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公益社団法人 福岡西部法人会 令和２年度

第9回 定時総会開催
日時：令和３年７月20日（火）
場所：西鉄グランドホテル 鳳凰の間

　公益社団法人福岡西部法人会の令和2年度定時総
会が、令和3年7月20日、福岡市中央区の西鉄グ
ランドホテルにおいて開催されました。総会には金子
西福岡税務署長様をはじめ多数の来賓をお招きし、
議案を審議しました。
　総会の有効成立数684社に対して、出席・委任状
社総合計は1055社と、定足数の報告が行われ、総
会成立を宣言。瀬尾会長を議長に選出し、報告事項
として(1)令和2年度事業報告(2)令和3年度事業計
画(3)令和3年度収支予算が説明されました。引き続
き審議事項として、第1号議案「令和2年度収支決算
報告並びに監査報告承認の件」、第2号議案「任期
満了に伴う理事及び監事選任の件」が審議され、満
場一致にて承認されました。特に第2号議案「任期

満了に伴う理事及び監事選任の件」では、執行部案
の理事・監事51人が承認されました。
　来賓の西福岡税務署金子健太郎署長並びに九州北
部税理士会西福岡支部草場明子支部長から丁重な祝
辞をいただき、議事終了後の理事会で新会長の天野
吉介氏を始め下記の新役員が決定しました。
　続いて、全法連会長表彰、県連会長表彰、福岡西
部法人会会長より感謝状の贈呈が行われました。感謝
状を受け取った瀬尾前会長が「法人会で築いた多様
な人間関係が人生を豊かにしてくれました。たくさんの
思い出があり短時間では語り尽くせません。本当にあ
りがとうございました」と時折涙で声を詰まらせながら
あいさつをすると、会場は温かい大きな拍手に包まれ
ました。

コロナ禍で得た気づき、工夫を令和3年度に生かす
事業計画などを承認。新役員決定。

新役員が決定
樋口　慶徳
山内　映子
石橋　康治
井村　　哲
三野原信二
友納　　剛
安井　廣志
柳田　惠隆
李   　健豊
波田　英次
林　政之介
川口　敬介
小熊坂　哲
西原　寛昭
田代憲司郎
入里　健二
久保田晋平
田中由美子
柴田　耕治

冨永　計久
笠　　康雄
甲山　　敦
桑野　龍一
田中　陽早

三坂　廣明
波多江和仁
◆監事
曽根田　馨
服部　直和

◆顧問
草場　明子
◆相談役
瀬尾　亮二

◆会長
天野　吉介
◆副会長
穐吉　憲一
廣田　栄作
稗田與志人
荻田　和代
中村　利行
川原　伸也
◆専務理事
身吉　英二
◆常任理事
井手　辰夫
穴井幸一郎

岩本　芳浩
藤　　丈浩
隈　　悦郎
宗　　隆文
岩下　祐士
村上耕志郎
田中　　薫
◆理事
吉田　大輔
平山　晶生
馬場　里美
渡辺　克己
金堀　雄二
平井　博雄
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ごあいさつ

　皆さまこんにちは。会長に就任
いたします天野です。コロナ禍で
低迷する経済、会員減少と厳しい環境の中で会長と
いう重責を担うことになりましたが、会員の皆さまの
事業継続、公益事業、地域事業の健全な発展と地域
貢献について基本に立ち返りさらなる発展を遂げた
いと思っております。また会員数の回復と会員拡大に
力を注いでまいります。これらのことは役員、会員の

皆さまのご協力があって初めて達成できるものです。
会員の皆さまには当会の活動に積極的に参加いただ
きますようお願い申し上げます。最後になりましたが、
皆さまのために精一杯力を注いでまいりますことを宣
言し、皆さまのご健勝をお祈りして就任のあいさつと
させていただきます。

表彰状・感謝状贈呈

会　長

理　事

理　事

広報委員

税制委員

厚生委員

瀬尾　亮二
大野　雅由
原口　正史
林　　宗一

瀬尾　亮二
平井　博雄
李　　健豊
吉田　大輔
藤　　丈浩
岩下　祐士

副会長
常任理事

穐吉　憲一
宗　　隆文

常任理事 田中　陽早
県連功労者

単位会功労者

県連功労者

常任理事 馬場　里美
単位会功労者

全国法人会総連合会
会長功労者表彰

福岡県法人会連合会
会長功労者表彰

福岡西部法人会会長
功労者・感謝状贈呈

　法人会活動にご尽力いただいた方々
に表彰状及び感謝状が贈呈されまし
た。皆様、おめでとうございます。

会長　天野  吉介
あまの 　よしすけ

ごあいさつ

　本日はお招きいただき誠にあり
がとうございます。本総会におきましてご提案の全議
案が満場一致で承認成立の運びとなり無事に総会

が終了されたことを心からお祝い申し上げます。私事
ですが九州北部税理士会西福岡支部第9代目支部
長に就任いたしました。これからは顧問という立場で
おつきあいさせていただきます。公益社団法人福岡
西部法人会様の今後の益々のご発展と会員皆さま方
のご繁栄を祈念いたしましてお祝いの言葉とさせてい
ただきます。本日はおめでとうございます。

支部長　草場  明子

九州北部税理士会西福岡支部
くさば　　あきこ

■プロフィール
株式会社アマノ・リビング（不動産業）　代表取締役
【福岡西部法人会役員歴】
・平成17年５月23日～　理事
・平成21年５月25日～　常任理事
・平成25年５月23日～　副会長
・令和３年７月20日～　会長
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瀬尾前会長、６年間お疲れ様でし
た。振り返って印象に残っている
出来事を教えてください。

瀬尾前会長：私が一番の目標にし
てきたのは「会員拡大」です。会長
に就任した平成27年は当会の加
入率（会員数/法人数）は25%を
切っており、福岡県下の法人会の
中で最下位でした。そこで加入率
30%を目指して「会員拡大プロジェ
クト」を立ち上げ、新設法
人説明会における加入勧奨
や法人会の案内文書の配
布、支部委員による加入勧
奨などに取り組んできまし
た。残念ながら30%を超
えることはできませんでした
が、5年間で401社の純増
となり、4年かけて令和元
年度に最下位脱出すること
ができました。ほぼ満足す
る結果となりました。

天野新会長：5年間で401
社の純増は画期的なことで
す。

瀬尾前会長：全法連（全国
法人会総連合）では、毎年純増60
社以上の法人会に特別最優秀賞を
表彰しており、当法人会は5年連続
で受賞しました。

結果が出た6年間だったのですね。
瀬尾前会長が天野新会長に託した
いことと、天野新会長が今後取り
組んでいきたいことは何でしょう
か？

瀬尾前会長：私のもう1つの目標は
総会の参加者を増やすことでした。
総会は会員が法人会のことを知る
きっかけにもなります。魅力的な総
会になるよう、著名な講師を招いた

り懇談会を開いたりしたのですが、
なかなか参加者の増加にはつなが
らなかったですね。
　また新型コロナウイルスの影響が
あり、令和２年度は活動に十分取り
組むことができなかったので、支部
の活動を活性化し、会員に法人会
のことをより知ってもらいたい。天野
新会長の仕事ぶりは知っていますか
ら期待しています。

天野新会長：多大な期待に身が引き
締まる思いです。令和２年度は新型コ
ロナウイルスの影響を受け会員数は純
減となっており、まずはコロナ前まで
回復したいです。
　当会の青年部会は積極的に活動し
ており、若い方が法人の活動にも参加
しやすいようにし、例えば、総会につ
いては、文書を送付して出欠を取る
だけではなく、積極的な声かけで多く
の会員の方に参加していただくことや、
新会員向けに勉強会や研修会などを
実施し、懇談会を交えながら法人会
のことを知ってもらいたい。新会員な

らではの意見、アイデアが生まれ
るのではないかと思っています。

最後に役員、会員の皆さまにメッ
セージをお願いします。

瀬尾前会長：平成23年に福岡国
税局管内法人連合大会が開かれ当
会が主管しました。当時私は副会長
でしたが、大きなイベントをやり遂げ
ることは会員同士の親密度が増し、
組織力も強化されると感じた印象深

い経験です。当会は広いエ
リアを誇る異業種交流組織
なので、そこを生かして活動
していただきたいです。今後
は相談役として事業をサポー
トしていきます。

天野新会長：当会の強みは
何と言っても「チームワーク」
と「皆さんが持つ責任感」で
す。会員同士仲が良く、こ
んなに人間関係が親密な法
人会は珍しいと思っていま
す。この良き伝統を伝承す
るのも私の使命です。だか
らこそコロナ禍で難しいとこ
ろはありますが、会員同士

顔を合わせる機会を作っていきたい
です。
　法人会の租税教育や会員拡大、
厚生事業などの活動は、当会を維
持する大きな力になります。皆さまに
ご協力をお願いしながら、一緒に
邁進していきたいです。

まとめ

　終始和やかな雰囲気の中対談は
行われ、「チームワーク」「人間関係
が良い」との言葉が何度も聞かれま
した。最後は二人で固い握手を交
わし、瀬尾会長の思いを天野新会
長がしっかりと引継ぎました。

座
談
会

瀬尾 亮二 前会長

西南自動車工業株式会社
代表取締役

天野 吉介 新会長

株式会社アマノ・リビング
代表取締役

あま の　よしすけ せ  お　りょうじ
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　みなさん、こんにちは。今年は梅雨入りが早くはじ

まりましたが、雨量も多くなく、暑い日が続いています。

遅れていたワクチン接種も拍車がかかってきましたが、

肝心の東京の感染者が減らず、リバウンドが心配され

ています。オリンピック・パラリンピックは今更中止

にはされず、盛り上がりが少ない、心配だけの大会に

なりそうです。

　さて、新型コロナウイルスパンデミックは昨年１月

中に中国武漢で発生、全世界に拡大しました。感染症

の専門家からはワクチンが開発される１年後に終息す

るとの予想が多かったのですが、簡単ではなく今後ウ

イズコロナ状態が数年続くと予想されるにいたりまし

た。中国、米国は経済の回復が顕著ですが日本の遅れ

は気になります。生活様式も変わり、従来の経済活動

も大きく変わりそうです。

　話題を変えて、新型コロナウイルス感染で影が薄く

なった気もしますが、働き方改革、健康経営と銘打っ

た安全衛生法改定施行から３年が経ちました。労働

基準局もコロナ禍、動きが鈍いような気がしますが、

着々と周知徹底、巡視監督を図っています。私もフク

ヨ内科医院を息子たちにまかせ、日本郵便新福岡郵便

局に専属産業医として

勤務するようになりま

した。従業員1000人

以上の規模でロジス

テックの中心郵便局で

す。

産業医の役割と仕事は、

１、職場巡視です。労

Dr.フクちゃんからの手紙

医療法人福生会フクヨ内科医院
  理事長　福與 健介

働者が実際に働く状況を理解

し、適切な助言を行う為の基本

であり、健康障害のリスクが高

い環境や、作業があれば改善を

指導します。

２、化学物質等のリスクアセスメ

ントを行います。化学物質等の有害性に関する情報

と職場における労働者の暴露状況を総合的に判断

し、健康障害が発生しないように事業者に対して指

導、勧告をします。

３、健康教育、労働衛生教育をします。有害物質や有

害エネルギーによる健康障害の防止から職場のス

トレス対策まで多彩な課題について、集団教育をし

ます。

４、安全衛生委員会に参加します。各事業所に労働者

の健康に関して調査、審議する場が設置されており、

専門委員としてアドバイスをします。

５、健康診断と事後措置をおこないます。雇い入れ時、

定期、特殊健診があり、正常、要観察１、要観察２、

要医療３、要医療２、要医療１に分類就業判定をする。

要医療２、１は精査依頼をし回答をもらい判定する。

結果に基づき本人に生活習慣の改善を指導し、安

全と健康を確保します。

　その他、今回改正で産業医の権限が強化されたのが、

過重労働、メンタルヘルス、ハラスメントに関するも

のです。毎年労働基準局に報告義務があります。

1000人単位の職場ですので、日常的に問題が発生し

ておりますが、働き方改革の第一歩は働く人の心身の

健康からと職場づくり努力をしています。

　なお、100人以上の職場は産業医が義務づけられ

ています。50人以上では衛生委員会設置義務が決め

られています。みなさまの職場で

は如何ですか。お困りのことがあ

りましたらご相談ください。何か

アドバイスができるかもしれませ

ん。

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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2021年６月29日　２時間目・３時間目
講師：田中由美子（女性部会）

小田部小学校６年
2021年７月５日　２時間目・３時間目

講師：江口美香（女性部会）

原小学校

会長の下、一致団結して事業に取り組んでいきます。
　これまでご活躍された、友納　剛部会長、本当にご
苦労様でした。
　懇親会では、ソーシャルディスタンスを確保しながら
ではありましたが、会員相互の懇親が深められ非常に
盛り上がった有意義な時間となりました。
　皆様のご協力有難うございました。

青年部会総会

租税教育活動

青年部会レポート

青年部会・女性部会 　　　　合同レポート

　去る４月21日水曜日
17時から三四郎におい
て令和２年度定時総会
を開催いたしました。
　西福岡税務署から、
署長　吉田浩一様並び
に法人課税第一部門統括国税調査官　竹平和則様、
また、親会から、会長　瀬尾亮二様、副会長　龝吉憲
一様、専務理事　身吉英二様のご臨席を賜り厳粛な
ムードのなか定時総会が開催されました。
　議長は会則に基づき、友納　剛部会長が務め、全て
の議案について皆様の慎重審議により可決いたしました。
　また、役員改選があり、本年度から村上耕志郎新部

　この日の福岡市は、
暑さ指数が31で「危険」
と発表されており、「体
育館での熱中症リスク
を避けるため、リモート
での授業ができません
か？」と学校から要望
がありました。
　初めての試みではありましたが、４クラスを２回に分
けて急遽リモートでの授業にチャレンジすることになり、
先生方にサポートをお願いし、ＤＶＤは放送室から各クラ
スのテレビに配信、その他の部分は講師が体育館から
リモート映像を届ける形で行いました。
　２時間目の１・２組の時は、音声や画像の配信に多
少トラブルがあったものの、３時間目の３・４組では教

　今年は新型コロナウイルス感染の影響により、中学
校側から租税教育の授業を開催しない旨の連絡があ
り、活動を実施できていない状況が続いています。
　その代わり、女性部主催の小学校６年生を対象とし
た租税教室のお手伝いをしております。今後も、女性部
のお手伝いと同時に、中学校での租税教育の実施に
備え、講師育成等の勉強会を行っていきたいと考えて
おります。

　小田部小学校は５
クラス150人と児童
数も多いため、密を
避けて体育館で２回
に分けて行いました。
青年部も村上部会長
をはじめ、５名参加し
ていただき、機材や
グッズの搬入・設置などをお手伝いいただきました。
　授業は「マリンとヤマトの不思議な日曜日」のＤＶＤで
税金のある世界とない世界を見てもらい、税金の大切
さを考えるという内容で、先生からも「ＤＶＤの振り返りが
あり、とても分かりやすかった。」と言っていただきました。

に学習済みのようで、税金の種類などたくさん発表して
くれました。
　１億円のレプリカを使ってその重さと大きさを実感し
てもらう場面では、重さに驚きながらも、重さ当てクイズ
には「10ｋｇ！」と大正解！楽しく税の学習ができました。
百道浜小学校では、１人１台タブレットを使っての学習
を取り入れて
いるので、国
税庁のホーム
ページでもっ
と多くの学習
ができることも
お伝えしまし
た。
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女性部会総会

2021年７月12日　２時間目
講師：田中由美子（女性部会）

百道浜小学校

青年部会・女性部会 　　　　合同レポート

　この日の福岡市は、
暑さ指数が31で「危険」
と発表されており、「体
育館での熱中症リスク
を避けるため、リモート
での授業ができません
か？」と学校から要望
がありました。
　初めての試みではありましたが、４クラスを２回に分
けて急遽リモートでの授業にチャレンジすることになり、
先生方にサポートをお願いし、ＤＶＤは放送室から各クラ
スのテレビに配信、その他の部分は講師が体育館から
リモート映像を届ける形で行いました。
　２時間目の１・２組の時は、音声や画像の配信に多
少トラブルがあったものの、３時間目の３・４組では教

　令和２年度の定時
総会を4月22日に開
催しました。
　来賓として西福岡税
務署から吉田署長様、
竹平統括国税調査官
様、親会から瀬尾会
長、稗田女性部会担当副会長様、身吉専務理事にご
出席いただきました。
　皆様のご協力により粛々と滞りなく終了いたしまし
た。
　今年は役員改正があり、女性部会長に私田中薫、
副会長兼会計に山内映子さん、副部会長に田中由美

女性部会レポート

子さん、ほか理事５名、監事２名、顧問に馬場里美さ
んというメンバーで今後の活動に期待し力を注いで頑
張っていきます。
　懇親会も三四郎さんのコロナ対策が万全の中、マス
ク会食で楽しく親睦を深めることが出来ました。
　ご参加頂きました会員の皆様、誠に有難うございま
した。

に学習済みのようで、税金の種類などたくさん発表して
くれました。
　１億円のレプリカを使ってその重さと大きさを実感し
てもらう場面では、重さに驚きながらも、重さ当てクイズ
には「10ｋｇ！」と大正解！楽しく税の学習ができました。
百道浜小学校では、１人１台タブレットを使っての学習
を取り入れて
いるので、国
税庁のホーム
ページでもっ
と多くの学習
ができることも
お伝えしまし
た。

室とのやり取りもスムーズにできて、今後の「リモート租
税教室」にも期待が持てる授業となりました。
　１億円のレプリカは青年部の嶋中さんと田中さんが４
階にある６年生の教室に運んでくださったので、各クラ
スとも大いに盛り上がり、喜んでもらえました。ありがと
うございました。

　青い芝生の運動場
が清 し々い百道浜小
学校では、３クラス
84名のみなさんと体
育館で租税教室を行
いました。
　税についてはすで ▲租税教室勉強会の様子
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税務署からのお知らせ

事務局からお知らせ
　昨年に始まった、新型コロナウイルス感染拡大によって、講演
会、研修会、セミナーなどの開催ができない中、法人会で何がで
きるかということを模索しながら、時宜に応じた各種情報の収集と
会員の皆様にこれらの情報の提供が最も重要であると考え、事業
継続に繋がるよう願いながら冊子類の送付をさせていただいてお
ります。
　引き続き、皆様のお役に立てるよう努力をして参りますので、ご
活用いただければ幸いです。
　どうぞよろしくお願いいたします。

新社会人セミナー
　毎年好評をいただい
ております「新社会人セ
ミナー」を４月７日に福
岡中部、東福岡、筑紫
と当会の４法人会合同
で西鉄イン福岡におい
て開催しました。
　当会からは、会員企業の初 し々い社員12名の皆さ
んが受講され、熱心に講師の実演を取り入れた説明
を聴いていました。

　受講前の緊
張していた様子
から、セミナー
終了後には少し
大人びた社会
人に見えたこ
と、とても印象
的でした。

　本年度は、年間６回、西福岡税務署職員の方を講師に招いて実施していた
「決算事務説明会」を中止せざるを得なくなりました。
　そこで、会員からの「資料だけでもいただきたい。」との要望に応えるため、同
税務署の駐車場をお借りし、ドライブスルー方式で資料の配付を行っています。
　配付資料は、当会が調達した決算、申告事務の参考となる冊子等のほか、国
税庁作成の源泉所得税や印紙税の資料で、もちろん自主点検チェックシートも
です。
　決算に当たり、説明のポイントを要約し、参照ページなどを税務署の担当官
からいただいて、資料に添えています。
　会員や税務署からも高い評価を得ています。

 
　令和３年分以降の年末調整説明会につきましては、新型コロナウイルス感染症の発現や行政手続
のデジタル化への対応を踏まえ、開催を取りやめさせていただきます。
　今後は、動画配信を中心とした「いつでも」「どこからでも」必要な情報を得られる体制を図るこ
ととしておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

国税庁
ホームページはこちら西福岡税務署

「コロナに負けるな！施策」
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令和3年6月30日現在

新入会員の紹介新入会員の紹介

法　人　名 所　在　地
やまねこ不動産株式会社

株式会社スターラップ・テクノロジー

株式会社ビアンカ

Lewes Desigh株式会社

株式会社PUZZLE

合同会社ｅｍｏｔｉｏｎ

株式会社スペース

正和工業株式会社

株式会社グリーンテック

株式会社ＳＵＮＣＲＥＣＯ

福岡市早良区祖原

福岡市早良区百道浜

福岡市早良区弥生

福岡市早良区百道

福岡市早良区原

福岡市早良区原

福岡市早良区有田

福岡市早良区田隈

福岡市早良区干隈

福岡市早良区野芥

法　人　名 所　在　地
株式会社建遊

有限会社原田製作所

株式会社田中建築コンサルタント

HEYA works株式会社

株式会社ＺＥＲＯ

キャビンサービス株式会社

有限会社Ｎ･Ｋ

有限会社大翔

株式会社TRiM

株式会社マニュアルプラス

福岡市早良区重留

福岡市城南区鳥飼

福岡市城南区別府

福岡市城南区田島

福岡市西区野方

福岡市西区小戸

福岡市西区今宿上ノ原

福岡市西区今宿上ノ原

福岡市西区今宿

糸島市志摩師吉

は、仕事に取り組める欠かせない要素でもあります。音
楽ホールや劇場、レストラン、酒場などをイメージして
もいいでしょう。その場にいる人は、それぞれに定めら
れた礼儀作法を守り、周りのリズムに合わせています。
　このような雰囲気が職場にも必要でしょう。直接の欲
求を表現するのではなく、流れを共有しながら自然にふ
るまう場。そこから個人の意欲が生まれると思います。
残念ながらオンライン、テレワークではこのリズムを作
ることができません。今はやむを得ないかもしれません
が、改めて考えていただきたい職場活性化の道です。

　大阪商工会議所が、全国の働く人を対象に、毎年
メンタルヘルス検定試験を実施しています。数年前、
二つのコミュニケーションを示しどちらが適切かという
問題がありました。社員に、今日はこれをお願いします、
と伝える＜道具的コミュニケーション＞と、仕事とは無
関係の＜自己満足的コミュニケーション＞です。答え
は後者。言い換えれば、雑談の勧めです。休憩時間
等にちょっと話題になっていることを短く語り合うこと。
議論を広げないことが鍵です。多分、和やかな職場
になるでしょう。これもポスト・コロナの目標にしてみ
てはいかがでしょうか。　　　　　　　　　　　

　新型コロナ感染防止で、多くの企業がテレワークを
取り入れました。工場などふさわしくない現場もあります
が、政府の指導もあり、２０２１年になっても続いていま
す。大学理系を卒業した男性Ａさん（25）は、2019年
４月、ＩＴ系の会社に就職、通信システム開発部署に配
属されました。大学で学んだ知識だけではうまくいきま
せん。大事なことは先輩からの助言、顧客や同僚との
対話でした。１年後、つまり２０２０年４月からコロナ対
策で毎日が在宅勤務に変更。仕事はメール主体、オン
ラインで進捗状況が監視されました。学生時代は体育
系のサークルで、友人にも恵まれていました。出勤しな
くなってほぼ１年、助けを求めるように相談してきました。
仕事への意欲もわかず、将来にも不安、その逃げ道が
ネットの世界でした。毎晩遅くまでスマホゲームに明け
暮れ睡眠不足の日々。自信回復の方法を話し合ってサ
ポートしました。

　話し合いながら仕事を覚えていきたくても、それが出
来なくてゲームに逃げたＡさんの事例に、実は職場を活
性化させる基本的な教訓があるのです。
　答えは簡単。職場の仲間と心と身体を合わせながら
コミュニケーションをとることです。皆さんも、コンサー
トやスポーツをみて、周りの見知らぬ人 と々一緒に身体
のリズムをとって楽しんだ経験があると思います。これ

職場のスタイル、コロナ禍からの教訓職場のスタイル、コロナ禍からの教訓
産業カウンセラー　柏 木 勇 一

在宅勤務１年、働く意欲がくじけた
入社２年目の社員

身体でのコミュニケーションも
取り入れましょう

職場が潤う “自己満足的コミュニケーション”

【筆者紹介】　柏木勇一（かしわぎ・ゆういち）
1941年生まれ。大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在
ＥＡＰ企業でカウンセラーとして活動。産業カウンセ
ラー、家族相談士、交流分析士。
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着任のごあいさつ
西福岡税務署長

よし　 だ こう　いち金子 健太郎

令和３年7月10日

金子健太郎

仁位　和久

田中　郁子

小川　雅史

宮部　　亮

渡邉　利幸

坂田　理加

市川　博章

安武　和久

宮尾　秀樹

村上　　貴

柴田　和生

福岡国税局　課税第一部　個人課税課長

福岡国税局　課税第一部　国税訟務官

佐賀税務署　総務課長

唐津税務署　総務課長

佐世保税務署　管理運営第一部門　総括上席

留　任

筑紫税務署　法人課税第三部門　統括官

留　任

甘木税務署　法人課税部門　統括官

留　任

小倉税務署　総務課長補佐

香椎税務署　法人課税第一部門　上席調査官

かねこ　けんたろう

にい　かずひさ

たなか　いくこ

おがわ　まさふみ

みやべ　りょう

わたなべ　としゆき

さかた　りか

いちかわ　ひろあき

やすたけ　かずひさ

みやお　ひでき

むらかみ　たかし

しばた　かずお

事異動に伴う西福岡税務署幹部及び法人課税部門職員（関係分）

　本年７月の人事異動により、福岡国税局 課税第一部 個人
課税課長から西福岡税務署長に異動して参りました金子でご
ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。
　はじめに、公益社団法人福岡西部法人会の皆様方には、平
素より税務行政に対しまして、深いご理解と格別のご協力を賜
り、厚くお礼申し上げます。
　また、新型コロナウイルスの感染拡大が心配される中、大変
なご苦労と懸命なご努力を重ねられ、事業を経営なされている
会員の皆様方に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
　私は、平成８年７月からの３年間及び平成17年７月からの２
年間の合計５年間にわたって、当署での勤務経験があり、今
回は、それ以来14年ぶりの勤務となります。
　当署管内は、福岡市のランドマークとして知られる福岡タワー
を中心に、商業施設や文化的施設が集まる一方、伊都国に関
する歴史的価値の高い遺跡も各所に遺され、緑豊かな山や美
しい海岸など自然環境にも恵まれた地域です。また、九州大
学移転などを通じた学術研究都市づくりにより、今後も更なる
発展が期待されると伺っております。
　このような活気と魅力に溢れ、豊かな自然と歴史に育まれた
地域を管轄する税務署で、三度仕事ができる機会に恵まれま
したことを、大変嬉しく思っております。
　これから、法人会の役員の方をはじめとする多くの会員の皆
様方のお話を伺う機会を得ながら、当地に密着した仕事をして
まいりたいと考えておりますので、前任者同様よろしくお願いい
たします。
　さて、福岡西部法人会におかれましては、昭和44年に創立

されて以来、「よき経営者を目指すものの団体」として、各種研
修会や講演会などを通じて、会員企業の健全な発展や税知識
の普及と納税意識の高揚など、地域に根差した幅広い公益活
動を積極的に展開しておられます。
　また、青年部会、女性部会を中心に、歴代の部会の皆様方
が築いてこられたノウハウを活かして、租税教室や税に関する
絵はがきコンクールの開催に力を注がれるなど、税務行政に携
わる私どもといたしましても、大変心強く感じているところでご
ざいます。
　これもひとえに、天野会長をはじめとする役員の皆様方のご
尽力並びに会員の皆様方のご理解とご協力の賜物であり、ここ
に深く敬意を表させていただきますとともに、引き続き、積極的
な事業活動をお願いする次第でございます。
　ところで、ご承知のとおり、消費税につきましては、令和元
年10月から税率が引き上げられ、それと同時に軽減税率制度
が導入されたところですが、令和５年10月からは、適格請求
書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されます。適
格請求書（インボイス）を交付する事業者となるためには、事
前に登録申請が必要になりますが、その登録申請の受付が、
本年10月から始まります。
　私どもといたしましては、登録申請の手続を円滑に進めるた
めに、e-Taxを利用した早めの申請を事業者の方 に々周知し、
この新しい制度の導入と定着に向けて、今後も丁寧な相談や
指導を心掛け、きめ細やかに対応していきたいと考えておりま
す。
　福岡西部法人会の皆様方におかれましては、引き続き税務
行政全般の円滑な運営につきまして、お力添えを賜りますよう
お願い申し上げます。
　最後になりましたが、公益社団法人福岡西部法人会の更な
るご発展と、会員企業のご繁栄並びに皆様方のご健勝を心よ
りお祈り申し上げますとともに、一日も早い新型コロナウイルス
感染症の終息と、経済活動が一刻も早く正常化することを願い
まして、着任のあいさつとさせていただきます。
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税務署だより

制度導入までのスケジュール

登録申請は、e-Taxをご利用 
いただくと手続がスムーズです。

令和５年10月１日から
「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書
（インボイス）を交付することができます。

個人事業者の方はスマートフォンからでも申請できます。

登録申請書の
受付開始

インボイス制度
の導入

令和５年10月1日令和3年10月1日 令和5年３月31日

インボイス制度については裏面をご覧ください。➡

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。
※ 　登録番号については、法人番号を有する事業者の方は「T＋法人番号」、それ以外の事業者の方は「T＋13桁の数字（新
たな固有の番号）」が登録番号となります。

登録申請書
受付開始！

令和３年１０月１日から
事業者の方へ 消費税　インボイス制度

登録
申請

登録申請書は、
令和3年10月１日
から提出が可能です。

令和５年10月１日から登録を受けるためには、原則として、
令和５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
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税務署だより

「インボイス制度」ってナニ？

インボイスってナニ？
請　求　書

　（※） 　買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事
項）が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受け
ることもできます。 

請　求

【記載事項】
① 請求書発行事業者の
　 氏名又は名称
② 取引年月日
③  取引の内容（軽減対象税
率の対象品目である旨）

④ 税率ごとに区分して
　 合計した対価の額
⑤  書類の交付を受ける事
業者の氏名又は名称

【記載事項】
区分記載請求書に以下の
事項が追加されたもの

① 登録番号
　 《課税事業者のみ登録可》
② 適用税率
③ 税率ごとに区分した
　 消費税額等

2020.10国税庁　法人番号7000012050002

 　売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたとき
は、インボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保
存しておく必要があります）。

 　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
　 　具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」
及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

●現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較
＜区分記載請求書（現行）＞ ～令和５年９月 ＜インボイス＞ 令和５年10月～

e-Taxに関する詳しい情報は、e-Taxホームページ（https://www.
e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。利用開始の手続、推奨環境及びよく
ある質問（Q&A）などをお知らせしています。

● インボイス制度に関する一般的なご相談は、   
専用ダイヤルで受け付けております。
【専用ダイヤル】0120－205－553（無料）
【受付時間】9：00～17：00（土日祝除く）

詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ（https://
www.nta.go.jp）の「インボイス
制度特設サイト」をご覧ください。

e-Taxに関する情報 

インボイス制度に関するお問合せ先

電子データ（電子インボイス）でもOK!

 　買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相
手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイス（※）の保存
等が必要となります。

         

特設サイトへ
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税務署だより
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税務署だより

電子納税証明書（PDFファイル）は、何度でもお使いいただ
けます。

電子納税証明書（PDFファイル）は、何枚でも印刷してお使い
いただけます。

　令和３年７月から、納税証明書の申請から受取までの手続きをご自宅やオフィスで完
結できるようになります。
　お手持ちのパソコンから e-Tax を使って簡単な操作でできます。

（来署不要）

ネットで
    便利に納税証明書

2021
年
03
月
16
日
14
時
52
分
　
　
仕
上
が
り
　
天
地
297-左

右
210石

井
再
校

21178-3310
国
税
庁
 電
子
納
税
証
明
書
チ
ラ
シ

TF-Adv
C
om
p_M
45_175

線

[1]



15

〒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
TEL：092-281-6716



福岡支店
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名 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）

◎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。
◎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。

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。

事務局から
のお願い

■発行所／公益社団法人 福岡西部法人会　〒814ｰ0011　福岡市早良区高取1丁目28ｰ34　ロワールマンション高取904号　TEL（092）841ｰ4713　FAX（092）822ｰ0778
■印刷所／松古堂印刷株式会社　　　 　　〒819ｰ0373　福岡市西区周船寺3丁目28ｰ1　　　　　　　　　　　  　  　　　TEL（092）806ｰ1661　FAX（092）806ｰ3554

第９回

チャリティーゴルフコンペのご案内
令和3年9月14日（火）
第１組スタート時間８時04分（アウト・イン）

プレー終了後クラブハウスにて表彰パーティを行う予定です。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、表彰
　パーティを中止することもあります。

15,400

◆連絡先
公益社団法人 福岡西部法人会　事務局
TEL 092-841-4713
FAX 092-822-0778

ハチニ ニ

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げ
ます。
　平素から皆様には法人会の活動に対しまして
格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、恒例の当会主催の「第９回チャリティー
ゴルフコンペ」を右記要領で開催致します。皆様
から戴きます寄付金は、後日管内の施設に車イ
ス・絵本等を寄付させて戴きます。
　つきましては、ご多用中とは存じますが、奮っ
てご参加いただきますようご案内申し上げます。

敬具

公益社団法人 福岡西部法人会
会　長　天野　吉介




