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令和２年度　第２回会長・副会長会議、第２回理事会令和２年度　第２回会長・副会長会議、第２回理事会

林 会 長 大 久 保 署長

　９月８日（火）第２回会長・副会長会議が、ホ
テル日航成田において、林会長ほか８名の副会
長が出席して開催された。理事会議案のほか新
型コロナウイルス感染拡大による各行事の対応
等について審議された。
　続いて、同ホテルにて午後12時30分より第２
回理事会が会長、副会長、理事が40名、監事が
２名出席して開催された。
　また、成田税務署から大久保署長、外川副署
長、古澤統括官、野田上席が参加され、７月に
着任された大久保署長よりご挨拶を頂いた。
主要な議題は以下のとおりであった。

第１議題　会員増強統活動の件
　本議題については、藤崎副会長（組織委員
長）および事務局より下記のとおり説明があり
審議された。
①本年度における県法連の会員増強活動（例年

９～12月）については、新型コロナウイルス
感染拡大の影響等を考慮し、８月４日開催の
県法連組織委員会において、統一した増強活
動は実施しないことが決定され、各単位会の
実情に応じて個別に対応することとなった。

②成田法人会としては、納税意識の高揚や税知
識の普及・啓発活動を継続していく上で、会
員組織の弱体化は避けたいところでもあり、
諸般の状況等を踏まえ、本年度の会員増強目
標を半数の100件に下げ、各支部の目標を見
直すこととする（原則50％減とするが、最低
２件以上の目標件数とする）。

③また会員増強に関する表彰（副賞）について
は現行どおりとする。

藤﨑組織委員長 海寳地域社会貢献委員長

支部ごとの会員増強目標（変更後）

支　部　名 目標件数（件）
成 田 北 ２
成 田 東 ２
成 田 中 央 ２
成 田 西 ３
成田ニュータウン ２
空 港 ３
遠 山 ２
下 総 ２
大 栄 ２
富 里 ９
酒 々 井 ２
八 街 １１
佐 倉 ３
根 郷 ４
臼 井 ５
志 津 北 ６
志 津 南 ５
四 街 道 ４
大 日 ４
四 街 道 東 ５
白 井 ９
印 西 ９
印 西 東 ２

栄 ２
合 計 １００
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第２議題　チャリティーゴルフ大会開催の件
　続いて第２議題については、海寳副会長（地
域社会貢献委員長）および事務局より下記のと
おり説明があり審議された。

１．大会開催の趣旨
　　成田法人会は「税のオピニオンリーダーと

して、企業の発展を支援し、地域の振興に寄
与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団
体である」ことを理念として活動している。

　　こうしたなか、今般の新型コロナウイルス
感染拡大により、成田法人会の会員企業にも
大きな影響が生じているが、国や地方自治体、
医療機関への負担は増す一方である。

　　法人会として地域の医療業務に少しでも寄
与すべく、ＰＣＲ検査等に日々ご尽力されて
いる公益社団法人印旛市郡医師会（成田市加
良部３－17－２）に対し、支部、部会、会員
の協力をもって寄付を行い（目標寄付総額
100万円）、新型コロナウイルス感染対策の
一助として頂くためにチャリティーゴルフ大
会を開催するものである。

　　また本行事を活用して、新入会員の獲得、
組織の強化を図っていくこととしたい。

２．実行委員会
　　法人会組織内に今回の開催に限定した

「チャリティーゴルフ大会実行委員会」を
設置する。

　【実行委員会の役割】
　〇チャリティーゴルフ大会の企画・運営に関

する事項
　〇当日の受付・進行、会計等に関する事項
　〇その他チャリティーゴルフ大会全般に係わ

る事項
【実行委員会メンバー（敬称略）】
　　大 会 会 長　　林　　　康　博
　　実 行 委 員 長　　海　寳　弘　和
　　実行副委員長　　江　口　寛　通
　　実 行 委 員　　副会長（ブロック長）
　　　　　　　　　　富里支部長
　　　　　　　　　　青年部会長、女性部会長
　　　　　　　　　　地域社会貢献委員

３．実施計画について
【実 施 日】令和２年11月20日（金）
【会　　場】久能カントリー倶楽部
【参加資格】成田法人会の会員企業
【組　　数】30組120名程度
【募　　集】９月中旬申込開始
　※初めてのイベントであり時間的制約もある

ことから、今回は会報誌等で全会員に募集
するのではなく、支部長等の支部役員や部
会役員がとりまとめて事務局へ申し込む方
法とする（詳細は支部長あて連絡）。

【支部参加費・部会参加費】
　〇各支部は、本チャリティーゴルフ大会への

参加を「支部計画事業」として位置付け、
１支部30,000円の支部参加費を支出。

　〇青年部会・女性部会は「部会事業」として
位置付け、１部会30,000円の部会参加費を
支出。

【プレー参加費】
　〇１人21,000円（プレー代＋昼食＋ワンドリ

ンク＝19,000円に、チャリティー代2,000
円）。

　　なおボール代等で上記金額を超えた分は個
別に久能ＣＣで精算する。

４．公益社団法人印旛市郡医師会について
　　公益社団法人印旛市郡医師会は、1947年

に「印旛郡医師会」として発足。
　　成田市、佐倉市、印西市、四街道市、八

街市、白井市、富里市、酒々井町、栄町の９
つの市町からなる医師会であり、2013年より
公益社団法人として、医療・保険・福祉の充
実と発展を目指して各種事業を行っている。

　　会員数は開業医と勤務医を合わせ564人。
地域医療に貢献するため、各自治体で行われ
ている住民検診や予防接種への協カ・実施、
学校医の受託、夜間や休・祝日の診療、市民
公開講座の開催、感染症発生動向調査の公表
など様々な活動を行っている。

　　同医師会では、県からの委託で週２回Ｐ
ＣＲ検査を実施しており、各医師が自分の日
程を調整して検査に従事している。
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第３議題　新型コロナウイルス感染防止のため
の「支部行事開催等に関するガイドライン」
の件

　続いて第３議題については、事務局より資料
に基づき説明があり、下記の①～④のケースに
おける各ガイドラインについて審議された。
　①支部役員会・異業種交流会・新入会員歓迎

会・部会役員会・委員会で飲食を伴う場合
　②バス研修
　③親睦ゴルフコンペ
　④研修会・セミナー

第４議題　理事の職務執行報告
　事務局より令和２年度の理事の職務執行報告
について、資料に基づき説明がなされた。

第５議題　その他
　続いて第５議題として、事務局および諸岡陽
子常任理事（女性部会長）、長谷川智之常任理事

（青年部会長）より下記のとおり説明があった。

１．観劇研修
　　主　催　青年部会・女性部会の共催
　　日　時　令和２年10月23日(金)17時～
　　会　場　成田ビューホテル　翼の間
　　内　容　劇団前進座を成田へ招聘し、朗読
　　　　　　劇を上演してもらう。
　　演　目　『平次女難』野村胡堂原作
　　　　　　「銭形平次捕物控」より
　　参加者　50名限定
　　劇団前進座について

　劇団前進座は1931年に創立され、武蔵
野市を本拠とする日本の劇団。市井の庶
民・江戸っ子をリアルに描く世話物を得
意としており、歌舞伎・時代劇・現代
劇・児童劇と多彩なレパートリーがある。

２．「税を考える週間」における街頭キャンペーン
　成田法人会では、青年部が中心となり「税
を考える週間（11月11日～17日）」において、
下記のとおり税知識の普及・啓発活動を行う
こととし、11月12日（木）にＪＲ成田駅前にお
いて、市民に対し税に関するパンフレット等
の配布を行う。また県内で知名度の高い里崎
智也氏（元千葉ロッテマリーンズ捕手、現野
球解説者および千葉ロッテマリーンズ・スペ
シャルアドバイザー）を招聘し参加頂くこと
で、市民へのアピール効果向上を図る。

　①実施概要
　　日　時　令和２年11月12日（木）
　　　　　　10：00~11：00
　　場　所　ＪＲ成田駅　東口付近
　　　　　　（千葉銀行成田支店前）
　　主　催　成田法人会　青年部
　　協　賛　成田青色申告会、成田間税会
　　　　　　成田酒類業懇話会、
　　　　　　成田税務署管内納税貯蓄組合連合会、
　　　　　　千葉県税理士会成田支部
　　後　援　成田税務署
　　協　力　成　田　市
　　配布物　税に関するパンフレット等
　　対象者　一般市民に配布
　　ゲスト　里崎智也氏（千葉ロッテマリー
　　　　　　ンズ・スペシャルアドバイザー）
　②当日参加予定者
　　成田法人会　会長、広報委員長
　　　　　　　　青年部会長、女性部会長
　　　　　　　　成田ブロックの支部長
　　成田税務署　大久保署長他幹部の方々
　　成　田　市　小泉市長他幹部の方々
　　成田青色申告会他６団体の方々

諸岡女性部会長 長谷川青年部会長

理事会の様子
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令和２年７月　一般社団法人成田法人会

新型コロナウイルス感染防止のための新型コロナウイルス感染防止のための
「支部行事開催等に関するガイドライン」「支部行事開催等に関するガイドライン」

※今後の感染状況等によって変更となる場合があります。

１．支部役員会・異業種交流会・新入会員歓迎会・部会役員会・委員会で飲食を伴う場合

　□入室前に体温測定を実施する（事務局が非接触型体温計を持参）。
　□事前に手を消毒する。
　□隣の席との間隔をあけ、なるべく向かい合わせにならないよう着座する。
　□飲み物はマイドリンクで手酌を基本とする。
　□大皿は避けて、できるだけ１人盛りの料理にする。
　□大声でのおしゃべりは控えめにする。
　□店舗の感染防止ルールを遵守する。

２．バス研修

　□宿泊での研修は避ける。
　□乗車前に体温測定を実施する（事務局が非接触型体温計を持参）。
　□事前に手を消毒する。
　□募集定員は20名までとする。20名を超える場合はバスの台数を増やす。
　□隣の席を空ける。また前後の席を窓際と通路側の交互にする。
　□車内はマスクを着用する。
　□バス会社や訪問する施設の感染防止ルールを遵守する。

３．親睦ゴルフコンペ

　□プレー前に体温測定を実施する（事務局が非接触型体温計を持参）。
　□事前に手を消毒する。
　□プレー後のパーティーは「１．支部役員会等」のガイドラインを参考にする。
　□ゴルフ場の感染防止ルールを遵守する。

【参考】研修会・セミナー

　□入室前に体温測定を実施する（事務局が非接触型体温計を持参）。
　□事前に手を消毒する（事務局が消毒液を持参）。
　□原則定員10名（１社１名）とし、席の間隔をあける。
　□講師・受講者は全員マスクを着用する（事務局で予備マスクを持参）。
　□30分おきに室内の換気をする。
　□研修施設の感染防止ルールを遵守する。
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令和３年度税制改正スローガン・令和３年度税制改正に関する提言（要約）
令和３年度税制改正スローガン
〇コロナ禍における厳しい経営環境を

踏まえ、中小企業に実効性ある支援
と税制措置を！

〇厳しい財政状況を踏まえ、コロナ収
束後には本格的な税財政改革を！

Ⅰ．税・財政改革のあり方
　我が国は先進国で最速のスピードで少子高齢化が
進み、かつ人口が減少するという極めて深刻な構造
問題を抱えている。そして今後も新たな感染症の大
流行や経済危機、大規模な自然災害の発生が考えら
れる。せめて国債で賄ったコロナ対策費の負担につ
いて、将来世代に先送りせずに現世代で解決するよ
う議論を開始せねばならない。そのうえで「コロナ
後」を見据えた本格的な税財政改革に取り組むこと
が求められよう。
１．新型コロナウイルスへの対応と財政健全化
・新型コロナウイルスは収束の見通しが立たないこ

とから、その影響は長期化が予想される。このた
め、新型コロナ感染対策と経済活性化の両立を
図っていかなければならない。とりわけ、コロナ
禍の影響によって発生した生活困窮者や経営基盤
が脆弱な中小企業には、引き続き実態等を見極め
ながら効果的な支援措置を迅速に講じていくこと
が重要であろう。

（１）新型コロナの影響は長期化の様相を見せてお
り、資金力の弱い中小企業はすでに限界にきて
いる。中小企業は我が国企業の大半を占めてお
り、地域経済の活性化と雇用の確保などに大き
く貢献していることから、その経営実態等を見
極めながら、雇用と事業と生活を守るための支
援策を引き続き講じていく必要がある。その際、
国や地方は今般の支援制度の周知・広報の徹底
や申請手続きの簡便化、スピーディーな給付等、
実効性を確保することが重要である。

（２）新型コロナ拡大の収束を見据えつつ、税制だ
けでなくデジタル化への対応や大胆な規制緩和
をスピード感をもって行うなど、日本経済の迅
速な回復に向けた施策を講じる必要がある。な
お、需要喚起を行うことも必要ではあるが、そ
れが財政規律を無視したバラマキ政策とならな
いよう十分配慮すべきである。とりわけ、今年

度補正予算で盛り込まれた膨大な予備費につい
ては厳しく使途をチェックする必要がある。

（３）財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束
後には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れ
るよう準備を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。

（４）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。すでに、一部に
は日本国債の格付け引き下げの動きもでており、
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
・社会保障給付費は公費と保険料で構成されており、

持続可能な社会保障制度を構築するには、適正な
「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点
化・効率化」によって可能な限り抑制することが
必須である。

・社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」の
役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点も
重要である。医療保険の窓口負担や介護保険の利
用者負担などについては、高齢者においても負担
能力に応じた公平な負担を原則とする必要がある。

（１）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。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デ
ジタル化対応など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、ジェネリック
の普及率をさらに高める。

（３）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。

（４）生活保護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。

（５）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

令和３年度税制改正に関する提言（要約）
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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。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、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
・新型コロナウイルス対策についても、与野党を含

めて政治の対応が迷走しているほか、行政も旧態
依然とした仕組みによる矛盾や悪弊が明らかにな
り、国民の不満と不信感は近年にないほど高まっ
ている。これを機に地方を含めた政府と議会は
「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削
るなど行政改革を徹底しなければならない。

（１）国・地方における議員定数の大胆な削減、歳
費の抑制。

（２）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。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．マイナンバー制度について
・マイナンバー制度は、すでに運用を開始している

が、マイナンバーカードの普及率が低いなど、国
民や事業者が正しく制度を理解しているとは言い
難い。それは今般の新型コロナ対策でも給付金申
請手続きの混乱などで明らかになった。政府は制
度の意義等の周知に努め、マイナンバーカードを
活用する仕組みづくりに本腰を入れる必要がある。

Ⅱ．中小企業が事業継続するための税制措置
１．法人税関係
・中小企業は新型コロナ拡大による深刻な影響を受

け不安が増幅している。さらに、自然災害による
被害も多発するなど中小企業を取り巻く環境は一
段と厳しさを増しており、事業を継続していくた
めの税制措置の拡充等が必要である。

（１）法人税率の軽減措置
　　　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。なお、本制度は令和３年３月末日が適
用期限となっていることから、直ちに本則化す
ることが困難な場合は適用期限を延長する。

（２）中小企業の技術革新など経済活性化に資する
措置

　　　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。な
お、それが直ちに困難な場合は、令和３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。

　　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。 

（３）中小企業の設備投資支援措置
　　　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。なお、「中
小企業経営強化税制」、および令和元年度税制
改正で創設された「中小企業防災・減災投資促
進税制（中小企業強靱化法）」は、令和３年３
月末日が適用期限となっていることから、適用
期限を延長する。

（４）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。
（５）新型コロナウイルス感染症緊急経済対策にお

ける税制上の措置の延長等
　　　新型コロナウイルスの収束時期は不透明であ

ることから、中小企業の厳しい経営実態等を見
極めながら、適用期限の延長や制度を拡充する
こと。

２．消費税関係
・消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に

欠かせないが、昨年10月に導入された軽減税率制
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
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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。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。

（１）現在施行されている「消費税転嫁対策特別措
置法」は、令和３年３月末日をもって適用が終
了することとなっている。今般の新型コロナに
より、中小企業が多大な影響を受けていること
を考慮すると、同特別措置の適用期限を延長す
るとともに、引き続き、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。

（２）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っている。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。

（３）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。

（４）令和５年10月からの「適格請求書等保存方
式」導入に向け、令和３年10月より「適格請求
書発行事業者」の登録申請がはじまる。こうし
た中で新型コロナの拡大が特に小規模事業者等
の事業継続に多大な影響を与えている。これら
事業者が事務負担増等の理由により廃業を選択
することのないよう、現行の「区分記載請求書
等保存方式」を当面維持するなど、弾力的な対
応が求められる。

３．事業承継税制関係
・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。
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。

（１）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資産と切り離し、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。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実

　　①猶予制度ではなく免除制度に改める。
　　②新型コロナの影響などを考慮すると、より一

層、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。

　　③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。

４．相続税・贈与税関係
・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。
なお、贈与税は経済の活性化に資するよう、次の
とおり見直すべきである。

（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。
５．地方税関係
（１）固定資産税の抜本的見直し
　　　令和３年度は評価替えの年度となるが、今般

の新型コロナは企業に多大な影響を与えている
ことから、負担増とならないよう配慮すべきで
ある。さらに、都市計画税と合せて評価方法お
よび課税方式を抜本的に見直すべきである。

　　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、納税者の事務負担軽減
の観点から、「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
拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業
年度末とすること。また、諸外国の適用状況
等を踏まえ、廃止を含め抜本的に見直すべき
である。

　　④固定資産税の免税点については、平成３年以
降改定がなく据え置かれているため、大幅に
引き上げる。

　　⑤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。
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（２）事業所税の廃止
　　　市町村合併の進行により課税主体が拡大する

ケースも目立つ。事業所税は固定資産税と二重
課税的な性格を有することから廃止すべきであ
る。

（３）超過課税
　　　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人

を課税対象としているうえ、長期間にわたって
課税を実施している自治体も多い。課税の公平
を欠く安易な課税は行うべきでない。

（４）法定外目的税
　　　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反す

ることのないよう配慮するとともに、税収確保
のために法人企業に対して安易な課税は行うべ
きではない。

６．その他
（１）配当に対する二重課税の見直し
（２）電子申告

Ⅲ．地方のあり方
・今般の新型コロナウイルス拡大は、東京一極集中

のリスクを浮き彫りにする一方、地方分権化と広
域行政の必要性も改めて問いかけることになった。
そもそも地方分権化は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ことであり、地方
活性化の観点からも重要であることが指摘されて
きた。これを機に分権化の議論がさらに高まるこ
とを期待したい。

（１）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。

（２）広域行政による効率化や危機対応について早
急かつ具体的な検討を行うべきである。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。

（３）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。

（４）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。

（５）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．震災復興等
・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）」も最終年度である５年目に入ったが、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。

・また近年、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、被災者の立場
に立った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。

Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
・行財政改革の推進と納税者の利便性向上、事務負

担の軽減を図るため、国税と課税の基準を同じく
する法人の道府県民税、市町村民税、法人事業税
の申告納税手続きにつき、地方消費税の執行と同
様に、一層の合理化を図るべきである。

２．租税教育の充実
・税は国や地方が国民に供与する公共サービスの対

価であり、国民全体で等しく負担する義務がある。
また、税を適正に納め、税の使途についても厳し
く監視することが重要である。しかしながら、税
の意義や税が果たす役割を必ずしも国民が十分に
理解しているとは言えない。学校教育はもとより、
社会全体で租税教育に取り組み、納税意識の向上
を図っていく必要がある。
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青年部会・女性部会共催　観劇研修会青年部会・女性部会共催　観劇研修会
劇団前進座による朗読劇『平次女難』劇団前進座による朗読劇『平次女難』
～野村胡堂原作「銭形平次捕物控」より～～野村胡堂原作「銭形平次捕物控」より～

　10月23日（金）青年部会・女性部会の共催によ
る観劇研修会が、成田ビューホテルで開催され、
青年部会、女性部会の会員および林康博法人会
会長が参加した。
　今年は、新型コロナウイルス感染拡大の懸念
が続いていることから、参加者の健康や安全面
を考慮して都内等へバスで出向かず、新たな取
り組みとして、成田に「劇団前進座」をお招き
する形式で観劇することとなった。また「三
密」を避けるため、参加人数は50名限定とし、
広い会場で席の間隔を十分あけるなど、感染対
策を図る中での開催となった。
　また地元の成田高校演劇部をご招待し、生徒
や先生方５名が参加された。

　開演にあたり、主催者を代表して諸岡陽子女
性部会長より挨拶があった後、会場の２階から
前進座の俳優の皆さんが着物姿で登場し、大き
な拍手のなか階段を下りて来て１階の舞台に上
がった。
　今回の演目は、野村胡堂原作「銭形平次捕物
控」より『平次女難』で、４人の俳優による臨
場感溢れる朗読劇として演じられた。
　あらすじは、「銭形の平次が子分のガラッ八
と亥刻よつ（十時）過ぎに両国橋にかかったと
き、橋の上から１人の女が突然川の中へザブン
と身を投げ、それを見た平次が飛び込んで助け
るところから話が始まります。そしてそのお楽
という女に、駄菓子屋の娘お町、石原の利助の
娘のお品、平次の女房お静などが関わり、まさ
に平次女難といった状況となりますが、そこで
殺しの事件が起こり、女房お静に下手人の疑い
がかかります．．．．．」

　俳優さんたちの朗読劇に、参加者は昔にタイ
ムスリップして間近に江戸市民の会話を聞いて
いるかのような不思議な世界に浸る中、野村胡
堂の代表作である銭形平次捕物控の面白さに、
時間が経つのも忘れ聴き入っていた。
　約50分程の朗読劇が終わった後、前進座さん
から劇団や俳優さん達の紹介などをお話し頂き、
ご招待した成田高校演劇部の生徒さんから質問
や感想を述べて頂いた。
　そして女性部会から花束が贈呈され、林康博
会長からお礼の挨拶が行われた。続いて、少人
数ずつ分かれて俳優さん達と一緒に記念撮影が
行われた。
　参加者には、前進座のオリジナル手拭いと、
女性部会が作成したアマビエが印刷されたエコ
バッグが記念のお土産として配られた。

劇団前進座について
　劇団前進座は1931年（昭和６年）に創立さ

れ、武蔵野市を本拠とする日本の劇団です。

　市井の庶民・江戸っ子をリアルに描く世話

物を得意としており、歌舞伎・時代劇・現代

劇・児童劇と多彩なレパートリーがあります。

　今回は俳優４人の方による朗読劇「銭形平

次捕物控」を成田で上演頂きました。

　銭形平次といえば、テレビでの大川橋藏主

演による時代劇ドラマ（1966年～1984年）や

長谷川一夫主演による映画（18作）が有名で

すが、今回は1931年より連載された野村胡堂

による作品（文藝春秋発行の「文藝春秋オー

ル讀物号」）から「平次女難」を取り上げま

した。



女性部会の懇親会の様子

諸岡陽子女性部会長の挨拶

成田高校の皆さんと前進座の皆さん

林会長、青年部会と前進座の皆さん

女性部会と前進座の皆さん

女性部会と前進座の皆さん

女性部会と前進座の皆さん

女性部会と前進座の皆さん
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　観劇研修会の後、女性部会の参加者による懇
親会が同じ成田ビューホテル11Fの「フレンチ
ダイニング　ザ・トップ」で開催された。
　諸岡陽子女性部会長から、本日の観劇研修会
の感想を交えた挨拶の後、片岡愛子副部会長の
乾杯で楽しく美味しい会食が始まった。
　会食の合間に、11月20日に開催される法人会
チャリティーゴルフ大会への募金も行われた。
そして石渡敦子副部会長の中締め挨拶で、心豊
かな観劇研修の夜が幕を閉じた。

劇団前進座の俳優の皆さんと役どころ

　嵐　　　芳三郎 さん（銭形平次 ほか）

　秋　元　辰　美 さん（お静 ほか）

　小　林　祥　子 さん（お楽 ほか）

　松　永　　　瑤 さん（八五郎 ほか）
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第２回 地域社会貢献委員会第２回 地域社会貢献委員会（チャリティーゴルフ大会実行委員会）（チャリティーゴルフ大会実行委員会）
　10月９日（金）成田法人会館において、チャリ
ティーゴルフ大会実行委員会としての第２回地

会 議 の 様 子

青年部会役員会青年部会役員会
　９月18日（金）、ひかたや第二支店において、
青年部会役員会が開催され、長谷川部会長以下
７名が参加した。
　役員会では、主に以下の議題について説明・
審議が行われた。
（１）海外研修について（中止）
（２）「租税教室」の開催および講師選定につ

いて
（３）女性部会との共催による「観劇研修（前

進座による朗読劇）」について
（４）チャリティーゴルフ大会について
（５）税務署長との意見交換会について

税務簿記講習会税務簿記講習会
　９月９日（水）から11月10日（火）まで10回シ
リーズで税務簿記講習会が成田法人会館で開催
されている。
　この講習会は、会社の決算書が作
成できることを目標にするもので、
例年であれば20名近くが受講する人
気の講習会であるが、本年度につい
ては、新型コロナウイルス感染症対
策として募集人数を絞ったことで、
６名の受講者による開講となった。
　講師は、千葉県税理士会成田支部
の斎藤税理士に担当いただいており、

（６）「税を考える週間」における税知識の普
及・啓発活動としての「街頭キャンペー
ン」の実施について

講 習 会 の 様 子

役 員 会 の 様 子

域社会貢献委員会が開催され、海寳
委員長以下２名の地域社会貢献委員
と、林会長、江口副会長以下８名の
本部役員が参加した。
　海寳委員長より、９月８日（火）開
催の第２回理事会において、チャリ
ティーゴルフ大会の開催および印旛
市郡医師会に対する寄付が審議され、
承認となった旨の報告があった。

毎回、講習会開始前に、手指の消毒、検温を実
施し、講師の前面には飛沫防止シートを設置し
て、感染症対策を実施している。

　続いて、参加者の募集状況や賞品、大会の役
割分担等について協議が行われた。
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支部名 法　　人　　名 代 表 者 名 所　在　地 業　種　名

成 田 東 かめや利平㈱ 川　村　陽　介 成田市田町 菓子製造業

成田中央 ㈱寺内畳店 寺　内　大　蔵 成田市花崎町 畳店

成 田 西 アイミー総業㈱ 清　宮　英　雄 成田市飯田町 不動産賃貸

成 田 西 佐藤さくら(同) 大　原　純　子 成田市並木町 介護事業

大　　栄 ㈱コーカ 梶　原　紅　霞 成田市前林 ホテル経営

大　　栄
㈱ディサイド・
インターナショナル

妻　鳥　秀　二 成田市新田 清掃業

大　　栄 ㈱ナリタトレード ホセイン ジャマル 成田市久井崎 中古自動車販売

大　　栄 ㈱昭伸商事 髙　橋　　　昭 成田市津富浦 倉庫業

大　　栄 ㈱成和 成　毛　和　弘 成田市津富浦 鉄骨加工業

富　　里 ㈱新旅 松　浦　忠　弘 富里市日吉台
一般貨物旅客自動車
運送業

酒 々 井 ㈱三徳 斉　藤　敏　雄
印旛郡酒々井町
上岩橋

建築業

根　　郷 ＳＯＭＡ㈲ 高　橋　豊　一 佐倉市太田 運送業

四 街 道 ㈲五十嵐 成　島　功一郎 四街道市四街道 文具販売

四街道東 華川商事㈱ 華　川　鋭　一 四街道市池花 建物解体業

白　　井 ㈱美創コンサルティング 伊　藤　和　英 白井市清水口 医薬品卸仲介

印　　西 北総こばやし法律事務所 小　林　哲　也 印西市中央北 弁護士事務所

令和２年８月１日～２年９月末日
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12日㈭　「税を考える週間」街頭キャンペーン 
　　　　　　　　　　　　（千葉銀行成田支店前）
17日㈫　租税教室（女性部会）
　　　　　　　　　　　（佐倉市立山王小学校）
18日㈬　署長との意見交換会（成田法人会館）
20日㈮　チャリティーゴルフ大会
　　　　　　　　　　　（久能カントリー倶楽部）
26日㈭　青年部役員会（成田法人会館）

１日㈫　租税教室（女性部会）
　　　　　　　　　　　（佐倉市立王子台小学校)
４日㈮　第２回常任理事会
　　　　　　（ＡＮＡクラウンプラザホテル成田）

８日㈫　総務委員会（成田法人会館）
９日㈬　白井支部情報交換会
　　　　　　　　　　　（船橋カントリー倶楽部）
11日㈮　女性部会役員会（成田法人会館）
14日㈪　租税教室（青年部会）
　　　　　　　　　　　（四街道市立大日小学校）
17日㈭　租税教室（青年部会）
　　　　　　　　　　　　（印西市立木刈小学校）
18日㈮　租税教室（青年部会）（栄町立安食小学校）
18日㈮　租税教室（女性部会）
　　　　　　　　　　　　（佐倉市立白銀小学校）

27日㈬　新春講演会（成田ビューホテル)

研修・講習会等予定表研修・講習会等予定表

行事予定行事予定 行事予定行事予定
11　月

12　月

１　月

　　　　　　　　月
区　　分　　　　　

11　月 12　月 １　月
備　　　　考

日 場　所 日 場　所 日 場　所

決算法人説明会
（全会員対象） 25 成　　田 18 法人会館 29 法人会館

受講料：無料
13：30 ～ 15：40
事前申込要・定員 10 名

新設法人説明会
（全会員対象） 12 成　　田 28 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） 中　　止 中　　止

税務簿記講習会
（全会員対象）

５
10 法人会館

受講料：5,000 円
13：30 ～ 16：30
事前申込要・定員 10 名

簿 記 基 礎 講 座
（全会員対象） 中　　止

年末調整等説明会
（源泉部会員対象）

４
５
24

成　　田
オンラインセミナー
法人会館

事前申込要
※詳細別途通知

※１．すべての研修について定員10名（１社１名）とさせて頂き、必ず事前申込とします。申込書は法人会
ホームページにも掲載しますので、印刷して事務局宛にFAXまたは郵送してください。

※２．今後感染拡大の懸念等が生じた場合には、研修会の中止・変更等行う事もありますので、申込者には
ご連絡しますが、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下さい。

開催場所　成　　田：成 田 市 中 央 公 民 館（成田市赤坂1-1-3　 　　TEL：0476-27-5911）
　　　　　法人会館：成 田 法 人 会 館（成田市花崎町789-14　 TEL：0476-24-1555）
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番号 項　　　目
期　　日
場　　所

参 加 者 等 内　　　容

１ 八街支部役員会 ９月17日

八街商工会議所

竹村支部長

以下11名

会員勧奨、

チャリティーゴルフ他

２ 空港ブロック支部長会議 ９月23日

成田ビューホテル

藤﨑ブロック長、

小幡支部長、

戸村支部長、

飯塚支部長

会員勧奨、

チャリティーゴルフ他

３ 志津南支部役員会 ９月23日

より処「えん」

田中支部長

以下10名

会員勧奨、

チャリティーゴルフ他

４ 北総ブロック支部長会議
９月25日

はな膳

成田ＮＴ店

江口副会長、

小幡ブロック長、

野水支部長、

海老原支部長、

山本支部長

会員勧奨、

チャリティーゴルフ他

５ 下総支部役員会 ９月25日

とみさわ食堂

戸村支部長

以下５名

会員勧奨、

チャリティーゴルフ他

６ 大栄支部役員会 ９月26日

かっぱ

飯塚支部長

以下９名

会員勧奨、

チャリティーゴルフ他

７ 成田ブロック支部長会議 ９月29日

ひかたや第二支店

諸岡ブロック長、

小泉支部長、

神﨑支部長、

村岡支部長、

荒木支部長、

宇都宮支部長

他１名

会員勧奨、

チャリティーゴルフ他

８ 白井支部情報交換会 10月14日

はな膳 白井店

野水支部長

以下12名

会員勧奨、

チャリティーゴルフ他

９ 北総ブロックゴルフコンペ
10月15日

船橋カントリー

倶楽部

江口副会長、

小幡ブロック長

以下32名

会員相互の親睦

10 富里支部役員会 10月17日

磯ふじ

岡野支部長

以下６名

会員勧奨、

チャリティーゴルフ他



４　大栄支部役員会

１　八街支部役員会 ２　下総支部役員会

３　空港ブロック支部長会議

８　白井支部情報交換会

５　志津南支部役員会 ６　成田ブロック支部長会議

７　北総ブロック支部長会議
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９　北総ブロックゴルフコンペ 10　富里支部役員会

サイズ・色彩・掲載場所 価　　格

１／２ページ　カラー印刷、裏表紙 ４０,０００円

１／２ページ　カラー印刷、裏表紙以外 ３０,０００円

１／２ページ　白黒印刷 ２０,０００円

　広告掲載を希望される企業・会員の方は法人会事務局までご連絡ください。TEL：0476-24-1555

２　会報誌正月号の広告募集について
　　会報誌正月号（１・２）号に会員の皆様のご繁栄を祈念して広告を掲載しております。
　　広告掲載を希望される企業・会員の方は法人会事務局までご連絡ください。
　【募集要領】　⃝広告の掲載サイズ（１／２ページのみ）

１　令和２年度（後期）　生活習慣病健診のお知らせ
　　生活習慣病健診を次の通り予定しています。

月　 　日 時　　　間 場　　　所 備　　　考
２月16日（火）
２月17日（水） 9：30～15：00頃 成田国際文化会館１階

健診は（一財）全日本
労働福祉協会が各会
場を巡回し実施しま
す。

２月18日（木）
２月19日（金） 9：30～15：00頃 四街道市文化センター２階

２月25日（木） 9：30～15：00頃 印西市中央公民館５階

※①検査項目は、「総合喀痰コース」が57項目、「総合コース」が56項目、「Ａコース」が46項目
「Ｓコース」が43項目となっています。（腫瘍マーカー検査、エコー検査等がオプションによ
り選べます。また、料金は格安な会員特別料金で受診できます。また、「協会けんぽ」の被
保険者の方はさらに補助が受けられます。〔35歳～74歳までの方、年度内１回限り〕

　②受診者の皆様の駐車場の確保等の観点から、これまで佐倉商工会議所で行っていた検診会場
を四街道市文化センターに変更しておりますのでご注意ください。　
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Yahoo! 百科事典より抜粋

【 令和 3 年　新春講演会のご案内 【 令和 3 年　新春講演会のご案内 】】

（1）日　　時　　令和３年₁月27日（水）
（2）会　　場　　成田ビューホテル
（3）受　　付　　14：30～
（4）新年挨拶　　15：00～
　　　  成田法人会　会長　　林　　康博（主催者代表）
　　　  成田税務署　署長　　大久保昇一 氏
　　　  成　田　市　市長　　小泉　一成 氏
（5）講 演 会　　15：20～16：30
　　　  講　　　師　　千葉ロッテマリーンズ・スペシャルアドバイザー・野球評論家
　　　  　　　　　　　　　　里崎　智也 氏

　令和３年は、新型コロナウイルス感染拡大の懸念が続いていることから、新春講演会の
みの開催とし、交歓会は実施しないことと致しました。何卒ご理解賜りますようお願い申
し上げます。12月初旬には会員の皆様に葉書にてご案内致しますので、ご参加をお待ち
しております。
　なお講演会はどなたでも（非会員の方でも）聴講できます。

千葉支社 成田営業所
TEL 0476-91-2491


