
2021 年2021 年
（令和３年）（令和３年）

380380第第 号号

3·4

写真提供：（有）トコロスタジオ　香取信行氏写真提供：（有）トコロスタジオ　香取信行氏
撮影場所：成田市上町隧道付近の万朶（ばんだ）の桜撮影場所：成田市上町隧道付近の万朶（ばんだ）の桜

発行所 /一般社団法人成田法人会　成田市花崎町 789-14　成田法人会館　電話 0476-24-1555　FAX0476-22-5009
　　　　　　　　　　　　　　　　発行人 /林　　康　博　　編集 /諸　岡　　勲

令和２年度の会員増強について……………２令和２年度の会員増強について……………２

研修委員会（三者調整会議）………………３研修委員会（三者調整会議）………………３

源泉部会オンラインセミナー………………４源泉部会オンラインセミナー………………４

新入会員紹介…………………………………４新入会員紹介…………………………………４

事務局からのお知らせ………………………５事務局からのお知らせ………………………５

税務署からのお知らせ…………………６～７税務署からのお知らせ…………………６～７

行事予定、研修・講習会等予定表…………８行事予定、研修・講習会等予定表…………８

源泉所得税基礎講座のご案内………………９源泉所得税基礎講座のご案内………………９

インターネットセミナーのご案内……10～11インターネットセミナーのご案内……10～11

令和２年分確定申告について………………12令和２年分確定申告について………………12

目　次目　次

http://www.narita-houjinkai.or.jp/



2 2021年３・４月／第380号

　新型コロナウイルス感染症拡大が続いて
いることを踏まえ、県法連では統一した会
員増強活動は実施せず各単位会の実情に応
じた個別対応とすることとなりました。そ
のようななか、成田法人会では９月８日の
理事会決議に基づき、会員増強の年度目標
を全体で100件とする見直しを行い、各支
部とも目標達成に向けて積極的に会員勧奨
を行っていただき、１月末をもって年度目
標を達成することができました。
（２月15日現在、獲得101社、達成率101％）

　支部別では、成田北、成田東、成田中央、
成田西、成田ニュータウン、空港、大栄、
酒々井、八街、佐倉、志津南、四街道、大
日、四街道東、白井、栄の16支部が目標を達
成し、遠山、下総、富里、根郷、志津北の
５支部が目標の50％以上を達成しています。
　目標未達の支部は３月末までに何とか目
標達成できますようご努力頂きますととも
に、目標達成した支部につきましても、１
先でも多く獲得頂きますようお願いいたし
ます。

令和 2年度の会員増強の状況　（令和 3年 2月 15日現在）　　　　　　（単位：社）

支 部 名 目標数 入会数 支 部 名 目標数 入会数 支 部 名 目標数 入会数

☆成 田 北 　２ 　２ ☆大　　栄 　２ 　３ ☆志 津 南 　５ 　５

☆成 田 東 　２ 　３ △富　　里 　９ 　８ ☆四 街 道 　４ 　４

☆成田中央 　２ 　２ ☆酒 々 井 　２ 　６ ☆大　　日 　４ 　４

☆成 田 西 　３ 　６ ☆八　　街 １１ １６ ☆四街道東 　５ 　６

☆成田ＮＴ 　２ 　２ ☆佐　　倉 　３ 　３ ☆白　　井 　９ １０

☆空　　港 　３ 　９ △根　　郷 　４ 　２ 　印　　西 　９ 　２

△遠　　山 　２ 　１ 　臼　　井 　５ 　１ 　印 西 東 　２ 　０

△下　　総 　２ 　１ △志 津 北 　６ 　３ ☆　 栄 　 　２ 　２

☆＝目標１００％達成支部
△＝目標　５０％達成支部 合　　　計 １００ １０１

令和２年度の会員増強について
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研修委員会（三者調整会議）

　１月22日（金）成田法人会館において、令和３
年度の研修計画（案）の骨子を話し合うための
研修委員会（三者調整会議）が開催された。
　会議には以下のメンバーが出席した。
【成田税務署】
　法人課税第１統括官　古澤　敏之 氏
　源泉審理担当上席　　高野　　亮 氏
　法人審理担当調査官　大西　由浩 氏
【千葉県税理士会成田支部】
　副支部長　　　　　　田中　晴治 氏
　税務支援対策部長　　斎藤　忠弘 氏
　税務支援対策副部長　中村　裕史 氏
【成田法人会】
　研修委員長　　　　　吉田　孝一
　事務局長　　　　　　井上　立雄
　事務局参事　　　　　酒井　猛夫
　令和２年度の研修事業は、新型コロナウイル
ス感染拡大による２度の緊急事態宣言発令を受
け、多くの研修会や説明会がやむなく中止と
なった。しかし感染予防対策を講ずるなか、成
田税務署、千葉県税理士会成田支部等関係機関
の協力により、８月から12月までの間に研修
会・説明会の一部を再開することができた。

　また初めての試みとして、源泉部会（46社）
を対象に、外部講師によるオンラインセミナー
を11月（年末調整説明セミナー）と２月（新型
コロナウイルス感染症緊急経済対策による特別
措置税制セミナー）に２回実施した。
　令和３年度の研修計画（案）については、研修
内容、日程、会場等について検討を行った。ま
た研修実施にあたっての感染予防対策について
確認を行った。
　研修内容としては、税務・税制知識の普及に
関する研修会・講習会として、夏季税制セミ
ナー、税務・税制セミナー、決算法人説明会、
新設法人説明会、源泉所得税を主体とする実務
研修会（源泉所得税基礎講座、源泉所得税研修
会、年末調整説明会）を従来通り実施するとと
もに、引き続きオンラインセミナーを実施する
こととした。
　経営支援等の研修会・講習会として、初級簿
記講習会、税務簿記講習会、簿記基礎講座、会
計ソフト講習会を引き続き実施することとした。
また令和５年10月１日よりインボイス制度が導
入されることから、各研修会等において同制度
の概要について説明を行っていくこととした。
　なお感染予防対策を講ずるため、原則法人会
館にて開催し、各会とも10人定員（事前申込）、
マスク着用、検温の実施、手指の消毒、部屋の
換気、講師用飛沫防止ビニールの設置、研修終
了後の事務局による机・椅子等の消毒作業等の
徹底を図ることを確認した。
　研修内容、日程、会場等については、３月３
日開催予定の研修委員会、および３月17日の第
３回理事会で審議される予定である。

吉田研修委員長 古澤法一統括官

会  議  の  様  子



支部名 法　　人　　名 代表者名 所　　在　　地 業　種　名

成 田 北 宙(同) 昆　野　吉　伸 成田市美郷台 貸家貸間業

成 田 東 ㈱なりた住建 佐　藤　英　一 成田市土屋 リフォーム業

成 田 東 ㈱ＰＲＩＭＥ 斉　藤　千　重 成田市久住中央 セミナー ･イベント等の企画開発管理運営業

大　　栄 ㈱ケー・アイ・ピー 加　藤　義　教 成田市新田 プラスチック製造業

富　　里 (医社）彩里会 弓　立　　　孝 富里市七栄 歯科医業

富　　里 ㈱ミツクル 小　川　祐　一 成田市不動ケ岡 建設内装業

富　　里 ㈲幸和 廣　瀨　かほる 富里市七栄 建設業

酒 々 井 サーフ工業㈱ 小　山　克　之 印旛郡酒々井町飯積 金属表面処理業

酒 々 井 セレモニーアシスト 藤　原　貴　裕 印旛郡酒々井町東酒々井 葬祭業

酒 々 井 ㈱ＨＳ 行　木　力　也 千葉市花見川区大日町 建設工事業

八　　街 アクアテック㈱ 谷　口　雄　治 八街市八街ろ 給排水設備工事業

八　　街 アンチグラビリティー･テクノロジーズ㈱ 谷　川　政　義 八街市八街に 不動産業

八　　街 (特非)やさしい心 指定就労継続支援A型 杉　本　潤　哉 八街市八街ほ 職業斡旋業

八　　街 桜木総建㈱ 松　原　　　立 八街市八街ほ 建設業

佐　　倉 ㈱ＤＴＤ 渡　辺　康　雄 佐倉市弥勒町 ソフトウェア開発業

佐　　倉 ㈲大和電器 中　村　和　夫 佐倉市栄町 電器販売業

志 津 北 ㈱エコガード 渡　部　武　彦 佐倉市上座 ガラス工事業

志 津 北 (同)てらおか商店 寺　岡　秀　典 佐倉市ユーカリが丘 ソフトウェア開発業

大　　日 東亜電業㈱ 山　下　良　英 四街道市大日 電気工事業

四街道東 ㈱ケーム電気 倉　舘　　　聡 四街道市栗山 電気配線工事業

白　　井 個人 後　藤　　　優 白井市西白井 内装業

白　　井 個人 田　中　洋　平 我孫子市中峠台 飲食業

白　　井 ㈱グローバル・プランニング 松　本　親　悟 北区赤羽 不動産業

令和２年12月１日～３年１月31日
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源泉部会　オンラインセミナー
　源泉部会（46社）では、オンラインによる「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による特別
税制セミナー」（委託先㈱ブレーン）を２月２日（火）の14：00～15：30に実施し９社が参加した。
　講師は中島祥貴税理士事務所の所長で税理士の中島祥貴氏で、法人の決算月の個別延長について
や、欠損金の繰り戻しによる還付の特例などについて、わかりやすくライブ配信された。

成田空港警備（株）での受講の様子 （株）ピーテックでの受講の様子
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第48回定時総会および各部会総会について第48回定時総会および各部会総会について

令和３年度会費の講座振替のご案内令和３年度会費の講座振替のご案内

　第48回定時総会および各部会総会につきましては、以下の日程・会場にて準備を

進めておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては中止・変更等

行うこともあります。対象の部会員、会員の皆様には別途ご通知申し上げますが、

日程・会場・時間等について法人会ホームページでも必ずご確認ください。

　　　日　　時：令和３年６月８日（火）　１４：００～（予定）

　　　会　　場：ホテル日航成田

　　　日　　時：令和３年５月21日（金）　１４：００～（予定）

　　　会　　場：ＡＮＡクラウンプラザホテル成田

　　　日　　時：令和３年５月21日（金）　１４：００～（予定）

　　　会　　場：ＡＮＡクラウンプラザホテル成田

　　　日　　時：令和３年６月２日（水）　１０：００～（予定）

　　　会　　場：成田法人会館

　令和３年度会費は、令和３年６月15日（火）にご指定の金融機関口座よりお振替さ

せていただきます。

　口座振替をご利用されている会員の皆様には、５月上旬に「法人会会費口座振替

のご案内」をお送りします。お手元に届きましたら、記載のご指定口座をご確認

のうえ、振替日前日までに振替金額相当をご入金くださいますようお願いいたしま

す。

第48回　定時総会

青年部会総会

女性部会総会

源泉部会総会
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行事予定行事予定 行事予定行事予定

　　　　　　　　月

区　　分　　　　　

３　月 ４　月 ５　月
備　　　考

日 場　所 日 場　所 日 場　所

決算法人説明会
（全会員対象）

23
26 ※中　止 ５ 成　田

法人会館 10 成　田
法人会館

受講料：無料
13：30 ～ 16：10
事前申込要
定員 10 名

新設法人説明会
（全会員対象） 12 成　田

法人会館

受講料：無料
13：30 ～ 16：30
事前申込要
定員 10 名

税務･税制セミナー
（全会員対象）

17
24

成　田
法人会館

受講料：無料
13：30 ～ 16：00
事前申込要
定員 10 名

源泉所得税基礎講座
９
16
22

成　田
法人会館

受講料：無料
13：30 ～ 16：00
事前申込要
定員 10 名

初級簿記講習会

２
６
８
13
19
21
26

※中　止

11
14
18
25
28

※中　止
受講料：有料
13：30 ～ 16：30
事前申込要
定員 10 名

研修会・講習会等予定表研修会・講習会等予定表

３日㈬　研修委員会　　　　※開催中止
５日㈮　組織・厚生委員会　※開催中止
９日㈫　総務委員会　　　　※開催中止
９日㈫　会長・副会長会議（成田法人会館）
11日㈭　青年部会役員会　（成田法人会館）
12日㈮　女性部会役員会　　※開催中止
17日㈬　会長・副会長会議（ヒルトン成田）
17日㈬　第３回理事会　　（ヒルトン成田）
19日㈮　八街支部役員会　（八街商工会議所）

14日㈬　白井支部情報交換会（船橋ＣＣ）
15日㈭　会計監査　　　　　（成田法人会館）
22日㈭　六団体長会議　　　（成田税務署）
23日㈮　会長・副会長会議　（ホテル日航成田）
23日㈮　第１回理事会　　　（ホテル日航成田）

７日㈮　税制委員会　　　　（成田法人会館）
21日㈮　青年部会／女性部会総会
　　　　　　（ＡＮＡクラウンプラザホテル成田）

４　月３　月

５　月

※１　すべての研修・講習会について定員10名（１社１名）とさせて頂き、必ず事前に受講申し込みをお願いします。
　　　申込書は、成田法人会ホームページにも掲載しますので、印刷していただき法人会事務局宛てにＦＡＸまたは郵

送してください。（ＦＡＸ：0476-22-5009）
※２　研修会の中止・変更等の場合は、申込者にはご連絡いたしますが、日程・会場・時間について、法人会ホーム

ページでも必ずご確認ください。
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源泉所得税基礎講座のご案内
一般社団法人　成田法人会　

源泉所得税基礎講座受講申込書
ＦＡＸ番号　0476-22-5009

受講希望日を〇印で囲んでください ☞　９日（金）・１６日（金）・２２日（木）

法 人 名
電　話

ＦＡＸ

住　　所

ふりがな

受講者名

※ 1 社 1 名でのお申込みでお願いします。

１　日時・会場

２　講　　師 ： 成田税務署　源泉所得税担当
３　受 講 料 ： 無　料
４　申　　込 ： ＦＡＸまたは郵送（必着）によりお申し込みください。
　　　　　　　　成田法人会事務局　　ＴＥＬ  0476–24–1555　ＦＡＸ  0476–22–5009
５　定　　員 ： 各回先着１０名（１社１名でお願いします）
　　　　　　　　※定員になり次第締切となります。
　　　　　　　　なお、準備の関係上、３月19日（金）までにお申し込みください。
　　　　　　　　※講義は各回とも同内容です。いずれかの開催日をお選びください。
６　そ の 他 ： 
　　（１）筆記具、電卓をご用意ください。
　　（２）受講中はマスクの着用をお願いいたします。
　　（３）受講日当日は、ご自宅で必ず「体温測定（検温）」をしていただき、37.5℃以上の
　　　　　発熱や体調不良のある場合、当日の受講はお控えくださいますようご協力をお願
　　　　　いいたします。
　　　　　また、講習会当日にも、非接触型体温計にて検温させていただきます。
　　（４）講習中、適宜、会場の換気を実施いたします。
　　（５）会場には受講者用の駐車スペースがありませんので、公共交通機関をご利用くだ
　　　　　さい。

回 開　催　日 開催時間 会　　　場

１ 令和３年４月９日（金） １３：３０
～

１６：００

成田法人会館
成田市花崎町789-14

電話 0476-24-1555　Fax 0476-22-5009

２ 令和３年４月16日（金）

３ 令和３年４月22日（木）
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セミナー名 講師 分数  セミナー名 講師 分数 

研
修
・
人
材
育
成 

《集中する》 

57 秒の元気術 
松﨑 俊道 4分 

一
般
経
営 

中小企業が知っておきたい 

“AI”のこれから 
加藤 忠宏 41分 

With コロナ時代の現場本質型 

思考力伝達コミュニケーション 
川崎 雄司 58分 

雇用調整助成金で危機を乗り切ろう！ 

申請書類作成のポイント 
荒木 康之 61分 

オンライン会議に最適 
「Cisco Webex ミーティング」 

活用セミナー 
岩見 誠 18分 

コロナショックを乗り切る！ 

中小企業の資金繰り術 
横山 悟一 59分 

今知りたい 

グリーフケアって何？ 
石井 亜由美 36分 

～緊急解説！ 2次補正予算対応版～
新型コロナウイルス感染症で影響を受

ける事業者の皆様への支援策 
井手 美由樹 60分 

超入門！元刑事が教える 

面接で役立つネット情報の集め方 
森 雅人 25分 無料集客ツールGoogle mapの活用術 加藤 忠宏 47分 

労
務 

あなたの会社の準備はお済みですか？ 

コロナ禍で求められる労務の備え 
野澤 直子 103分 

税
務
・
経
理 

社長と会社にお金を残すための 

バランスシート経営 
海生 裕明 110分 

社長の「想い」が次世代に 

つながるカンタンすぎる人事評価制度 
山本 昌幸 49分 

会社のお金の悩み解決講座 

第1～4回 
仲光 和之 56分 

健
康 

～ココロの悩み相談～ 

１．イライラを解消するには 
渡部 富美子 5分 

認知症で困らない！ 

「家族信託」活用ガイド 
柴崎 智哉 54分 

お風呂に入ってリラックス 

～睡眠負債解消法 4 
矢間 あや 3分 政

治 

経
済 

2021年、コロナ危機を乗り越え 

日本経済は必ず復活する！ 
岡田 晃 40分 
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仕事力を育てる 新片づけ術 
 テレワーク時代のスタンダード  

 「Zoomミーティング」活用セミナー 

 

お問い合わせは成田法人会事務局まで ＴＴＥＥＬＬ：：00447766--2244--11555555  

  

        

会員の方は６００タイトル以上のセミナーが無料で受講できます 

成田法人会よりインターネットセミナーのご案内 

成田法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます 

 

           会員ID：hhjj00330077  パスワード：11555555 
 

ID・パスワードは 

掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。 
掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です。 

http://www.narita-houjinkai.or.jp 

 

新しい時代を切り開く！ 

～上杉鷹山に学ぶ危機突破力 

経済評論家 大阪経済大学客員教授 
岡田 晃 

ログインID パスワード ログイン 

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください 

●●●●● ●●●●● 

会員は専用IDとパスワードを入

れてログインする事により多くのコン

テンツが視聴可能となります。 

成田法人会 検索 で検索いただけます 

 

※ 画面はイメージとなります。 

視聴は無料です 

掃除・片づけコンサルタント 
株式会社ダブルビーイング社長 響城 れい 

株式会社ブレーン パソコンセミナー専任講師 
岩見 誠 

 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 
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成田法人会 事務局 

 

 国税庁より、令和 2 年分の確定申告について、下記の通り、国税庁ホームページに申告・納付期限

延長の案内がありました。（（hhttttppss::////wwwwww..nnttaa..ggoo..jjpp//ddaattaa//003300220022kkiiggeenneenncchhoo..ppddff））  

 なお、皆 様 には、引 き続 き、ご自 宅 や職 場 からパソコンやスマホで確 定 申 告 が利 用 できる

ｅ-Ｔａｘのご利用、期限内納付を励行いただきますようお願いいたします。 

 

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を 

令和 3 年 4 月 15 日（木）まで延長します。 
 
 

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が、令和 2 年分所

得税の確定申告期間（令和 3 年 2 月 16 日～3 月 15 日）と重なることを踏まえ、十分な申告期

間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税（及び復興特別所

得税）、贈与税及び個人事業者の消費税（及び地方消費税）の申告期限・納付期限について、

全国一律で、令和 3 年 4 月 15 日（木）まで延長することといたしました。 

 これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日

についても、下記のとおり延長することといたしました。 

 

〇申告期限・納付期限 

 税  目 当  初 延  長  後  

申告所得税 令和 3 年 3 月 15 日（月） 

令和 3 年 4 月 15 日（木） 個人事業者の消費税 令和 3 年 3 月 31 日（水） 

贈与税 令和 3 年 3 月 15 日（月） 

 

〇振替日 

税  目 当  初 延  長  後 

申告所得税 令和 3 年 4 月 19 日（月） 令和 3 年 5 月 31 日（月） 

個人事業者の消費税 令和 3 年 4 月 23 日（金） 令和 3 年 5 月 24 日（月） 

 

 確定申告会場については、レイアウト・運営方法を昨年とは大幅に見直しており、換気・消毒・距

離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等により三密回避を徹底すること

で、安心してご相談いただける環境整備を進めております。 

 なお、令和 3 年 3 月 16 日（火）以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じること

も予想されます。会場での申告相談をご希望の方は、申告のご準備が整い次第、可能な範囲内

でお早目の来場をお願いいたします。 

  （参考） 確定申告会場への来場を検討されている方へ 

（（hhttttppss::////wwwwww..nnttaa..ggoo..jjpp//ttaaxxeess//sshhiirraabbeerruu//sshhiinnkkookkuu//kkaannsseennsshhoo//ppddff//ttaaiissaakkuu__0022..ppddff））  

  

 また、申告や相談に当たっては、ご自宅等からもｅ-Ｔａｘや電話相談・チャットボットをご利用いただ

けますので、感染症対策の観点からもぜひご利用ください。 

  


