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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）

　公益社団法人茂原法人会の定時総会が５月29
日にホテル一宮シーサイドオーツカの別館フェ
ニックスホールにおいて、青木幸弘茂原税務署
長をはじめ各界から多数のご来賓のご臨席を頂
き盛大に開催された。
　総会に先立ち、恒例となった公開講座が経済
ジャーナリストの須田慎一郎先生により、「こ
れからの日本経済」と言う演題で行われた。
　続いての総会では、和泉副会長の司会により
横山副会長の開会のことば、三枝会長のあいさ
つの後、規定に基づき三枝会長が議長に選出さ
れた。事務局より定足数の確認と本総会が有効
に成立することが報告され、また議事録署名人
に中村富夫（茂原西支部）橋本勝男（岬支部）
両氏を選出し議案の審議に入った。
　第１号議案　平成29年度事業報告の件
　第２号議案　平成29年度計算書類承認の件が
上程され事務局より説明の後、土屋利夫監事か
ら監査結果の報告があり質疑応答、原案通り可
決承認された。続いての第３号議案、役員選任
の件が上程され、異議なく可決された。

　また平成30年度の事業計画並びに収支予算に
ついての報告、説明があり（詳細は議案書に記
載）以上をもってすべての議事を終了し、議長
は挨拶の後、降壇した。
　続いて来賓を代表されて青木幸弘茂原税務署
長、伊藤香代子茂原県税事務所長にご祝辞をい
ただき、田中豊彦茂原市長の祝電披露の後、事
務局よりそれぞれご来賓の紹介、君塚副会長の
閉会のことばで滞りなく総会を終了した。
　総会後会場を移しての懇親会では、中村青年
部副部会長の司会進行により、茂原警察署生活
安全課長のごあいさつで始まり、アトラクショ
ンとして三遊亭絵馬さんの紙切りの披露がおこ
なわれ和やかな懇談のうちに午後６時30分、す
べての行事が終了した。

第6回 定時総会開催
5月29日 ホテル一宮シーサイドオーツカ

司会の和泉副会長 三遊亭絵馬さん姉妹法人飯田法人会からのお花

懇親会
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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）

き続き安定的に政権を担
うものと思われました。
ところが、こちらも今年
の３月に入って森友学園
に関する財務省での決裁
文書書き換え問題が取り
上げられたのを契機に、
様々な問題が噴出して国

内の政局も不安定な状況になってまいりました。
　続いて法人会活動について顧みますと、公益
社団法人に移行してから本格的に取り組んでき
ました「租税教室」や「税に関する絵はがきコ
ンクール」が益々充実して、軌道に乗ってまい
りました。
　また、「会員増強運動」については県連目標
の150％を達成して、昨年度も金賞を獲得する
ことが出来ました。これで連続受賞記録が17年
に延びました。
　平成29年度のその他事業や会計を含めた会務
運営全般を見ましても、税務当局のご指導や、
本部・支部・部会の役員はじめ会員皆様の深い
ご理解とご協力により、お手許の総会資料にま
とめました通り、公益法人としての規定に則り、
概ね順調に推移することができました。
　ここに改めてお礼申し上げまして、私の挨拶
といたします。

三枝会長挨拶
　本日ここに、公益社団法人茂原法人会の平成
30年度定時総会を開催いたしましたところ、公
務ご多用の折にもかかわらず、茂原税務署長、
青木幸弘様をはじめ、多くの来賓の皆様に、ご
臨席を賜りまして誠にありがとうございます。
また会員の皆様には、本総会のために、ご多忙
の中を多数ご出席いただき、有難うございまし
た。厚くお礼申し上げます。
　定時総会に先立ち、経済ジャーナリストの須
田慎一郎先生に「これからの日本経済」につい
てご講演をいただきましたが、会員の皆様はい
かがお感じになられましたでしょうか？
　さて、昨年度を振り返ってみますと、ヨーロッ
パを始め世界各地で、一般市民を巻き込んだテ
ロが後を絶ちませんでした。
　アメリカではトランプ大統領の就任で、
「TPP」や地球温暖化対策の「パリ協定」など、
従来の国際的枠組みからの離脱表明や軍事面で
の強硬姿勢が目立ちました。
　また、隣国の北朝鮮では、核実験や弾道ミサ
イルの発射が繰り返えされておりましたが、今
年に入って、３月の平昌オリンピック以降、南
北や米朝首脳会談など融和に向かう動きが出て
まいりました。
　一方、国内を見ますと昨年10月の衆議院の解
散総選挙では自民党が圧勝して、安倍内閣が引

を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　昨年度の事業活動を振り返ってみますと、納
税者の皆様に広く税についての理解を深めてい
ただくため、各種研修会の開催や産業祭りなど
での広報活動、加えて管内の小学生を対象とし
た「租税教室」及び「税に関する絵はがきコン
クール」の実施など税務行政に対しまして多岐
にわたるご支援をいただきました。また、社会
貢献活動として、青色回転灯を装着した車両に
よる「自主防犯パトロール」や節電を呼びかけ
る「いちごプロジェクト」の広報にも積極的に
取り組んでいただいております。
　法人会の皆様には、このような公益性の高い
各種事業活動を通じて、納税道義の高揚や税知
識の普及などに大きな役割を果たしていただい

祝辞
茂原税務署長�
� 青木　幸弘 氏
　公益社団法人茂原法人会の第６回定時総会に
当たり、一言お祝いを申し上げます。
　ただいま、上程された全ての議案が滞りなく
可決・承認されましたことに、心からお慶び申
し上げます。
　三枝会長をはじめ役員並びに会員の皆様の、
法人会活動に対する多大なご尽力に対しまして、
深く敬意を表しますとともに、新年度におかれ
ましても、これまで同様、税務行政へのご支援
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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）

ている中、会員増強運動では、困難な状況にも
かかわらず、17年連続で県法連が設定した会員
獲得目標数の150％を超える会員を獲得される
など、盤石な組織基盤の確立にも精力的に取り
組んでいただいております。
　これもひとえに、役員並びに会員の皆様のご
尽力の賜物であり、深く敬意を表する次第でご
ざいます。
　さて、皆様もご承知のとおり、来年10月から、
消費税率の引上げと、軽減税率制度が導入され
ます。
　この制度が導入されますと、軽減税率対象の
取引と標準税率対象の取引が発生することとな
り、加えて事業者の皆様には、制度の導入まで
の限られた期間で準備を行っていただく必要が
あるなど、大きな影響が考えられます。

祝辞
千葉県茂原県税事務所長�
� 伊藤　香代子 氏
　本日、公益社団法人茂原法人会様の平成30年
度定時総会が盛大に開催されましたことを、心
よりお祝い申し上げます。
　また、三枝会長様をはじめ茂原法人会の皆様
には、県税務行政の推進に、深いご理解のもと
格別なるご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　茂原法人会様におかれましては、昭和25年の
創立以来、申告納税制度の推進や税務知識の普
及にご尽力される一方、社会貢献活動へ積極的
に取り組まれるなど、地域経済発展のために大
きく寄与され、さらには会員の皆様一人一人が、
社会の健全な発展のために日々貢献されている
ことは、税務組織の一員としてとても心強く、
心から敬意を表する次第です。
　また、個人住民税の特別徴収制度やエルタッ
クス（電子申告）の推進につきましても、日ご
ろからご理解とご尽力を賜り、心より感謝申し
上げます。
　さて、千葉県における平成30年度の当初予算

　そのため、税務署といたしましては、現在、
その周知・広報に取り組んでおりますが、法人
会会員の皆様には、軽減税率制度の円滑な導入
に向けて、より一層のお力添えを賜りますよう、
お願い申し上げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人茂原法人
会の益々のご発展と、本日ご臨席の皆様のご健
勝並びに事業のご繁栄を心から祈念いたしまし
て、私の祝辞とさせていただきます。
　本日は、誠におめ
でとうございます。

でございますが、県税収入は8,092億円、昨年
度比で約4.1％の増加を見込んでおり、このう
ち、法人県民税・事業税は1,579億円と県税収
入の約20％を占める、重要な財源となっており
ます。
　これらの県税収入をはじめとした予算により、
千葉県では、「くらし満足度日本一」の実現に
向け、子ども・子育て世代への支援の充実や県
民サービスの向上と経済活性化のための社会基
盤の整備など、今年度も様々な事業を進めてま
いりますが、これらの取り組みを進めるにあ
たっては、自主財源の根幹をなす県税収入の確
保が、大変重要となっております。
　わたくしども県税事務所も、千葉県の財政基
盤を担う税務組織の一員として、県税収入の確
保はもとより、県民の皆様のご理解とご協力を
得られるよう、適正かつ公平な税務行政の推進
に向け、努力してまいる所存でございます。今
後とも本県税務行政へのご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
　結びにあたり、公益社団法人茂原法人会様の
益々のご発展と、会員の皆様のご健勝並びに事
業のご繁栄を心から祈念いたしまして、お祝い
の言葉とさせていただきます。本日は、誠にお
めでとうございます。
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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）

祝辞
茂原市長�
� 田中　豊彦 氏
　本日、公益社団法人茂原法人会の平成30年度
定時総会がこのように盛大に開催されますこと
を心よりお喜び申し上げます。また、日頃より
貴会の皆様方には、税務行政はもとより、市町
村行政の各般にわたり、格別のご理解とご協力
を賜り、深く感謝申し上げます。
　貴会におかれましては、茂原税務署管内の税
務関係民間団体のうち、唯一の公益法人として、
会員の自己啓発への積極的な支援、納税意識の
向上、企業経営及び地域社会の健全な発展に多
大なご尽力をいただいており心より敬意を表し
ます。
　さて、我が国の経済情勢は、内閣府の月例経
済報告によりますと、「景気は緩やかに回復し
ている。」としており、雇用・所得環境の改善
が続くなかで、各種政策の効果もあって、穏や
かな回復が続くことが期待されるところでござ
います。しかしながら、人口減少・少子高齢化
という問題が「強い経済」の実現を阻害する要

平成30年度本部理事就任
　勝浦支部池田理事の欠
員により本総会にて選出
されました。

勝浦支部�
� 渡辺一浩 理事
〔㈲渡辺水産〕

因となることが懸念されております。地方自治
体においても、その例外ではなく、将来の人口
減少を見据え、限られた財源の中で、計画的か
つ効率的に将来を見据えた行財政改革を行って
いく必要があるものと考えております。
　このような中、昨年、本市では「すべての市
民が住んで良かったと思えるまち茂原」を実現
するための「茂原市総合計画後期基本計画」を
具現化する「茂原市第６次３か年実施計画」が
スタートいたしました。特に、「雇用創出」、「子
育て支援」や、「安心・安全なまちづくり」、「公
共施設マネジメント」等について、重点的に取
り組んでいるところであります。
　こうした事業を進めるにあたっては、安定し
た財政運営を行うことが大事です。そのために
は、税をはじめとした財源の確保が何よりも重
要となります。
　貴会におかれましては、今後も税知識の普及、
納税意識の高揚に努められ、地域社会に貢献い
ただきますようお願い申し上げます。
　結びにあたりまして、公益社団法人茂原法人
会の益々のご発展と、本日ご臨席の皆様方のご
健勝とご活躍を祈念申し上げまして、お祝いの
ご挨拶といたします。

三遊亭絵馬さんの作品

「宝船」
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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）

　経済ジャーナリストとして
広く活躍されている須田慎一
郎先生の講演会が開催されま
した。次の様な内容です。
　講演で各地を周り皆様から
話を聞くと同じような話を良
く聞きます。
　「景気が良い」とマスコミ
報道で伝えられているが我々
は景気回復を実感できない。
周りの人に聞いても同様の話

を聞くが？」
　大企業の業績、統計上の数字では、あらゆる
点で好景気を示しますが、一般庶民には実感出
来ないと云うのが実状です。実にこれからの景
気はどうなるのか、予測する事は大変難しい問
題です。
　どの点をみて予測すべきか、それは政府の方
針（政策）がどうかで判断できる。
　政府は発表していませんが、アベノミクスは
結果を出す事ができず失敗に終りました。この
政策で、確かに大企業の業績は大幅にのび統計
上は好景気が反映された様に見えますが、目標
とする結果を出す事は出来ませんでした。アベ
ノミクスはまず大企業の業績をのばし、更に関
連の下請け（中小企業）に利益の配分が行なわ
れ、働く従業員の所得が増えると一家の世帯収
入が増え消費に回る事を目標としました。好景
気循環を目指しましたが実際には中小企業に景
気は及ばず好循環を生む事はありませんでした。
　そして、景気を良くする為に政府は新たな経
済対策として「一億総活躍社会実現化」を打出
しました。働く人の数を増やし、一家の家族収
入を増やそうとの目的の政策です。内容的には
労働者不足を補う、シニア世代、女性の活用で
す。現在、女性の就業率、64％を82％に60から
64歳までの就業率64％を67％に将来的には75％

に伸ばしたいと設定されています。その為に、
待機児童の解消、幼児教育の無償化、パートの
賃金の上限の改正103万円を150万円までに等
の政策を打出しました。女性の社会進出は徐々
に進んでいます。特に営業職をみても、今まで
タブーとされていた建設業界の中に於いても女
性が活躍しています。女性の社会進出が進む事
によって従来の男性中心の状況が変わり社会構
造、経済構造の変革が進み、その点が反映され
てマーケットにおいても二極化が進んでいます。
従来のマーケットに捉われず働く女性を意識し
た業種が良い業績をあげています。一つの例と
してスーツを扱う、アオキ、青山等女性コーナー
を広げ売上げを延ばしています。この様に新し
い市場マーケットを開拓することに依って経済
成長が望めます。女性の職場進出により、より
求められる好評な商品は家事労働を軽減する商
品です。例えば自動掃除機ルンバやグリル鍋等
があげられます。
　「これからの見通しとして社会構造の変革に
依り新たなニーズや変化を敏感にキャッチし、
変換し現在のマーケットのみに捉われず、新た
な社会構造の変革で新たなニーズを見据えて、
自ら働いてゆく事で新たなマーケットを開拓し
ていくことが大切です。その事に対応した企業
こそが成長が望めることでしょう」と締めくく
られ1時間30分の講演を終了致しました。

研修委員　野村忠栄 記

「これからの日本経済」
講師　須田慎一郎先生

公開講座
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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）

平成31年（2019年）10月１日から
消費税の軽減税率制度が実施されます
　平成31年（2019年）10月１日から、消費税及び地方消費税の税率が 
８％から10％に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施
されます。

軽 減 税 率（８％）の 対 象 品 目

飲食料品
　飲食料品とは、食品表示法に規定する食品（酒類を除きます。）をいい、一定の
一体資産を含みます。
　外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。

新　　聞 　新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的
事実を掲載する週２回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

全
て
の
事
業
者

売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を
行うことや、区分記載請求書等を交付する必要があります。

仕入れ（経費）について、取引ごとの税率により区
分経理を行う等の対応が必要となります。

課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等
の交付を求められる場合があります。

飲 食 料 品 の 売 上 げ・ 仕 入 れ の
両 方 が あ る 課 税 事 業 者 の 方

飲食料品の売上げがなくても、飲食料品
の仕入れ（経費）がある課税事業者の方

免 税 事 業 者 の 方

免  税  事  業  者  の  方  へ

免税事業者 課税事業者

課税事業者から区分記載請求書等
の交付を求められることがありま
す。

免税事業者からの仕入れについ
ても、仕入税額控除を行うために
は、区分記載請求書等の保存が必
要です。

飲食料品（食品表示法に規定する食品）

人の飲用又は食用に供されるもの

軽減税率対象

標準税率対象

一体資産(※)

※ 一定の一体資産は飲食料品に含まれます。

酒類
テイクアウト・
宅配等

外食
レストラン

ケータリング等

有料老人ホー
ム等で行う飲
食料品の提供

医薬品・
医薬部外品等

《軽減税率の対象となる飲食料品の範囲》

〈平成29年12月〉国税庁

別紙２
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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）

ＱＲコードから
国税庁ホームページへ

国税庁ホームページの
下段のバナーをクリック

　消費税率が複数税率となりますので、これまでの記載事項に加え、軽減対象資産の譲渡等である旨
及び税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載した請求書等（区分記載請求書等）を発行する
ことや、日々の経理において帳簿には軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨を記載することが必
要となります。

○　軽減税率制度に関するご相談は、以下で受け付けております。
　１．消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）
　　　【専用ダイヤル】 ０５７０－０３０－４５６
　　　【受 付 時 間】 ９: ００～１７: ００　（土日祝除く）
　２．電話相談センター
　　 　最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「３」を押すと、電話相談センター

につながります。
　　　税務署の連絡先は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご案内しています。
○　税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認させていただく必要

のある相談）を希望される方は、最寄りの税務署への電話により面接日時等を予約していただく
こととしておりますので、ご協力をお願いします。

○　軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）内の特設サイ
ト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

①　課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②　課税仕入れを行った年月日
③　課税仕入れに係る資産又は役務の内容
　（軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨）
④　課税仕入れに係る支払対価の額

《帳簿の記載例》

総勘定元帳（仕入）

XX 年 摘要 税
区分

借方
(円)月 日

11 30 △△商事㈱ 11 月分 日用品 10 ％ 88,000
11 30 △△商事㈱ 11 月分 食料品 ８％ 43,200

② ① ③ ④

①　区分記載請求書等発行者の氏名又は名称
②　課税資産の譲渡等を行った年月日
③　 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
　（軽減対象資産の譲渡等である旨）
④ 　税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等

の対価の額（税込み）
⑤　書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

《請求書の記載例》

請求書

㈱○○御中 平成XX年11月30日

11月分 131,200 円（税込み）

日付 品名 金額

11/1 魚 5,400 円

11/1 牛肉 10,800 円

11/2 キッチンペーパー 2,200 円

合計 131,200 円

10%対象 88,000
8%対象 43,200

△△商事㈱

②
③

①

※は軽減税率対象品目

⑤

④

※

※

帳簿及び請求書等

軽減税率制度に関するお問合せ先

　軽減税率対策補助金事務局（中小企業庁）では、複数税率への対応が必要となる中小企業・小規
模事業者等が、複数税率対応のレジの導入や、受発注システムの改修などを行うに当たって、その
経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援を行っています。
　軽減税率対策補助金の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。
　【ＵＲＬ】　　　 http://kzt-hojo.jp
　【専用ダイヤル】 ０５７０－０８１－２２２
　【受 付 時 間】 ９: ００～１７: ００　（土日祝除く）

軽減税率対策補助金
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忘れていませんか、消費税の中間納付

　出資関係図などの一部の添付書類については、イメージデータ（PDF形式）により提出できます。
　さらに、税務・会計ソフトや自社システムで作成した財務諸表及び勘定科目内訳明細書データについても、国税庁
が定めたファイル形式（CSV形式）のデータであれば、ｅ-Taxで受付可能なデータ形式（XBRL形式又はXML形式）
に変換して提出できます。詳細はｅ-Taxホームページでご確認ください。

※ 財務諸表及び勘定科目内訳明細書は、イメージデータ（PDF形式）での提出はできませんのでご注意ください。

国税庁

申告・納税 e-Tax申告・納税 e-Tax

e-Taxならこんなメリットがあります
税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続を
することができます。1

書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。3

申告書、申請書、添付書類をインターネットを利用して提出できるため、ペーパー
レス化につながります。2

4 納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。
（ｅ-Tax：370円　書面：400円）

e-Tax

ネットが便利ネットが便利

e-Taxならこんなメリットがあります

　平成32年（2020年）4月以後開始する事業年度から、事業年度開始時の資本金の額等が1億円超などの要件
に該当する法人等（以下「大法人」といいます。）について、法人税及び地方法人税並びに消費税等の申告書の
提出方法が電子申告に義務化されます。
　大法人の電子申告の義務化に伴い、法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう、環境整備を進めることと
されており、平成30年4月からは、以下の点が変更されます。

平成32年（2020年）4月から大法人の電子申告が義務化されます平成32年（2020年）4月から大法人の電子申告が義務化されます

国税庁 e-Tax キャラクター
イータ君

添付書類の提出はe-Taxが便利です添付書類の提出はe-Taxが便利です

法人の方へ

◯ 土地の収用証明書等の申告書への添付を省略できます。
◯ イメージデータ（PDF形式）として送信された添付書類について紙原本の保存を不要とします。
◯ 法人税の申告書における代表者及び経理責任者の自署押印制度が廃止され、代表者のみの記名押印制度に変更されます。
◯ 法人が行う電子申告に付すべき代表者の電子署名について、法人の代表者から委任を受けた当該法人の役員・社員
の電子署名によることも可能とします。

　上記以外の施策も、大法人の電子申告の義務化開始までの期間に順次、実施していく予定です（実施状況等は、
e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）で公開します。）。

M C Y BL
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部会だより
第13回法人会全国女性フォーラム山梨大会に参加して

合同女性部会連絡協議会

合同女性

当番幹事　上代　ちえ子

部会長
　川城　敬子

交換をしました。実り多い有意義な大会でした。
　明朝、白百合醸造に向かいました。内田社長
のご案内で工場の見学・ワインの試飲をさせて
頂きました。そして快晴のなか、富士山南アル
プス連峰に囲まれた最高の景色を後に内田社長
の車にて武田信玄公菩堤寺恵林寺へ送って頂き
ました。4月12日信玄公病死以来、毎年御供養
が行われているそうです。
　おいしい「ほうとう」を味わい帰路の電車に
乗りました。内田社長との出会いは茂原税務署
長青木様のご紹介でした。思いがけずとても楽
しい旅が出来ました。感謝申し上げます。

品とか・・・自然の美しさがたくさん残ってい
る島とかで、ぜひ、いってみたいと声があがっ
ていました。
　林崎統括官より相続税についてのお話しがあ
りました。平成26年と平成27年では相続税の対
象者が1.7倍増加したとのこと。その場になっ
て慌てないように準備をしておく必要がある。
　アトラクションは81才須藤さんご夫婦の手品
でした。次から次へと品々がとび出してびっく
り、圧巻！そして講演会では高橋公毅先生の「元
気で健やかに、すごせるために」ということ
で、骨を丈夫にする、血液サラサラにすること
が大事とのこと。砂糖のとりすぎは骨をとかし
ます、水は1.5ℓ以上のみましょ！もう一度日
本食を見直しましょう、そして笑いは健康のも
とです！和やかに閉会となりました。

　「輝こう！名峰冨士のもと～今を創る女性の
力～」平成30年4月12日アイメッセ山梨に全国
から1600名の女性が集いました。
　まずは記念講演「小さな旅と私」～人との出
会いと発見～　講師は元NHKエグゼクティブ
アナウンサーNPO法人日本トレッキング協会
会長の国井雅比呂先生。旅を通して素晴らしい
人生の出会いに感動しました。
　国税庁次長兼長官心得・藤井健志様国税幹部
の皆様、後藤県知事他多くのご来賓のご臨席の
もと式典の開会となりました。
　全国女性部会連協若松会長、山梨県女性連協
神宮司会長にご挨拶を頂きました。女性部会独
自の取り組み「税に関する絵はがきコンクール」
を実施、子供達に社会を支える税の大切さ・役
割を教え、社会貢献、地域経済の活性化と発展
に寄与していく事が重要である。改めて女性部
会活動の大切さを感じました。
　懇親会では他県女性部会の方々と意見や住所

　5月25日、白子のホテル「カアナパリ」にて、
女性部会連絡協議会が開催されました。
　ご来賓には茂原税務署長青木幸弘様、副署長
麻生聡様、林崎統括国税調査官、青木統括国税
調査官、西澤上席国税調査官、そして本会より
丸専務理事のご臨席を賜りました。会員50名の
参加でした。連絡協議会では議案すべてがス
ムーズに承認されました。また今年度も部会長
中心に皆様のご協力をよろしくお願いします。
　研修会は青木署長様から「夢、その続き」の
テーマでお話しをいただきました。夢の島・青ヶ
島の紹介です。千年前に火山の噴火でできた村
で人口168人、日本で人口が一番少ない村との
こと、夜は宝石箱をひっくり返したような美し
さ、透明な海、ジャングル、釣りもでき、カン
モ（さつまいも）はとくに甘い、焼酎、塩も逸
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忘れていませんか、消費税の中間納付

　国道297号勝浦方面に向かい、白山台
交差点手前左側にお店があります。

297
ROUTE

国   道

297
ROUTE

国   道

県  道

千  葉

150

県  道

千  葉

172

県  道

千  葉

172

マリンレストラン
シーガル

いすみ鉄道

大
多
喜
駅

城見ヶ丘駅
千
葉
県
立
中
央
博
物
館

大
多
喜
城
分
館

いなげや

デイリー　
　ヤマザキ

ナフコ

至 勝浦至 勝浦

至 市原至 市原
至
一
宮

至
一
宮

ご当地うまいのものシリーズその�

マリンレストラン
シーガル

住所：夷隅郡大多喜町横山598-1
電話：0470-82-4588

　本格メニュー　ビーフストロガノフや
シチューから生姜焼き、ナポリタンなど
懐かしい昭和の薫るもの満載です。

　その中で、本日はカレーをご紹介しま
す。
　地元にファミレスが出来、一時的に客
足が遠のいた時、ホテルに卸されていた
という本格欧風カレーです。お手頃価格
ですのでお好みのものを昭和の雰囲気と
共にどうぞお召し上がりください。

大多喜発信
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会 社 訪 問 44 有限会社 岩　瀬
Profile
商 号� 有限会社 岩瀬
営業内容� 畳の製造、販売、畳工事一式
創 業� 平成３年４月１日
代表者名� 岩　瀬　幸　弘
所 在 地� 千葉県夷隅郡大多喜町横山1129
� TEL　0470-82-2346
� FAX　0470-82-5126
ホームページ� https://tatamiiwase.com

■事業内容
　新畳の製造・販売
　畳の表替え、裏返し工事

■経営理念
　お客様が満足、感動をして頂ける畳を提供
できる、また喜んで頂ける仕事をモットーに
しています。

■会社の特徴
　新畳の製作及び畳の表替え裏返し工事など、畳に関する工事全般を行っています。
　畳の多様化で、厚みも60ミリから15ミリ、畳床は藁床から建材床、畳表は、藺草（いぐさ）から和
紙表樹脂表と様々な種類が増えてきて、それぞれお客様の好み、御希望にそえるように、対応します。

■PR、自慢話、苦労話、座右の銘等
　畳の種類、仕様等が多種多様化してきているので、常に新商品、新仕様に関して勉強し続けていま
す。それと同時に、従来からの天然素材の藺草のもつ特性を引き続きアピールして畳の良さを伝えて
いきたいと思います。

■会社訪問記
　今回は、大多喜町鍛冶町にある有限会社岩瀬さんを訪問しました。社長の岩瀬さんは畳の製造販売
会社の二代目の社長です。お祖父さんが畳の床を製造していた頃から数えますと畳製造に携わって
100年を経過しています。
工場に一歩足をふみ入れた時、天然藺草の発する香りを感じて間もなく気持ちが少しずつ寛解してき
ました。藺草から放散される主な芳香成分は殺菌作用をもつフィトンチッドや茶葉にも含まれるジヒ
ドロアクチニジオリドやリラクゼーションに役立つα－シペロンと、香水やリラックス効果の高いア
ロマテラピ－の精油などに使用されているバニリンと説明がありました。
　畳製造はかつての手作業から非常に精度の高い裁断機と縫製機に変わっていました。更に社長から
縁起の良い正しい畳の敷き方や畳み目といわれる縦縞の模倣を利用する茶道の作法についても説明が
ありました。
　梅雨季の吸湿効果、藺草の香り、伝統文化との関わりを聞き早速に畳を入れ替えたくなりました。
ご多忙のところありがとう御座いました。� 中村友三郎 記
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厚生委員会より 親睦チャリティ大会開催のご案内

お申し込みは、各支部・部会の役員または事務局へお願いいたします。

地元社会福祉協議会への寄贈を目的に、
今年度は、一の宮カントリー倶楽部にて開催します。

地元社会福祉協議会への寄贈を目的として、
会員同士の親睦と各支部・部会の交流を図ります。

場　所 一の宮カントリー倶楽部

場　所 茂原ミナミボウル

日　時 平成30年10月29日㈪�8時14分スタート

日　時 平成30年8月25日㈯�午後2時開始

プレー費 8,880 円（昼食ワンドリンク付・パーティを含む）

参加費 3,000 円

登録料 別途 2,000 円（チャリティ金 1,000 円を含む）
●組合せ、ルール等は代表の方へ追って FAXさせて頂きます。

チャリティ
ゴルフ大会

賞品は保険三
社にも

ご協力頂き、
たくさん

用意していま
す !!

支部・部会
対��抗

寄贈・表彰式は、竹りんにて

飛び賞も多くご
用意しています

。

ふるってご参加
ください !!

チャリティ
ボウリング大会
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「法人会」とは

「い
ちごプロジェクト」とは？ 　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す。
　現在、全国各地に440単位法人会があり、

県単位の連合体として41都道県連が組織され
約80万社の企業が加入しています。

法人会では「税知識の普及」「租税教育」
「地域社会貢献」などを中心に

地域に密着した活動を
展開しています。

　夏の暑い日は、家の電気使用量の半分以上をエアコンが占めています。
家庭では、複数のエアコン使用をやめ、なるべく1部屋に集まる工夫をし
たり、公園や図書館などの公共施設を利用することで涼をシェアするな
ど、1人あたりのエアコン使用を見直すことで節電に取り組むことができ
ます。

涼を分かち合うクールシェア

　グリーンカーテンとはゴーヤや朝顔などのつる性の植物をネットに絡ま
せて、カーテン状にしたものです。日ざしを遮り、植物が吸い上げた水を
葉から蒸散するため、周囲の気温を下げてくれます。緑の見た目も涼しく、
ゴーヤやパッションフルーツなどを選べば収穫の楽しみもあります。
　手軽な「すだれ」や「よしず」などの自然素材の日よけもオススメです。

グリーンカーテンやすだれで自然の涼しさ

みんなで出来る夏の節電対策

　「いちご」のネーミングは、
2011年夏の節電目標「15％」に

由来しています。
  いちごは「毎年実をつける多年草」
 であり「全国各地で広く栽培」されます。

そのイメージを、毎年女性部会が
全国的に継続して取り組む
社会貢献活動に重ねました。

 節電にご協力ください。
－無理なく　無駄なく　快適に－－無理なく　無駄なく　快適に－－無理なく　無駄なく　快適に－

 節電にご協力ください。

いちご通信  2018. 夏
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伊能図と地籍調査事業
　今年は伊能忠敬没後200年になります。
　忠敬（九十九里町生まれ）は日本の歴史上はじめて、実測に基づく日本地図を作製した人です。
当時40歳で初老と言われた時代50歳半ばで天文学や測量術を学びその後、第１次測量享保（1800
年）から第10次測量（1816）年まで、17年間にわたり全国の測量をおこない、日本地図を完成
させました。
　管内においては、享和元年（1801年）に第２次測量として、６月19日に江戸を発ち、房総半
島を測量しながら一周し、７月18日に銚子に到着しました。
　忠敬の死から３年後に大日本沿海興地全図として、幕府に納められ明治政府が測量するまで
100年間にわたり使われ続けました。忠敬の死後数十年して、イギリス人が日本の周囲を測量
して日本地図を作製しようとしましたが、すでに正確な地図（伊能図）があることにびっくり
して取りやめたそうです。

　さて、私たちに直接関係する公図（一筆地）は明治時代の初期に、税務署が税金を徴収する
ために実施した地租改正事業の際に作成されました。固定資産税が国税から地方税に変わった
昭和25年から法務局に移管され、地図に準ずる図面として備え付けられています。
　公図の成り立ちは、土地所有者が少しでも税金を減らそうと実際の面積より小さい面積で申
告したことや、未熟な測量のため面積に相当な違いがあります。しかし、一筆地の資料として
は、土地の形状、位置を示す唯一の資料として利用されています。

　現在、新しい地図づくりのため国土調査法に基づく地籍調査事業が全国で行われています。
千葉県の進捗率は14パーセントでワースト８位、管内においては茂原市、いすみ市、勝浦市、
御宿町が未着手になります。地図の正確性はライフラインの整備等に多大な影響を及ぼします。
忠敬が江戸幕府直轄にて地図作成を行ったことを鑑みても、地図（一筆地）作りに今以上に国
の関与が必要かと思います。

伊藤博文 記
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法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

　平成30年度税制改正では、働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等
の観点から、個人所得課税の見直しを行うとともに、デフレ脱却・経済再生の実現に向け、賃上げ
や設備投資を後押しする税制上の措置を講じ、さらに中小企業の代替わりを促進する事業承継税制
の拡充等が行われました。
　法人会では、昨年９月に「平成30年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・
地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小法人向け税制や事
業承継に関する税制の見直しなど法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運
びとなりました。

［法人課税］
１．交際費課税

法人会提言 改正の概要
・�平成26年度税制改正において拡充された交
際費課税の特例措置については、適用期限
が平成30年３月末までとなっていることか
ら、その延長を求める。

・�交際費等の損金不算入制度について、適用
期限が２年延長されるとともに、接待飲食
費に係る損金算入の特例の適用期限も２年
延長されました。

２．少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置
法人会提言 改正の概要

・�少額減価償却資産の取得価額の損金算入の
特例措置の適用期限が平成30年３月末まで
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。

・�少額減価償却資産の取得価額の損金算入の
特例の適用期限が２年延長されました。

３．地方のあり方
法人会提言 改正の概要

・�持続的で力強い成長サイクルを構築するた
めには、大胆な規制改革を中心とした戦略
の立て直しが必要である。そのためには地
域経済と雇用を担う中小企業の活性化も不
可欠であり、地方創生戦略との連携や税制
面をはじめとした多角的な環境整備が求め
られる。
・�償却資産に対する固定資産税については、
将来的には廃止も検討すべきである。

・�革新的事業活動による生産性の向上の実現
のための臨時措置法（仮称）の制定を前提
に、市町村が主体的に作成した計画に基づ
き平成33年３月31日までに行われた中小
企業の一定の設備投資について、固定資産
税の課税標準を最初の３年間ゼロ以上２分
の１以下とする特例措置が創設されまし
た。

・�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。

・�地方拠点強化税制については、地域再生法
の改正を前提に、準地方活力向上地域とさ
れた近畿圏中心部や中部圏中心部を、移転
型事業の対象地域とする等の見直しが行わ
れました。
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［事業承継税制］
１．相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実

法人会提言 改正の概要
・�本格的な事業承継税制が創設されるまでの
間は、相続税、贈与税の納税猶予制度につ
いて要件緩和と充実を図ることを求める。

・�10年間の特例として、猶予対象の株式の制
限（総株式数の２／３）の撤廃、納税猶予
割合の引上げ（80％から100％）、雇用確
保要件の弾力化が行われるとともに、複数
（最大３名）の後継者に対する贈与・相続
に対象を拡大し、経営環境の変化に対応し
た減免制度を創設する等の措置が講じられ
ました。

［その他］
１．電子申告

法人会提言 改正の概要
・�国税電子申告（ｅ－Ｔａｘ）の利用件数は、
年々拡大してきているが、政府は法人にお
ける電子申告の利用率の大幅な向上を目指
している。このため、制度の一層の利便性
向上と、地方税の電子申告（ｅＬＴＡＸ）
との統一的な運用を検討すべきである。

・�法人税等に係る申告データを円滑に電子提
出できるよう環境整備が進められるととも
に、大法人については法人税等の電子申告
が義務化されます。

・�複数の地方公共団体への納税が一度の手続
で可能となるよう、安全かつ安定的な運営
を担保する措置を講じつつ、電子情報処理
組織（ｅＬＴＡＸ）を活用した共通電子納
税システムが導入されます。

２．少子化対策
法人会提言 改正の概要

・�企業も積極的に子育て支援に関与できるよ
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。

・�平成30年４月１日から平成32年３月31日
までの間に、企業主導型保育施設用資産の
取得等をして、その保育事業の用に供した
場合には､ ３年間12％（建物等及び構築物
については､ 15％）の割増償却ができる措
置が講じられました。
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茂原法人会事務局 行 『脳はバカ、腸はかしこい』	 受　講　申　込　書� 9月12日開催

事業所名 TEL FAX
住　　所

受講者名
会員交流会（本館にて）17：10〜

出　席　・　欠　席
※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、講座開催に係る受講者の確認、受講者名簿の作成、出欠確認及び講座運営に関する連絡、各種講座情報提供の目的にのみ使用いたします。

講演会参加申込書

キ リ ト リ

「脳はバカ、腸はかしこい」
～免疫力を高める生活習慣

日 時：平成30年９月12日（水）
　　　　　15時30分〜 17時00分
会 場：ホテル一宮シーサイドオーツカ
　　　　　住所：長生郡一宮町一宮10000番地
受 講 料：無　料（会員以外の方も参加できます）
お申込み：下記申込書にご記入の上、FAXにてお申込みください
　　　　　※定員になり次第�締め切らせていただきます
お問合せ：公益社団法人 茂原法人会事務局
　　　　　TEL：0475-23-6056

〈講　師〉
カイチュウ博士　　　　　
東京医科歯科大学名誉教授� 藤

ふじ
田
た
　紘

こう
一
いち
郎
ろう
先生

【プロフィール】
最終学歴　東京医科歯科大学医学部
感染免疫学・寄生虫学の視点から公衆衛生についての執筆多数。特に寄生虫
関連の一般書で広く知られるようになる。NPO自然免疫健康研究会　理事
長。

【主な著書】
「腸内細菌が家出する日」「一生太らない体をつくる『腸健康法』」「50歳か
ら若返るための１分間『腸』健康法」「がんにならない整腸術」「55歳のハ
ゲた私が76歳でフサフサになった理由藤田博士の毛髪」「腸で変わる！病気
にならない、50代からの生活習慣」「空飛ぶ寄生虫」「清潔はビョーキだ」「こ
ころの免疫学」「脳はバカ、腸はかしこい」「50歳からは炭水化物をやめな
さい」「体をつくる水、壊す水」「体がよみがえる『長寿食』」「免疫力をアッ
プする科学」「病気を防ぐ『腸』の時間割」など多数。

FAX 0475-25-3648
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茂原法人会事務局 行 	 受　講　申　込　書� 10月24日開催

事業所名 TEL FAX
住　　所

受講者名
会員交流会（本館にて）17：10〜

出　席　・　欠　席
※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、講座開催に係る受講者の確認、受講者名簿の作成、出欠確認及び講座運営に関する連絡、各種講座情報提供の目的にのみ使用いたします。

統一研修会参加申込書

キ リ ト リ

統一研修会（公開講演会）
あの舞の海が上総一ノ宮の地に降りたって、ご講演されます。

どうぞ、お聴き逃しなく‼
第一講座　茂原税務署長（予定）講演会　14：15～ 15：15
第二講座　「決してあきらめない」　15：30～ 17：00

日 時：平成30年10月24日（水）
会 場：ホテル一宮シーサイドオーツカ
　　　　　住所：長生郡一宮町一宮10000番地
受 講 料：無　料（会員以外の方も参加できます）
お申込み：下記申込書にご記入の上、FAXにてお申込みください
　　　　　※定員になり次第�締め切らせていただきます
お問合せ：公益社団法人 茂原法人会事務局　TEL：0475-23-6056

〈講　師〉
NHK大相撲解説者　　　
近畿大学経営学部客員教授� 舞

まい
の海

うみ
　秀
しゅう
平
へい
先生

【プロフィール】
最終学歴　日本大学経済学部
青森県鯵ケ沢町出身。身長169cm�体重83kg。日本大学相撲部で活躍。山
形県の高校教師に内定していたが、夢であった大相撲への道をかなえるため
周囲の反対を押し切り大相撲入りを決意。しかし基準の身長に足りず、一度
目の新弟子検査に不合格。頭にシリコンを入れ壮絶な一か月を過ごし、二度
目の検査で合格。

【主な著書】
『テレビでは言えない大相撲観戦の極意』(ポプラ社)2016年12月発売
舞の海秀平と学ぶ『知れば知るほど大相撲』(徳間書店）2016年7月発売他
多数

【TV・レギュラー出演】
・NHK　大相撲解説�・NTV　「ぶらり途中下車の旅」・TX「虎ノ門市場」
・NHKラジオ　「スポーツトピックス」（場所期間）その他、多数各局出演中

FAX 0475-25-3648
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表 紙 の 説 明

月の沙漠記念公園�
� 〈月の沙漠記念像・月の沙漠記念館〉
　白砂が２キロに続く中央あたりに月の沙漠像
と月の沙漠記念館があります。以外と知られて
いないのが記念館の中です。
　２階に立って見ると誰もが口ずさんだことの
ある「月の沙漠」の歌が流れて加藤まさを氏の
遺品等があり大正12年に「月の沙漠」の唄が大
ヒットした。本当に心がなごむ月の沙漠の抒情
詩、自然の中で月を見る、時が止まってどこか
ふるさとを思わせる。
　大正期、房総半島の御宿は海辺の避暑地とし
て注目されていました。多くの人が海風を求め
てやって来ましたが、若き日の加藤まさをもま

た、そのひとりであった。終戦後「月の沙漠」
の歌詞がこの地で発想されたものと分かり昭和
44年に記念像が建てられた。そのご縁から加藤
まさを氏は昭和51年に御宿に移り住み浜辺の散
歩に心をなごませたのです。� 水谷武夫 記

表紙の写真提供：（有）水谷印刷所
裏表紙の写真提供：御宿町観光協会

　日本はこれからの３年間で新しい元号に
変わり、消費税率は10％となり、東京五輪
が開催され、日本経済が大きく変わりつ
つあります。日本では中小企業の割合が
99.7％と大部分を占めているので、中小企
業が元気になれば雇用と納税が増え、日本
経済の再生に繋がると言われています。多
くの仕事が人から「AI技術」や「ロボッ
ト」にとって代わろうとしています。世界
はこれから益々ボーダーレスとなり、ヒト・
モノ・カネが自由に動くことにより、日本
のグローバル化は避けて通れなくなります。
日本の経済もこれから益々変化し、中小企
業も変化に対応し続けなければならない時
代になってきているのではないでしょうか。
　そんな中、オリンピック開催まであと２
年をきりました。千葉県ではサーフィン・
フェンシング・レスリング・テコンドーの
競技が開催されます。なかでもサーフィン
競技は、一宮町で開催されます。一宮町で
は、地域の子供たちが栽培した「ひまわり」
の種をもとに、大会開催時にサーフィン会
場周辺等をひまわりでいっぱいにして、「お
もてなし」の心で選手・関係者・観客を迎
えるという素晴らしい事業が計画されてい
ます。ＡＩやロボットでは賄えない人の「お
もいやり」「優しさ」をこれからも大切に
していきたいものです。� 齋藤麻美子 記

Event schedule 行 事 予 定
7/18 〜 23　生活習慣病健診（土日除く）
7/25 広報誌編集会議（茂原グループ）
7/27 茂原七夕まつり広報活動
8/ 2 青パト講習・福利厚生制度推進連絡協

議会・役員大会
8/ 8 決算期別法人説明会
8/10 合同女性部会茶話会・役員会
8/28 広報誌編集会議（茂原グループ）
9/12 講演会・会員増強合同会議・突入式
10/17 決算期別法人説明会
10/18 新設法人説明会
10/24 統一研修会（講演会）

会費のお支払いについて
　預金口座振替を６月にさせて頂きました。お引落
し出来なかった方は、10月17日に再引落しさせて
頂きますので、口座残高をご確認ください。


