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～税務署だより～

　　　　　　　　　
　　
　

　　　　　　　　前東金税務署長　澤田 修二

　公益社団法人東金法人会の皆様方におかれまして
は、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　私は、この度の人事異動をもちまして、国税の職
場を定年退職することとなりました。
　昨年７月、東金税務署に着任して以来、古城前会
長様、そして、その後を引き継がれた矢部会長様、
並びに役員と会員の皆様方から、温かいご支援とご
協力を賜り、無事職責を果たすことができました。
心より感謝申し上げますとともに、厚く御礼を申し
上げます。
　東金法人会の皆様には、税知識の普及等を目的と
した各種研修会の開催、税に関する絵はがきコン
クールの実施、小学校での租税教室の開催、そして、
e-Tax の利用拡大に向けた取組みなど、税務行政に対
する多大なご支援ご協力を賜りました。改めて感謝

申し上げます。
　また、会員増強運動では、3年連続で県法連目標
の 300％超を達成され、13年連続で金賞を受賞され
ますとともに、会員数の純増を続けられるなど、全
国でも有数の実績を挙げられました。これは、役員
及び会員の皆様の並々ならぬご努力と熱意の賜物で
あります。心より敬意を表する次第であります。
　私にとりましてこの一年間、種々の行事を通じて
皆様と親しく交流させていただき、様々なご意見や
心温まるお言葉を頂戴することができました。また、
山武郡市の歴史や文化とふれあい、豊かな自然とお
いしい果物や野菜、魚貝類などを堪能し、まさに「土
地を愛し、人を愛し、仕事を愛した」忘れられない
東金税務署勤務となりました。本当にありがとうご
ざいました。
　最後になりましたが、公益社団法人東金法人会の
益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝並びに事業
のご繁栄を心よりご祈念申し上げますとともに、今
後とも、引き続き、税務行政に対するご支援ご協力
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　一年間、本当にありがとうございました。
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東金税務署幹部職員異動のお知らせ
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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）
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　商業登記認証局、公的個人認
証局、日本税理士会連合会電子
認証局、特定の民間認証局が発
行したものを使用できます。
　なお、税理士に申告書等の作
成・送信を依頼している納税者
は電子証明書は不要です。

電子証明書を取得する
　工ルタックスホームページ
を聞き、必要事項を入力して
利用届出を行います。
　利用者ID、仮暗証番号を入
手します。

利用届出を行う

　地方税電子化協議会が提供
する電子申告専用ソフト
PCdeskを、工ルタックスホー
ムページからダウンロードし、
インストールします。（工ルタッ
クス対応市販ソフトも利用で
きます。）

PCdesk（ピーシーデスク）
等を入手する

　PCdeskやエルタックス対応市販ソフ
トで、利用者ID・暗証番号を入力して、
ポータルセンタにアクセスし、データを送
信します。

申告データを送信する
　PCdeskや工ルタックス対応市販ソフ
トで、申告データを作成し、電子署名を付
与します。
　なお、税理士に申告書等の作成・送信
を依頼している納税者の電子署名は不
要です。

申告データを作成する

東金県税事務所からのお知らせ

～ネットで申告・申請・届出 工ルタックスを利用してみませんか～

千葉県への法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の申告等が、インターネッ卜を利用した電子申告で行うことができます。

①申告までの準備は？（まず、利用届出を行います。パソコン等をご用意ください。）

②申告方法は？（準備が完了したら、いよいよ電子申告を行います。）

納税者または
代理人（税理士等）

インターネット上の
地方税総合窓口
ポータルセンタ

インターネット

地方税ポータルシステム（eLTAX: 工ルタックス）
（一社）地方税電子化協議会が運営しています。

申告しようとする法人

千葉県

他の
都道府県等

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の電子申告等

○インターネットで、オフィスや自宅から簡単に申告・申請・届出
○複数の都道府県等ヘ申告する場合も、まとめて1度に。
○電子署名を簡素化しています。
　（税理士に申告書の作成・送信を依頼している納税者本人です）
○インターネットでの工ルタックスの利用は、8:30～24：00
　（土・日・祝日・年末年始を除きます。）

工ルタックスホーム
ページでより詳しく
お知らせしています。

▶▶▶▶▶▶▶▶ 申告までの流れ ◀◀◀◀◀◀◀◀

　　　  　詳しくは~工ルタックス ホームページに掲載されています。

　○エルタックス ホームページ http://www.eltax.jp
　○エルタックス ヘルプデスク　TEL.0570-081459

　　県税に対するお問い合わせは、東金県税事務所課税課まで TEL.0475（54）0223

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
（9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始を除きます。）

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）



− 12 − 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）



− 13 −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）



− 14 − 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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8月〜11月の行事予定
8月       
  2日 （木） 生活習慣病健診  東金商工会館
  3日 （金） 生活習慣病健診  東金商工会館
  8日 （水） 生活習慣病健診  山武市ふれあい館
  13日（月）～15日（水） 事務局夏季休業 
9月       
  4日 （火） 決算法人説明会  東金商工会館
  5日 （水） 理事会・会員増強運動推進会議  蓬莱閣
  8日 （土） 青年部会　アウトドア研修（地引網）  真亀海岸（九十九里町）
  19日 （水） 税制委員会　税務研修会  東金商工会館
  21日 （金） 青年部会　ビットコインセミナー  東金商工会館
  26日 （水） パソコンセミナー  東金商工会館
  27日 （木） パソコンセミナー  東金商工会館
 10月       
  2日 （火） チャリティーゴルフ大会  山田ゴルフ倶楽部
  4日 （木） 消費税軽減税率セミナー  東金商工会館
  5日 （金） 女性部会・源泉部会　県外研修  ANA機体工場　他
  11日 （木） 全国大会  鳥取県
  18日 （木） 新設法人説明会  東金商工会館
  20日 （土） 青年部会　租税教室  大網白里市産業祭
  26日 （金） 源泉部会　年末調整説明会  東金商工会館
11月       
  2日 （金） 決算法人説明会  東金商工会館
  7日 （水） 会員増強運動検討会議  東金商工会館
  9日 （金） 全国青年の集い  岐阜県
  　11日(日)～17日(土) 税を考える週間  
 　 15日 （木） 納税表彰式  東金商工会館

健康診断健康診断
くわしい内容と受付は、10月に会員全員に黄色い封書で通知します。くわしい内容と受付は、10月に会員全員に黄色い封書で通知します。

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

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）



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」欄に東金法人会会員と入力しましょう。

公益社団法人 東金法人会々員 申告書にこのシールを切り取って必ず貼りましょう。
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　道標は旅行く人の道しるべ。
　皆さんご存知の時代劇「水戸黄門」。街道を進む
ご一行、食いしん坊の八兵衛さんは、前方に道標を
見つけ「この先○○宿か。○○宿には美味い名物が
沢山あったな！ご隠居、急ぎましょう。」なんてシ
ーンがあったような気がします。
　ところで、道標は街道の交差点や分岐点、一里塚
などに建てられることが多く、江戸時代の参勤交代
に伴う街道整備や、庶民の社寺参詣・湯治の旅の隆
盛に伴い普及しました。
　旧山武町では、十二基の道標の存在が知られてい
ます。その中から特徴的なものを紹介しましょう。

　道標と言うと石造の四角い柱状ものを想像しがち
ですが、中には写真①や②のようなものもあるので
す。
　写真①は中津田熊野神社入口三叉路に立つ、正面
に鬼のような形相をした像をもつもの。写真②は、
雨坪字井戸谷旧道三叉路に立つ、丸い自然石を二つ
に割ったようなもの。
　このふたつも道標の仲間ですがデザイン的に道標
が主役ではありません。
　写真①及び表紙は、庚申講（こうしんこう）とい
う江戸時代の民間信仰に基づいて建立された石塔に
道案内の銘文がついているものです。
　庚申講とは、庚申（かのえさる）の夜、仲間で集
まり夜を明かして人体に潜むという三尸（さんし）
の虫が身体から抜け出して悪さをするのを封じると
いう行事で延命長寿にご利益があるとされていまし
た。
　中ほどの鬼のような形相をした像は、青面金剛（せ
いめんこんごう）という、庚申塔の守り本尊です。

青面金剛を中に配して「左 はにや」「右 板がわ道」
と刻まれています。
　裏面の記載から、建立は、文化四年（一八〇七）
年五月吉日。建立者は、花壇次郎右衛門・伊藤左兵
衛の二名。
　文字がかすれて読めないところがありますが、
十三年成就という文字が刻まれています。
　庚申講を回数重ねて願いが成就した祝いに建立し
たものでしょう。
　写真②は、馬頭観音（ばとうかんのん）に道標を
兼ねているものです。
　馬頭観音とは、観音菩薩が化身したもので家畜の
安全、健康を祈るとともに、旅の道中を守る観音様
として信仰されていました。
　江戸時代以降、国内の流通が活発化し、馬による
貨物輸送が陸上の物流の主役だった時代、馬によっ
て生計を立てていた人々が愛馬供養のために建立し
たものです。
　この石塔風化が激しく苔むしており、写真では刻
まれた文字がほとんど判りませんが、正面中程に馬
頭観世音の文字を配して、「右 モリ」「左 雨坪」と
刻んでいます。
　建立されたのは、明治二七年（一八九四）十月
十八日。建立者は加藤利三郎とあります。
　この塔が建立されてから三年後、総武鉄道（本所
～成東間・成東～銚子間）が開通しました。
　荷物輸送は馬から鉄道の時代へと移り、この塔が
建てられた道筋も落ち葉に埋もれていきました。
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税金を 納めて安心 輝く未来 （東金市立西中学校3年生 鈴木 優香さん）

旧山武町の道標
どうひょう

※写真③は下布田字古屋の県道三叉路に立つ角柱型の道標で、大正二年
に建てられたものです。高さ七十八センチメートルで幅十五～十六セ
ンチメートルの四辺にそれぞれ「此方　日向驛道」「正面　源村役場道」
「此方源村上布田極楽寺道」「大正二年四月源村青年會」と彫られてい
ます。こちらはとても解りやすい道標です。
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