 12月）
事　　業 月日 曜 時 間 会 場 等 主　な　内　容

第3回役員会 9/7 金 15:00～
17:00

千葉西法人会
1階　研修室

・管外研修会の件
・「 税を考える週間」街頭広報担当の件
・租税教室の講師の件、リハーサルの件

租税教室講師研修会 13:30～
15:00 千葉西税務署、他 ・租税教室の運営等の件

・租税教室の講師養成研修

管外研修会(日帰り) 10/19 金 終日 宇都宮方面 部会員の研修と交流を兼ねて実施

租税教室リハーサル 10/ 18:00～
20:00

千葉西法人会
1階　研修室

・租税教室の運営等の件
・租税教室の講師養成の実地研修

第4回役員会
11/

12:00～
13:30

千葉西法人会
1階　研修室

・今後の事業運営の件
・租税教室、絵はがきコンクールに関する件

署の幹部を囲む座談会 14:00～
15:30 千葉西税務署 署の幹部を囲む座談会

(税を考える週間関連事業)

年末部会員交流会 12/7 金 18:00～
20:00 未定 部会員の交流懇談の会

《税知識普及事業・納税意識高揚事業・社会貢献活動等》
事　　業 月日 曜 時 間 会 場 等 主　な　内　容

税に関する街頭広報 11/ 13:30～
14:30 JR津田沼駅南口前 税を考える週間(11/11～17)の広報活動

（ 通算第11回）
租税教室

11/27～
1/29

1講座
45分

計16回
開催予定

千葉市・習志野・
八千代の各小学
校10校を予定

平成20年度よりの継続事業で小学校6年生
を対象に、青年部会と協調実施する税知識の
普及啓発活動及び社会貢献活動

（ 第3回）
「 税に関する絵はが

きコンクール」

5 ～ 10月 準備期間
準備期間(租推協出
席、教育委員会挨拶、対
象校への個別折衝等）

実施校拡大を目標とする

11 ～ 2月 実施期間
租税教室受講児童
→成果を絵はがきで表
現し、応募して頂く

「 冬休み宿題」 とし、 年初に募集、
1月中に審査会→表彰・発表

青年部会（7月～ 12月）
事　　業 月日 曜 時 間 会 場 等 主　な　内　容

第4回 部会員会議 7/12 木 18：30～
20：30

千葉西法人会
1階　研修室

・税レンジャー租税教育活動について
・全国大会について　　等

第2回 研修会 7/19 木 15：30～
19：30

キリンビール
横浜工場 キリンビール横浜工場見学

夏季イベント〔納涼会〕 8/ 未定 部会員交流親睦会

第5回 部会員会議 9/13 木 18：30～
20：30

千葉西法人会
1階　研修室

・税レンジャー租税教育活動について
・全国青年の集いに伴う視察研修会について

第6回 部会員会議 10/11 木 18：30～
20：30

千葉西法人会
1階　研修室

・全国青年の集いに伴う視察研修会について
・租税教室について　　等

租税教室リハーサル 10/ 18：00～
20：00

千葉西法人会
1階　研修室 租税教室の運営確認

第3回 研修会 11/9～
11

金～
日 終日 岐阜 全国青年の集いに伴う岐阜視察研修会

第7回 部会員会議 兼 忘年会 12/13 木 18：30～
21：30 未定 ・租税教室について

・新年会について 等

《税知識普及事業・納税意識高揚事業・社会貢献活動等》
事　　業 月日 曜 時 間 会 場 等 主　な　内　容

スマイルfestivalちば
2018 7/21 土 プレナ幕張2F 税レンジャー普及活動

税レンジヤー授業 8/未定 未定 租税教育活動
 〔 ワークショップ方式授業〕

八千代どーんと祭り
2018 10/20 土 八千代総合

運動公園 税レンジャー普及活動

税レンジヤー授業 10/未定 未定 租税教育活動
 〔 ワークショップ方式授業〕

租税教室 11/27 ～
1/29

1講座
約45分 (担当小学校) 小学校の六年生を対象とした、 税知識

の普及啓発活動
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若手経営者がメンバーの青年部会（入会受付中！）



吉橋副委員長　トップに直撃インタビュー記事ですの
で直球でお話を伺わせて下さい。昨年6月、新社長と
して事業を引き継がれたそうですが、その辺りのお話
から聞かせていただけますか。
渡邉光社長　　今日は、ようこそおいで下さいました。
私は大学を出て、スーパーにて4年程勤務の後、当社
に入社し11年経ちます。今年で38歳になりますが、子
供時分から両親が始めたこの会社を引き継ぐ気持ちは
ありました。しかし、次男である私が、社長の立場に
なった今、実際は毎日、必死の思いで業務に奮闘中で
す。当社の良い処を大切にしたいですし、同時に業界
の大きな変化に対応する責任を感じています。
渡邉敏美会長　会社をスタートした昭和46年はまだ、
この業種も生まれたばかりの時代で、お客様の期待に
とにかく応えるという一心で、一つ一つ信頼を重ねな
がら当社自身も育ってきたところです。私から見ると、
当社社員が一つ一つ「頑張る」気持ちの大切さを忘れ

てないかという心配も
ありますが、一方で今
後の清掃業界そのもの
の動向からも目が離せ
ません。
吉橋副委員長　そうし
た中、具体的に、社長

はどの様に会社経営をお考えですか？
渡邉光社長　　そうですね、「人を大切にする」とい
うのが当社の神髄です。会社の理念にもありますが、
京葉ビルサービスに入社したら、仕事は厳しいが、会

社は社員とともに歩むことを大切にしています。
　また、お客様から安心して仕事を任せていただく為
には、満足いただくこと、その為には言い訳はせず、
先ずはご要望にお応えすることが求められます。
　今は、人材確保は大変、難しい時期ですが、当社に
は一定の物差しがあります。面接で、「掃除が大好き」
という方を採用します。そして、入社前には遠方でも、
一度は勝田台の本社迄来て会社を知り、納得いただい
てから、仕事を始めて貰います。今は、受託先も広域
になっており、社長が全ての社員を日々、見ることは
出来ません。「業務部員」という担当が、全受託先を回り、
業務水準の確認を行うと同時に問題点を報告する仕組
みになっていますが、これだけではなく私自身への直
結ルートも作っています。パートさん含む全員が行う
セルフチェックシートの中に社長宛のアンケートがあ
り、現場からの声を漏れなく聴いています。それでも、
全てをフォローし切れませんが、社員とともに歩むこ
との一つだと考えています。

　広報委員が企画制作する本ページは、開
始３年目に入ります。会員の方々が、相互
により深く理解し合うことをテーマに、会
員企業の社長（経営者）らを訪問し、企業
やオーナーご自身をご紹介しています。
　今回は、吉橋副委員長 ( 八千代ブロック
副ブロック長）が、ブロック長の会社を直
撃インタビューしました。

日時：2018 年 6 月 7 日（火）　10：00 〜
場所：同社 本社　（八千代市勝田台北 1-20-6）
ホームページ：http://www.keiyou-bs.co.jp/

会員企業訪問シリーズNo.9

こんに
ちは

トップ
に直撃

！
京葉ビルサービス株式会社

会長  渡邉　敏美　社長  渡邉　光

本社玄関前にて

セルフチェックシート
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ズに応えられると考えています。当社だけでなく他社
にも既に30台近く売れているんですよ。
渡邉敏美会長　従業員を大切にし、育てるというのは
易しいことではありません。会社が従業員からの要望・
不満をきめ細かく拾うことも大切ですが、実は当社は、
夏冬賞与とは別に期末手当の制度があり、業績に貢献
してくれている400名の社員へ待遇面の還元を行って
います。少子高齢化の日本にあって、外国人の雇用は
現状ではなかなか問題点も多く残りますし、当面は今、
ある人材が力をつけてくれることが最も重要です。
吉橋副委員長　会長がこれ迄築かれた基礎の上に今日
の貴社があり、それをまた、若い社員、役員の皆さんが、
その先に育てて行くという現在の動きがとてもよく解
りました。会員企業の皆様にもヒントになる部分があっ
たのではないでしょうか？
渡邉光社長　　コストの上昇、利幅の減少という両方
の大きな問題に当社も悩まされています。その答えは
すぐ目の前にはありませんが、これまで、先代たちが
努力してきた様に、我々も求め続けて行くこと以外に
道は無いという点では、法人会にしても商工会議所に

しても、会員の皆さんの一
致した見解だと思います。
法人会という“仲間”の皆
様と知恵や経験談をお互い
に出し合って、どんな業界
の方々とも切磋琢磨し合っ
て進んで行きたいと強く感
じています。

吉橋副委員長　それは良いことですね。良い伝統は
守って行きたいという新社長の心意気が伝わります。
そして、業界が変化しているというのはどういう点な
のですか？
渡邉敏美会長　「人が道具を使って清掃する会社」と
いう概念が変わりつつあります。そもそもは「人に清
掃して貰う」という考えが広まったからこそ、我々の
業界が成長してきたのですが、今後は単に掃除をする
だけでは、クライアントは満足されません。例えば、
発注から、苦情対応、支払い迄含めたトータル管理を
望み、且つそのコスト圧縮を求めます。特に、チェー
ン展開しているような企業では、全国レベルで一定水
準のサービス提供が必要です。当社は、20年程前に、
当時のジャスコさんとの取引の中で、ミニストップさ
んの立ち上げから、このお手伝いを始めており、急な
仕事への対処、クレーム対応（“苦情”が出なくなる迄、
徹底すること）を学びましたが、お陰様で現在、北海
道から九州迄全国区での受注をいただき、それが別な
チェーンからの受注にも結び付いています。勿論、遠
い地区には「協力会社」があり、実際の現場を支えて
いただいていますが、こうした動きは業界の2極化（“大
手”になるか、“地場経営”に徹するか）に繋がってい
ます。
渡邉光社長　　もう一つは「仕事に価値を付けること」
の必要性です。“良い商品”に対してしか、お客様はお
金を払って下さいません。私たちはその答えを①技術
のレベルアップ　と　②人材の育成　に見出そうと考
えています。①には、清掃業務以外の資格取得やＩＴ

化もありますが、例え
ば当社ホームページに
も紹介しています、ポ
リッシャー（研磨機）
の新兵器「ケズリン」
の商品化というのがあ
ります。これは清掃の
最後の手段として使う

ものなのですが、一種の組合せ製品です。つまり、ど
うしても落ちない汚れを取る為の機械を作る為にこれ
迄の経験から、役立つ部品を我々が選び貫いて、作り

上げたものです。ポリッ
シャーは通常1台1万円程
度ですが、「ケズリン」は
30万円近くします。しか
し、これがあれば、人の
時間と手間が少なくなり
ます！何よりも顧客のニー

〜 編集後記 〜
　今日は、法人会で今年度の八千代ブロック長、京葉ビ
ルサービス株式会社、渡邉敏美会長と光社長からお話
を伺いました。光（ひかる）というお名前は敏美会長が、

“光輝かせるお仕事”から名付けたのかと思い、質問す
ると、若かりし会長の大好きな『ちばてつや』さんの人
気漫画から取ったのだそうです。敏美会長のお人柄を拝
見した気がしました。 （広報委員会副委員長 / 吉橋雅晴）

“ケズリン”の商標登録証

渡邉敏美会長

吉橋広報副委員長
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ケズリンは当社が独自開発した自信の製品…その効用を説明する
光社長、見つめる敏美会長

さまざまな活動で会員企業を応援します



地域の仲間たち

公益
社団法人 千葉西法人会会員証

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」欄に千葉西法人会会員と入力しましょう。

◀法人税確定申告書「別表−」下の余白に貼付する会員証です
　申告書にこのマークを切り取って貼りましょう。

株式会社 谷津ペットホテル・クリニック

東京宅配事業 株式会社

有限会社 松本電設

有限会社 及川製作所
代 表 者　代表取締役　西宮 洋子
設　　立　昭和50年５月
事業内容　 貨物自動車運送事業
住 　 所　習志野市茜浜 1-5-9
TEL：047-451-1531　FAX： 047-451-2890
URL：www.tokyo-tj.co.jp  

　弊社では,習志野の茜浜にて、お得意様の輸配送のニー
ズを可能にする小型から大型まで各種車両66台と、一時
保管を可能とする倉庫をそろえて対応しています。
　今後もかわらず、「安全・安心」をモットーに地域に密
着し更なる発展と地域貢献を目指して取り組んで参りま
す。

代 表 者　代表取締役　及川 昭彦
設　　立　昭和43年12月
事業内容　 機械設計製作、精密機械加工組立、修理
住 　 所　八千代市平戸 67-4 
TEL：047-488-3311　FAX：047-488-3313
E-メール：pc02@oikawa.co.jp
URL：http://www.oikawa.co.jp
　NC旋盤、マシニングセンター等を使った小ロット生産
を主とした当社では、お客様のご要望にお応えすべく日々
励んでいます。公差1000分台までの精密加工で産業機械
部品や金型を製作しています。今年設立50年となり、先
代が築き上げた技術をもとに更に飛躍する1年にするべく
挑戦しています。

代 表 者　代表取締役　谷津 真知子
設　　立　平成17年３月
事業内容　 ペットホテルと診療
住 　 所　千葉市花見川区幕張町
　　　　　　　　　　３-1095-44
TEL： 043-274-1683　FAX：043-274-1685
E-メール： machi-y@yatsu-pet-clinic.co.jp
URL： http://yatsupet_clinic.hospital.ipetweb.jp/index.html

　JR総武線、京成線上り幕張駅を
出てすぐ、幕張小の先隣りに見え
ます！
　ペットホテルと診療をほぼ一人
でやっていますので、可能な限り、
早朝夜間でも対応いたします。
　独立開業13年、飼い主様の生活
に寄り添い、これまで以上に「必
要とされる企業」となることをめ
ざして参ります。

（女性部会部会員）

代 表 者　取締役　松本 恭
ヨ シ カ ズ

一
設　　立　昭和63年4月
事業内容　 電気設備工事
住 　 所　千葉市花見川区畑町 1422-1
TEL：043-441-8390　FAX：043-441-8391
E-メール：matsumoto-densetsu@lagoon.ocn.ne.jp

　新築木造住宅の電気設備工事をはじめ、エアコン等の
空調関係からオフィスビルの改修工事など、電気に関るさ
まざまな工事を行ない、皆様のおかげをもちまして今年で
30周年を迎えることができました。平成24年10月に習志
野市から千葉市へ移転をし、千葉北ブロックに仲間入りを
させて頂きました。今後ともよろしくお願いいたします。

委 員 長　
　　　髙橋　　勝（習志野ブロック）

副委員長
　　　吉橋　雅晴（八千代ブロック）

委　員　久保島宏海（千葉西ブロック）
委　員　市原　　康（千葉西ブロック）
委　員　篠原　秀作（千葉西ブロック）
委　員　今泉　重弘（千葉北ブロック）
委　員　川渕　勝信（千葉北ブロック）
委　員　鈴木　和弘（習志野ブロック）

委　員　福本　英一（八千代ブロック）
委　員　谷津真知子（女性部会）
委　員　藤川　良子（女性部会）
委　員　鈴木　恵介（青年部会）
委　員　畠田啓史朗（青年部会）

広
報
委
員
会

千葉西法人会広報誌やホームページで貴社をPRしてください!!
広報誌「地域の仲間たち」原稿募集中！  HP「会員企業PR」リンク先受付中！

詳しくは、本会の HP をご参照いただくか、或は事務局までお問い合わせください

掲載原稿
募集中！
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