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　税制委員会では毎年４月に法人会役員あてに税制に関する
アンケートを実施し、同時に大小の要望を提出いただいており
ます。
　委員会ではこれを集計、まとめて県連から全法連に意見具
申を行ないます。全国の法人会から寄せられた税制の要望事
項を全法連は法人会からの提言書としてとりまとめ、秋の法
人会全国大会で決議発表します。これを基に各法人会では正
副会長らから国会議員、各首長（くびちょう）に対し、新年
度の税制改正提言活動を行なっています。
　これら法人会からの提言活動は、法人税率引下げ、事業承
継税制の改定等に貢献して参りました。
　新年度の提言は5 〜 6頁又は別添「平成31年度 税制改正に
関する提言」をご参照ください。

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。

広報
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第11弾

12月3日、小林鷹之衆議院議員へ、清水会長と礒貝、渡邉副会
長が提言書を持参し、熱心な意見交換を実施。

11月27日、大岩会長をはじめ千葉東法人会役員の皆
様が千葉市熊谷俊人市長を訪問してくださいました。

［税制委員会の活動］税制改正提言活動

12月12日、清水会長と吉田副会長が宮本泰介市長を訪問。
租税教育についても提言。法人会事業活動紹介も行いました。

11月20日、八千代市長室へ清水会長、渡邉副会長が提言書を持
参。服部友則市長に地方税制についても意見を出し合いました。

㈱オーシマ／合ヌーベル産業
日本大学生産工学部／高齢者福祉施設 愛生グループ

千葉市

八千代市
習志野市
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平成31年 新年のご挨拶
　皆様、明けまして、おめでとうございます。

　会員各位におかれましては、お健やかに新春をお迎え
のことと存じます。
　会長職をお受けしてから、早、2度目のお正月を迎えま
すが、お陰様で、昨年も本会は順調に事業を展開すること
ができました。一重に、役員・会員の皆様のご支援の賜物
でございます。衷心より感謝申し上げます。
　昨年、このご挨拶で『支部活動』の重要性についてお
話し申し上げました。この点は、多くのご協力により、こ
れ迄どちらかと言うと活動が少なかった支部に於いて、新
たな動きが始まっている様に思います。役員が集まること
も途絶えがちだった支部で「交流会」を開いてくださって
います。ブロックを越えてお隣の支部と共同での「研修会」
も実施されました。支部長各位のリーダーシップに改めて、
御礼申し上げる次第です。法人会事業の原点と言える各
支部での活動が一層盛んになって行くことを念願しており
ます。
　その影響かもしれませんが、今年度は入会先数も増加
傾向にあります。既に県連から示された新規入会社数のガ
イドラインは超過しています。年度末に向け、年間ベース
での会員数純増に向けて、一致団結して取り組んで参りた
いと存じます。引き続きのご協力、宜しくお願い申し上げ
ます。
　なお、新年度は2年毎の「役員改選」が行われます。各
ブロックにて、その準備に余念がないことと存じますが、

「新役員選任」は組織発展の第一歩ですので、新旧両者で
の十二分の引継ぎと入念な役割確認をお願い申し上げま
す。多くの新たな力、若いパワーを注入いただき、「公益
社団法人 千葉西法人会」の更なる発展を目指して参りた
いと強く思います。
　長い歴史を刻んで参りました本会も、また新たな時代を
迎えています。この新しい流れを大切に育て、広く存在感
ある組織として、また会員・地域の皆様方のお役に立つ団
体として、まだまだ弛まぬ努力が必要です。
　法人会活動が目指す「企業の発展」「地域の振興」「社
会への貢献」に向け、33の支部、4つのブロックが今年も
力を合わせて参りましょう。相互に理解し合える関係作り
を進めて参りましょう。 
“明るく”“元気な”「千葉西法人会」に本年も昨年に倍して
のご協力・ご支援を頂戴できます様、どうか宜しくお願い
申し上げます。

　結びに当たり、会員企業の益々のご隆盛と、会員各位
並びにご家族、社員皆様方のご健
勝をお祈り申し上げ、新年のご挨
拶とさせていただきます。

公益社団法人 千葉西法人会 会長
　清水　晴好 

　明けましておめでとうございます。
　平成31年の年頭に当たりまして、公益社団法人千葉西
法人会の皆様方に謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は、清水会長をはじめ千葉西法人会の役員並びに
会員の皆様方には、税務行政に深いご理解と格別なご協
力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、地域社会における税のオピニオ
ンリーダーとして、「租税教室」に多くの講師を派遣して
いただいたほか、「税に関する絵はがきコンクール」への
取り組みなど、税知識の普及に努められるとともに、各種
講演会・研修会の開催や街頭広報など幅広い事業活動に
熱心に取り組んでおられることに心から敬意を表します。
また、皆様方のご活動が今後より一層盛んなものとなりま
すようご期待申し上げます。
　さて、既にご承知のとおり、消費税の「軽減税率制度」が、
今年の10月1日の消費税率の引上げと同時に実施されるこ
ととされております。
　「軽減税率制度」をはじめとする改正消費税法等の制度
周知・広報につきましては、事業者の方が消費税の軽減
税率制度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、制度の広報や相

談への対応に努めております。会員の皆様におかれまして
も、ご自身の準備を確実に進めていただきますとともに、
当制度へのご理解とご協力をお願い申し上げます。
　また、e－Taxにつきましては、その普及・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、会員及び従業員の皆様方への利用勧奨など、
より一層のご支援・ご協力をお願い申し上げます。
　なお、所得税等の確定申告においては、本年１月から導
入されますＩＤ・パスワード方式によるe－Tax送信につき
ましても、積極的なご利用を重ねてお願い申し上げます。
　結びに当たり、公益社団法人千葉西法人会の益々のご
発展と、会員の皆様方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、新年の挨拶とさせていただきます。

千葉西税務署 署長
　本間　英夫



大田 嘉之
青年部会副部会長…

（千葉北ブロック）
前列右から 2 人目

清水 富子
女性部会副部会長…

（八千代ブロック）
前列右から 3 人目

髙橋  勝 理事…
広報委員長 /
習志野ブロック
副ブロック長
前列右から 4 目

土橋 直樹…
事務局長
前列右から 5 人目

須田 康男 監事…
（八千代ブロック）
前列右から 2 人目

髙山 貴子 理事…
女性部会部会長

（習志野ブロック）
前列右から 3 人目

清水 晴好 会長 ･･･
左から 3 人目

朝倉 健吾 理事…
千葉北ブロック
研修委員長
前列右から 4 人目

安宅 照男 理事…
厚生委員長

（八千代ブロック）
前列右から 5 人目

伊藤 勝巳 理事…
青年部会長

（八千代ブロック）
前列左から 4 人目

木全 喜敬 理事…
千葉北ブロック
厚生委員長
前列左から 3 人目

久保木 慎一 理事…
習志野ブロック
厚生委員長
前列左から 2 人目

千葉西税務署 署長表彰受彰者

東京国税局長表彰受彰者

千葉西税務署 署長感謝状受彰者

千葉西法人会 会長感謝状受彰者

平成30年度 納税表彰式

受彰者の皆様、おめでとうございます

鈴木 和弘 理事…
習志野ブロック
副ブロック長は
当日ご欠席の為、こちらに
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明日への　明るい希望　つなぐ税
八千代市立勝田台中学校 ３年生　【千葉西税務署署長賞】



11月12日（月）　幕張メッセ国際会議場 ３階
　平成30年度の「千葉西税務署管内　納税表彰式」が11月12日（月）15時30分より千葉西税務署と
千葉西税務懇和会（千葉西税務署管内の税務協力六団体で構成）との共催で千葉市美浜区の幕張メッ
セ国際会議場の３階において開催され、千葉西税務署長表彰並びに感謝状、千葉西税務懇和会を構成
する各団体長からの感謝状がそれぞれ、授与されました。また、これに先立ち、今年、東京国税局長
表彰を受けられた清水晴好会長の受彰披露も行われました。今回の受彰者は以下のとおりです。
　同時に行われた“中学生の「税についての作文」” 表彰式では受彰した中学生8名全員の朗読発表が
あり、参加者一同感銘を受けました。

平成30年度 納税表彰式

平成30年度納税表彰式　受彰者のご紹介
（五十音順）

東京国税局長表彰（受彰披露）
　　清水　晴好　　会長　　

千葉西税務署 署長表彰
　　須田　康男　　監事　　　　　　　　　　　　　　　小久保製氷冷蔵 株式会社

　　髙山　貴子　　理事　女性部会長　　　　　　　　　本田土木工業 株式会社

千葉西税務署 署長感謝状
　　大田　嘉之　　　　　青年部会副部会長　　　　　　株式会社 アキテック

　　清水　富子　　　　　女性部会副部会長　　　　　　株式会社 清工舎

　　髙橋　　勝　　理事　広報委員長、習志野ブロック副ブロック長　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限会社 髙橋化粧品店
　　土橋　直樹　　　　　事務局長

公益社団法人 千葉西法人会 会長感謝状
　　朝倉　健吾　　理事　千葉北ブロック研修委員長　　立山工業 株式会社

　　安宅　照男　　理事　厚生委員長　　　　　　　　　株式会社 安宅

　　伊藤　勝巳　　理事　青年部会長　　　　　　　　　有限会社 コトブキ

　　木全　喜敬　　理事　千葉北ブロック厚生委員長　　有限会社 キマタ空調サービス

　　久保木慎一　　理事　習志野ブロック厚生委員長　　有限会社 久保木畳店

　　鈴木　和弘　　理事　習志野ブロック副ブロック長　株式会社 ミツワ堂

【平成30年度の納税表彰式の様子は千葉西法人会HPにてもご覧になれます】
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税金を　知ろう　学ぼう　考えよう

中学生の作文発表

主催者挨拶菅原間税会会長
税務懇和会代表幹事

宮本納税貯蓄組合連合会
会長の乾杯発声

中締め挨拶は清水法人会会長



••••••『税を考える週間』のページ ••••••

　　『税を考える週間』は、毎年11月11日～ 17日です。この1週間を中心に、税に関する様々な企画が進め
られました。千葉西法人会では以下の事業に参加しました。

　JR津田沼駅前での街頭広報活動は今回も千
葉西税務懇和会・千葉西税務署が共催で実施。
今年も地元習志野市に本拠を置くアメリカン
フットボール社会人チーム「オービックシーガ
ルズ」ケビン・ジャクソン選手が“広報大使”
に任命され、駅前南北のデッキ上で、清水会長
と女性部会のメンバーら8名が、他の関係団体
のメンバーと一緒に、道行く市民の皆様に、広
報チラシやお菓子の配布を行いました。

(女性部会会計幹事/井上節子）

◆街頭広報活動
　（11/14（水）　於：JR 津田沼駅前）

　午後2時15分から、署長以下4名・女性部会参加者12名の自
己紹介に続き、相互に打ち解けた雰囲気の中、自由に意見交換
を行いました。「租税教室」や3年目になる「税に関する絵は
がきコンクール」を取り組んだ成果や感想も話題となりまし
た。税務行政への質疑応答もあり、明るくフランクな座談会と
なりました。 （女性部会長/髙山貴子）

◆「署の幹部を囲む座談会」
　（11/21（水）　女性部会主催 / 於：千葉西税務署）

　『税を考える週間』に先立ち、「千葉西税
務懇和会」主催での講演会(第3回)を開催
しました。

　地元在住の“相撲部屋”、阿武松(元関脇・益
ま す ら お

荒雄)
親方夫人の手島久子（プロゴルファー）さんが、部
屋の弟子たちとの明るい「奮闘」の様子をお話しくださいました。
　ご自身も、プロのトップアスリートを経験され、またそれとは
違った厳しさもある大相撲の世界、現代の若人事情等のお話はと
ても奥深く、一方で優しさ溢れる語り口に皆、時間を忘れて引き
込まれました。

◆千葉西税務懇和会 講演会「プロを育む」
　 大相撲 / 阿

お う の ま つ べ や
武松部屋 ( 習志野市鷺沼 )　お女

か み
将さん  手島 久子 氏

　（10/26（金）　於：千葉西税務署）

【税を考える週間』の様子は、千葉西法人会HPのトップ頁にて詳細をご覧いただけます】
※千葉西優申会の関連事業はP.16に掲載しました
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八千代市立萱田中学校 １年生　【千葉県間税会連合会会長賞】



第35回 法人会全国大会

　平成30年10月11日(木) 鳥取市内「とりぎん文化会館」において、全国約
80万社の会員、41都道県法人会連合会と440単位法人会による全国大会が盛
大に開催され、千葉西法人会からは清水会長・吉田副会長が出席。約1,800名
参加の大会議事にて「31年度 税制改正に関する提言の決議｣ が行われました。
これは今年3月、役員・税制委員の皆様から提出いただいた税制に関するアン
ケート、ご意見を基に税制委員会を通して、全国ベースで「提言書」として取
りまとめたもので、以下、ポイントとなる4つのスローガンと提言(概要/抜粋)
を掲載します。この「提言書」を本会では会長・副会長の手で関係市長、地元
選出国会議員にお届けし、法人会としての意見を直接、お伝えしています。今回、
この提言全内容を別冊にてお届けしています。（本会ホームページでも、お読
みいただくことができます。）是非同時にご覧ください。

平成31年度 税制改正に関する提言決議

鳥 取
大 会

≪基本的な課題≫
 Ⅰ.　税・財政改革のあり方　

１.　財政健全化に向けて
○ 政府は、プライマリーバランス黒字化目標の達成時期を

2025年度に大幅延期したが、2022年から団塊の世代が
75歳の後期高齢者に入り始めることなどを考えれば、そ
れまでに黒字化を達成しておくことが極めて重要になる。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○ 社会保障給付費は公費と保険料で構成されている。適

正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点化・
効率化」によって可能な限り抑制しないと持続可能な社
会保障制度は構築できない。

○ 社会保障の基本的あり方では、「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点も重要
である。その意味で、医療保険の窓口負担や介護保険の
利用者負担などの本人負担については、高齢者において
も負担能力に応じた公平性を原則とする必要がある。

３．行政改革の徹底
○ 行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・

議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削
らなければならない。にもかかわらず、政府・議会とも
に国民の信頼を裏切るような事態に陥っているのは残念
でならない。

４．消費税引き上げに伴う対応措置
○ 消費税率10％への引き上げと同時に軽減税率が導入さ

れることになっているが、これは事業者の事務負担が大
きいうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確
保などの観点から問題が多く、税率10％程度までは単
一税率が望ましいことを改めて表明したい。

５．マイナンバー制度について

６．今後の税制改革のあり方

 Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
１．法人実効税率について
○ ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率平均は25％、アジア主

要10カ国の平均は22％となっており、依然として我が
国の水準は高い。このため、国際競争力強化などの観点
から、今般の法人実効税率引き下げの効果等を見極めつ
つ、さらなる引き下げも視野に入れる必要がある。

２．中小企業の活性化に資する税制措置
⑴ 中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時限措置
（平成31年３月31日まで）ではなく、本則化する。なお、
直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長
する。また、昭和56年以来、800万円以下に据え置か
れている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600
万円程度に引き上げる。

⑵ 租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、
政策目的を達したものや適用件数の少ないものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技
術革新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制
度を拡充し、本則化すべきである。なお、中小企業投資
促進税制の適用期限が平成31年３月31日までとなって
いることから、直ちに本則化することが困難な場合は、
適用期限を延長する。

　① 中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充

4 つのスローガン
○ 財政健全化は国家的課題。

目標の早期達成に向けて全力を！
○ 少子高齢化の急速な進行は不可避。

社会構造変化に対応した社会保障制度の確立を！
○  中小企業向け税制措置を拡充し、真の経済再生を！
○ 中小企業は雇用の担い手。

事業承継税制の改革は地方活性化のためにも重要！

5 ほうじん千葉西 6ほうじん千葉西

納税で　一人一人が　国作り



したうえ、「中古設備」を含める。
　　 なお、中小企業投資促進税制の上乗せ措置として平

成29年度に改組された中小企業経営強化税制につい
て、事業年度末が迫った申請の認定に当たっては弾力
的に対処すること、及び適用期限（平成31年３月31
日まで）を延長すること。

　② 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例につ
いては、損金算入額の上限（合計300万円）を撤廃する。

３．事業承継税制の拡充
○ 我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活

性化や雇用の確保などに大きく貢献している。その中小
企業が相続税の負担等によって事業が承継できなくなれ
ば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。今年度の税制
改正では比較的大きな見直しが行われたが、さらなる抜
本的な対応が必要と考える。

⑴ 事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継
税制の創設

⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　① 猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成

29年以前の制度適用者に対しても適用要件を緩和す
るなど配慮すべきである。

　② 国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた
制度周知に努める必要がある。なお、特例制度を適用
するためには、５年以内に「特例承継計画」を提出す
る必要があるが、この制度を踏まえてこれから事業承
継の検討（後継者の選任等）を始める企業にとっては
時間的な余裕がないこと等が懸念される。このため、
計画書の提出期限について配慮すべきである。

 Ⅲ．地方のあり方
○ 国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化を図

る地方分権化は地方の活性化にとっても極めて重要であ
る。ただ、その際に不可欠なことは地方の自立・自助の精
神であることを改めて強調しておきたい。地方創生戦略
もこれを基本理念とすべきである。

○ 「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のような手法
は、あまりに安直であり真の地方活性化にはつながるまい。
そもそも住民税は居住自治体の会費であり、他の自治体
に納税することは地方税の原則にそぐわないとの指摘もあ
る。納税先を納税者の出身自治体に限定するなど、「ふる
さと納税」本来の趣旨に沿った見直しが必要である。

○ 地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能を有
していることから、地方の財政規律を歪めているとの指
摘が多い。地方は国に頼るだけでなく、自らの責任で必
要な安定財源の確保や行政改革を企画・立案し実行して
いく必要がある。

 Ⅳ．震災復興
○ 東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期である
「復興・創生期間（平成28年度～ 32年度）」も３年目に入っ
ているが、被災地の復興、産業の再生はいまだ道半ばで
ある。今後の復興事業に当たってはこれまでの効果を十分
に検証し、予算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発
事故への対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必要
がある。また、被災地における企業の定着、雇用確保を図
る観点などから、実効性のある措置を講じるよう求める。

○ 熊本地震についても、東日本大震災の対応などを踏まえ、
適切な支援と実効性のある措置を講じ、被災地の確実な復

旧・復興の実現等に向けて早急に取り組まねばならない。

 Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．租税教育の充実

≪税目別の具体的課題≫
 法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
　⑴役員給与は原則損金算入とすべき
　⑵同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．公益法人課税

 所得税関係
１．所得税のあり方
　⑴基幹税としての財源調達機能の回復
　⑵各種控除制度の見直し
　⑶個人住民税の均等割
２．少子化対策

 相続税・贈与税関係
１． 相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることか

ら、これ以上の課税強化は行うべきではない。
２． 贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきである。
　⑴贈与税の基礎控除を引き上げる。
　⑵ 相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）を引

き上げる。

 地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　⑴ 商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性

を考慮した評価に見直す。
　⑵家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
　⑶ 償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点

から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減
価償却資産（30万円）にまで拡大するとともに、賦
課期日を各法人の事業年度末とすること。また、将来
的には廃止も検討すべきである。

　⑷ 固定資産税の免税点については、平成３年以降改定が
なく据え置かれているため、大幅に引き上げる。

　⑸ 国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じ
て土地の評価を行っているが、行政の効率化の観点か
ら評価体制は一元化すべきである。

２．事業所税の廃止
　 　事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有する

ことから廃止すべきである。
３．超過課税
　 　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対

象としているうえ、長期間にわたって課税を実施してい
る自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課税は行うべ
きでない。

４．法定外目的税
　 　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することの

ないよう配慮するとともに、税収確保のために法人企業
に対して安易な課税は行うべきではない。

 その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告

5 ほうじん千葉西 6ほうじん千葉西

八千代市立勝田台中学校 ３年生　【千葉西間税会会長賞】



税 務 署 だ よ り

【問合せ先】　〒262-8502　千葉市花見川区武石町1-520　ＴＥＬ 043（274）2111（代表）
※ お電話は、 自動音声によりご案内しており、 担当者がご用件にお答えします。　

7 ほうじん千葉西 8ほうじん千葉西

税金の　仕組みを学び　国を知る



7 ほうじん千葉西 8ほうじん千葉西

習志野市立第一中学校 ３年生　【全国間税会総連合会入選】



本部・委員会だより
本部関係会議等

会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

税理士会千葉西支部
役員との会合

10月19日（金）
18:00 ～ 20:00

幕張テクノガーデン
謝朋殿

・税理士会千葉西支部幹部役員と千葉西法人会執行役員、税制委員長とによ
る新事業承継税制の勉強会と情報交換会で、昨年に続き、「法人会会員増強」

「税理士顧問先紹介」等協力体制を確認しあう機会となった。
12名

AIG損害保険
「福利厚生制度推進大会」

10月31日（水）
16:00 ～ 18:45 ポートプラザちば ・福利厚生制度「AIGビジネスガード」に関する県連初の推進会議 3名

税制改正提言活動

※今回の提言の様子は
表紙にも掲載しています

11月20日（火）
9:30 ～ 10:00 八千代市市長室

・10/11の法人会全国大会決議を受け、清水会長・渡邉副会長(八千代ブロッ
ク長)が市長に面談し、地方税制(ふるさと納税等)への提言を行ない、市長か
らは本会の社会貢献・公益事業への感謝と地域活性化への継続協力要請が
あった。

3名

12月3日(月)
9:00 ～ 9:40 小林鷹之事務所

・清水会長、礒貝、渡邉副会長が地元選出国会議員へ税制改正提言を行った。
財政健全化、地域経済を担う中小企業税制措置等の問題や消費税軽減税率等
についての積極的な意見交換を行った。

4名

12月12日（水）
10:00 ～ 10:30 習志野市市長室

・清水会長と吉田副会長(習志野ブロック長)とで市長室を訪れ、地方自治のあ
り方・税制への要望を提言した。租税教育関係についても相互の立場で言及し、
本会の広報活動への理解も得ることができた。

3名

その他委員会活動状況
会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

第5回広報委員会 10月9日（火）
13:30 ～ 15:00

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌秋号（153号）の編集会議②
・本会ホームページについて（Web制作ﾘﾆｭｰｱﾙの提案） 9名

第3回研修委員会 10月10日（水）
18:00 ～ 19:00

ホテルスプリングス
幕張 新館1階

・本部の研修事業(署との共催)について
・ブロックの年間事業計画について
・平成30年度「法人会フォーラム」について　他

6名

第6回広報委員会 11月16日（金）
17:00 ～ 18:30

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌秋号（153号）の反省と新年号(154号)編集企画
・本会ホームページの更新・見直し(Web改定について協議) 8名

第7回広報委員会 12月17日（月）
13:30 ～ 14:30

千葉西法人会
１階研修室

・広報誌新年号(154号)の編集会議②と次年度企画について
・本会ホームページの更新・見直し 9名

研修委員会活動状況
会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

第7回
決算法人説明会

10月4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

8名

第4回
新設法人説明会

10月10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

1日でわかる簿記の
仕組み②

10月15日（月）
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

12名

1日でわかる法人税
申告書の書き方

10月18日（木）
13:00 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

「法人税確定申告書の仕組みと作成の基礎知識の習得」
講師：千葉西税務署 法人課税部門担当官 9名

パソコン研修会②
Excel中級編

10月29日（月）
13:30 ～ 16:30

千葉西法人会
１階研修室

6月実施の基礎コース続編として開催したパソコン実務研修の中
級コース。普段の業務効率が格段にアップするExcel操作の小技・
裏ワザを順序立てて学習しました。

13名

第8回
決算法人説明会

11月15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

16名

10/19　税理士会千葉西支部役員との会合 12/3　小林議員への提言

10/15　1 日でわかる簿記の仕組み② 10/29　パソコン研修会② 10/9　第 5 回広報委員会 10/10　第 3 回研修委員会 11/16　第 6 回広報委員会

11/20　八千代市長への提言 12/12　習志野市長への提言

平成30年度第3四半期

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

税金が　つくる社会の　まあるい輪



ブロックだより
　   研修会・管外研修会・交流事業関係

研修名 開催日時 会　場  内　容 出席数

習志野ブロック
第61回
親睦ゴルフ大会

10月17日（水） 富里ゴルフ倶楽部

春の大会に続き今回も同会場で、4組のパーティが和気藹々とゴルフ
を楽しみました。優勝はベスグロ84の池田博さん。初参加で新入会
いただいた会員もあり、スコア・お天気・親睦と三拍子揃った当ブロッ
クならではの大会でした。（習志野ブロック厚生副委員長/青木康雄）

11名

千葉北ブロック
習志野ブロック
合同第2回研修会

11月6日(火）
15:00 ～ 16:45

千葉鉄工団地
会館

『結果にコミット！法人会×ライザップでコラボ』のテーマで、話題の
「ライザップ」から専任講師を招いた初の2ブロック合同研修会。その
ノウハウを学び、この日から〝社員みんなが美しく健康なカラダで、
業績アップ〟しています!!（千葉北ブロック研修委員長/朝倉健吾）

36名

千葉西ブロック
第32回
親睦ゴルフ大会

11月8日(木） 季美の森
ゴルフ倶楽部

今年は秋の1回に絞った千葉西ブロック親睦ゴルフ大会は、5組総勢
19名の参加がありました。初めてのコースはとても好評、心配され
た日和も良好で、幹事に感謝です。優勝は志村始久さん、ベスグロ
は長井謙さんでした。  （千葉西ブロック厚生副委員長/大和久裕己）

19名

千葉北ブロック
第2回
ボウリング大会

11月１3日(火）
18:00 ～ 20:30 アクアボウル

千葉北ブロック独自の交流事業。今回は、男女16名が参加、優勝
は若手代表、犢橋支部の積田光生さん。大きなボールを思いっ切り
放り投げ‼日頃のストレス？も全部吹き飛ばしました。

（千葉北ブロック厚生委員長/木全喜敬）

16名

千葉西ブロック
会員大会
第2回研修会/交
流会

11月28日(水）
16:15 ～ 19:30

ホテルスプリングス
幕張

千葉西税務署・髙津一昭副署長を招へいし「相続税のはなし」と題
しての研修会を行いました。ご専門分野のお話は大変分かり易く参
加者からはとても好評でした。初参加の会員も多く、研修会後の会
員交流会では恒例のクイズ形式研修もあり、親睦だけではない密度
濃い内容の会員大会にもなりました。

（千葉西ブロック広報委員長/篠原秀作）

31名

八千代ブロック
第2回役員会

12月18日(火)
18:00 ～ 19:10 勝田台「大とね」 年末役員交流会を兼ねて、年間事業の実施報告、第４四半期計画と

次年度役員改選に向けた打合せを行いました。 14名

11/28　千葉西ブロック会員大会

11/13　千葉北ブロック第2回ボウリング大会

11/6　千葉北ブロック・習志野ブロック　RIZAP（ライザップ）で、合同第2回研修会

10/17　習志野ブロック第61回親睦ゴルフ大会 11/8　千葉西ブロック第32回親睦ゴルフ大会

始球式は佐藤ブロック長のストライク⁉

髙津副署長 交流会でも研修！ 新入会の皆様とも親睦

「明日から実践」が合言葉！

平成30年度第3四半期

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

習志野市立第五中学校 ３年生　【全国間税会総連合会入選】



部会だより
会議・研修・公益事業関係①

部会名 開催日時 会　場  内　容 出席数

青年部会
第7回部会員会議

10月11日(木）
17:00 ～ 19:00

千葉西法人会
1階研修室

・岐阜管外研修会について
・租税教室関係スケジュール担当確認
・「税レンジャー」租税教育活動について

10名

税研部会
第5回研修会

10月16日(火）
15:00 ～ 16:30

千葉西法人会
1階研修室

・源泉所得税講座③
　退職所得の取扱い
講師：千葉西税務署 法人課税第2部門 担当官

11名

女性部会
管外研修会 10月19日(金） 北関東

足利方面

平成30年度女性部会管外研修に参加して
　今回の女性部会管外研修は10月19日、総勢25名で北関東・足利方面へのバス旅
行。天気は雨降りとの予報でしたが、参加者の日頃の行いの賜か終日傘のお世話に
なることもなくまずまずの研修（行楽）日和でした。まずは研修らしく大同生命さ
んのビデオによる保険の車内研修からスタート。そして最初に訪れたのが足利市
に所在する鑁阿寺（ばんなじ：本堂は国宝指定）。何でも800年以上前に建てられ
た古刹で大日如来を祀った足利一族の氏寺とのこと。境内のイチョウの巨木は千
葉と違って塩害の影響がなかったがまだ黄葉はしていなかった。次に隣接する足
利学校に移動。ここは我が国最古の高等教育機関で日本遺産に認定されており広
い庭園も見事であった。お昼は足利伊萬里（いまり）で和食懐石料理を堪能。帰り
は道の駅「どまんなかたぬま」で地元の特産品などの買い物を満喫。今回もお得感

（コスパの良さ）を実感しながら楽しい一日を過ごすことができました。
改めて今回の研修担当者に感謝いたします。  　 （女性部会広報委員/谷津真知子）

【千葉西法人会HPにても詳細をご覧になれます】

25名

税法研究部会
第3回役員会
兼 第2回税制委員会

10月24日(水）
18:00 ～

幕張本郷
「鮮」

・今年度税制改正提言スケジュール等について
・千葉西税務署法人課税第1部門との研修・意見交流会の件
・今後の税研部会事業運営、研修テーマについて 他

9名

租税教室
リハーサル

10月25日(木）
18:00 ～

千葉西法人会
1階研修室

今年も予定される「租税教室」講師スキルアップを目指し、女性部会・青年部会
共催でのリハーサルが実施されました。新メンバーが加わり、熱のこもったロー
ルプレーイングでは経験厚い先輩部会員から厳しくも優しい指導が入りました。
将来を背負う小学生が正しい税知識を持ち、税に理解を深めていただける様、皆
で取り組みます。（部会員の皆さんは、この日の後も、ペア毎に時間を合せて個別
に練習を繰り返していました。）

20名

税法研究部会
第6回研修会

（年末調整説明会）

11月1日(木）
9:30 ～ 12:00
14:00 ～ 16:30

モリシア
ホール

・年末調整説明会（午前、午後1回宛）
  講師：千葉西税務署 法人課税第二部門 担当官 86名

税法研究部会/
税制委員会
役員研修会

11月7日(水）
16:00 ～ 17:00

千葉西法人会
1階研修室

税研部会役員からの要望で新たに開始された研修・交流会。
第１回目は、身近な問題となっている「消費税」改定と軽減税率導入に
関し、担当調査官から説明を受け、各々の立場から議論を行いました。

10名

11/1　税研部会第 6 回研修会10/16　税研部会第 5 回研修会

10/19　女性部会　管外研修会

10/25　租税教室リハーサル

10/24　税研部会第 3 回役員会

鑁阿寺（ばんなじ） 足利学校 足利・伊萬里

平成30年度第3四半期

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

未来への　夢をつなごう　税金で



会議・研修・公益事業関係②
部会名 開催日時 会　場  内　容 出席数

青年部会
全国青年の集い

11月8日(木）
～ 9日（金） 岐阜市

8日、岐阜グランドホテルの「租税教育活動プレゼンテーション」では全国か
ら選抜された12会が発表。その中から、翌9日、長良川国際会議場メインホー
ルにて、優秀賞(金沢法人会「つながる租税活動」)を選出。

7名

青年部会
租税教室練習会

11月15日(木)
12月 9日(日)
12月11日(火)

千葉西法人会
1階研修室

小学校での租税教育活動プロジェクト「税レンジャーわくわくワークショップ」
に向け部会員らは準備、練習会を重ねました。

5 ～
10名

青年部会
租税教育活動

「税レンジャーわ
くわくワーク
ショップ」

11月17日(土)
12月17日(月) 幕張南小学校

11/17幕張南小創立40周年記念事業「学びフェスタ」から招待を受け、租税教
育授業「税レンジャーわくわくワークショップ」を開催、小学校3・4年生、5・
6年生を対象に映像とキャラクターを織り交ぜた45分授業を実施。「夢を叶える
税金1億円」をテーマに税レンジャーと一緒のグループ討議で税を楽しく学び、
皆で考えました。その様子は千葉テレビでも放映。12/11には、3年生と授業と
して100分教室も実施しました。

7名

女性連協
視察研修

11月18日（日）
～ 19日（月）

福島県
母畑温泉

千葉県連女連協主催の管外視察研修会に県女連・礒貝顧問と本会正副部会長3
名が参加 4名

女性部会
第4回役員会

11月21日(水）
12:00 ～ 13:30

千葉西法人会
1階研修室

・「管外研修会」、「租税教室」講師リハーサル、「街頭広報活動」等の報告
・「署の幹部を囲む座談会」「年末交流会」「租税教室」について確認
・「絵はがきコンクール」状況報告と今後のスケジュール等協議 他

13名

女性部会
年末交流会

12月7日(金)
18:00 ～ 20:00

幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝ
中国料理

「謝朋殿」

12月7日（金）18時から幕張テクノガーデン24階の中国料理「謝朋殿」で、
女性部会年末部会員交流会が開催されました。23名の参加がありました。高
山会長の挨拶、清水副部会長の乾杯音頭に続き、美味しい中華料理と女子交流
会を満喫しました。今年も幹事が用意した豪華景品が当たるビンゴ大会は大人
気で、あっと言う間の2時間でした。

(女性部会年末交流会担当副部会長/山﨑由美子）

23名

青年部会 第8回
部会員会議/忘
年会

12月13日(木)
19:00 ～ 21:30

「海賊の台所」
　　千葉店

・年度事業計画について
・租税教育プロジェクト「税レンジャーわくわくワークショップ」の件
・恒例の部会員忘年交流会

15名

11/21　女性部会　第 4 回役員会11/18 ～ 19　女性連協　視察研修 12/7 女性部会　年末交流会

11/17　青年部会　租税教育活動   「税レンジャーわくわくワークショップ」

11/15　青年部会租税教育練習会11/8 ～ 9　全国青年の集い

　千葉西法人会では、経営者の中から、“女性”と“青年”の切り口でセレクトされた２部会がそれぞれ
独自の活動を行っています。両部会では、新部会員募集中です。入会資格は法人会会員の経営者や幹部
職員（青年部会は 50 歳未満）です。入部会申込書は本会ホームページにも掲載しています。
　現在の年会費は女性部会 3,600 円、青年部会 12,000 円です。相互の自己研鑽と交流、そして「租税
教室」等の公益活動をご一緒しませんか？お問い合わせは事務局又は、女性部会副部会長 / 三枝千代子

（㈲シーエスビューティー℡ 043-201-6110）、青年部会副部会長 / 朝倉健吾（立山工業㈱℡ 043-259-
0378） 迄お気軽にどうぞ。

女性部会 / 青年部会
部会員募集中！

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

習志野市立第二中学校 ３年生　【全国間税会総連合会入選】



「会員増強」運動の進捗状況
今年度の法人会会員増強について、これ迄の経
過をお知らせします。
 ①  会員増強統一月間… 9/1 ～ 12/31 本会

の示達目標 72 社 ( 個人会員除く）は 11/14 時
点で達成しました !!

 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社については、
　　　12/20 時点で、△ 1 社という状況です。

今年度こそは両目標を達成へ皆様、
どうか宜しくお願い致します‼（組織委員長 / 吉谷徳一）

※ 全ブロック合同事業 ( 本部事業 ) として、
　・1 月 21 日（月）新年賀詞交歓会（17：30 ～）於：ホテルグリーンタワー
幕張
　・2 月 22 日（金） 第 23 回法人会フォーラム　於：ホテルスプリングス
幕張新館（15：00 ～）『杉村大蔵』講演会
　　　演題「チャンスはつかめる !!  

～爆笑！プライドを捨てた男の人生訓～」　　　　　　
　　　［参加申込書別添］

　・ 3 月 5 日（火）平成 30 年度第 2 回理事会（11：30 ～）於：ホテルグリー
ンタワー幕張が予定されています。

　尚、次年度の通常総会は、6 月 11 日（火）15 時 30 分から於：アパホ
テル＆リゾート東京ベイ幕張の予定です。
　今後のご案内にご注目ください。

 千葉西ブロック (1月～ 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

第 3 回税務等研修会 2 月頃 15:00 ～
17:00 未定 内容：未定

講師：未定

第 4 回正副ブロック長
・正副委員長等会議

2/
中下旬

17:30 ～
18:00 未定

・今年度事業の経過と次年度事業案の件
・新年度役員改選の件
・次年度のブロック役員総会と運営手順

第 2 回役員会 2/
下旬

18:00 ～
18:50 未定

・今年度事業の経過と次年度事業案の件
・新年度役員改選について
・その他

役員交流会 19:00 ～
20:30 ブロック役員の交流会

会費完納強化月間 2/1～
3/15

1ヶ
月半

支部毎に
適宜

各ブロック                                              
・支部等

各支部における会員未納会員に対し行う
個別訪問の集金活動

 千葉北ブロック (1月～ 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

第 3 回研修会 ( 税務等 ) 2 月頃 15:00 ～
16:30

千葉鉄工団地
会館

内容：未定
講師：未定

管外研修会 2/15 ～ 16 金土 1泊 2 日 焼津方面 ブロック会員による視察研修及び交流会

第 3 回正副ブロック長
・正副委員長等会議

2/
中下旬

12:00 ～
13:30 千葉西法人会

・今度事業報告決算 / 次年度事業計画予算
・役員改選
・次年度のブロック役員総会の件

会費完納強化月間 2/1～
3/15

1ヶ
月半

支部毎に
適宜

各ブロック                                              
・支部等

各支部における会員未納会員に対し行う
個別訪問の集金活動

 習志野ブロック (1月～ 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

第 3 回税務等研修会 2 月頃 15:30 ～
17:00 未定 テーマ：未定

講　師：未定
第 4 回正副 B 長

・正副委員長等会議
2/

下旬

17:30 ～
17:50

未定

・事業経過、今後の事業計画について
・役員改選下案協議

第 2 回役員会 18:00 ～
18:50

・今年度事業報告 / 決算見込み
・次年度事業計画（案）/収支予算（案）の件
・次年度新役員選任案について
ブロック役員による交流会役員交流会 19:00 ～

20:30

会費完納強化月間 2/1～
3/15

1ヶ
月半

支部毎に
適宜

各ブロック                                              
・支部等

各支部における会員未納会員に対し行う
個別訪問の集金活動

 八千代ブロック (1月～ 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

管外研修会 2/26 ～ 27 火木 1泊 2 日 伊豆下賀茂
方面 ブロック会員による視察研修及び交流会

第 3 回正副ブロック長
・正副委員長等会議 未定 17:30 ～

18:00 未定 1. ブロック事業の経過と今後の予定
2. 第 3 回役員会運営の件

第 3 回税務等研修会
未定

18:00 ～
18:50 未定

1. ブロック事業の経過と今後の予定
2. 次年度役員改選の件
3. その他（本部事業の確認）

役員交流会 18:50 ～
20:30 ブロック役員による交流会

第 2 回税務等研修会 1/30 水 15:00 ～
16:40

八千代市市民
会館

第 5 会議室

テーマ： 「あなたの企業をより強く！弁護士
の上手な利用法」

講　師： 石川真也・福世健一郎・髙際康寛
弁護士

第 4 回正副ブロック長
・正副委員長等会議 3/ 中 17:30 ～

18:00 未定 1. ブロック事業の経過と今後の予定
2. 第 4 回役員会運営の件

第 4 回役員会
3/ 中

18:00 ～
18:50 未定

1. 平成 30 年度事業報告の件
2. 平成 30 年度収支決算の件
3. 平成 31年度事業計画（案）の件
4. 平成 31年度収支予算（案）の件
5. 次年度役員選任の件
6. その他（本部事業の確認）

役員交流会 18:50 ～
20:30 ブロック役員による交流会

会費完納強化月間 2/1～
3/20

2 ヶ
月

支部毎に
適宜

各ブロック                                              
・支部等

各支部における会員未納会員に対し行う
個別訪問の集金活動

女性部会 (1月～ 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

第 5 回役員会 2/1 金 15:00 ～
17:00 千葉西法人会 ・今後の事業運営の件、・「絵はがき」報告

・第 39 回定時総会の諸事項の件

第 6 回役員会 3/1 金 15:00 ～
17:00 千葉西法人会 ・第 39 回定時総会の議案と運営の件

・「租税教室」最終報告
《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

（通算第 11回）
租税教室

（第 3 回）「税に関する
絵はがきコンクール」

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

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

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、年初回収、1月中に
審査会→表彰・発表

絵はがきコンクール
審査会 1～ 2 月 千葉西法人会 応募作品の審査会

青年部会 (1月～ 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

第 9 回 部会員会議 1/17 木 18:30 ～
20:30 千葉西法人会 ・新年会について 

・次年度事業計画について 
新年会 2/ 未定 未定 部会員交流親睦会

第 10 回 部会員会議 2/14 木 15:00 ～
17:00 千葉西法人会 次年度事業計画について 等

三単位会 未定 未定 千葉東法人会・千葉南法人会・千葉西法
人会の青年部会員による合同交流事業

《全法連・県法連青年部会連絡協議会・千葉西法人会 ( 親会 ) 等 関連事業》
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

県青年連協千葉サミット 3/15 金 ポートプラザ
ちば

講演会、異業種交流情報交換会、租税教
室プレゼン千葉代表選考会

《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

税レンジヤー授業 1月 租税教育活動 〔ワークショップ方式授業〕

租税教室 11月　
～ 1月

1講座
45 分 ( 担当小学校 ) 小学校の 6 年生を対象とした、税知識の

普及啓発活動

税法研究部会 (1月～ 3 月）
事　　業 月日 曜 時間 会場等 主　な　内　容

第 4 回役員会                                         
( 税制委員会・税研合同 ) 1月 18:00 ～

20:30 未定 ･ 次年度税制改正の提言に関する手順の件
・4 月上旬開催予定、定時総会運営等の件

第 7 回研修会 2/7 木 15:00 ～
16:30 千葉西法人会 ★源泉所得税講座④                                              

・報酬料金、非居住者の取り扱い

第 8 回研修会 3/ 初旬 15:00 ～
16:30 千葉西法人会

☆税法税務・経営等研究講座③
・テーマ：平成 31年度税制改正の概要
･ 講　師：千葉県税理士会所属税理士　　

13 ほうじん千葉西 14ほうじん千葉西

未来への　バトンを繋ぐ　今日の税



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
　幕張南部支部
　　㈲トキワ舗装 千葉市花見川区幕張町 5-443-1 043-272-4222 舗装業
　　( 社福 ) 愛寿会 千葉市花見川区幕張町 3-2362-2 043-213-3881 特別養護老人ホーム
　　( 同 ) 智三 千葉市花見川区幕張町 5-417-324-1002 043-273-5122 飲食業 ( 和食 )
　幕張西部支部
　　㈲アトラス・グリーン http://atlasgreen.server-shared.com/ 千葉市美浜区幕張西 6-11-2 043-275-8812 環境影響評価業
　　㈱バジル 千葉市花見川区幕張本郷 7-41-25 043-306-3893 レストラン　コンビニ
　　㈱アルイトコー http://kurumi-seikotsuin.com/ 千葉市花見川区幕張本郷 2-8-9 ゼックスベルク 202 043-309-6038 整体
　　㈱チャプターワン 千葉市美浜区幕張西 4-1-14-304 090-5189-9698 保険代理店
　作新支部
　　㈱ＰＪ海輝 千葉市花見川区作新台 3-22-16 043-259-2583 真珠製造販売
　真砂磯辺支部
　　Renocence ㈱ https://renocence.shopinfo.jp/ 千葉市美浜区真砂 2-15-3-1107 043-372-3112 建築工事業
　　㈱ジーライフ 千葉市美浜区真砂 4-3-1-703 043-445-7710 保険代理店
　幕張新都心支部
　　㈱アプトアロウズ 千葉市美浜区中瀬 1-3 幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝ CB 棟 3 階 MBP 080-7894-3239 情報サービス業 (IT)
　　原松商事㈱ 千葉市美浜区中瀬 1-3 幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝ CB 棟 3 階 MBP 043-330-3233 太陽光発電設備販売、施工、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
　　積水ﾊｳｽ㈱千葉ｼｬｰﾒｿﾞﾝ支店 千葉市美浜区中瀬 1-7-1 住友ｹﾐｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 25 階 043-212-1216 建設業
　　ホテルフランクス https://www.francs.co.jp/ 千葉市美浜区ひび野 2-10-2 043-296-2102 ホテル業
千葉北ブロック
　長沼支部
　　㈱ BALLADE 千葉市稲毛区長沼原町 577-4 043-304-5412 中古車販売業
　　㈱オーダ工業  千葉支店 http://o-dakogyo.com 千葉市稲毛区長沼原町 590-1 043-216-2712 建設業
　千種支部
　　㈱ ROC WORK 千葉市花見川区千種町 199-13 043-306-3057 内装リフォーム業
　　アールエスサポート㈱ 千葉市花見川区千種町 212-3 043-286-0145 建造物調査業
　　㈲舞花 千葉市花見川区千種町 167-2 043-250-5755 生花業
　花見川柏井支部
　　㈲高桑工業 八千代市高津 485-1 043-250-9159 溶接業
　　㈱ M ＆ m 千葉市花見川区横戸町 509 043-286-7822 自動車・自転車小売業
　畑天戸支部
　　㈱ノーリメイン 千葉市花見川区畑町 877-1-116 043-380-9137 建設業
　　介護の匠㈱ http://www.kaigonotakumi.jp 千葉市花見川区さつきが丘 2-9-3 043-216-5881 高齢者介護(認知症介護)
　こてはし台支部
　　㈱ＮＯ　ＬＩＭＩＴ 千葉市花見川区こてはし台 4-13-17 043-306-6998 障害・福祉サービス業
　　㈱ブイワン 千葉市花見川区大日町 1408-2 043-250-8599 道路貨物運送業
　　㈱龍伸アシスト http://www.t-ryushin.com/ 千葉市花見川区横戸町 1295-2 047-483-5140 小売業　( 中古タイヤ等 )
　山王六方小深支部
　　㈲中葉水産 千葉市稲毛区六方町 12-16 043-424-0700 魚介類卸売業

新 会 員 紹 介
(2018.10.1 ～ 12.20）

※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

13 ほうじん千葉西 14ほうじん千葉西

八千代市立阿蘇中学校 ３年生　【東京国税局間税会連合会入選】



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

事業所名 ホームページアドレス 所　　在　　地 電　　話 業　　種

習志野ブロック
　津田沼支部
　　㈱ミナアス http://linkup-tsudanuma.com 習志野市津田沼 5-12-12 京成津田沼ｻﾝﾛｰﾄﾞﾋﾞﾙ 4 階 047-429-8500 就労継続 A 型 就労移行支援
　臨海支部 ( 障害者福祉 )

　　㈲クリエイト 習志野市茜浜 1-14-9 047-489-5411 家具等製造業
　藤崎支部 ( 障害者福祉 )

　　㈱辰巳工業 習志野市藤崎 4-21-11 047-407-0751 建設業
　本大久保鷺沼支部
　　㈱グローバルエンジニアリング http://www.globaleng.co.jp/ 習志野市鷺沼台 3-12-19 047-477-6686 電気通信設備工事業
　花咲屋敷支部
　　兵藤造園 習志野市屋敷 3-12-10 047-472-4438 造園一般
　実籾支部
　　㈱タマヤ建設 習志野市実籾 5-8-1 047-489-5770 建設業
　東習志野支部
　　（社福）青葉学園 習志野市東習志野 2-10-3 ブレーメン習志野内 047-473-2747 保育
　　㈱ユニオン通研 http://union-tk.co.jp/about-us/ 習志野市東習志野 8-13-3 047-477-5161 通信・消防用・防犯設備
八千代ブロック
　大和田萱田支部
　　㈲パディー 八千代市萱田町 535-11 047-450-9440 不動産管理業
　　㈲新谷急送 八千代市大和田 800 047-480-8783 運送業
　大和田第 2 支部
　　小林工業㈲ 八千代市大和田新田 414-23 047-459-8981 管工事業
　大和田第 3 支部
　　船橋観光㈱ 八千代市大和田新田 82-2 047-450-3923 旅客運送業
　八千代台支部
　　( 同 ) シナスタジア 八千代市八千代台西 6-2-2 グランノア八千代台 709 047-481-8112 サービス業 ( 写真撮影 )
　　㈱ JWIN PLANNING 八千代市八千代台西 8-23-2 047-409-2008 貨物配送業
　　㈱山建 八千代市八千代台北 10-12-10 047-767-9748 内装工事業
　　㈱さんぷらす 八千代市八千代台北 6-8-7kida ビル 302 047-411-9075 建築工事業
　上高野阿蘇支部
　　㈱一陽塗装 八千代市米本 2137-1 047-409-7616 建築塗装業
　村上下市場支部
　　㈱エイチティーワイ企画 八千代市下市場 1-6-34 047-482-3982 貸家、貸間業
　　㈱アートオブエース 八千代市下市場 2-3-25 047-409-1309 舗装工事業
　　㈲田辺興産 八千代市村上 573-7 047-485-6789 建設業（ガス配管業）
　　共生ネットワーク㈱ https://ksn.work/ 八千代市村上 1610-6 川嶋ビル 3 階 047-429-8850 情報通信業

《 賛助会員 》
　　㈱ホコラ 船橋市三咲 2-10-1-103 047-404-7441 葬儀業
　　㈱アルドール 船橋市本町 3-32-28 047-409-1051 人材派遣
　　岩瀬一博 千葉市美浜区真砂 5-16-1-803 043-278-5446 什器等製造・取付
　　㈱森の彩 千葉市稲毛区園生町 400-43 043-216-6113 建設業

15 ほうじん千葉西 16ほうじん千葉西

社会の和　納めてつくろう　税金で



　千葉西優申会では、現役員（任期平成29年7月～ 31年6月）の任期
２年目に入り、事業運営を進める理事会が10月30日(火)、銀座アスター
津田沼賓館にて開かれ、会長・副会長・理事の5名が出席しました。8
月の総会で決定した年度事業計画に基づき、計画された諸事業につい
ての協議を行いました。優申会ならではの交流会・管外研修会等を実
施すべく、具体的な内容、日程等の調整を進めました。併せて、11月
開催の「署長を囲む懇談会」についての内容確認を行いました。

　例年、年明けに開催していた会員交流会を今回は年末に実施しま
した。12月14日(金)、理事の紹介による銀座のミシュラン一つ星
イタリアンレストラン「アロマフレスカ」にて、参加者は12名と
なりました。忘年のひと時を過ごし、3月に予定している「管外研
修会」についても意見交換を行うことができました。

　恒例の『税を考える週間』事業の一環として、11月19日(月)午後2時～ 3時30分迄、千葉西税務署にて、
優申会会員と千葉西税務署長との座談会が開催されました。優申会からは鈴木和弘会長、松本晴代副会長ら
10名の会員が集い、最近の企業経営についての話題や税との関係等について、自由に意見交換を行いました。

理事会

署長を囲む座談会

年末交流会

優申会だより ※ 「優申会」とは……千葉西優申会は昭和57年11月に設立された「優
良申告法人」の組織です。「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」で構成されています。現在、33社が加
入して法人会とは別途に独自の事業活動を展開しています。

15 ほうじん千葉西 16ほうじん千葉西

習志野市立第七中学校 ３年生　【東京国税局間税会連合会入選】



（篠原秀作 千葉西ブロック広報委員長）上田社長、明
けまして、おめでとうございます。上田さん

4 4

とは同じブ
ロックで、支部の先輩ですので、改めてインタビューと
いうのも恐縮なのですが、今回は上田社長の稀

け う
有な経

営人生を是非、会員の皆様にご紹介させてください。
（上田順晧社長）新年おめでとうございます。私は、法
人会の「75歳役職定年」により、2年前に“組織委員
長”を引退しました。ご挨拶遅くなりましたが、在任中
の皆様のご協力に心より御礼申し上げます。定年後は

「晴耕雨読の生活」と言われることがありますが、サラ
リーマン、起業、その後事業を譲渡、今は、『第3の人生』
を迎え、私は、まだまだ“欲”が尽きず、現在は年7 ～
10回程度、世界“秘境”巡りの旅をして忙しく飛び回っ
ております。

（篠原委員長）それは凄いことですね！私は45歳から
会社経営に携わっていますので上田さんの様に「定年」
を迎えた経験はありませんが、第2、第3の人生を謳

お う か
歌

されているところをもう少し詳しくご説明いただければ
嬉しいですね。

（上田社長）私は、大学卒業後、外資系石油会社の化学
部門に入社し、約30年勤め、55歳の時、会社が“早期
退職制度”を導入、私は貴重な1回限りの人生なら、窓
際に居座るより何かやってみようと勇退を決めました。

（篠原委員長）ここから、上田さんの第2の人生がスター
トですね！

（上田社長）60歳迄の給与分上乗せ退職金を元手にと
考えに考え貫いて、思いついたのが、「海上コンテナー
を改造したトランクルーム」です。全長20フィート（約
6メートル）の内部を区割りして使うという“簡単な”

アイデアでしたが、中古コンテナーを業者に改造発注
し、マーケットのある場所に設置、手ごろな価格で貸し
出す戦略・戦術を考えました。

（篠原委員長）成る程、それ迄のご経験とアイデアから
生まれたわけでしょうか……？

（上田社長）今から22年前です。船橋市飯
は ざ ま

山満の借地
に、恐る恐る日本初の“トランクルーム

4 4 4 4 4 4 4

”を開業しまし
た。限られた手元資金で可能な10台・50室程の規模で
す。しかし、当時は誰も“トランクルーム”なるものが
わからない。使用例を絵にしたチラシを手造りし、近隣
マンション・団地を廻り、駅頭でも手配りしました。勿
論、新聞折り込みや広告も打ち、丁度当時普及し始め
た携帯電話と愛妻弁当だけを手に、毎日現場事務所に
詰め、物件説明のチャンスを待ち続けました。休みも
取らず寝るヒマ惜しんで……。それが、数か月で『満
室』になりました。すぐにそこを増設し、花見川区畑町
にも2号店〔写真〕をオープンしました。コンテナー改
造業者側から、将来性があるなら合弁会社で全国展開
しようと提案され、(株)ユアスペースを東京日本橋に設

インタビュアー：篠原 秀作 千葉西ブロック広報委員長
（有限会社 FDC）

日　時：2018 年 12 月 12 日（水）　17：00 ～
場　所：桂林 検見川店にて（千葉市花見川区南花園）

株式会社ユアスペースウエダ
 上田　順皓 社長

株式会社 ユアスペースウエダ
上田 順晧 社長

インタビュアー
篠原 秀作

会員企業訪問シリーズNo.11

こんに
ちは

トップ
に直撃

！

海上コンテナーを仕切って使い易くした「日本初のトランクルーム」
を次々展開

17 ほうじん千葉西 PBほうじん千葉西

税金は　みんなの声が　たまってる



18ほうじん千葉西

大手証券会社の子会社等のアプローチがありましたが、
結局、私の元部下に譲りました。日本政策金融公庫の
事業承継融資制度等をフル活用して、彼は無担保で資
金調達が出来ました。知らない先にもっと高く売ること
も可能でしたが、この道を選びました。会社譲渡に際し、
改めて同名の(株)ユアスペースウエダを設立、新会社が
事業用不動産等の資産を買い取り、そこを今は譲渡し
た会社にリースしています。

（篠原委員長）そこにも上田さんのこだわり
4 4 4 4

があったの
ですね。

（上田社長）現在の㈱ユアスペースウエダは一般の投資
会社です。以前に比べ手間は要しませんので、空いた
時間を世界秘境ツアー、つまり観光旅行では訪れるこ
とが出来ない世界の僻地を観て歩いています。観て歩
くだけではなく「旅行記」を書いたところ、以前勤めた
会社の社内報に取り上げてくれました。“上田版・世界
の果てまでイッテキュー”と言ったところです。

（篠原委員長）それはいいですね！　私もその「旅行記」
を拝読しましたが、南太平洋のバヌアツの裸族との出
会いやエチオペアでの草原キャンプ、相続税の無いチ
ベット・ヒマラヤ奥地への旅の話し…等々上田さんなら
ではの表現が面白く、世界は広いと感じました。

（上田社長）いやいや、ただ自分だけで楽しんでは申し
訳ないと思って記した“我が徘徊の記”ですよ～。今
月は、これから中東の「オマーン」に行く予定です・・・。

（篠原委員長）本日はお出掛け前のお忙しい中、大変あ
りがとうございました。「法人会」では『事業承継』を
大きなテーマとして取り上げていますが、今回は普段、
実体験できないＭ＆Ａに関係する生

なま
のお話も伺うこと

ができました。上田社長のオープンなお考えに感謝申
し上げる次第です。どうぞ、この後のツアーはお気を
つけて行ってらしてください。お土産話、楽しみにして
います。

立、その社長に就きました。ホテル等で説明会を開き、
フランチャイズシステムを構築、自分自身でも、個人事
業から㈱ユアスペースウエダに変更、直営店も含め展
開しました。直営店は、両社合計全国300カ所になりま
した。

（篠原委員長）そうなのですね！当
まさ

にアイデアと実行力
の賜物ですね。困ったこと等は？

（上田社長）私のコンセプトは、①ローコスト　②利用
に難い不動産の気軽な活用　です。
　利用するのは中古コンテナー、当時は、何ら規制が
なく、場所は調整区域でもできた。認可基準が厳しい「倉
庫業」(物を預かるの)ではなく、スペースを自己責任で
貸す「賃貸業」です。コンテナーを空き地に設置する(置
く)ので、‘建築物’にもなりませんでした。（（注）現在は、
コンテナーは、建造物）

（篠原委員長）珍しい業種でもあり、何度もテレビ局イ
ンタビューを受けられていましたね。

（上田社長）そうですね。それもあってか、これは本当
に将来性があるというわけで、借地探しに長

た
けた不動

産業の皆さんは我々以上のスピードで日本中で事業を
広めてくださったんです。

（篠原委員長）今や車で走っていても、道路沿いにコン
テナーを見かけない町は無い位です。我が国の“トラ
ンクルーム”市場規模は、2020年には、700億円にな
るそうですよ。

（上田社長）55歳で早期退職。その後の人生を細々と暮
らして行けば良い程度の気持ちで始めた事業です。偶

たまたま
々

当ったのかもしれませんし、無借金でやって参りまし
た。上場を目指す考えはありませんでした。そうして、
70歳を迎えた時に家族から、子供は引き継がないので、
強く
4 4

事業からの引退を求められたのです。それこそ「勿
体ない」と思いましたが、子供には子供の人生があり、
私はここまで、思う存分にやって来たわけです。ここで
も考えた末、全て譲渡する道を選びました。

（篠原委員長）『事業承継』のひとつのパターンですが、
ここも大きな決断ですね⁉

（上田社長）会社譲渡には、①株式分割 ②営業譲渡 ③
株式譲渡 と大きく3方法がありますが、私は③を選び
ました。2つの会社の株式を全て売却しました。私の場
合のポイントは、Ｍ＆Ａのプロに企業査定を依頼し公正
な評価をえたことです。取得した企業の上場を目指す

〜 編集後記 〜
　今回は、広報委員長のご推薦もあり、上田社長への
インタビューを担当しました。積極的に自ら人生の新
しい世界を切り開く勇気とその実行力に感服します。
その『第 3 の人生』“上田版・世界の果てまでイッテ
キュー”を次年度、本誌新企画として連載する予定で
す。是非、皆様、ご期待ください‼

（千葉西ブロック広報委員長 / 篠原秀作）

篠原委員の質問に明るく答える上田社長

拡張された船橋市飯山満の業界 1号店

“ 緑色地にイエローライン ”を当時は意匠登録

習志野市立第六中学校 １年生　【東京国税局間税会連合会入選】



地域の仲間たち

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、事務局までお問い合わせ下さい

掲載原稿
募集中！

「公園と手をつなぐいえ」

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 オーシマ

日本大学生産工学部

合同会社 ヌーベル産業

代 表 者　学部長　落合　実
設　　立　昭和27年2月
事業内容　�教育及び研究
住 　 所　習志野市泉町 1-2-1�
TEL：047-474-2201（代表）
FAX：047-479-2432
URL：http://www.cit.nihon-u.ac.jp/
　“経営管理能力を備えた技術者を育成しています。”
　グローバル化などに伴い、ものづくりの現場がめまぐ
るしく移り変わる中では、技術だけではなく、ものづくり
全体を見渡す経営視点をもった技術者が求められます。
　日本大学生産工学部は、経営管理能力を備えた、世界
で活躍するたくましい技術者を育成していきます。

【設置学科】
・機械工学科　・電気電子工学科　・土木工学科
・建築工学科　・応用分子化学科　・マネジメント工学科
・数理情報工学科　・環境安全工学科　
・創生デザイン学科

代 表 者　理事長　本田　眞一
設　　立　昭和29年4月
事業内容　�高齢者介護事業
住 　 所　八千代市吉橋 1060
TEL：047-459-3721　FAX：047-459-2140
　
　八千代の地で60年にわ
たる介護の実績がありま
す。地域介護の助っ人業と
して（特養）愛生苑を核に、
ケアハウス、有料老人ホー
ム愛生グリーンプラザ八千
代デイサービスかがやき、
グループホームなごみ、、小規模多機能居宅介護、ケア
マネ事業所、地域包括支援センターを経営しております。
すべての老人が介護の不安を解消し、安心して地域に住
めるように応援して参ります。

経営理念　「愛に生き倖せを創造する」

新会員

代 表 者　代表取締役　大島　剛
設　　立　昭和54年８月１日
事業内容　�防犯カメラ、機械警備、
　　　　　施設・誘導警備
住 　 所　千葉市稲毛区宮野木町
　　　　　1664 － 11
TEL：043－207－5151�FAX：043－207－5050
E-メール：t.ohshima@ohshima-cp.com� �
URL：www.ohshima-cp.com
　＊商品　「現在の主力商品」として
　　　　○高画質・高解像度・ＡＩ画像解析機能搭載カメラ
　　　　○顔認証ソリューション、○街頭防犯カメラ
　　　　○格安アジア製カメラ
　　　　

　防犯カメラなどあらゆるセキュリティ設備・用品を熟知し
た知識・技術・経験を生かしての設置・保守

代 表 者　林　渉
設　　立　平成30年4月
事業内容　�建築設計事務所他
住 　 所　千葉市�花見川区こてはし台
　　　　　2-4-4
TEL：043-257-8589　FAX：043-257-8589�
E-メール：nbl3gy@arrow.ocn.ne.jp

　　明けましておめでとう御座います。
　千葉西税務署並びに（公社）千葉西法人会員の皆様方に
おかれましては、清々しい新年をお迎えの事とお喜び申
しあげます。
　さて、私は合同会社ヌーベル産業の林と申します。会
社はまだ生まれたばかりで言葉もうまくしゃべれません
が、一生懸命税務システムを身につける所存です。事業
項目は、建築設計事務所ですがコンビニエンスカンパ
ニーを目指しています。
　今後とも、どうか宜しくお願いいたします。

平成31年元旦

高齢者福祉施設　愛生グループ
株式会社愛生、社会福祉法人愛生会
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