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− 2 − 税金を 正しく納めて みな笑顔（山武市立成東中学校2年生 早川 蓮さん）

理事会・合同専門委員会

　どちらの理事会も原案どおり可決・承認されました。
合同専門委員会では委員長・部会長から今後の事業計画についての発表がありました。

7月30日（月）  理事会・合同専門委員会 9月5日（水）  理事会

IIIIIIIIIIIIIIII 組織委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○平成30年度会員増強統一月間運動を迎えて

　　
組織委員長　平本 光男

　平素より、組織委員会へのご
協力を賜り厚くお礼申し上げま
す。
　平成 29 年度の成績を振り返
りますと、県法連獲得目標 31

件のところ 97 件（目標比 312.9％）の成績を達成す
ることができました。
　各ブロック、各支部をはじめ、金融機関・受託生
保会社・税理士会の皆様のご努力に敬意を払い心よ
り厚く感謝申し上げます。ありがとうございました。
　さて、今年も、会員増強統一月間が始まりました。
例年の通り、9 月 1 日～ 12 月末日までの 4 か月間と
なります。我が東金法人会新会長になられた矢部会
長の下、変わらぬご支援を強くお願いするものであ

ります。
　過日行われました、県法連の組織委員会（8/2 開催）
で、平成 30 年度の千葉県法連の獲得目標数 300 件
のところ、東金法人会には 31 社の目標示達がありま
した。
　県内 14 法人会のトップを走る我が東金法人会で
は、この獲得目標件数に対して、300％（＝ 93 社）
の目標に設定させていただくことを、9 月 5 日の理
事会で決定しました。

会員増強活動→支部の活性化→ブロックの活性化→
目標達成→評価→東金法人会の活性化→企業の繁栄

　会員増強統一月間がもたらす、より良い循環作用
を想定してみましたが、会員増強運動こそが、支部・
ブロックの活性化につながる具体的な活動に他なり
ません。このことが、我が東金法人会の活性化につ
ながり、会員企業の繁栄につながっていくものにな
ると確信しております。
　平成 30 年度の会員増強統一運動、どうか、宜しく
お願い申し上げます。

委員会だより

    支 部 名 法　　人　　名 業　　種
大 網 白 里 １

大 網 白 里 １

山 武 １

（株）樹 Reformer　４４

（株）三久ジャパン

クリサンテーム

塗装業

警備業

美容業

新会員のご紹介 新しく会員になられた皆さんです ＝よろしく＝

平成30年9月末日現在



− 3 −おさめよう あなたの気持ちと 消費税（山武市立睦岡小学校6年生 大越 翔太さん）

支  部  名

東 金 １

東 金 ２

東 金 ３

東 金 ４

ブロック計

九十九里１

九十九里２

ブロック計

大網白里１

大網白里２

大網白里３

ブロック計

目標数
3
4
4
3

14
1
3
4
4
3
2
9

支  部  名

山 武 １

山 武 ２

山 武 ３

山 武 ４

山 武 ５

ブロック計

芝       山

横 芝 光１

横 芝 光２

ブロック計

合　計

目標数
3
2
4
1
2

12
3
2
2
7

46

平成30年度 「会員増強運動統一月間」
支部別目標数

 
 ○会員増強運動推進会議

　　
　9 月 5 日（水）、蓬莱閣において、平成 30 年度会
員増強運動推進会議が開催されました。東金税務署・
税理士会等から来賓の方々にお越しいただき、平本
委員長を議長に話し合いが進められました。各支部・
団体等から決意表明がなされ、熱い 4 ヶ月が始まり
ました。

IIIIIIIIIIIIIIII 税制委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○税制セミナー

　 ９ 月 19 日（ 水 ）
税制委員会主催の税
制セミナーが実施さ
れました。講師とし
て税理士の秋葉芳秀
先生をお招きし、平
成 30 年 4 月に特設
された「特例事業承
継税制」と「所得拡大促進税制」についての重要ポ
イントを解説していただきました。
　事業承継は、民法における相続の遺留分とセット
となることの注意点を簡潔に説明した後、具体的な
事業承継のモデルをドラマ化したビデオを上映。事
業承継の各段階を分かりやすく見ることができまし
た。後半は、所得拡大促進税制についての説明。経
営に直結した話題も多く盛りだくさんの内容でした。
セミナー終了後の質問は、皆税務担当らしいものば
かりで関心の深さが伺えました。

IIIIIIIIIIIIIIII 研修委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○パソコンセミナー

　９月26日(水)と27日(木)の２日間、おなじみの中
村先生を講師にパソコンセミナーを開催しました。
今回はExcel基礎講座とWordレイアウト術といった
日常業務に役立つ内容で、学習用パソコンを使いわ
かりやすく解説していただきました。筆記用具のみ

で参加できるセミナ
ーですので、ぜひご
参加ください。

IIIIIIIIIIIIIIII 厚生委員会 IIIIIIIIIIIIIIII
  ○県外一泊研修《新潟県蓬平温泉》　　

　7 月 8 日（日）、9 日（月）の 2 日間で新潟県の蓬
平温泉方面へ、両総観光さんのバス 2 台で県外一泊
研修に行きました。
　西福寺開山堂の雲蝶による彫刻は息をのむほど素
晴らしく、おぢや震災ミュージアムでは、忘れかけ
ていた震災への備えを学ばせてもらいました。日本
三大渓谷の清津峡は 750m のトンネルを最後まで進
むと、最高の景色を見ることができます。宿泊した

『蓬平温泉和泉屋』はお湯がやわらかく、内風呂・露
天風呂など個性ある湯処をゆったりと楽しめました。
新潟の旅、お薦めです。
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　千葉県税理士会 東金支部の会員の皆様には、日頃より当会活動に深いご理解とご協力をいただき、心より
お礼申し上げます。   
　この度、「e-Tax 推進税理士」として広報誌にご紹介させていただきたいとご案内したところ、大勢の税
理士の先生からご賛同・承諾をいただくことができました。   
　当会会員の皆様で、まだ e-Tax をご利用でない方は是非この機会に下記の税理士の先生にご相談され、ご
活用くださいますようお願いいたします。 

e-Tax 推進税理士のご紹介

千葉県税理士会東金支部 e-Tax 推進税理士・税理士法人
（敬称略 税理士会名簿記載順）

税理士会からのお知らせ

税金の無料相談
　千葉県税理士会東金支部では、毎月第1・第3水曜日（祝日を除く）に、税理士会事務局（東金商工会館3階）で税に関する無料の
相談（原則事前予約）を実施しておりますので、是非ご利用下さい。なお、税を考える週間行事の一環として、東金サンピアにおい
て、11月10日（土）と11月11日（日）に、税に関する無料相談を実施しますので、こちらもご利用ください。

連絡先：0475-50-6322 （平日の午前中）

市原　　貞夫
安藤　　正義
秋葉　　芳秀
早川　　成美
長谷川　拓人
内山　喜代美
髙橋　　俊行
今関　　光浩
板倉　　孝雄
古山　　　茂
曲山　　　博
角田　　泰伸
野島　　暉通
古川　　正道
久保田　博和
伊藤　　寿洋
町田　　　茂
松川　まさみ
當摩　　敦司
石橋　　　勲
後藤　　　勝
小林　　　力
綿貫　　一男
小林　　壽史
古川　　　清
中関　　隆秀
髙橋　　智子
古賀　　新二
内山　　恵美
三上　　俊哉
税理士法人 TNA 高山会計事務所
あおば税理士法人
伊藤　　健一
鈴木　　美光
唐木　新一郎
古山　　茂久

0479-84-2371
0475-72-6188
0475-72-2183
0475-72-2882
0475-73-0700
0475-77-3006
0475-82-5151
0475-52-6321
0475-50-2211
0475-73-5333
0479-85-1530
0475-54-3151
0479-82-2232
0475-53-0907
0475-53-2570
0479-80-7185
0475-55-6466
0475-54-2692
0475-55-5235
0475-73-0700
0475-53-1905
0475-86-6612
0475-50-2211
0475-77-8044
0475-84-3263
0475-73-1369
0475-73-0700
0475-54-2171
0475-77-3006
0475-77-8705
0475-52-0333
0475-50-2211
0479-73-3211
043-231-0361
043-293-7000
0475-30-4610

0479-84-1169
0475-72-8535
0475-70-1063
0475-72-2882
0475-73-0701
0475-77-5740
0475-82-7858
0475-52-6323
0475-50-2212
0475-73-5355
0479-85-1578
0475-54-3155
0479-82-4756
0475-53-0908
0475-55-8940
0479-80-7186
0475-55-6466
0475-54-0090
0475-55-5272
0475-73-0701
0475-53-1971
0475-86-6613
0475-50-2212
0475-77-8057
0475-84-3263
0475-70-8260
0475-73-0701
0475-52-5348
0475-77-5740
0475-77-8704
0475-54-3315
0475-50-2212
0479-73-4466
043-231-0371
043-291-3339
0475-30-4630

横芝光町宮川6047番地14
大網白里市仏島91番地
大網白里市大網640番地4
大網白里市南横川3626番地1
大網白里市北飯塚330番地
大網白里市細草2965番地
山武市成東2282番地
東金市北之幸谷249番地2
東金市東金750番地1（あおば税理士法人）
大網白里市北飯塚277番地1
横芝光町宮川6593番地3KREﾋﾞﾙ１階
東金市台方236番地
横芝光町横芝1700番地
東金市田間2丁目59番地8
東金市田間１丁目22番地14
山武市松尾町上大蔵368番地
東金市東金1307番地3カリヨン303号室
東金市田間2034番地2
東金市田間2丁目10番地9
大網白里市北飯塚330番地（長谷川拓人税理士事務所）
東金市川場1134番地の6豊栄ﾋﾞﾙ302号室
東金市菱沼342番地6
東金市東金750番地1（あおば税理士法人）
東金市東金1040番地FC東金306
山武市本須賀1731番地1
大網白里市南横川3125番地1
大網白里市北飯塚330番地（長谷川拓人税理士事務所）
東金市田間１丁目22番地2
大網白里市細草2965番地（内山喜代美税理士事務所）
東金市東金429番地5　ボナール佐瀬201号
東金市東金720番地
東金市東金750番地1
匝瑳市八日市場イ2986番地
千葉市若葉区小倉町762番地2
千葉市緑区平川町1798番地2
茂原市西野289番地3

　　氏　　名　　　　　　　　事務所所在　　　　　　　　　　　　　　　　  電話番号　　　　 　  FAX番号

消費税 みんなの幸せ つなぐもの（山武市立松尾小学校6年生 押尾 聖来さん）
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  ○青年部会アウトドア研修

　青年部会アウトドア研修は、家族間の親睦交流を
目的として、9月9日（日）横芝光町にあるコテージ
＆ペンション NANJA MONJAにてソーセージ作り
体験及びバーベキューを実施ました。
　ソーセージ作り体験の講師は、青年部会員でもあ
るフードショップいちはらの市原社長にお願いしま
した。ソーセージ作り初体験の方が多く、慣れない
腸詰め作業に四苦八苦しながらも皆さん楽しそうに
作業していました。
　一所懸命作ったソーセージをバーベキューで焼き
ながら頂き、実りある一日となりました。

  ○ビットコインセミナー

　9月21日（金）青年部会主催セミナーとして、西脇
資哲氏の「ビットコイン・仮想通貨取引のすべて」
を開催しました。
　ビットコインのみならず仮想通貨全般に触れ、自
身のエピソードを交えながら、軽快な口調で進むセ
ミナーに、参加者は頷きながら引き込まれるように
聞き入っていました。

 ○東金税務署長講話 および
　　　　　　　　絵はがきコンクール審査会

　9月28日（金）東金商工会館において、女性部会主
催の署長講話および絵はがきコンクール審査会が開
催されました。
　冒頭に「クイズで学ぼう！税の歴史　～改正消費
税のことご存知ですか？～」と題し、小松署長にご
講演頂きました。
　その後、絵はがきコンクール審査会が実施され、
754通の応募の中から各賞が決定しました。

部会だより
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 青年部会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 女性部会 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

あなたも知ろう 社会を支える 税のことを（東金市立西中学校3年生 野嶋 さくらさん）
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東金法人会長賞
大網白里市立増穂小学校　池田　唯衣

佳
　
作

　
東
金
市
立
日
吉
台
小
学
校
　
平
山
　
琴
心

佳
　
作

　
東
金
市
立
東
小
学
校
　
伊
藤
　
琴
南

千葉県法人会連合会 女性部会連絡協議会 会長賞
大網白里市立大網小学校　貝塚　鈴菜

佳　作
大網白里市立増穂小学校　片桐　初笑

佳　作
東金市立東小学校　佐々木　優果

東金法人会 女性部会長賞
大網白里市立増穂小学校　浅野　詩音

佳
　
作

　
横
芝
光
町
立
東
陽
小
学
校
　
土
屋
　
祐
奈

佳　作
東金市立東小学校　勝田　帆香

受賞作品一覧（敬称略）

税金を 納めて豊かな 町づくり（山武市立松尾中学校3年生 高橋 かえでさん）

東金税務署長賞
大網白里市立瑞穂小学校　山﨑　春花

銀　賞
横芝光町立東陽小学校　
及川　凜

銀　賞
山武市立成東小学校　押尾　桜良

金
　
賞

大
網
白
里
市
立
瑞
穂
小
学
校
　
佐
久
間 

圭
那

銅　賞
山武市立緑海小学校

武藤　弘輔 銅　賞
大網白里市立増穂小学校

宇津木 彩菜

銅　賞
山武市立松尾小学校

菊地　藍那
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　2回目の企画となります屋形船を平成30年9月9日
（日）に計画、今年も大変好評で38名と多くの参加
者が集まりました。天気も良く素晴らしい屋形船ツ
アーになりました。
　今回のコースもお台場コースで、東京湾からの景
色を見ながら、お台場やレインボーブリッジなど、
夜景がとても綺麗で心が癒されました。美味しいお
料理と美味しいお酒、海の幸をたくさん堪能できま
した。特に天ぷらはアツアツの揚げたてで、美味し
かったです。もちろんカラオケなどで宴会は盛り上
がり、ほんの少しの間でしたが、とても貴重な体験

ブロックだより
〔山武ブロック〕 をすることができました。また来年も計画予定で

す。　　　　　 　　（山武ブロック長 小田木一男）

ブロック税務座談会＆異業種交流会
ご案内

ブロック税務座談会＆異業種交流会
ご案内

（公社）東金法人会（公社）東金法人会

　参加される方は、先に発送しました往復ハガキにご記入いただき、ご返送下さい。
　ブロック以外及び一般の方はお電話でお申し込み下さい。

（公社）東金法人会 事務局　☎0475-52-0022

例年、『税を考える週間』の行事として行っております、ブロックごとの税務座談会を、下記の通り開催いたします。
同じ地域でこれまでお話する機会のなかった経営者の方々と、お知り合いになるチャンスです。日頃の会社経営の
悩み事の解消や情報交換の場として、是非ご活用ください。

大網白里
ブロック

ブロック名 日　　時 場　　所 講　　師 内　　　容

横芝光・芝山
ブロック

山　武
ブロック

九十九里
ブロック

東金商工会館
経営者の悩みにお答えします
『働き方改革について』

11月29日（木）
14：30受付

南風荘
経営者の悩みにお答えします
『働き方改革について』

11月28日（水）
15：15受付

蓮沼ガーデンハウス
マリーノ

弁護士がズバッと本質に迫ります
『経営者が悩む、売掛金回収』

11月30日（金）
15：00受付

冨士屋 上原　昌也氏
（弁護士）

上原　昌也氏
（弁護士）

弁護士がズバッと本質に迫ります
『経営者が悩む、売掛金回収』

11月27日（火）
15：00受付

大網白里市
中央公民館

経営者の悩みにお答えします
『働き方改革について』

11月13日（火）
15：00受付

東　金
ブロック

奴賀　智氏
（社会保険労務士） 

ぬ  か　さとる

奴賀　智氏
（社会保険労務士） 

ぬ  か　さとる

田所　公宜氏
（社会保険労務士）

たどころ　　こうき

納めた税 国の未来の 架け橋に（東金市立西中学校3年生 ウノディ サンさん）
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▶７月のご着任から 1 ヶ月半余りになりますが、東金税
務署管内の印象は如何でしょうか。

署長：海があって、山があって、おいしい食べ物が豊富
で驚きました。いちごロードに梨園、ぶどう園、キ
ノコや魚も採れて、健康な人が多い所じゃないで
しょうか。ご飯もおいしいし、その上お酒もおいし
い。酒蔵も多いですね。

…………………………………………………………………
▶おいしいネギや玉葱も味わえます。また、酒蔵のほと

んどは法人会の会員さんなので、楽しみにして下さい。
前任地は、東京国税局の税務相談室と聞いていますが、
国税局の相談室というと対象は誰になるのですか？

署長：一般の方が対象です。個別の内容が含まれない、
国税に関する一般的な質問に回答しています。国税
局の HP の内容を丁寧に説明している感じでしょう
か。これも近い将来は、AI（人工知能）が普及する
と質問のキーワード選択により、きめ細かい絞り込
みを行っていって、求められる回答に導いていくと
いった形態になろうかと思います。サービスの均一
化と人員削減です。

…………………………………………………………………
▶この仕事に就かれたきっかけは？
署長：大学に行くか車の免許を取るかで、まず大学を諦

めまして、親が経理学校に行くなら学費を出すとい
うので、教師に相談したところ、税務大学校を紹介
されたのです。地元の秋田県の近くにもあったので
すが、その時たまたま父が船橋市に単身赴任してい
たものですから、船橋の税務大学校に入学すること
になり、そのまま東京国税局管内に勤務することに
なりました。

▶仕事をする上でのこだわりは何かありますか？
署長：やはり地元（任地）を愛することが第 1 です。転

勤先でそれぞれの地域の歴史や産業を勉強し、地元
の方々と触れ合うことが大切だと思っています。結
果的に窓口での親切丁寧な対応にも繋がって来ると
信じています。法人会の方々が参加する地元のお祭
り等には、私もできる限り参加したいと思っていま
す。先日も、東金市の「やっさまつり」には会長、
支部長さんたちに誘われ拝見したばかりです。

　　　今、職員に向けて「東金ニュース」を 2 号まで発
行し、紙面の中で東金税務署管内の情報提供をして
います。その中でご当地クイズも出題しています。
何か面白いクイズ問題がありましたら教えて下さい。

…………………………………………………………………
▶　（東金ニュースを拝見し）このクイズは興味を引き

ます。法人会の会員にも紹介したいですね。
　　趣味はスポーツ観戦とお聞きしましたが、どのよう

な種目がお好きですか？
署長：野球、サッカー、ラグビー、アメフト等何でも見

ます。社会人になってからですが、テニスと乗馬を
嗜む機会を得まして、独身の時は小淵沢の乗馬クラ
ブへ行って馬に乗っていました。週末は家族でディ
ズニーランドへよく行きます。晴れていれば、自宅
から自転車で 30 分くらいです。

…………………………………………………………………
▶ディズニーランドに駐輪場があるのですか？
署長：ええ、駐車場代が節約できるので、近所の方たち

もよく利用しています。私は、いわゆる絶叫系の乗
り物が苦手なので、家族が乗っている間は荷物係で
すよ。

　今回の人事異動で東金税務署の署長となられました小松署長にお話を伺いました。

the INTERVIEW 
新署長の横顔 2018

考えよう みんなの税の 使い道（大網白里市立増穂北小学校6年生 濱田 幸莉衣さん）
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：
：
：
：

北村 晋弥
茨城県 神栖市
スポーツクラブ通い、犬の散歩
色 と々お世話になること
が多いかと思いますが、
皆様のお役に立てるよ
う努めてまいりますので
よろしくお願い致します。

副 署 長
出 身 地
趣味・特技
ひとこと

（きたむら しんや） ：
：
：
：

小林 哲夫
長野県 茅野市
旅行、ドライブ、映画鑑賞
東金署は２年目となります。
法人会の皆様のために精
一杯頑張ります。
よろしくお願い致します。

法人１統括
出 身 地
趣味・特技
ひとこと

（こばやし てつお） ：
：
：
：

森山 義光
神奈川県 三浦市
読書、ラジオ
日本橋署よりまいりました。
研修講師など法人会のお
力になれるように頑張りま
すので、依頼がありましたら
お申し付けください。

法人審理担当
出 身 地
趣味・特技
ひとこと

（もりやま よしみつ） ：
：
：
：

平野 美紀
佐賀県 小城市
（子どもが一緒に行ってくれる間は）家族旅行
今回の人事異動で江東西署
より転勤してまいりました。
不慣れな点もあるかと思いま
すが、皆様のお役にたてるよう
努力いたしますので、1年間ど
うぞよろしくお願い致します。

源泉審理担当
出 身 地
趣味・特技
ひとこと

（ひらの みき）

《《《《《《《《《《《《《《《《《 税務職員紹介 》》》》》》》》》》》》》》》》》

…………………………………………………………………
▶ご家族の構成は？
署長：木更津出身の妻と社会人の長男、大学 1 年の長女

です。
…………………………………………………………………
▶奥様は、千葉県の方でしたか。なれそめは？
署長：よくある職場結婚です。品川税務署に勤務してい

た時に知り合いました。妻は今も税務の職場の現役
なので、どうぞお手柔らかにお願いします。

…………………………………………………………………
▶何か特技といったものはありますか？
署長：高校時代、合唱部でしたのでカラオケは好きです。

最近は熱唱というよりは楽しく踊りながら歌うよう
になりました。

…………………………………………………………………
▶それは、楽しそうですね。合唱部でのパートですとか、

学生時代の思い出はありますか？
署長：テノールだったのですが、元女子高だった高校な

ので、その頃も全校生徒の 2/ ３くらいが女子で、
人生で一番女性に囲まれていた時だったと思いま
す。ほのかな思いはあったものの、自宅から徒歩 5
分の近さにあったこともあり（校内放送が親に聞こ
えてしまう）、何かをする機会もなく馬鹿がつくく
らい真面目に過ごしていました。

…………………………………………………………………
▶愛読書は何かありますか？
署長：池波正太郎が好きで、「真田太平記」「剣客商売」「鬼

平犯科帳」等、読んでいると場面、場面が浮かんで
くる文章が好きですね。最近は東野圭吾にはまって
います。まだ、「新参者」と「麒麟の翼」しか読ん
でいませんけれど、いいですね。

…………………………………………………………………

▶座右の銘をおしえてください
署長：「一期一会」でしょうか。どんな時でも出会いを

大切にしたいと思っています。
…………………………………………………………………
▶影響を受けた人物は、どなたかいらっしゃいますか？
署長：「為せば成る」で有名な上杉鷹山です。ある上司

から教えていただいたのですが、自ら倹約し、米沢
藩の財政を立て直したほか、「人民のために尽くす」
事を教えており、これは公務員である自分も忘れて
はならないことだと思っています。

…………………………………………………………………
▶法人会会員の皆様に一言お願いします。
署長：矢部会長さんをはじめとする東金法人会の皆様方

には、地域社会における良き経営者の団体として税
知識の普及や納税道義の高揚のための活動のほか、
地域社会貢献活動などに積極的に取り組まれてお
り、敬意を表しますとともに、税務行政に携わる私
共にとってかけがえのないパートナーとして、今後
ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。

東金税務署 署長  

小 松 　 孝
こ ま つ   　 た か し

暮らしと税 まずは知ろうよ 役割を（山武市立成東中学校3年生 斉藤 叶佳さん）
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　※対象地域に出席できない場合は、他の地域に出席可能です（事前に連絡していただく必要はありません）。

【問い合わせ先】
　東金税務署　代表0475-52-3121
　※自動音声案内にしたがって、説明会の会場案内、用紙請求については「2」番（税務署）を選択してください。
　　年末調整のしかたなど国税に関する一般的な相談については「1」番（電話相談センター）を選択してください。
　　消費税の軽減税率制度に関する質問や相談については「3」番（消費税の軽減税率制度に関する専用窓口）を選択
　　してください。
　～税務署にご用の方は～
　○年末調整等説明会・源泉所得税について　…………　法人課税部門（源泉所得税担当）　内線54
　○消費税の軽減税率制度等説明会・消費税について…　法人課税部門（消費税担当）　内線55
　○用紙請求・法定調書の作成について　………………　管理運営部門　内線33・34・35 

「平成30年分年末調整等説明会」及び「消費税の軽減税率制度等説明会」の開催のお知らせ

平成30年度「税を考える週間」行事

東金市
大網白里市
九十九里町

山武市成東文化会館
のぎくプラザホール
（山武市殿台290-1）

東金文化会館 小ホール
（東金市八坂台1-2107-3）

11月８日
（木）

11月９日
（金）

13時30分～15時30分
年末調整等説明会

15時30分～16時30分
消費税の軽減税率制度等説明会

13時30分～15時30分
年末調整等説明会

15時30分～16時30分
消費税の軽減税率制度等説明会

開催日 開催時間 説明会会場 対象地域

開催日 実施場所 行事内容

10：00～15：30　税理士会による無料相談

10：00～12：00　税を考える週間キャンペーン
 〈各種ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､風船等を配布予定〉

10：00～15：30　税理士会による無料相談
14：00～16：00　税を考える週間キャンペーン
 ・税金クイズコーナー
 ・１億円体験コーナー
 〈各種ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､風船等を配布予定〉
　☆9日から13日まで作文・標語・書道・絵はがきの
　　優秀作品を、サンピア１階ステージコートにて展示

15：00～17：00　納税表彰式

9：00～14：00　税を考える週間キャンペーン
 ・税金クイズコーナー
 ・１億円体験コーナー
 〈各種ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､風船等を配布予定〉

ショッピングセンターサンピア
（東金市東岩崎）

ベイシア大網白里店
（大網白里市大網）

ショッピングセンターサンピア
（東金市東岩崎）

東金商工会館
（東金市東岩崎）

横芝光まるごとフェア2018
（産業まつり）
役場駐車場
（町体育館・町民会館）

11月10日
（土）

11月15日
（木）

11月11日
（日）

11月18日
（日）

山武市
芝山町
横芝光町

※

税 務 署 だ よ り

国民の 未来を描く 消費税（東金市立西中学校3年生 小倉 結衣さん）



− 11 −消費税 みんなのお金で 国づくり（大網白里市立季美の森小学校6年生 及川 遼さん）　



− 12 − 消費税 豊かなくらし 守るため（山武市立松尾中学校3年生 田村 真緒さん）



− 13 −税金で 変わる環境 広がる未来（東金市立北中学校3年生 佐藤 衣鞠さん）
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Q:事業内容について、教えてください。
後藤代表：製造しているアクリル溶液重合樹脂は、塗料

や接着剤の原料で、アクリルでも柔らかいものと硬い
ものがあり、各々を重合（反応）させることで用途に
合ったものにします。PC やスマホの液晶パネルを保
護するコーティング剤がアクリル樹脂です。指紋の残
らないものなど、時代によって様々な要求が生まれ、
それらに応えるよう新しい製品作りをしていますが、
実用になるまでには最低でも 3 年はかかります。

　また、チェーフィングディッシュ用燃料缶は、ホテ
ルのバイキング料理の保温用に利用されています。
1000 度で 6 時間
対応出来ますので、
私は災害時の備品
として新たな用途
があると期待して
います。

Q:創業は昭和38年と聞きましたが、その時から当地で？
後藤代表：初めは葛飾の奥戸です。危険物の溶剤を都内

で扱うのが難しくなり、50 年代に移ってきました。
　葛飾には玩具関係の業者 ( バンダイ・トミーなど ) が

製造から販売まで揃っていたんです。私の母の実家も
玩具の箱専門の製造業者で、父は塗料メーカーに勤務
していたのですが、起業して箱のための糊を作るよう
になり、発展的にその他の製品にも関わるようになっ
た訳です。

　トミックスという鉄道模型に使用する接着剤も当社で
作っています。特殊なものでは精密機械用があり、製
造に手間がかかる為高価ですが、大量生産が難しいの
で、需要があります。ですから、いつも本業を基礎に
先々どの様な用途のものが求められるのか、絶えず考
え努力することが継続の秘訣だと思っています。

Q:自慢話はありますか？
後藤代表：ジグソーパズルの

糊 PVA（ポリビニールア
ルコール）を開発したのは、
先代社長で国内シェア 60
～ 70%を占めています。
ジグソーはダ・ヴィンチの
モナ・リザを輸入したのが
最初で、かなりのヒット商
品でした。それを飾るため
の固定糊を依頼された訳で、多少の工夫はしましたが、
原料そのものは従来からあるものなので、特許申請は
しませんでした。申請していたらかなり違っていたで
しょうね。

Q:オフの過ごし方と引退後の楽しみ(計画)をおしえてく
ださい。

後藤代表：ゴルフが楽しみです。妻も始めてくれたので、
幅が出てきました。

　引退後、リバークルーズのような、ゆったりとした船
旅ができたらいいなと思っています。

D
AT

A▶代表取締役：後藤 陽功（ごとうたかお）

▶住所：東金市広瀬475-26　
▶創業：昭和38年12月2日
▶事業内容：合成樹脂・接着剤の製造販売
▶TEL：0475-58-5721 FAX：0475-58-5877
▶URL：www.planet-kaken.co.jp
▶e-mail：planet510@abeam.ocn.ne.jp　

有限会社 プラネット化学研究所

企業戦士の素顔

後継者として息子さんが、他の会社で
修行中だそうです。お父様が開発され
たジグソーパズルの糊や年々改良され
ていく液晶パネル、今後の使用目的が

楽しみなチェーフィングディッシュ用燃料缶など、受け
継いでいく製品をたくさん携えて成長した息子さんを迎
え、プラネット化学研究所さんは、ますます発展してい
くことでしょう。

記者後記

左から　家村副委員長、平賀委員長、後藤社長

税のこと 正しく知って 明るい未来（大網白里市立季美の森小学校6年生 髙橋 直央さん）
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11月〜3月の行事予定
 11月   
  2日 （金） 決算法人説明会・消費税の軽減税率制度等説明会 東金商工会館
  7日 （水） 会員増強成績検討会議 東金商工会館
  9日 （金） 青年部会　全国青年のつどい 岐阜県　長良川国際会議場
  11日 （日） 街頭広報活動（山武税務懇話会主催） 午前 ベイシア大網白里店  午後 サンピア
  13日 （火） 大網白里ブロック　税務座談会 大網白里市中央公民館
  15日 （木） 納税表彰式 東金商工会館
  18日 （日） 横芝光町　産業まつり 横芝光町役場　駐車場等
  27日 （火） 横芝光・芝山ブロック　税務座談会 冨士屋
  28日 （水） 九十九里ブロック　税務座談会 南風荘
  29日 （木） 東金ブロック　税務座談会 東金商工会館
  30日 （金） 山武ブロック　税務座談会 蓮沼ガーデンハウス　マリーノ    
 12月   
  3日 （月） 生活習慣病健診 横芝光町　健康づくりセンタープラム
  4日 （火） 　　　〃 東金商工会館
  5日 （水） 　　　〃 東金商工会館
  14日 （金） 青年部会　租税教室 大網白里市立大網小学校
     29日 （土）～1月3日（木）　　冬季休業   
  1月   
  17日 （木） 青年部会　租税教室 九十九里町立豊海小学校
  〃  新設法人説明会・消費税の軽減税率制度等説明会 東金商工会館
  〃  決算法人説明会・消費税の軽減税率制度等説明会 東金商工会館
  29日 （水） 県法連　新年賀詞交歓会 ホテルポートプラザちば 
 3月   
  6日 （水） 決算法人説明会・消費税の軽減税率制度等説明会 東金市中央公民館

健康診断健康診断
くわしい内容と受付は、配布済のご案内（黄色い封筒）でご確認ください。くわしい内容と受付は、配布済のご案内（黄色い封筒）でご確認ください。

年に一度は生活習慣病チェック

一度受けてみませんか？

※会員は特別料金（約4割引）で実施しています。
※非会員の方も受診できます。事務局までご連絡ください。

●実施日・会場
　12月3日（月）：健康づくりセンタープラム
　　　　　　　（横芝光町栗山1076）
　12月4日（火）・5日（水）：東金商工会館1Ｆ
　　　　　　　（東金市東岩崎1-5）
●健診コース・検査項目
◎Ａコース（基本コース）全47項目
◎Ｓコース（若年者コース）全44項目
◎総合喀痰コース（ドック健診）全58項目

〈オプション〉
・前立腺腫瘍マー力一検査（PSA）
 （50歳以上の男性）
・女性健診（女性対象超音波検査）
・C型肝炎検査（HCV） 総合コースでは実施
・脳梗塞・心筋梗塞のリスク検査

〜新職員の自己紹介〜
事務局だより ピンチヒッターの

宗像 晶代（むなかた あきよ）と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。

税金で 明るく楽しい 町づくり（東金市立西中学校3年生 和田 有紗さん）
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⇒

　『山武地方誌』（昭和 30 年発行）によれば旧蓮
沼村の地理的環境は山武郡の東端九十九里浜の中
央に位置し、北は上堺村（現横芝光町）に連なり、
南は緑海村（現山武市）、西は大平村（現山武市）、
東は風光絶景な白浜青松地帯を経て九十九里浜に
面しています。
　歴史的環境は寿永 2 年（1183）に上総広常が謀
反の疑いで頼朝に討たれ、広常の孫光宗が家来数
十人と落ち延び本村を形成したといわれています。
　豊臣時代は高木主水正、徳川時代は幕府直属に
なり、多くの領主・代官が任命され幕末に至ります。
　

　明治元年、松尾藩太田備中守の支配下に置かれ、
明治 4 年（1874）木更津県、明治６年（1873）
千葉県管轄となりました。
　明治 17 年（1884）戸長役場に変更、明治 22
年（1889）町村制の施行に伴って蓮沼村と平野新
田の合併により新制蓮沼村が発足しましたが、以
後大正の合併、昭和の合併を行わず、平成 18 年 3
月 27 日の合併により山武市となりました。
　蓮沼村は明治の合併以降平成の合併まで 117 年
間単独村を通したことになります。大変珍しいケ
ースとなります。
　文学的環境では蓮沼最後の戸長小川雄次郎（新
兵衛）は網主であり、漁業経営のかたわら詩歌の

実作に取り組んでいました。与謝野鉄幹が主宰す
る「東京新詩社」にも加入して、機関誌「明星」（1900
創刊）の有力同人でした。
　蓮沼村殿下に、大きな汐入の池のほとりに小川
氏の所有の書斎があり、後年与謝野鉄幹に提供し
ています。資料館には鉄幹から雄次郎に宛て葉書
が 5 枚収蔵しています。
　与謝野鉄幹が提供を受けた書斎は昭和 15 年に児
童文学者北川千代が当時の 2,500 円で購入してい
ます。
　文学的環境においても大変素晴らしい地域であ
ったことがうかがえます。

［葉書〕 大正2年2月27日
  発信地  東京中六番町十
  受信地  千葉県山武郡蓮沼村
お忙しき中へお葉書たびたび御認め被下忝く奉存
候。小児ども御厚情にあまへて吾侭を致候はゞ御
叱り被下度願上候。松尾まで迎へを御出し被下候
よし難有存じ申し候。御大漁の日の多からんこと
を祈り併せて御無事御越年を祈上候。令夫人様へ
よろしく御鳳声願上候。晶子よりもよろしく申上
候。

　旧蓮沼村は明治の合併以降、平成の合併まで変
化がないのが千葉県内でも稀な例でありあること
が最大の特徴と考えられます。
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2018

平成30年秋号

・理事会・合同専門委員会
・委員会だより
・税理士会からのお知らせ
・部会だより
・ブロックだより
・新署長インタビュー
・税務署だより
・東金県税事務所からのお知らせ
・東金労働基準監督署からのお知らせ
・企業戦士の素顔
・事務局だより

〈松尾藩公庁跡〉〈松尾藩公庁跡〉

企業戦士の素顔

14pに掲載していま
す。

話題のコーナー

 有限会社

 プラネット化学研究
所
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郷土史跡名所めぐり 旧蓮沼村の巻その186

広げよう 正しい理解 税のいぎ（大網白里市立大網小学校6年生 一宮 葵衣さん）

《与謝野鉄幹発 小川雄次郎宛》

旧蓮沼村のあゆみ




