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※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44回通常総会
広報委員会だより【法人会ホームページが一新しました】

新旧税務署長ご挨拶、署人事異動名簿
ブロックだより・部会だより（年間事業計画）
会員投稿頁『歯の健康シリーズ』(Ⅱ) 上野歯科医院  上野正志 院長

こんにちはトップに直撃！　  広栄化学工業株式会社  
地域の仲間たち
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裏表紙

第17弾

㈱翠松堂 BTL ／旭興進㈱ / 三好フローリング㈱／㈲池田鋼業

会員の
作品紹介

　これ迄は、法人会各委員会・部会の事業紹介を中心に、表紙に掲載して参りましたが、今
回からは会員の皆様からの絵や写真等の作品紹介をさせて頂きたいと思います。初回は、前
広報委員長の今泉重弘さんの日本画のご紹介です。今泉さんは、ご本業（各種ディスプレイ、
展示装飾、看板サイン制作）の傍ら、幅広い趣味をお持ちで、こちらの優雅な舞台絵画作品
もその一つです。

※ 日本画について…油絵 ( 洋画 ) に対する我国独自の絵法。主に岩絵具を水を含ませた
和筆で溶かし、写実を追わず陰影も無いのが特徴。色調は穏やかで簡潔な表現が多い。

https://www.chibanishi.or.jp

今泉重弘さん
（千葉北ブロック

山王六方小深支部所属）

「新型コロナ
」関連

緊急資料

別冊



1 ほうじん千葉西

目次
第44回通常総会 …………………………　　 ①
本年度 役員紹介  ………………………… 　　②
広報委員会だより ………………………… 　　③
税務署だより(新旧署長ご挨拶、人事異動名簿) …… ⑤
ブロックだより（年度計画） ………………… ⑦

部会だより（年度計画）  ……………………… ⑨
県連/功労者表彰、本部・委員会･部会だより/新会員紹介  … ⑪
会員投稿頁「歯の健康シリーズ」  ………… 　  ⑫
こんにちはトップに直撃！会員企業訪問シリーズNo.17  …　　 ⑬
地域の仲間たち  ……………………  　　裏表紙

2020 夏号 
vol.160
広報

ほうじん千葉西

カラー
ページ

カラー
ページ

カラー
ページ

カラー
ページ
カラー
ページ

カラー
ページ

公益社団法人千葉西法人会
第44回通常総会開催 令和2年6月10日（水）

【議事項目】
　議案第1号　令和元年度事業報告の承認に関する件
　議案第2号　令和元年度決算計算書類の承認に関する件
　監査報告　　　　
　議案第3号　役員の選任に関する件
　報告事項（1）　令和2年度事業計画に関する件
　報告事項（2）　令和2年度収支予算に関する件

　今年度の本会通常総会は、標記の日程・会場にて開催されま
した。新型コロナウイルスによる感染症拡大防止対策の中、今
回は市長や署の幹部の皆様を含め、ご来賓をお呼びせず、組織
功労賞の表彰式も執り行いませんでした。また会員の皆様方に
も出来る限り、当日のご参加を回避いただきました。
　事前に広報誌やホームページでの議案説明を通し、事務局で
も様々なご質問にお答えする態勢にて、最終的に、1,162名の
会員から委任状でのご賛同を頂き、当日は無事に総会を終了す
ることができました。
　総会に当っては、冒頭に今回、参加をお控えいただいた千葉
西税務署、水田 剛 署長からのご挨拶文を司会の中島広明総務
委員会副委員長が読み上げました。
　その後、規定に従い、渡邉敏美会長が議長となり、議案3件
の審議と2件の報告が行われました。議案第１号・２号は事務局
から説明があり、併せて監事を代表し、中山 哲志 監事から監
査報告が行われ、何れも全員一致で承認され、続いて、第3号
議案も議長からの説明の後、全員が賛同し、承認となりました。
　その後、事務局からの説明による報告事項へと進み、3月の
理事会で承認を受け、既に県への提出を終えている本会の本年
度事業計画、収支予算について、改めて説明が行われました。

《令和元年度組織功労ブロック表彰　受賞ブロック》
　　 金賞　八千代ブロック、   　銀賞　習志野ブロック

《令和元年度組織功労表彰 受賞者》
　　金賞　株式会社 信興    飯田 明彦 様
　　銀賞　社会保険労務士法人ハーモニー　徳永  康子 様
　　　　　株式会社 共栄工業 髙際  完純 様
 《令和元年度組織功労協力者感謝状 受賞者》
　　   大同生命保険㈱ 千葉支社　　沼田  加奈子 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㈱ 千葉支社　　沼田　加奈子 様
　　　ＡＩＧ損害保険㈱ 千葉支店　菅野  正明 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。どうぞ本年度も引き続き、ご指導、ご支援をお
願い申し上げます。

於：ホテルスプリングス幕張

ソーシャルディスタン
スで着席頂きました

開会にあたり、渡邉敏美会長ご挨拶

会長が議長に選任され、議事進行

司会進行は中島広明総務副委員長

当日、ご出席は21名でしたが全員マスク着用で着席頂きました

監査報告は中山哲志監事から

決議は挙手にて行いました



渡邉　敏美 会長

市原 正男
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）

永野  徹
B 総務委員長

中島 広明
B 総務委員長

市原 正男
B 総務委員長

武居 政則
税法研究部会長

佐久間 雅子
監事

飯田 明彦
組織委員長

徳永 康子
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

飯田 明彦
B 組織委員長

髙山 貴子
女性部会長

中山 哲志
監事

武居 政則
税制委員長

篠原 秀作
B 広報委員長

月山 早人
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

田久保 浩一
監事

須田 康男
監事

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 監　事

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

山崎 和夫 副会長
( 千葉西ブロック長 )

佐藤 正直 副会長
( 千葉北ブロック長 )

吉田 茂雄 副会長
( 習志野ブロック長 )

植村 正徳 副会長
( 八千代ブロック長 )

（ブロック 5 委員会委員長）

法人会の起き上がり小法師
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千葉西間税会主催「令和元年度  税の標語」入選作品の紹介



ホームページが
一新しました 

　本会のホームページを公開した時代からモ
ニターは横長へと変化し、現在のモニターで
表示すると左右に余白ができてしまいます。
　そこで現在主流の画面サイズに変更し、
より見やすいホームページへと進化します。

　インターネットの普及で弊害となったのが頻繁に送受信される氏名・住所・
メールアドレスなどの個人情報や、ショッピングの決済に必要なクレジットカード
情報、ログインに必要な ID・パスワードといった情報が常に悪意ある第三者から狙われ
ていることです。それを防止するため使われているのが SSL（Secure Sockets Layer）
という仕組みです。
　SSL はホームページを閲覧する Edge やインターネットエクスプローラー、FireFox、
Google Chrome といったブラウザーとサーバー間のデータ通信を暗号化して送受信を
行い重要な情報を、悪意ある第三者による盗聴を防いだり、送信される重要な情報の改ざ
んを防ぐ役割を持っています。
　現在皆様がお使いのブラウザーの左上に「保護されていない通信」などの警告が表示さ
れるようになっており、本会のホームページでも同様の表示がされてしまいます。
　そこで今回のリニューアルにあたり本会のホームページも SSL 対応にいたします。
　URL は http://chibanishi.or.jp/ から https://chibanishi.or.jp/ と SSL が搭載
　　されていることを示す“s”が付くようになりますが、今まで通りに
　　　アクセスしても新しいホームページに接続できるようになるので
　　　　　　　　ご心配はいりません。

1

2

現在のモニターサイズに
合わせてワイド画面に

セキュリティー対策 SSL 対応

企業検
索も

ラクラ
ク安心！

ワイドで見やすい！

ID
パスワード

広報委員会だより

8月から
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毎年、千葉西間税会では管内中学生から“税の標語”を募集し、優秀作品を表彰しています



　現在もホームページで公開している「ほうじん千葉
西」の PDF と Web 版は今後も公開いたしますが、特
に Web 版は今までよりさらに見やすくリニューアル
いたします。「ほうじん千葉西」はもとより、
　　Web 版もお好きな時に自由にお読みください。

5

7

「ほうじん千葉西」の
Web版をもっと見やすく

入会の手続きや
会員情報の変更も

　本会の皆様も大多数がスマートフォンをお持
ちで、本会のホームページをご覧になる機会が
増えていると思います。現在のホームページで
は、見たいところを拡大するなど大変ご不便を
おかけしています。
　新しいホームページでは、スマート
フォンでも使いやすく見やすい適正表
示が可能となりますので今まで以上に
　　　ご活用ください。

　新しいホームページでは、行事予定は汎用
性も高い『Google カレンダー』を使用する 
よ う に な り ま す。Google の ID が あ れ ば 
ご自分のスマートフォンやパソコンなどの
　スケジュールとも連動することが可能に
　　　なりますのでご活用ください。

　現在のホームページには「会員企業 PR」と
してたくさんの企業様に掲載をいただいてお
りますが、掲載数も増え目的を持って探すこ
とが少し大変になっています。そこで今回の
リニューアルでは掲載されている会員企業を
検索できるシステムを導入いたします。会員
間のお取引などでも是非ご活用ください。

　Web 上で入会の手続きや
会員情報の変更も可能です。

3
4

6

スマートフォンでも
見やすく

会員同士や一般の方でも
会員企業をもっと知って
いただくために

スマホも
見やすい！

企業検
索も

ラクラ
ク

Web版
も

Good!

スマートな

スケジュール
調整

　2009 年に制作された現在のホームページも、一部改修を行ったものの現在のインター
ネット環境には適さないものになってしまいました。そこでこの度、千葉西法人会のホーム
ページのリニューアル作業を進めております。

行事予定は
Google カレンダーで
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※全4,622作品の中から入選された21作品を新年号、春号、夏号にてご紹介させていただきます



税 務 署 だ よ り

　着 任 の ご 挨 拶
千葉西税務署長　　　

菅田　進　

　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、国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官主任監察官から千葉西税務署長を拝
命いたしました菅田でございます。前任の水田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、「税制改正への提言・要望活動」をはじめ、「租税教室」、女性部会による「税
に関する絵はがきコンクール」の開催、青年部会による「税レンジャー」を活用したプレ租税教育活
動など、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、渡邉会長をはじ
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、深く敬意を表するとともに、心より御礼
申し上げます。私どもとしましても、引き続き千葉西法人会の皆様との相互信頼・協調関係を維持し
つつ、各種の説明会・研修会へ職員を派遣するなど、できる限りのご協力をさせていただきます。
　さて、国税庁では、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、感染拡大により外出を
控えるなど期限内に申告や申請をすることが困難であった方については、期限を区切らず柔軟に申告
等を受け付けることとしているほか、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には納
税の猶予制度を案内するなどの対応を行っております。ご不明な点などがございましたら、税務署の
担当部門までお問合せください。
　また、既にご承知のとおり、消費税の「軽減税率制度」が、昨年10月１日の消費税率の引き上げと
同時に実施されております。皆様におかれましては、複数税率に対応したレジの導入や区分経理等へ
の対応をしていただいているところではございますが、引き続き制度の周知・広報に取り組んで参り
ますので、千葉西法人会の皆様の変わらぬご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
　さらに、e－Taxにつきましては、資本金１億円超の大法人などを対象として、本年４月１日以後に
開始する事業年度から、電子申告が義務化されております。併せて、添付書類等の提出方法の拡充など、
中小法人にも適用がある各種利便性向上施策も順次実施されているところであり、貴会におかれまし
ても、従前よりe－Taxの利用促進に多大なるご支援を賜っているところですが、なお一層のお力添え
を賜りますよう、改めて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。
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知ってみよう　くらしを守る　税のこと



　退任のご挨拶
前千葉西税務署長　水田　剛

　盛夏の候、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　総合教育部長を命じられ、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、渡邉会長をはじめ会員の皆
様には、税務行政に対しまして深いご理解と温かいご支援を賜り、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ことを、心より感謝申し上げます。
　この１年間を振り返りますと「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」や「座
談会」、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」、「租税教室」の視察など、
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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八千代市立大和田中学校　3年生　【全国間税会総連合会　入選】



・・・現時点での年末迄の計画です。詳細未定もあり、感染症拡大防止の面からも今後変更が出る場合もございます令和2年度 事業計画  

「会員増強」運動のお知らせ
本年度については、8/4（火）開催予定の県連組織委員会にて、方針が決定されます。

改めて会議やホームページにて報告・御案内させて頂きます。
（組織委員長 /飯田　明彦）

管外研修会
（沖縄 宮古島）

会員大会・税務等研修会・会員交流会

ボウリング大会

ゴルフ大会

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 4 日（金）16：00 〜
　役員大会（（人数を限っての開催予定）） 　　　

・11月16日（月）15：30〜
　令和2年度納税表彰式
変更の可能性もありますので今後の　　　ご案内にご注目ください。
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安全な　暮らしの裏に　皆の税

ブロックだより



ので、日程近くには、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。

研修会

習志野きらっと祭り

※写真は主に昨年度のものです

管外研修会

研修会

ゴルフ大会

役員会

※全ブロック合同事業（本部　　　　事業）として、

・9 月 4 日（金）16：00 〜
　役員大会（（人数を限っての開催予定）） 　　　

・11月16日（月）15：30〜
　令和2年度納税表彰式
変更の可能性もありますので今後の　　　ご案内にご注目ください。

（於：ホテルニュー
　 　オータニ幕張）

（於：幕張メッセ）
が計画されています。

7 ほうじん千葉西 8ほうじん千葉西

習志野市立第五中学校　3年生　【東京国税局間税会連合会　入選】



武居 政則 部会長

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1回・2回研修会
（（中止）） 8/21 金 14:00 ～

16:30 千葉西法人会
★源泉所得税講座①② 
  ・源泉所得税改正のあらまし 
  ・非課税給与、現物給与の取り扱い

第3回研修会
(実務セミナー） 未定 15:00 ～

17:00 未定
☆税法税務・経営等研究講座① 
・ﾃｰﾏ ：未定(事業承継関係を予定） 
・講師：未定

第4回研修会 9/24 木 15:00 ～
16:30 千葉西法人会

☆税法税務・経営等研究講座②　
（リース会計、諸経費処理、事業承継、
経営強化支援税制 他）

第5回研修会 10/15 木 15:00 ～
16:30 千葉西法人会 ★源泉所得税講座③ 

・報酬料金、非居住者の取り扱い

第6回研修会 《注》
第1部(午前)
第2部(午後)

11/5 木

9:30 ～
12:00 (津田沼ﾓﾘｼｱﾎｰﾙ 

/多目的ﾎｰﾙ)

★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
　　《 注》 11/5 年末調整説明会は、 規模を考慮し、 情勢による中止の可能性もございます。 諸対策検討中です。

…現時点での計画です。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、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　令和２年度事業計画

税法研究部会

定時総会の様子

部会研修風景

実務セミナーでは毎年「事業承継」をテーマに勉強会を実施

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

税社会　繋いでいこう　未来へと

部会だより



青年部会

女性部会

髙山 貴子 部会長

管外研修会と年末部会員交流会
は楽しい恒例行事

租税教室は大切な
公益活動です

『税レンジャー』は昨年度の
法人会全国青年の集い大分
大会で活動成果を発表しまし
た（奨励賞を受彰）

毎年、幕張南小学校で『税レ
ンジャー』による、わくわく
ワークショップ授業を開催

5 年目となる税に関する絵はがきコンクール

伊藤 勝巳 部会長

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 9/2 水 15:00～
17:00 千葉西法人会

・役員大会進行の件　・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」｢絵はがきｺﾝｸｰﾙ」の件 他
・40周年記念事業について

管外研修会 未定 未定 部会員の研修と交流を兼ねて実施

教養講座 未定 未定 ・テーマ     未定 
・講師： 　　未定

第4回役員会
11/

12:00～
13:30 千葉西法人会 ・今後の事業運営の件

・その他

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 12/11 金 18:00～
20:00 未定 部会員の交流懇談の会

第5回役員会 2/3 水 15:00～
17:00 千葉西法人会 ・今後の事業運営の件　・新年度役員の件

・第41回定時総会の諸事項の件

第6回役員会 3/3 水 15:00～
17:00 千葉西法人会 ・第41回定時総会の議案と運営の件

・｢租税教室」最終報告

《 全法連・県法連 女性部会連絡協議会･関係団体　関連事業》
事　　業 月日 曜 時 間 会 場 等 主　な　内　容

県女性連協視察研修 11/　- ・視察研修及び交流会（未定）

県女性連協常任理事会 12/ 14:30～
17:30

・ 令和２年度 「絵はがきコンクール」 について
・ 視察研修結果 ・ 全女連役員会 ・ その他

《 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13回）
租税教室 未定

1講座
45分
講座数未定

管轄内の小学校
平成20年度からの継続事業。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5回）
「 税に関する絵はが

きコンクール」

未定 準備期間
準備期間(租推協出
席、対象校への個別
折衝等）

学校側のカリキュラム優先とする

未定 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

可能であれば小規模でも実施し、 審査会
→表彰・発表（ 無理には実施しない）

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

第1回 部会員会議 7/9 木 18：30～
20：30 法人会1F 夏季イベント

納涼会
(ゴルフコンペ＋バーベキュー) 8/21 金 ― 未定 部会員交流懇親会

（感染対策の上実施予定）

第2回 部会員会議 9/24 木 18：30～
20：30 法人会 1F 第2回研修会について

第1回 研修会 10月 未定 未定

第2回 研修会 未定 未定 管外視察研修

冬季 親睦ゴルフコンペ
12月

部会員交流ゴルフコンペ

忘年会 ゴルフ表彰式 兼 部会員親睦会

《 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

学びフェスタ「税レンジャーによる
わくわくワークショップ」 11月 土 幕張南小学校 租税教育活動 〔 ワークショップ方式授業〕

9 ほうじん千葉西 10ほうじん千葉西

習志野市立第三中学校　3年生　【千葉西間税会　優秀】



(2020.4.1 ～ 2020.6.30）
※�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

　花園支部

　　㈱リフォームラボ 千葉市花見川区朝日ヶ丘4-39-9 080-6569-8128 内装仕上業

《 賛助会員 》

　　松井慶税理士事務所 www.k-m-tax.com 佐倉市ユーカリが丘4-2-M-2102 043-372-8286 専門サービス業・税理士

　　㈱リンク・ベル 千葉市中央区問屋町8-1�ハーバーレジデンス420 043-372-2611 不動産業

新会員紹介新会員紹介

◎表彰内容と受賞された皆様
　《全法連功労者表彰》	 吉谷	徳一	理事(吉谷土木株式会社）　習志野ブロック
	 須田	康男	監事(小久保製氷冷蔵株式会社）　八千代ブロック

　《法人会功労者表彰》	 鈴木　卓	理事(株式会社マツヤ）　千葉西ブロック
	 曽我　浩	理事(有限会社第一経営センター）　千葉西ブロック

4/10（金）	11：00～ 12：00	 第1回女性部会役員会、定時総会　ホテルグリーンタワー幕張　（人数絞っての開催）

4/20（月）	16：00～ 17：00	 監事会（令和元年度事業報告、決算・監査）		法人会1階

5/21（木）	16：00～ 17：00	 税法研究部会定時総会　法人会1階（人数絞っての開催）

6/ 3（水）	15：00～ 16：00	 第2回女性部会役員会　法人会1階

6/26（金）	16：00～ 17：30	 第１回青年部会正副部会長会議　法人会1階

全法連・県連功労者表彰
令和２年6月16日（火）　於：三井ガーデンホテル千葉　

本部・委員会・部会だより

　令和２年度、千葉県法人会連合会役員大会は、感染症拡大防止の観点から、開催中止となりました。
　昨年度の功労者等の表彰は、下表の皆様が受賞されました。表彰式典はございませんでしたが、受賞されました
皆様の永年の法人会活動へのご協力に対し、心より感謝申し上げます。
　また、本会は昨年度の活動に対し、「福利厚生制度推進優良法人会」として、表彰されました。

吉谷理事

鈴木理事

須田監事

曽我理事

監査は「3つの密」を避けテーブルを分散

4/20 監事会

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

税金で　日本の未来　作ろうよ



　お口の病気で治療を必要とするのはまず、「ムシ歯
と歯周病」であることは誰でも知っています。前回
は「ムシ歯」について早いうちに発見できれば、健
康保険の範囲内で、短時間で、簡単に、痛くなく、
きれいに治療ができる事をお伝えしました。
　歯を失う原因はムシ歯と歯周病、つまり感染症だ
けではありません。これら感染症に関しては歯ブラ
シや甘いものをコントロールすることが大きな効果
を発揮しますが、それだけではお口の健康を守るに
は不充分です。
　今回は「かみしめと食いしばり」についてお伝えし
ます。近年かみしめと食いしばりによる、強大な力が
歯を破壊すること、さらには歯を支える歯槽骨や筋肉
までも傷めることが分かってきました。歯科医で「歯
が割れています。ヒビが入っています。」と指摘される
のがこれです。近年非常に多くなっています。
　そして顎関節症や時として頭痛を引き起こすこと
もあることが証明されています。頭痛には血管性の
頭痛と筋緊張性の頭痛がありますが、筋緊張性の頭
痛の原因になることがあります。最も大切なことは
自分で、かみしめている、食いしばっていることに
気づくことです。
　食事以外で上下の歯が接触しているのは、一日で
数分間であるのが標準です。昼間、自分の上下の歯
が接触していないか、特に力を加えていないかを
チェックしてみてください。時計を見た時、台所の
水栓に触れた時など、同時に一日何度かチェックす
るといいでしょう。歯が接触していたら正常ではな
いので、いつでもすぐに離すことです。
　また夜間のかみしめ、食いしばりが疑われるなら、
就寝前に「かみしめるのを止めよう」と自己暗示をか
けることも効果があります。歯科医で下記のようなマ
ウスピースを作ってもらうのも選択肢のひとつです。

・ 歯を失う原因として最近は噛みしめとくいしばりが注
目されている

・噛みしめとくいしばりは本人が気づきにくい

・ 歯科医院では歯のすり減り方や筋肉の触診などで発見
できることがある

　がんの話もしておきましょう。
　お口の中にもがんはできます。先ずはこのことを
知っておいて下さい。胃がん、肝臓がん、大腸がん
だけではなく、口腔がんも同じような頻度で発生し
ます。
　でも、口腔がんは目で直接見ることができるので、
レントゲン検査や、内視鏡などの体に負担を感じる
検査をしなくても見つけることができます。歯科医
へ行く目的のひとつだと知っておいて下さい。口内
炎だと思っていたのが実は口腔がんであった、とい
うことが近頃散見されるようになりました。　
　下記の状態になればだれでもおかしいと気づくは
ずです。その前に診断できれば確実に治すことがで
きます。それが医療の進歩です。
　2週間経っても治らない「口内炎もどき」は　がん
の可能性があります。2週間です。覚えておいて下さ
い。それ以上は放置したり、様子を見るのではなく、
医療機関を受診して下さい。

・ 胃がんや肺がんと同様にお口の中にもがんができる

・ お口の中のがんはつらい思いをせずに、歯科医院で検
査ができる

歯の健康シリーズ

会員投稿ページ　第 2弾
4回シリーズ
第 2回

かみしめと食いしばり、がんのお話
千葉西ブロック　真砂磯辺支部
医療法人社団　上野歯科医院　院長・歯学博士　上野　正志

ポイント

ポイント

11 ほうじん千葉西 12ほうじん千葉西

八千代市立大和田南小学校　6年生　【千葉西間税会　佳作】



こんに
ちは

トップ
に直撃

！

■広栄化学工業とはどんな会社？
市原委員：まずは、御社はどんな製品を作っているの
か具体的に教えてください。
吉田社長：うちの製品は金属洗浄や洗剤の添加物とし
て使われる珪

ケイサン
酸ソーダで、主にクリーニング業界やレ

ストランなどの食器の洗浄力を高める助剤として使わ
れています。また、大手化学メーカーの製品の受託生
産もしています。
市原委員：御社は60年以上の歴史があると伺っていま
すが……。
吉田社長：たまたま結婚した相手が広栄化学工業の初
代社長の娘で、当初はそんなつもりはありませんでし
たが、義父が病に倒れたため大学を卒業して就職した
医療機器販売会社を退職し入社しました。入社して間
もなく義父が亡くなり、二代目は義母が社長に就任し
ました。私は平成7年に義母からバトンタッチして三
代目社長に就任しました。
市原委員：広栄化学工業さんというと、大きな工場や
タンクがあるイメージですが、実際にどんなものを
作っているのですか？
吉田社長：我が社は昭和29年に粗製グリセリンの製造
会社として創業しました。その後メタ珪酸ソーダ9水塩
の製造を始め、メタよりもアルカリ度(Na2O含有量)
が高いオルソ珪酸ソーダと共に主力の商品になってい
ます。
市原委員：珪酸ソーダはどんな用途があるのですか？
吉田社長：珪酸ソーダはアルカリ性の物質で洗剤など
に添加して使う「助剤」として、他にも土壌硬化剤・
合成洗剤・紙パルプ製造など様々な用途で使われてい
ます。

　わが社の製品は主
に洗剤の助剤として
使われることが多く、
洗剤メーカーや、リ
ネンといわれるホテ
ルの寝具などを洗濯
するクリーニング
業、飲食店などで使
われている食器洗浄
機で洗浄する際のア
ルカリ剤として使っ
ていただいています。
市原委員：御社はも
う一か所工場があり
ますよね。
吉田社長：はい、同
じ習志野市内の茜浜にも工場があります。茜浜工場は、
大手メーカーの業務用洗剤などの受託生産を行ってい
ます。

■「企業」となるための取り組み
市原委員：ISO9001と14001の二つの認証を取られ
ていますが、そのきっかけはどんなことからですか？
吉田社長：私が平成7年に社長になって取り組んだの
が、会社を「企業」にしていくことで、義父が願って
いたことでした。それを実行すべく平成11年に創業以
来初めて中期経営計画の策定を行いました。私が経営
ビジョンとして掲げたのは、「一流企業（エクセレン
トカンパニー）」になること。具体的には
１．安全で清潔な職場環境にすること
２．社会的に認められた企業になること
３．世界で一社しかない会社と誇れること
４．来客の絶えない会社にすること
５．�自社で固有に持つ経営資源を生かし他事業へ展開
できること　　です。

　それを実現すべく取り組んだのがISO9002の認証
取得でした。慣れない事で大変でしたが、マニュアル
作成や5Sへの取り組みなども行い、平成11年12月に
無事認証取得することができました。

広栄化学工業株式会社
社長  吉田　茂雄 

会員企業訪問シリーズNo.17

　今回の企業訪問は、本会の副会長をされている習志野ブロック
の吉田社長を訪問させていただきました。会員の皆様も広栄化学
工業の名前は知っていても、実際どんなものを製造しているかご
存じない方が多いのではないでしょうか。そこで、今回は吉田社
長を直撃し、詳しくお話を伺ってきました。インタビュアーは、
千葉西ブロックの広報委員会、市原委員です。

インタビュアー：市原	康	広報委員
日時：2020年7月7日（火）10:00 ～
場所：広栄化学工業本社（習志野市東習志野6-16-11）

13 ほうじん千葉西 PBほうじん千葉西

安心と　安全支える　みんなの税金



14ほうじん千葉西

く」「固まる」「溶
け残りが起こる」
などの問題があり、
お客様の使い勝手
優先の液体洗剤が
主流になったとい
うのが理由の様で
す。また、メーカーも液体の方が作りやすく、異物混
入も起きにくいので生産コストが安いということもあ
ります。
市原委員：具体的には？
吉田社長：先ほどお話したように、クリーニングなど
業務用の洗濯は、洗剤だけでは洗っていません。洗浄
力を上げるために必ず洗剤にアルカリ助剤を加えて
洗っています。
　家庭の洗濯もプロの洗濯に近づけるため、汚れがひ
どい場合は洗剤のほかに助剤を使って洗濯してもらう
ということです。料理にたとえれば、メインの洗剤に
助剤の塩・コショウを加えてもらうような感覚です。
実際に使ってもらえばその違いは感じてもらえると思
います。
市原委員：現在ある製品を別の市場に投入するという
ことですね。それはいいですね。
吉田社長：実際に具体化するにはいくつものハードル
を越えなくてはいけないと思います。どうやってその
効果を伝えていくか、どうやって販売していくかなど
課題は沢山あります。でも、中小企業ですから100人
が100人とも買ってもらえなくてもその中で1人買っ
てもらえれば充分ビジネスになると思っています。
市原委員：ニッチ需要というかこだわり需要を狙うと
いうことですね。大変参考になりました。
　本日はお忙しい中、インタビューさせていただきあ
りがとうございました。社長のお話は、会員の皆様に
も参考になったと思います。ありがとうございました。

　また、化学工場という環境に影響を与えかねない仕
事なので、ISO14001も取得することになり、平成
17年7月に認証取得しました。
市原委員：御社は従業員を大切にする取り組みとして
「子育て先端企業」で習志野市の第一号となったと伺
いましたが。
吉田社長：平成18年に「次世代育成行動計画」を策定
し、働きやすい職場環境整備に取り組みました。女性
を登用して不足する生産現場の人員に対応することを
考えましたが、そのためには働きながら子育てをする
女性のための対策が必要でした。
　この様な環境づくりに取り組んだことで、習志野市
からは「子育て先端企業第一号」として認定いただき、
国からは平成30年くるみん認定をいただきました。
　この様な取り組みをしたのも、もともと広栄化学は、
創業社長が労働組合の結成を進めるなど「従業員を守
る」という文化があるからだと思います。

■新しい分野に挑戦して100年企業を目指す
市原委員：今年で創業何年目ですか？
吉田社長：昭和29年4月の創業ですから、今年で66年
になりました。
市原委員：半世紀を過ぎ、これからの会社の展望はい
かがでしょうか？
吉田社長：「企業はつぶれるようにできている」とい
う人もいます。実際30年40年で無くなる企業もあり
ます。振り返ってみると、わが社も創業時は化粧品や
医薬品、石鹸、工業用の用途で需要のあった粗製グリ
セリンを、洗剤などの需要増に合わせて珪酸ソーダを、
そして洗剤のコンパクト化に合わせて製品のコンパク
ト化を、など常に変化してきました。
　私も「企業の社歴が伸びれば伸びるほど業態を変え
ていかなくてはいけない」「その時代のニーズに合わ
せて変化しなくてはいけない」と思っています。
市原委員：具体的に何か策はお考えですか？
吉田社長：新たな製品を開発することは簡単ではあり
ません。開発には時間がかかるだろうし、そのための
設備投資もしなくてはいけません。今のこの厳しい時
代にそれを実行しようとするのは現実的でないと思っ
ています。
　そこで私が考えているのは、今までは業務用の製品
として企業をターゲットにしてきましたが、これから
は「一般家庭用洗浄助剤として製品を買ってもらえる
ようにできないか」ということです
市原委員：「家庭の洗濯で使ってもらう」ということ
ですか？
吉田社長：はい、そうです。今の洗剤は液体が主流に
なっていて、今まで使われていた粉のコンパクト洗剤
は店頭でほとんど見かけなくなってしまいました。実
際に汚れの落ち具合でいうと、粉のコンパクト型洗剤
の方がアルカリ助剤となるアルカリ剤が入っているの
で汚れの落ち具合では優れています。皮脂などの油分
はアルカリ剤によって分解されるからです。
市原委員：なぜ液体に変わってしまったのでしょう？
吉田社長：粉のコンパクト型洗剤だと、「粉が手につ

〜 編集後記 〜
　本社工場の正面に大きなタンクがそびえ立っている
のが印象的な広栄化学工業の製品が「洗濯の洗浄力を
アップする薬品」という生活に身近なものだとわかり、
親近感がわいたような気がします。また、創業100
年を目指した新しい市場開拓のお話は、大いに刺激を
受けました。この記事を読んでいただいている会員企
業の皆様も、共に新しい事にチャレンジして、厳しい
時代を乗り越えましょう。
� （千葉西ブロック　広報委員　市原　康）

八千代市立大和田中学校　3年生　【千葉西間税会　佳作】
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◀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。

地域地域のの仲間仲間たちたち 掲載原稿
募集中！
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お問い合わせ下さい

有限会社池田鋼業
代 表 者　池田　延史
設　　立　1968年３月
事業内容　�産業廃棄物処理業・金属くず取扱業・一般貨

物運送業
住　　所　八千代市下市場２-19-27
TEL：047-489-5378

　　当社の事業活動において廃棄物処理業への取り組みを
最重要課題として認識し、自ら責任を持ち、全社一丸と
なって環境との共生・調和に配慮した事業活動に取り組
み環境負荷を継続的に削減していきます。「循環型社会
構築の第一線を担う」をモットーにして社会に貢献し、
社員が誇りと満足を
得る企業となります。
お客様のニーズにお
応えすると共に、様々
なご提案をさせて頂
ければと考えており
ます。

旭興進株式会社
代 表 者　代表取締役　徐　躍進
設　　立　1993 年 2月
事業内容　企画商品の輸入、卸販売、EC販売
　　　　　企画商品の輸出、卸販売、越境EC販売
　　　　　�中国旅行者をターゲットにしたインバウンド

客対象のマルチ決済事業
住　　所　千葉市稲毛区小深町 108-1
TEL：043-304-8881　FAX：043-304-8882�
　　旭興進では、エクステリア・ガーデニング用品を始め、い
ろいろな企画商品を輸入して、国内卸売や通販サイトでの
小売業を行っています。	
　近年では中国からのインバウンドに注目し、WeChatPay、
Alipay、銀聯ペイを始め東南アジア、韓国、日本などのマ
ルチペイメントシステムを構築させていただきました。特に
銀聯大口決済ペイメントでは、病院、免税店などで好評を
いただいております。またメイドインジャパンを中国向けに
アピールするため、weimobミニプログラムを活用した百貨
店、雑貨店とも提携し、順調に業績を伸ばしています。越
境ECやペイメントシステムで協力いただける事業者様も随
時募集中です。
　ご興味のある方は
一度ご連絡ください。

三好フローリング株式会社
代 表 者　代表取締役　高橋　利幸
設　　立　1962年5月
事業内容　�内装仕上工事業
住 　 所　習志野市袖ケ浦 1-4-19
TEL：047-452-3563　FAX：047-451-5893
URL：http://www.miyoshi-flooring.co.jp
　昭和37年5月2日、東京都江東区	
三好町にて創業、町名の三好を取り
三好フローリング株式会社として創
業致しました。事業は、地場ゼネコン
より、内装仕上工事を1次下請けとし
て施工しております。	
　①軽量鉄骨下地	
　②壁・天井石膏ボード	
　③クロス工事	
　④	文教施設・老健施設向けのフロー
リング工事

　⑤	文教施設・老健施設の塩ビ床
シート工事	

　⑥住宅向け・カーテン工事	
　上記のように多種にわたり内装全
般を仕上げております。

株式会社翠松堂BTL
代 表 者　代表取締役　市原　康
創　　業　1957年10月
設　　立　1965年11月
事業内容　�印刷物の企画・

デザイン・印刷・
加工・WEBサイ
ト制作関連

住 　 所　千葉市花見川区幕張町 5-417-116
TEL：043-273-8625　FAX：043-275-0321
コーポレートサイト：http://www.suishodo.co.jp/
Webサイト制作Webサイト：http://www.suishodobtl.com/�
弊社運営企業紹介サイト：https://www.chibabiz.com/
　
　創業以来幕張で封筒・伝票の印刷からパンフレット・
会社案内の企画・デザイン印刷まで自社でマルチに対応
しています。また、2005年からはホームページも自社制
作をはじめ、県内の様々な業種のお客様とお取引いただ
いております。ホームページやパンフレット等の印刷物
のご相談はお気軽にご連絡ください。

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　沖村　将哉（青年部会）
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