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No277：新年の挨拶

公益社団法人松戸法人会

会長 大川吉美

新年の挨拶

開催いたしました。6月くらいから待望のコロナワクチン接
種が始まりましたが感染者が増え続けて、緊急事態宣言
が発令されました。
その中においても2020東京オリンピック・パラリンピック
が無観客の中、7月23日～9月5日まで開催されました。無
観客の中でも日本選手団は多くの金メダルを獲得して感

公益社団法人
会長

動を与えて頂きました。9月ブロック会員増強研修会も懇

松戸法人会

親会無しでの開催で目標を150社として３密を避けての

大川 吉美

開催をお願いいたしました。10月～11月も感染が弱まって
いる事もあり
「松戸音楽フェスティバルの開催」
「松戸法

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

人会親睦ゴルフ大会」
「納税表彰式」
「第19回青法税会

2022年の年頭に当たり、会員の皆様に謹んでお祝い

講演会」など感染対策を講じながら活動しました。2022
年10月13日～14日第38回法人会全国大会

を申し上げます。
併せて松戸税務署の青山署長様をはじめに署の皆
様、関係諸団体の皆様に於かれましても年頭の喜びを申

千葉大会

を幕張メッセで開催しますので多くの会員の参加をお待
ち申し上げます。
そして、2022年度も法人会の理念を基に事業を進めま

し上げます。
昨年2021年を振り返りますと新型コロナウイルスの影

す。
『 法人会は税のオピニオンリーダーとして企業の発展

響で松戸法人会賀詞交歓会をはじめに松戸税務署管

を支援して地域振興に寄与し、国と社会の発展に貢献

内協力６団体賀詞交歓会は全て中止になりました。多く

する経営者の団体である』
を基に税務当局と密接な関

の行事・イベントがコロナの影響に伴い、
中止となり、
当初

係を保ち「税」を軸とした公益目的事業を積極的に取り

の計画は遂行できませんでしたが、
コロナ感染防止対策

組み、
税知識の啓発と納税意識の向上、
企業経営、
地域

を講じて可能な限り会議等を実施するなど運営に苦慮し

社会の健全な発展に寄与する団体として今年もコロナ渦

た一年でした。
こうした厳しい状況下において、2月女性

ですが積極的に事業を進めて行きたいと思います。

部会「絵はがきコンクール千葉県代表選考会」で千葉県
法人会連合会会長賞を受賞されました。4月青年部会第

会員の皆様のお力添えで大きく更に発展する事と確
信しています。

41回定例総会が開催され、懇親会でのワクチン接種パ

最後に2022年念頭にあたり皆様の企業の益々の繁

フォーマンスは感動的でした。感染が弱まった5月
「第47

栄とご健勝をご祈念申し上げ新年の挨拶とさせて頂き

回定時総会・臨時理事会・功労者表彰」
を懇親会無しで

ます。
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山中湖からの富士山

公益社団法人松戸法人会

新年のごあいさつ

No277：新年のごあいさつ

署長 青山勝春

既に、多くの会員の皆様におかれましては、法人税
等の確定申告にとどまらず、法定調書、
ダイレクト納付な
ど、様々な手続きでｅ-Taxをご利用していただいている
ものと思います。
所得税の確定申告におきましても、マイナンバーカー
ドとスマートフォンとをお持ちであればICカードリーダー
が無くてもPCから申告データを送信できるほか、
スマー

松戸税務署長

トフォンを利用した手続きの内容の拡充や操作性の向

青山 勝春

上が図られるなど、年々便利になっております。
皆様の従業員や取引先の方で税務署で申告書を作

明けましておめでとうございます。

成しようとしている方がいらっしゃいましたら、新型コロナ

令和４年の年頭に当たり、公益社団法人松戸法人

ウイルス感染症対策の観点からも、税務署に足を運ぶ

会の皆様に謹んで新年のごあいさつを申し上げます。

ことなく、
これらを利用してご自宅から申告していただく

旧年中は、大川会長をはじめ、役員並びに会員の皆

よう、勧めていただければ幸いです。

様、
また事務局職員の皆様には、税務行政全般にわた

また、令和5年10月1日からの消費税のインボイス制

り、深いご理解と多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し

度の導入に向け、昨年10月1日から適格請求書発行事

上げます。

業者の登録申請書の受付が開始されております。

さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で年

会員の皆様におかれましては、本制度への対応の

頭から会活動に大きな制約があった中、貴会におかれ

準備を行っていただき、必要あれば、早期の登録申請

ましては、｢よき経営者を目指すものの団体｣として、積

をお願い申し上げます。その際、e-Taxを利用していた

極的に地域に密着した社会貢献活動に取り組まれた

だければ幸いです。

ほか、決算法人・新設法人説明会や各種講演会の開

なお、当局としましては、本制度の円滑な導入に向

催などを通じ、正しい税知識の普及と納税道義の高揚

け、本年においても、研修会への講師派遣やオンライン

に努められました。

説明会の実施等に取り組むこととしておりますので、引

特に、租税教育においては、女性部会の小学生を対
象とした「税に関する絵はがきコンクール」や青年部会

き続きのご協力、
ご支援を賜りますようお願い申し上げ
ます。

の「落語税金教室」など様々な活動を展開されました。

結びに当たり、公益社団法人松戸法人会の益々の

このような貴会のご活躍は、地域社会の繁栄と税務

ご発展と、新しい年が会員の皆様にとりまして、大きく飛

行政の円滑な運営に欠かすことのできない大きな役割

躍する年となりますよう、祈念いたしまして、新年のあい

を果たしているものと考えております。

さつとさせていただきます。

これも、大川会長をはじめとする役員の皆様並びに
会員企業の皆様のご尽力の賜物であり、改めて敬意を
表する次第でございます。
さて、
まもなく令和3年分の所得税等の確定申告の時
期を迎えます。
貴会におかれましては、事業計画の重点施策の一つ
として、
ｅ-Taxの利用促進を掲げられております。

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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No277：「税を考える週間」行事

公益社団法人松戸法人会

～「税を考える週間」行事～
令和３年度

納税表彰式

開催日 令和3年 11月15日（月）
松 戸 税 務 署 主 催 の 令 和３年 度 納 税 表 彰 式は、新
型コロ ナ の 影 響 で 全 体 で の 表 彰 式 が 昨 年に引 き
続き、中止となりました。各団体で別々に納税表彰
式が執り行われ、松戸法人会では令和3年11月15
日（ 月 ）に当 会 館 3 階 会 議 室 で 挙 行 され、当 会 から
は、下記の方々が栄ある表彰を受賞されました。
なお 、式 典 終 了 後には2 階 会 議 室で茶 話 会を開
催し、受賞者の皆様を祝しました。

青山署長のあいさつ

青山署長を囲んで受賞者の皆さん

大川会長のあいさつ

受賞者を代表して坂巻副会長のあいさつ

茶話会での青山署長あいさつ

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No277：
「税を考える週間」行事

公益社団法人松戸法人会

東京国税局表彰（敬称略）

大川 吉美

㈱グランバー

松戸税務署長表彰（敬称略）

坂巻

仁志

㈲坂巻葬祭店

椎名 佳子
㈱椎名

松戸税務署長感謝状（敬称略）

伊藤 賢一

ソル･セールズ
プロモーション㈱

鷲見 嘉信

㈱スミ工業･
トーヨー住器

丸山 敦子

丸山 達也

㈲エムプラン

㈲エムプラン

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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No277：第11回「税に関する絵はがきコンクール」受賞作品

公益社団法人松戸法人会

女性部会主催

第11回「税に関する絵はがきコンクール」受賞作品
例 年 で あ れば「 納 税 表 彰 式 」の
式場での受賞式になる予定でした
が今年も昨年に続き残念ながらコ
ロ ナ の 影 響 で 中 止となりました 。
そ の ため 、松 戸 税 務 署 署 長 表 彰 、
法 人 会 表 彰 、女 性 部 会 長 表 彰 、県
連・女 連 協 表 彰を直 接 出 向き受 賞
者に表彰状並びに副賞を手渡しま
した。

学校別応募数
松戸市立中部小学校

73

署長表賞

1

松戸市立八ケ崎第二小学校

20

県連女連協会長賞

1

松戸市立馬橋小学校

98

法人会長賞

1

松戸市立松ケ丘小学校

71

女性部会長賞

1

松戸市立根木内小学校

4

金賞

5

松戸市立横須賀小学校

85

銀賞

19

1

銅賞

松戸市立松飛台第二小学校
流山市立西初石小学校

120

流山市立鰭ケ崎小学校

1

鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校
鎌ケ谷市立中部小学校
合計

署長表彰

鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校
（敬称略）

鈴木 千遥

受賞者数

579

合計

646

40
133
646

公益社団法人松戸法人会会長賞

松戸市立松ケ丘小学校
（敬称略）

永井 心子

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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参加賞（ボールペン）

公益社団法人松戸法人会

No277：第11回「税に関する絵はがきコンクール」受賞作品

女性部会長賞

県連女連協会長賞

松戸市立根木内小学校
（敬称略）

宮越 言実

松戸市立横須賀小学校
（敬称略）

焼山 結菜

松戸市役所に展示された優秀作品

鎌ケ谷小学校にて記念撮影

松ケ丘小学校にて記念撮影

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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No277：令和 4 年度税制改正に関する提言

公益社団法人松戸法人会

「令和４年度税制改正に関する提言」
－衆議院議員・地方自治体に持参－

我 が 国 経 済は新 型コロナウイルス感 染
症の世界的大流行により未曽有ともいえる
危機的事態に陥ったが、来期度には流行の
収束が見込まれているほか、企業収益をは
じめとして経済社会もコロナ前の状態に戻
りつつある。このため、ポストコロナに向け
た戦略をどう構築し実行していくかが最も
問われている。
それにはコロナ禍によってもたらされた
問 題や課 題を冷 静に分 析し解を見 出す必
要 が ある。そ の 意 味 で 最 重 要と言 えるの

本郷谷松戸市長に手交する大川会長

は、莫大なコロナ対策費の財源を賄った国
債、つまり膨大な借金をどう返済するかで
あろう。先進国の多くはこうした借金につい
て返済計画の大枠を示しており、我が国も
東日本震災の復興計画などを参考に具体
的な方策を早急に策定すべきである。
前号（NO.276号）
に掲載した「令和４年
度税制改正に関する提言（要約）」
を本郷谷
松戸市長、井崎流山市長、芝田鎌ケ谷市長
に手交し、衆議院議員渡辺博道氏、齋藤 健
氏に秘書を通じて手交した。

井崎流山市長に手交する大川会長

芝田鎌ケ谷市長に手交する大川会長

令和 4 年賀詞交歓会中止のご案内
今年の賀詞交歓会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み、参加者及び関係
者の皆様の健康と安全面を考慮した結果、誠に残念ながら令和4年の開催は中止させて頂くことと
なりました。何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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公益社団法人松戸法人会

No277：税務署だより

税務署だより

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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公益社団法人松戸法人会

No277：プロの視点

PROFESSIONAL

プロの視点
国外の中古建物を使った節税への規制
税理士法人ＪＰコンサルタンツ
税理士 三浦 国彦
所得税の確定申告において、不動産所得に損失が
あるときは、給与所得など他の所得金額と差し引き計

損失は、他の所得と通算することができるため所得税
を大きく圧縮することができます。

算する
「損益通算」
を行うことができます。この仕組み

このような節税策が、富裕層を中心に利用されかね

を利用して、国外の高額な中古建物を購入し、損失を

てより問題視されていました。そして、令和2年度の税

計上することで国内の所得税額を低く抑える節税策

制改正によりこの節税手法が規制されることになりま

があります。

した。

日本で税金を納める納税者は、建物の所在地が国

そこで、改正の内容について説明をいたします。

内外にかかわらず日本の法定耐用年数が一律に適用
されます。しかし、中古建物等を取得した場合には法
定耐用年数とは異なる耐用年数となります。

国外の中古建物から生じる不動産収入があり、その
年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得

中古資産の耐用年数は、原則として取得した時点で

に損失の金額が生じる場合があります。その国外不動

あと何年使うことができるかを合理的に見積もり、見

産所得の損失の金額のうち、中古建物の減価償却費

積もった年数を中古資産の耐用年数として減価償却

に相当する金額は、損失が生じなかったものとみなす

費の計算を行なうことになります。
しかし、合理的に耐

という特例が設けられました。つまり、減価償却費から

用年数を見積もることは実務上困難な場合が多いた

生じる損失は損益通算ができないことになります。

め、簡便法により求めた耐用年数により減価償却費の
計算を行なうことが認められています。

また、将来、上記の国外の中古建物を譲渡した場合
には、その譲渡所得の金額の計算上、その取得費から
控除する減価償却費の累計額から、上記により生じな

この簡便法によると、中古建物を取得した時点で、

かったものとみなされた減価償却費に相当する部分

法定耐用年数の全部を既に経過している場合には、法

の金額が除かれます。つまり、その減価償却費相当分

定耐用年数の2割を耐用年数として減価償却を行うこ

の譲渡所得金額が小さくなります。

とができます。
新築の木造建物であれば法定耐用年数は22年で

なお、この改正は、令和3年分以後の各年の所得税

すが、法定耐用年数を既に全部を経過している中古建

において、国外の中古建物から発生する不動産所得

物を取得した場合には、22年の2割、つまり耐用年数

の損失について適用されます。しかし、
「 令和3年以降

は4年(端数切り捨て)となります。

に取得した建物」
ではなく、
「 令和3年以降の各年の減
価償却」
が対象になっていることです。

例えば、法定耐用年数を既に全部を経過した国外
の中古の木造建物を１億円で購入した場合、4年で減

つまり、改正前に取得した物件についても、この規制
の対象となりますのでくれぐれもご注意ください。

価 償 却を行うことになります。年 間 の 減 価 償 却 費は
2,500万円で、仮に不動産収入が500万円であれば
2,000万円の損失となります。そして、不動産所得の

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No277：取材レポート

公益社団法人松戸法人会

取材レホ ト

キラヒト紹介
「 餡」はお菓子の命です
おかげさまで創業９０ 年 「 い い 案 な ら 、 ま と ば の 餡 」
◆会社のあゆみ
大正13年

東京都中央区にて、個人経営として
箱崎製餡所を創業

株式会社的場製餡所
代表取締役

昭和23年

的場製餡所と名称を改める

的場 茂

昭和39年

松戸市に新工場を建設

昭和43年

工場内に製餡工場を建設稼働

昭和54年

本社ビル
（東京都台東区浅草）
完成

昭和60年

松戸工場増築

平成25年

松戸工場増築

氏

◆経営理念
１．
「あん」
販売を通じ小豆文化を継承し、お客様と共に
時代の変化に対応し成長します。
２．
品質を会社存続の基本と信じ、力を合わせ楽しく美
味しさの追求に努力します。
３．
地域の活動に積極的に参加、協力いたします。
◆代表挨拶
平素から長きにわたり弊社製品をご愛顧いただき
厚く御礼申し上げます。
おかげ様で95年に渡り社業を続けることが出来ま
した。
創業以来こだわり続けた思いは、お客様に気に入っ
ていただける製品をどうやって製造するかということ

◆受賞・表彰
昭和55年

財団法人日本食品衛生協会より
食品優良施設工場として表彰

昭和57年

厚生大臣賞受賞

ホームベーカリー

あんですMATOBA

株式会社的場製餡所のアンテナショップで、様々
な種類のあんパンを製造・販売
あんパンは、現在20種類以上を取り揃えており、
季節によっては限定のあんパンも登場

でした。
顧客市場が進化する中、消費者の要望も多岐にわ
たり個々の商品にはっきりとした特徴づけをする時代
になりました。
「まとば」
では、
「あん」
の味・香り・色調・舌触りにこだ
わり商品を作り続けてまいりました。
顧客市場が進化する中、消費者の要望も多岐にわ
たり個々の商品にはっきりとした特徴づけをする時代
になりました。
「まとば」
は、お客様のご要望を誠実にお聞きし、市
場で評価を受ける製品を供給することに全力を注ぐ
所存です。

所 在 地：東京都台東区浅草3-3-2
営業時間：AM7:30～PM6:30
定 休 日：日 曜 ･ 祝 日

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
Matsudo Corporation Society No.277

11

No277：実務者研修委員会

公益社団法人松戸法人会

委員会だより
実務者研修委員会
～「年末調整実務コース」
（ 新任者）～

心者には馴染みのない用語や計算方法などを、具体例
を挙げて分かり易く説明していただきました。また、研修
終了後も参加者の質問に最後まで残られて丁寧に対応
され、皆さま納得顔でお帰りになりました。

開催日 令和３年１１月９日（火）

場

所 松戸法人会館３階会議室

開催日の午前と午後、
２回に分けて年末調整事務を担
当する新任者の方を対象に、
「 年末調整実務コース」
を、
松戸税務署法人課税
第２部門・原上席を講
師にお招きして開催
しました。
ビ デ オにより、年
末調整にかかる一連
の 流 れを見 た 後 、初
原講師の説明

受講風景

実務者研修委員会
～令和３年分 年末調整事務等説明会～
開催日 令和３年１１月１９日（金）

場

所 松戸法人会館３階会議室

経理担当者にとって毎年行わなければならない「年末
調整事務」
に関する説明会を松戸法人会の主催で開催し
ました。

原講師の説明

①
「年末調整のしかた」
を松戸税務署法人課税第２部門・原上席
②
「法定調書の作成と提出」
を 管 理 運 営 第１部 門・高橋審理上席
に講師をお招きして、改正点並びに留意すべき事項を中
心として説明していただきました。
終了後の個別の質問タイムでは日頃の疑問点も含めて
受講者のみなさんが気軽に相談され、
また、講師のお二方
も皆様が帰られるまで残って親切丁寧に対応していただ
きました。

受講風景

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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高橋講師の説明

No277：総務委員会

公益社団法人松戸法人会

総務委員会
松戸音楽フェスティバルに
管内中学校 2 校を招待

プログラム
開演のあいさつ
松戸法人会長あいさつ
流山市立北部中学校
フライト・エタナール

主催：松戸音楽フェスティバル実行委員会

ご長寿メドレー

共催：松戸市教育委員会

～アメリア、聞こえていますか？

～テレビ化の名作ケッサク20曲～

教会の窓辺で 煌めきの空へ

11月6日
（土）
に、音楽を通じて松戸の魅力を向上させ

松戸市立小金中学校
オーメンズ・オブ・ラブ

ることを目的としたイベント
「松戸音楽フェスティバル」
が

坂本九コレクション

森のホール２１及び21世紀の森と広場を会場で開催され

ディズニー･クラッシックス･レビュー

ました。

閉演のあいさつ

J - Best2020

当法人会は、森のホール２１大ホールにて
「招待枠」
とし

流山市立北部中学校
吹奏楽部の皆さんから
頂いたお葉書

て、13:50～14:50、松戸税務署管内の松戸市、流山市、
鎌ケ谷市の3市中学校の吹奏楽の合同演奏会を社会貢
献活動の一環として、吹奏楽部の音楽発表の場を提供し、
生徒の育成の一助を担う目的で開催しました。

今回の開催にあたり、松戸

なお、鎌ケ谷市の中学校は、コロナの関係で練習が不
十分のため、今回は参加を見送りとなりました。

市 教 育 委 員 会 、流 山 教 育 委
員会にご協力いただくととも

松戸市教育委員会教育長、生涯学習部長、流山市教育

に、また、法人会の役員・総務

委員会教育長、松戸税務署長以下幹部職員の方々をお招

委 員 会 の 皆さまにご 協 力 い

きし、法人会会員、一般の来場者の皆様約800人にご来

ただき、本 当にありがとうご

場いただき、盛大に行うことができました。

ざいました。
大川会長のあいさつ

演奏会当日は、司会進行は委託業者の方が行い、大川
会長のあいさつから始まり、流山市立北部中学校、松戸
市立小金中学校の2校約120名の生徒が参加し、各校3
曲 の 演 奏で2 0 分 の 持ち
時 間 で 、心 のこもった 素
晴らしい 演 奏を聴くこと
ができ、来 場 の 皆さまか
らたくさんの拍手が送ら
れ、貴重な時間を過ごす
ことができました。

流山市立北部中学校

開演を待つ大勢の皆さん

会長を囲んで記念写真
（お手伝い頂いた総務委員会等の皆さん）

松戸市立小金中学校

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
Matsudo Corporation Society No.277
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No277：厚生委員会主催 松戸法人会 会員親睦ゴルフ大会

公益社団法人松戸法人会

委員会だより
厚生委員会主催

–松戸法人会 会員親睦ゴルフ大会–
開催日 令和３年１１月8日（月）
場

所 鎌ヶ谷カントリー

１１月８日
（月）
に恒例の松戸法人会「会員親睦ゴルフ大
会」
が鎌ヶ谷カントリーで開催されました。
今年度もコロナ禍の中でもあることからパーティーは
中止し、ハーフラウンド終了後のスコアーをアテスト後代
表者に提出してもらい、その成績表順位で賞品をお渡しす
る運びになりました。

東1番の大川会長と厚生委員･事務局の皆さん

１０月１５日に厚生委員会の親睦とコースの下見ゴルフ

厚生委員会メンバーは早めにスタートして、次の準備と

を実施し、プレー終了後に準備の役割等を決めて当日を

して賞品を並べたり、参加賞の袋詰めの作業の準備に追

迎えました。

われながらも和気あいあいと作業を進める厚生委員メン

当日の気になる天候は、前日が雨で危ぶまれましたが、

バーが印象的でした。

澄んだ空気で秋晴に恵まれAM8:00には、
３コースから大

そのうちにラウンドを終えた方々が次々に並びハーフ

川会長、椎名厚生担当副会長
（当日は代理）
齋藤厚生委員

の成績表や参加賞、賞品を手際よく渡し、優勝者太田原

長と同時にスタートしました。後は７分間隔で参加者総勢

正春氏と大川会長とで記念写真を撮りお祝いしました。

１４９名が順次にスタートして行きました。

パーティーは中止でしたが束の間ではありましたが、
参加者の方々は楽しまれたのではないでしょうか？
また、大川会長をはじめ椎名副会長、齋藤厚生委員長、
福利厚生受託会社３社から協賛を頂き、大会を盛り上げ
ていただきましたこと感謝申し上げます。
翌日全ラウンドの成績表が届き参加者に送付いたしま
した。
因みに、ベスグロに輝いたのは、角田元治氏（39，
37）
グロス７６で回られました。
（すごい！
！）
また、来年も実施予定ですので奮ってのご参加をお待
ちしています。

優勝の太田原正春氏と大川会長
（記念品贈呈）

大川会長を囲んで厚生委員･事務局の皆さん

上位入賞者
（左から準優勝高橋淑元氏､大川会長､
優勝太田原正春氏､3位斎藤陽一氏）

協賛者の企業名のご紹介

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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公益社団法人松戸法人会

第19 回「青法税会」
（青色申告会・法人会・税理士会）

No277：青法税会

第２部では、小林 孝夫 税理士会松戸支部長から
「仏教
と税制」
と題し、パワーポイントを使い、講演をいただきま
した。日本における宗教法人の税務の取扱いを源泉所得
税、法人税･地方法人税、消費税及び地方消費税を説明

開催日
場

所

令和３年11月16日（火）午後1時30分
松戸市民劇場

され、仏教の伝来と歴史を具体的に詳しくご説明いただ
きました。
第３部では、シブサワ･アンド･カンパニー株式会社代

「青法税会」主催の合同研修会は、毎年3会にて持ち回

表取締役であり、
コモンズ投信株式会社取締役会長であ

りで開催しており、今年は、松戸法人会が幹事で開催しま

る渋澤 健氏を講師としてお招きし、
「 渋沢栄一の教えとＳ

した。

ＤＧs」の演題でパワーポイントを使い、講演いただきま

「税を考える週間」
（ 11月11日～11月17日）
にかかわ
る行事として、すっかり定着し、コロナの感染者数も減少

した。最初に伊東研修委員長より、経歴を紹介し、約80
分間の講演が始まりました。

傾向となり昨年よりも参加者が増え、約100名近い方々

・ステークホルダー資本主義と合本主義

に参加いただきました。

・
「と」
の力

7月に3会で合同会議にて事前打合せを行い、
コロナの
感染状況を踏まえ、開催の可否を含め、感染対策等を話

サステナビリティ インクルージョン

論語と算盤：
『合理的の経営』
論語と算盤：
『論語と算盤は甚だ遠くして甚だ近いもの』

し合いました。9月30日で緊急事態宣言が解除されまし

・時代の節目を迎えている日本

たが、第6波を踏まえ、会場の松戸市民劇場と開催の1か

・逆境に立った時の心構え

月前の10月に、詳細の打合せを行い、当日は、講演中の

論語と算盤：
『大丈夫の試金石』

会場の扉の開放、定員の半分の収容人員、マスクの着用、

を中心の講演がありました。非常に有意義な講演で、最

ソーシャルディスタンスの確保、非接触型による検温、ア

後に盛 大 なる拍 手 が 送

ルコール消毒など、
コロナ対策を十分に行い、開催に至り

られました。
最後に、研修委員会担

ました。
予定通り、13時30分より、研修会が開始され、司会は

当 副 会 長である浅 野 副

伊東研修委員長が行い、最初に主催者あいさつにて、松

会長よりご挨拶をいただ

戸法人会大川会長にごあいさついただきました。

き、閉会となりました。

第1部では、青山 勝春 松戸税務署長から
「くらしを支え

小林税理士会松戸支部長の講演

る税」
と題し、講演をいただきました。パワーポイントを使
い、最初に、出身局の広島税務署管内の高梁税務署長を
務められた高梁市について説明され、その後、税務行政の
将来像2.0並びに酒税、お酒に関するお話しをいただき、
途中クイズ形式での質問も交え、また、自らの趣味である
ボーリングのお話もあり、あっという間の50分間でした。

渋澤 健氏の講演

主催者である松戸法人会
大川会長のあいさつ

青山松戸税務署長の講演

講師の渋澤 健氏と法人会役員との記念撮影

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
Matsudo Corporation Society No.277

15

公益社団法人松戸法人会

No277：女性部会

部会だより
女性部会
「税を考える週間」署長講演会 ･ 交流会
令和3年11月12日金曜日14時より女性部会主催「税
を考える週間」講演会及び交流会が法人会館で開催され
ました。
松戸税務署署長青山勝春氏をお迎えし
「くらしを支え
る税」
の演題で講演をいただきました。
松戸税務署濱村千穂副署長、中戸法人課税第１部門統
括官、柴山法人課税第１部門審理上席、浦島法人第１部門

丸山女性部会長のあいさつ

審理担当官にもお越しいただき、出席者は２１名でした。
戸田幸子総務委員長から講師紹介が行われ、青山署長

また適正な飲酒についてもふれ、お酒は昔から
「百薬

のご挨拶で講演が始まり、はじめに出身地鳥取県のお話

の長」
と言われていますが、飲む量、飲み方には誤らぬよ

から今回の演題へと入っていかれました。

うにとのお話でした。

テーマの１つめは「酒税、お酒に関する話」で長年酒税

２つめのテーマは
「税務行政の将来2.0」
でデジタルを

に携われてきたことから今回の講演では酒税について中

活用した国税に関する手続き業務の在り方や納付手段

心に話が進み、生き生きと語られていたお姿が印象的で

の多様化、キャシュレス納付の推進についても触れられ

した。

ました。

国税収入と酒税収入、酒類の課税移出量の推移、清酒

2部は交流会で丸山敦子女性部会長、法人会椎名佳

については昭和４８年が１００とすると現在は１／３に減少

子副会長の挨拶後、出席者の自己紹介等が行われ和や

し、バブル期はビールが合計最大に、そしてバブルがはじ

かに時間が過ぎていきました。

けた頃は発泡酒にと、時の流れで酒の種類も変わる。
３０年前の千葉県の酒税は全国１５位でしたが、平成元
年には全国５位になり、また蒸留焼酎、みりんは全国シェ

とても有意義な講演会で私達に知識そして興味を持
たせ、税の大切さと共に私達のくらしを支えている税を
改めて思い考える良い機会になりました。

ア４割を占めている。松戸税務署の税制収入の２５％が酒
税とのお話には会員の皆様の驚きは隠せませんでした。

青山署長の講話

女性部会 副部会長

講演中の様子

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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増田千津子 記

公益社団法人松戸法人会

No277：女性部会

女性部会「地域社会貢献」
―折り紙の本を管内市立小学校に寄贈―
松戸市伊藤教育長への寄贈

女性部会第３回役員会に於いて社会貢献事業を検討した結果、
昨年に続
きコロナ禍で管内３市の市民祭りが早々と中止になり、市民祭りで実施し
ていた
「折り紙教室」
が実施できず、昨年は
「折り紙セット」
を管内市立小学
校１年生全員に屋内での遊びに活用してもらうために贈らせていただき大
変喜ばれたことの報告を受けていましたので、今年度は、折り紙の本
「おり
がみランド！「
」おりがみ大全集」
の２冊を管内７１校の図書室に寄贈すること
になりました。
伊藤純一松戸市教育長、田中弘美流山市教育長、皆川征夫鎌ケ谷市教
育長の各教育長室を訪問して、女性部会
「地域社会貢献」
活動の意義を丸

流山市田中教育長への寄贈

山女性部会長、
増田、
石井、
秋谷女性部会副部会長他数名で本の見本を持
参してお話しさせていただきました。
３市の教育委員長の方々から、
図書室に
置いて低学年から高学年まで幅広く活用
できるので大事に使用したいとのお言葉
をいただきました。
女性部会もコロナ禍で思うような活動
ができない中、心温まる寄贈ができて良
かったと役員一同ほっとしました。

流山市立東小学校児童一同

女性部会

鎌ケ谷市皆川征夫教育長への寄贈

素晴らしい全国の力作を拝見し自由な発想に驚きました。

「全国女性フォーラム新潟大会」

会場には新潟の物産展が開催されており、お米から煎餅・
草団子・日本酒のほか、小千谷縮・爪切りなどが紹介され新
潟県の多岐にわたる物産を楽しませていただきました。

令和３年11月16日火曜日、第15回法人会全国女性フォー

第２部大会式典開始となり、主催者挨拶、来賓の挨拶の

ラムが朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターにおいて開催

後、新潟県内各地域での法人会女性部会の活発な活動事

されました。

例発表があり、コンサート実施など様々な活動されている

昨年度の愛媛大会はコロナ感染症拡大のため開催が見送
られましたが、今年度は開催日を延期するなど調整の結果、
主催者の皆様のご努力が実を結び開催となりました。
第１部の記念講演では佐渡出身の文化庁前長官 宮田亮
平氏のオリンピックのマスコットキャラクター選定までのご
苦労話しなどから始まり、
「ときめきのとき」
と題して様々な日

様子がわかりました。
次回開催地静岡法人会女性部会長の挨拶に移り、令和４
年４月14日ツインメッセ静岡で
開催される静岡大会への参加
を呼びかけられました。
閉会後懇親会となりますが、

本伝統文化の再発見活動に従事されてきた様子を説明され

残念ながら私たちは帰途のた

ました。

め退席させて頂きました。

登場方法は思いがけず会場に通じる階段の上から。各

一年ぶりの全国大会に丸山部

テーブル横を歩きながら各地域の参加者に話しかけられ、始

会長・増田副部会長と共に参加

終和やかな講演となりました。

でき実り有る時間となりました。

休憩時間には絵はがきコンクール入賞作品が映し出され、

秋谷 多英子

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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No277：青年部会 ⁄ 私の本棚

部会だより
青年部会
法人会青年の集い 佐賀大会
11月25日の第35回法人会全国青年の集い 佐賀大会
において開催されました全国部会長サミットにリモート参
加しましたので、その模様をご報告いたします。

三つ目は、財政健全化のための健康経営プロジェクト

法人会青年部会運動の3本柱についてのパネルディス

の推進。国の社会保障給付費が現在約120兆円かかって

カッションでした。

おりますが、2040年には190兆円を超える見通しだそう

一つめは、租税教育運動。我々松戸法人会青年部会で

です。中でも医療費と介護費の伸びは大きいとされてお

も、落語を通じて租税の大切さを子ども達へ伝える活動、

り、そこを改善するため、まずは1人ひとりの健康寿命を

「落語税金教室」
を開催しております。全国に目を向ける

延ばすことで、財政の健全化に貢献していこうというプロ

と、様々な手法で、毎年30万人以上の子ども達に租税教

ジェクトです。個が健康になれば、企業の活力も向上し、

育を受けてもらっている誇らしい事業です。

収益も上がり、税収も増えるというロジックだそうです。

二つ目は、部会員増強運動。現在、全国の部会員数は、

まだまだコロナウイルスの影響により、先行き不透明

29,790人（令和3年6月現在）だそうで、3万人を切ると

なところも多々ありますが、時代に求められる活動を法人

いった危機的状況と認識されております。コロナ禍で活動

会青年部会としてポジティブに進めていきたいというま

が制限され新しい会員を増やすことができない、
または退

とめで、サミットは終了いたしました。

会してしまう事例が急増したそうです。会員増強だけでは
なく、退会させない工夫や現会員のケアも急務であるとい

私自身はじめて参加したサミットですが、他単会の積極
的な活動に刺激を受け、
とても良い体験ができました。

うことです。

青年部会長

伊藤

私の本棚
本を開くと長時間文字を追い続けることが負担に

ガネーシャが青年に語るように、
言い聞かせる内容は

なってきている折に、
オーディオブックを楽しむ人が増

何も新しいものではなく先人が語り継いでいる事だが、

えていると耳にしました。

ガネーシャの口から語られると妙に腑に落ち頷きながら

早速、
携帯電話に読書アプリをダウンロード。

聞き入ってしまう。

水野敬也著
「夢をかなえるゾウ１」
の朗読を聞くことに。

「人に感謝」
何度も何度も言われ心掛けているつもり

インド楽器シタールの音色と共にヒンドゥー教の神の

の事が、
なぜ大事なことなのか本当のところやっと理解

一柱、
ガネーシャが関西弁で登場する。
内容は日々の不満を抱えつつも、現状打開の手を打
てず沸々と生活する青年を励まし諭し成長させる物語。
インドの神様の登場に興味を覚え聞き始めたが、関
西弁の語りが新鮮で楽しくて面白くてドンドン引き込ま

できた。
視聴時間は7時間余りだが、
速聴もでき短時間で聞き
終えることもできる。
速聴は速読と共に脳の能力開発にも利用されており、
「ながら読書」
をこれからも続けたいと思いました。
秋谷 多英子

れていった。

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No277：法人会の動き ⁄ クイズ

公益社団法人松戸法人会

法人会の動き

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、行事予定が変更となる可能性があります。
1月2月の予定については、当法人会ホームページの
「行事予定」
をご覧ください。

1月
月日
1/5
7

2月

開催行事
松戸商工会議所
「新春賀詞交歓会」

会場
松戸商工会館

税の相談日（川野 昭成先生）

松戸法人会館

12 署との
「新年顔合せ会」

松戸法人会館

14 青年部会
「落語税金教室」

松戸市立六実第三小学校

１７ 青年部会賀詞交歓会

松戸法人会館

２０

新設法人税務説明会（Zoom併用）
松戸法人会館
決算法人税務説明会（Zoom併用）
（羽鳥 富男先生） 松戸法人会館

２１

第５回広報委員会
税の相談日（浅川 利道先生）

松戸法人会館
松戸法人会館

２３ 流山ブロック
「日帰り初詣バス研修」
２４「会員増強統一月間」
功労者表彰

松戸法人会館

２６ 青年部会
「落語税金教室」

松戸市立馬橋小学校

２７ 第３回実務者研修会応用コース

松戸法人会館

月日

開催行事
税の相談日（齋藤 光先生）
2/４
第４回実務者研修会応用コース
7

正・副会長定例会

会場
松戸法人会館
松戸法人会館
松戸法人会館

14 県法連・第2回厚生委員会

ポートプラザちば

15 全法連･
「令和4年税制セミナー」

ハイアットリージェンシー東京

決算法人税務説明会（Zoom併用）
（小林 孝夫先生） 松戸法人会館
17
県法連・事務局職員研修会
ポートプラザちば
税の相談日（野本 知聖先生）
松戸法人会館
18 鎌ケ谷ブロックゴルフ大会
鎌ケ谷カントリー
絵はがきコンクール千葉県代表選考会 ポートプラザちば
20 確定申告閉庁日対応
２１ 青年部会役員会

松戸法人会館

２２ 生活習慣病健診（松戸地域）

松戸法人会館

24 県法連・青連協
「千葉サミット」

ポートプラザちば

25 生活習慣病健診（松戸地域）

松戸法人会館

２７ 確定申告閉庁日対応
28 県法連・第2回税制委員会

ポートプラザちば

11回 クイズ（数独）

第

【問題】二重枠に入った数字の合計はいくつでしょう？
ルール①

ルール②

まだ数字の入っていないマスに、
１から９までの数字の
どれかをひとつずつ入れましょう。

タテの列、ヨコの列、太線で囲まれた３×３のブロックの
いずれにも、
１から９までの数字がひとつずつ入るよう
にします。
正解者の中から抽選で５名の方に
図書カード 2,000 円分をプレゼント！

「クイズ（数独）」の懸賞応募方法について
以下の方法から選んでご応募ください。
1ＱＲコードでの応募

2郵便はがきでの応募

第10回クイズ
（11月号）
の回答
答え

①馬耳東風

②胆大心小

作者紹介
株式会社ニコリ
日本初のパズル専門誌「パズル通信ニコリ」を発行する出版社。数独・クロス
ワードなど多種多様なパズルをメディアへ提供するコンテンツメーカーで
もある。スマホアプリ
「スマニコリ」
も配信中。

１．
クイズの答え ○＝○＋○
２．
郵便番号
３．
住所
４．
氏名を明記の上、
〒271-0076
千葉県松戸市岩瀬108 公益社団法人松戸法人会事務局
までお送り下さい。
締切日は、令和4年1月31日
（月）
とさせていただきます。
なお、郵便ハガキは締切日当日の＜消印有効＞とさせていただきます。
応募は、お1人様１回（１通）限りとさせていただきます。たくさんの応募を
お待ちしております。
当選者の発表は図書カードの発送をもってかえさせていただきます。
正解は、次号NO.278号(3月号)に掲載します。
このページの懸賞情報に関するお問合せや苦情等には対応できかねますの
でご容赦ください。
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No277：事務局だより

公益社団法人松戸法人会

事務局だより
■ 新会員紹介
支部名
中央第一

（令和3年10月14日～令和3年12月7日）
法人名

代表者

(株)鍋新

所在地

電話

田村 博太郎 松戸市松戸1902

047-362-2552 衣料品販売

中央第二 （株）
山修電気

山本 修正

松戸市中矢切４９３–１

047-718-5355 一般電気工事業

中央第二 （有）
バンジョウ

今井 直哉

松戸市三矢小台４–１４–７

047-365-1013 玩具卸売業

古ケ崎・
栄町

鳶仁
（株）

大森 和江

松戸市古ケ崎２５５４–１１

047-317-1210 建築業

明第二

(株)ヤナギデザイン

柳 明宏

松戸市小根本４５–１２
早稲田ビル2階

047-712-0303

上本郷

(株)アクティブワン

土田 一利

松戸市上本郷4069

047-712-2911 不動産

高塚・大橋

コマックスコーポレー
松戸市高塚新田123-2
小松崎 彰彦
047-391-6512 製造卸売業
ション(同)
高塚団地2街区9棟104号室

紙敷

(株)雅建設

湯浅 雅之

松戸市紙敷1232–1

047-391-8578 建設業

河原塚

(株)創電社

近野 勝介

松戸市河原塚208–6

047-711-7917 電気工事業

河原塚

四国石材工業(株)

籠池 可光

松戸市河原塚340–1

047-701-8163 石材加工等

河原塚

(株)ソフトウィンド

島田 まゆみ 松戸市河原塚431–8
松戸市常盤平3–6–4
メルヴェール常盤平107

内装・外装、サイン
看板、HP制作

047-703-9559 理美容業

常盤平1-4 (有)ハートアイランド

内藤 明之

047-394-7515 訪問介護業

八柱

Azu Works(株)

八木 佳津子 松戸市千駄堀1386–5

047-386-1745

六実

(福)富福祉会

富澤 凡一

松戸市六実5–1–1

047-311-3711 保育園(保育所)

松飛台

(株)三建

三輪 健一

松戸市串崎新田183–5

047-710-7281

馬橋

首都圏オートモービル
メンテナンス(協組)

石井 雄一

松戸市馬橋2222–102

自動車整備業組
合員に対する共
047-711-7200
同 購 売・外 国 人
技能実習生紹介

馬橋

(一社)アルシュハルミ

大川 高明

松戸市馬橋2264

047-341-2206 不動産賃貸業

馬橋

たくみ(協組)

持田 満輔

松戸市馬橋2857

建設工事及経営､
047-312-1150 技術コンサルタ
ント

小金東

(有)ユウ・コーポレーション 山﨑 一洋

松戸市二ツ木106–4

047-349-6022

小金東

(株)シームス

萩原 利周

松戸市二ツ木222–1

047-348-2364 一般管工事業

小金東

田澤建設(株)

田澤 将夫

松戸市二ツ木1802–3

047-711-9345 建設工事業

八ケ崎・
小金原

社会保険労務士法人
あすなろ

矢吹 昌史

松戸市小金原6–8–9
ブルームハナノイ305

047-309-6608 社会保険労務士業

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No277：事務局だより

公益社団法人松戸法人会

支部名

法人名

八ケ崎・
小金原

(株)聖和

流山第１

代表者

所在地

電話

業種

藤岡 和寿

松戸市小金原
6–9–14–502

建設業(土木工
047-703-8071
事一式請負)

(有)ワールドロック松戸

山下 隆弘

流山市加5–1631–4

04-7158-8456

流山第1

桑原電気(株)

桑原 隆宣

流山市流山2–95

04-7199-8866 電工

流山第1

(株)流山ツーリズムデザイン 門脇 伊知郎 流山市流山2–312

04-7128-9901

流山第1

(株)KSC

髙橋 定義

流山市流山8–1285

04-7158-2239 不動産

流山第1

(有)久保塗装

久保 眞

流山市三輪野山2–291–32

04-7159-8964 建築塗装

流山第1

(株)松建

小松 英明

流山市三輪野山3–7–9

04-7150-2532 建設業

流山第2

(株)リバースギア

高井 慎平

流山市江戸川台東3–622–4 04-7197-7805 自動車小売業

流山第2

(有)佐藤商店

佐藤 昭一

流山市東深井284

04-7152-3017

流山第2

(株)フォー・グリーン

竹村 典子

流山市東深井461–68

卸売・小売業(ギ
080-5425-8713 フト・雑貨・菓子
など)

流山第2

照国建設工業(株)

古家 養之助 流山市東深井498–42

04-7159-5013 建設業

流山北部

(株)ヤマセン工業

渋谷 一雄

流山市下花輪1203

04-7192-8015 建設業

流山北部

(有)新川モーター

根本 好明

流山市平方289–2

04-7154-3921 自動車修理販売

流山北部

EARTHWORM(同)

砂押 裕樹

流山市富士見台1–10–128

04-7197-4627

流山南部

(株)ＷISE

小澤 康夫

流山市南流山6–21–9

04-7159-5565 建築リフォーム業

流山南部

(株)アイビスホーム

髙橋 和江

流山市南流山7–1–9

04-7157-3820 不動産業

鎌・鎌ケ谷 (有)ベストライン

小川 隆弘

鎌ケ谷市鎌ケ谷7–3–27–4

047-444-5666 水道工事業

鎌・道野辺 (株)フジムラ仮設

藤村 勇太

鎌ケ谷市東道野辺4–18–65 090-2556-1148 足場工事業

鎌・道野辺 (株)シンセイアースモア

星本 慎児

鎌ケ谷市東道野辺
6–1–24–10

047-468-8789 建設業・不動産業

鎌・南初富 (株)杉商

杉山 茂治

鎌ケ谷市富岡3–26–17

090-4747-4030 造園工事業

鎌・南初富 ドリームネットワーク(株) 出川 哲也

鎌ケ谷市東初富3–4–64

047-401-3644

鎌・南初富 (株)とわ

川村 湧太

鎌ケ谷市東初富5–7–19

047-442-0414 貸家・貸間業

鎌・南初富 友輝建設(株)

川上 輝

鎌ケ谷市東初富6–7–25

047-446-4711 不動産業

賛助会員
(個人)

中島 誠

松戸市小根本45–12
早稲田ビル6F

047-367-0776 司法書士

便利屋・
代行サービス

まちづくりコン
サルティング業

コンビニエンス
ストア

事務用機械器具
小売業

一般貨物自動車
運送事業

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
Matsudo Corporation Society No.277
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※

上の会員シール
（印刷）
を切り取る。

提出分法人確定申告書
「別表一」
の上部余白にはりつける。

会員企業紹介

お問い合わせ
資料の請求
墓所墓石のご相談は

(有)市の家石材店
〒270-2254 千葉県松戸市河原塚 355-3
FAX 047-387-2393
E-mail itinoya@nifty.com

☎ 047-387-2591

株式会社 堀内防災

消防設備の設計 施工 保守

当社は消防設備を確実維持
することを通じて社会に貢献し、
安全で豊かな未来を目指します。

http://horiuchi-bousai.com

編集雑記

コジマ
スタンド

とんでん

国道6号線 東京→

新京成線

松戸法人会
小根本公園

聖徳学園

イトーヨーカ堂

松戸税務署

京葉ガス
千葉県松戸県税事務所
市役所

←柏

〒270-0111 千葉県流山市江戸川台東1-52
TEL 04-7152-1601 FAX 04-7152-7146

新東京
病院

松戸駅

明けましておめでとうございます。
一昨年以来の新型コロナ感染症の影響で、社会生活が変化する中、様々な業種の方々が影響
を受けていると思います。又、地球温暖化による異常気象、様々な自然変化が起こり続け、１０
年５０年に一度という災害が毎年のよう起こっています。二酸化炭素削減に世界中の国が討議した
COP26 が開催され、各国様々な数値目標されました。地球上に住んでいる人類、個人個人が
意識を持ち、環境問題を考えていく事が大事な事だと思います。
又、明るいニュ−スも多かった様に思います。一年延びた東京オリンピック･パラリンピックは、
最年少１３歳の西矢椛選手が金メダルを獲得するなど、若い世代が、大いに活躍し数多くのメダ
リストが誕生しました。２年ぶりに開催された夏の高校野球では、千葉県代表は専修大学松戸高
校が２度目の出場で初勝利を挙げました。MLB ではロサンジェルス･エンジェルスの大谷翔平が
連日大活躍、日本人二人目の MVP 獲得し、衰退していた野球人気も上昇する様な気がします。
昨年、１０月緊急事態宣言解除後、段々に社会生活が戻りつつ有ります。
でも、まだまだ以前の様に戻るのは少し時間がかかるかも知れません。
今年は寅年です。過去の寅年を見ると、事の始まりが多いようです。何かを始めるには良いかも
知れませんね。寅年を六十干支で表すと甲寅（きのえとら）･丙寅（ほのえとら）･戊寅（つちのえ
とら）･庚寅（かのえとら）・壬寅（みずのえとら）の 5 つがあるそうです。今年は優しい寅を表
す壬寅（みずのえとら）ですから、家族を大切にして他人にも心開くとよい年になりそう･･･
杉浦 章浩

