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優申会だより 第38回 通常総会 記念講演会
　　　　　　 　「千葉ジェッツの奇跡」

千葉ジェッツふなばし  会長  島田慎二 氏
令和元年度 全役員大会開催
第36回 法人会全国大会
税務署だより 年末調整のお知らせ
会員投稿ページ『世界の果てまで、いってキュー』(Ⅲ)
こんにちはトップに直撃！　  株式会社 第一タイムリー  
地域の仲間たち
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「厚生委員会」事業活動の紹介
　会員各位の福利厚生事業（会員交流、保険制度の利用拡大）を企画推進す
る「厚生委員会」では、毎年、ブロック別或いは法人会全体で、様々な交流
事業を行っています。これからも会員の皆様からのご希望に沿った楽しい事
業を立案・実施して参りますので、どうぞ奮ってご参加いただき、併せてご
意見、ご要望をお寄せください。ブロック毎の独自企画もございます。千葉
西ブロックのゴルフ＆宿泊管外研修会、千葉北ブロックのボウリング大会
等々、ブロック厚生委員のリードで特徴を持った事業推進を図っています。

※公益社団法人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

ほうじん 千葉西 

㈱スペースフォト / ㈱モリーフ
㈲芦田興業 / ㈱一陽塗装

厚生委員会の活動
紹介

特別案内！！
11月28日（木）

全ブロック合同
会員交流ゴルフ大会

中山カントリークラブ
先着100名様を募集中です
詳しくは本会ホームページ参照ください

お待ちしています

第24回法人会フォーラム 講演会
講演：スポーツジャーナリスト  二宮 清純 氏
日時：令和2年2月19日（水）午後3時〜 4時半
場所：ホテルスプリングス幕張

参加
無料
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厚生委員会活動紹介

ナイター応援

7/26
千葉西

ブロック

8/1
八千代

ブロック

今年は、2勝1敗 !!　
各ブロック・青年部会、地元「千葉ロッテマリーンズ」を応援！
　今年も、千葉西法人会の会員延べ 324 名が、ZOZO マリンスタジアムへ応援
に駆けつけました。今年の千葉ロッテマリーンズ史上最多年間観客動員数達成に
貢献、かつ結果も 2 勝 1 敗と勝ち越しました！皆からの大きな声援のもと、どの
試合も逆転劇あり、延長サヨナラありの熱い戦いでした。
　⇒ 7/26（金）、千葉西ブロック（90 名）、青年部会（24 名）の東北楽天イー
グルス戦は、残念ながら 2-6 で、逆転負けを喫しました。1 塁側内野指定席と特
設バーベキューガーデンシートで当初予定を上回る多くのご参加ありがとうござ
いました。
　⇒ 8/1（木）、八千代ブロック（80 名）は恒例の外野スタンドデッキ（4 人席テー
ブル付、自由なゆったりスペースの応援席！）でのオリックス戦で、2 年連続延
長（今年は 12 回 7-6）サヨナラ勝ちを収めました！
　⇒ 8/7（水）、千葉北ブロック（60 名）+ 習志野ブロック（70 名）は 1 塁側
内野指定席からの福岡ソフトバンク戦でしたが、8 回にこの日 2 本目レアードの
2 ランで勝ち越し、連勝を収めました。
　【�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」にも沢山掲載
しています。是非、スマホやパソコンでご覧下さい！！��「千葉西法人会」で検索！】

8/7
千葉北
習志野

ブロック



　今回も総会に先立ち、『記念講演会』を公開講座として開催しました。本会、松本副会長（松本ESテッ
ク㈱＝千葉ジェッツパートナー企業）からのご紹介による企画でしたが、日本バスケットボール界に革
命を起こした島田氏には予定の50名を超える多くのご参加を頂きました。
　島田会長は、この夏、同社社長から会長に就任されたばかりですが、その明確な「経営理念」、具体
的で緻密な戦略や“地域密着”“ホスピタリティ”“エンターテインメント”のキーワードはとても分か
り易く、経営再建と同時に、日本一の人気チームに育て上げた実績を踏まえたお話しは大変論理的で、
深く印象に残りました。

第38回  千葉西優申会通常総会  記念講演会
「千葉ジェッツの奇跡」

千葉ジェッツふなばし　代表取締役会長　島田　慎二 氏

千葉西優申会　第38回通常総会

優申会だより

　令和元年8月27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32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、水田剛署長、佐
藤康久副署長、法人課税第一部門 森田周治統括国税調査官、同じく長澤礼子上席国税調査官にご臨席頂きま
した。
　規約に従い、鈴木和弘会長が、議長として予定5議案を審議しました。先ず、議案第1号 平成30年度事業報告、
第2号 同収支決算について、監事報告の後、原案通り承認、続く議案第3号 令和元年度事業計画（案）、第4号 
同収支予算（案）についても原案通りに承認されました。更に議案第5号役員改選についても議案通り承認可
決されました。議事終了後、来賓を代表し、水田剛署長から、ご挨拶を頂戴しました。その後、交流会に移り、
新たな年度開始に当たり、会員相互の親交を深めることができました。尚、新年度役員は、安宅照男(㈱安宅)
会長、吉田茂雄（広栄化学工業㈱）副会長、黒子恭伸（㈲黒子商事）副会長をはじめ10名の皆様になりました。
2年間宜しくお願い申し上げます。

司会は細川大輔理事 水田剛署長ご挨拶 交流会での鈴木和弘会長挨拶 乾杯発声は松本晴代副会長 交流会司会は中島貞好理事 中締めを橋本保伯副会長
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地域に密着したスポーツ・文化活動を行います



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

　令和元年度の役員大会は9月5日(木)ホテルニューオータニ幕張・2階ラピス及びステラにおいて、役
員並びに来賓を含む60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。

　7月に赴任されたばかりの千葉西税務署、水田 
剛 署長に「税務よもやま話」と題して、講話を
お願いしました。
　水田署長からは、具体的に『「税務行政の将来像」
に関する最近の取組状況～スマート税務行政の実
現に向けて～』のテーマで、ＡⅠ化やグローバル化
等の環境変化に対応し、一方で、納税者の利便性
向上や効率行政に向けて、税務当局がどのような
進化を目指しているかのイメージを分かり易く説
明くださいました。温和な口調に引き込まれ、お
人柄を感じることができた第二部の45分でした。

全役員大会開催令和元年度
公益社団法人
千葉西法人会

司会：高橋晃子女性部会幹事 渡邉敏美会長挨拶 水田剛署長ご挨拶

司会：中台智子女性部会副部会長

司会：及川直子・宇井由佳
女性部会幹事

主催者挨拶：山崎和夫副会長 乾杯発声：吉田茂雄副会長

新署長と 4副会長（ブロック長）

新旧総務委員長

青年部会OB会…？

新役員の皆様も

八千代ブロックからも多くの役員が参加

11月・東京国税局長表彰受章決定の
礒貝幸子理事を祝う大田禊之顧問

中締め挨拶：植村正徳副会長
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税のオピニオンリーダー法人会



総務委員会（市原委員長）
報告

　各会議に関する事項を管轄
する総務委員会では、年度末
３月と年度明け４月に連続し
て開催されます、「理事会」の

成立（理事自身の過半数出席が必須）に毎年、最
大級に気配りしています。早目の決定連絡に努め
ますので、どうかご予定の確保を宜しくお願い申
し上げます。
　委員会で、問題提起されたのが、支部役員会開
催についてです。昨年度、役員会を開催できてい
ない支部があり、全体でも支部活動費の6割が使
われずに残っています。そこには、何かしら、そ
の支部独自の問題がある訳なので、総務委員会と
しては、拙速・端的な結論ではなく、この問題に
継続的に取り組んで行くつもりです。まずはその
事をご承知おきいただければと思います。

税制委員会（武居委員長）
報告

　春に実施した「税制改正に
関するアンケート」の千葉県、
全国レベルでの集計が出てい
ます。これを基(もと)に、全

国法人会連合会で、法人会としての提言内容の協
議を進めています。10月の全国大会で「令和2年
度税制改正提言」として纏められ、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。
　法人会の提言が一つの世論形成となり、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。

広報委員会（髙橋委員長）
報告

　季節毎、年4回発刊の「広
報誌」をご覧頂き、法人会活
動を知って頂きたく、委員12
名一致団結し紙面づくりを続

けています。 読む度に、新発見がある筈です。実

施済事業の報告写真を並べるだけでなく、“読み物”
として期待頂ける手造り記事、例えば「トップに
直撃」頁は、共感や驚きをお届けするインタビュー
記事を目指しています。他に、会員投稿記事で上
田順晧さんの「世界の果てまで、いってキュー」
を連載中です。
　お手元のスマホで、すぐに閲覧できるホームペー
ジ活用拡大にも注力中です。税務署さんのダイレ
クト頁もあり、本会広報誌もカラーで読めます。
研修会案内や会員名簿もチェックできます。“お気
に入り”入れてお時間がある時に、覗いて欲しい
です。
　創立40周年事業として発刊した「会員名簿」は、
かなり丁寧に登録情報の見直しをお願いしたつも
りでしたが、まだまだ登録データ相違がある様で
す。変更点がございましたらば、どうぞ事務局宛、
ご連絡願います。将来的には、会員各企業の検索
システムに繋げて参りたいと考えております。

研修委員会（黒子委員長）
報告

　「研修」は法人会“公益事
業”の柱です。当委員会も多
くの参加が得られる様努めて
いますし、県連や全法連でも

参加数に注目しています。それを参考とする我々
には集計の正確性が必要ですから、県連会議でも
その旨を訴えて参りました。今年も本会ではブロッ
ク研修委員会を年3回、独自企画で実施します。 
一方、本部事業として毎年開催の「法人会フォー
ラム」は東京五輪に因み、2020年2月19日(水)ス
ポーツジャーナリスト二宮清純氏をお呼びします。
テーマはこれからですが、多くの参加をお待ちし
ています。新会員や会員以外の方(かた)も含め、
お知り合い等お誘い合わせの上、是非ご参加くだ
さい。
　最後に、「自主点検チェックシート」の利用をお
勧めします。普段からこれを使うことで、税務当
局の目で会社をチェックすることもでき、企業成
長の一助になります。

厚生委員会（安宅委員長）
報告

　昨年度は、創立40周年記念全ブロック合同管外
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国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体です



研修会へ多くのご参加、大変
ありがとうございました。本
委員会の２大業務「保険制度
の推進」と「会員交流事業」
の前者では、「経営者大型保
障制度」創設50周年の2021
年を見据(みす)え、今後2年間、

「想
おも

いをつないで50年「会員企業を守りたい」キャ
ンペーン」を実施します。目標は「大型保障」22件、

「ビジネスガード」60件、がん・医療保険で24件
です。
　会員交流関係では、ブロック別事業とは別に、
4ブロック合同親睦ゴルフ大会を2019年11月28
日(木)、本会会員の中山カントリークラブさんで、
100名の参加を募(つの) って開催します。新規に
入会された会員やこれまで、ご参加のない皆様も
お誘いください。こうした交流事業で、千葉西法
人会活動の輪を広げて参りたいと思っています。

組織委員会（飯田委員長）
報告

　県連から受託した目標数字
は、今月9月から12月迄の4か
月間の新規入会「法人」72社、
もうひとつは、年間での会員

数純増目標、プラス4社です。その為に、各ブロッ
クで、各々２５社宛(ずつ)という数字を目標としま
した。
　昨年は年間で、96社が新しく入会しましたが、
一方114社が退会し、結果、会員数は18社の減少
でした。退会114社の内、90社が「休廃業」「営業
不振」「会費未納」「転居先不明」等やむを得ない
理由によるものでした。つまり、毎年どうしても
発生してしまう退会数を上回るだけの新規入会が
ないと会員数の維持、増加は図れない訳です。
　問題は、この目標数字をどうやって、達成する
かですが、組織委員会では、できることは何でも
積極的に実行して行こうという考えでおります。
　現在、千葉西法人会の役員は併せて200名以上
おられます。「会員増強運動」を行なっていること
をより多くの役員、会員の皆様にまず知って頂き、
ひとりでも多くの方の人脈、情報力を駆使して頂
きたい！　そうすることで、1ブロック25社という
目標を達成し、何とか会員数の年間増加に結び付
けて頂きたいのです。

女性部会（三枝副部会長）
報告

　女性部会は、千葉西法人会
員企業の方で、女性なら、ど
なたでもお入りになれます。
お気軽にご入会頂き、ご一緒

に活動致しましょう。
　毎年6月頃「教養講座」、秋には日帰りでの「管
外研修会」と11月“税を考える週間”に合わせて、

「署の幹部を囲む会」を行なっています。また、JR
津田沼駅で「街頭広報活動」にも参加しています。
12月の「会員交流会」は女性だけのとても有意義
で、大切なひと時です。
　女性部会が「社会貢献活動」として、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
真正面から、お手伝いしています。こうした活動
に参加頂ける方、是非、ご相談ください。女性部
会一同、入会をお待ちしています。

青年部会（伊藤部会長）
報告

　青年部会は、何と言っても
今年は、「税レンジャー」です。
　青年部会創立30周年で、立
ち上げました我々のオリジナ

ルキャラクター「税レンジャー」による、租税教
育活動についての大分全国青年の集いでのプレゼ
ンテーションです。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。これはYou Tube（https://
youtu.be/9Mnv8Mtxeu8）でご覧になれます。
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
行なっています。
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さまざまな活動で会員企業を応援します



第36回 法人会全国大会
　令和元年10月3日(木) 三重県津市産業・スポーツセンターにて、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
大会が開催され、本会からは山崎・吉田・植村副会長が出席しました。
約1,700名参加の大会議事にて「令和2年度 税制改正に関する提言｣ が
決議されました。今年春、役員・税制委員の皆様が提出された税制に関
するアンケート、ご意見を基に税制委員会を通し、全国法人会総連合で

「提言書」として取りまとめたものです。左記の4つのスローガンと提言(概
要/抜粋)は以下の通りです。（提言全内容全文は、別
冊にてお届けしています。）今後、「提言書」を、会長・
副会長の手で直接、千葉・習志野・八千代の３市長や
地元選出国会議員にお届けし、法人会の意見をお伝え
する活動を展開します。

令和2年度 税制改正に関する提言決議
三
大
重
会

税制改正に関する提言（４つのスローガン）
○ 経済の再生と財政健全化を目指し、

歳出・歳入の一体改革を！
○ 適正な負担と給付の重点化・効率化で、

　持続可能な社会保障制度の確立を！
○ 中小企業は日本経済の礎。活力向上の

ための税制措置拡充を！
○ 中小企業にとって事業承継は重要な課

題。本格的な事業承継税制の創設を！

≪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
・ 今後の税財政を考えるうえで重要な要素となるのは

団塊の世代の動向である。この世代の先頭が後期高齢
者入りするのは2022年であり、2025年度は団塊の世
代すべてが後期高齢者に達する年である。つまり、政
府のＰＢ黒字化目標年度は遅すぎるわけで、本来なら
団塊の世代の先頭が後期高齢者入りする前に黒字化
目標を設定すべきである。

　⑴ 今般の消費税率10％への引き上げは、財政健全化と
社会保障の安定財源確保のために不可欠だった。税
率引き上げによる悪影響を緩和する等の環境整備
は必要だが、本年度に引き続き、来年度当初予算に
おいても臨時・特別の措置を講じることとしている。
しかし、それがバラマキ政策となってはならない。

　⑵ 政府は、2016年度から18年度の３年間を集中改革
期間と位置づけ、政策経費の増加額を1.6兆円（社
会保障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に抑制する
目安を達成した。2019年度から21年度の基盤強化
期間についても、引き続き社会保障費の増加額を抑
制する目安を示し、改革に取り組む必要がある。

　⑶ 財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体

的改革によって進めることが重要である。歳入では
安易に税の自然増収を前提とすることなく、また歳
出については聖域を設けずに分野別の具体的な削
減の方策と工程表を明示し、着実に改革を実行す
るよう求める。

　⑷ 今般の消費税率引き上げに伴って本年10月より軽
減税率制度が導入されるが、これによる減収分につ
いては安定的な恒久財源を確保するべきである。

　⑸ 国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇な
ど金融資本市場に多大な影響を与え、成長を阻害
することが考えられる。政府・日銀には、市場の動向
を踏まえた細心の政策運営を求めたい。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
・ 社会保障給付費の財源は公費と保険料である。適正な
「負担」と重点化・効率化による「給付」の抑制を可能
な限り実行しないと、持続可能な社会保障制度の構築
も財政の健全化も実現できない。とりわけ、医療と介
護の分野は給付の急増が見込まれており、ここに改革
のメスをどう入れるかが重要になる。

・ 超高齢化社会が急速に進展する今、社会保障は「自助」
「公助」「共助」の役　　
　 　割と範囲を改めて見直す必要があるが、その際に

重要なのは公平性の視点である。たとえば医療保険
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ること
を原則とする必要がある。

　⑴ 年金については、「マクロ経済スライドの厳格対
応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高所得高齢者の
基礎年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本
的な施策を実施する。

　⑵ 医療は産業政策的に成長分野と位置付け、大胆な
規制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制す
るために診療報酬（本体）体系を見直すとともに、
政府目標であるジェネリックの普及率80％以上も
早期に達成する。

提言決議全文を本会
ホームページでも
お読みいただけます
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　⑶ 介護保険については、制度の持続性を高めるために
真に介護が必要な者とそうでない者とにメリハリ
をつけ、給付及び負担のあり方を見直す。

　⑷ 生活保護については、給付水準のあり方などを見
直すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格な
運用が不可欠である。

　⑸ 少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育
等を整備するなどの現物給付に重点を置くべきで
ある。その際、企業も積極的に子育て支援に関与で
きるよう、企業主導型保育事業のさらなる活用に向
けて検討する。

　　 　また、子ども・子育て支援等の取り組みを着実に
推進するためには安定財源を確保する必要がある。

　⑹ 企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻
害しないような社会保障制度の確立が求められる。

３．行政改革の徹底
・ 今般の消費税率引き上げは国民に痛みを求めるもの

であり、その前提として「行革の徹底」が不可欠であっ
たことを想起せねばならない。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
るのである。

　⑴ 国･地方における議員定数の大胆な削減と歳費の抑制。
　⑵ 厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削

減と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。
　⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
　⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．消費税引き上げに伴う対応措置
・ 本年10月から導入される軽減税率制度は事業者の事

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い。このた
め、かねてから税率１０％程度までは単一税率が望ま
しく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の見直しで
対応するのが適当であることを指摘してきた。軽減税
率制度導入後は、国民や事業者への影響、低所得者対
策の効果等を検証し、問題があれば同制度の是非を含
めて見直しが必要である。

　⑴ 現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」
の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁でき
るよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。

　⑵ 消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより
重要な課題となる。消費税の制度、執行面において
さらなる対策を講じる必要がある。

　⑶ システム改修や従業員教育など、事務負担が増大
する中小企業に対して特段の配慮が求められる。

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
・ “先進国クラブ”と称されるＯＥＣＤ（経済協力開発

機構）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％となっている。米国もトランプ税
制改革で我が国水準以下に引き下げられた。

・ ＥＵ内では一部に引き下げ行き過ぎ論も出ているが、
我が国の水準が比較的高いという現実に変わりはな
い。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確認しつつ、さらなる引き下
げも視野に入れる必要があろう。

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％を本

則化すべきである。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たうえで本則化すべ
きである。

　　① 中小企業投資促進税制については、対象設備を
拡充したうえ、「中古設備」を含める。

　　 ② 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
措置については、損金算入額の上限（合計300
万円）を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それ
が直ちに困難な場合は、令和２年３月末日までと
なっている特例措置の適用期限を延長する。

　⑶ 中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）
や、中小企業が取得する償却資産に係る固定資産
税の特例（生産性向上特別措置法）等を適用する
に当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業
年度末（賦課期日）が迫った申請や認定について弾
力的に対処する。

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。平成
30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

　　 我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較する
と限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格
的な事業承継税制が必要である。とくに、事業に資
する相続については、事業従事を条件として他の一
般財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資
産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設が
求められる。

　⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　 平成30年度税制改正では、中小企業の代替わりを

促進するため、10年間の特例措置として同制度の
拡充が行われたことは評価できるが、事業承継が
より円滑に実施できるよう以下の措置を求める。

　　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、令和５年３月末日までに

「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
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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活性化の上でも重要である。そ
の際には地方の自立・自助の理念が不可欠である。地
方創生戦略を推進するうえでもこの理念は極めて重
要になろう。

・ 「ふるさと納税制度」の返礼品アピール競争をみてい
ると、あまりに安易で地方活性化に正面から取り組も
うとしているのか疑問を呈さざるを得ない。住民税は
本来、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、さらな
る見直しが必要である。

・ 地方交付税制度は国が地方の不足財源を手厚く保障
する機能を有しており、それが地方の財政規律を歪め
ているとして改革が求められてきた。地方は国に頼る
だけでなく、自らの責任で行財政改革を進め地方活性
化策を企画・立案し実行していかねばならない。

　⑴ 地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機
能移転の促進、地元の特性に根差した技術の活用、
地元大学との連携などによる技術集積づくりや人
材育成等、実効性のある改革を大胆に行う必要が
ある。また、中小企業の事業承継の問題は地方創生
戦略との関係からも重要であり、集中的に取り組む
必要がある。

　⑵ 広域行政による効率化について検討すべきである。
基礎自治体（人口30万人程度）の拡充を図るため、
さらなる市町村合併を推進し、合併メリットを追求
する必要がある。

　⑶ 国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財
政改革には､「事業仕分け」のような民間のチェック
機能を活かした手法が有効であり、各自治体で広く
導入すべきである。

　⑷ 地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べた
ラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善せず
に高止まりしており、適正な水準に是正する必要が
ある。そのためには国家公務員に準拠するだけでな
く、地域の民間企業の実態に準拠した給与体系に
見直すことが重要である。

　⑸ 地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム
化するとともに、より納税者の視点に立って行政に
対するチェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の適正
化を求める。行政委員会委員の報酬についても日当
制を広く導入するなど見直すべきである。

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～令和２年度）」
も４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。

・ 近年、熊本地震をはじめ地震や台風などによる大規模
な自然災害が相次いで発生しているが、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・復興等に向けて取り組
まねばならない。

・ 近年、自然災害により甚大な被害が発生していること
を踏まえ、震災特例法と同じく、災害等に係る雑損失
の繰越控除期間を５年（現行３年）に延長すること。

（「個別事項」参照）

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≫
１．法人税関係
　⑴ 役員給与の損金算入の拡充
　　①役員給与は原則損金算入とすべき
　　②同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
　⑵ 交際費課税の適用期限延長
　⑶ 公益法人課税
２．所得税関係
　⑴ 所得税のあり方
　　①基幹税としての財源調達機能の回復
　　②各種控除制度の見直し
　　③個人住民税の均等割
　⑵ 少子化対策
３．相続税・贈与税関係
　⑴ 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。
　⑵ 贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきで

ある。
　　①贈与税の基礎控除を引き上げる。
　　② 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。
４．地方税関係
　⑴ 固定資産税の抜本的見直し
　　① 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。
　　② 居住用家屋の評価は経過年数に応じた評価方法

に見直す。
　　③ 償却資産については、「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。また、将来的には廃止も検討すべきである。

　　④ 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。

　⑵ 事業所税の廃止
　⑶ 超過課税
　⑷ 法定外目的税
５．その他
　⑴ 配当に対する二重課税の見直し
　⑵ 電子申告
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スマホ×確定申告　新化するスマート申告！



　令和元年年末調整については、平成30年年末調整から変更となる事項はございません。
　昨年同様、配偶者控除及び配偶者特別控除を受ける場合には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出を受け
る必要がありますので、ご注意願います。
　令和２年分以後の所得税については、給与所得控除及び基礎控除の見直しが行われ、所得金額調整控除が創設さ
れました。また、これらの改正に伴い、各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件の見直しが
行われました。
　そのほか、令和２年10月1日以後に提出する年末調整関係書類のうち、生命保険料控除、地震保険料控除及び住
宅借入金等特別控除に係る年末調整関係書類について電磁的方法による提供が可能となりました。なお、電磁的方
法による提供を受けるためには、あらかじめ所轄税務署長に対し「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電
磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

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

① 年末調整等説明会開催のお知らせ
　令和元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
（金）

用 紙 配 布
年末調整等説明会

12時30分～ 13時00分
13時00分～ 15時00分

習志野市民ホール
プラッツ習志野 ( 習志野市生涯
学習複合施設 ) 北館 2 階
習志野市本大久保 3-8-19
※ 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
等 説 明 会

15時00分～ 16時00分

11月 12日
（火）

用 紙 配 布
年末調整等説明会

9時00分～  9時35分
9時35分～ 12時00分 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 区用 紙 配 布

年末調整等説明会
13時00分～ 13時35分
13時35分～ 16時00分

11月 18日
（月）

用 紙 配 布
年末調整等説明会

13時00分～ 13時30分
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
等 説 明 会

15時30分～ 16時30分

(注)1　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。
(注)2　千葉市民会館では、消費税の軽減税率の説明会の開催はありません。
(注)3　習志野市の説明会場は昨年から変更となっております。ご注意ください。
(注)4　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 年末調整に関する改正事項

③ 個人住民税について

年末調整のお知らせ
税 務 署 だ よ り（2）

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

法人会で、税の知識とネットワークを



本部・委員会だより
令和元年度　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3日(水）
15:00 ～ 18:00

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
『想いをつないで50年 ｢会員企業を守りたい｣ ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ』
説明

 7名

千葉西税務署長
表敬訪問

7月18日(木）
14:40 ～ 15:00 千葉西税務署 恒例の千葉西税務署長室への表敬挨拶  10名

福利厚生制度特別推進
会議

7月22日(月）
17:00 ～ 18:00 ホテルフランクス 千葉西法人会会員の福利厚生制度の推進について

新キャンペーン、特に「大型保障」制度についての説明 15名

会員増強・福利厚生制
度推進連絡協議会

9月26日(木）
16:00 ～ 17:00

WBG
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)  27名

委員会関係
会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

第3回広報委員会 7月9日(火）
13:30 ～ 14:30

千葉西法人会
1階研修室

・広報誌夏号（156号）編集会議（第2回）
・ホームページの更新・見直しについて  13名

第1回組織委員会 8月9日(金）
18:00 ～ 19:00

千葉西法人会
1階研修室

・副委員長の互選
・県連同委員会報告､ 目標設定､ 会員増強運動施策等協議
・組織強化施策についての意見交換

 6名

第1回厚生委員会 8月19日(月）
18:00 ～ 19:00

大久保
松葉寿し

・副委員長の互選
・各ブロック厚生事業計画について
・全ブロック合同ゴルフ大会の件

9名

第1回総務委員会 8月20日(火）
18:00 ～ 19:00

京成津田沼
志福楼

・副委員長の互選
・各ブロック役員会について
・支部活動費と支部役員会の開催について

 10名

第4回広報委員会 8月28日(水）
13:30 ～ 14:30

千葉西法人会
1階研修室

・広報誌夏号（156号）の反省　・広報誌秋号（157号）の企画
・ホームページの更新・見直しについて　・会員名簿の件  11名

研修委員会研修関係
会議名 開催日時 会　場  内　容 出席数

第4回決算法人説明会 7月18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2回新設法人説明会 8月1日(木）
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

12名

第5回決算法人説明会 8月7日(水）
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

11名

第3回新設法人説明会 9月11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

7名

第6回決算法人説明会 9月12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

7/3　福利厚生制度推進会議

7/9　第 3 回広報委員会

7/18　千葉西税務署長表敬訪問

8/9　第 1 回組織委員会

7/22　福利厚生制度特別推進会議

8/19　第 1 回厚生委員会

9/26　会員増強・福利厚生制度推進連絡協議会

8/20　第 1 回総務委員会

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



厚生関係
事業名 開催日時 会　場 出席数

習志野ブロック
第62回
親睦ゴルフ大会

7月10日(水）
9:00 ～

小見川東急
ゴルフクラブ 7名

ブロックだより
令和元年度  第2四半期

会議関係
ブロック・事業名 開催日時 会　場  内　容 出席数

習志野ブロック
第2回正副ブロック長・
正副委員長会議

8月6日(火）
12:00 ～ 13:30

京成大久保
松葉寿し

・ブロック・支部組織強化への取組みについて
・習志野ブロック各委員会事業の進捗報告と今後の計画
・第1回ブロック役員会の日程と議案について

 9名

千葉北ブロック
第2回正副ブロック長・
正副委員長会議

8月8日(木）
17:30 ～ 18:30 ちばぎんクラブ

・各支部役員構成の確認について
・千葉北ブロック各委員会事業計画の進捗報告と今後の計画
・第1回ブロック役員会の日程と議案について

 10名

千葉西ブロック
第2回正副ブロック長・
正副委員長会議

8月30日(金）
18:00 ～ 19:00

幕張
てんぷらぼうず

・千葉西ブロック新体制運営方針について
・千葉西ブロック各委員会事業の進捗報告と今後の計画
・第1回ブロック役員会の日程と議案について

 10名

八千代ブロック
第1回役員会

9月12日(木）
18:00 ～ 19:00

八千代台ユアエルム
エルムサロン

・事業計画に基づく各委員会担当事業報告と今後の活動
・ブロック・支部役員構成の確認と支部活動の活性化について  24名

習志野ブロック
第1回役員会

9月17日(火）
18:00 ～ 19:00

谷津商店街
池田屋

・事業計画に基づく各委員会担当事業の経過と今後の予定
・「会員増強運動」の具体的推進について
・支部役員会の開催と強化について

17名

千葉西ブロック
第1回役員会

9月20日(金）
18:00 ～ 19:00

ホテルスプリングス
幕張

・事業計画に基づく各委員会担当事業の経過と今後の予定
・会員増強運動推進計画と支部役員会開催促進について 18名

8/6　習志野ブロック第 2 回正副ブロック長・正副委員長会議 8/8　千葉北ブロック第 2 回正副ブロック長・正副委員長会議

8/30　千葉西ブロック第 2 回正副ブロック長・正副委員長会議

9/17　習志野ブロック第 1 回役員会

9/12　八千代ブロック第 1 回役員会　

9/20　千葉西ブロック第 1 回役員会　

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



部会だより
令和元年度 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
研修関係

研修名 開催日時 会　場  内　容 出席数

税法研究部会
第2回研修会

8月21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部門担当官 17名

税法研究部会
役員等研修会

（兼 税制委員会）
8月23日(金）

16:00 ～ 17:00
ALSOK千葉
４階

・「国際取引に関する課税制度」について
講師：千葉西税務署 法人課税第1部門 長澤礼子上席国税調査官 11名

税法研究部会
第3回研修会

【公開講座】
9月19日(木）

15:00 ～ 16:30
幕張勤労市民
プラザ

・事業承継税制関連研修第2弾
　　「非上場株式の評価セミナー」

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

税法研究部会
第4回研修会

9月26日(木）
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、質疑応答

講師：千葉西税務署 法人課税第2部門担当官
11名

会議・事業関係
部会名 開催日時 会　場  内　容 出席数

青年部会
納涼大会

7月26日(金）
18:15 ～

ZOZOマリンスタジ
アム特設バーベキュー
ガーデンシート

今年の青年部会納涼会は、千葉ロッテマリーンズの試合を特設席
「バーベキューガーデンシート」での応援。キッズファン含め、家族
で皆、美味しさも楽しさも元気も一杯でした！

24名

女性部会
第3回役員会

9月4日(水）
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
・「管外研修会」日程、詳細確認・「税を考える週間」関連事業の件
・「租税教室」「税に関する絵はがきコンクール」日程、詳細協議・確認

13名

青年部会
部会員会議

①8月22日(木）
②9月19日(木）
共に18:30 ～

千葉西法人会
1階研修室

・事業計画に基づく進捗確認
・「税レンジャー」租税教育活動の件
・11月青年部会全国青年の集いへの準備

①6名
②9名

9/4　女性部会　第 3 回役員会　 9/19　税法研究部会第 3 回研修会【公開講座】

8/23　税法研究部会　役員等研修会8/22　青年部会部会員会議　 9/19　青年部会部会員会議　

7/26　青年部会　納涼大会

13 ほうじん千葉西 14ほうじん千葉西

女性部会・青年部会、部会員募集中！



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
　　㈱グラロス 千葉市花見川区幕張町 5-465-1 090-8176-8866 飲食業
　　グルメ館ジャパン㈱ 千葉市花見川区幕張町 5-411-1-507 043-274-9956 飲食業（パン製造販売）
　幕張西部支部
　　㈱ビュート https://www.bute.co.jp/ 千葉市美浜区中瀬 1-3 幕張テクノガーデン CB 棟 3 階 MBP 043-273-7123 旅行業(クルーズ旅行)
　作新支部
　　㈱ケーズプランニング 千葉市花見川区作新台 6-21-20 043-286-0821 建設業
　花園支部
　　㈱ツバメ日吉 千葉市花見川区浪花町 4 043-274-1445 衣服等製造業
　真砂磯辺支部
　  (同) アプローズ 千葉市美浜区真砂 5-20-17-201 043-441-5128 福祉事業(訪問介護)
　幕張新都心支部
　　㈱トヨタレンタリース新千葉 海浜幕張店 https://r-chb.com/ 千葉市美浜区ひび野 1-6-2 公園通りビル 1 階 043-296-8011 自動車レンタル、リース業
　　㈱ Bay Side レジデンシャル 千葉市美浜区ひび野 2-4 プレナ幕張 2 階 043-273-4500 不動産業
　　デンタルサポート㈱ 千葉市美浜区中瀬 1-3 幕張テクノガーデン D 棟 043-213-6480 サービス業
千葉北ブロック
　長沼支部
　　㈱千葉マツダ 千葉市稲毛区長沼町 333-3 043-259-3900 自動車販売業
　花見川柏井支部
　　リュース ソリューション㈲ 千葉市花見川区柏井町 448-1 043-441-6851 中古品小売業
　畑天戸支部
　　㈱ S・K トランス 千葉市花見川区さつきが丘 1-2-2-301 090-1792-0433 小型貨物運送業
八千代ブロック
　大和田第 2 支部
　　㈱櫻商事 http://www.sakurasho-ji.co.jp 八千代市大和田新田 660-37 047-405-2294 再生資源卸売業
　大和田第 3 支部
　　日本BSL㈱ http://www.bsl-eco.com 八千代市緑が丘 1-1-1 公園都市プラザ 1 階 047-406-4577 太陽光発電機器卸売業
　　㈱忠商事 八千代市高津 1066-16 建設業
　勝田台支部
　　㈱一勇 八千代市勝田台 1-35-4-401 047-407-3938 建設業
　　㈱ランプコア 八千代市勝田台 2-10-1 080-4002-5969 サービス業
　村上下市場支部
　　㈱草野工業 八千代市下市場 1-11-26 047-485-1575 交通安全施設設置業(道路標識)
　　㈲竹美商運 八千代市村上 393-5 047-482-7610 運送業
賛助会員
　　村山自動車整備工場 八千代市桑橋 754 047-450-2361 自動車修理業
　　㈱フェアー 武蔵野市吉祥寺本町 2-31-2 樺ﾋﾞﾙ 2 階 0422-23-7780 コンサルティング
　　㈱ビレッジアップガーデン 佐倉市上志津 1090-2 043-312-3939 建設業

新会員紹介 (2019.7.1 ～ 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

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　月山　早人（千葉北ブロック）
委　員　今泉　重弘（千葉北ブロック）
委　員　鈴木　和弘（習志野ブロック）

委　員　長岡　　勇（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　沖村　将哉（青年部会）

広
報
委
員
会

世界の果てまで、いってキュー
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法人会という仲間があなたを支える力になる



４．南極上陸
　昔、日本の南極隊が、やむを得ず残した樺太犬タロー
とジローが翌年元気に生きていた話は、ご記憶にある
と思いますが、今は、このようなことはあり得ない。
南極条約により南極に存在しない全てのものは、持ち
帰ることになっている。個人的にも、旅行会社経由で
環境省に、南極条約の遵守の誓約書にサインし提出し
た。上陸前には、掃除機のようなもので、ポケット、ザッ
クの中までクリーン。長靴は、上陸ごとに、消毒液の
中を通る。
　問題は、トイレ。禁煙は勿論、大小便禁止。上陸時
間は、３- ４時間。１月の夏とはいえ寒い。自信の無い
人は、おしめを事前に進められていた。

　そのうちお世話になる
から事前練習だと軽口を
叩く。ゴムボートの中で
密かにかに観察すると、
用便中は、それらしき格
好をするものだ。当人に
直接確認は、しづらい。

　ペンギンの集団の営巣地は、かなりくさい。ペンギン、
アザラシ、鯨は何度もみた。

　船は約8，282トンの耐氷船（砕氷船とは違う）、乗
組員144名、乗客定員189名。南緯65度ぐらいまでし
か行かない。出身国は、乗組員、乗客とも40カ国以上
と聞く。１回の南極上陸は､ 100名以下と決められてい
る。大型船では、対応できない。
　南米最南端のアルゼン
チンの港町ウスワイアー
から出港、魔の海峡と言
われるドレークがすご
い。約1日半。半端じゃ
ない。いすに座っていて
飛ばされた。朝食のレス
トランには、乗客の半分もいなかった。船内の通路には、
手すり。

　我が徘徊の記　（世界の果てまで、いってキュー）
　高いお金を払い、不便なところに旅して、何処が面白いのか、と、友は問う。答え
る。そこには人々が住んでいるから。自然環境、歴史、文化、宗教、人種、言語、食
べ物､ その他多数。
前号（第1話、第2話、第3話）に続き、第3回目（第4話）です。（全４回シリーズ予定）

　海峡を通過するときには、船内所々におう吐の際の
紙袋が置いてあった。

　乗組員には世界各国から集まった若手の研究者が大
勢いた。生物学、海洋学、地質学、気象学、氷山学等。
彼らは、乗船の際のゴムボートのオペレーターも兼ね
る。連日、連夜彼らの講義がある。船会社から手配さ
れた米国在住の日本人女性が同時通訳してくれるので
助かった。

　氷山に船から飛び
込むイベントがあっ
た。安全のため、体
にロープを巻きつけ
る。飛び込み選手の
ように飛び込む人。
悲鳴をあげながらの人。（これが一番多い）風呂に入る
ようにただつかる人。様々だ。おどろいたのは、日本
人では、10数名の参加者のうち飛び込んだのは30代の
女性ただ一人。西洋人は、多分、老若男女を問わず、
約半数くらいチャレンジしたと思う。知り合った90歳
近い米国人のおじいさんも氷に浸かった。飛び込まな
かったのは、補聴器をしているからと言い訳していた。
彼らの勇気、耐寒性に敬意を表す。
�

千葉西ブロック 真砂磯辺支部
㈱ユアスペースウエダ 上田　順皓さん

会員投稿ページ　第 3 回

世界の果てまで、いってキュー
南極旅行−クルーズツアー
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みんなでつなぐ納税の輪



（吉橋八千代ブロック広報委員長）今回は、レンタル
おしぼり、飲食店で見かける布製のお

・ ・ ・ ・
しぼりを手掛け

ている、第一タイムリーさんを訪問させていただきま
した。

（前島会長）吉橋委員長からお話しいただき、私た
ちの業界を紹介できるのは光栄です。古事記や源氏
物語の時代から我が国独特の接遇表現でもあります
お
・ ・ ・ ・

しぼりがレンタル業として成り立つようになったの
は、まだ70年程度です。当社はその中では、やや後
発でした。且つスタートは、将来は紙のお手拭きが主
流になると見込み、本州製紙（現、王子製紙）さんの
販社として、昭和48年に起業しました。数年後、オ
イルショックで紙の使い捨ては資源や環境問題になる
と感じ、敢えて布のお

・ ・ ・ ・
しぼり提供に挑戦しました。最

初は妻と従弟の3人、トラック2台で始めましたが、千
葉県内は当時、津田沼や船橋に新しいショッピング

センターが出来、飲食店
がどんどん増えていく時
代でもあり、これが受け 
入れられました。現在の
取引先は約3,000件近く
あり、お陰様で千葉県内

内では多くのシェアを占めております。隣接する茨城
や都内にも取引が広がっています。

（長岡八千代ブロック広報副委員長）そんな中、現在は
会長になられていますが、事業の引継ぎはなかなか大
変だったのではありませんか？

（会長）それが、結構、すんなりと行っています。私は、
心配もしていません。

（前島社長）実は、会長から、会社を引き継ぐ様にと言
われたことは一度もありません。しかし、自分の中では、

意識していました。大学の
卒論もトラック物流の効率
化を取り上げ、会社の営業
車に乗って実体験したり、
データ分析したりもしまし
た。卒業後、製薬会社に5
年程勤め、組織の中で働く経験も積んでから当社に入
社しました。現在はほぼ仕事は任せて貰っています。

（会長）私がこの業界に入った時は、創業社長達は皆、
私より少し年上でしたから、事業承継も周囲に先行例
が沢山ありました。しかも時代は変化しています。新
しい若い人の考えや挑戦スピリットが欠かせません。

（社長）先ず、業界内では寡占化が進んでいます。会
長が「東日本おしぼり協同組合」に加入した当時は
110社いた会員が現在は70社程度に統廃合されてい
ます。我が社も後継者が居られなかった成田クリーン
タオルさんを継承（M&A）させていただき現在はロ
ゴにもある通り、第一タイムリーグループとしてやっ
ています。一方で、取引先環境も、これまで拡大して
いた飲食業界が大手チェーン化する傾向にあり、地場
のお店を支えている我々の立場も必ずしも安泰ではあ
りません。そこで、一つはお

・ ・ ・ ・
しぼりの需要先拡大、も

う一つはお
・ ・ ・ ・

しぼりの周辺業務の拡大を図っています。 

　いよいよ来年、2020 年夏に東京オリンピック・
パラリンピック開催ですが、今回は、日本の“お
もてなし”文化の一つと言われるお

・ ・ ・ ・
しぼりのレン

タル事業を八千代市で立ち上げて 46 年になる株
式会社 第一タイムリーさんを直撃インタビューさ
せていただきました。インタビュアーは広報委員
会八千代ブロックの吉橋委員長と新任の長岡勇副
委員長です。

会員企業訪問シリーズNo.14

こんに
ちは

トップ
に直撃

！
株式会社 第一タイムリー

会長  前島　敏一　社長  前島　鉄生

前島鉄生社長と前島敏一会長 インタビュアーのふたり

明るいロゴマーク、第一タイムリー
のＴと成田クリーンタオルのＮの
文字がくっついてグループ（Ｇ）
となった

使用済みおしぼりが次々と集まってくる

熱気、半端ない工場内風景

巨大なランドリー 3 台がフル稼働
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自らの向上と社会への貢献の喜びを
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を消した無地のもの
を求められます。ま
た、お

・ ・ ・ ・
しぼりは食事中

に使われることが多い
為に、無臭が原則です
が、中には一寸、香り
の付いたお

・ ・ ・ ・
しぼりで、

お
◎ ◎ ◎ ◎ ◎
もてなし感を引き上げたいとのご相談もあり、個別
にお客様のお店で、ミントやヒノキの香りを（包装し
た状態のお

・ ・ ・ ・
しぼりにそのまま）お店の好みで選んで付

けることができる芳香剤を提供したりしています。
（吉橋広報委員長）ところで、社長のお名前は、少し
由来がありそうですね？

（会長）船橋大神宮が名付け親です。３つ頂いた候補
の中から妻と相談して選びました。

（社長）堅い様で親しみ易い名前なので、気に入ってま
す。自己紹介では、いつも漢字を分解して「“金を失っ
て生きる”テツオです！」と言うと大爆笑となり、覚
えて貰えます。

（吉橋広報委員長）「鉄」という字は本来、「鐵」と書
きます。分解すると「金の王なる哉」となります!!“鉄
のスクラム”とも言われます！どうぞこれからも益々、
頑張って下さい。会長、奥様にもお世話になっていま
すが、社長の法人会でのご活躍も期待しております。
ありがとうございました。

前者が飲食以外では美容・理容業界への進出、後者が
多品種少ロットの店舗消耗品の同時配送です。創業時、
日本の飲食店がお

・ ・ ・ ・
しぼりを外注化した歴史を現在、人

手不足や駅前立地でタオルを干すスペースが無い美容
室や床屋さんが歩み始めています。フェイスタオルは、
お
・ ・ ・ ・
しぼりと大きさもあまり変わらないので、極端な設
備改善無く対応が可能です。意外かもしれませんが、
お
・ ・ ・ ・
しぼりは“生鮮商品”です。厚生労働省の基準では製
造4日以内に消費いただくことになっています。つまり、
毎日の様にお

・ ・ ・ ・
しぼりを運搬して、お客様と接する我々

は、同時に洗剤やクッキングシート等々の飲食関連備
品・消耗品を低価格で必要数だけ提供できます。現在、
配送可能商品は２千アイテムになりました。

（長岡副委員長）顧客のニーズが広がっているのです
ね？

（会長）そうです、それに製造者責任の明確化や雇用
の問題も大きなテーマです。お

・ ・ ・ ・
しぼりが包装されてか

ら出荷直前に通過するあの「ゲート」（写真右上参照）
では、ホチキスの針一本でも逃しませんが、最近はよ
り高度に弾き出す設備が求められています。
単純作業が多い当業界では、特別支援学校の卒業生を
多く雇用して、社会貢献としての立場も担っています。
当社でも現在、9名が従事していて、各々高い作業能
力を発揮して頑張ってくれています。

（社長）お客様からの様々な異なるニーズに丁寧に応
える努力は欠かせないと思っています。先程の製造
者責任の面からは、我々のメーカー名を包装紙に明
記することになるのですが、お店によっては、それ ～ 編集後記 ～

　インタビューでいつも、社長のお名前の由来を伺う
のですが、会長がお参りされた船橋大神宮は食べ物
の神様とも言われていますので、お仕事とのご縁を感
じました。事業承継は、1社1社それぞれ異なりますし、
業界の変化も皆違います。それを超えた神様の下、
我々人間は一歩ずつ進んで行くことが大切だなあと
感じた次第です。

（八千代ブロック　広報委員長/吉橋雅晴、
同副委員長/長岡勇）

きれいになったタオルを手作業で丁寧にパック

創業 43 年事業承継式典

富里インターから車で 10 分の成田工場にて

小さな針 1 本もチェックする金属探知機

税の普及・啓発活動をすすめます



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。

有限会社 芦田興業 株式会社 一陽塗装
代 表 者　代表取締役　芦田　松昭
設　　立　昭和50年10月
事業内容　�造園土木業
住 　 所　習志野市実籾 1-8-20�
TEL：047-472-3556��FAX：047-472-3563
E-mail：K-ashida_2005@mail.goo.ne.jp;� �
　　習志野市の委託業務をしております。
　公園管理が主な仕事です。
  草刈・清掃・樹木剪定等をして、小さな子供も安心し
て利用できる公園であるように、心掛けております。
　どうぞ公園で、いっぱい遊んで下さい。
　どうぞ木陰のベンチで、ゆっくりと本を読んで下さい。

代 表 者　代表取締役　小林　昭夫
設　　立　平成23年１月
事業内容　�建物塗装・リフォーム工事請負
住 　 所　八千代市米本 2137-1
TEL：047-450-8760��FAX：047-450-8661
E-mail：kobayashi@ichiyou-tosou.com�
URL：www.ichiyou-tosou.com� �
　
　『人と家の架け橋』をキーワードとし、建物塗装・リフォーム工
事をさせて頂いております。
　一陽塗装が地域の皆様に工事を通して喜んで頂いた事をご紹介
　①いつも時間に正確でした。
　②一つ一つの作業内容を丁寧に教えてくれました。
　③現場がいつもきれいでした。
　④台風被害の際もすぐに来てくれました。
　⑤挨拶が元気いっぱいで素晴らしかったです。
　お客様の声と共に成長していく。それが株式会社一陽塗装です。
どうぞお気軽にご相談ください。

株式会社 モリーフ
代 表 者　代表取締役　佐藤　徳宣
設　　立　平成23年３月
事業内容　�保険代理店業
住 　 所　千葉市稲毛区長沼原町784ビラ�イケノベ111
TEL：043-215-3005��FAX：043-215-3006
　

　ほけんのモリーフは稲毛区にある保険代理店です。
　社名のモリーフとは モラル（道徳）とリリーフ（救済）
を意味し、何よりも「思いやり」を行動指針としています。
 
　グループ会社である（株）サトウオートと共に自動車
の事故対応・修理・レンタカーの提供まで一元対応。あ
いおいニッセイ同和損害保険のハイグレードエージェン
ト代理店として自動車保険のみならず火災保険や法人向
け賠償責任保険にも広く対応しています。

株式会社 スペースフォト
代 表 者　代表取締役　水埜　公喜
設　　立　2005年10月
事業内容　�写真撮影・映像制作、写真館事業
住 　 所　千葉市稲毛区稲毛東 2-16-32 稲毛 FCビル 1階
TEL：043-241-7661�
URL：https://inage-chiba.mypl.net/shop/00000357850/
主に企業広告、自治体の広報誌、選挙ポスター等の写真撮影や映像制作。
最近では、写真屋與兵衛（シャシンヤヨヘイ）をオープン、写真館事業を
はじめる。   

写真屋與兵衛＝“おもいでスタジオ”
人生に寄り添う写真館です。

今しか撮れない1枚を、永遠に残すお手伝い。
こだわりのデータ納品。写真を色々な形で楽しんでほしいから

アクセス　京成千葉線京成稲毛駅より徒歩3分　JR稲毛駅西口より徒歩8分 
電話受付　043-241-7661（10：00 ～ 18：00）
※出張中や撮影中は出られない場合があるため、後ほど折り返しいたします
メール　info@space-photo.co.jp　24時間受付
営業時間　完全予約制　　定休日　なし
こだわり　駅近、土日祝日OK、朝からOK
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