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公益社団法人 福岡西部法人会

公益社団法人

第２回

福岡西部法人会

平成25年度

定時総会開催

日時：平成26年5月22日 場所：西鉄グランドホテル 鳳凰の間

法人会活動の発展、社会貢献活動の充実を目指して。

公益社団法人福岡西部法人会の平成 25 年度定時
総会が、平成 26 年 5月22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、
大内田西福岡税務署長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 686 社に対して、出席・委任状
社数合計は943 社と、定足数の報告が行われ、総会
の成立を宣言。樋口德一会長を議長に選出、第1号
議案（平成 25 年度収支決算報告及び監査報告承認
の件）が審議され、満場一致によって承認されました。
引き続き報告事項として平成 25 年度事業報告、平成
26 年度事業計画、平成 26 年度収支予算が説明され

表彰・感謝状贈呈
法人会活動にご尽力いただいた方々に
感謝状が行われました。
皆様、おめでとうございます。

ました。
続いて全法連会長表彰、県連会長表彰、福岡西部
法人会会長感謝状の贈呈が行われ、ご来賓の大内田
西福岡税務署長及び九州北部税理士会の加茂西福岡
支部長より丁重な祝辞をいただき、つつがなく閉会の
運びとなりました。
総会終了後は、プロ野球解説者の島田誠さんによる
講演を楽しんだ後、同ホテルでの懇談会と福引抽選
会へ。会員同士の歓談や、豪華プレゼントが用意さ
れた福引抽選会にと、楽しく有意義な時間を過ごしま
した。

全法連会長表彰
副 会 長
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会長あいさつ
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公益社団法人として、
「公益性」、
「透明性」を高め、
さらなる組織増強化を。
皆さんこんにちは。一言ごあいさつを申し上げます。
本日は、昨年の 4 月 1 日付けで公益社団法人に移
行いたしまして、第 2 回目の定時総会を開催いたしま
したところ、会員多数のご出席を頂きまして誠にありが
とうございます。
また、西福岡税務署の大内田署長様をはじめ幹部
の方々、西福岡県税事務所の元村所長様、そして九
州北部税理士会西福岡支部の加茂支部長様、また、
大同生命保険株式会社はじめ受託保険会社の幹部の
方々には、公務ご多用のところご臨席を賜わりまして誠
にありがとうございます。
当福岡西部法人会は、昭和44年に創立されてから、
今年で 45 年目を迎えることができました。その間、諸
事業活動が活発にとり行われ、特にここ数年来、各
委員会のほか、各支部、青年部会並びに女性部会等
のご活躍が目覚しく、極めて順調な運営が図られてお
ります。会員の皆さん方の絶大なご協力に対しまして、
厚くお礼を申し上げます。さらに、今日ここに至ること
ができましたのは、ひとえに西福岡税務署、西福岡県
税事務所ご当局の温かいご理解による適切なご指導
と、税理士会のご支援の賜であります。
さて、私ども福岡西部法人会は、国家と社会に貢献
することを使命とする「健全な納税者の団体」として、
申告納税制度の維持・発展、税務行政の円滑な執行
に寄与するとともに、我が国の将来を見据えた税の提
言も行っております。なかでも、青年部会、女性部会
が中心となって取り組んでいる小学生、中学生及び高
校生を対象とした「租税教室」や「税に関する絵は
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理
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八島

英孝

公益事業副委員長
厚生事業委員

三坂
服部

廣明

直和

がきコンクール」は年々児童・生徒数も増え、また昨
年同様、単位会としては初めてとなる、青年部による
高校での租税教室を実施していただきました。これら、
税に関する事業は法人会活動の基本であり、今後とも
一層充実させてまいりたいと考えております。
そして、新しい公益法人制度のもと、これまでの半
世紀余りの歴史を踏まえ、組織基盤をより強固なもの
とするとともに、事業面や運営面においても、さらに「公
益性」、「透明性」を高め、企業経営と社会の健全な
発展に貢献する幅広い活動を従来以上に積極的に展
開してまいりたいと考えております。なお、ご来賓の皆
様方におかれましても、当会に対しまして、なお一層
のご指導ご鞭撻と、ご支援を賜わりますようお願い申し
上げます。
ところで、私達をとりまく経済環境は、政権交代後 1
年半を過ぎ、円安、株高とアベノミクスと日銀による金
融政策で少しは、経済状況が良くなってきている感が
いたしております。しかしながら、この 4 月からは消費
税が 8％となり、「消費増税前の駆け込み需要の反動
減で 6 月頃まで景気が悪化する」との見方があります。
かかる景況感のもと皆さん方の経営努力とご苦心は如
何ばかりかと存じますが、この様な状況の中にあって
こそ、皆さんがその持てる力を十二分に発揮され、自
社企業のご発展に努力して頂きたいと念ずるものであ
ります。
最後になりましたが、会員企業各社の、ご繁栄をご
祈念申し上げまして、私のご挨拶といたします。
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苦難の克服
野球で頭角を現すものの、身長の低さから名門校
のスカウトマンから見向きもされなかった中学時代、
注目を浴び過ぎ、先輩たちから暴力を振るわれた大学
時代。苦難の連続のなか、いつも支えてくれた父親の
存在― ―。大変な苦労も、時折ユーモアを交えなが
ら軽やかに話す島田さん。プロ入り後も、悔しい思い
を数多くするものの、苦難を克服しながら培った気迫、
持ち前のアピール精神で自らの道を切り拓き、いかな
る時も死力を尽くして戦っていた現役時代の話に胸が
熱くなりました。
「選手の力を引き出すのがコーチの役目」と話す島
田さん。監督やコーチがどれだけ自分のことを思い指
導してくれていたのかを後から知り、自分の浅はかさ

野球解説者

1954年福岡県中間市出身。直方学園〜九州産業大
学〜（ノンプロ）丹羽鉦（ルビ：にわしょう）電気〜あ
けぼの通商。1977年〜 1990年：日本ハムファイ
ターズ、1991年：福岡ダイエーホークス・シーズン
後 退 団、1992 〜 1996年：野 球 解 説 者、1997 〜
2006年：福岡ダイエーホークス・福岡ソフトバン
クホークス外野守備走塁コーチ、2007 〜 2009
年：RKB野 球 解 説 者、2010年：横 浜 ベ イ ス タ ー ズ
ヘッドコーチ、2011年〜：RKB野球解説者。
1979年 西 武 戦1イ ニ ン グ で2盗3盗 本 盗 の パ ー
フェクトスチール達成、1,500試合出場、1,500安
打達成、ベストナイン2回（1980,1981）、ゴールデ
ングラブ賞6回受賞等の成績を残し、走攻守3拍子
そろった選手として名を馳せた。著書に『それでも
野球が好きだから』
（海鳥社）。

に情けなくなったといいます。その思いから、
何年も最下位を経験し「これくらいの練習でい
い」と半ばあきらめている選手にも、「最下位
のチームがトップのチームより練習しないと勝
てるわけないだろ！」と必死で訴えた島田さん。
同時に、「打てない球を打つな。自分で打率を
下げるな」と、「選手に楽をさせる（効率化す
る）」指導で効果を上げ、選手のモチベーショ
ンを高めていったそうです。「あきらめない」、
「効率化」、「モチベーション」。企業経営にも
欠かせない大切なものを改めて意識させてい
ただきました。

懇談会・福引抽選会

毎年恒例の豪華賞品で大歓声！
講師の島田誠さんもご出席くださった懇談会。美味
しい料理を囲みながら懇談の時間を楽しみました。
福引抽選会では、西鉄グランドホテルのペア・ディ
ナー券や目元エステ器、和牛肉など、豪華賞品が 58
名の方に贈られました。

島田 誠（しまだ・まこと）氏

あきらめない︒それがプロの証︒

講演

健康に
ついて

方には薬の効果が表れにくいようです。

自称「うつ病」は、
本当に病気なのか。
油山病院 院長

三野原義光

■5 時まで「うつ病」？
「先生、うちの若い社員がうつ病の診断書をもっ
てきて、しばらく休職したいと言うのです。確かに
職場では元気がないのですが、プライベートでは元
気なようで、演技しているんじゃないかと、つい疑
いたくなるのです」
最近よくこのような質問を受けます。なかには、
休職中に旅行に行っていたとか意気揚々と転職活動
をしていたとか、というケースもあるそうで、私は
医師ですが、ひとりの経営者として複雑な思いです。
■従来型のうつ病との違い
先述のような従来のうつ病と異なる特徴をもつ若
年層のうつ病を、「現代型うつ病」や「新型うつ病」
と呼ぶようになりました。それは、これまで中高年
の真面目で几帳面、責任感が強い方が罹ったうつ病
と異なるからです。
専門的にいうと、従来のうつ病の方の症状は、う
つ状態のみが現れるのですが、現代型といわれるう
つ病の症状はうつ状態と軽い躁状態を周期的に繰り
返します。ですから、前者を「単極性うつ病」、後
者を「双極性障害」と呼びます。
双極性障害では、極端に不安や焦燥感が募り、や
る気がなくなったかと思ったら、急におしゃべりに
なり活動的になるようなことが起きます。
また、治療についても従来型うつ病の方には薬が
効果的に作用しますが、現代型のうつ病といわれる

■このタイプの特徴
現代型うつ病タイプの傾向としては、①自己中心
的②他罰的（会社、上司、親が悪いと周囲の人を責
める）③ストレス耐性能力が低い、という特徴があ
るといわれています。
そのため、社内の人間関係が不得手で転職を繰り
返すことが多く見受けられます。
発症初期の段階では、周期的にくる軽い躁状態の
際は休日などに元気に遊ぶこともあります。しかし、
病状が進むと昼夜逆転の生活になり、楽しかった趣
味さえやる気が起きず、人と会うことが億劫になっ
て自室にこもりがちになるといった深刻なケースも
存在します。
■本当に病気なのか
さて、精神科医が心の病気に診断名を付けるとき
は、身体面や精神面に表れている客観的な症状に注
目して行います。現在は、アメリカの精神医学会が
中心となって作成したＤＳＭという診断基準が標準
的に採用されています。これにより、医師ごとの診
断の相違はかなり是正されました。
この診断基準においては、どのような症状がどれ
くらいの期間続いているのかが重要になります。
従来型のうつ病は、このＤＳＭの基準で「気分障
害」の分類に位置付けられ、「2 週間以上うつ症状
が続けばうつ病」と診断されることになっているの
です。
しかし、実は現代型うつ病は、この標準的な分類
に現在のところ明確には登場しません。つまり、現
代型という言葉が先行している状態なのです。
精神の不調には実に様々な病気があり、熟練した
精神科医でも、うつ病か他の病気かを厳密に区分す
ることが難しいケースもあります。ですから、もど
かしく思われるでしょうが、本人の同意を得て精神
科医と面談するなど個人情報に配慮しながら細やか
な対応をお願いしたいと思います。

地域情報

すき さき

鋤崎古墳

今宿平野の古墳めぐり
今宿大塚古墳群と鋤崎古墳
今宿大塚古墳
若八幡宮古墳から国道202号線バイパスを東へ走る
こと約1㎞、左手一面に芝の張られたこぢんまりとした優
美な姿を見せているのが今宿大塚古墳である。1967年
に国史跡の指定を受けている。1977年に福岡市教育委
員会によって調査が行われ、その後現在見ることのでき
る形に整備が行われた。
墳丘は前方後円墳で、東側が後円部である。前方部、
後円部とも2段に築かれている。現在では保存のために
芝が張られているが、本来は下段1段目の斜面には葺石
が施されていた。また斜面の上のテラスには埴輪が立て
めぐらされており、円筒形のほか、馬型や武装した人物
を模したものが出土している。そのほか、墳丘には須恵
器や朝鮮半島産の陶質土器が供えられていたようであ
る。墳丘の全長は64ｍで、前方部が大きく開いていると
ころは飯氏二塚古墳と似ている。しかし飯氏二塚では前
方部と後円部の高さの差がほとんどないのに対し、今宿
大塚では約1ｍ後円部が高い。
さて、この古墳に近づいて見ると、墳丘を1周取りまく
しゅうてい
土手があることがわかる。この土手を外堤、または周堤
という。この外堤は上から見ると盾形をしていて、墳丘と
しゅうごう
の間は濠になっている。この濠を周濠と呼ぶ。今宿大塚
古墳では南側（丘陵の高い方）では、外堤のさらに外側
にも濠がめぐっており、一部二重の周濠をもつことが確
認されている。周濠まで含めた総長は約100ｍである。
埋葬施設は見つかっていないが、くびれ部から石室の
入口に通じる墓道が見つかっており、くびれ部の方向に
入口を向ける横穴式石室ではないかと推定されている。
墳丘の形、出土した須恵器などから6世紀はじめ〜前半
頃に築かれたと考えられている。

整備された今宿大塚古墳

今宿大塚古墳からさらに東へ約
1.2㎞、長垂の海岸へ沈んでいく
丘陵の西麓に築かれているのが鋤
鋤崎古墳の銅鏡
崎古墳である。この古墳を訪れる
には、国道202号線（旧今宿バイパス）の青木交差点か
ら旧道に出て、七身坂池を目指してさらに東へ行くと、七
身坂池の西側の堤の上の小道の入口に案内板が立ってい
る。堤上の小道を過ぎて池の裏側へ回り、さらに池端の
小道に沿っていくと、丘陵上に登っていく切り通し状の山
道がある。この小道を登りつめて、痩せ尾根の尾根筋上
まで登ると、右側（北西側）が鋤崎古墳の前方部の端で
ある。つまり、この切り通しは鋤崎古墳を尾根筋から切
り離すために人工的に開削されたものというわけである。
この古墳は福岡市教育委員会によって1981〜83年の
3年間にわたって調査された。その結果、墳丘、石室と
も非常によく残っていることがわかった。現在では大分
樹木が茂ってしまったが、墳丘に登ればまだ容易に前方
後円形の墳丘の形をみることができる。
墳丘の大きさは全長62ｍ。前方部、後円部とも3段
に築かれている。前方部側から後円部側に向かって傾斜
する丘陵の上に築かれているため、後円部の斜面を高く
作って、最上面の高さをそろえている。各斜面には葺石
があり、斜面の上のテラス部分には埴輪が立てめぐらさ
れている。今のところ今宿平野では最も古い埴輪である。
たて
埴輪には円筒形のほか、後円部から家形、盾形、前方
ゆき
部から盾形、靭形（背中に背負って用いる矢入れ）などが
見つかっている。また後円部の最上段墳頂面は径12ｍ
ほどの平らな面となり、やはり周囲に埴輪がめぐる。その
こぶし
内側は拳〜人の頭大の石を敷きつめている。この石敷面
の前方部側の端近くに玄武岩の板石の
頭が見えていた。この板石を底辺として、
前方部側へ逆台形に石の敷かれていな
い部分があった。後にわかったことであ
るが、この板石が石室の入口を閉じる石
（閉塞 石）で、敷石のない部分の下に、
石室へ至る墓道が造られていた。
鋤崎古墳の埴輪
埋葬施設は横穴式石室であり、現在福岡市博物館に
原寸大で復元されている。こうした復元品も含めて、現
在自由に見ることのできる横穴式石室の中では最も古い
石室である。
（中略）鋤崎古墳にはこの石室（1号埋葬施
設）のほかに、墳丘上に小さな埋葬施設が4基見つかっ
ている。2〜4号埋葬施設は円筒形の埴輪を転用した埴
輪棺で、5号埋葬施設は転石を楕円形に並べた石棺で
ある。いずれも古墳よりは後世のものであろう。
海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より引用
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誤って印紙税を納付した場合、
返してもらえるの？
税理士・行政書士

山端美德

Q

リサ この間、注
文を受けた建物建
設工事の注文請書に収
入印紙を貼って先方に
提出したら、収入印紙
の額が多すぎると言わ
れたのですが。
サキ先生 建設工事の注文請書は、通常の請負
契約書より印紙税額が軽減されていますよ。
ところで、いくら多かったのですか。
リサ 記載金額が1,600万円の注文請書なので
すが、15,000 円の収入印紙を貼っていました。
でも、調べてみると、平成 26 年 4月から平成 30 年 3
月までに作成する建設工事の請書は、10,000 円に変
更になっていました。
以前、先生から「税額が変わるから、注意してね」
と言われたのを思い出しました。どうすればいいでしょ
うか。
サキ先生 この場合、作成者である当方におい
て差額分の還付を受けることになります。具体的
には、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」の提出
をすることになりますが、その際、印紙を貼った注文
請書を提示する必要がありますので、先方から預かっ
てください。そこで確認を受けることによって、多く納
めた5,000 円は当方の銀行口座に後日振込入金され

A
Q

A

植物物語
西区のスイカズラ物語
私、西区の某林縁に住んでいるスイカズラです。一
見何てことはない蔓性の低木ですが、色々面白い特徴
があります。一応常緑木なのですが、冬にはかなりの
葉を落とします。そして、寒風に曝されながら半枯れ
状態で縮みこんでいます。そうです、健気に冬を耐え
忍んでいるのです。ために「忍冬」の名も貰っています。

ることになります。
また、注文請書については、確認印を押印のうえ
返却してもらえます。
リサ 還付の手続きはいつまでに行わなければ
いけないのですか。
サキ先生 印紙を貼り付けた日から5 年の間に
請求手続きを行わなければいけません。
リサ 今回のように多く納めた場合のほかにも還
付請求ができる場合がありますか。
サキ先生 印紙税がかからない文書に誤って印
紙を貼った場合や、印紙を貼ったものの契約書
の作成途中で書損などにより使用する見込みがなく
なった場合なども、還付の対象となります。
ただし、契約書として成立した後に、修正または変
更などにより、再度契約書を作成するような場合には、
一旦契約が成立しているため、修正または変更前の契
約書は還付の対象にはならないので注意してください。
リサ 収入印紙で使用見込みのないものも返し
てもらえるのですか。
サキ先生 不要になった未使用の収入印紙は、
印紙税として還付を受けることはできませんし、
郵便局で買い戻しもできません。
ただし、郵便局の窓口で手数料を支払って他の額
面の収入印紙と交換することができます。
リサ わかりました。
そういえば、領収書に貼る収入印紙も今まで３
万円未満が非課税だったのが、平成 26 年 4月以降に
交付する場合は５万円未満まで非課税となりましたね。
気をつけないと！

Q
A
Q
A

Q
A
Q

【筆者紹介】
山端美德（やまはた・よしのり） １９６３年生まれ。国税
庁長官官房事務管理課、東京国税局課税第二部調査部門、
同消費税課などを経て、神奈川県相模原市で税理士登録。
中小企業を中心に財務・税務サービスを行う。認定経営革
新等支援機関。

花には良い香がありますし、付け根に蜜を分泌する腺
があります。これらで昆虫達を誘惑し、種の保存の補
助をさせるのです。が、かつては子供達も私達に誘
惑されたようです。と言っても、単に甘みを得るため
だけですがね。そうです、私達「吸い蔓」なのです。
因みに、英語でも「honeysucker」で、同じ意です。
花は咲いたまま、白または桃白から黄色に遷移します。
ために「金銀蔓」の別名も得ています。で、特徴を
吟じた句を二つ。「忍冬 乙女ら森を 恋ひ来り」、「忍
冬 咲く故蜂に 刺されたる」
西区まるごと博物館推進会 幹事 牛尾昌義

部会員、目標100名を目指して！
平成 25 年 4 月、公益社団法人福岡西部法人会青
年部会は岩下祐士新部会長をはじめ 57 名で新たなス
タートを切ることとなりました。岩下部会長の所信に
「会
員拡大に力を入れ 100 名体制にする。」という信念の
下、部会員一同全力で会員拡大に努めた一年間で
あったと思います。当初は、各副部会長、理事を中心
に親会に加盟の会社を訪問したり、女性部の方にお
願いしたりと悪戦苦闘を繰り返しながらも関係各位の
皆様方のご協力をもって、平成 26 年 2 月には100 名
を超え、現在では114 名の部会員と成長しております。
また本年度は新入会員の各事業の積極的参加、会
員間の懇親を図ることを目的とし新たにアカデミー担
当を設置し、去る平成 26 年 4 月 23 日（水）に居心地
屋 西の蛍にて新入会員交流会を開催させて頂きまし
た。多くの部会員の皆様にご参加して頂きありがとうご
ざいました。次回も企画させて
頂きますのでご参加の程宜しくお
願い致します。
次は、目標 200 名を目指して
頑張ってまいりますので、どうか
皆様方のご協力宜しくお願いい
たします。
会員増強担当・アカデミー担当
副部会長 入 里
健 二

2015年全国大会でプレゼン！
平成 20 年度にス
タートした租税教育
も、青 年 部 会 の 事
業として広く認知さ
れて参りました。こ
れもひとえに各部員
の 絶 大 なる理 解と
協 力 によるもの で
す。この場をお借りし厚く御礼申し上げます。
現在も租税教育のレベルアップの為に部員一同が
日々研鑽しているところですが、2015 年の第 29 回法
人会全国青年の集い 茨城大会では、福岡・佐賀・
長崎３県の代表として租税教育のプレゼンテーション
を実施する事が決定され、それにむけて実行委員会
を立ち上げました。
今までの租税教育の内容を見直し、公開授業やディ
スカッション形式の授業も計画しています。
川原先輩が出されたシナリオ「法人会青年部会に入
会したらくさ、母校の教壇に立てるっちぇ！」をもとに茨
城大会のプレゼンテーションの構成を検討していると
ころです。また青年部会のメンバーも飛躍的に増加し

新たな講師の誕生も期待しています。
この租税教育を通して、地域社会貢献活動のひと
つとして青年部会のメンバーが活躍する事を祈念して
やみません。今後とも皆様のご協力を衷心よりお願い
申し上げます。
副部会長 岩本 芳浩

平成 25 年度定時総会開催報告
去る、４月１７日
（木）西 部 法 人 会 青
年部会定時総会が、
華 風 福 寿 飯 店 にて
行われました。
当日は、大変ご多
忙の中、ご来賓とし
て西福岡税務署から
署長 大内田修一様をはじめ、副署長 嵩洋一様、
法人課税第一部門統括官 大城匡史様、法人課税第
一部門上席 森永憲治様にご出席を賜りました。親会
からは会長 樋口德一様、専務理事 田中修二様に
ご臨席を賜り年に１度の厳粛なムードの下での総会開
催となりました。会議の目的事項としては、平成２５年
度事業報告ならびに収支決算報告、平成２６年度事
業計画ならびに収支予算案、役員及び理事の一部改
選の件、以上三つの議案が岩下部会長より上程され、
議案説明が各担当によって行われた後、全議案とも滞
りなく、満場一致の下、承認・可決と相成りました。
総会終了後の懇談会では税務署や親会の皆様方と
青年部会会員との間での活発な意見交換が行われ、
特に租税教室については貴重なアドバイスを多数いた
だいた様です。末筆とはなりますが、会にご参加いた
だいた皆様方のご健勝と益々のご発展をご祈念申し上
げ定時総会担当として報告に代えさせていただきます。
波多江 和仁

親会総会運営協力の報告
去る、5 月 22 日（木）
（公社 ) 福岡西部法人会第 2
回定時総会ならびに懇談会が開催されました。青年
部としては、例年、参加者のご案内や懇談会について
の運営協力をさせていただいており、今年も法被に身
を包んだメンバーが率先して汗をかき、青年部らしい
働きが出来たものと自負しております。
懇談会におきましては、司会・抽選会を青年部で運
営いたしましたが、抽選会では、新しく青年部に入会
されました畠山さんの活気あふれる進行の下、当たっ
た方も当らなかった方も楽しいひと時を過ごしていただ
いた様です。
本年度も昨年同様青年部への入会希望者が数名あ
り、充実した懇談会となりました。
毎年の親会定時総会は青年部にとっても講演会や
運営などで携わるほど勉強になることが多く、来年は
どのような講師にお話しをしていただけるか楽しみで
す。
波多江 和仁

租税教室

平成25年度定時総会
平成26年４月２１日

華風 福寿飯店

平 成 25 年 度
総会は、会員の
ほか、西福岡税
務署の大内田署
長、親会の樋口
会長はじめ、来
賓の方々にもご
出 席を賜わりま
した。総会では
平成 25 年度の事業実績並びに収支決算報告、平成
26 年度の事業計画並びに収支予算案が各々審議さ
れ、満場一致で承認されました。終了後には大内田
署長様と樋口会長よりご祝辞を賜わりました。ありが
とうございました。
また懇談会に先立ち、大内田署長には「国税査察
官の仕事」と題して、査察の仕事について大変興味深
いお話をして頂きました。懇談会も大変和やかで楽し
いひと時となりました。皆様のご協力に感謝いたします。

平成25年度
青年部会女性部会合同研修会
青 年 部 会・女
性部会 合同研修
会を12月5日(木)
三四郎にて開催致
しました。
ご 多 忙 の 中、
西 福 岡 税 務 署よ
り大 内 田 修 一
署 長、親 会 より
樋口 德一会長をはじめ来賓の方々に沢山ご臨席賜り
ました。講師に、株式会社メリーグラシス代表取締役
中村 美賀子様をお招きし、「色は心の窓〜経営に活
かすカラー戦略」という演題で色彩経営のお話を平易
にお話し頂きました。日頃見慣れた商品パッケージ等
を使っての心理状態の比較や、料理が美味しそうに見
える器の色やコミュニケーションを円滑にする部屋の
色等、大変興味深く、即営業や経営にも生かせそう
な内容のセミナーで、大変充実した時間となりました。
また研修会後の懇談会では、中村先生にもご参加頂
き、お料理も美味しく話も弾んで、大変楽しい時間と
なり有意義な一日となりました。
青年部会 小熊坂 哲
女性部会 馬場 里美

平成26年6月11日 ２時限目（9：40 〜）
百道浜小学校６年生 ３クラス105名
今回は青年部会の渡
辺克己様に講師を担当
していただきました。
まず税金の概要を説
明 し た 後 に「もし、税
金がなくなったら」とい
うアニメを観賞した後、
税金に関するクイズや生徒たちの質問等、充実した
1時間だった様に思いました。子どもたちにも身近な
消費税の事など熱心に聞いていました。
最後に恒例の1億円レプリカには、みんなで触った
り、10kg の重さに驚いたり、記念写真を撮ったり和
やかに終了しました。
ご協力くださいました百道浜小学校の校長先生をは
じめ担任の先生方、本当にありがとうございました。
今年も女性部会が開催している「税に関する絵はが
きコンクール」があります。租税教室で学んだことを
題材にして絵はがきを描いて応募してください。
今年はどんな作品が届くか楽しみです。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

法人会全国女性フォーラム香川大会
「女性の強さと優しさは、空を越え、海を渡る。」
平成 26 年 4月10日、高松市のサンポートホール高
松にて、全国女性フォーラム香川大会が開催されまし
た。全国から1600 名以上の女性部会員が集まり、福
岡西部からは６名参加いたしました。会場内では、絵
はがきコンクールの入賞作品をはじめ、たくさんの絵
はがきが展示され、また香川の物産展も大盛況でした。
記念講演は少林寺拳法グループ総裁 宗由貴氏で「し
なやかな人間力」をテーマに、少林寺拳法の活動や、
これまでの人生の歩みや日々の取り組みを語っていた
だきました。式典に続く懇親会は、四国各地の歌や踊
りと、名物讃岐うどんや今が旬のイイダコのおでん、
餡餅の雑煮など地域の食べ物が満載で、楽しく美味し
く交流いたしました。また来年は福岡大会！たくさん
の皆様にお出で頂けるように、県連では揃いの法被を
着て、しゃもじを叩きながら「ぼんちかわいや」で会
場を練り歩き、「来年福岡で会いましょう！」とＰＲを
してきました。翌日は、栗林公園や高松城を見学して
帰りました。

着任のごあいさつ
西福岡税務署長

中原 義也
本年７月の定期人事異動で、熊本国税不服審判所
部長審判官から西福岡税務署長として着任いたしまし
た中原でございます。どうぞよろしくお願い致します。
公益社団法人福岡西部法人会の皆様方には、日ごろ
から税務行政の円滑な運営につきまして、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。
当署は、福岡市城南区・早良区・西区の３区並びに糸
島市を管轄しておりますが、福岡市のベッドタウンとし
て大規模な宅地開発、住宅建築が一段と進んでいるた
め、人口は年々増加しており、管内人口は福岡国税局管
内で第２位（約64万人、
１位は香椎署の約66万人）であ
ります。
早良区の百道浜は、福岡タワー、福岡市博物館、図書
館及び商業ビルや高層マンション等が立ち並び、産
業・経済の中核となっており、また、西区の小戸地区は、
ヨットハーバー等もあり、海辺のリゾート施設として若
者や家族連れで賑わっています。さらに西区及び糸島
市は、農業・漁業が盛んであり、農海産物・畜産物の販
売で、週末には多くの買い物客で賑わっているほか、管
内には合わせて５つの大学があり、学生・教職員数等
を合わせると数万人が活動しておられます。
このようなすばらしい環境と活気ある地域を管轄す
る署において仕事ができますことを私も大変うれしく

思っております。
さて、福岡西部法人会におかれましては、昭和44年
に創設されて以来、各種研修会などを通して、会員企業
の発展や税務知識及び納税意識の向上と組織の拡充
強化に努められ、また昨今は、青年部会及び女性部会
が中心となり、租税教室や税に関する絵葉書コンクー
ルを開催されるなど、子どもたちの税に対する理解を
深め、将来の納税者としての自覚を促すなど地域の社
会貢献活動にも力を注いでおられます。
このような活発な活動も、樋口会長をはじめとする
役員の皆様のご尽力並びに会員の皆様のご理解とご協
力の賜物であり、深く敬意を表するとともに、今後、益々
の事業活動の展開を期待しております。
ところで、わが国の税務行政を取り巻く環境は、少
子・高齢化の進展や経済取引のグローバル化、ICT化
により大きく変化するとともに、改正国税通則法及び消
費税率の引上げ等への対応など、税務の仕事は一層複
雑かつ困難なものになっております。
このような状況の中で、私ども国税職員は、
「適正か
つ公平な課税と徴収の実現」に向けて、国税庁に与えら
れた任務を着実に果たしていくことにより、国民の皆様
の負託に応え、税務行政への理解と信頼を得られる
よう、引き続き全力で取り組む所存でございます。
福岡西部法人会の会員の皆様におかれましては、
今後とも、e-Tax の一層の普及及び定着を含め、税
務行政全般に対しまして、より一層のお力添えを賜
りますようお願い申し上げます。
最後に、公益社団法人福岡西部法人会の今後ます
ますのご発展と、会員企業の更なるご繁栄とご家族
の皆様のご健勝を祈念いたしまして、着任のあいさ
つとさせていただきます。

平成26年7月10日

中原

義也

ナカハラ ヨシナリ

熊本国税不服審判所

浴本

康生

エキモト ヤスオ

佐賀署

副署長（個・産）

中村

伸

ナカムラ シン

熊本局

総務部

内田

良宏

ウチダ ヨシヒロ

大牟田署

中山

恵未

ナカヤマ エミ

留

堤

一博

ツツミ カズヒロ

八幡署

特別国税調査官（法人税担当）

羽子田泰宏

ハネダ ヤスヒロ

国税局

法人課税課

竹平

和則

タケヒラ カズノリ

佐世保署

出良

尚士

イデラ ショウジ

門司署

山形

大輔

ヤマガタ ダイスケ

留

樋口

祐子

ヒグチ ユウコ

国税局

森永

憲治

モリナガ ケンジ

留

部長審判官

総務課

課長補佐

総務課長

任

国際税務専門官

法人課税第二部門
法人課税部門

統括調査官

統括調査官

任

任

酒税課

酒類業担当官（佐賀派遣）

がん治療の大きな選択肢のひとつである

重 粒 子 線 が ん 治 療とは？
各支部で研修会を開催

受講者331人

演題：心と体にやさしい重粒子線がん治療
講師：佐賀県健康福祉本部粒子線治療普及グループ

副課長

旗生康之様

日本人の2人に一人はがんにかかる時代を迎えています。そんな身近な病気だからこそ、身近なところで治
せるようにしたい。そうした思いをこめて、九州新幹線「新鳥栖駅」前に、九州初となる重粒子線がん治療施設
「九州国際重粒子線がん治療センター」
（愛称：サガハイマット）が平成25年5月に開設されました。重粒子線
がん治療は、放射線療法のひとつです。光の速さの約70％に加速した炭素イオンをがん病巣に狙いを絞って
照射する最先端の治療法です。重粒子線がん治療の特長として、がん病巣を集中的に照射。副作用が少ない。
通院治療が可能。難病性がんの治療も可能。治療期間が短いなどの特徴があります。重粒子線がんの治療の
対象となるのは、ひとつの部位に留まっている固形のがんです。
治療の対象とならないがんは、白血病のような血液のがん。広範な転移のあるがん。胃がん、大腸がんなど
不規則に動く臓器のがん。過去に放射線治療を受けている部位のがんなどです。
重粒子線治療は、厚生労働大臣の承認を受けた先進医療の一つです。先進医療の費用は、患者さんの全
額自己負担となります。但し、通常の治療と共通する部分（診察・検査・投薬等）
の費用については、公的医療保
険が適用されます。サガハイマットでは平成25年11月から先進医療での治療を開始しました。

第7・8支部合同研修会

険の先進医療特約をつけないといけないなど活発な意見
が交わされていました。

第７・８支部合同研修会を平成 26 年 2月27日 糸島
市のプラザ寿苑で開催しました。講演会のあと異業種交
流会として円卓を囲み賑やかにおこなわれました。出席
者は受講者182 名、懇談会118 名。アンケートの集計に
よりますと、問①講 演はいかがでしたか？良かったが
101名、普通が 9 名、良くなかったは0人となっておりが
んに関することがいかに注目が高かったかわかりました。

第1・2・3・4・5支部特別研修会
第1・2・3・4・5支部特別研修会を平成 26 年 7月2
日（水）ももち文化センターで開催しました。平日の昼
間であることから参加者が心配されましたが、約100 名
の参加がありました。アンケートには、がん治療に重粒
子線治療が非常に有効なことがわかった。一方ではすべ

第6A・6B支部合同研修会
第 6Ａ・6Ｂ支部合同「特別研修会」を平成 26 年 3月
4日 西区愛宕の「三四郎」会議室で開催しました。参
加者は6Ａ支部19 名、6Ｂ支部 30 名、合計49 名でした。
講演では参加者や家族、従業員の健康にかかわることな
ので、熱心に聞いていました。
懇談会では、講師の旗生先生もご出席になり近くにで
きて幸運だった。もっと早くできて欲しかった。生命保

てに有効でないがんもあることが分かった。治療費が高
額なので、現実性が難しいなど多くの関心を持たれたよ
うだった。

税務署だより

税務署だより

新入会員の紹介
㈱イオスコーポレーション
㈱アーカイブプロダクツ
岡峯塗装
㈱Ｋプランニング
㈱ラフィーネ
昭栄テクノ
（同）
㈲筑紫商事
㈲ＡＮオート
高楊 幸一郎税理士事務所
㈱福岡防設
ＮＰＯ法人 ＦＬＡＰ
㈲みどり住宅
㈲ヒロ・プランニング
情報ネットワーク協同組合
㈱Ｋａｎ−Ｚ
㈱テクノユース
㈲恒徳
㈱森企画
オフィスケイ
マツマル住宅㈱
㈱ロジックサポート
㈲トータルインテリアサンライフ
㈲クリエイティブタイム
㈲カンキョウ技研
溝口建装㈱
㈲ピースワン
㈱ＡＶＡＮＣＥ
㈲京商事
大三運輸㈱
㈱ｉ
Ｌａｎｄ
姪浜米屋 吉村商店
花まるライフ
㈱西福岡インテックス
三宗㈱
オルタナ㈱
㈱九州管財
橋本工務店㈱
㈱キーファー
（資）
イーダーシップ
飲食総合企画ウリウ企画
中村塗装
㈱ハラヤマ産業
㈱メイホウ
㈱メモリアル伊都国
廣津工業㈱
㈱アップコーポレーション
㈱蔵屋
㈲日新ホーム
㈱宗和ビル管理
（医）宗和会
㈱信和
㈲畑中製麺所
㈲カミアリ
㈲ハート調剤薬局
㈲女天砿業所
㈱梁
㈲志摩クリエイト

福岡市早良区城西３丁目１７−１８
福岡市早良区百道２丁目１２−９
福岡市早良区原６丁目２２−６−２０１
福岡市早良区次郎丸２丁目１０−３ ２Ｆ
福岡市早良区次郎丸1丁目２１−４３ラフィーネ西嶋Ⅱ201号
福岡市早良区田隈３丁目５−３
福岡市早良区田村７丁目２７−８
福岡市早良区四箇１丁目７１３−２
福岡市早良区荒江２丁目１８−２２−３０２
福岡市早良区飯倉４丁目２０−４０−１Ｆ
福岡市早良区野芥２丁目２−２６
福岡市早良区野芥３丁目１１−１０
福岡市早良区東入部３丁目３−７−１０１
福岡市早良区早良４丁目２９−２４
福岡市城南区鳥飼４丁目４-３５レーベン鳥飼２０３
福岡市城南区鳥飼５丁目７−１
福岡市城南区別府２丁目１７−１５
福岡市城南区別府３丁目１−１１−８０４
福岡市城南区別府団地３−７０１アーベインルネス別府
福岡市城南区荒江１丁目３５−４
福岡市城南区七隈３丁目５−１
福岡市城南区七隈６丁目９−１
福岡市城南区茶山２丁目２５−１２
福岡市城南区樋井川２丁目１７−７
（１Ｆ）
福岡市城南区片江３丁目３２−６
福岡市城南区片江３丁目３４−３
福岡市城南区堤１丁目２５−４
福岡市城南区堤１丁目２５−４
福岡市西区吉武６１−１
福岡市西区橋本２丁目６-１３
福岡市西区拾六町３丁目１７−６
福岡市西区愛宕浜１丁目１４−６
福岡市西区姪の浜１丁目１２−１９
福岡市西区姪の浜３丁目２−１８
福岡市西区小戸１丁目４４−９
福岡市西区小戸１丁目４４−９
福岡市西区福重３丁目１２−１８
福岡市西区飯氏９７５−１
福岡市西区周船寺２丁目１０−４２
福岡市西区徳永５５１−６４
福岡市西区今宿東２丁目３１−８−３０６
福岡市西区今宿東３丁目４１−２０
福岡市西区今宿上ノ原２０２−４４
福岡市西区今宿２丁目２−３９
糸島市高田2丁目１０-６
糸島市高田２丁目２１−５
糸島市浦志１丁目７−５
糸島市前原西４丁目６−２２
糸島市前原東1丁目６-２１
糸島市前原東1丁目６-２１
糸島市荻浦５２７−２
糸島市神在１０１０
糸島市神在１０１２−５
糸島市美咲が丘３丁目１−１８
糸島市志摩桜井２１４４
糸島市志摩稲留４−１
糸島市志摩小金丸２０３３−４

834-3111
986-8343
080-5206-4715
874-7713
801-1017
518-9090
864-9305
811-7435
517-1064
984-0462
516-5556
864-0081
803-0776
804-6540
852-8125
851-7839
846-4690
822-7001
841-8544
841-0500
801-6419
863-5286
874-1518
407-0125
801-6218
863-0011
874-5335
874-5335
811-7579
405-9003
881-3682
090-4910-7450
400-0006
881-0036
881-0551
891-5728
776-7147
806-4146
401-4141
806-2428
080-2722-3319
807-6371
806-8720
322-4444
332-0165
321-2828
322-2881
324-0117
323-6401
323-6401
322-6161
322-6112
324-8890
324-4817
327-0046
327-5139
327-2815

不動産業
ＷＥＢ制作・カメラマン
塗装業
不動産業
不動産業
建設業
卸売業
中古車販売
税理士事務所
防犯設備
社会福祉事業
不動産管理・仲介
不動産業
事業協同組合
サービス業
建設業
不動産賃貸業
不動産業
保険代理店
不動産業
保険代理店
内装工事
広告制作
害虫駆除
建設業
不動産業
建設業
建設業
運送業他
不動産鑑定業他
米穀販売業
保険代理店
建築業
酒類小売販売
サービス業
不動産関連業
建設業
不動産賃貸業
各種コンサルタント
コンサルタント業
塗装業
建設業
電気通信工事業
葬祭業
一般土木建築
不動産業
酒販売業
建設業
ビル管理
歯科医院
自動車修理
めん類
飲食料品
薬局
採石業
建築業
産業廃棄物収集運搬業
平成26年6月30日現在

アフラック 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

創立 45 周年 社団化 30周年記念

チャリティーゴルフコンペのご案内
日

時

平成 26 年９月９日（火）

場

所

福岡雷山ゴルフ倶楽部

協賛品ご提供のお願い
コンペ賞品としての協賛品を募集して
おります。ご協力頂ける方は下記へ
ご連絡下さい。

糸島市川原 807 番地
電話 092−323−8181
参加費

3,000 円

プレー代

11,900 円

募集組数

20 組

＊尚ご協賛品につきましては、原則当日
ゴルフ場にご持参頂く予定です。

◆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

○このチャリティーゴルフコンペのご案内
は平成 26 年 6 月下旬郵送済です。

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。

■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1丁目7ｰ64

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

