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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）

　会員の皆様方、又、各お役所、税務関係団体、
関係保険会社の皆様には輝かしい新年を迎えら
れたこととお喜び申し上げます。
　昨年は安倍総理が自民党総裁選に勝利し、内
閣総理大臣に選ばれ、これからの日本の政権を
担っていくこととなりました。
　平成31年度は、5月に天皇陛下がご退位に
なり皇太子さまが天皇に、雅子様が皇后になら
れます。また、10月には消費税が10％に引き
上げられる予定になっています。
　一方、海外に目を向けますと、世界のリーダー
であるアメリカでは昨年4年に1度の中間選挙
が行われ、共和民主の痛み分けとなりました。
次の大統領選挙にアメリカ第一主義、強いアメ
リカを目指すドナルドトランプ大統領が再選さ

れるかが、注目されるところでもあり、アメリ
カと世界各国の貿易摩擦関税問題が世界経済の
安定、発展に大きく左右されることとなるので
はないかと注目されるところでもあります。
　茂原法人会は、昨年、事業活動、会員増強活
動においては、会員の皆様方、又、各お役所、
税務関係団体、関係金融機関の皆様方のご協力
によりすべて順調に推移することができまし
た。特に会員増強においては県法連目標150％
を達成し18年連続の金賞を獲得しました。本
当にご苦労様でした。
　今年も税のオピニオンリーダーとして頑張り
ますのでよろしくお願い申し上げます。「よき
経営者をめざすものの団体、それが法人会です」

新年明けまして
おめでとうございます。

新春のご挨拶を申し上げます。

会　長　三　枝　　　巖

本年もよろしくお願いいたします！
副会長（総務委員長）　和泉　　曉　　㈲和泉酒店
副会長（税制委員長）　横山　照夫　　㈲エスアールシー
副会長（広報委員長）　森　　達夫　　㈲モリテック
副会長（組織委員長）　市原　三夫　　㈲市原瓦工業
副会長（研修委員長）　君塚　洋二　　㈱八重洲企画
副会長（厚生委員長）　小林　　明　　㈱キイモト
　　　　　　　その他役員および職員一同
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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）

　平成30年度、納税表彰式が11月13日、ホテル
一宮シーサイドオーツカにて取り行われまし
た。
　橋本理事・支部長と小守理事が、茂原税務署
長表彰を頂き、４名の理事が署長感謝状を頂き
ました。また、橋本理事・支部長が受彰者を代
表してお礼を申し上げました。

納 税 表 彰 式 の 開 催

茂原税務署長表彰

理事・支部長
橋本　勝男
（岬）

理　事
小守　千明
（大　原）

茂原税務署長感謝状

理事・支部長
中村　富夫
（茂原西）

理事・支部長
森川　祐芳
（白　子）

理事・女性部会長
川城　敬子
（大　原）

理事・源泉部会長
伊藤　康夫
（茂原東）

平成30年度「税の標語」各賞入選作品
茂原税務署長賞 ネットでね　気軽に納める　e-Tax 茂原市立南中学校３年

大村　晃也
茂原間税会 会長賞 納税で　支える暮らし　つながる未来 睦沢町立睦沢中学校３年

西　佐和子
公益社団法人
茂原法人会会長賞 こづかいで　ぼくも払うよ　消費税 茂原市立萩原小学校６年

市川　恵大
茂原税務署管内
青色申告会会長賞 税金で　創ろう未来　守ろう今を 御宿町立御宿中学校３年

渋谷　滉太
千葉県税理士会
茂原支部支部長賞 未来へと　バトンをつなぐ　消費税 一宮町立一宮小学校６年

荻原　梨里
長夷納税貯蓄組合
連合会会長賞 税金で　豊かな暮らし　築いてく 茂原市立東中学校３年

中田　宥杏
茂原酒類業懇話会会長賞 税のこと　きちんと学ぼう　未来のために 茂原市立中の島小学校５年

井上　　蘭
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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）

出　　席　　者
茂原税務署
署　　　　長� 廣　中　洋　一
副　 署　 長� 麻　生　　　聡　
法人１統括� 前　田　昌　孝
茂原法人会
広報委員長� 森　　　達　夫
広報副委員長� 川　城　敬　子
広 報 委 員� 仁茂田　　　弘

新春座談会

森　新年明けましておめでとうございます。
（一同　おめでとうございます！）
森　昨年は署の幹部の皆様には、研修会等で御
指導を賜りありがとうございました。本年もご
指導、ご鞭撻の程お願い致します。
　昨年の座談会で麻生副署長には質問ずみのと
ころもありますので、廣中署長と前田統括に重
点的にご質問したいと思います。
　早速ですが、　出身地はどちらですか、また、
出身地の紹介をお願いします。

署長　出身地は神奈川県横浜市で
す。横浜と言いますと、港町で都
会というイメージがありますが、
私が生まれ育った地は、横浜港か
ら電車で20分程度山側に向かった
所で、海が見えない代わりに大池

自然公園が近くにあるなど、森林や畑が広がる
自然豊かな所です。子供の頃は、ザリガニ取り
をしたり野山を駆け巡ったりして育ちました。
森　ありがとうございました。
川城　それでは、前田統括にもご出身地につい
て紹介をお願いします。
統括　長崎県諫早市です。
周囲を有明海、大村湾、橘湾の３つの海に囲ま
れていて、「ギロチン」と呼ばれた潮受け堤防
が近くにあります。
森　あのダアダアダアダアーンと
閉めたやつですね。
仁茂田　では趣味とか、また休日
はどのように過ごされています
か？
署長　昔は旅を趣味にしていましたが、仕事に
就き、家族を持つようになってからは、散歩を
趣味にしています。休みの日は、散歩をして、
道端や空き地に生える草花を見て、季節の移り
変わりを感じるなどして、心身ともにリフレッ
シュをしています。また、趣味とは言えません

が、動物を観察するのが好きで、息子や娘が幼
少のときは、よく動物園や近所のターフが広が
る馬場に連れて行きましたが、子供のことを忘
れて動物の動きをじっと観察していたことを思
い出します。ちなみに、動物の中でも栗毛のサ
ラブレッドがとても美しく大好きですが私の小
さな家で馴致するのは無理なので、黒シバのメ
ス犬が家族の一員として加わっております。
仁茂田　前田統括お願いします。
統括　趣味と言えるか分かりませんが、歩くこ
とが好きなので、年に数回、30kmのウォーキ
ング大会に参加しています。茂原駅から署まで
の行き帰りも楽しんで歩いています。
休日は、小学１年生の子供と一緒に、ポケモン
探しの旅をしています。
川城　麻生副署長は前回ドライブを楽しんでい
ると伺いましたが。
副署長　はい、休日は一人で管内
のドライブを楽しんでいます。
森　それでは税務職員を目指され
たのはなぜですか？
署長　私は前職を辞めた後しばら
く旅をしていました、父が定年退
職を向かえるのを機に、職に就こうと考え、公
務員試験を受験することにしました。人事院に
公務員試験の願書を取りに行ったとき、国税専
門官試験の願書が目に入り、名前が気に入り、
受験したのがきっかけですので、昔から税務職
員を目指していた訳ではありません。

廣中署長

森委員長 麻生副署長
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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）

仁茂田　同じ質問ですが、前田統括はいかがで
すか？
統括　母親の勧めで公務員試験を
受けましたが、本当は税務職員で
はなく航空管制官を目指していま
した。最終試験までいきましたが、
残念ながら管制官としては採用さ
れませんでしたので、当時は訳も
分からないまま、税務の道へ進んでしまいまし
た（笑）
川城　次の質問ですが、税務の職場に入られて、
一番印象に残っている仕事を教えてください。
署長　職場では、税務の仕事だけでなく、法改
正や税務署の機構改革など、いろいろな仕事を
経験し、それぞれが印象に残っており、どれか
を一番としてあげるのは難しいのですが、茂原
署長に着任する直前は、主任国税訟務官として、
国税に関する訴訟事件を取扱う仕事をしており
ました。具体的には、裁判所に提出する答弁書
を作成したり、実際に法廷に立ったりしました
が、学生時代、法曹の仕事に憧れていましたの
で、それに類似した仕事に就けたのは、印象深
い仕事の一つです。
統括　国税局酒税課で酒類取引審査官という全
国で唯一の役職に就いていた時に、大手酒類
メーカーに対して指導したり、酒税法が改正さ
れるということで国税庁の職員と議論を交わし
たりしたことが印象に残っています。その当時、
国税庁での会議にメモ取りで参加していたとき
に、周りが偉い方ばかりの中、急に指名されて
意見を言わせられたときは、驚きと緊張で、本
当に口から心臓が出そうになりました（笑）
仁茂田　茂原税務署管内（３市７町１村）の印
象はどうですか？
署長　茂原税務署管内と一言で言いましても、
田畑が広がる地域、山間の町、漁業が盛んな港
町やサーファーが集う浜辺、そして城下町など
多種多彩な景色が広がる魅力的な地域だなと思
います。わたしも、茂原税務署に着任後、休日
に茂原市の藻原寺周辺や勝浦市の日本で最初に
房総半島を開拓した天冨命を祭る遠見岬神社周
辺を散歩しましたが、藻原寺の池の鯉の大きさ
に驚き、また勝浦では、遠見岬神社の長く急な
階段を登り息が切れました。「ビッグひなまつ
り」では、この長い階段にお雛様が飾られるこ

とを想像すると、壮観な景色が目に浮かび、ひ
なまつりの日が非常に楽しみになりました。そ
して、いずれの地も歴史があり、何よりも癒し
を与えてくれる町の雰囲気が大好きになりまし
た。これからも、茂原税務署管内の地をできる
かぎり散歩したいと思っております。
統括　勤務するのは初めてですが、昔から休日
のドライブでよく訪れていた地域です。改めて
思いましたが、美味しいものが多く、海や山の
景色もきれいですごく気に入っています。温か
い方が多いのも、好印象です。
川城　皆様にお伺いします11月に開催された
「各市町村での産業まつり」での街頭広報は如
何でしたか？
　大原の港の朝市会場にも早くに来ていただい
て有難うございました。
署長　市町村それぞれに工夫した様々な取組み
があり、各支部の役員の皆様の熱い思いに感動
しました。時間の関係で、副署長と手分けをし
て回りましたので、すべてを回れず、私が行け
なかったところは大変申し訳ございませんでし
た。私も皆様の熱い気持ちに勇気をいただきま
したので、当職を頑張って全うしていきたいと
思いますし、会員の皆様方の思いにも応えてい
こうと思います。
川城　麻生副署長にもお越しいた
だきましたね。
副署長　はい、昨年に引き続き、
各会場にお邪魔しました、本年
は全市町村で開催することがで
き、昨年残念ながら中止となって
しまった睦沢町にもお邪魔することが出来まし
た。
　各会場とも地域毎の工夫を凝らし、地域貢献
並びに税の啓発活動にご尽力頂いており感謝し
ております。

前田統括

川城副委員長
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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）

統括　各市町村でそれぞれ工夫されているのが
印象的でした。皆様が朝早くから頑張ってい
らっしゃる中、こちらは大したお手伝いもでき
ず、また全ての市町村にお邪魔することもかな
わず申し訳ございませんでした。
川城　有難うございました。
森　時間があわず残念なところもありました
が、新鮮な野菜や魚があり、お得感があり、わ
たしも、地元産のねぎを購入しま
した。
仁茂田　話はガラッとかわります
が、好きな言葉や座右の銘を教え
てください。例年聞いているよう
ですが・・・
署長　「なんくるないさー」です。沖縄県で二
年間単身赴任をしたときに知った沖縄の方言で
す。よく「なんとかなるさ」という楽観的な言
葉に捉えられますが、本当の意味は、「くじけ
ずに正しい道を歩むべく努力すれば、いつか良
い日が来る。」という意味です。この言葉を胸
にしまい込み、苦境に立ったときもやるべきこ
とをしっかりとやって、後は慌てず騒がず結果
を待てるような人間になりたいと思います。
統括　特に好きな言葉はありませんが、「ケセ
ラセラ」や「時が解決してくれる」といった楽
観的な言葉が好きです。
森　今年（平成は４月までですが）の抱負をお
聞かせ下さい。
署長　今年10月1日から消費税率の引上げと消
費税軽減税率制度が始まります。制度が始まっ
てから納税者の皆さまが混乱を来すことがない
よう、できるだけ多くの納税者に周知して事前
準備をしていただくよう努めたいと思います。
また、法人会の皆様方とも、より一層強固な協
調関係を構築したいと思いますので、よろしく
お願いします。
仁茂田　ありがとうございます。麻生副署長い
かがでしょうか？
副署長　良い仕事を行うにはまず健康から、気
力体力を充実させ茂原税務署での残りの任期を
全うしたいと考えております。また、１月以降
各支部で税務研修会と懇親会が開催されます、
本年も署長と共に出席させていただきます。皆
さんのご意見をお伺いする貴重な機会でありま
すので、会員の皆様のご出席よろしくお願いい

たします。
森　こちらこそ。では、前田統括お願いします。
統括　昨年は、各団体の皆様に名前と顔を覚え
てもらうのに精一杯でした。今年は、各団体の
皆様の力になれるよう頑張りたいと思います。
仁茂田　最後に、茂原法人会の印象や今後期待
されることについてお伺いします。
川城　どうぞ、ご遠慮なくおっしゃってくださ
い。　（一同　笑）
署長　茂原法人会は、会員増強運動において18
年連続で金賞を受賞されるなど、三枝会長をは
じめ、会員の皆様方の会活動に対する熱意とご
尽力に深く敬意を表しております。引き続き、
管内11市町村の企業のリード役として、地域に
密着した活発な会活動を期待しております。
副署長　三枝会長はじめ、会員、事務局の皆様
が精力的に活動していることに、頭が下がる思
いです。引き続き、我が故郷の活性化のためよ
ろしくお願いします。
森　それでは、また本年一年、我々も一生懸命
に勉強しますので、茂原税務署幹部の皆様には、
どうぞよろしく指導の程、お願いいたします。
本日はお忙しいなかをどうも有難うございまし
た。

仁茂田委員

賀正
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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）

統 一 研 修 会 講 演
　平成30年度の統一研修会が10月24日に開催さ
れました。今回も一般からの参加者も募りまし
たが、講師の舞の海先生の人気もあり会場はほ
ぼ満席の大盛況でした。

　第一講座は「わたし
の感心事」の演題で新
任の茂原税務署廣中洋
一署長により、公的立
場での感心事と個人的
な立場での感心事につ
いてお話しされまし
た。

　公的な感心事の第一は少子高齢化時代におい
て税務署も若手職員の人材確保がたいへん難し
くなってきていて、その克服のための諸方策に
ついて苦闘している現実が語られました。
　第二の感心事は中小企業の事業承継問題。中
小企業の経営者の年齢構成の現実に鑑みその将
来を考えると喫緊に解決を模索していかなけれ
ばならない事案であることが強調されました。
　個人的な感心事は地球温暖化を原因とする台
風の巨大化を中心とした気象の異常について、
さらにはオリンピック競技で参加資格に男女差
別のない唯一の競技である「馬術競技」につい
てでしたが、それぞれ具体的かつ博識に富んだ
興味深いお話をしていただきました。歴代の署
長の頭脳の明晰性・緻密性にいつも感心させら
れます。
　第二講座はＮＨＫ大相撲解説者の舞の海先生
により「決してあきらめない」の演題で終始ウ
イットとユーモアに富んだ語り口で大相撲界の
歴史並びに現実の表と裏側、さらには今、先生
が身を置き活躍されているテレビ業界を中心と
するマスメディアの虚実入り乱れた表と裏側の
実態についてお話しされました。
　さて、舞の海先生は日本大学の相撲部に所属
していましたが、卒業時点では身体的な限界か
ら山形県内の高校の教員として就職を考えてい
たとのことです。ところが卒業少し前の時点で

後輩が突然死したことに遭遇し、人間の「生き
死に」に関して深い虚しさを感ずるとともに、
今後のおのれの人生はどうあるべきかを考える
に至り、あえて無理を承知で夢であった大相撲
の世界に身を投ずることにしたことです。大相
撲界に入るにはご承知の通り新弟子検査があり
ます。身長の合格基準は173㎝以上ですが、舞
の海先生は身長168.5㎝、そのため第一回目の
検査は不合格となり、それでもあきらめずその
差の4.5㎝の克服をめざして第二回目の検査に
向けての様々な取り組みを開始しました。
　その取り組みこそがまさにテーマである「決
してあきらめない」の過程でした。巷間、先生
に関してよく言われているところの「バットで

殴って瘤を作った」と
いうことは、いの一番
に試みたそうですが全
く効果はなかったそう
です。実態は美容整形
外科に行き、手術で
頭皮をはがしてその
下に生理食塩水が満杯

に入った袋を埋め込み縫い付けて検査に臨んで
やっとのことで合格を勝ち取ったとのことで
す。一念発起してこの道を進むと決めたら一歩
も引かず、命に拘わるあらゆる危険性をも顧み
ず、壮絶な闘いに挑んだ内実は鬼気迫るもので
した。その後の力士生活の中での巨漢力士の曙
関、小錦関とのまさに命がけの対戦についても、
角界最小兵力士の悲哀も交えてお話しされまし
た。また、当時の頭皮の手術痕は今でもまだ痛
むそうです。
　私共中小零細企業の経営者も逃れようのない
危機的な事態に追い込まれ、挫けそうになるこ
とも間々ありますが、その時こそ「決してあき
らめない」をモットーに頑張っていきましょう。
� 髙山幸光 記

10月24日　ホテル一宮シーサイドオーツカ
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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）

ご当地うまいものシリーズ　その�

もちもち麺を召し上がれ！！
　一宮町にある小関食品㈲では、麺はもとより餃子、ワンタン、
シューマイの皮などが製造されています。その麺や皮の〝もちもち
感〟が話題になっています。
　その麺類は同じく一宮町の彩苑さんで召し上がることが出来ま
す。また勝浦ホテル三日月のタンタンメン、太陽の里の麺料理もこ
ちらの麺とのこと！！
　自社店舗で生麺類は販売されておりますが、「おおたや」
「SENDO」「道の駅（近隣）」でも取り扱っているそうです。ご自
宅でももちもちの食感を味わってみてはいかがでしょうか？

一宮町
彩苑さん

小関食品㈲
長生郡一宮町東浪見5989
TEL0475-42-3488

店舗での購入もOK
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支部・部会だより

長南支部だより

合同青年部会　　青年の集い（岐阜大会）に参加して

広報委員　長南　勝彦
　茂原法人会長南支部に於いては、法人会の「基本的指針」に則り、「法人会はよき経営者をめざ
すものの団体」として、法人会基盤強化を図る為の会員増強を推進し、推進に当りましては、組織
委員をはじめ役員一同の積極的活動はもとより関係する金融機関、関係保険会社、関係各位様にも
多大なご協力を頂き当支部としての目標を達成する成果を見るところです。
　税知識の向上につきまして、講師に茂原税務署法人課税第一部門上席国税調査官西澤憲一郎様の
ご協力を頂き、11月8日、会員各位に税務研修会を町中央公民館にて開催し、特に「実例から学ぶ、
法人税申告の注意点」「刻々と改正される税制」の研修、また「電子
申告、納税システム（ｅ-Tax）」の研修等々細微に亘る大変意義
有る研修を頂きました。講義後の西澤様とのＱ＆Ａでは多くの会
員の方々との質疑応答がありました。
　「社会貢献」の一環としては、法人会事務局をお願いしています
長南町商工会の経営指導車両に商工会のご協力を頂き、青色防犯
パトロール器具の装備装着をお願いし、更に法人会会員、役員に
も器具の装備装着をお願いし地域社会の防犯に努めております。

部会長　麻生　茂幸
　未来を切り開く先駆けとなれをキャッチフレーズに開催された第32回全法連青年の集い岐阜大会
に11月8日・9日と参加してきました。会場は岐阜城を望む岐阜グランドホテルです。
　初日は租税教育活動のプレゼンテーションに出席し、エントリー会の発表を見て投票を行います。
一時は活動規模の大きなものや資金はどうしているんだろう？とおもうような発表が目立ったので
すが、今年は比較的無理のない活動発表でした。また発表者に女性を起用する会が増えました。
　終了後は部会長ウェルカムパーティーへと移り、美濃薬膳料理と岐阜の地酒を堪能しながら他地
域の部会長と歓談し親交を深めることが出来ました。また余興として全国少女Ｒというアイドルグ
ループが場を盛り上げてくれたのですが、東京の芝法人会で実際に税金教室や税務広報活動を行っ
ているということで時代も変わったもんです。
　翌日は朝から雨のためか、なかなかタクシーがつかまらず焦りましたがなんとか時間までに会場
に着いたものの遅れる人が多く、15分遅れで部会長サミットは始まりました。今年は今までと違い

基調講演を聴いてから健康経営について円卓会議を行いましたが、
始まりが遅れたこともあり時間的余裕がなく事前アンケートの結果
を基にすることで駆け足で終わってしまいました。
　午後からは大会式典、女優の紺野美沙子さんによる記念講演と続
きそして夜の大懇親会は和太鼓の演奏に迎えられて始まりました。
岐阜の郷土料理や地酒を味わい、アトラクションの美川憲一さんの
歌謡ショーなどを楽しんで岐阜大会を終えました。主催者挨拶　中村青連協会長
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税を考える週間
各支部での

税に関する広報活動展開中

大原支部

茂原支部連協

長柄支部

勝浦支部

一宮支部

睦沢支部

「街頭広報活動」
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街頭広報活動　by　税を考える週間
実施日 支　部 行　事　名 会　　場

11月３日（土） 茂原連協 茂原市産業まつり 茂原市役所南側駐車場
11月３日（土） 一　宮 一宮町農林商工祭 一宮町役場駐車場
11月３日（土） 白　子 白子町文化祭 白子町役場前
11月３日（土） 長　南 長南フェスティバル2018 保健センター駐車場（長南町役場）
11月３日（土） 長　柄 長柄農林商工まつり 長柄町役場駐車場
11月３日（土） 睦　沢 睦沢町農林商工まつり 睦沢町総合運動公園
11月３日（土） 夷隅、岬 ふるさとまつり 岬運動場
11月３日（土） 御　宿 御宿町文化祭 御宿町公民館前
11月４日（日） 大　原 港の朝市 大原漁港荷捌所
11月４日（日） 勝　浦 かつうら魅力市 国際武道大学
11月10日（土） 長　生 長生村産業祭 長生村尼ケ台総合公園
11月10日（土） 大多喜 2018産業フェアー inおおたき 道の駅たけゆらの里おおたき

長生支部

白子支部

夷隅支部、岬支部

大多喜支部

長南支部

御宿支部
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第35回 法人会全国大会（鳥取大会）開催
ー全法連ー

　10月11日鳥取県とりぎん文化会館にて開催された全国大会において、税制改正に関する提言の報
告がされました。以下、要約を記載します。なお、全文は「全法連ホームページ」をご覧下さい。

≪基本的な課題≫
Ⅰ．税・財政改革のあり方�
１.　財政健全化に向けて
○�政府は、プライマリーバランス黒字化目標の達成時期
を2025年度に大幅延期したが、2022年から団塊の世代
が75歳の後期高齢者に入り始めることなどを考えれ
ば、それまでに黒字化を達成しておくことが極めて重
要になる。
⑴�2019年10月の消費税率10％への引き上げは、財政健全
化と社会保障の安定財源確保のために不可欠である。
税率引き上げによる悪影響を緩和する等の経済環境
整備は必要であるが、それがバラマキ政策とならない
よう十分配慮すべきである。
⑵�政府は、2016年度から18年度の３年間を集中改革期間
と位置づけ、政策経費の増加額を1.6兆円（社会保障
費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に抑制する目安を示し、
達成した。2019年度から21年度の基盤強化期間につい
ても、社会保障費の増加額を抑制する目安を示し、改
革に取り組む必要がある。
⑶�財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的
改革によって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。
⑷�消費税についてはこれまで主張してきたとおり、税率
10％程度までは単一税率が望ましいが、政府は税率
10％引き上げ時に軽減税率制度を導入する予定とし
ている。仮に軽減税率制度を導入するのであれば、こ
れによる減収分について安定的な恒久財源を確保す
るべきである。
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いる。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しないと持続可能な
社会保障制度は構築できない。
○�社会保障の基本的あり方では、「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。その意味で、医療保険の窓口負担や介護保
険の利用者負担などの本人負担については、高齢者に
おいても負担能力に応じた公平性を原則とする必要
がある。
⑴�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。
⑵�医療については、成長分野と位置付け、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、政府目標であ
るジェネリックの普及率80％以上も早期に達成する。
⑶�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。
⑷�生活保護については、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。
⑸�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。なお、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。
⑹�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
○�行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政
府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら

平成31年度 税制改正に関する提言（要約）
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身を削らなければならない。にもかかわらず、政府・
議会ともに国民の信頼を裏切るような事態に陥って
いるのは残念でならない。
⑴�国・地方における議員定数の大胆な削減､ 歳費の抑制。
⑵�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。
４．消費税引き上げに伴う対応措置
○�消費税率10％への引き上げと同時に軽減税率が導入
されることになっているが、これ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く、税率10％程度ま
では単一税率が望ましいことを改めて表明したい。
⑴�現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の
効果等を検証し、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。
　�なお、消費税率引き上げによる駆け込み需要と反動減
による景気変動を抑制するための方策として、「消費
税還元セール」等の表示を可能とすることが政府で検
討されている。これは消費税の適正な転嫁に関わるだ
けでなく、中小企業に対して本体価格の引き下げを要
求されかねない等、影響も大きいことから慎重な検討
を求める。

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策�
１．法人実効税率について
○�ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率平均は25％、アジア主
要10カ国の平均は22％となっており、依然として我が
国の水準は高い。このため、国際競争力強化などの観
点から、今般の法人実効税率引き下げの効果等を見極
めつつ、さらなる引き下げも視野に入れる必要がある。
２．中小企業の活性化に資する税制措置
⑴�中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時限措
置（平成31年３月31日まで）ではなく、本則化する。
なお、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。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。
⑵�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や適用件数の少ないものは廃
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、本則化すべきである。なお、中小
企業投資促進税制の適用期限が平成31年３月31日ま
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。
　①�省略
　②�少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に

ついては、損金算入額の上限（合計300万円）を撤
廃する。

３．事業承継税制の拡充
○�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。その中
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。今年
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。
⑴�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
一般財産と切り離し、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。
⑵�相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　�平成30年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進
するため、10年間の特例措置として同制度の拡充が行
われたことは評価できるが、事業承継がより円滑に実
施できるよう以下の措置を求める。
　①�猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、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。

Ⅲ．地方のあり方�
○�国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化を
図る地方分権化は地方の活性化にとっても極めて重
要である。ただ、その際に不可欠なことは地方の自立・
自助の精神であることを改めて強調しておきたい。地
方創生戦略もこれを基本理念とすべきである。
○�「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のような
手法は、あまりに安直であり真の地方活性化にはつ
ながるまい。そもそも住民税は居住自治体の会費であ
り、他の自治体に納税することは地方税の原則にそぐ
わないとの指摘もある。納税先を納税者の出身自治体
に限定するなど、「ふるさと納税」本来の趣旨に沿っ
た見直しが必要である。
○�地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能を
有していることから、地方の財政規律を歪めていると
の指摘が多い。地方は国に頼るだけでなく、自らの責
任で必要な安定財源の確保や行政改革を企画・立案し
実行していく必要がある。
⑴�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。
⑵�広域行政による効率化の観点から道州制の導入につ
いて検討すべきである。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。
⑶�省略
⑷�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。
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会 社 訪 問 46 有限会社 協立精機
Profile
商 号	 有限会社 協立精機
創 業	 1962年８月１日
代表者名	 渡　辺　剛　志
所 在 地	 千葉県長生郡長南町豊原2770
	 TEL　0475-47-0421
	 FAX　0475-47-1367

■事業内容
　電子部品用金型の製造から創業し、金型製造の基
盤である精密加工技術で機械加工分野へ進出してい
ます。品質管理手法や検査設備を導入し、大手電機
メーカーの協力工場として更なる技術の高度化に取
り組んでいます。こうした技術により、お客様へ精
密金型部品、精密治工具、合理化機器、産業用機械
部品等を提供致します。

■経営理念
　「限りある資源におおきな付加価値を」
　当社は常に精密工作技術の進歩に全力を注ぐ努力をしてまいりました。高精度、迅速、コストの低
減を目標として、お客様のご要望に応えるべく、日夜努力を致しております。

■会社の特徴
　NC機械と熟練した技術者の手仕上げによる精密加工を融合させ、転造ロール、マンドレル等の高
度な鏡面加工が可能です。又、お客様のご要望であれば個人様にも、世界で1つしかない物をおつく
り致します。

■PR、自慢話、苦労話、座右の銘等
　座右の銘は、松下幸之助氏の「日に新た」より「日に新た　明日は今日のままであってはならない」
日々、技術の進歩に努力を続ける事が大事である。
　又、製造業の３Ｋは「危険、きつい、汚い」ではなく、物づくりは「感動と希望と完成感である」
と常に皆の意識の向上に努めております。
　何よりもお客様の信頼を得て、お客様より「協立へ仕事を出せば、安心していられる」との言葉が
数多く出て来る事で次へとつなげて行きます。

■会社訪問記
　純農村と思っていたら、長南町に日本の高度成長を下支えした会社がありました。
　初めはカラーブラウン管の電子銃から、今はダイヤモンド治工具をメインに製造している精密加工
会社です。
　数値制御（Numerical Control,略称NC）旋盤、フライス、マシニングセンター、ワイヤー放電
加工機等が所狭しと並べられて見るものを圧倒します。ただ製造装置だけではミクロン単位の精密加
工は無理があり、最終的には熟練した職人気質の従業員が三次元測定機を使用して手作業で完成させ
るそうです。最近はこの技術を活かして個人向けに、干支やその人の愛玩動物など世界で一つしかな
い物を制作するそうです。会員の皆様もペットや愛車、お城（自宅）などいかがでしょうか。

 森達夫 記
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忘れていませんか、消費税の中間納付

　茂原法人会チャリティゴルフ大会が10月
の秋晴れの中、開催されました。
　今回は一の宮カントリー倶楽部で行いまし
たが、紅葉には少し早いものの木々が色づき
始め、コースコンディションも良く大変気持
ちよくプレーが出来ました。
　今回は、ペリア方式（隠しホール6）でハ
ンディキャップを決めたので比較的多く打っ
た人も上位入賞するチャンスが有るため、順
位発表まで皆さんドキドキする時を過ごしま
した。
　参加者も92名と大変多人数となり、楽し
く、親睦の深まったゴルフコンペになりまし
た。
　昨年に続き県法連の大岩会長も参加頂き大
会を盛り上げて下さいました。又、三枝会長
をはじめ小林副会長、大同生命保険、AIG損

害保険、アフラック、更に一の宮カントリー
倶楽部、一文字商事さんから豪華賞品を提供
して頂き多くの参加者に賞品を手渡す事が出
来ました。
　後日、睦沢町社会福祉協議会に当日のチャ
リティ金93,000円と本部からのチャリティ
金あわせて10万円を市原副会長・田邉支部
長と専務理事にて寄贈に伺いました。

厚生副委員長　麻生正視 記
●個人の部
優　勝 富澤　真実 大多喜支部 ネット 65.6
準優勝 小林　順一 茂原東支部 ネット 67.4
３　位 大野　葆見 睦 沢 支 部 ネット 69.0
●団体の部
優　勝 大多喜支部Ｂ 富澤・加藤・飯島・鈴木
準優勝 睦沢支部Ａ 大野・鈴木・小髙・佐貫田
３　位 茂原・白子・夷隅 荒井・中村・細谷・田辺

チャリティ
ゴルフ
大会開催

10月29日 一の宮カントリー倶楽部
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開 設 期 間 会 場 時  間 

平成３１年２月１８日(月) 

      ～３月１５日(金) 

※土、日を除きます。 

茂原税務署 

２階会議室 

【受付】８:３０ ～ １６:００ 

（提出は１７:００まで） 

【相談】９:００ ～ １７:００ 

※ 確定申告書作成のために来署される場合は、上記期間又は下記無料申告相談期間にお越しくだ 

さい。なお、会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがありますので、なるべ 

くお早めにお越しください。 

※ 確定申告に必要な書類、印鑑及びマイナンバーに係る本人確認書類(マイナンバーカード等)の 

原本又は写し（裏面参照）をご持参ください。 

 
 
 

 

申告書作成会場のほか、以下の日程で相談会を実施しますので、是非ご利用ください。 

実 施 期 間 会 場 相談時間 

平成 31 年２月 8 日（金） 勝 浦 市 役 所 

９:００  ～ １６:００ 

【受付は１５:００まで】 
平成 31 年２月 13 日（水） いすみ市役所大原庁舎 

平成 31 年２月 ７ 日（木） 

～２月 15 日（金） 
茂原税務署 ２階会議室 

※ 譲渡所得（土地、建物及び株式などの譲渡）のある方や所得金額が高額な方、相談内容が複雑 

な方（住宅ローン控除適用１年目を含む）は、ご遠慮ください。 

※ 混雑状況等により、受付を早めに終了する場合がありますのでご了承ください。 

※ 確定申告に必要な書類、計算用具、筆記用具、印鑑及びマイナンバーに係る本人確認書類（マイ 

ナンバーカード等・裏面参考）の写し等をご持参ください。 

 

 

 

申告の種類 提出期限 納付期限 振替納付日※ 

所得税及び 

復興特別所得税 
平成 31 年 3 月 15 日(金)  平成 31 年 3 月 15 日(金) 平成 31 年 ４月 22 日 (月) 

贈 与 税 平成 31 年 3 月 15 日(金)  平成 31 年 3 月 15 日(金)  

 個人事業者の消費税 

及び地方消費税 
平成 31 年 ４ 月 1 日(月) 平成 31 年 ４ 月 1 日(月) 平成 31 年 ４月 24 日 (水) 

 ※ 預貯金口座からの振替納税を利用されている方は、「振替納付日」欄の日に口座振替となります。 

 

 
平成 30 年分確定申告についてのお知らせ 

茂 原 税 務 署 

税理士による無料申告相談 ～申告書を作成して提出できます～ 

所 得 税 及 び 復 興 特 別 所 得 税 ・ 贈 与 税 ・ 個 人 消 費 税 の 

申 告 書 作 成 会 場 の 開 設 日 程 

平成 30 年分確定申告書の提出期限及び納付期限 
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－ 税に関する情報は国税庁ホームページへ www.nta.go.jp － 

 

 

平成 29 年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに 

『医療費控除の明細書』の添付が必要となりました。 

（領収書の添付は不要となりました。） 

※１ 医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。 

（税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。） 

※２ 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。 

（医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。） 
（注） 平成 29 年分から平成 31 年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。 

 

 
 

 

平成 28 年分以降、所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の申告書には

税務署へ提出する都度、「個人番号(マイナンバー)の記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添

付」が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ ①と②の両方に該当する場合でも、所得税の還付を受けるための申告書を税務署へ提出 

することができます。 

※ 上場株式等の譲渡損失や雑損失を翌年に繰り越す場合や 10 万円超の青色申告特別控除 

を適用する場合などは、税務署への申告が必要です。 

※ 国外から受給する公的年金等がある方は、①と②の両方に該当する場合でも税務署への 

申告が必要な場合がありますので、税務署にお尋ねください。 

※ 税務署への確定申告・納税が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合がありますので、 

お住まいの市町村（税務課・市民税課）にお尋ねください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

税務署への 

申告・納税は、 

 不要です。 

年金所得者の申告手続不要制度について 

国税庁ホームページについて 

申告書にはマイナンバーの記載が必要です！ 

医療費控除を受けるための手続きが変わりました！ 

本人確認書類（①又は②のいずれか） 

① マイナンバーカード（個人番号カード） 

 ② 番号確認書類＋身元確認書類 

※番号確認書類・・・通知カード、住民票の写し（マイナンバーの記載があるもの）など 

※身元確認書類・・・運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート など 
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マイナン
バー

カード

イータックス 検索さらに詳しくは
WEBへ www.e-tax.nta.go.jp法人会 法人会は会社経営の効率化のために

e-Taxの普及を支援しています。

国税電子申告・納税システム

■所得税など個人の確定申告書を作成される方へ
　国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、パソコンや
スマートフォンで申告書を作成することができます。
　作成した申告書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを
準備すれば、自宅等のパソコンからe-Taxで提出できます。
　また、マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方
も、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署で
事前に手続きを行うことで、e-Taxをご利用いただけます。

e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

納税にはダイレクト納付が便利です！

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 　※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

（注）法定申告期限から
5年間、税務署か
ら書類の提出又は
提示を求められる
ことがあります。

「e-Tax」なら
国税に関する申告や
納税、申請・届出
などの手続が
インターネットで行えます。

電子
申告で効率UP!電子
申告で効率UP!

e-Taxを利用して所得税及び
復興特別所得税の申告をすると

こんなメリットが！

添付書類の
提出省略（注）

還付が
スピーディー

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。

※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。

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。

消費税には
申告・納付期限（※1）が

あります。

法人会

消費税期限内納付
推進運動実施中！

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）

消費税の期限内

納付を忘れずに。

●法人会　消費税期限内納付広告2019　B6半/4C
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茂原法人会事務局 行 	 受　講　申　込　書� 3月19日開催

事業所名 TEL FAX
住　　所

受講者名

※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。

法人税の申告書 書き方教室 FAX 0475-25-3648

法人税の申告書
書き方教室を開催

　本年も茂原税務署の法人課税担当上席
による申告書の書き方教室を開催します
ので、どうぞご参加ください。

　事前に下記の申込書にて事務局へご連
絡下さい。
日 時：�平成31年3月19日（火）�

10：00～ 16：00
持 ち 物： 筆記用具・電卓をご持参下さい！�

テキストはご用意しています！！
　　　　　　〔1社につき1冊、法人税申告書と決算書の作成手順を進呈〕
参 加 費：	無料で昼食付きです。

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。

※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。

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。

消費税には
申告・納付期限（※1）が

あります。

法人会

消費税期限内納付
推進運動実施中！

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）

消費税の期限内

納付を忘れずに。

●法人会　消費税期限内納付広告2019　B6半/4C
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消費税は期限内に納めましょう

表 紙 の 説 明

茂原市  冬の七夕

　彦星と織姫が年に一度会うことが許される夏
の七夕の日。茂原市では２人がもう一度会うこ
とが許される特別な日を、冬にも創りました。
夏に行われる関東屈指の「茂原七夕まつり」と
はまた違った感動を味わうことができます。
　「七夕のまち 茂原」では茂原市役所のすぐ近
くを流れる豊田川（通称：天の川）を全長約
100ｍのイルミネーションで幻想的に演出する
ことに加え、会場付近をＬＥＤでライトアップ
します。イベント日には「ちょっと大人な七夕
まつり」として、会場内の特設イベントステー
ジで様々なイベントを開催し、会場を盛り上げ
ます。また、商工会議所青年部によるあたたか
い鍋をはじめとしたフード・ドリンクの販売に

より、来場する皆様に体も心も満足していただ
くことができます。特別な人と過ごす、特別な
体験をあなたに。たくさんの方のご来場を心か
らお待ちしております。
　今年は２月９日（土）にイベントを開催。ラ
イトアップ期間は２月１日から14日まで。
 茂原市商工観光課

　あけましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、輝かしい未来と
それぞれの事業所の益々の繁栄を願いまし
て、新しい年をお迎えのことと拝察いたし
ます。
　今年は皇太子殿下が新天皇に即位される
ことになり5月から新元号に変わりますね。
どんな希望を込めて時代が移り変わろうと
していくのか期待しましょう。10月からは
消費税率10％への引き上げや、軽減税率8％
の導入と、なんだかややこしい年にもなり
ます。またラグビーの歴史上、初めて日本
で開催されるラグビーワールドカップ2019
と明るい話題のある年でもあります。干支
も一回りし猪突猛進でこの一年間突き進み
ましょう。
 渡邉良次 記

Event schedule 行 事 予 定
1/18 新設法人説明会
1/17 〜 19　生活習慣病健診
1/24 〜 25　租税教室
2/ 6 決算期別法人説明会
2/ 7 広報誌編集会議（勝浦・夷隅グループ）
2/ 8 租税教室
2/12 源泉部会、合同女性部会研修会
2/15 研修委員会
2/21 役員選考委員会・総務委員会
3/ 5 正副会長会議・理事会
3/ 7 広報誌編集会議
4/ 5 新設法人説明会
4/ 9 監査会、正副会長会議
4/12 総務委員との合同理事会
4/17 決算期別法人説明会


