
８月に開催された「千葉西優申会総会記念講演会」の様子

武居政則税法研究部会長

演題「木久蔵流、笑うが一番」の中で、
熱血披露された、林家木久蔵師匠の
落語“初天神”からの一節 

満席の会場は笑いに包まれた

鈴木和弘優申会会長の挨拶
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「千葉西優申会」事業活動の紹介
「千葉西優申会」は昭和57年11月19日に設立され、規約で、「過去に千
葉西税務署長より優良申告法人として表敬を受けた法人で構成する」
となっています。現在、会員数は33社で、別途年会費を募り、独自に
事業活動を展開しています。
毎年、８月開催される定時総会の前には、記念講演会を開催しており、
法人会会員の皆様にもご参加を呼び掛けています。今年は、「笑うが一
番」と題して、落語家・林家木久蔵師匠からコミュニケーション術の極
意についてお話しいただきました。(関係記事P.16)

スマホ・タブレットの方は
こちらから

※千葉西法人会の事業予定はホームページをご参照ください。
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第10弾

㈱幕張テクノガーデン／ワコーズホーム㈱
(宗)大原神社／㈱ツカサ研磨工業所
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創立40周年記念

公益社団法人 千葉西法人会創立40周年記念 全ブロック合同管外研修会・交流会
次 第

平成30年9月28日 18:00 ～ 20:30  鴨川館/平安の間・総合司会：本田眞一（八千代ブロック厚生副委員長）
1. 40周年記念事業について 総務委員長  早野 吉子
2. 会長挨拶 会  長  清水 晴好
3. 来賓ご挨拶 千葉県法人会連合会  大岩 哲夫 会長4. 開会の辞 実行委員長  礒貝 幸子
5. 交流会開会宣言 厚生委員長  安宅 照男
　　　協賛企業紹介 厚生副委員長 三枝千代子6. 乾杯 副会長  佐藤 正直
7. 青年部会 「税レンジャー」
8. 歓談タイム①
9. 40年を振り返って 顧問  大田 禊之
10. 歓談タイム②
11. 女性部会 「白浜音頭」
12. 歓談タイム③
13. 中締め 顧問(前会長） 橋本 保伯

40周年記念全ブロック合同管外研修会　報告
　９月28日（金）29日（土）において、合同研修会を執り
行いました。
　月末の金曜日・土曜日、しかも台風が近づく中、天候が心
配でしたが、初日は夏日となる好天気で、翌日も大雨に降ら
れることなく各見学地を楽しむことができました。総勢70名
を超える参加申込みを受けて、バス２台での行脚でした。
　県内「鴨川館」の宿泊でしたので、行路の移動距離が短かく、
時間的に余裕の行程にて開催できました。
　「鴨川館」での夕食の席では、青年部+2名による　「税レ
ンジャ―」紹介のステージから始まり４ブロック会員相互の
懇親を深めさせていただきました。
　帰路の昼食では、多人数でしたが、海の近くということも
あり、御宿の「白鳥丸」で、美味しいお刺身定食を満喫させ
ていただきました。
　全ブロック会員の集まる事業はなかなか開催できない中
で、お互いの顔を見ながらの楽しいひと時を過ごしたことを
ご報告いたします。

　（広報委員会副委員長　吉橋雅晴）

（初日の行程）バスＡ＝勝田台駅前→千葉鉄工団地会館→三井アウト
レットパーク木更津→はちみつ工房→みんなみの里→亀田酒造→鴨川館
バスＢ＝習志野市役所→稲毛海岸駅前→三井アウトレットパーク木更津
→はちみつ工房→亀田酒造→みんなみの里→鴨川館

安宅 照男 厚生委員長
交流会開会宣言

早野 吉子 総務委員長からの主旨説明

バスＡの皆様 バスＢの皆様

 清水 晴好 会長挨拶

佐藤 正直 副会長の乾杯発声

三枝 千代子 厚生副委員長から
協賛企業紹介 協賛企業ご紹介（アイウエオ順）　　 　

㈱安宅 AIG 損害保険㈱千葉支店
かもめトラベル㈱ 京葉ビルサービス㈱
広栄化学工業㈱ 小久保製氷冷蔵㈱
㈱サトウオート ㈱ジェーエイシー
㈲住宅問題 大同生命保険㈱　千葉支社
千葉県法人会連合会 ㈱展商
㈱富商 ㈱橋本電業社
㈱ビッグアイ （敬称略）　

はちみつ工房にて（全員で集合写真！）



全ブロック合同管外研修会　
� 於：南房総鴨川温泉（鴨川館）

（2 日目の行程）バスＡＢ＝鴨川館→道の港 まるたけ→清澄寺→白鳥丸 ( 昼食 ) →道の駅あずの里いちはら
→バスＡ＝千葉鉄工団地会館→勝田台駅前、　バスＢ＝稲毛海岸駅前→習志野市役所

 礒貝 幸子 実行委員長 開会の辞

橋本 保伯 顧問の中締め

ご来賓、正副会長、顧問、相談役、協力保険会社支社長は正面雛壇に着席いただきました

 千葉県法人会連合会
 大岩 哲夫 会長ご挨拶

八千代ブロック 本田眞一 厚生副委員長が
司会進行

「税レンジャー」+2 名の登場

　｢白浜音頭」（次々に飛び入り参加！）　

御宿・白鳥丸にて

清澄寺

日蓮上人の銅像前で

 大田 禊之 顧問から
40年間を振り返ってのお話し
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第一部　会長挨拶、来賓ご挨拶、各委員会・部会報告 第三部　役員交流会

第二部　税務署長講話

　平成30年度の役員大会は9月5日(火)ホテルニューオータニ幕張・鶴の間において、役員並びに来賓
を含む62名の皆様の参加をいただき、第一部 会長挨拶、来賓ご挨拶、委員会・部会報告、第二部 千葉
西税務署長講話、第三部 役員交流会の三部構成で開催されました。

　今年も7月に赴任された千葉西税務署、本間 英夫 
新署長から、貴重な講話を頂戴することができました。
本間署長は、東京国税局調査第四部統括官や久世税
務署長のご経験も踏まえ、「税務よもやま話」と題し、
税務の国際化・財政の状況及び国税庁の現状と実調率
の課題等を澱みなく精力的にお話しくださいました。
実数を示してのご説明はストンと理解し易く、限られ
た時間ではありましたが、とても勉強になったと感じ
ました。

全役員大会開催平成30年度
公益社団法人
千葉西法人会

司会：三枝女性部会副部会長

熱弁くださった本間署長

会長挨拶：清水会長

中締め：渡邉副会長

主催者挨拶：吉田副会長

乾杯：佐藤副会長

司会：女性部会 高橋幹事 及川幹事
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総務委員会（早野委員長）
報告

　総務委員会から特にお伝
えしたいことを2点お話しし 
ます。

　まず、今後の事業計画確認です。毎年３月と４
月、連続して開催される「理事会」（予算、決算
の承認、本会の基本方針を決める重要な会議で
す。）をはじめ、本会の大きな事業に役員各位に
はどうか最優先でのご出席をお願い申し上げま
す。来年度の総会は6月11日（火）を予定してい
ます。日程の確保と共に、事業推進へのご協力を
お願いします。
　2点目は、「役員改選」についてです。次年度
は改選の年になり、本部・ブロック及び支部それ
ぞれ、「新役員」が決定します。残り半年あると
言っても、役員の人選は相応の準備期間が必要で
す。改選により組織は常に新しい力、若いパワー
を加えて行くことになりますが、特にバトンを渡
す側の方におかれましては、計画的に責任を持っ
て、確りと引継ぎをお願いいたします。伝統ある

「千葉西法人会」の更なる発展の為、支部・ブロッ
ク内での早めの話し合い、役員会議の開催を強く
要望します。
　法人会役員の仕事は、直接皆様のご本業にお役
に立つというものでは決してありませんが、「税
務当局との緊密な連携」や「会員同士の交流拡大」
にご尽力いただくことは、広く社会の発展に寄与
するという高い理念をどうか忘れず、今後も役員
各位には、法人会活動をリード願えればと思いま
す。Nobless  oblige (ノブレス・オブリージュ＝
社会の中での相応の責務)です‼
　なお、本会創立40周年記念事業としての今月
28日～ 29日、鴨川温泉／鴨川館での全ブロック
合同管外研修会、皆様、どうぞ宜しくお願いしま
す。心に残る会員交流をご期待いただきたいと存
じます。
　

税制委員会（武居委員長）
報告

　今年も「税制改正に関する
アンケート」を4月に実施さ
せていただきました。これを

基
もと

に、全国法人会総連合で現在、議論を進めてお
り、来月開催予定の法人会全国大会にて、法人
会としての「平成31年度税制改正提言」として、
まとめられ、組織決定する予定です。
　その後、「税制改正への提言活動」として、我々
もその提言を地域の国会議員や地元の市長へ届け
る予定としています。折角の機会ですので、全国
大会で決定した提言だけではなく、本会の考え方
や活動方針についても首長さん方に直接、お話し
し法人会活動へのご理解を願っております。
　これまでも、「法人税率の引き下げ」や「事業
承継税制の見直し」をはじめとして、特に地域企
業の税務に関する問題点の改善を強く訴え、そし
て実現していますが、今後も、会員の皆様方の生
の声を行政や立法府の皆様に直接、提言する活動
を「税のオピニオンリーダー」として、継続して
参りたいと思っています。
　なお、「広報誌」新年号で、税制改正提言の骨
子を掲載し、詳細を“平成31年度税制改正提言”
として、別冊で同封する予定でいます。
　更に、実際に実施される新年度の ｢税制改正｣
内容については、その後、4月発刊の広報誌・春
号で、速報ベースのチラシを、またその次の夏号
で“新税制改正のあらまし”の冊子版をお届けし、
或いは法人会ホームページに掲載する予定でおり
ます。

広報委員会（髙橋委員長）
報告

　年間4回発刊しています「広報誌」は是非、皆様、
一度は開いて見てください！　委員会として、よ
り多くの皆様にご覧いただきたく、法人会活動を
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習志野市立第六中学校 ３年生　【千葉西税務署署長賞】



知っていただきたく、真剣に、誌面づくりを続け
ています。 
　毎回、ご覧いただくと、そのたびに新しい発見
を見つけていただくことが出来ると思います。
　委員会のもう一つの担当であります、法人会の
ホームページ（HP）は、スマホからも勿論、ご
覧いただけます。このＨＰには法人会の2か月分
の予定表や会員名簿も載せています、また、広報
誌バックナンバーを開いて、読めていない過去の
広報誌を1頁1頁、読み直すことも出来ます。中
でも、是非、定期的にチェックいただきたいのが、
ここのトップ頁なのです。「法人会からのお知ら
せ」と「千葉西税務署からのお知らせ」の２つの
コーナーがあり、それぞれからの最新のお知ら
せ、耳より情報が掲載されています。
　千葉西法人会のＨＰは、“千葉西法人会につい
て”と入れて検索すると、一発で出て参りますの
で、お持ちのスマートフォンで是非、閲覧いた
だければと思っています。出来れば、“お気に入
り”に入れていただき、お時間がある時に、ちょ
くちょく、覗いて欲しいと思います。
　引き続き、広報誌で会員企業の紹介をする「地
域の仲間たち」と法人会のＨＰから、会員ご自身
のＨＰへリンクすることができる「会員企業PR」
コーナーへの掲載へのご協力いただける方はど
うぞ、事務局へFAXをお願いします。
　創立40周年事業のひとつとして、当委員会で
準備を進めています「会員名簿」ですが、今年度
中の発刊を目指しています。相当期間、印刷物と
しての会員名簿は作られていない為、会員各位の
基本データの再確認が必要になります。2,400先
の会員各位にその内容確認をしていただくこと
が最重要な作業になります。しかし、これは将来
的には、現在は出来ない会員各企業の検索システ
ム等を作る礎にもなる作業であると考えており
ます。この部分は各支部長様にお力添えも頂きな
がら進めたいと考えておりますので、どうぞ可能
な範囲でのご協力をお願い申し上げます。

当日代理  事務局

研修委員会（時田副委員長）
報告

　「研修」は法人会“公益事業”
の柱となる大切な事業ですの
で、我々、研修委員会は年間

数回に亘る委員会で協議して、多くの参加が得ら
れる様努めております。
　まず、税務署さんと共催で、「新設法人説明会」
を６回、「決算法人説明会」は10回、実施してい
ます。
　他に ｢1日でわかる簿記の仕組み｣ と ｢１日で
わかる法人税申告書　の書き方｣「パソコン研修
会」も開催しています。
　ブロック事業として、各ブロック研修委員会が
年3回、独自企画で研修を実施しています。今年
も5 ～ 6月、全てのブロックに於いて、税制改正
に関する研修会を千葉西税務署法人課税第一部
門担当国税調査官に講師をお務めいただき、実施
しています。
　10月以降順次、第2回目の各ブロック研修会が
開催されます。公開講座ですので、会員以外の方
もご参加できますし、もちろん、ご都合で、他の
ブロック研修への参加も可能です。
　最後に、本部事業として毎年開催している「法
人会フォーラム」についてです。今年度は既に、
来年2/22の金曜日、講師はテレビでおなじみ、

「元衆議院議員」の『杉村太蔵（すぎむら たいぞ
う）』氏に決まりました。テーマはこれからです
が（その後、「チャンスはつかめる‼」～爆笑！
プライドを捨てた男の人生訓～に決定）、楽しみ
にして頂きたいと思います。200名参加を目指し
ます。個人の方

かた
も含め、是非、お知り合い等お誘

いあわせの上、ご参加ください。
　今年度も、より充実した内容の研修事業実施
に、ご協力くださいます様、お願い申し上げます。
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厚生委員会（安宅委員長）
報告

　厚生委員会は、保険制度推
進をはじめ管外研修や千葉
ロッテ応援ナイター観戦、ゴ

ルフ大会等の会員交流事業を担当しています。保
険制度推進、「2年2万社純増運動（GOGOキャ
ンペーン）」についても、協力保険会社の皆様の
ご努力の下

もと
、今年度も、千葉西法人会は、トップ

の成績でスタートが切れたところです。ありがと
うございます。
　会員交流事業は、お陰様で、既に「ナイター観
戦」を初め、皆様のご協力のもと、事業は概ね順
調に進んでおります。
　ゴルフ大会は5/17、千葉北ブロック、5/23、
習志野ブロックで既に実施、ナイター観戦は2日
間で、４ブロックで延べ283名の参加をいただき
ました。この後、更にゴルフ大会やボウリング大
会の予定が組まれております。どうぞ、奮っての
ご参加をお勧めしたいと思います。ご案内のハガ
キが届きましたらば、是非、新規に入会された会
員やこれまで、ご参加頂いたことのない皆様にも
お声掛け願い、ご一緒にお申込み下されば大変、
幸いです。
　今年は、これらに加え、今月、「創立40周年記
念全ブロック合同管外研修会」がございます。厚
生委員会としても、最大限の準備体制で、準備を
進めています。先日、委員会を開いて、ホテル鴨
川館での夜の交流会の進行打合せやバスの中で
楽しくお過ごし頂くための担当決め等を行いま
した。ブロックを超えた会員コミュニケーション
アップの場として、とても効果の大きな事業だと
思います。
　宜しくお願い申し上げます。

組織委員会（吉谷委員長）
報告

　今年も、県連から、①9月
から12月迄の4か月間の新規
入会「法人」の目標で、72

社  ②年間での会員数純増目標、プラス4社とい
う目標が届いています。昨年と同数ですが、ご存
知の通り、県連の目標数は「法人」に限られます。
個人事業主等はカウントされませんので、改めて
ご理解願います。
　これを基に、7/11の組織委員会で、協議し、
千葉西法人会の自主目標として、来年3月末時
点での法人会員数目標を「2,400社」、昨年度末
2,389社を年間で11社増加させるとしました。
　①その為には、資料に計算式を書きましたが、
退会社数等を勘案すると、本会自身で、新たに入
会いただく法人を100社勧奨する必要がありま
す。そこで、４ブロックで、各々 25社宛

ずつ
という

数字を目標とさせていただきました。これも昨年
度と同じ数字です。今後各地で開催される、支部
の活動の中で、入会勧奨を行っていただき、最終
的にはブロック毎に、25社を取りまとめていた
だく計画です。既に先月迄で、千葉西ブロック6
社、北ブロック7社、習志野で5社、八千代が5社、
合計23社入会していますので、残りをできれば、
12月迄に達成願いたいということです。
　昨年、「平成29年度 会員勧

かんしょう
奨実績」は、53社

でした。大同生命さん、ＡＩＧさん、アフラック
さんにもご支援頂いた分も含めて、1年間に皆様
に勧奨していただいた法人数です。一昨年度の法
人入会数が48社でしたので、昨年度はそれを上
回っています。大変ありがとうございました。
　しかし、目標は、100社ですので、これでも
まだ自主目標の5割強だったと言うことになりま
す。今年、この数字を達成するためには、もう 
一歩、発想や活動の方法を変えていただく必要が
あります。入会実績をこれまでの２倍にしたいの
です。
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八千代市立東高津中学校 ２年生　【千葉県間税会連合会会長賞】



　ここで、私の所属する習志野ブロックの昨年の
経験をお話ししたいと思います。我々のブロック
は、実は3年前迄は、いわば、“蒸気機関車”型
の推進体制でした。会員勧奨に精通したエースの
役員がおられて、引っ張ってくれていました。し
かし、3年前にご本人が急逝されてしまいました。
結果、習志野ブロックの勧奨実績は、一昨年わず
か5件に激減しました。そこで、昨年度は、その
反省から、早目にブロック会議を開き、総務委員
長の協力も得て、皆で、具体的に「どこの会社」
を「いつ迄」に「だれが」勧奨するかを決めまし
た。機関車1両で皆を引っ張る“蒸気機関車”型
ではなく、皆で列車を動かす“電車”型にモデル
チェンジし、私はその進捗状況をチェックする役
を受け持つこととなりました。毎月、事務局から
進み具合の情報を貰い、必要に応じて、直接、責
任者に確認するという仕事をしました。
　その結果、昨年度は16社という実績に結び付
き、前年実績をなんと3倍以上伸ばすことができ
ました。
　現在、千葉西法人会には理事は65名ですが、
その他にブロックや支部の役員は162名もいらっ
しゃいます。会員は2,400社近くもいらっしゃる
訳です。そうした皆様の周囲の企業、お知り合い
の企業を洗い直していただいてみてください。そ
の中から、年間、ブロックで25社を勧奨いただ
きたいのです。毎年、同じ一部の役員が何社も新
たな入会先を探し続けるのはとても難しいことで
す。会員増強は毎年の命題ですが、それを実践す
るのは一部の役員だけではありません。この200
名を超える役員の皆様、或は一般会員の皆様の持
たれる情報を集めて、その中から入会先を探して
していただくこと、これを今年は更に実践したい
と思っています。習志野ブロックもまだもう少し
頑張る必要がありますが、その体制さえできれば、
1ブロック25社というのは、十分に届く数字だと
考えています。つまり、この「増強運動」をより
多くの役員、会員の皆様に知って頂き、ひとりで
も多くの方の人脈、情報力を駆使して頂きたい！

のです。
　大切なことは、多くの方から情報を引き出すこ
とに尽きます。その為に、先ずは支部で、役員会
を開いていただくことです。
　確り、ターゲットさえ定められれば、もう大方
仕事は終わったと考えられます。「どこを」「誰が」

「いつまでに」勧奨するかを決め、それを支部長
や組織委員の方に定期的に管理願い、駄目だった
先はターゲットを変え、これを繰り返すというこ
とです。
　保険会社の皆様による加入は全て、支部・ブロッ
クの実績ですので、これらの方々の機動力で、効
率を高めることが最大のポイントです。
　今回も毎月初めに入退会先情報を各組織委員と
ブロック長宛、お送りしますので、進捗をご確認
いただければ幸いです。その他、表彰規定等も昨
年と同じです。
　以上、「会員増強運動」につき、是非、新しい
力で多くの情報を引き出し、各ブロック25社勧
奨いただく、ということを重ねてお願い申し上げ
まして、組織委員会からの報告とさせていただき
ます。皆様、まずはこの4 ヶ月間、宜しくお願い
申し上げます。

女性部会（髙山部会長）
報告

　女性部会は、千葉西法人会
員企業の中で、女性であれば、
どなたでもお入りになれま

す。経営者自身は無論、経営者の奥様、将来を担
う次世代、幹部社員の方もお入りいただいて、交
流を深め、女性ならではの活動を続けています。
入られれば、人脈も広がり、何よりとても楽しい
集まりですので、どうぞ、お気軽にご入会いただ
き、ご一緒に活動いただきたいと思っています。
現在会員は59名です。
　私たちの活動について、ご報告します。
　主な活動は総会や役員会等の会議以外に、今年
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目指そうよ　豊かな環境　納税で



は既に6月に「教養講座」を開催しました。講師
をお呼びして、女性らしいマナーについて勉強
し、その後、ランチで交流を行いました。10月
に管外研修会、11月は「税を考える週間」に合
わせ、税務署を訪問し、署長様他幹部職員の方に
貴重なお時間を頂戴しての楽しい座談会があり
ます。社会貢献事業として、税についての街頭広
報活動も毎年、行っています。年末の部会員交流
会もとても有意義で、大切なひと時です。
　最も力を入れているのが、「租税教室」と「税
に関する絵はがきコンクール」です。小学生の租
税教育活動をお手伝いしています。
　「租税教室」は、小学6年生を対象とした“出
前教室”です。部会員が教室に実際に出向いて、
税金の大切さについての授業を行うものです。青
年部会さんと連携し、昨年は合計10校で15講座
を実施しました。県内の14法人会の中で、一番
の規模を誇っています。
　そして、その「租税教室」の延長事業として、
一昨年度から、「税に関する絵はがきコンクール」
を始めました。
　税金の授業を受けた児童の皆さんに宿題とし
て、税金をテーマに「絵はがき」を書いていただ
こうという趣旨のものです。
　署の皆様からも応援頂き、６校から、243作品
の応募があり、千葉西税務署長賞、県税事務所長
賞、法人会会長賞、女性部会長賞等17の作品を
表彰させていただきました。今年も、対象校を 
増やし、更に多くの作品を募集したいと思ってい
ます。
　以上で、女性部会の活動についてのご説明を終
わらせていただきます。
　尚、現在、女性部会への新規入会、受付中です。
是非、一度、ご相談下さい。部会員一同、皆様の
ご入会をお待ちしています。ありがとうございま
した。

青年部会（伊藤部会長）
報告

　青年部会は、現在、新しい
壮大な取り組みを行っていま
す。

　ご存知の方も多くなって来たかと思いますが、
我々がオリジナルで立ち上げましたキャラク
ター「税レンジャー」による、租税教育活動の一
大プロジェクトです。広報誌「夏号」でも取り上
げていただきましたが、青年部会員自身が扮す
る、税金を守る正義の味方「税レンジャー」の3
人組が、子供たちと一緒になって、「税金につい
て」考えるという小学5年生以下の児童を対象に
した租税教育の授業です。目指していますのは、

「ワークショップ型授業」というスタイルのもの
なのですが、講師側から一方的に、説明をすると
いうことではなく、講師も一緒になって考え、子
供達自身に「税」の大切さに、気づいてもらう、
どうしたら良いのか意見を出してもらう・・・と
いう時間をつくろうとしています。今年は、こ
の周辺地域に数多く出没する予定です。そして、
目標は、来年の青年部会の全国大会で、その成果
を発表して、コンクールでの優勝を目指してい
ます。既に、上映時間約20分の「税レンジャー」
というＤＶＤ映画も完成し、ご覧頂いている方も
多いかと思いますが、この中でも、ヒーローの「税
レンジャー」達は子供達と一緒に、税金って何
だ？という問いかけを行っています。
　実は、先程、委員長方から、説明があった
9/28からの「創立40周年記念管外研修会」の行
われる鴨川館にも出撃予定ですので、是非、愉し
みにしていただきたいと思っています。
　青年部会の活動は、多岐にわたっております
が、本日はその中から、「税レンジャー」プロジェ
クトについて、ご報告させていただきました。役
員の皆々様方からの絶大なるご支援、ご指導宜し
くお願い申し上げます。
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年末調整のお知らせ
税 務 署 だ よ り

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
　配偶者控除の額が次表の【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正され、合計
所得金額1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。
　また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額が次
表の【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正されました。

【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】
所得者(給与の受給者)の合計所得金額 【参考】

900万円以下
〔1,120万円以下〕

900万円超
950万円以下

1,120万円超
1,170万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,170万円超
1,220万円以下

配偶者の収入が給与
所得だけの場合の配
偶者の給与等の収入
金額

配
偶
者
控
除

配偶者の合計所得金額
38万円以下 38万円 26万円 13万円

1,030,000円以下
老人控除対象配偶者 48万円 32万円 16万円

(注)　合計所得金額が1,000万円を超える所得者は、配偶者控除の適用を受けることはできません。

① 年末調整等説明会開催のお知らせ
　平成30年年末調整のしかた並びに法定調書・給与支払報告書の作成と提出について、下記の日程により
開催します。
　なお、今年は消費税の軽減税率等説明会についても併せて開催します。

開 催 日 開  催  時  間 説 明 会 会 場 対象地域

11月8日（木） 軽減税率制度	
10時00分～ 12時00分等 説 明 会 千葉市民会館大ホール

千葉市中央区要町 1-1

※ 　お車でのご来場はご遠慮くだ
さい。

美　浜　区
稲　毛　区
花	見	川	区11月9日（金）

用 紙 配 布	 9 時00分～ 9 時35分
年末調整等説明会	 9 時35分～ 12時00分

用 紙 配 布	 13時00分～ 13時35分
年末調整等説明会	 13時35分～ 16時00分

11月13日（火）

用 紙 配 布	 12時30分～ 13時00分
年末調整等説明会	 13時00分～ 15時00分

習志野市民会館
（大久保公民館 2 階）

習志野市本大久保 3-8-20
※ 　お車でのご来場はご遠慮くだ

さい。

習	志	野	市
軽減税率制度	

15時00分～ 16時00分等 説 明 会	

11月15日（木）

用 紙 配 布	 13時00分～ 13時30分
年末調整等説明会	 13時30分～ 15時30分

八千代市市民会館小ホ ー ル
八千代市萱田町 728

※ 　市民会館の駐車場には限りがあ
りますので、できる限り公共交通
機関等をご利用ください。

八	千	代	市
軽減税率制度	

15時30分～ 16時30分等 説 明 会	
（注）説明会当日は「年末調整のしかた」など関係書類等をご持参の上ご来場ください。
　 　八千代市市民会館以外は駐車場がありません。お車でのご来場はご遠慮ください。

② 配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正
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　平成 29 年より始まりましたクレジットカード納付について、源泉所得税及び復興特別所得税の納付も
可能となっておりますが、以下の点についてご留意願います。
１ 　所得税徴収高計算書 ( 納付書 ) の提出が必要となる「源泉所得税及び復興特別所得税」及び「源泉所

得税」については、e-Tax( 国税電子申告・納税システム ) において、徴収高計算書データを送信した後、
メッセージボックスに格納される受信通知から「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスす
る方法により、納付が可能です。

２　「告知分」とは、国税通則法第 36 条の規定により、税務署長が行う納税の告知を指します。
※　 e-Tax を利用することなく、または「告知分」として納付された場合、後日税務署等より確認の連

絡を行うことになりますのでご注意願います。

所得者 ( 給与の受給者 ) の合計所得金額 【参考】

900 万円以下
〔1,120 万円以下〕

900 万円超
950 万円以下
1,120 万円超

1,170 万円以下

950 万円超
1,000 万円以下

1,170 万円超
1,220 万円以下

配偶者の収入が給与
所得だけの場合の配
偶者の給与等の収入
金額

配
偶
者
特
別
控
除

配偶者の合計所得金額
38 万円超　 85 万円以下 38 万円 26 万円 13 万円 1,030,000 円超

1,500,000 円以下

85 万円超　 90 万円以下 36 万円 24 万円 12 万円 1,500,000 円超
1,550,000 円以下

90 万円超　 95 万円以下 31 万円 21 万円 12 万円 1,550,000 円超
1,600,000 円以下

95 万円超　 100 万円以下 26 万円 18 万円 9 万円 1,600,000 円超
1,667,999 以下

100 万円超　105 万円以下 21 万円 14 万円 7 万円 1,667,999 円超
1,751,999 以下

105 万円超　110 万円以下 16 万円 11 万円 6 万円 1,751,999 円超
1,831,999 円以下

110 万円超　115 万円以下 11 万円 8 万円 4 万円 1,831,999 円超
1,903,999 円以下

115 万円超　120 万円以下 6 万円 4 万円 2 万円 1,903,999 円超
1,971,999 円以下

120 万円超　123 万円以下 3 万円 2 万円 1 万円 1,971,999 円超
2,015,999 円以下

123 万円超 0 円 0 円 0 円 2,015,999 円超

( 注 )　合計所得金額が 1,000 万円を超える所得者は、配偶者特別控除の適用を受けることができません

④ 個人住民税について

③ 源泉所得税のクレジットカード納付についての注意事項

　住民税の特別徴収の手続きに関しては、各市役所へお問い合わせください。
　・　千葉市　西部市民税事務所 市民税課　043 − 270 − 3140
　・　習志野市役所　協働経済部 市民税課　047 − 451 − 1151
　・　八千代市役所　税　務　部 市民税課　047 − 483 − 1151
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本部・委員会だより
平成30年度第2四半期 本部関係会議等

会議名 開催日時 会　場 	内　容 出席数

福利厚生制度推進会議 7月4日(水）
15:00～16:30

京成ホテル
ミラマーレ

法人会会員福利厚生制度の推進について
「全法連2年2万社純増運動」（GOGOキャンペーン）進捗状況 7名

千葉西税務署長
表敬訪問

7月18日(水）
11:00～11:20 千葉西税務署 恒例の千葉西税務署長への表敬挨拶 	10名

「創立40周年記念管外
研修会」打合せ会議

7月24日(火）
14:00～15:30

千葉西法人会
1階研修室

9/28-29開催予定の管外研修会に向けての正副会長、総
務委員、厚生委員による準備協議 	11名

第4回正副会長
総務委員長会議

9月3日(月）
18:00 ～ 19:00

アパホテル＆リゾート
東京ベイ幕張ホール

年度後半を迎えるに当っての執行理事、総務委員長によ
る協議（全役員大会、創立40周年記念事業、役員改選等） 7名

会員増強・福利厚生制
度推進連絡協議会

9月19日(水）
16:00～19:00

ＷＢＣ
クラブラウンジ

本年度の会員増強運動方針、福利厚生事業について
福利厚生制度の推進について(協力保険3社からの説明) 	25名

委員会関係
会議名 開催日時 会　場 	内　容 出席数

第2回研修委員会 7月10日(火）
18:00～19:00

ホテルスプリングス
幕張新館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

	8名

第1回組織委員会 7月11日(水）
18:00～ 20:30

銀座アスター津田沼
賓館

・	今年度の会員増強運動方針について（県連同委員会の報告、目
標の設定、運動施策等）
・“新設法人”への勧奨策について
・増強月間、全役員大会に向けての準備

	9名

第3回広報委員会 7月13日(木）
13:30 ～ 14:30

千葉西法人会
1階研修室

・広報誌春号（152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

10名

第4回広報委員会 8月20日(水）
13:30 ～ 15:00

千葉西法人会
1階研修室

・広報誌春号（152号）の反省点について
・広報誌夏号（153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」の発刊スケジュールについて

	8名

第1回厚生委員会 8月22日(水）
18:00 ～ 19:00

実籾コミュニティ
センター

・今年度の各ブロック厚生事業実施報告・計画説明
・「創立40周年記念管外研修会」交流会等について 10名

研修委員会研修関係
研修事業名 開催日時 会　場 	内　容 出席数

第4回決算法人説明会 7月19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
7名

第2回新設法人説明会 8月1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
5名

第5回決算法人説明会 8月2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
14名

第3回新設法人説明会 9月12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
2名

第6回決算法人説明会 9月13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
19名

7/11 第 1 回組織委員会 7/13 第 3 回広報委員会 8/20 第 4 回広報委員会

7/4 福利厚生制度推進会議 7/18 務署長表敬訪問 7/24創立40周年記念管外研修会」打合せ会議 9/19 会員増強・福利厚生制度推進連絡協議会

8/22 第 1 回厚生委員会

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

税金で　現在　未来　ささえあう



各ブロックとも、平成30年度第1回役員会を開催
委員会名 開催日時 会　場 議　題	・	内　容 出席数

習志野ブロック
第１回役員会

8月20日(月）
18:00 ～ 20:30

谷津商店街
池田屋

・ブロック事業に関する各委員会からの事業報告/計画説明
・ブロック、支部役員改選準備の件
・会員増強運動についての説明と具体策について

	20名

八千代ブロック
第１回役員会

9月6日(木）
18:00～ 20:30

八千代緑が丘
パッソノヴィータ

・ブロック事業に関する各委員会からの事業報告/計画説明
・ブロック、支部役員改選準備の件
・会員増強運動についての説明と目標確認

	25名

千葉北ブロック
第１回役員会

9月11日(火）
18:00～ 20:30

千葉駅
ペリエホール

・ブロック事業に関する各委員会からの事業報告/計画説明
・ブロック、支部役員改選準備の件
・会員増強運動についての説明と目標確認

22名

千葉西ブロック
第１回役員会

9月13日(木）
18:00～ 20:30 ホテルフランクス

・ブロック事業に関する各委員会からの事業報告/計画説明
・ブロック、支部役員改選準備の件
・会員増強運動についての説明と目標確認

	21名

9/11 千葉北ブロック 第 1 回役員会

8/20 習志野ブロック 第 1 回役員会

9/13 千葉西ブロック 第 1 回役員会

9/6 八千代ブロック 第 1 回役員会

ブロックだより（1）

合同支部活動の報告　… 支部活動は普段、広報誌で紹介出来ていませんが、近隣支部での合同研修会の例をご紹介します…

　平成30年8月21日㈫、幕張地区4支部(千葉西ブロック)+花咲屋敷支部(習志野ブロック)によるブロックを
越えた近隣支部合同研修会が初めて開催されました。
　幕張西部支部曽我支部長の提案で、同支部幹事の船本洋子税理士に「知らなきゃ損する事業承継対策と税
金の話し」とのテーマで講義いただきました。会場は、幕張本郷のホテルメイプルインをお借りして、23 名
もの参加があり、関心の高さが窺われ、また、船本先生の歯切れの良い解説は、税理士としてのご経験も踏
まえ、大変分かり易くとても好評でした。研修後は参加者同士の交流会も行われ、新たな法人会入会への足
掛かりともなりました。

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

習志野市立袖ヶ浦西小学校 ６年生　【全国間税会総連合会入選】



ブロックだより（2）

　今年も、千葉西法人会の全４ブロック会員283名が、ZOZOマリンスタジアム
へ応援に駆けつけました。結果は1勝1敗でしたが、皆さんからの力一杯の応援を
受け、井口新監督の下、選手達も頑張ってくれていました。
　⇒7/18（水）、千葉北ブロック（51名）+習志野ブロック（69名）は、対東北楽
天イーグルス戦を1塁側内野指定席で応援。残念ながら2-6で、逆転負けを喫しま
した。（強風で、「花火」も中止… ）
　⇒7/20（金）、千葉西ブロック（80名）は同じく内野指定席から、八千代ブロッ
ク（83名）は昨年同様、外野のスタンドデッキ（テーブル付の自由で楽しいスペー
スです！）からとダブル応援の甲斐あって、対オリックス戦で、延長10回8-7のサ
ヨナラ勝ちを収めました！

※応援の様子は、千葉西法人会HPのトップページ「法人会からのお知らせ」に沢山掲載しています。
　是非、スマホやパソコンで開いて見て下さい！！（「千葉西法人会」で検索！）

厚生関係

ブロック毎に皆で、地元「千葉ロッテマリーンズ」を全力応援！

スマホ・タブレットの方は
こちらから

13 ほうじん千葉西 14ほうじん千葉西

消費税　私も立派な　納税者



部会だより
平成30年度�第2四半期

各部会（税法研究・女性・青年）関連会議・事業等の開催状況
研修

研修名 開催日時 会　場 	内　容 出席数
青年部会
第2回研修会 7月19日（木） キリンビール

横浜工場
・ビール工場の視察研修
(下記参照) 13名

税法研究部会
第2回研修会

8月22日（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、現物給与の取扱い」
　講師：千葉西税務署	法人課税第2部門	木庭	薫	上席国税調査官 16名

税法研究部会
第3回研修会

9月26日（水）
15:00～16:30

千葉西法人会
1階研修室	

・消費税の概要
・改正消費税
　講師：千葉西税務署	法人課税第1部門　高橋	智哉		国税調査官

18名

税法研究部会
第4回研修会

9月27日（木）
15:00～16:40

千葉鉄工団地
会館2階	

・税法税務・経営等研究講座　※法人会HPのトップページにて詳しく紹介
　テーマ：「事業承継税制改正の概要と活用セミナー」
　講師：千葉西税務署	資産課税第1部門	跡治	直輝	上席国税調査官

12名

会議・事業関係
部会名 開催日時 会　場 	内　容 出席数

青年部
第4回部会員会議

7月12日（木）
18:30～ 20:30

千葉西法人会
1階研修室

・キリンビール見学研修会について
・「税レンジャー」租税教育活動について
・「租税教室」開催コマ数と分担等ついて	他

12名

青年部
第5回部会員会議

8月9日（木）
18:30～ 20:30

千葉西法人会
1階研修室

・「創立40周年記念全ブロック合同管外研修会交流会」での「税レンジャー」披露の件
・「税レンジャー」租税教育活動について
・「租税教室」日程等について	他

10名

青年部会
納涼会

8月29日(水)
16:00～19:00 浦安「吉野屋」 ・部会員家族等夏季交流会

　(下記参照) 23名

女性部会
第3回役員会

9月7日(金)
15:00～17:00

千葉西法人会
1階研修室

・年度後半事業等の確認
・「租税教室」日程、担当講師確認
・「税に関する絵はがきコンクール」計画と役割分担

14名

青年部
第6回部会員会議

9月13日（木）
18:30～ 20:30

千葉西法人会
1階研修室

・全国青年の集い	「岐阜大会」への参加等について
・「税レンジャー」租税教育活動の件
・「創立40周年記念全ブロック合同管外研修会交流会/税レンジャー」出演準備

8名

7/12 青年部会第 4 回部会員会議 8/9 青年部会第 5 回部会員会議 　9/27 税法研究部会第 4 回研修会　9/7 女性部会第 3 回役員会

〇 青年部会第２回研修会
平成30年7月19日(木)、青年部会の今年度第2回研修
会としてキリンビール工場見学会が開催され、猛暑の
中、横浜市鶴見区生麦の横浜工場に13名が集合いた
しました。

〇青年部会納涼会
青年部会では長年夏の行事として花火ナイター観戦をしてお
りましたが、昨年の屋形船での納涼会が大変好評でしたので、
今年も同様に浦安の船宿「吉野屋」さんで一隻貸し切り、青
年部会員並びにそのご家族・友人総勢23名で、屋形船での懇
親会を開催いたしました。

※ これらの記事の詳しい報告は、千葉西法人会ホームページのトップページ「法人会からおしらせ」コーナーをご覧ください。

13 ほうじん千葉西 14ほうじん千葉西

習志野市立第四中学校 ３年生　【東京国税局間税会連合会入選】



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
　幕張西部支部
　　㈱ケンズ 千葉市美浜区浜田 2-38 幕張ビル 402 043-216-3126
　花園支部
　　㈱東光 千葉市花見川区花園町 443 090-7220-7003 サービス業 ( 船舶仲介業 )
　真砂磯辺支部
　　㈱北澤 千葉市美浜区磯辺 5-5-5-501 043-307-6062 酒類販売業
千葉北ブロック
　花見川柏井支部
　　新藤ビルシステム㈱ 千葉市花見川区横戸町 1246 047-411-4035
　畑天戸支部
　　ファミリホーム㈱ http://www.familyhome.biz 千葉市花見川区さつきが丘 2-33-2 043-307-2701 不動産業
　こてはし台支部
　　(同)ヌーベル産業 千葉市花見川区こてはし台 2-4-4 090-4677-9899 建築設計業
　山王六方小深支部
　　木村建造㈱ 千葉市稲毛区山王町 232-15 043-304-8001 建設業
習志野ブロック
　藤崎支部
　　㈱英松建設 習志野市藤崎 5-10-3 047-455-8178 建設業
　実籾支部
　　ケイエスホーム㈱ 習志野市実籾 5-1-4 下田ビル 5F 不動産業
八千代ブロック
　大和田第 2 支部
　　3-link(同) 八千代市大和田新田 485-1スミィード306 047-779-3358 古物輸出販売
　大和田第 3 支部
　　㈲ミナミ工業 八千代市高津 345-2 047-450-9136 建設業
　　㈱日照 八千代市大和田新田 42-13 047-409-2544 自動車販売業
　睦支部
　　瀧本金属興業㈱ 八千代市島田台 785-28 047-406-4448 非鉄金属卸売業
　上高野阿蘇支部
　　㈲鈴木健工務店 八千代市米本 1295-10 047-488-2190 建築業

《 賛助会員 》
　　前川　毅 千葉市稲毛区小中台町 547-4-406 043-441-5192
　　サウンドクオリティー http://www.sound-quality.jp 千葉市稲毛区長沼原町 195-3 043-441-6391 カー用品販売 ( ｶｰｵｰﾃﾞｨｵ販売 )
　　㈱キカイラボ 白井市神々廻 1468-1 047-498-9093 製造業

《 準会員 》
　　㈱ SC フーズ 千葉市花見川区宇那谷町 1504-7 03-5782-9671 卸売業
　　㈱スズチク 東京都港区港南 2-7-19 03-3471-6622 卸売業
　　北海道千歳ハム㈱ 北海道千歳上長都 3-5 0123-23-5531 製造業

新会員紹介 (2018.7.1 ～ 9.30）
※ホームページの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

≪広報誌各頁フッター（頁の最下欄外の記載）変更についてのお知らせ≫
　これ迄、本誌の各頁下部分には同頁の記事内容にできるだけ則した法人会の標語や合言葉を選んで
掲載してきましたが、今回と次回（平成 31 年新年号）は、千葉西間税会が募集した『税の標語』の
入賞作品を掲載します。今回は昨年度の上位入選 8 作品を掲載（右側（偶数）頁に作者の学校名・
学年と賞名を記載）しました。

15 ほうじん千葉西 16ほうじん千葉西

幸せな　未来のために　税金を



優申会だより

　平成30年8月28日(火)、千葉西優申会（優良申告法人として、税務署の表敬を受けた法人33社で構成）
の通常総会をホテル ザ・マンハッタンにて開催しました。ご来賓として、千葉西税務署から、本間英夫署長、
佐藤康久副署長、法人課税第一部門 青木崇匡統括官、同じく松井 慶上席調査官にご臨席いただきました。
　規約に基づき、鈴木和弘会長が議長となり、予定の4議案を審議しました。先ず、議案第1号 平成29年度
事業報告、第2号 平成29年度収支決算について、監事報告の後、原案通り承認可決しました。続いて、議
案第3号 平成30年度事業計画（案）、第4号 平成30年
度収支予算（案）についても原案通りに承認されました。
議事終了後、来賓を代表し、本間署長から、ご挨拶を
頂戴しました。その後、交流会に移り、新たな年度開
始を機に会員相互の親交を深めました。

　今回も総会に先立ち、『記念講演会』が法人会への公開講座で催されました。会長から
のご提案で、例年と少し趣向を変え、本企画を打出したところ、定員50名をかなり超え
る参加お申し込みをいただきました。
　林家木久蔵師匠の時間目一杯掛けた、講演→謎かけ→解説→落語実演は、超充実の『記
念講演会』となり、これを機に改めて木久蔵ファンになった方も多かったのではないで
しょうか？ 初めて生の落語を聴いたという参加者からは、演目“初天神”の熊五郎せがれ、
金坊の表情がずっと頭から離れないという感想が届きました。（当日、木久蔵師匠は開始
1時間以上前に会場入りし、音響や照明、立ち位置等を入念に確認されていました。厳し
いプロ意識の迫力が強く伝わってきました。）　

千葉西優申会　第37回通常総会

千葉西優申会通常総会 『記念講演会』
「木久蔵流、笑うが一番～コミュニケーション術の極意～」

講師：落語家 林家 木久蔵 師匠

本間署長ご挨拶 交流会での鈴木会長挨拶

司会は細川大輔理事

林家木久蔵師匠

乾杯発声は
松本晴代副会長

中締めを中島貞好理事

ホテル ザ・マンハッタン　ルーナにて

15 ほうじん千葉西 16ほうじん千葉西

八千代市立勝田台中学校 ３年生　【東京国税局間税会連合会入選】



（谷津広報委員）こんにちは！人間を警備するＡＬＳＯＫ
さんが、“動物”に関係するお仕事をされているとお聞
きして、今日は、びっくりして伺わせていただきました。

（黒木社長）本当ですよ。私共は綜合警備保障株式会社
(ALSOK)の100％グループ会社ですが、ALSOKでは、
千葉県内で警備業務を6つの組織で分担しています。本
体の5つの支社が主に機械警備と現金等の警備輸送を担
当しています。当社はこれとは別に警備員を配置する分
野の仕事（常駐警備、臨時警備）を受け持っています。
常駐警備というのは工事現場や交通誘導、ビル等の防災
センターでの24時間警備です。県内の主な契約先はアク
アラインの「海ホタル」をはじめ、主要大学や工場・本社
建物等の諸設備、金融機関等ですが、一方で臨時警備も
大切な業務で、初詣者数全国2位の成田山新勝寺、年末年
始警備はもう40年余り、ゴルフトーナメントや国際会議
場での誘導警備業務も20年以上前から実施しています。
こうした経験を使って、新しい社会貢献分野模索してい
たところ、5年程前に、長生郡市方面からの「有害鳥獣

捕獲」についての相談があり、取組みを始めた訳です。
（谷津広報委員）そうなのですね、最初は行政側からの
相談があったのですか・・・。

（黒木社長）はい、全国のALSOK警備会社の中でも当社
が初めて、この仕事に挑戦したのですが、実際はそう簡
単なものではありませんでした。ALSOKの名前の由来で
もありますが、「Always Security OK」で、人間や社会
の安全を“警備”の面からお守りする我が社の行動規範
には、「『野鳥精神』をもって、自ら考え、自らの責任で
必ず結果を出す」とあるのですが、今回は相手も野鳥や
野獣なのですから、なかなか手強く、まだまだ日々努力
中です。

（谷津広報委員）農家では最近、多くの鳥獣被害に悩ま
されていると聞いていますが？

（上田取締役）その通りです。年間、野生動物による農
作物被害は200億円にもなっています。狩猟ハンターに
よる人的な事故も毎年、数多く発生しています。当社で
は、2016年に「鳥獣捕獲等事業」の認定を受け、主に

こんに
ちは

トップ
に直撃

！

会員企業訪問シリーズNo.10

　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、広報委員が会員法人の経営者らを訪問し、
企業経営の現場をご紹介する企画です。第10弾は、千
葉西ブロックの「ＡＬＳＯＫ千葉株式会社」（千葉市
花見川区幕張本郷）さんにお願いしました。
　インタビュアーは同じ千葉西ブロックで、女性部会
の谷津真知子広報委員です。動物の医療に携わる専門
家の目で、ＡＬＳＯＫ千葉・黒木社長、上田取締役他
の皆様から、“新規事業”を直撃インタビューしました。
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税のこと　知れば日本が　変わるかも

インタビュアー
谷津 真知子 広報委員

代表取締役
黒木　重義 社長

ALSOK 千葉㈱本社を直撃インタビュー 上田取締役から迫力ある説明に耳を傾ける谷津広報委員



ントです。ペットは‘家族’ですから、人間と同様、最
近は食事のレベルが上がっています。従前の様に、肉は
少しで、野菜の芯や切れ端を混ぜ込んで作る乾燥フード
よりも、肉比率の高いものが好まれますので、我々には
チャンスだと考えています。ただ、それでも、捕獲から
加工迄の時間は人間と同水準の要望があったりして、ク
リアしなければならない問題が多く残っています。

（谷津広報委員）ペットも最近は贅沢になっています。
その一つに、アレルギーの問題があります。同じペット
フードばかり食べていると疾患し易いのです。その点、
野生の動物は新鮮で、最近カンガルーや七面鳥の肉はア
レルギーが出にくいと人気です。

（上田取締役）そうなのですか！？それは耳寄りなことを
伺いました！是非、検討をして参りたいところです。

（谷津広報委員）私は普段は日々、犬や猫の病気や怪我
と戦っていますが、動物と人間は切っても切り離せない
関係です。自然の中で、そのバランス、相手の立場を知っ
た上での対応が不可欠です。ALSOKさんの試みは、今
の社会が必要としている大切な仕事だと思います。どう
か頑張っていただきたいです。本日は、お忙しい中、会
社にお邪魔して、興味深いお話をたくさん伺わせていた
だき、大変ありがとうございました。とても勉強になり
ました。

（黒木社長）こちらこそ、ありがとうございました。専
門のご意見を伺うことが出来て、私自身も勉強になりま
した。現在、当社は社員約500名の体制ですが、その中
で、動物捕獲事業の資格取得者はお陰様で40名程度迄
になってきました。、当社が全国で、先駆けて手掛けた
この新事業は最近、他県でも注目され、追随している関
連会社も出てきています。是非早期に、独立した事業部
として立ち上げられる体制に持って行きたいと考え、現
在、コンサルティング会社と相談しながら、新たなビジ
ネスモデル化を目指しています。

地元自治体と「有害鳥獣捕獲事業契約」を締結して、“く
くりわな”や“箱わな”を使って、安全面を優先した捕
獲活動を行っています。この方法で、一昨年は猪(イノ
シシ)を240頭も捕まえました！私自身も試験を受けて、
様々な種類の捕獲免許を取得しました。現在は、この部分
の効率を上げる為に「IOT」※を使ったセンサーを捕獲器に
取り付け、人による巡回作業を省くことを始めています。

（谷津広報委員）獣医としては、捕えた後のことも気に
なりますね。上手くリサイクルされているのですか？

（黒木社長）そこが大きなテーマです。捕獲認可以上に、
食品許可関係も関門が多いのです。

（上田取締役）はい、会社としては、コスト圧縮一方で、
製品化することも大切な課題です。年間、千葉県だけで
4万頭近くの猪が獲られられていますが、そのうち食用
になっているのは僅か3％余りです。現在、殆どの食肉
業者さんは家畜専門ですので、我々がせっかく捕獲した
猪を受け入れて、美味しいシシ鍋料理用に解体するよう
なことはして貰えません。野生動物は流通面でも分別さ
れているのです。そこで、現在、当社自身で食品衛生上
の許認可を取得して、独自に食肉加工を行う道も目指し
ています。当面の目標は月100頭、最終的には300頭
程度迄伸ばせれば、捕獲面とのバランスが取れる様に
なります。

（黒木社長）最近、担当者は夢でも猪に追いかけられて
いるそうですし、どことなく顔つきも似てきました・・・。
(笑)　皆、本職は警備ですので、体つきは猛獣にも負
けません！

（谷津広報委員）ペットフードという用途はどうですか？
（上田取締役）当に、谷津先生のご指摘通り、注目ポイ ～ 編集後記 ～

　今回は ALSOK 千葉、黒木社長と上田取締役やご担
当者から最近の警備事情のお話しを伺い、知識を深め
ることができました。農業や住人の安全を守る仕事は
今後もますます重要になってくると思います。“人間”
と“動物”達が共存できる千葉県、日本であって欲し
いなあと強く感じました。

（女性部会広報委員 / 谷津真知子）

18ほうじん千葉西

社長の構想は
前向きです

谷津広報委員も経験を
踏まえてアドバイス

※  IOT…Internet of things の略。従来はインターネットに接続されていなかった
センサーや装置等を接続し、より多くのデータを処理、分析しようとするもの。

鳥獣捕獲等事業認定書 猪が夢に出て来る！？

本社倉庫の大きな冷凍庫は満杯

マイナス 50 度の冷凍庫で
殺菌保存された食用猪肉

“箱わな”の様子

八千代市立村上東中学校 ３年生　【東京国税局間税会連合会入選】



地域の仲間たち
株式会社 幕張テクノガーデン

宗教法人 大原神社

ワコーズホーム 株式会社

株式会社 ツカサ研磨工業所
代 表 者　櫻井 富士雄（宮司）
創　　建　文禄元年（1592年）2月
事業内容　 神社（神社庁指定第一次模範神社）
住 　 所　習志野市実籾 1-30-1 
TEL：047 - 472 - 8424
URL：http://ohara-jinja.com   

　習志野の杜、
　　　ご縁結びの大原神社
道ひらき、開運財運、ご縁結びの神様

 〔主な年間行事〕
　1月 1日  歳旦祭
　1月20日  御奉謝(おびしゃ )祭
　2月 3日  節分祭
　6月30日  夏越(なごし)の祓え
 10月19日  例大祭
 12月31日  大祓式

代 表 者　池田 　建
設　　立　昭和33年3月
事業内容　 ステンレス・アルミニウム・その他の金属製

品のプレス・板金・溶接・研磨・各種加工
住 　 所　八千代市吉橋 1063-2 
TEL：047-459-3723　FAX：047-459-3724
E-メール：tukasa.kenma@eagle.ocn.ne.jp 
URL：http://www.tsukasakenma.jp/

「確かな技術でプレス・板金・溶接・研磨の一貫加工」をモッ
トーにステンレス・アルミニウム及び鉄などを主体として
各種金属の加工をお引き受けしております。  
家庭用、業務用を問わずニーズに応じて製作いたします。 
これからも地元に根付いた企業として努力してまいりま
す。どうぞお気軽にご相談ください。

代 表 者　代表取締役社長　三谷　隆雄
設　　立　昭和 61年４月
事業内容　 ビル賃貸・ビル管理業
住 　 所　千葉市美浜区中瀬 1-3　B 棟 1F
　　　　　ＪＲ京葉線海浜幕張駅北口から徒歩３分
TEL： 043-296-8111　FAX：043-296-8112
URL： https://www.mtg-bld.co.jp

　当社のビルは、優れた先進の耐震技術を採用していま
す。ビルの敷地内は、地盤改良（サンドコンパクションパ
イル）を行い、平成23年の東日本大震災でも液状化の被

害はありませんでし
た。また建物本体は
安定した地盤まで打
ち込んだ杭で支えて
おり、大地震（震度6
強）に対しては、建
物の倒壊・崩壊を免
れ、人命を守る構造
となっています。

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　篠原　秀作（千葉西ブロック）
委　員　市原　　康（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！

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。

夏越の祓え

節分祭

代 表 者　代表取締役　廣瀬　和代
設　　立　昭和61年10月
事業内容　 家屋増改築工事請負
住 　 所　千葉市稲毛区長沼原町 711
TEL：0120-321-333　FAX：043-259-4604
E-メール：info@wakozu.co.jp/
URL： http://www.wakozu.co.jp/
 

「一期一会」　
人と人とのふれあいを大切にする会社です。

【住まいを長持ちさせるコツは定期的なメンテナンス！】
◆リフォーム実績⇒年間約3,000件◆リピート率80％以上
◆ISO9001認証◆安心のリフォーム保険◆見積・点検無料
◆一般耐震診断無料（木造軸組工法にお住いのお客様）
◆屋根・外壁・水廻り・
　耐震何でもご相談下さい！
◆各種補助金制度あり
◆土・日・祝日営業
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