2020年

新年 のごあいさつ

謹 んで新春 の
お慶 びを申 し上げます

福岡西部法人会会員の皆様のご繁栄と
ご健勝を心からお祈り申し上げます

令和二年 元旦

土 岐 和 彦

西福岡税務署

署長

福岡西部法人会会員の皆様のご繁栄
並びに本年が皆様にとって
幸多き年でありますよう
心からお祈り申し上げます

令和二年 元旦

瀬 尾 亮 二

公益社団法人 福岡西部法人会

会長

令和元年度

納税表彰受賞者の紹介
公益社団法人福岡西部法人会では、次の方々が法人会の役員として会の運営発展並びに納税道義の
高揚に貢献され、そのご功績により晴れの表彰を受けられました。
表彰をお受けになられた方々には誠におめでとうございます。心からお祝い申し上げます。

納税表彰受賞者
福岡国税局長 表彰
稗 田 與志人
株式会社 稗田設備工業
公益社団法人福岡西部法人会

殿
代表取締役
副会長

西福岡税務署長 表彰
井

村

哲

株式会社 福岡往環
西福岡間税会
公益社団法人福岡西部法人会

殿
取締役
筆頭副会長
理事

隈

悦

郎

波多江

殿

有限会社 ケイツーコンタクト 代表取締役
公益社団法人福岡西部法人会 常任理事

和

仁

ハタエ石油 株式会社
公益社団法人福岡西部法人会

殿
代表取締役
理事

西福岡税務署長 感謝状
友

納

剛

有限会社 ジョイ
西福岡間税会
公益社団法人福岡西部法人会

殿
代表取締役
副会長
青年部会長

金

堀

雄 二

金堀建材 株式会社
公益社団法人福岡西部法人会

川 口 敬 介

殿
代表取締役
理事

殿

株式会社 ケイ・エスクラフト工業 代表取締役
公益社団法人福岡西部法人会 理事

優良申告表敬法人
株式会社 とり市
代表取締役社長

穐 吉 憲 一 殿

2

福岡レイン工業 株式会社
代表取締役

横 山 敏 幸 殿
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株式会社 エルテックス・ヨシダ
代表取締役社長

吉 田 大 輔 殿

樋口産業 株式会社
代表取締役社長

樋 口 慶 徳 殿

第 7 回 公益社団法人福岡西部法人会

チャリティーゴルフコンペを実施！！

寄贈先
日時 令和元年９月１７日（火）
場所 福岡雷山ゴルフ倶楽部
恒例になりましたチャリ
ティゴルフコンペを９月 17
日（火）に実施しました。
72 名の皆さまに参加し
ていただき、絶好のゴルフ
日和の中で、各組とも和気
あいあいとした 雰 囲 気 で
18 ホールを楽しんでいた
だきました。
参加者の皆様にご協力いただいたお陰で、多くのチャリティ金が集まり、
車いすと児童図書を寄贈することができました。
心から感謝を申し上げます。
とある車イスの寄贈先では、入所者のおばあちゃんに 新車 に乗って
いただいての記念写真撮影をお願いしたところ、「ちょっと待って。化粧し
て来るけん。」との申し出に、お届けした役員から「どうぞ。ゆっくりよか
けんネ。」との微笑ましい一コマもありました。
各寄贈先の施設の方、入所者の方から、たいへん喜んでいただいたこ
とをご報告いたします。

フラワーガーデン・ララ

志摩老健センターパキス

油山福祉の里

（注）児 童 図 書
は、この 新 春 号
の届く頃には４か
所への寄贈が終
わる予 定 で す。
夏号でご報告い
たします。

福岡和仁会病院デイケアセンター
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創立

50 周年

公益社団法人 福岡西部法人会

記念式典

令和元年10月29日㈫15：00〜
西鉄グランドホテル

令和元年10月29日、西鉄グランドホテルにて、公益社団法人福岡西部法人
会の「創立50周年記念式典」が開催され、総勢370名の出席がありました。
式典の開式に先立ち元宮崎県知事・前衆議院議員 東国原英夫氏が「社会
を生き抜く決断力」と題して記念講演をしました。ユーモアを散りばめた興味深
い話に会場全体が引き込まれ、50年の節目の式典にふさわしく華々しい幕開け
となりました。

大きな節目となる創立50周年。
これまでの歴史を振り返り、
未来につなげる。
冒頭、九州北部の大雨並びに台風19 号の犠牲者へ
の黙とうをささげ、記念式典は厳かな雰囲気で始まり
ました。
天野吉介副会長による開式のことばに続き、瀬尾亮
二会長のあいさつでは、創立から50 周年という大き
な節目を晴れて迎えることができたことの感謝を述べ
られ、創立時の会員数 218 社の任意団体から社団法
人福岡西部法人会となり、そして平成 25 年４月、公
益社団法人の認定を受けて、現在、会員数 2,400 社
と福岡国税局管内でも有数の組織に成長できたこと、
また、昭和 61年に創立した青年部会及び女性部会が
行っている子供たちに対する租税教育をはじめ、社会
貢献活動、広報活動、税制改正要望、福利厚生制度

天野吉介副会長
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福岡国税局新井卓己部長
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の推進及び会員拡大など、法人会に求められている
活動のすべての面で高い評価を受けており、このよう
な組織に成長できたのも、税務ご当局、受託保険会社
のご指導ご支援、並びに、歴代役員、青年部会・女性
部会の部会員及び事務局のチームワークと強い責任
感によるもので、今後、新たな50 年に向けて、公益社
団法人として、また地域最大の異業種交流組織として
の責務を果たし、地域企業のけん引役となり、ひいて
は地域社会に貢献できるよう、更に努力していく決意
が述べられました。
続いて、DVD「福岡西部法人会創立50年のあゆみ」
放映。創立から今日までの懐かしい写真や出来事が盛
り込まれ、当会の歴史を改めて振り返るひと時でした。

その後、土岐和彦西福岡税務署長をはじめ28 名の来
賓を代表し、福岡国税局新井卓己部長より「税に関す
る国民の関心が高まる中、今後とも様々な形で協力さ
せていただきたい」という祝辞がありました。続いて
九州北部税理士会西福岡支部西野龍太郎支部長も祝
辞として「新しい 50 年への幕開けとして更なる歴史を
刻んで行かれることを確信しています」と述べました。
最後に穐吉憲一副会長が「法人会の確固たる理念
の下、これからも社会に貢献していく」と閉式のこと
ばとして締めくくりました。

DVD
「福岡西部法人会創立50年のあゆみ」
のご紹介
福岡西部法人会の創立は昭和 44
年６月にまで遡り、昨年で 50 年の歴
史を数えました。
この 50 年の足跡を、記念式典にあ
わ せてＤＶＤ「福岡西 部法人会 創立
50 年のあゆみ」を作製し、式典の中
で放映して出席者の皆様に見ていた
だきました。
※ご覧になりたい方は、事務局
（☎092-841-4713）までご連絡
いただければ貸出可能です。

DVD「福岡西部法人会創立 50 年のあゆみ」

祝賀会
魅力的なアトラクションに盛況、
親睦を深める楽しいひととき
記念式典に引き続き、祝賀会が賑やかに開催されました。稗田
與志人副会長の「どうぞ最後まで懇親を深めてください」との開宴
のあいさつに続き、大同生命保険株式会社榎本真一本部長より丁
重な来賓あいさつがありました。
次々に運ばれるおいしい料理に舌鼓を打ちながら、舞台でのア
トラクションに場内は大盛り上がり。タンガード・マイラス氏によ
る、駿馬のいななきをほうふつとさせ
る馬頭琴の音色や、中西久美トリオ
ザ・レディースの美しく華やかなステー
ジに酔いしれました。参加者同士の交
流も盛んに行われ、会場は終始和や
かな雰囲気となり、最後に県連の園
田副会長に締めていただきました。
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青年部会レポート
第３３回

全国青年の集い
大分大会参加報告
第３３回法人会全国青年
の集いが令和元年 11 月７
日（木）・８ 日（金）の ２ 日
間にわたり開催されました。
当 青 年 部 会 からは部 会
長・副部会長をはじめとする16名での参加となりました。
１日目に開催された租税教育プレゼン大会では、
福岡県連の代表である東福岡法人会の青年部会が、
エントリー会（全 11 会）の中から、見事２位の優秀賞
を受賞されました。
２日目に開催された部会長サミットでは、「財政健
全化のための健康経営プロジェクト」をテーマに、全
国から集まった各単位会の部会長が熱い議論を交わ
し、「健康経営」が企業だけでなく地域社会にとっても
いかに重要であることを理解し共有できました。
今年の大分大会も多くの出会いや学びの場となり、
当青年部会から参加
したメンバーにとって、
非常に有意義な時間
となりました。
友納 剛

夏季研修会 海岸清掃活動報告
日時

令和元年８月１日（木）

青年部会主催の社会貢献活動の一環として百道浜の
海岸清掃を今年は39名で猛暑の中、汗を流しました。
清掃後はいつも陰ながら支えてくれている家族と一
緒にバーベキュー
やマリンスポーツ
を行い楽しい一日
となりました。
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青年部会・女性部会合同研修会
日時：令和元年１１月２５日（月）
場所：三四郎会議室
恒例の研修会に青
年部会・女性部会員
をはじめ受託保険会
社の 皆 様、親 会、西
福岡税務署の幹部の
方々も含め総勢 70 名
を超える方々に参加い
ただき、令和元年度の合同研修会を開催することがで
きました。
今年度の講師は、「2013 年ミス・ユニバースジャ
パン福岡代表 井上古都香氏」と「2015 年ミス・ユニ
バースジャパン福岡代表 須田新葉氏」をお招きし、
「ミ

ス・ユニバースの経験とその後」というテーマで、イン
タビュー形式で話をしていただきました。
ミス・ユニバースとは、18 歳〜 27 歳までの MISS
であれば誰でも応募可能なオープンコンペのイベント
であること、また、審査内容は、外見の美しさだけで
なく、内面の美しさも重視するため、審査員からの質
疑応答も含めた高度なコミュニケーション能力も必要
であるとのことでした。
講演では、和気あいあいと肩甲骨回りのストレッチ
やヒップアップの方法など、実演を交えた質疑にも応
じていただきました。
最後の質問で、「ミス・ユニバースの審査中は、自
分自身が選ばれると思っていたか？」という答えにくい
質問に対しても、「自分自身が選ばれると思っていた。」
との回答と、「そのような強い気持ちを持たないと、自
分自身で自分の魅力を消してしまうのですよ。」と言わ
れたことが、とても印象的であり、その強い気持ちの
裏付けとして、「日々の継続した努力が大切。」と話さ
れたことから、改めて「克己心」の大切さを感じた研
修でした。
参加いただいた皆様には、心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
渡辺 克己

女性部会レポート
三会 合 同 税 務 研 修 会

一泊研修会

日時：令和元年11月11日（月）
場所：ホテルモントレ ラ・スール福岡
演題 「聴いてなるほどお酒の雑学」
講師 西福岡税務署副署長 寺岡
忠氏

日時：令和元年１０月８日（火）〜９日(水)
場所：鹿島、武雄、有田方面
宿泊場所：武雄市 御船山山荘

今回は、西部法
人会が担当し、東
福岡法人会、筑紫
法人会の女性部会
の三会合同による
税務研修会を開催
しました。
また、香椎税務
署、筑紫税務署及
び西福岡税務署の幹部の方６名にもご来賓として出席
いただき、64 名の参加となりました。
第一部は、西福岡税務署副署長 寺岡様から「酒
税の歴史は古く室町時代からあった。」との説明から始
まり、清酒製造の基礎知識など盛りだくさんの内容で、
とても興味深く聴くことができました。
また、ご持参いただいた「酒粕」を一同手の甲に塗っ
たところ、酒粕に含まれる美容成分で肌がツルツルに
なり、その効果を実感することができました。
第二部では、アルコールなしのランチ会ということ
で、少々残念ではありましたが、各テーブルとも話に
花が咲き、盛り上がりがあった会員交流でした。
田中 由美子

租税教室

本年度は一泊研修会を
実施しました。
11名で福岡を出発、最
初に鹿島市浜町の酒蔵が
建 ち並 ぶ「酒 蔵 通り」の
玄関口にある峰松酒造場
（代 表 銘 柄「肥 前 浜 宿」）
に、また、山間の同市三
河 内にある馬 場 酒 造 場
（代 表 銘 柄「能 古見」）に
お邪魔し、視察と清酒の試飲を行いました。
それぞれの蔵では、担当者の方から「良質な佐賀の
米と酒造りに適した水に恵まれた環境で造られている
ことが、おいしい酒造りにつながっている。」と聞き、
参加者一同納得しました。
その後祐徳稲荷に参拝し、夜は御船山楽園で開催
中のアート集団「チームラボ」によるプロジェクトマッピ
ングの幻想的な世界に酔いしれました。
御船山楽園は、春は桜、秋は紅葉と四季折々です
ばらしい景観が楽しめるようなので、改めて訪ねてみ
たいと思いました。
翌日は、全国でも有名になった武雄市図書館で約
24万冊の蔵書とBook＆カフェの見学をし、有田焼の
お店では数百円から数千万円もの陶器を鑑賞して、最
後に有田ポーセリングパーク
内の宗政酒造（代表銘柄「麦
焼 酎 のん のこ」）を視 察し、
帰路につきました。
今回の研修会では、西部
法人会の女性部会の皆さん
は「お酒に強い‼」ということ
を実感し、また、楽しく有意
義な２日間となりました。
田中 薫
実施に当たっては、勉強会を行い、内容の充実を図
りました。

原小学校
令和元年12月13日（金）5時間目（14：10 〜 14：55）
2クラス 児童数111名 講師：江口 美香
今年度も女性部会では、小学校６年生を対象に租
税教室を実施しており、「税がなくなったらどうなる？」
をテーマに、ＤＶＤを放映し、パワーポイントを使用し
て、質問を取り入れながら「税」が社会生活をする上
で絶対に必要なものであることを伝えています。
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労 働 安 全 衛 生 法 が 2018 年 4 月
1 日改定施行となり産業医の重
要性が増しています。特に過重
勤務に対する強化（45 時間超の
届け出、80 時間超の届け出と面

ドクターフクちゃんからの年賀状
医療法人福生会フクヨ内科医院
理事長 福與 健介

談義務等）、ストレスチェック
によるメンタルヘルスの強化（高ストレス者の面談
と事業者への助言）が義務付けされました。また
LBGT、パワハラ、セクハラ、マタハラ等人権問題、
少子化、高齢者（定年延長）、外国人の労働者問題、

あけましておめでとうございます。2020 年みな
さまの実りある一年になりますよう願っております。

障害者雇用、癌患者の職場復帰支援、介護離職等々
問題はやまづみです。

2019 年はまたもや台風による災害にみまわれ大き

６月 13 日いつものように早朝覚醒しベッドから

な被害がでた年となりました。いっぽう皇太子さま

体を起こした瞬間、震度２程度動揺感がありトイレ

が天皇となられ令和と年号が変わり、日本人に生ま

に立てない状態でベッドに摑まりじっとしていまし

れ良かったと実感できる年でした。最後にワールド

た。数秒で収まり、その日の診療をこなしゴルフの

ラクビーはいろいろな国籍の選手が日の丸を背負っ

練習までして就寝しました。

て one-team のもと念願のベスト 8 となり感動と感

翌 14 日起床、頭を挙げたところさらに激しい眩

謝をあたえてくれました。今年はオリンピック、パ

暈が起こったのです、今回は震度 6 程でしばらく

ラリンピックです。健闘を期待しましょう。

続きました。頭痛はなし、血圧120mmHg/78mmHg

さて私にとっての 2019 年は 4 月に新福岡郵便局

異常なし、神経学上異常所見なし、疲労ストレスか

の専属産業医になりました。従来より常時 50 人以

らくる頭位変換性眩暈か、じっと座っていると収ま

上の労働者を使用する事業場において、事業者に産

るが、立つと浮動感があり一度激しい嘔吐する、

業医の選任を義務付けています。また 1000 人以上

ちょっと変、脳神経外科で MRI 検査受ける。結果

又は有害業務に 500 人以上の事業場に専属の産業

はくも膜下出血、九州医療センター入院となりまし

医が選任されています。役割として「職場巡視」、
「化

た。70 年間特に病気らしい病気になったことはな

学物質等のリスクアセスメント」、「健康教育、労働

く初めての入院でありましたが、幸い頭頂葉の微小

衛生教育」
「安全衛生委員会への参加」
「健康診断と

血管の小出血で軽く 10 日ほどで退院、仕事に復帰

事後措置」です。働き方改革とよばれ議論になった

しました。改めて健康の大切さ有難さを感じました。

医療法人福生会フクヨ内科医院 福岡県糸島市高田 4 丁目24-1 TEL.092-324-0676
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２０１9 年 新入会員オリエンテーション
日時：令和元年11月15日（金） 場所：三四郎
2019 年新入会員オリエンテーションが、11月15
日（金）三四郎において開催されました。
入会３年未満の会員と今期入会された新入会員１２
名、西福岡税務署担当官様、法人会役員、受託保険
会社様、加入勧奨者の皆様合わせて48 名の方にお集
まりいただきました。
第一部では、まず身吉専務から法人会の活動説明
があり、西部法人会の紹介を20 分程度にまとめたＤ
ＶＤ「創立50 周年のあゆみ」が上映されました。
次の基調講演では、西福岡税務署の竹平統括官様
から「私と税の歴史」という演題で、ご自身の税務署
着任から現在に至るまでの税務署人生を振り返りなが
ら、税の歴史についてご講演いただきました。
竹平統括官様の良いお人柄が伝わり、時に笑いを
誘うユーモアを交えながらの分かりやすい内容で、会
場が和やかな空気に包まれた素晴らしい講演会となり
ました。
そして、第二部の懇談会には、税務署職員の皆様
も出席され、新入会員の皆様も税務署の方々や法人

日時
場所

会役員と交流を深めることができ、大いに盛り上がり
ました。
法人会の活動において、このような関係を深めてい
くことが、法人会の理念である「納税意識の高揚と税
知識の普及啓蒙」の達成につながると感じています。
今回の新入会員オリエンテーションは、出席者の皆
様に有意義な時間を提供できたと考えています。
ご参加いただいた皆様ありがとうございました。次
回開催の際にも、ご参加・ご協力をよろしくお願いい
たします。

令和元年１２月１１日（水）
木の葉モール橋本ガーデンコート

当会の事業計画にも掲げている交通安全運動（地域社
会への貢献）として、西区役所、西警察署、西区交通安
全推進協議会及び西福岡交通安全協会が主催して実施さ
れた「年末の交通安全県民運動キャンペーン」に参加しま
した。
キャンペーンでは、西区長及び西警察署長のあいさつ
のあと、福岡女子高校吹奏楽部の生徒による演奏と、ゆ
めの森こども園の園児による合唱並びに警察官に扮した
園児による交通安全宣言が行われ、買い物客も園児の微
笑ましい姿に、足を止めて見入っていました。
今回のキャンペーンのスローガンは、
「飲酒運転の撲滅」
と「子供と高齢者の交通事故防止」です。
いまだになくならない飲酒運転、その撲滅を願って、
青年部会、女性部会及び事務局の10 名で啓発物を配布
しました。
参加者の皆さん、ありがとうございました。
事務局
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事 業

報

告

『令和２年度税制改正に関する提言』
を
古賀 あつし衆議院議員、
月形 祐二糸島市長、
古賀ゆきひと参議院議員へ
令和元年11月16日（土）、瀬尾会長・服部副会長・
藤税制委員長・川原税制委員・身吉専務理事５名は、
古賀あつし後援会事務所（早良区南庄）において「税
の提言活動」を行いました。
本年度は、全法連策定の提言書について説明すると
ともに、将来における税体系のことや地方税を含めた
税、社会保障関連の歳入体系のあり方など、幅広く税
制委員会で交わした意見なども披露し、税制委員会の
真摯な取り組みと法人会のスタンスを理解していただ
くとともに、古賀議員からは今
の国会の様子や今後の展望な
どをご説明いただき、大いに有
意義な意見交換ができました。
また、12 月 20 日（金）には、
稗田副会長・天野副会長・田
中常任理事・藤税制委員長・
三坂税制委員・身吉専務理事
の６名が糸島市役所を訪問し、
月形市長に特に地方税に関す
る提言内容を中心に説明し、

市町村ごとに提出している特別徴収の一元化や「ふる
さと納税制度」などについても意見交換を行いました。
月形市長からは、
「E-tax だけでなくL-tax について
も普及できるようにしたい。」とのコメントをいただきま
した。
12 月 24 日（火）には、古賀ゆきひと事務所を藤税
制委員長・身吉専務理事が訪ね、税制のほか私達が
実施している租税教育についても意見交換をしてまい
りました。
税制委員長 藤 丈浩

福岡地区五法人会共催講演会

法人会講演会 福岡県法人会連合会

「グローバル経済と日本の行方」 「激動する国際情勢と日本の安全保障」
国際ジャーナリスト・キャスター
明治大学国際日本学部教授

蟹瀬 誠一氏

令和元年 11 月 15 日（金）ソラリア西鉄ホテルにて
「グローバル経済と日本の行方」と題し、国際ジャー
ナリスト・キャスターの蟹瀬誠一氏に講演を頂きました。
30 年前にベルリンの壁が崩壊、東西冷戦の時代が
終わり、平和と自由の尊さの時代へリベラルな世界秩
序を求めていたが、米中の対立による新たな覇権の時
代へ舵を切った。
年号の不思議、日本は平成から令和の時代へと区
切りがつく。
平成は、日本の社会が坂道を下り落ちた時代であ
る。物づくりの神話から抜け出せずに世界を牽引でき
る様な新しい産業が登場できなかった時代でもある。
世界のスポーツは、野球からサッカーへ、働き方改
革よりももっとやることがある。大規模な自然災害に対
処するインフラ整備、
無電柱化、少子高齢
化対策等、世界のト
レンド・大きな時 代
の流れをつかむ重要
性を説かれた。
広報委員長
宗 隆文
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静岡県立大学特任教授

小川 和久氏

7月25日、ソラリア西鉄
ホテルにおいて「激動する
国際情勢と日本の安全保
障」と題して小川和久氏に
講演いただきました。
折しも、当日早朝には北
朝鮮によるミサイルの発射
が行われ、直前にはロシア、中国による竹島上空の領空
侵犯、ホルムズ海峡での無人機撃墜など、国際情勢が
非常に慌ただしい中、タイムリーな講演となりました。
冒頭、日米同盟について「特別な関係」であると紹介
され、それは米国がカリフォルニア州を守ることと同様で
ある。その現れとして国内には米軍基地が84箇所あり、
米国本土と同等の能力を有するとのこと。
次に中国については、
「指導部が現代戦に勝てる可能
性を楽観していない」として、2035年までに外国と戦える
体制にし、2050年（建国100年）までに米国と同等まで
引き上げたい意向があると説明されました。
私たちは漠然とした脅威や曖昧な情報に左右されるこ
となく、様々な機会を通じて冷静に国際情勢を見ていく必
要があると改めて感じさせられました。
広報委員 吉田 大輔

令和元年度 税に関する作文 受賞者のご紹介
西福岡税務署長賞

高

県税事務所長賞

校
生

税務連絡協議会長賞

学校法人西南学院西南学院高等学校
学校法人西南学院西南学院高等学校
学校法人川島学園福岡舞鶴高等学校
学校法人西南学院西南学院高等学校
学校法人西南学院西南学院高等学校
福岡県立修猷館高等学校
福岡県立城南高等学校
学校法人中村学園中村学園女子高等学校
学校法人中村学園中村学園三陽高等学校
学校法人中村学園中村学園女子高等学校
福岡県立福岡工業高等学校
学校法人川島学園福岡舞鶴高等学校
学校法人川島学園福岡舞鶴高等学校
福岡県立糸島高等学校
福岡県立糸島高等学校

中

国税庁長官賞
全国納税貯蓄組合連合会会長賞
全国納税貯蓄組合連合会優秀賞
福岡県連会長賞
糸島市長賞
福岡市議会議長賞
糸島市議長賞
糸島市教育長賞

学

西福岡税務署長賞
九州北部税理士会西福岡支部長賞

生
西福岡署連会長賞

福岡市立原中学校
糸島市立志摩中学校
福岡市立城南中学校
福岡市立姪浜中学校
糸島市立前原西中学校
福岡市立元岡中学校
糸島市立前原中学校
糸島市立二丈中学校
糸島市立前原西中学校
福岡市立原中学校
糸島市立志摩中学校
福岡市立城西中学校
福岡市立城南中学校
福岡市立高取中学校
福岡市立高取中学校
福岡市立百道中学校
福岡市立百道中学校
糸島市立志摩中学校
糸島市立前原中学校
糸島市立前原中学校
糸島市立前原西中学校

大部 かおり
廣田 紗也菜
佐々木 七
大橋 杏奈
古森 亜弥
藤原 咲弥
江間 考暁
上田
明
仲西 燿巧
藤本 もえ
井町 瑞穂
二宮 知輝
東
桜綺
阿部 優梨愛
松永 汐織
古賀 乙羽
坂本 光優
古谷
櫂
川西 美憂
藤本 暖祈
鶴 樹里愛
牧山 桃子
塚本 叶人
舞田 優樂
檜垣 麻央
荒木 優衣奈
光井 真開
廣川 朱里
上符 真実
吉村 宥南
久保園 日菜
森
義賢
西嶋 亜依
仲村
彩
矢野 真嬉
蔦浦 百合瑛

理解を深める
無関心こそが将来を脅かす
私達ができること
税の使い方
命を救う税金
税と私
税の観点から考えた高齢者の在り方
私が政府に思う税の使い方
税の行き先
税は命を救う
税金の必要性
高齢者を支える税
税の価値
私たちが税を払うことで何ができるのか
未来の募金
税たくな病気
納税者に支えられている命
循環する税金
平穏な日常を支える税
税金について
「知る」
ことの大切さ
税について
税金とは
「国民皆（快）保険」
社会をつくっていく税金
人のために、自分のために
未来への保健・税金
私達のヒーロー、税金！
誰かを支えるために
ケガ通じて…
これからを生きていく私達のために
税金と僕たちのつながり
税金の使いかた
「あたりまえ」ではない幸せ
暮らしと税金の大切さ
わたしたちの税金

第36回 法人会全国大会 三重大会
令和元年10月3日（木）
、第36回 法人会全国大会
が三重県の津市産業・スポーツセンターにおいて行わ
れ、当法人会から会長・副会長・専務理事（瀬尾・服部・
穐吉・稗田・天野・廣田・身吉）の7名が参加しました。
第一部の記念講演は、
「皇室と神宮」
という演題で伊
勢神宮広報課長の音羽悟氏の講演がありました。天皇
陛下の即位の礼の直前のタイミングでの講演となり大変
参考になりました。
式典では、福岡西部法人会は、会員増強表彰と福利
厚生制度推進表彰において４つの賞を受賞しました。

翌日は、天皇陛下が11月に参拝された伊勢神宮の
外宮・内宮を訪れ、ボランティアガイドの案内により、広
大な森林の澄んだ空気に心を洗われながら、参拝してま
いりました。
今年の全国
大 会は、岩 手
県盛岡市で開
催予定です。
廣田 栄作
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会員拡大30％突破プロジェクト

やりました！ 最下位脱出！！
会員の皆様には、日頃から会員拡大に対しまして、
多大なるご尽力を賜っておりますことに、心から御礼申
し上げます。
平成 27年度から「会員拡大30％突破プロジェクト」
を遂行してまいりましたが、おかげさまで、まずは第
一の目標であった、福岡県連内での加入率最下位の
脱出を図ることができました。
これもひとえに役員の皆様をはじめ、会員の皆様、
そして受託保険会社様のたゆまぬ努力のおかげでござ
います。誠にありがとうございます。
この皆様の活動の結果としまして、全法連から４年
連続の純増 60 社以上達成の特別最優秀賞、純増を
長期間維持している単位会に対する表彰及び継続純
増５年ごとの特別表彰も併せて受賞することができま
した。かさねて感謝申し上げます。
さて、このように皆様の積極的な会員拡大活動のお
かげで好状況は作り出せているものの、新規設立法人

の増加もあり、加入率はまだ 25％台という状況で、
本来の目標である30％突破にはまだまだ到達できて
おりません。
今期も組織委員会では、委員会の開催、税務署と
の会員拡大連絡協議会、会員拡大全体会議、新入会
員オリエンテーション、新設法人説明会における加入
勧奨活動、各支部の会員拡大会議など、様々な活動
に取り組みました。
今後も支部内の役員人事や受託保険会社様との協
力体制強化、そして、12月２日に初めて行いました地
域金融機関の方々との情報交換会を契機に、地域を
巻き込んでの活動を行い、良き経営者を目指す団体で
ある法人会として、会員の拡大に取り組んでいきたい
と思います。
引き続き皆様のご協力のもと、会員拡大活動に取り
組みたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上
げます。
組織委員長 中村利行

税務署だより
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税務署だより

消費税確定申告書を作成するためには、
「区分経理」が必要です。
令和元年10月１日から消費税の軽減税率制度が実施されました。
これに伴い、仕入れや経費に軽減税率（ 8% ）対象品目がある場合、
消費税確定申告書を作成するためには、仕入れや経費を税率ごとに
区分して帳簿に記載する「区分経理」を行う必要があります。
また、消費税の申告で仕入税額控除の適用を受けるためには、
原則 ( 注 ) として「区分経理」をした帳簿の保存が必要です。
( 注 ) 中小事業者の特例については、
裏面の「中小事業者の税額計算の特例」をご参照ください。

帳簿の区分経理・記載事項
毎日の売上げ・仕入れ（経費）を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければなりません。
令和元年９月 30 日まで
【請求書等保存方式】

令和元年 10 月１日から
【区分記載請求書等保存方式】

・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・取引の対価の額

帳簿への
記載事項

左記の記載事項に加え
・軽減税率の対象品目である旨

税率区分
適用時期

令和元年９月 30 日まで

（以下「旧税率」といいます。
）

区分

令和元年 10 月１日から
軽減税率

標準税率

消費税率

6.3%

6.24%

7.8%

地方消費税率

1.7%
（消費税額の 17/63 ）

1.76%
（消費税額の 22/78 ）

2.2%
（消費税額の 22/78 ）

8.0%

8.0%

10.0%

合

計

帳簿から消費税確定申告書を作成する際のイメージ（経費の例）
帳簿（経費）
2019 年
月 日
8

XX

⁝

⁝

11 XX

内容

金額

水道光熱費

△ , △△△

( ○市）

⁝

⁝

会議費※

□ , □□□

会議費

○ , ○○○

接待交際費※

□ , □□□

( ○商店、お茶代）
( ○商店、文具代）

11 XX
⁝

( ○屋、お菓子代 )

⁝

⁝
2019 年合計

（旧税率対象）
※軽減税率対象品目
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⁝
◎◎◎ , ◎◎◎
旧８ % 対象 ▲▲▲ , ▲▲▲
８ % 対象 ■■■ , ■■■
10% 対象 ●●● , ●●●

消費税確定申告書を作成する際、旧税率８％、軽減税率 8%
及び標準税率 10% を区分して計算する必要があります！
消費税申告書

付表 2‑2（令和元年９月 30 日までの取引分）
・・・

課税仕入れに係る
支払対価の額
消費税申告書

・・・

6.3% 分

旧税率分小計

▲▲▲ , ▲▲▲

◇◇◇ , ◇◇◇

付表 2‑1（令和元年 10 月１日からの取引分）

課税仕入れに係る
支払対価の額

6.24% 分

7.8% 分

合計

■■■ , ■■■

●●● , ●●●

◎◎◎ , ◎◎◎

( 注 ) １ 帳簿及び申告書付表は記載を簡略化しています。
２ 経費に係る取引は、全て課税取引として記載しています。

＜令和元年10月＞国税庁
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福岡総合支社
〒812-0018 福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティ・ビジネスセンタービル10F

福岡支店

〒810-0041
福岡市中央区大名 2-4-35 富士火災福岡ビル
TEL.092-718-7000 FAX.092-751-8001
午前 9 時〜午後 5 時（土・日・祝日・年末年始を除く）
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広告協賛ページ募集のご案内

有料広告料金は、1ページ
（税込）
21,000円、1／2ページで
（税込）
10,500円となります。
ご希望の方は法人会事務局TEL841- 4713までご連絡下さい。

■発行所／公益社団法人 福岡西部法人会
■印刷所／松古堂印刷株式会社

〒814ｰ0011
〒819ｰ0373

事務局から ◎法人の名称、所在地、代表者の氏名電話番号等の変更が生じた場合には、
そのつど事務局までお知らせください。
のお願い ◎法人会の会費が未納になっている企業は、早めに納付をお願いいたします。

福岡市早良区高取1丁目28ｰ34
福岡市西区周船寺3丁目28ｰ1

ロワールマンション高取904号

TEL（092）841ｰ4713 FAX（092）822ｰ0778
TEL（092）806ｰ1661 FAX（092）806ｰ3554

