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税金が　支えるこの町　このくらし　（茂原市立新治小学校5年　牧野　伶音）

六団体合同

新春賀詞交歓会開催
1月11日　ホテル一宮シーサイドオーツカ

　本年の賀詞交歓会は、当会を当番幹事として、
茂原税務署長はじめ茂原市長ほかご来賓をお迎えし

200人近い交歓会を催しました。

税に関する絵はがき
	 確定申告会場に掲示	 30.2.16-3.15

茂原市役所
鶴枝小学校
中の島小学校
緑ヶ丘小学校

勝浦市役所
勝浦小学校

白子町役場
南白亀小学校・白潟小学校

いすみ市役所
大原小学校

いすみ市役所
夷隅庁舎
夷隅小学校
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納税で　輝く未来と　待ち合わせ　（御宿町立御宿中学校1年　竹内　愛萌）

選考風景

　本年度は「税の絵はがきコンクール」への出
品を管内8小学校の6年生にお願いし、278作
品の応募がありました。なお、2月7日に法人
会館において審査会を行い、青木茂原税務署長、
当会より三枝会長、森・横山両副会長及び女性
部会長5名が各賞の選考を行いました。

絵はがきコンクール開催

税に関する

勝浦市立勝浦小学校
磯野　佑吏さん

茂原法人会
会長賞

茂原市立鶴枝小学校
坂輪　瑠伊里さん

千葉県
法人会連合会
女性部会
連絡協議会
会長賞

いすみ市立大原小学校
内山　麻緒さん

茂原税務署
署長賞

白子町立白潟小学校
鈴木　凜生さん

茂原法人会
女性部会
会長賞

茂原法人会
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税のこと　たまには親子で　話そうよ　（茂原市立中の島小学校6年　松岡　真帆）

優秀賞
（10点）

茂原市立鶴枝小学校
野中　結愛さん

茂原市立中の島小学校
御園生　涼花さん

茂原市立鶴枝小学校
麻生　茉奈佳さん

勝浦市立勝浦小学校
小川　夏樹さん

白子町立南白亀小学校
野村　明希人さん

茂原市立緑ケ丘小学校
藤原　実央さん

白子町立白潟小学校
河野　心紅さん

いすみ市立大原小学校
酒田　亜衣子さん

いすみ市立大原小学校
宍戸　琴音さん

いすみ市立夷隅小学校
東海林　美優さん
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e-tax 気軽に納めて　未来の笑顔　（いすみ市立岬中学校2年　椚山　亜莉沙）

　今年度で５回目となる、法人会租税教室。
　法人会青年部活動の中でも「租税教室」は全国の青年部が、一番大事な事業として展開し
ています。
　茂原法人会でも租税教室を行い、子供達に税金の必要性、種類と仕組みを教えることとな
りましたが、初めは「私に先生の真似事が出来るのか？」と不安から始まり、いちから準備
した資料を使ってドタバタな授業をしたことを今でも覚えています。
　先日の東海小学校での授業は慣れもあり楽しい授業が出来たかな？と思っています。
　授業では、ＤＶＤを上映し税金の必要性を知ってもらい、実際にみんなが払う消費税を主
として、パネルを使い税金がどの様に使われて、みんながどこで税金を使っているのかを学
んでもらっています。
　また、授業の終わりに、１億円のレプリカを実際に触ってもらうことで、心に残る租税教
室が出来ていると感じています。
　今後、新たに茂原法人会オリジナル授業を作る為、現在、協議・準備を行っています。
各単会から若者に法人会活動への参加をお願いして頂き、今後、各市町村各１校で授業を行
えるよう、ご協力をお願い致します。

茂原法人会青年部による租税教室
副部会長　井上　智和

12月8日　東海小学校

1月16日　五郷小学校

1月23日　勝浦小学校
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税金で　被災地復興　笑顔へと　（勝浦市立勝浦中学校1年　鈴木　美羽）

行動する法人会行動する法人会
　全法連では、平成30年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました。

 －平成30年度税制改正に関する提言－

公 明 党
財政・金融部会団体ヒアリング

11月22日

財政・金融部会長　竹内　　譲 氏
濱村　　進　氏

自 民 党
予算・税制等に関する政策懇談会

11月16日

財政・金融・証券団体委員長　牧島かれん 氏
山口　泰明　氏　　井上　信治　氏　　義家　弘介　氏
石原　宏高　氏　　野田　　毅　氏　　山本　幸三　氏
柴山　昌彦　氏　　大岡　敏孝　氏　　佐藤ゆかり　氏
田畑　　毅　氏　　宮澤　博行　氏　　尾身　朝子　氏
三谷　英弘　氏　　宗清　皇一　氏　　猪口　邦子　氏
太田　房江　氏　　滝波　宏文　氏　　徳茂　雅之　氏
松川　るい　氏　　三宅　伸吾　氏　　三木　　亨　氏　他

希 望 の 党
税制改正ヒアリング

11月29日

税制調査会長　古本　伸一郎 氏
岸本　周平　氏　　近藤　和也　氏　　階　　猛　氏
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1 人 1 人　義務をはたして　いい社会　（茂原市立豊田小学校5年　古山　葵彩）

Ⓒ（公財）全国法人会総連合　〒160-0002　東京都新宿区四谷坂町5-6　Tel：03-3357-6681　Fax：03-3357-6682　http：//www.zenkokuhojinkai.or.jp/

財 務 省
11月7日

財務副大臣　うえの　賢一郎 氏

左から　うえの財務副大臣、柳田税制委員長、松﨑専務理事

国 税 庁
表敬訪問　12月7日

長　官　　佐川　宣寿 氏
次　長　　藤井　健志 氏
課税部長　山名　規雄 氏

右手前から　山名課税部長、佐川国税庁長官、藤井次長
左手前から　柳田税制委員長、小林会長、松﨑専務理事

総 務 省
10月31日

自治税務局長　内藤　尚志 氏

中 小 企 業 庁
10月16日

長　官　　　　安藤　久佳 氏
事業環境部長　吾郷　進平 氏

右から　内藤自治税務局長、柳田税制委員長、長谷川税制副委員長右奥から　安藤中小企業庁長官、吾郷事業環境部長
左奥から　柳田税制委員長、松﨑専務理事
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税金に　託す想いは　みんなの笑顔　（長南町立長南小学校6年　齊藤　紗）

白 子 町
10月24日

副町長　長島　義行 氏

勝 浦 市
10月25日

市長　猿田　寿男 氏

長 生 村
11月1日

村長　小髙　陽一 氏

いすみ市
10月25日

市長　太田　洋 氏

　茂原法人会では、全法連の提言書をもって、各市町村に陳情活動を行いました。
　また、その他に森英介議員事務所を三枝会長、横山税制委員長、丸専務理事にて10月24日に訪
問しました。

茂 原 法 人 会 版
―行動する法人会―



茂原法人会　　　 茂原法人会　　　 9茂原法人会　　　 茂原法人会　　　

忘れていませんか、消費税の中間納付

消費税は消費者からの預り金的な性格を有する税です。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です（※2）。
期限を過ぎると延滞税がかかります。
確定申告・納付のほか、直前の課税期間の確定消費税
額（※3）に応じて中間申告・納付が必要となります。

4,800万円超

400万円超4,800万円以下

48万円超400万円以下

48万円以下

年12回（確定申告 1回、中間申告11回）

年 4 回（確定申告 1回、中間申告 3 回）

年 2 回（確定申告 1回、中間申告 1 回）

年 1 回（確定申告 1回、中間申告不要）（※4）

申告・納付回数
直前の課税期間の
確定消費税額（※3）

※1 法人は課税期間終了の日の翌日
から2ヵ月以内、個人事業者は
翌年の3月31日までに消費税の申
告と納付を行う必要があります。

※2 基準期間の課税売上高が1,000万
円以下であっても、特定期間の
課税売上高が1,000万円を超える
事業者は、消費税の確定申告が
必要です。

※3 地方消費税を含まない年税額を
いいます。

※4 直前の課税期間の確定消費税額
が48万円以下の事業者が、「任意
の中間申告書を提出する旨の届
出書」を提出した場合には、自
主的に中間申告・納付すること
ができます。

消費税には
申告・納付期限（※1）

があります。

申告・納付には
e-Taxが

利用できます。

個人事業者の方
は振替納税も
利用できます。消費税期限内納付

推進運動
 実施中！

消費
税の期限内

  納
付を忘

れずに。

法人会

●法人会　消費税期限内納付広告2018　B6半/4C

税務研修会予定

新設法人説明会
平成30年 7月 4日㈬ 茂原税務署２階
平成30年10月18日㈭ 茂原税務署２階
平成31年 1月18日㈮ 茂原法人会館１階
平成31年 4月 5日㈮ 茂原法人会館１階

時　間
13：30 ～ 16：00

内　容
①設立直後に必要な税務署への届出書等について
②源泉所得税の取り扱いについて
③知っておくべき法人税・消費税の基本的事柄
④青色申告について

決算期別法人説明会
平成30年 6月22日㈮ 茂原税務署２階
平成30年 8月 8日㈬ 茂原税務署２階
平成30年10月17日㈬ 茂原税務署２階
平成30年12月 5日㈬ 茂原税務署２階
平成31年 2月 6日㈬ 茂原法人会館１階
平成31年 4月17日㈬ 茂原法人会館１階

時　間
14：00 ～ 16：00

内　容
①決算や申告にあたっての留意事項
②法人税関係法令の改正事項
③源泉所得税の留意事項
④消費税の確定申告書の留意事項

講　　師：茂原税務署法人課税部門審理担当官他
費　　用：無　料
申込方法：茂原税務署から別途ご案内し、当日会場で受付します。
主　　催：茂原税務署・茂原法人会
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消費税は期限内に納めましょう

平成29年度
　会員増強月間運動のご報告

茂原法人会
会員増強月間のお礼

会員増強統一月間入会数
平成30年1月末日現在

（9 ～ 12月賛助除く） 加　入　率
支 部 目標数 加入数 表彰対象数 期　首 期　末
茂 原 東 6 5 0 48.7% 46.6%
茂 原 西 6 5 2 50.1% 50.4%
茂 原 南 6 8 6 45.7% 45.5%
茂 原 北 7 4 2 42.5% 41.7%
一 宮 4 3 0 38.2% 36.7%
白 子 4 3 0 42.7% 41.2%
長 生 3 4 4 46.4% 46.3%
長 南 2 2 2 57.5% 55.9%
長 柄 2 0 0 58.8% 56.2%
睦 沢 2 3 2 55.1% 55.9%
勝 浦 6 2 1 68.6% 67.1%
大 原 7 3 0 49.5% 49.6%
夷 隅 1 1 1 70.2% 64.8%

岬 4 2 0 41.1% 39.1%
大 多 喜 3 3 1 72.8% 73.4%
御 宿 2 2 1 62.3% 57.3%
金 融 機 関 他 28
  合  計 65 50 50 51.0% 49.9%

組織委員長　市原　三夫
　国策として働き方の見直しが進む中、今こそ法人
会の組織力増強が求められております。にもかかわ
らず入会目標達成の運動は、年々厳しさが増してい
るという実態にあります。
　本年度、組織委員長を拝任してより、不安と緊張
感を持って職務に当たっておりましたが、お陰様を
もちまして、平成29年度も県連目標の150％を達成
することができました。
　これは、役員の皆様方をはじめ、各金融機関や保
険会社等による多大なるご協力の賜物と、心より感
謝を申し上げます。
　今後とも、諸々の課題解消に努め、茂原法人会の
組織力増強のために、微力ではありますが精一杯、
職務を遂行して参りますので、ご協力をよろしくお
願いいたします。

平成29年度新入会員のご紹介
――― ご入会ありがとうございます。今後とも、よろしくお願い申し上げます。―――

支部名 法人名 所在地 業種
茂原東 JI-TECH㈱ 茂原市高師 762 機械器具設置工事業
茂原東 金丸タイヤ㈱ 茂原市六ツ野 1850-1 タイヤ販売(卸・小売)他
茂原東 K&Oエナジーグループ㈱ 茂原市茂原 661 鉱業
茂原東 茂原長生広域圏創生㈱ 茂原市東郷 2001-1 地域創生に関するコンサルティング事業他
茂原東 ㈱かねとも 茂原市高師 764 不動産
茂原西 麻生　千恵子 茂原市茂原 (賛助会員）
茂原西 ジャストサポートホーム㈱ 茂原市高師台 3-6-16 建築工事業
茂原西 ㈱未来企画 茂原市小林 2524-8 不動産業
茂原西 （同）中村縫製 茂原市押日 566-1 縫製業
茂原西 からだ元気治療院 茂原店 茂原市高師 494-1 訪問鍼灸マッサージ
茂原西 居酒屋 だいじゅ 茂原市高師 877-1 飲食業
茂原西 茂原総合法律事務所 茂原市道表 6-8 弁護士
茂原西 ㈱いこい 茂原市緑ヶ丘 4-43-8 保育所･老人ホーム　
茂原西 ㈱KGP 茂原市茂原 496-1 サービス業

（順不同）
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忘れていませんか、消費税の中間納付

支部名 法人名 所在地 業種
茂原西 ㈲フクダホーム設備 茂原市上林 136-6 設備工事業
茂原南 ㈱長生商店 茂原市長谷 1131-1 再生資源卸売業
茂原南 ㈲長寿松 茂原市下永吉 1678-8 老人福祉事業
茂原南 ㈱フォスフォラス 茂原市八千代 1-8-6 新聞小売業
茂原南 ㈲細谷物産 茂原市早野 24-10 建設・不動産
茂原南 ㈲ますや 茂原市下永吉 2834-2 小売販売
茂原南 ㈲アソウ産業 茂原市木崎 1892-2 不動産取引業
茂原南 ㈱マエジマ （茂原竹田屋） 東金市田間 3-52-2 飲食店（フランス割烹）
茂原南 ㈲オールトレイズ 茂原市上茂原 127-11 建設業
茂原北 日本鉱発㈱ 茂原市北塚 407-1 さく井工事業
茂原北 ㈱南千葉サーキット 市原市金剛地 301 サーキット場経営ほか
茂原北 長生測量㈱ 茂原市南吉田 440 測量業
茂原北 ロンテック㈱ 茂原市粟生野 3036-3 機械卸売業
茂原北 ㈲タチカワ化工 茂原市千沢 951-8 プラスチック加工
一宮 ㈱パイプライン 長生郡一宮町一宮 10191-1 建設業
一宮 ㈱I'S 長生郡一宮町新地甲 2434-1 飲食業
一宮 ㈱一の宮カントリー倶楽部 長生郡一宮町東浪見 3166 ゴルフ場
一宮 ㈲タカラ 長生郡一宮町一宮 2963-1 魚貝類販売
白子 ㈱昭和製作所 長生郡白子町中里 1914-1 非鉄金属製造業
白子 ㈱雅電気 長生郡白子町福島 162-49 電気工事業
白子 ㈱エクセレント 長生郡白子町五井 1807-3 情報処理
白子 ㈱渡辺興業 長生郡白子町南日当 932-1 解体・土木工事業
長生 ㈱ロングライフサポート 長生郡長生村一松丁 2112 インターネット販売業
長生 竹中伸明公認会計士事務所 長生郡長生村一松丁 3684-40 会計事務所
長生 ㈲東間モータース 長生郡長生村一松戊 84 自動車整備・鈑金　
長生 ㈱真友建設 長生郡長生村信友 2325-6 建築業
長生 社会福祉法人 明光会 長生郡長生村本郷字北道添 5059-1 老人ホーム
長南 農事組合法人 西湖営農組合 長生郡長南町豊原 1223 農事組合法人
長南 農事組合法人 利根里ファーム 長生郡長南町坂本 2020 農事組合法人　
睦沢 ㈱市原建設工業 長生郡睦沢町下之郷 1994-1 鳶　
睦沢 中村住建㈱ 長生郡睦沢町下之郷 3030-3 建築業
睦沢 ㈱CHIBAむつざわエナジー 長生郡睦沢町下之郷 1650-1 小売電気事業者
勝浦 ㈱パクチー 千葉市美浜区高洲 3-14-1 Web制作
勝浦 ビーエイチエス㈱ 勝浦市興津 1920 ホテル運営管理
勝浦 ㈱ベストシステム 勝浦市新官 966-113 建設業
大原 新幸化成工業㈱ いすみ市大原 3844-2 合成樹脂製造業
大原 ㈲いまぜき塗装工業 いすみ市大原 8928 塗装工事業
大原 JI-FOODS㈱ いすみ市大原 9246 中華・東洋料理店
夷隅 （同）みなもと いすみ市弥正 379-1 介護
岬 ㈲増田ライスファーム いすみ市岬町鴨根 105 農業　
岬 （一社）岬やよい会 いすみ市岬町中滝 2806-2 障害福祉施設

大多喜 マグレガーゴルフジャパン㈱ 夷隅郡大多喜町
上原西部田柳原入会字沢山2-1 ゴルフ場経営

大多喜 （一社）大多喜町地籍調査協会 夷隅郡大多喜町新丁 14-3 サービス業
大多喜 （同）ソメイヨシノ 夷隅郡大多喜町部田 248 不動産賃貸業
御宿 ㈲わたなべ造園土木 夷隅郡御宿町御宿台 2796-4 建設業（造園土木業）
御宿 ㈱キャメルゴルフリゾート 夷隅郡御宿町上布施 8360 ゴルフ場
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平成30年度国税庁経験者（国税調査官級）募集
Ｐｒｉｄｅ　of　the　Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ�

～公平な世の中を創る、志～
適正・公平な課税の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

　人事院では、30歳以上の社会人経験者を対象とした「国税庁経験者採用試験（国税調査官級）」を実施しています。
　試験の概要については下記のとおりです。
　なお、採用後は、税務大学校において約３か月の研修を受けた後、各国税局（国税事務所）管内の税務署に配属され、
国税調査官又は国税徴収官に任用されます。
興味のある方は、東京国税局総務部人事第二課試験係までお気軽にお問合せください。

記
◇　試 験 概 要　�平成30年度の試験概要については、平成30年７月頃に官報公告及び国税庁ホームページへ掲載と

なる予定です。
◇　問 合 せ 先　東京国税局総務部人事第二課試験係（℡　03-3542-2111　内線2163）

【参考：平成29年度の実施状況】
◇　最終合格者数　（全国）：244名
◇　受 験 資 格　�平成29年４月１日において、大学等を卒業した日又は大学院の課程等を修了した日のうち最も古

い日から起算して８年を経過した者
◇　試 験 日 程
　⑴　受験申込受付期間　　８月中旬
　⑵　試 験 実 施 期 間　　９月から12月まで
　⑶　最 終 合 格 発 表　　12月下旬

平成30年度税務職員募集
Ｐｒｉｄｅ　of　the　Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ�

～公平な世の中を創る、志～
適正・公平な課税の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

　税務職員とは、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識を駆使して適
正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。

◇　受験資格　１　�平成30年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を経
過していない者及び平成31年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

　　　　　　　２　人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者

◇　申込手続　１　申込方法
　　　　　　　　　インターネット申込み
　　　　　　　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利用ください。
　　　　　　　　　［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］
　　　　　　　２　受付期間
　　　　　　　　　平成30年６月18日（月）９時�～平成30年６月27日（水）[受信有効]
　　　　　　　３　受験案内交付期間
　　　　　　　　　平成30年５月８日（火）～平成30年６月27日（水）
　　　　　　　　　９時～ 17時（土・日曜日及び祝日を除く。）
　　　　　　　４　受験案内交付場所
　　　　　　　　　東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）
　　　　　　　　　（注）　人事院ホームページからもダウンロードすることができます。
　　　　　　　　　　　　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］
　　　　　　　　　　　　
◇　試 験 日　第１次試験　平成30年９月２日（日）
　　　　　　　第２次試験　平成30年10月10日（水）～平成30年10月19日（金）のうち指定された日時

（注）詳細については、お気軽に茂原税務署総務課（℡　0475-22-2166　内線312）までお尋ねください。
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会 社 訪 問 43 有限会社 山﨑商店
Profile
商 号 有限会社 山﨑商店
営業内容 ガソリンスタンド
創 業 昭和43年12月
代表者名 山　㟢　悦　功
所 在 地 千葉県長生郡長柄町国府里580-2
 TEL　0475-35-3989
 FAX　同上

■事業内容
　燃料の販売及び車の整備

■経営理念
　地域密着のガソリンスタンドとして、地元に愛される店
づくりを目指しています。

■会社の特徴
　現在夫婦２人で営業しており、会社といっても個人商店のような感じです。その為、顔馴染みのお
客様が多くファミリー的な店になっています。

■PR、自慢話、苦労話、座右の銘等
　当店では地域の実情に合わせて燃料等はもとより、自転車のパンクから草刈機等の修理などお客様
に役立つような店づくりをして行きたいと思います。

■会社訪問記
　有限会社山﨑商店さん（長柄町国府里）を訪問しました。
　昭和43年12月創業（50年）になる老舗のガソリンスタンドです。
　近年、若者の車離れ、ハイブリッド化、燃費の向上で燃料の需要が少なくなる中、夫婦２人元気に
明るく御商売されていました。
　ガソリン、軽油だけではなく、ホームセンターでの安価な灯油販売があり若年層は車で購入にいけ
ますが、山﨑商店さんはセルフスタンドと違い灯油、軽油等の宅配達も行っているので足を延ばせな
いお年寄りにとっては、なくてはならない地元のGSです。
　茂原街道を千葉方面へ向かいネズミ坂を上る手前に
店を構え、燃料だけではなく、タイヤ、バッテリーも
取り扱っていますので千葉へ向かう際は、是非お立ち
寄り頂きたいです。奥様の入れるコーヒーもおいしい
です。
　これからも、長柄町の数少ない貴重なGS守り続け
るよう祈念しまして、お二人とも、お体に気を付けて
頑張って頂きたいと思います。
　本日は、貴重なお時間ありがとうございました。

渡邉　良次 記
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支部・部会だより

　睦沢支部では、昨年に引き続き会員間の親睦を
目的に、支部研修会を12月14日に実施しました。
　研修先は、築地市場、キリンビール工場、フジ
テレビとし、まずは最初の研修先である築地市場
に向かい、車中では税金クイズなどで時間を過ご
しました。
　築地市場の別称である場内市場と、築地市場に
隣接した商店街である場外市場とがあり、市場敷
地内は東京都管轄の卸・仲卸・関連事業者と呼ば
れる業者販売を前提とした店であるが、場外市場
は通常の商店街と同じで、一般客や観光客を相手
にした店が多い。
　今回は、場外市場の見学を行ったが、場外市場
には鮮魚をはじめ厨房器具や飲食店など400以上
の店舗があり、速足での見学となった。また、平
日にも関わらず多くの見学客でにぎわっており、
外国人も多かった。その理由としては、
　「築地市場の扱う生鮮品の良さや食堂棟のグル
メがマスコミに頻繁に取り上げられるようになっ
たこと。築地市場の売り上げの減少により業者以
外の入場規制の解除を行い観光客の誘致を働きか

け、一般の見学客や購買客が大勢訪れるように
なった。現在は東京の観光ガイド本はもちろん、
外国人向け旅行ガイドブックにも築地が取り上げ
られ、日本の観光地の一つとなっている」
　研修会の最後は、予定にはありませんでしたが、
茂原でボーリング大会を実施してお開きになりま
した。研修会が睦沢支部の団結力を高める一助と
なっているものと確信しております。

　天気晴朗なれども波高し。今回の茂原支部連協
の視察研修は横須賀軍港巡り・記念艦三笠と東京
湾フェリーの旅でした。
　冬の抜けるような青空のもと、べた凪の横須賀
港に到着、汐入ターミナルより軍港巡りに出発し
ました。まず目を見張ったのは海上自衛隊が誇
る最新鋭のヘリコプター搭載護衛艦（DDH）、い
ずもの巨艦でした。基準排水量19,500トン、全長
248ｍ、出力112,000馬力、最大速力30ノットとの
説明で、本当に垂涎の的でした。数隻の潜水艦や、
イージス護衛艦の見分け方の説明の後、アメリカ
海軍横須賀基地に停泊中の米原子力空母、ロナル
ド・レーガンの偉容も見ることができました。
　ブルゴーニュでの洋食ランチの後、日露戦争で

活躍した世界三大記念艦の「三笠」は、日本海海
戦でロシアのバルチック艦隊を遊撃して勝利に導
いた主戦艦だそうです。
　ちなみに世界の三大記念艦は、日本の「三笠」、
英国の「ヴィクトリー号」、米国の「コンスティ
チューション号」だそうです。
　この後、東京湾フェリーで金谷港に向け帰途に
つきましたが、いつの間にか強風にあおられてし
け模様、フェリーも大揺れでしたが大きな事故も
なく、無事に研修旅行を滞りなく終了することが
できました。中村連協会長さんはじめ、幹事の皆
さん、参加して下さった会員の皆さん、お疲れさ
までした。

茂原支部
連協

睦沢支部

広報委員長　森　達夫

支部長　田邉　葊昭

視察研修の軍港めぐりに参加して

年末の築地市場を視察して
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　三万体のひな人形が市内を彩る「かつうらビッ
グひな祭り」が今年も開催されました。
　2001年に徳島県勝浦町より７千体のひな人形を
里子として譲り受けたのが始まりで、今年で18回
目となり、勝浦の春の大イベントとして成長して
います。
　その大イベントに勝浦支部女性部会は、支部の
男性にも協力していただき総勢15名で税に関する
パンフレットを配布しました。沢山の人々が税に
関心を持ってくれたらとの思いをこめてひとりひ
とりに笑顔でお渡ししました。

　ここでビッグひな祭りを少し紹介させていただ
きます。メインは遠見岬神社の60段の石段を埋め
尽くす人形たち、夜にはライトアップで幻想的な
雰囲気をだし楽しませてくれます。また、勝浦市
の高台にある芸術文化センターには等身大の享保
びなの段飾り、ホールを埋め尽くす歴史のある人
形の数々が展示してあり圧巻です。
　ちょうどこの時期勝浦は、河津桜が満開になり
ます。春の一日散策として来年のスケジュールに
是非加えておいてください。素晴らしいですよ。

勝浦支部
女性部会 部会長　田中　陽子かつうらビッグひな祭りでの広報活動

プロサーファー　大原洋人選手　が
確定申告のＰＲを行いました !

　茂原税務署では、茂原県税事務所及び関係民間六団体と共に平成30年１月30日(火)、カインズ茂原店の店
頭において,確定申告街頭PRを行いました。
　このイベントには、東京オリンピックのサーフィン競技会場となる一宮町出身で、オリンピックでの活躍
が期待されているプロサーファーの大原洋人選手が参加。茂原税務署の広報大使も務める大原選手は、青木
茂原税務署長、三枝法人会会長とともに、パンフレットを配りながら、計算間違いの心配もなく手軽に確定
申告書が作成できる国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の利用などを呼びかけました。
　大原選手は「街頭広報に参加するのは初めてで、伝えるのが難しかった」と語りながらも、「自宅のパソコン
で確定申告書の作成ができる手軽さに驚いています。今年の確定申告は自分で頑張りたい！」と話していました。

青木署長ともにパンフレットを配る大原選手 各団体長の皆さんと記念撮影

税務関
係

六団体
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ご当地うまいのものシリーズその⑳
やみつきの新感覚カラシビ系ラーメン

茂原市（ボウボウラーメン　たかやま）
長柄町（ボウボウラーメン　ながら）
　飲食業創業14年（和、仏、中の職人のいる居酒屋）の集大成として店舗で大人気の「どこ
にもないラーメン」を看板メニューにラーメン店を2015年3月に出店。その名も「ボウボウ
ラーメン」。食べると活力が沸く「火」をイメージとして命名。目玉商品は「ボウボウラーメ
ン"赤"と"黒"」唐辛子の辛さ6段階選べる「赤」。山椒のしびれで6段階選べる「黒」が大盛況。
　ご当地ラーメンに殴り込みをかける「房総くろ醤油ラーメン」「ながら元気みそラーメン」
で幅広いお客様にご来店していただき、リピート率も高い。

【ボウボウラーメン　赤（唐辛子の辛さ）選べる辛さ6段階】
　鈴木正幸総料理長が試行錯誤の上、辛さに旨み・コクを兼ね備えた

「特製旨辛スープ」の完成。更に改良を何度も加え、どこにもないラー
メンのスープへと作り上げられました。ゴマと白味噌をベースにした
やみつきの新感覚カラシビ系ラーメン。まずは「ボウボウラーメン赤」
からどうぞ。

【ボウボウラーメン　黒（山椒のしびれ）選べる辛さ6段階】
　食したお客様は皆「初めて食べる味だ」とつぶやいてます。看板の「ボ
ウボウラーメン」から赤を入口としてお客様になった人も多いですが、
今やこのしびれが忘れられず、「ボウボウ黒中毒」が急増中です。

【房総くろ醤油ラーメン】
　千葉県「ご当地ラーメン」に殴り込みをかける逸品です。
鶏がら、豚骨、各種野菜のスープにチャーシューをグツグツ
煮込んだ「かえし」に「さば節」を効かせた濃厚な醤油ラー
メンです。

【ながら元気みそラーメン（ながら限定）】
　千葉県のど真ん中長柄町のお母ちゃんたちが、丹精込めて
毎年、秋に仕込んでいる無添加の田舎味噌を使った味噌ラー
メン。にんにくと山椒を効かせた元気モリモリになるラーメ
ンです。

ボウボウラーメンたかやま
茂原市六ツ野4104
0475（36）2041

ボウボウラーメンながら
長柄町山之郷337-11
0475（36）3330

いずれも毎週火曜日が
定休日です。
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創立記念のパーティー費用と記念品の取り扱い
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

税理士　舟田　浩幸

リサ　　　�　当社は今年で創立10周年のため、ホテルで創立記念パーティーを開催する予定です。
取引先を招待し、当社の従業員も全員出席する予定です。パーティーの飲食代は１人
15,000円程度で、全員に5,000円程度の置時計を渡すつもりです。この場合、税務上
の処理はどのようにすればよいでしょうか。

サキ先生　�　創立10周年おめでとうございます。さて、今回のケースでは、飲食にかかる費用は
１人5,000円を超えていますので、すべて交際費になります。また、置時計は、取引先
の分は交際費になりますが、従業員の分は原則として給与所得として源泉徴収が必要に
なります。ただし、一定の要件を満たす場合には給与課税の必要がありません。

リサ　　　�　従業員の飲食代は福利厚生にはなりませんか。
サキ先生　�　創立記念日に際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に

要する費用であれば福利厚生費となりますが、取引先を招待してホテルで行う今回のよ
うな創立記念パーティーはこれに該当しません。

リサ　　　�　置時計は、取引先と従業員で取り扱いが違うということですね。従業員に支給する置
時計に給与課税の必要がない一定の要件とはなんですか。

サキ先生　�　３つの要件を満たすことが必要です。１つ目は、支給する記念品が社会通念上記念品
としてふさわしいものであることです。

リサ　　　�　置時計に、社名と10周年記念の刻印をしたもので、記念品にふさわしいと思います。
サキ先生　�　２点目は、そのものの処分見込みにより評価した価額が10,000円以下のものである

ことです。10,000円の判定は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額で行います。
リサ　　　�　5,000円ですから、問題ありませんね。
サキ先生　�　３点目は、創業記念のように一定の期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品に

ついては、創業後おおむね５年以上の期間ごとに支給するものであることです。
リサ　　　�　10周年記念ですから、この点も問題ありません。今回、従業員に支給する記念品は

給与課税しなくてよいということだと思います。でも、私は個人的には置時計よりもカ
タログギフトがいいけどな。

サキ先生　�　本人が自由に選択できるものは、金額に関係なく給与課税が必要ですので注意してく
ださい。

　　　　　�　また、招待した得意先からご祝儀をいただいた場合、交際費の金額から引かずに、雑
収入として計上しなければなりませんので注意してください。

☆＝筆者紹介＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝☆
舟田　浩幸（ふなだひろゆき）
東京国税局　調査第一部�外国法人調査第３部門�主査、同局調査第四部国際税務専門官（移転価格担当）、渋谷税
務署�国際税務専門官（所得税担当）、芝税務署�国際税務専門官（源泉所得税担当）などを経て、平成28年8月神
奈川県横浜市鶴見区で税理士登録。



茂原法人会　　　 茂原法人会　　　18

消費税は期限内に納めましょう

補助対象外

生活習慣病健康診断のご案内
協会けんぽ（全国健康保険協会）からの補助可

お問い合わせは、
（一財）全日本労働福祉協会へ ☎ 03（5767）1714

実施日：7月18日㊌・19日㊍・20㊎・23㊊

実施日：7月18日㊌・19日㊍・20㊎

問診・身長体重・視力・血圧測定・聴力検査・体格指数・胸部エックス線検査・尿検査（糖・蛋白）・貧血検査・
肝機能検査・血中脂質検査・心電図検査・糖代謝・特定健診（メタボリック）対応

生活習慣病検診　受付時間● 9：30～ 11：00　茂原卸商業団地会館

一般定期検診　受付時間●14：00～ 15：00

37,044円

8,424円

会　員
特別料金

会　員
特別料金

一般料金（税込）

52,552円
●総合コース　検査57項目

など全4コース

一般料金（税込）

9,396円●基本定健　全21項目

法人会費納入のお願い
茂原法人会の会費をお納めいただく時期となりました。
銀行口座振替の方は、6月17日が日曜日のため6月18日に口座より
引き落としをさせていただきます。資金のご準備どうぞ、よろしく
お願いいたします。

またご送金の方は、お振込用紙をご送付させていただき
ますので、銀行または郵便局にてお手続きの程、よろし
くお願いいたします。

※�なお手数料不要で便利な銀行口座振替をどうぞご利用
ください。
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忘れていませんか、消費税の中間納付

定時総会のご案内

会員の方は、総会の案内ハガキにて、お申込み下さい。
なお公開講座は、一般の方もお申込みいただけます。

会員以外の方は☎ 0475-23-6056　茂原法人会事務局へご連絡下さい！

今後の公開講座

「脳はバカ、�
� 腸はかしこい」
～免疫力を高める生活習慣

講　師　藤田　紘一郎 氏

ホテル一宮シーサイドオーツカ

第一講座：税務講演会
第二講座：

「決して�
�あきらめない」（仮）
講師　舞の海　秀平 氏

ホテル一宮シーサイドオーツカ

9月12日（水） 10月24日（水）

　平成30年度の定時総会は、下記のとおりホテル一宮シーサイドオーツカにて開催します。
　講演会はもとより、懇親会費も会員各位には、ご負担金なしとさせていただきましたので、
お誘いあわせの上、ご出席ください。

開催日時 5月29日（火）　受付開始 13時45分～
場所　ホテル一宮シーサイドオーツカ

講演会 14時30分～
総　会 16時15分～	 議案1）平成29年度事業報告の件　　　　報告　平成30年度事業計画並びに
 　　2）平成29年度計算書類承認の件　　　　　収支予算について
 　　3）役員選任の件
懇親会 17時25分～

公開講座 特別講演会
（講演時間1時間30分）

テーマ「これからの日本経済」
講　師　経済ジャーナリスト

　　　　　　　　　　　　須
す
田
だ
　慎

しん
一
いち
郎
ろう
先生

●プロフィール
最終学歴　日本大学経済学部
経済紙の記者を経て、フリー・ジャーナリストに。「夕刊フジ」「週刊ポスト」な
どで執筆活動を続けるかたわら、テレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」、読
売テレビ「そこまで言って委員会NP」、ニッポン放送「あさラジ」他、テレビ、
ラジオの報道番組等で活躍中。政界、官界、財界での豊富な人脈を基に、数々の
スクープを連発している。
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表 紙 の 説 明

ガーベラ団地

　白子町にあるガーベラ団地は平成6年より水
耕によるガーベラ栽培を４軒の農家でスタート
させた施設です。総面積５千坪、温度や湿度、
肥料を自動制御し、最適環境で約80品種を栽培
しています。
　切り花として人気も高く「ガーベラセラピー」
と言われ、花の中でも特に人を元気にするパ
ワーにあふれていると人気です。
　年間通して市場出荷を基本としていますが、
近年では観光バス等の観光客も受け入れ、見学
や直売も行っています。（入場無料）
所在地：長生郡白子町五井2425
花摘み体験期間　10月～５月末まで

花摘み　一人500円（８本まで）
受付時間　８：30 ～正午まで
☆豆知識　ガーベラを長く楽しむために‼
・�花びんの水は３～４cm位で、１～２日おき
に茎を少し切り戻す
・塩素系漂白剤を１～２滴
☆首が垂れてもすてないで‼
・�茎を少し多めに切り戻して花首まで水につけ
ると元に戻ります。� 竹澤敏子 収集

　梅・桜に始まって、各地で様々な花の共
演（競演）の季節が今年もやってまいりま
した。
　毎年、多くの方が心待ちにしているこの
楽しい時期ですが、「アメリカがくしゃみ
をすると日本が風邪をひく」だけではあり
ませんが、いろいろな意味で緊張感を大き
く感じていることと思います。
　仮想通貨の衝撃も身近な問題の一つであ
り、今後はこのように日本人の良さでもあ
る「あやふやなものを先送りする」ことが
大きな問題に発展する時代になってきてい
るのかもしれません。
　少しでも早く正確な情報を共有すること
が大切な現在、会員の皆様には法人会に、
より積極的にご参加いただき、より多くの
意見・情報交換をしていただき、今以上に
魅力のある団体に見られるようにしていた
だければと思います。そして、ほんの少し
でも広報誌がそのお役に立てたらと、委員
一同願っております。� 丸嶌孝明　記

Event schedule 行 事 予 定
4/18 税制委員会
5/24 源泉部会役員会、研修会
5/25 合同女性部会連絡協議会
6/13 厚生委員会
6/18 組織委員会
6/26 総務委員会
7/ 3 理事会
8/ 2 青パト講習・福利厚生制度推進連絡協

議会・役員大会

勝浦支部　池田哲夫理事ご逝去
　池田理事に於かれましては、平成30年1月3日に
ご逝去されました。
　池田理事は、平成21年度に理事就任と同時に税
制委員にも就任され、ご尽力を賜りました。ここ
にご生前の功績を偲び、謹んでご冥福をお祈り申
し上げます。


