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No280：第４8 回定時総会（令和 4 年度）

公益社団法人松戸法人会

第48回定時総会（令和4年度）
五月晴れの５月２６日
（木）
に松戸法人会第４８回定時総
会が、柏日本閣において開催されました。

ご来賓として青山税務署長をはじめ署幹部職員のご
臨席をいただき、正会員ほか約90名が出席して、下記の

総会に先立ち、第１部として昭和大学医学部客員教授で
ある二木芳人氏を講師にお招きしての記念講演会が行わ

議案が満場一致をもって可決されましたことをご報告申
し上げます。

れました。
講演終了後、第２部の総会が開催され、冒頭大川会長か
らご挨拶をいただきました。その中で令和３年度は、社会
貢献事業として
「松戸音楽フェスティバル」
に管内中学校
を招待、女性部会による３市の市立小学校７１校へ
「折り紙
の本」
を寄贈が行われたこと、
また、引き続き新型コロナウ
イルスの感染症拡大の影響で、事業が中止または規模を
縮小しての開催する１年となったこと、会員の皆さんのご
協力で運営できたことへの感謝の言葉がありました。

第１部

大川会長のあいさつ

総会記念講演会

講師 ： 昭和大学 医学部 内科学講座 臨床感染症学部門 客員教授
演題 ： 新型コロナウイルス

現状と今後の流れ

二木芳人氏

講演会場は講演の始まる16時まえにはほぼ満席とな

の感染の現状を最新の

り、いよいよ講演会がスタートしました。司会は、湯浅総務

データを用いて解説さ

委員長が務められ、二木氏のプロフィールを紹介し、90分

れ、最近のトピックスと

にわたる講 演 会 が 始

して は 南 アフリカの 感

まりました。会場には

染 状 況 、規 制 緩 和 の 動

約90名の会員の方が

きと懸念、無料PCR検査

来られ、二木氏より、2

の問題点や課題、新しい変異株BA4、BA5、さらには最近

年 半にわたるコロ ナ

話題のサル痘等についても詳しく説明されました。

対策の振り返り、なら
び に 、世 界 と 我 が 国

講演会の様子

会場の皆さんは、熱心に講演を聞かれ、あっという間に
講師控室にて二木氏を囲んでの記念写真

終了時間となりました。
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No280：第４8 回定時総会（令和 4 年度）

第４８回定時総会

下 記 の 承 認 事 項につ い ては 満 場 一 致 で
承認可決した。
承認事項

令和3年度収支決算承認の件
監査報告

報告事項

議長を務める大川会長

令和3年度事業報告
令和４年度事業計画
令和４年度収支予算

○福利厚生優績者の伝達
千葉県連から
「経営者大型総合保障制度」
の取扱い
会社である大同生命保険㈱の優良職員並びに代理店
に対する優績者に表彰状と記念品が会長から伝達さ
れた。
大同生命保険㈱千葉西支社東葛営業所
職員

総会の様子

関根 枝里 様

アフラック生命保険代理店
㈱三喜ビジネスコーポレーション千葉営業所
所長

芳野 仁一 様

○来賓祝辞
御来賓をご紹介した後、代表してお祝辞を賜わりま
した。
松戸税務署
署長

第3部

青山 勝春 様

青山署長のあいさつ

懇親会

今回の懇親会は、
ホテルのコロナ対策を十分に遵守
し、
３年ぶりとなる総会懇親会となりました。初めての
着座形式で、
１テーブル６名程度で１２テーブルに分か
れ、総勢６７名のご参加をいただきました。
浅野副会長の開宴のことばに続き、椎名副会長から
乾杯のご発声があり、和やかなうちに懇親会がスター
トしました。着座形式の為、各料理が個別に配膳され、
あっという間に９０分でした。最後に、坂巻副会長の締
めのことばでお開きとなりました。
久しぶりの懇親会という事もあり、会員方もみなさ
ん満足顔でお帰りとなりました。

懇親会中締めのあいさつをする坂巻副会長

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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令和 4 年度 第１回理事会報告
開催日 令和4年 4月25日（月）午後3時開催
場

議事

所 松戸商工会館 5階会議室

決議事項
（１）第48回定時総会の付議事項について

右記の議案が上程され、第１回理事会が、理
事総数60名中42名うちリモート出席15名）が
出席して、過半数以上の出席で有効に開催さ

第１号議案

令和3年度事業報告承認の件

第２号議案

令和3年度収支決算承認の件
監査報告

れました。

（２）第48回定時総会の運営について

審議事項

（３）建物修繕等引当資産の積増しについて

につきまして

報告事項

は 、満 場 一 致
で承認可決

（１）代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について

されました。

（２）各ブロック、各委員会、各部会の業務状況について
（３）その他
濱村副署長のあいさつ

大川会長のあいさつ

理事会の様子

事務局だより
■ 新会員紹介
支部名

（令和4年4月9日～令和4年6月17日）
法人名

代表者

所在地

電話

高塚・大橋 アシスト・リンク
（株）

八ツ代 真一郎 松戸市高塚新田６４２－１７２

馬橋

高桑 潤一

松戸市馬橋２４９１大川産業ビル102 047-710-0890 建設業

潘 暁東

松戸市西馬橋３－１７－２０
ハイツマーチ1号室

047-713-2106

八ケ崎・小金原 （株）
ダイシン

大谷 真人

松戸市根木内５７３

047-317-5358 塗装工事業

流山中部

ＲｅＦ
ｉ
ｎｅ
（税）

尾崎 徳亮

流山市市野谷26-4（運A72街区14） 04-7196-7957 税理士業

賛助会員

佐藤商会

佐藤 純

松戸市高塚新田１６０－４５３

西馬橋

（個人）

（株）
匠
アカツキ観光
（株）

080-8728-3777 建設業

Matsudo Corporation Society No.280

一般貸切旅客
自動車運送事業

配送業
070-6512-7217 （建築資材）

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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松戸法人会

令和 5 年度税制改正要望

―税制委員会とりまとめ―
1 社会保障制度

制度の維持と世代間の公平

コロナ禍後の社会保障の再構築及び急激な少子高齢
化社会への進展に対応し、人生100年時代に向けて働
き方のあり方・健康寿命の延伸等安心して暮らせる国と
なるような総合的な社会保障への制度改革を要望する。
（理由）
団塊の世代が後期高齢者75歳の年齢に達し、国民の4人

に1人が75歳以上という超高齢化社会となり、医療と介護

などの社会保障費の急増が懸念される
「2025年問題」が
迫ってきている。平均寿命も2020年時点で、女性87.74

歳・男性81.64歳になり、2040年にかけて約2歳伸びると
推計される。新型コロナ感染拡大地域では医療提供体制が

ひっ迫し、医療が機能不全に陥る
「医療崩壊」が現実化し、介

護現場も深刻な人手不足で介護サービスの基盤が大きく
揺らいでいるところに、新型コロナが直撃し、
「 介護崩壊」が
現実化した。

その中でも令和4年度予算ベースで社会保障給付費が

129.6兆円で、内訳は年金45%、医療31%、福祉その他
24%である。社会保障負担は保険料(被保険者拠出･事業
者拠出)59%、公費41%となっている。支える現役世代が

減少する中で高齢者が増加し、現役世代への負担はますま

す重くなる。

現在の社会保障制度への危機感及び安心感の欠如は拭

いようがなく、早急な制度改革が必要な状況と言わざるを
得ない。あわせて、新型コロナウイルスによる支出も財政

（理由）
今回の新型コロナウイルスは、2年以上3か月の期間が

経過しており、需要の有無にかかわらずヒトやモノの移動

が突然止まり、消費の現場が真っ先に影響を受けるという
点で、過去の不景気とは大きく趣が異なっている。企業業
績も好不況が明確に現れてきており、特に4回にわたる緊

急事態宣言により、宿泊･飲食業界や同業界の関連企業を

はじめとし、大幅な売上減少し倒産の危機に瀕している企

業も散見される。日本の約90%以上を占める中小企業は、

日本経済の根幹をなしている。

経済状況は、2021年10-12期ではGDPが年率5.4%

増2期ぶりのプラス成長である。
「コロナ克服・新時代開拓
のための経済対策」
を取りまとめた。昨年12月新たな経済

対策が閣議決定され、
「 医療提供体制の充実」
と
「個人向け

･事業者向けの支援策」、
「ウィズコロナの経済活動」、
「 新し
い資本主義の起動」
を主軸とし、財政支出は55.7兆円であ

る。新たな変異株「オミクロン株BA.2、派生型のXE」
により
第７波が懸念され、3回目のワクチン接種体制の確立･接種

率の向上を期待したい。令和4年2月24日ロシアによるウ

クライナ侵攻に伴い、原油価格の上昇･穀物の価格上昇な

らびに円安による物価上昇のマイナス要因が顕著となっ
ている。4月27日に発表した緊急経済対策13.2兆円並び

に6月の第2弾の経済活性化策を講じるとの発表があり、
様々な積極的方策を望む。

圧迫要因となってきており、短・中期的には年金・医療・介護

3 事業承継税制

無くし、将来世代にも安心感が持てる制度を目指すには、

事業用資産を一般資産と切り離し、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と
する。

の分野の改革が喫緊の課題である。世代間の不公平感を
給付水準を引き下げ、かつ、高齢者にも応分の負担を求め

るべきである。併せて、長寿社会に見合った職場環境の整備

（退職年齢引上げと退職後の働き場所）等による、社会保
険料収入の裾野を広げる方策の積極的推進を望む。

2 経済活性化と中小企業の活性化
新型コロナウイルスの影響及びロシアのクリミア
侵攻による資源高、円安等に対する経済活性化策
新型コロナウイルスの影響により、2020年2月下旬
以降2年以上が経過し、急速に経済活動が縮小するとと
もに中 小 企 業 の 事 業 活 動 が 大 幅に低 迷している。緊 急
事態宣言が首都圏等で4回、度重なるまん延防止等重点
措置が発令され経済が大幅に低迷している。ならびにロ
シアのクリミア侵攻に伴う資源高、円安等による物価上
昇等さまざまな要因により企業業績への影響が波及し
ており、このような状況にあわせて、更なる弾力的な経
済活性化策を要望する。

事業承継税制の拡充

（理由）
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おり、経済社会を
支える基盤といえる存在である。その中小企業が 相 続 税
の負担等により事業が承継できなくなれば、我が国経済社
会の根幹が揺らぐことになる。

2018年度（平成30年度）税制改正においては比較的大

きな見直し
（10年間の特例として、猶予対象の株式の制限

の 撤 廃 、納 税 猶 予 割 合 の 引 上 げ 等 大 幅な要 件 緩 和 ）が 行

われ、相続税・贈与税が100%免除される特例措置が創設

された。ただし、令和4年度税制改正案により、特例承継計

画の提出期限が1年延長され、令和6年3月末日までとなっ

た 。な お 、特 例 承 継 計 画 策 定 は 、認 定 経 営 革 新 等 支 援 機

構の指導及び助言を受けて、
「 特例承継計画」を提出する
必要が生ずるなど、事務手続きが、かなりのボリュームで

かつ難解で、煩雑である。手続には、専門的な知識を有し
ている方の手助けが必要となる。また、猶予が打ち切りに

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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なったら一気に課税されてしまうデメリットもある。

したがって、行政手続き面での簡素化と利便性を高める

ことは勿論、
「 事業用資産」並びに
「非上場株式」への課税を
軽減あるいは控除するなど、事業承継が円滑に、且つ、安心

して行える本格的な事業承継税制の創設を要望する。

4 消費税

消費税の確実な税収の確保軽減税率
廃止による税率 の１本化コロナ終息ま
での税率維持

租税負担の公平性並びに納税意識の高揚を保持する
ため、消費税の確実な税収の確保を図る法整備を要望
する。近時のロシアのウクライナ侵攻に伴う原油価格に
よる上昇を起因とした消費者物価上昇が顕著で国民生
活に支障をきたしており、また、コロナ終息後まで、消費
税率の維持を要望する。
（理由）
消費税は、社会保障の安定的な財源の確保を目的とし

て、2019年10月から10％に引き上げられるとともに 軽減

税率8%が適用された。その後、コロナウイルスによる感染

の影響は2年を経過し、感染拡大に伴い経済環境の悪化が
顕著となり、令和3年度のコロナ経済対策を含めた財政支

出は55.7兆円超となった。さらに、完全失業率が昨年12月
時点で2.7％、完全失業者数が186万人とコロナ前の2年前

同月と比較して各々0.5%、31万人と雇用環境も悪化して
いる。

消費税は、価格への転嫁を通じて、最終的に消費税者が

税負担することを予定している税金であるが、本来国庫や

地方財源として納められるべき税金の一部が事業者に残っ

てしまう
「益税」の存在や、経済取引の力関係、例えば大企

業の圧力によって中小企業が消費税引上げ分を価格に転
嫁できず、その分を被るという
「損税」
の問題が指摘され、中
小企業にとっては事業の存続に関わる死活問題であり、税
率が引き上げられるごとにその問題は深刻化する。

そこで、
「 益税」及び「損税」
を解消し、租税負担の公平性

並びに納税意識の高揚を保持する方法として、消費税の免

税点の廃止、簡易課税制度の廃止、価格転嫁違反者への速

効的な法対応によって厳罰を与える制度の導入を要望す

る。また、軽減税率については事業者の事務負担が大きく、
かつ、税制の簡素化、税務執行並びに税収確保等の面から
問題点が多いことに加えて、そもそも本制度は、低所得者

への配慮から導入されるものであるが、消費税の逆進性と
いう性格により高所得者ほど恩恵を受けやすいと矛盾が生

じるため、廃止し、単一税率とすべきである。また、中小企業
経営者等生活維持の為、
コロナ終息迄の税率維持を望む。

5 法人税関係

役員給与の損金算入の拡充等

役員給与の損金算入の拡充を要望する。
（理由）
2017年度税制改正において、役員報酬制度に係る税制

体系が整備された。

中 長 期 的な企 業 価 値 向 上に対するインセンティブとし

て、多様な業績連動報酬や株式報酬の導入促進を目的に、

攻めの経営を後おしするため、積極的な改正がおこなわれ

た。

しかし、ほとんどが上場企業に類する企業を対象とした

も の で 、わ が 国 で 多 数を占 める中 小 企 業にはメリツトが

享受できない。現行では、役員給与の損金算入の取り扱い

（法人税法第34条

役員給与の損金不算入）が限定され

ており、特に報酬等の改定には厳しい制約が課せられてい

る。損 金 算 入できる役 員 報 酬は、① 定 期 同 額 給 与 ② 事 前

確定届出給与（役員賞与）③利益連動給与に限定されてお

り、この3点に該当しないものは基本的に損金不算入とな
り、法人税の節税効果は、なくなってしまう。

2019年度税制改正で、株式報酬・業績連動報酬の導入

が促進されたことで経営者に中長期的な企業価値向上の

インセンティブを与え、我が国企業の「稼ぐ力」向上につな
げている。

ただし、委員会を設置している上場企業の数は、3割にも

満たないため、今後、法定・任意を問わず報酬委員会の設
置や適切な運用が必要となっている。

以上のことから、中小企業にも運用可能な柔軟な対応を

望む。

6 相続税

基礎控除額の引き上げ

基礎控除額の引き上げを要望する。
（理由）
2015年1月に相続税法が改正され、相続税の基礎控除
額が4割減額されて既に7年が経過した。これにより、課税
対象者が12万人を超え、改正の前年（2016年）の4.4％か
ら8.8％へと倍増し、2020年は8.8％
（前年比＋0.5％）
と
過去最大となり、相続税の『 大衆化 』が進んでいる。また、
被相続人数･課税された被相続人数･納税者である相続人
数は、2019年を除き対前年比毎年増加傾向である。
相続税の負担率は、すでに先進国並みとなっている。
相続税は、
「 富の再分配」の考えに基づく税であるが、改
正による基礎控除額の急激な引き下げにより、小規模宅地
等の評価減の特例などが使えなければ、単に住まいとして
認識している土地・建物が、
「 富」
として課税の対象となり、
最悪納税のため売却を余儀なくされる場合も出てくる。
また、中小企業経営者の多くが、
「 事業承継の障害は、相
続税の負担にある」
と考えており、事業活動中に相続が発
生すると、事業を引き継ぐ後継者は急遽発生した相続税支
払いのため、事業活動に必要な資産さえも売却せざるを
得ない事態が生じてしまう。個人所有の不動産を銀行借入
の際の担保として提供するなどの例に見られるように、事
業用資産に限らず一般的に行われている。中小企業の事
業経営者は、全財産をもって事業経営に当たることから、
将来生ずる財産の毀損は次世代への事業承継を阻害する
（後継者がいなくなる）。
以上のことから、2015年1月の相続税基礎控除額の引下
げは、実生活において必要不可欠な不動産所有に悪影響
を及ぼすとともに、中小企業の事業承継を阻害し、事業継
続意欲の低下及び事業縮小の恐れがあることから、従前あ
るいはそれ以上への基礎控除額の引上げを要望する。

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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税務署だより
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No280：税務署だより

公益社団法人松戸法人会

税務署だより

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No280：プロの視点

令和４年度税制改正（住宅取得関連）
税理士法人ＪＰコンサルタンツ
税理士 石川 導

令和４年度税制改正法案が本年３月に可決・成立し、
その

ては、
改正前の築20年又は築25年以内という築年数要

うち住宅取得に関連するものとして、
所得税の住宅ローン

件が廃止され、新たに新耐震基準に適合している住宅

控除及び住宅取得等資金の贈与税の非課税措置につい

用家屋であることとされました。
これにより、
登記上の建

て、
次のとおり改正されております。

築年月日が昭和57年１月１日以降の住宅はこの基準に

PROFESSIONAL

プロの視点

該当するものとみなされます。
●住宅ローン控除
今回の改正により、住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除、
いわゆる住宅ローン控除は、
その適用期
限が４年延長され、
令和７年12月31日までとなりました。
改正前は、個人が住宅ローンにより住宅を新築又は購
入した場合、
その住宅に入居した後10年間、
各年末の住宅
ローン残高に控除率１％を乗じて算定した金額を各年の所
得税額から控除するというものでした。

●住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
今回の改正により、祖父母や父母など直系尊属から住
宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措
置は、
その適用期限が２年延長され、
令和５年12月31日ま
でとなりました。
改正前は、個人が直系尊属から住宅取得等資金の贈与
を受け、その資金で住宅を新築又は購入した場合、最高

今回の延長に伴い、その控除率や控除期間について次
の措置が講じられました。

1,500万円まで贈与税を非課税とするというものでした。
今回の延長に伴い、
その非課税限度額は一定の省エネ

①住宅を新築又は購入した場合、年末ローン残高の限

等基準に該当する住宅は1,000万円に、それ以外の住宅

度額
（借入限度額）
、控除率及び控除期間は、住宅の種

は500万円に引き下げられました。

類、
居住した年によって次表のとおり細分化されました。

ついては、
前記③と同様になるなど一定の措置が講じられ

（新築・分譲住宅等）
住宅の種類
認定住宅等

イ

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

ロ

ZEH 水準省エネ住宅

ハ

省エネ基準適合住宅

ニ

上記以外の住宅

また、中古住宅など適用対象となる既存住宅の要件に

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

令和４・５年 5,000 万円
令和６・７年 4,500 万円
令和４・５年 4,500 万円
令和６・７年 3,500 万円

０. ７％

令和４・５年 4,000 万円
令和６・７年 3,000 万円

13 年

ております。
以上の改正の背景として、
認定住宅等はカーボンニュー
トラル
（温室効果ガスの削減）
実現の後押しのため住宅
ローン控除の借入限度額などが優遇される一方、現下の

令和４・５年 3,000 万円
令和６・７年 2,000 万円

10 年

低金利により控除率が引き下げられ、
また、
格差の是正の
観点から住宅取得等資金の非課税限度が引き下げられる

（中古住宅等）
認定住宅等
上記以外の住宅

令和４～７年

3,000 万円
2,000 万円

など、
昨今の様々な要請に沿ったものとなっております。
０. ７％

10 年

また、住宅の新築又は購入のほかにも住宅の耐震改修
をはじめとする特定の改修、
増改築などにも様々な税制の

②適用対象者の所得要件は、
改正前3,000万円以下が

特例がありますが、今後、住宅の新築、購入や改修などを

2,000万円以下へと引き下げられました。

お考えの方は、事前にその詳細をご確認いただければと

③中古住宅など適用対象となる既存住宅の要件につい

思います。

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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No280：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
池森政治（いけもり まさはる）
株式会社ファンケル 製造部門責任者
流山商工会議所 顧問
（前会頭）
令和３年春の叙勲にて旭日双光章を受章
１９４１年
（昭和１６年）
生まれ
千葉工業大学 電子工学科卒業
令夫人秀子さん
（左）
と池森政治さん
（右）
奥様が丹精込めてお手入れをされているご自宅のお庭にて

「私が叙勲した年はコロナ禍で、天皇陛下には拝謁できなかったんですよ。あまり叙勲の事ば

かりの記事にしないで下さいね。」
と、よくお目にかかっていた流山商工会議所会頭時代と変わ

らぬ明るさで私たち取材陣を迎えて下さった池森さん。
昭和４１年、千葉工業大学を卒業

卒業論文は
「トランジスターを使った高周波増幅器」
。卒業後は大学で学んだ知識を活かして、
ラジ
カセなどの電子製品設計製造分野に１３年間携わる。
昭和５４年、
３８才のとき、福島県で不動産業を営む
宅建資格を持っていたこともあり、妻の妹の建築士の夫の誘いで福島県保原町で開業。初めて土
地が売れたとき
「不動産売買のコツが分かった。これで家族を食べさせていける。」
と喜び、軌道に乗
り、
順調に進んでいた。

「当時、化粧品による肌荒れが問題になっていました。防腐剤が原因だと分かり・
・
・」
と当時の

事を昨日のように語って下さる池森さん。
無添加化粧品といえばＦＡＮＣＬ
（ファンケル）

兄の賢二さんに口説かれて、昭和５９年に４２才で化粧品業界へ
「化粧品の事は何も分からなかったんですから」
。
確かにここまでお話しを伺ってきて、化粧品とは全く接点がない。
「 独学で
した。ファンケル製品は特殊なので、製造機械はね、私が改造して使ったんで
すよ。」
「無添加化粧品。生まれは流山です。」
流山情報誌にこのカラー広告が掲載
されて、大注目を集めたのはファンケル入社から３年半後の昭和６２年７月。平成３年８月流山工業団地に新工場完成、平成１０年
１１月株式を店頭公開、翌１１年１２月東証一部上場、そして・
・
・。
「これからの世界はね・
・
・」
と取材の話題も池森さんの情熱も、
まだまだ尽きる事はない！
！

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No280：部会だより

部会だより
青年部会
第42回定例総会
4月22日、青年部会第42回の定例総会が開催され、全
ての議案が満場一致で可決いたしました。
令和3年度は、ほとんどの例会や行事が感染症の影響
で中止、延期となりました。その中でも10月の公開例会
は、会場のキャパを絞り、元サッカー日本代表の前園真聖
氏をお招きしご講演をいただくことができました。また、
租税教育活動として落語税金教室も5つの小学校で開催
することができました。本年度は、婚活イベントの企画運
営をはじめ、青年部会らしく積極的に活動してまいりたい
と思います。
伊藤青年部会長のあいさつ

大澤副会長のあいさつ

松戸税務署濱村副署長のあいさつ

総会会場の様子

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

No280：部会だより

部会だより
青年部会
5 月定例研修会
今回お招きした講師は伊藤部会長と日頃から懇意にさ
れているタレントかわの をとや様でした。ご本人の半生
を振り返りながら笑いありの講演内容だったのですが、
山あり谷ありの豊富な経験や数多の出会いのなかで多く
は語られませんでしたが大変なご苦労もされていると思
われます。しかしその時代や社会或いは周りの責任には
せず、決して腐らず自身と向き合い、思考を止めずに前向

伊藤青年部会長のあいさつ

きに明るく乗り越えてきたのではないかと感じました。本
講演のサブタイトルにもある、
「 顔を縦に伸ばすとチャン
スと幸せがやってくる。」
とありました。チャンスや幸せは
自分自身で掴みに行くものと教えられて過ごしてきた方
も多いと思いますが、自らの行動や意識を深くおくことで
向こうの方からやってくると再認識させられました。
まさに今の世相を彷彿させ、我々の行動指針を示して
頂いたかのような素晴らしい講演でした。
青年部会

若林 秀樹
かわの をとや氏の講演

講演会の様子

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No280：部会だより

女性部会
第 47回定例総会開催
令和4年5月19日木曜日第47回定例総会が聖徳大学
10号館ラウンジローカスで開催されました。
第一部総会記念講演会では松戸税務署副署長濱村千
穂様による
「くらしと税のよもやま話」
と題したご講演では
ご自身のご出身宮崎県の名所旧跡のスライドを活用して
税金とのかかわりを丁寧に分かり易くお話をして頂きまし

濱村副署長の講演の様子

た。
第2部総会は松戸税務署副署長はじめ、法人課税第1部
門統括管官中戸秀樹様、審理上席柴山和貴様、審理担当
官浦島理紀様、松戸法人会女性部会担当椎名副会長のご
臨席を賜り、出席部会員28名全員一致をもちまして承認
可決されました。
議案終了後、第3部、3年ぶりの懇親会が開宴となり、美
味しいお料理に舌鼓を打ちながら久々に会員の皆様と楽
しい時間を共有することが出来ました。
金子 美代子

議長を務める丸山部会長

椎名副会長のあいさつ

総会の様子

懇親会青木副会長による乾杯

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
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部会だより
青連協·女連協合同講演会
令和４年６月１３日、千葉みなと駅前のホテルポートプラ

青年女性部会連絡協議会参加者

ザちばに於いて千葉県法人会連合会女性部会の理事会が

番組『加来耕三の
「歴史あれこれ」』、テレビ番組『英雄たち

開催されました。

の選択』
・
『先人たちの底力

知恵泉』等に出演されている

歴史家・作家の加来耕三氏よる
「どう歴史から学ぶか」
の講

野口アキ子会長の挨拶後、全国女性フォーラム・絵はが

演でした。

きコンクール等令和３年度実施状況報告がありました。令

様々な人物を史実に添って話され、歴史小説・大河ドラ

和４年の事業計画では、温暖化が進む昨今において
「いち

マで知る内容は真実と相違点が多くあるとの事です。

ごプロジェクト」
を継続して取り組む事とし、租税学習の時
期が１学期に移行されたことから
「絵はがきコンクール」
の

「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし。…」
で

応募から受賞作品決定までの期間の前倒しが見込まれる

始まる徳川家康公遺訓は、幕臣だった池田松之介の偽造

そうです。

で、
このことは尾張徳川家第21代当主徳川義宣氏も主張
しているそうです。

会長の挨拶のなかで、全法連女連協の情報交換会で女

この様に、経営者が歴史から学ぼうとするときは、①情

性部会として
「食品ロス」の取り組み方を熱心に話し合わ
れた様子を伺

報を疑って掛かる。何故の気づき

い 、大 切な事

い。結果までの道のりを見落とさない

だと印象に残

る事例・人物からは学べない

りました。

を語られました。

③飛躍的に向上す

④数字を重視する

の4点

その後の合同交流会は着座で行われ、歓談後に帰途に

青年連協と

つきました。

の合同講演
会 は 、ラジ オ

②結果のみから学ばな

秋谷 多英子

加来耕三氏の講演

私の本棚
小学生のころ、
「読書感想文」
がとても苦手だった。苦手と云うよ

平成２５年(２０１３)より内閣府から景気ウォッチャー調査員を拝命

りは読書そのものが出来(やらない)ず、友人の写しや、あとがきを

し、毎月の謝礼として図書券1,000円分を頂戴しております。この

適当に引用したりでしのいでいたことを今でも鮮明に覚えてます。

約９年間だけでも金額にして１０万円以上の本を購入しております

読書のきっかけは、大学時代に深夜営業スーパーレジ打ちアル
バイト。と云うのも新松戸駅前とはいえ当時はコンビニも23:00
には閉店の時代、21:00を過ぎたころからはほぼ来客もなく、
かと
云ってレジのなかで漫画を読むわけにもいかず･･･
そんな
「暇してる」
ときに同僚が読んでいた
「竜馬がゆく」
を何気
なく手にしたところ、
どんどん吸い込まれ、その場で読んだ本は第
何巻かは覚えてませんが、すぐに全８巻をバイトの間に２～３日で
完読。
（当時の雇用主には申し訳ございません！）

が、最近はビジネス関係や仕事上の旅行・地図関係に偏っておりま
す。
昔読んだ文庫本や単行本はほとんど古本屋に引き取って頂き、
今の本棚は旅行の資料ばかりとなっております。
「旅と音楽と本は人の心を豊かにくれる」
とどこかで聞いたこと
があります。
これからも仕事で旅を楽しみ、音楽で癒やされ、読書でわくわく
し、精進して参りたいと思います。

それから坂本龍馬時代の前後の小説など
（司馬遼太郎、吉川英
治など）
を読みあさり、読書分野も多岐にわたり、その後の就職や
仕事にもいい影響を及ぼしているかと思います。

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付で！
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No280：法人会の動き / クイズ（数独）

公益社団法人松戸法人会

法人会の動き
7月
月日
7/6 研修委員会
８

開催行事

8月
会場
松戸法人会館

税の相談日（髙木 啓至先生）

松戸法人会館

11 県連・第１回事務局長会議・福利厚生制度推進連絡協議会 ポートプラザちば

月日
8/4 組織委員会

開催行事

８ 第２回正・副会長会
9

松戸法人会館

松戸音楽フェスティバル第２回会議
県連・第１回組織委員会

14 第２回税制委員会

松戸法人会館

19 青年部会
「第３回役員会」

松戸法人会館

12 事務局夏休み（法人会館閉館）

２０ 第２回広報委員会

松戸法人会館

15 事務局夏休み（法人会館閉館）

新設法人説明会（ZOOM併用）
松戸法人会館
２１
決算期別説明会（ZOOM併用）
（小林 孝夫先生） 松戸法人会館

16 事務局夏休み（法人会館閉館）

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。
７月８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。

会場
松戸法人会館
松戸教育会館
ポートプラザちば

18 決算期別説明会（ZOOM併用）
（洞口 智志先生） 松戸法人会館
1９ 税の相談日（野川 悟先生）

松戸法人会館

25 第２回理事会

松戸商工会館

２６ 県連・第２回事務局長会議

ポートプラザちば

14 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13 回クイズ
（5月号）
の回答
答え

①唯一無比

②難攻不落

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．
自宅住所
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８月５日
（金）
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.281号(9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。

www.e-tax.nta.go.jp イータックス
Matsudo Corporation Society No.280

15

※

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

有限会社Daiji Planning
代表者：髙山

太治

所在地：〒270-0032 松戸市新松戸北1-15-1 1F
TEL：047-348-6763

FAX：047-348-6764

HP : http://daijiplanning.com

E-Mail : daijiplanning@yahoo.co.jp

営業内容
服飾雑貨の企画、製造、販売、キャラクターグッズの製造、生活雑貨の製造
当社の強み
商品の企画、提案、製造の自社一貫生産。

編集雑記

コジマ
スタンド

とんでん

国道6号線 東京→

某リサーチ会社調べでは、コロナ禍で首都圏居住者の3割弱の方が地方移住に興

味を持っているそうです。地方移住・二拠点生活・週末移住・ワーケーション・・・コロナ
禍で俄かに注目されたWithコロナの生活様式です。かくいう我が家もコロナ禍に乗

新京成線

じ、八ヶ岳（正確には長野の蓼科）にて週末移住をしています。仕事や各種団体のお役

松戸法人会
小根本公園

聖徳学園

松戸税務署

千葉県松戸県税事務所
市役所

←柏

主の目的は、我が家にいる大型犬3頭を山の中で思いっきり走らせたいとの想いから

ですが、犬達の満足気な笑顔を見ると本当に嬉しくなります。人との距離を気にせず、
イトーヨーカ堂

京葉ガス

目もあり毎週とはいきませんが、予定が無ければ週末は山生活です。
スローライフの

新東京
病院

気にするのは鹿、キツネ、そして熊の野生動物たちの気配のみ。八ヶ岳連峰のお膝元
の雄大な大自然と、八ヶ岳ブルーと言われる青空に魅了されています。昨今では若年

層が古民家を改築しておしゃれな雑貨店や飲食店を構えたり、都会からの移住者が
洒落たカフェを開店させたりと、大自然に新たなエッセンスが加わり、増々魅力的な
場所になっていると思います。現状ではなかなか難しい課題もありますが、還暦まで

松戸駅

あとわずか、いつか完全移住をひそかに夢みてワクワクしています。

広報委員 本村穣治

