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令和４年３月18日、八街支部では地域貢献活動として交通安全対策のために市内の中学生に腕令和４年３月18日、八街支部では地域貢献活動として交通安全対策のために市内の中学生に腕
などに着けられる反射材「タックルバンド」を贈呈し、八街市長より感謝状を受け取りました。などに着けられる反射材「タックルバンド」を贈呈し、八街市長より感謝状を受け取りました。
（左から、加曽利佳信八街市教育長、北村新司八街市長、林康博会長、竹村信彦支部長）（左から、加曽利佳信八街市教育長、北村新司八街市長、林康博会長、竹村信彦支部長）
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令和３年度　第３回理事会、第５回会長・副会長会議
立たないなか、４月以降の法人会活動について、
理事の方々より多くのご意見を伺いたい」との
挨拶がなされた。

主要な議題は以下の通りであった。
第１議題　令和３年度事業報告の件
第２議題　令和３年度収支決算報告（概算）の件
第３議題　令和４年度事業計画（案）の件
第４議題　令和４年度収支予算（案）の件
第５議題　第49回定時総会次第及び付議事項
　　　　　（案）の件
第６議題　理事の職務執行報告（報告）
第７議題　その他（今後の予定等）
　第１議題から第７議題について審議がなされ、
全ての議題が承認可決された。また、第３議題
の「令和４年度事業計画（案）の件」及び第４議
題の「令和４年度収支予算（案）の件」について
は、６月９日開催予定の第49回定時総会におい
て報告されることとなった。

【会員増強活動】
　会員増強活動について、藤﨑組織委員長より
「令和３年度の会員増強活動については、会員
増強目標を200件とし、役員や会員の皆様をは
じめ銀行や保険会社の協力により２月28日現
在で153件（目標達成率76.5％）となっている。
これまでの積極的な活動に感謝するとともに、
引き続き１先でも多く獲得するよう取り組んで
いただきたい。また令和４年度についても、県
法連目標の達成を重視するとともに、年度の目
標を従来通りの200社とした。役員、会員、保
険３社、銀行等の協力を得て会員勧奨を推進し
会員数の増加を図ることとしたい。」との説明
がなされた。

　３月18日（金）、会長・副会長会議が、ホテル
マイステイズプレミア成田にて10時より、林会
長ほか５名の副会長が出席して開催された。理
事会議案等について審議され承認された。その
ほか今後の活動計画について意見交換がなされ
た。

　続いて、同ホテルにて10時30分より第３回理
事会が、会長、副会長、理事が39名、監事が２
名出席して開催された。
　また、成田税務署より外川副署長、江崎統括
官、野田上席の参加を頂いた。

　理事会の開催にあたり、林会長から、「新型
コロナウイルス感染症収束の見通しがなかなか

第３回　理事会の様子

会長・副会長会議の様子

林　会長 外川副署長
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八街支部「タックルバンド」贈呈式
　今般、成田法人会八街支部では、地域社会貢
献活動の一環として、八街市内の中学校に対し
車のライト等に反射する交通安全用品のタック
ルバンド1,750枚を寄贈することとなり、３月
18日に八街市役所で贈呈式が行われ、八街市か
ら北村新司市長、加曽利佳信教育長が、法人会
から林康博会長、竹村信彦八街支部長が参加し
た。
　今回の取り組みは、八街市で昨夏に飲酒運転
により小学生が被害に遭うという痛ましい交通
事故があり、こうした事故が二度と起きないよ
う、八街市や警察、地元住民の方々による交通
安全活動の一助になればとの思いから、支部で
タックルバンドを寄贈することとなった。

　林会長より「タックルバンドは車のライト等
に反射し歩行者の存在や位置をドライバーに知
らせる交通安全用品です。部活等で暗い時間帯
に帰宅される際などに身に着けていただき、中
学校で学ぶ生徒の皆さんが安全・安心に通学さ
れ、充実した学校生活を送られることを祈念申
し上げます。」との挨拶と目録の贈呈が行われ
た。
　続いて北村市長からは「今後も市全体で通学
路の安全整備に取り組む」とのご挨拶と、法人
会に対し感謝状が贈られた。
　贈呈式の様子は地元ケーブルテレビで放送さ
れ、また地元新聞社でも大きく取り上げられた。

八街市より感謝状の授与

謝辞を述べる北村市長と加曽利教育長

贈呈したタックルバンド 挨拶をし目録を贈呈する林会長



4 2022年5・6月／第387号

令和４年度　第１回 理事会、第１回 会長・副会長会議

令和４年４月21日（木）ヒルトン成田において、
令和４年度第１回会長・副会長会議が開催され、
林会長ほか８名の副会長が参加した。同会議に
おいて、今後のスケジュールの確認のほか、第
49回定時総会や千葉で開催される全国大会への
対応について話し合いが行われた。

　続いて第１回理事会が開催され、会長・副会
長・理事36名、監事２名が参加した。
　また、成田税務署より、外川副署長、江崎統
括官、野田上席の参加をいただいた。

令和３年度決算　会計監査

　令和４年４月15日（金）成田法人会館において、
半田監事、山﨑監事による令和３年度決算の会
計監査が行われた。また公益目的支出計画の実
施状況について事務局より説明が行われた。

　主要な議題は以下の通りであり、審議がなさ
れ全ての議題が承認可決された。
第１議題　第49回定時総会の招集決議に関する
　　　　　件
第２議題　令和３年度事業報告の件
第３議題　令和３年度計算書類及び公益目的支
　　　　　出計画実施報告書の件
第４議題　理事の退任について
第５議題　その他（今後の予定等）

　林会長の挨拶の後、約1時間半にわたり監査
が行われ、事務局に対し会計処理についての質
疑応答があり、その結果、法人会の会計処理が
適正に行われたことを確認いただいた。

林　会長 外川副署長

会長・副会長会議の様子

理 事 会 の 様 子

監査会の様子 監査される半田監事と山﨑監事
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全国女性フォーラム静岡大会

　令和４年４月14日（木）「第16回全国女性フォーラム
静岡大会」が静岡市の「ツインメッセ静岡」で開催
され、成田法人会女性部会から諸岡陽子部会長、加
瀬文江副部会長、片岡愛子副部会長、石渡敦子副部
会長の４名が参加した。
　静岡県連では「ふじのくに“地域で学び、文化で
つなぐ”～女性の力～」とのキャッチフレーズで、
全国の法人会女性部会から来県した多くの参加者に
おもてなしの心を伝えた。
　第１部の記念講演は、俳優の別所哲也さんによる
「ショートフィルムのチカラ！多様性ある表現発信
とメディアリテラシーの創出」と題して講演が行わ
れた。第２部の式典、そして第３部の懇親会と活気
溢れる大会となった。
　また会場内には令和３年度の「税に関する絵はが
きコンクール」の入賞作品が展示された。
　来年度は令和２年度に中止となった愛媛県松山市
での開催が再び予定されており、多くの方の参加が
期待されている。

税務・税制セミナー（インボイス制度・改正電子帳簿保存法）
　令和４年３月22日（火）、28日（月）に成田法人会館
において、「税務・税制セミナー」が開催され、合
計12名の参加があった。
　講師は、成田税務署より法人審理担当の野田上席
に出席をいただき、令和５年10月より導入が決定さ
れている「インボイス制度」と令和３年度に改正さ
れた「電子帳簿保存法」の対応についての説明がな
された。

令和４年５月開催　税務・税制セミナー（テーマ：事業承継）のご案内

企業経営者・事業者やご家族の方のために、事業承継における税務の
ポイントについて、わかりやすく解説いたします。

１．日　時：令和４年５月16日（月）　13：30～16：00
２．会　場：成田法人会館【所在地：成田市花崎町７８９－１４】
３．講　師：成田税務署　担当職員
４．受講料：無料
５．定　員：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。）
６．申　込：成田法人会ホームページより申込書を印刷していただき、必要事項をご記入し
　　　　　　ＦＡＸまたは郵送によりお申込みください。

女性部会からの参加者

税に関する絵はがきコンクールの展示

野田上席によるセミナーの様子



6 2022年5・6月／第387号

決 算 法 人 説 明 会

　令和４年３月７日（月）、14日（月）、４月４日
（月）に成田法人会館において、「決算法人説明
会」が開催され13名（３/７）、12名（３/14）、
10名（４/４）の参加があった。
　講師は、千葉県税理士会成田支部の大倉税理
士（３/７）、飯塚税理士（３/14）、吉田税理士
（４/４）に担当いただいた。また成田税務署
より、猪本法人審理担当の出席をいただき、令
和５年10月より導入が決定されている「インボ
イス制度」と「改正電子帳簿保存法」について
の説明がなされた。

新 設 法 人 説 明 会

　令和４年４月11日（月）成田法人会
館において、「新設法人説明会」が
開催され、８名の参加があった。
　講師は、千葉県税理士会成田支部
小野寺税理士に担当いただいた。ま
た、成田税務署より、猪本法人審理
担当の出席をいただき、「インボイ
ス制度」についての説明がなされた。

源泉所得税研修会（基礎コース）

　令和４年４月７日（木）、26日（火）
成田法人会館において、主に源泉部
会員対象の「源泉所得税研修会（基
礎コース）」が開催され、合計で11
名が参加した。
　成田税務署の高野源泉審理担当上
席が講師として源泉所得税の基本的
事項について研修を行った

小野寺税理士 新設法人説明会（４/11）の様子

大倉税理士（３/７） 飯塚税理士（３/14） 吉田税理士（４/４） 猪本法人審理担当

決算法人説明会の様子（３/７）

高野上席 基礎コース（４/７）の様子



2022年5・6月／第387号 7

番号 項　　　目
期　　日
場　　所

参 加 者 等 内　　　容

１ 遠山支部役員会 ３月４日
佐七

宮前支部長　他
合計　５名

支部役員体制
会員増強

２ 白井支部役員会 ３月９日
はな膳　白井店

江口副会長
平川支部長　他
合計　７名

支部計画事業
支部役員体制

３
八街支部「タックル
バンド」贈呈式

３月18日
八街市役所

林会長
竹村支部長
合計　２名

地域社会貢献活動

４
成田中央支部役員会
新入会員歓迎会

３月22日
ひかたや第二支店

諸岡ブロック長
村岡支部長　他
合計　８名

支部計画事業
支部役員体制
新入会員歓迎会

５
女性部会臼井地区
研修会・交流会

３月25日
リストランテ カステッロ

吉田顧問
三橋副部会長他
合計　15名

研修会（暮らしの税・
　　インボイス制度）
情報交換会

６ 八街支部役員会 ４月７日
八街商工会議所

海寳ブロック長
竹村支部長　他
合計　14名

会員増強
支部計画事業
支部役員体制

７ 白井支部情報交換会 ４月13日
はな膳　白井店

平川支部長　他
合計　24名

支部計画事業
情報交換会

４　成田中央支部役員会

１　遠山支部役員会 ２　白井支部役員会

５　女性部会臼井地区研修会・交流会

６　八街支部役員会 ７　白井支部情報交換会
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令和４年度（前期）生活習慣病健康診断のお知らせ（一般財団法人　全日本労働福祉協会）令和４年度（前期）生活習慣病健康診断のお知らせ（一般財団法人　全日本労働福祉協会）

支部名 法　　人　　名 代 表 者 名 所　在　地 業　種　名

成田東支部 ㈱ＪＥＩＣ 菅　谷　重　貴 成田市寺台 塗装業・建築業

富 里 支 部 三浦架設 三　浦　幹　典 富里市御料 弋工

八 街 支 部 ㈱日の出建商 多　田　邦　芳 八街市東吉田 屋根工事業

臼 井 支 部 ㈱西塚物流 西　塚　　　誠 佐倉市生谷 運送業

臼 井 支 部 (同)Ｙ-ＳＵＰＰＯＲＴ 始　関　禎　孝 佐倉市臼井台 サービス業

志津南支部 ㈱読売センター中志津 須　賀　芳　春 佐倉市中志津 新聞販売業

志津南支部 ㈲横山建具店 横　山　　　勤 千葉市若葉区小倉町 建具業

志津南支部 ㈱小川工業 小　川　修　司 八千代市大和田新田
タイル･ブロック
･レンガ加工業

志津南支部 栄和建設㈱ 堀　川　和　夫 佐倉市中志津 建設業

大 日 支 部 ホライズン(同) 菅　原　孝　弘 四街道市鹿放ケ丘 生命保険媒介業

白 井 支 部 ㈱アキュラシーゴルフスタジオ 飯　沼　大　輔 印西市東の原 サービス業

白 井 支 部 個人 大　内　克　也 柏市小青田 サービス業

令和４年２月１日～３月末日

※本号に同封したチラシ裏面の「健診申込書」に必要事項を記入のうえ、（一財）全日本労働福祉
協会　渉外部あてFAXまたはEメールにてお申し込みください。

※チラシの内容については、法人会ホームページの「福利厚生事業」に掲載する予定です。
一般材団法人　全日本労働福祉協会

お申込み・健診料金等のお問合せ　渉　外　部　ＴＥＬ　０３－５７６７－１７１４
検査内容・健診相談等のお問合せ　健康支援課　ＴＥＬ　０３－５７６７－６１６２

【全法連千葉大会における物産展への出店について】
　10月13日（木）に全法連千葉大会が幕張メッセで開催されます。会場の外で千葉県を代表する
物産を販売するブースが設置され、20～30店舗の出店予定です。出店に関心のある会員の方は
５月16日までに法人会事務局井上までご連絡下さい。成田法人会からは２店舗を推薦し、県法
連で全体の出店数や業種、商品等が審議される予定です。



112022年5・6月／第387号

行事予定行事予定 行事予定行事予定

　　　　　　　　月
区　　分　　　　　 ５　月 ６　月 ７　月 備　　　考

決算法人説明会 　９日（月） 　３日（金） 　４日（月） 13：30～16：10

新設法人説明会 ２２日（水） 13：30～16：30

税務･税制セミナー １６日（月）
(事業承継)

２０日（月）
(インボイス制度・
電子帳簿保存法)

13：30～16：00

社 会 保 険 講 座
（源泉部会員優先）

１３日（金）
(労保年度更新・
社保定時決定)

13：30～16：00

会計ソフト講習会
（弥生会計）

１３日（月）
１４日（火）
１５日（水）

13：30～16：30
３日間コース
受講料：5,000円

研修会・講習会等予定表研修会・講習会等予定表（会場：成田法人会館）（会場：成田法人会館）

10日㈫　税制委員会（※）
18日㈬　白井支部新入会員歓迎会
20日㈮　青年部会総会・役員会
　　　　女性部会総会・役員会
　　　　　　（ＡＮＡクラウンプラザホテル成田）

２日㈭　源泉部会総会（※）
９日㈭　第49回定時総会、会長副会長会議
　　　　　　　　　　　　　　（ホテル日航成田）

17日㈮　千葉県法人会連合会定時総会
　　　　　　　　　　（三井ガーデンホテル千葉）

５日㈫　広報委員会、地域社会貢献委員会（※）
７日㈭　厚生委員会（※）
８日㈮　青年部会役員会（※）
15日㈮　女性部会役員会（会場未定）６　月

５　月

７　月

※１　各回とも定員を原則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。
　　　会計ソフト講習会を除き受講料無料です。申込書は、開催決定後に成田法人会ホームページに掲載しますので、

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　源泉部会員優先の研修会についても定員に余裕があれば、源泉部会員以外でも参加可能です。法人会ホーム

ページでご確認ください。
※３　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。
※４　会場はすべて成田法人会館です。（成田市花崎町７８９－１４　　TEL：０４７６－２４－１５５５）
※５　会場には受講者用の駐車スペースがありませんので、公共交通機関等をご利用ください。

令和４年度会費の口座振替のご案内
　本年度会費は、６月15日（水）にご指定の口座よりお振替させていただきます。
口座振替の会員の皆様には、４月下旬に「法人会会費口座振替のご案内」をお送りしました。
お手元に届きましたら記載の指定口座をご確認いただき、振替日前日までに残高の準備をお願
い致します。

（※）印は、成田法人会館にて開催します。

　新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止

　または変更することがあります。
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１　日　　　時 ： 令和４年６月９日（木）　14：00 ～ 16：30
２　場　　　所 ： ホテル日航成田
３　内　　　容 ： 
　（１）受　　　付 ： 13：30 ～
　（２）総　　　会 ： 14：00 ～ 15：00
　（３）講　演　会 ： 15：10 ～ 16：30
　　　　　　演　題　「屋根裏から見た世界のゴルフ事情とゴルフの楽しみ方」
　　　　　　講　師　プロゴルファー・ゴルフ解説者　タ ケ　小 山 氏
４　お申し込み
　　　会員の皆様には、往復葉書にて別途ご案内致しますが、返信用葉書で必ずご出欠をお知らせく

ださい。
　　　なお、返信用葉書は「委任状」として用いますので、ご署名、ご押印のうえ必ずご返信くださ

いますようお願いいたします。
　　※なお、新型コロナウイルス感染防止の観点より、内容・時間帯等を変更する場合がありますの

で、法人会ホームページにて必ずご確認ください。　講演会は、一般の方（非会員）も聴講で
きます。

　令和４年度第49回定時総会を下記の要領により開催致しますので、会員の皆様ほか
多数のご出席をお待ちしております

県税事務所からのお知らせ県税事務所からのお知らせ　自動車税（種別割）は納期限までに納めましょう　自動車税（種別割）は納期限までに納めましょう

松虫寺は、聖武天皇の皇女松虫姫（不破内親王）が羅患した際、夢告により当地に下向し薬師仏に祈願して快癒した
ことから、聖武天皇の勅命により行基菩薩が天平 17 年（745 年）に七仏薬師を刻して創建したと伝えられています。

【７市２町を巡る⑥】　印西市　松虫寺（印西市松虫７）

　自動車税（種別割）の納期限は５月31日（火）です。５月２日（月）に自動車税事務所から納税通知書
が送付されていますので、納期限までに納めましょう。
　金融機関窓口やコンビニエンスストア以外にも、インターネットを利用したクレジットカード納
付、スマートフォンで「モバイルレジアプリ」や「PayPay」等のアプリを利用することで、２４時
間いつでも納付が可能です。詳しくは納税通知書に同封のしおりをご覧ください。

問い合わせ先
各県税事務所　または　自動車税事務所　　TEL０４３－２４３－２７２１
　　　　　　　　　　　県　税　務　課　　TEL０４３－２２３－２１１７

撮　影 ： 一般社団法人成田法人会　事務局　半 田　容 一

タ ケ　小 山 氏 


