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公益社団法人 福岡西部法人会

公益社団法人 福岡西部法人会 平成26年度

第３回

定時総会開催

日時：平成27年5月21日
場所：西鉄グランドホテル 鳳凰の間

27 年度事業計画などを承認、
記念講演、懇談会も盛大に開催
されました。
公益社団法人福岡西部法人会の平成 26 年度定時
総会が、平成 27年 5月21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。総会には中
原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1,317 社に対して、出席・委任
状社数合計は1,393 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 26 年度収支決算報告並びに監査報告
承認の件）第 2 号議案（定款の変更承認の件）第 3
号議案（任期満了に伴う役員選任の件）が審議され
満 場 一 致 で承認されました。次に報 告事 項として
（1）平成 26 年度事業報告（2）平成 27年度事業計
画（3）平成 27年度収支予算が説明されました。特
に第 3号議案（任期満了に伴う役員選任の件）では、
執行部案の理事・監事 51人が承認され、新理事の互
選で会長、副会長、常務理事16人と顧問、相談役
が決まりました。
議事終了後は、樋口徳一前会長の退任あいさつ、
瀬尾亮二新会長の就任あいさつがあり、 続いて全
法連会長表彰、県連会長表彰、福岡西部法人会長感
謝状の贈呈が行われ、来賓の中原義也西福岡税務署
長並びに河野広光西福岡県税事務副所長より丁重な
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、ジャーナリストの井上和彦さんによ
る記念講演で多くの学びの後、同ホテルでの懇親会
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。
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新会長に瀬尾氏を選出

税のオピニオンリーダーとして
租税教育を軸にさらなる社会貢献活動を。
新会長あいさつ
会長

瀬尾

亮二

この度、当法人会第８代目の会長を務めることにな
りました、瀬尾でございます。法人会との関わりは、
私が４０歳の頃、当法人会におきましても青年部会が
発足いたしまして、その会員になって以来でございま
すので、もう２５年以上ということになります。このた
び樋口会長の後を受けて、会長を務めることになりま
したが、もとより浅学菲才、微力ではございますが、
お引き受け致しました以上、当会の発展のために全力
を傾注する所存でございますので、ご支援のほどよろ
しくお願い申し上げます。
樋口前会長におかれましては、平成19 年 5月より、
4 期 8 年の永きにわたり当法人会の会長を務めていた
だきました。この間、公益社団法人への移行や、局
連大会の主管、創立４５周年・社団化３０周年の記念
事業、そして青年部女性部の租税教室を拡大し、公
益化を推進されるなど多岐にわたる事業を展開され当
会の発展に大きく貢献されました。そのご尽力に対し
衷心より感謝の意を表する次第でございます。樋口会
長、まことにありがとうございました。
ところで、福岡西部法人会の歴史を振り返ってみま
すと、当会は昭和 44 年に設立以来、組織の拡充と
発展に努め、昭和 59 年には社団化を達成し、これを
機に税務ご当局並びに税理士会のご指導を得ながら、
「良き経営者をめざすものの団体」として幅広い活動
を展開してまいりました。近年においては、青年部と

女性部による小学校 6 年生・中学校 3 年生および高
校生を対象にした租税教育を主体とする社会貢献活動
も活発に実施されるようになってまいりました。そして
２年前の平成 25 年 4月に公益社団法人となり、益々、
公益にシフトした活動が期待されているところでありま
す。そして、今年は公益社団化して3 年目を迎えます。
税のオピニオンリーダーとしての自覚を持って租税教育
を軸とした社会貢献活動をますます強化するとともに、
中小企業の活性化を実現するような税制改正活動にも
力を入れていきたいと思います。
また異業種の集まりである特性を生かした情報交
換・相互研鑽を活発化していただき、それが事業の
環境変化への対応へつながり、会員企業の発展となる
ような会員交流も法人会活動の重要な要素ですので、
そのような支部運営、委員会運営を心がけていきます。
会長という重職をお引き受けすることになり、身の
引き締まる思いとともに、その責任の重大さを痛感い
たしております。つきましては、会員の皆様の組織運
営に対しましてのご理解ご支援を切にお願い申し上げ
ますとともに、理事及び支部役員、青年部女性部の
皆様のご協力を衷心よりお願い申し上げます。
また、大同生命、AIU,アフラックの受託会社のみ
な様にも、引き続きのご支援を心よりお願い申し上げ
ます。そして税務ご当局並びに税理士会におかれまし
ては、なお一層のご指導と、ご協力を賜りますようお
願い申し上げまして、甚だ措辞ではございますが、会
長就任のご挨拶とさせて頂きます。ありがとうござい
ました。

表彰・感謝状贈呈
法人会活動にご尽力いただいた
方々に感謝状が贈呈されました。
皆様、おめでとうございます。
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樋口前会長退任のごあいさつ

一言ごあいさつを申し上げます。
私は、本日をもって、会長の職を退任すること
になりました。平成19 年 5月に、岩本前会長の後
をうけて、4 期、満 8 年、この間、皆様の格別な
ご支援とご協力によりまして、大過なく重責を全う
することができましたことは、感無量であります。
そして、今思い出されるのは、私が会長就任 2
期目に体調を崩し、このまま、会長を続投できる
のだろうかと心配もしましたが、役員並びに会員皆
様の絶大なるご協力によりまして、極めて順調に事
業を運ぶことができました。
平成 24 年11月に西部法人会主管でシーホーク
に於いて局連大会を成功裡に開催できたこと。平
成25年4月1日から公益社団法人への移行がスムー

ズにできたこと。さらには、本年1月21日福岡西
部法人会創立45周年・社団化 30 周年を西鉄グラ
ンドホテルに於いて、金美齡さんの講演など大成
功だったこと。また、青年部、女性部が中心となっ
て取組んでいる「租税教室」や「税に関する絵は
がきコンクール」は年々児童、生徒数が増え、充
実した活動で親会に大変貢献頂きました。楽しかっ
たことは毎年全国大会への参加など色々と思い出さ
れます。健康も随分回復し、皆様方のお陰で努め
上げることができました。後1期 2 年、本来ならば
務めなければならないところですが、次期の若い
会長さんにバトンタッチをしたいと考えました。
私は、会長職を去りましても、今後は、原さん
と一緒に相談役として、会の発展のために努めた
いと思っております。さいわい、私が後任会長に
推薦いたしました瀬尾会長さんは、理事会におい
て全員一致をもって選任されたとのことです。瀬尾
会長さんの卓越したご見識に期待するところ、大い
なるものがございます。しかも、私より年も若く、
壮健、明朗でおられますので、大いに期待される
会長であると信じています。
簡単ではございますが、これをもちまして退任の
ご挨拶といたします。本当に永い間、ご支援ご協
力ありがとうございました。

講師

井上 和彦（いのうえ・かずひこ）氏
ジャーナリスト

1963（昭和38）年、滋賀県生まれ。専門は、軍事・
安全保障・外交問題・近現代史。テレビ番組のコメ
ンテーター・キャスターを務めるほか書籍・オピニ
オン誌の執筆を行う。テレビ番組では歯に衣着せ
ぬ爆裂本音トークで、難解な軍事問題などをわか
りやすく解説する。
「たかじんのそこまで言って委
員会」
（讀賣テレビ）では、軍事漫談家 の異名を持
ち、同 番 組 を は じ め と し て「ビ ー ト た け し のTV
タ ッ ク ル」
（テ レ ビ 朝 日）、
「か ん さ い 情 報 ネ ッ ト
ten ！」
（讀賣テレビ）などの出演番組多数。

『日本を取り巻く安全保障環境』
日本人にとって、テロは決して他国の出来事ではない。
2020 年開催の東京オリンピックが標的にされる可能
性もある。イスラム国などのテロ組織の脅威に日本は
どのような態度で向き合うべきか。さらに、日本は軍
事大国と言われるが、イギリス、ドイツ、フランス、
アメリカ、イタリアなどのサミット参加先進国と比較し
て、自衛官１人が守っている国民の数は約 2〜3 倍も
多く、防衛関係費はGDP の約1％と世界の国々の約
3 分の1であることを数字で提示し、「情報を多角的
に捉え、推測ではなく客観的なデータで判断すること
の大切さ」を強く伝えられました。
また、集団安全保障と集団的自衛権との違いをわか
りやすく解説され、「社会をより良くするということは、
自分が何を、何から守るべきかとの覚悟が必要にな
る」「自分さえ良ければいいという考えを改め、日本

懇談会・福引抽選会

毎年恒例の
豪華賞品で大歓声！
記念講演に続いて、懇談会・福引抽選
会へ。美味しい料理を囲みながら懇談の時
間を楽しみました。懇談会は互いの情報交
換や近況報告ができる貴重な場。久しぶり
に顔をあわせた会員同士、笑顔で挨拶する
姿もたくさん見られました。福引抽選会で
は、西鉄グランドホテルペアディナー券な
どの賞品が 57名の方に贈られました。

人が長年守り続けてきた『公の精神』を大切
にしたい」と話されました。日本を取り巻く安
全保障環境に留まらず、社会に貢献できる経
営者の団体として大切にすべきことを教えてい
ただいた貴重な時間となりました。

情報を多角的に捉え︑客観的な事実で判断する力を︒

記念講演

健康に
ついて
経営者のための
メンタルヘルス
油山病院 院長

私たちはストレスを感じたとき、その解決のため、
あるいは心理的な負担を軽減するために何らかの行
動をとります。それをストレスコーピングと呼んで
います。
私たちが日ごろ行っているストレスコーピングは
以下の五つに分類されます。
(A) 積極的に問題解決する
(B) 行動や感情を抑え込む
(C) 問題から回避する

三野原義光

ある大企業の社長さんが最近、このようなことを
言われていました。
「社長業はおもしろいどころか、ストレスのかた
まり。組織は不思議なもので、立場が上にいくほど
ストレス発散の機会が減る」と。
この社長さんならずとも、多くの経営者の方々は、
日々同様に感じていらっしゃることでしょう。
しかし、日頃から強いリーダー像を周囲から期待
されている手前、悩みを打ち明けるわけにもいかず、
時として家族にさえ相談できない、そんな経験もあ
るのではないでしょうか。
■状況に応じたストレス対処法を学ぶ
では、社長さんが自分自身の心の健康を守るために
は何を心掛ければよいのか。
その鍵はストレスの対処法にあります。

(D) 状況をあるがまま受け入れる
(E) 他者の援助を求める
ストレスの種類は仕事上のものや私的な対人関係
等、千差万別で、それぞれの場面にあった対処法が
あります。自身が使えるコーピングのレパートリー
を広げ、いずれかの型にも偏らずにバランス良くス
トレスに対処する、ということがストレスを上手に
受け流す秘訣なのです。
■社長は会社の最大の資産
何はともあれ、やはり社長自身が元気であること
が会社の元気につながります。「自分は会社の最大
の資産である」という意識で自分自身を大事にして
いただきたいものです。
今回は、簡易なストレスチェックを準備しました
ので、ぜひ参考になさってください。

簡易のストレスチェック

（K-F 生活ストレス調査表より引用）

最近、涙もろいですか。

(

いいえ ・ どちらでもない

・

はい

)

自分の将来に希望がもてませんか。

(

いいえ ・ どちらでもない

・

はい

)

何事にも意欲がありませんか。

(

いいえ ・ どちらでもない

・

はい

)

死にたいと思うことがありますか。

(

いいえ ・

・

はい

)

憂うつですか。

(

いいえ ・ どちらでもない

・

はい

)

寝ても途中で目が覚めることがありますか。

(

いいえ ・

ときどき

・

はい

)

朝早く目が覚めてしまうことがありますか。

(

いいえ ・

ときどき

・

はい

)

食欲がありませんか。

(

いいえ ・

ときどき

・

はい

)

心臓がドキドキすることがありますか。

(

いいえ ・

ときどき

・

はい

)

最近、性欲が低下していますか。

(

いいえ ・ どちらでもない

・

はい

)

最近、体重が減少していますか。

(

いいえ ・

少し

・

はい

)

自分に自信がなくなったと感じますか。

(

いいえ ・

少し

・

はい

)

イライラしてじっとしていられないことがありますか。

(

いいえ ・

ときどき

・

はい

)

最近、下痢や便秘で困っていますか。

(

いいえ ・ どちらでもない

・

はい

)

ときどき

◆いいえ- 0点、どちらでもない、少し、ときどき- 1点、はい - 2 点
◆ 8点までは良好、9 〜 14点はやや注意、15 〜 19点は要注意、20点以上は専門医へご相談を。

地域情報

西区は歴史の博物館
元寇防塁と海岸部の遺跡

生の松原から長垂へ

しもや まと

下山門遺跡
姪浜を起点にＪＲ筑肥線に乗ると最初に停車するの
が下山門駅で、駅の南側に大きな団地が見える。この
市営住宅を建設した1971年の発掘調査で、古墳時
代から平安時代の遺構が検出されている。遺跡は砂
丘の後背地に位置しており、古墳時代（6 世紀）の沼
地の一部が検出され、須恵器や土師器のほか多量の
くわ
木器が出土している。木器には鍬などの農具、容器、
てっぷ
むしろあみぐ
刀子や鉄斧の柄、蓆編具、自在カギなどがある。歴
くいれつ
史時代の遺構には条里にともなう杭列と製鉄遺構があ
てつさい
ろ へき
る。鉄滓、炉壁、フイゴの広がりから四基の炉跡が想
定されており、多量の瓦や越州窯青磁の出土から、公
的な鉄生産の可能性が指摘されている。
しきまち

下山門敷町遺跡

じゅうろうがわ

これより少し南、十郎川東岸の標高 3メートルの自
然堤防上に下山門敷町遺跡がある。1975年の調査で、
弥生時代の包含層から中広銅戈 3 本が出土している。
このほか、奈良〜平安時代の建物、井戸、溝などが
検出された。建物はすべて堀立柱建物で、東西40メー
トル、南北 60メートルの範囲で3 期12 棟の建て替え
が確認されている。
桁行が南北に向く建物が 8 棟と多く、5×3 間1棟、
5×2 間 4 棟と規模の大きなものが多い。建物の柱や
その周辺から多量の鉄滓、炉壁、フイゴなど製鉄関係
の遺物が出土しているほか、墨書銘のある須恵器や
緑釉陶器が含まれており、これらの建物群は製鉄に
かん が
関係した官衙の一部ではないかと推定されている。

生の松原元寇防塁
下山門駅の北側一帯に広がるのが生の松原である。
その松原の中に高まりがあり、海岸に沿って点々と石
がつづいているのが元寇防塁である。
鎌倉時代、日本は蒙古から二度の侵攻を受けた。
蒙古襲来である。文永11
（1274）年10月、博多湾に
900 艘の軍船が侵攻し、蒙古の軍政は今津や百道か
ら次々と上陸してきた。日本は初めて目にする鉄砲（大
きな音を発して破裂する新兵器）に驚き、不慣れな集

団戦法にとまどうなど苦戦を強いられ、博多の街は大
きな被害を受けた（文永の役）。
鎌倉幕府は再度の来襲に備え、建治 2（1276）年
3月、博多湾岸に石塁を築いて上陸を防ぐことにした。
これが石築地で、今では元寇防塁と呼ばれ親しまれて
いる。
元寇防塁は西の今津から東の香椎まで、その長さ
は約 20 キロに及んでいる。九州の 9カ国に2 〜 3キ
ロの長さを割り当て、国別に分担して築造工事にあたっ
ている。姪浜が肥前国、生の松原が肥後国、今宿が
豊前国、今津が日向と大隅の両国といった具合である。
元寇防塁は、1967年度から福岡市教育委員会の3カ
年事業として生の松原、今津、西新の三地区が発掘
調査されている。
生の松原地区は、1968 年 3月から発掘調査が行な
われ、その一部を現在は見学できるように整備してい
る。防塁は海側の方に傾斜する砂丘上に築かれており、
石積みの高さは1.8メートルほどしか残っていないが、
よく見ると防塁を築いた石の種類が違うことがわかる。
東側は愛宕山から小戸岬一帯に分布する砂岩で築き、
か こう がん
西側は長垂山の海岸に点在する花崗岩を利用してい
る。砂丘の両側にある石材を運んで築いているのであ
る。姪浜が肥前国、生の松原が肥後国という分担の
違いと照合してみると、この石材の接点が両国の分担
の境界を示しているのかも知れない。
防塁の構造は、海側の幅1 〜 1.5メートルを石で積
みあげ、その後側を粘土で補強しているのが特徴であ
る。蒙古襲来に際して、肥後国の御家人竹崎季長の
たけさきすえながえことば
活躍を描いた『竹崎季長絵詞』（『蒙古襲来絵詞』と
もいう）には、生の松原地区の防塁がキメ細やかなタッ
チで描かれている。絵詞の石築地はシャープな割れ方
をする花崗岩のイメージをよく伝えている。
防塁の上には菊池勢をはじめ肥後国の武将たちが描
かれている。これは、防塁を築造したあとはそれぞれ
の地区の警備にあたっていたことを示している。
生の松原地区では、防塁の前にあるもう一列の石積
みが注目される。この石積みは、防塁が 30 センチほ
ど砂に埋まったあと築いたことがわかっている。しか
も、防塁本体の石とは異なる玄武岩で築いているのも
時期差を示唆している。当時の史料には、石築地の
修理を促した文書が多くみられるのだが、この石積み
は防塁本体の倒壊を防ぐため、修理として築いたこと
を実証している。古文書の防塁に関係する用語では
「高」がこれにあたると考えられている。また、生の
松原の防塁の後方斜面にみられる配石は「裏加佐」
ではないかとみられている。
海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より引用

平成26年度定時総会開催報告
去る、4月20日（月）福岡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
ら中原義也税務署長をはじめ、中村伸副署長、羽子田泰
宏統括国税調査官、森永憲治上席国税調査官にご出席
を賜り、親会からは樋口徳一会長、瀬尾亮二副会長、田
中修二専務理事にご臨席を賜り年に1回の厳粛なムー
ドの下での開催となりました。
会議の目的事項としては、平成26年度事業報告なら
びに収支決算報告、平成27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
案が岩下議長より上程され、議案説明が各担当によって
行われた後、全議案滞りなく、満場一致の下、承認・可決
と相成りました。
平成26年度の事業計画について、若干触れさせてい
ただきますが、今年度も昨年度同様租税教育を中心に
恒例の夏季・秋季・年度末研修会とともに、法人会全国
青年の集い秋田大会への参加が承認されております。特
に｢租税教育活動｣は、法人会青年部会活動の大きな柱
と位置づけられており、我々青年部会員の企画力や行動
力が大きな役割を果たすことになります。
さて、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、特に租税教育については貴重なアドバイスを多数い
ただきました。懇談会へのご来賓の皆様方のご出席に対
しまして紙面を借りて改めて厚くお礼申し上げます。
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。

租税教育
２年前の福岡青連協懇
談会で、平成２７年度に開
催される
「全 国 青 年の 集
い 茨城大会」において、
当青年部会が租税教育プ
レゼンテーションを行うこ
とが決定しました。
このプレゼンテーションは、租税教育のあり方を一か
ら考え直すきっかけとなり、今まで行ってきた租税教育へ
大きな変化をもたらすこととなりました。私たちはプレゼ

ンテーションを成功させるべく青年部会のメンバーで実
行委員会を立ち上げ、平成２５年３月から延べ約３０回
の会合・協議を重ねて、新たに私たちにしか出来ないオ
リジナルの租税教育づくりを目指しました。実行委員会
で様々な熱い議論を交わしながら、生徒さん方自身で税
金について考えてもらえる要素を取り入れた授業を新た
に構築したのです。
この授業は６名程度の班に分かれてもらい、身近な
テーマで税金について生徒さん方で議論してもらうとい
うディスカッション形式となっています。各班を村と想定
し、
「自分たちの村に橋を作る場合、村人から公平に建
設費用を集めるにはどうしたら良いか」
をテーマとし、講
師が現行の税制に沿った様々な考え方を紹介しながら、
生徒さん自身でも税金について考える時間を新たに設
けました。
その結果、授業を行った学校の担当教員からも、
「現
在の指導要領に沿った形で、前回と比べとても良い内容
になっています」
という評価をいただき、私たち青年部会
のメンバーも確かな手ごたえを感じました。
その一方で、課題も残っています。
いくら良い授業がで
きても、その授業をこなせる講師がいなければなりませ
ん。ディスカッション形式の授業は、従来の授業形式より
も高い技術が必要となります。
今後の課題としては、講師育成が最重要事項だと考え
ています。
このため、今年度は定期的に開催している勉
強会にも力を入れていきたいと思いますので、皆様のご
参加・ご協力をよろしくお願い致します。
【活動状況】 平成２７年
平成２７年
平成２７年
平成２７年
平成２７年

２月 ４日
４月１６日
７月 １日
７月 ８日
７月 ９日

講倫館高校
姪浜中学校
二丈中学校
高取中学校
高取中学校

担当 副部会長 友納 剛

親会総会運営協力の報告
去る５月２１日 ( 木 ) 公
益社団法人福岡西部法
人会第３回定時総会なら
びに懇談会が開催されま
した。青年部会としては、
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、青年部会らしい働き
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・抽選会を青年部会で運営いたしましたが、
抽選会では、樋口副部会長の活気あふれる進行の下、
当たった方も当たらなかった方も楽しいひと時を過ごし
ていただき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会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。
副部会長 小熊坂 哲

法人会全国女性フォーラム福岡大会

く気分を楽しんでいただいた後の閉会まで、ほとんど
お帰りになる方もなく、盛況の内に幕を閉じました。
今大会では、親会・青年部・保険会社の皆様等、
たくさんの皆様にお世話になりました。心より御礼申
し上げます。ありがとうございました。

アジアの息吹体感し、
女性の和を拡げよう！

福岡県法人会女性部会連絡協議会会長

濱田

光江

「歓迎のあいさつ」

〜次代を担う子供のために 女性の力発揮して〜
４月16日全国から1600人の女性部会員が集い、
ヒルトン福岡シーホークにて全国女性フォーラム福岡
大会が開催されました。第一部の記念講演は、「女性
が造る日本・地域の元気」と題し、日本総合研究所の
藻谷浩介氏にご講演いただきました。
約100 名の来賓をお招きしての第二部式典では、
国税庁課税部長藤田博一様はじめ、小川知事や高島
市長にもご挨拶をいただきました。特に若い高島市長
は、女性部会員の皆様に大人気でした。また、福岡
県各地の女性部会の取り組みをまとめた DVD が発表
され、福岡西部法人会も飯倉小学校での租税教室の
様子が報告されました。また博多券番の祝舞いで、
華やかな会場が一層華やかになりました。券番の皆
さんは、懇親会でも各テーブルを回り、一緒に写真を
撮ったり、楽しいおしゃべりで、盛り上げてくださいま
した。
第三部の懇親会では、鯛の生き造りやお鮨・糸島
の生ハム・華味鶏等々に加えて、屋台での水炊き・
能古うどん・一風堂のラーメン・八女茶のムースなど、
福岡の美味を堪能していただきました。また、「カワム
ラバンド」や航空自衛隊の演奏も盛り上げに一役かっ
てくださり、「ぼんちかわいや」の総踊りで博多どんた

租税教室
平成27年6月10日（水）3時限目（10：30 〜）
百道浜小学校 ６年生３クラス90名
今回は、女性部会の馬場里美様に講義を担当して
頂き税金の概要を説明した後に毎日の暮らしの中で税
がどのようなところで使われているかを学べる小学生
向けのアニメを鑑賞しました。子ども達は税金がある
世界と無い世界を比較する事でとても身近な問題とし
て感じる事が出来たようでした。
質問コーナーでは、税金はどのようなものがありま
すか？との問いかけに最初に出たのが「固定資産税」
「法人税」とレベルの高い答えが返ってきて驚きました
が、家庭内での話題にあがっているのではと微笑まし
く感じました。最後は、１億円のレプリカを全員が手
に取り重さ（10ｋｇ）や大きさを直に感じてあちらこち
らで歓声があがっていました。先生からも絵はがきコ

日本総合研究所調合部主席研究員
藻谷 浩介

「女性が造る日本・地域の元気」

物産展

絵はがき
コンクール

懇談会

ンクールの案内をして頂き「まず キャチフレーズを考
えてみよう！！」と呼びかけて下さいました。
私は今回初めての参加でしたが、とてもわかりやす
く租税教室を通して小さい時から税を知る事の大切さ
を改めて感じました。また、ご協力頂きました百道浜
小学校の皆様には、このような機会を頂きましてあり
がとございました。
担当 田中由美子

公益社団法人 福岡西部法人会

創立45周年 社団化30周年
記念講演会・式典・祝賀会
日時：平成27年1月21日 場所：西鉄グランドホテル
公益社団法人福岡西部法人会の創立45周年 社団化30周年記念講演会・
式典・祝賀会が、平成 27年1月21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。学校法人 JET日本語学校名誉理事長の金美齢
さんによる「アジアの中の日本」と題した記念講演では、国力からみた世
界の中での日本の立ち位置を紹介し、法人会活動と関連づけて「税金を納
めるのは自分のため。国益は自分につながり、国を支える人が多くないと日
本はつぶれる。世界の中の日本は皆さんにかかっている」と訴えられました。
式典では内田正弘福岡国税局課税第二部長より丁寧な祝辞をいただき、
中原義也西福岡税務署長はじめ来賓の方々の出席のもと、樋口徳一会長の
あいさつや DVD により法人会の歩みや活動目標を紹介しました。次いで歴
代会長、歴代専務理事への感謝状の贈呈が行われ、つつがなく閉会の運び
となりました。記念講演会・式典終了後は、祝賀会が開催され、辻栄水さ
んによる祝吟『名槍日本号（黒田節入り）』を賜り、さらなる組織の拡充・
充実等への決意を新たにしました。

ありがとうございました
感謝状贈呈
歴代会長

末吉
岩本

充
清

歴代専務理事

織田 嘉和
黒木 正剛

着任のごあいさつ
西福岡税務署長

上川 一臣
本年７月の定期人事異動で、福岡国税局法人課税
課長から西福岡税務署長を拝命し、着任いたしまし
た上川でございます。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、日頃
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っており、厚くお礼申し上げ
ます。
西福岡税務署管内は、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
近代的な面がある一方で、
「魏志倭人伝」で知られる
伊都国に関わる古代遺跡が数多くみられ、歴史的な
側面も持ち合わせております。
また、管内には豊かな緑や美しい海岸の自然を利
用したレジャー施設等も多数あるほか、5つの大学
があることから若者も多く、このようなすばらしい
自然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
年に創立されて以来、各種研修会等の活動を通して、
会員企業の健全な発展や、税知識の普及と納税意識
の高揚のため、活発な活動を展開されておられます。
特に近年では、青年部会及び女性部会が中心とな

り、租税教室や「税に関する絵はがきコンクール」な
どの活動を通じ、子どもたちの税に対する関心を高
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、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。
このような活発な活動も、瀬尾会長をはじめとす
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、ここに深く敬意を表する次第
であります。
ところで、
「社会保障・税番号制度」、いわゆる「マイ
ナンバー制度」につきましては、運用開始に向け、本
年10月から個人番号・法人番号の通知がなされ、国
税分野では、平成28年1月から順次、申告書や法定調
書等の税務関係書類に番号を記載いただく予定と
なっています。
国税庁は、個人番号及び法人番号の利活用機関に
なるとともに、法人番号の付番機関となりますので、
より公平な税制の基盤であるとともに、情報化社会
のインフラとして、国民の皆様の利便性の向上や行
政の効率化に資するという制度の目的に沿って、シ
ステム整備等を的確に進めているところであります。
どうか、福岡西部法人会の皆様方におかれまして
は、引き続き「マイナンバー制度」の円滑な導入並び
にe-Taxの一層の普及及び定着を含め、税務行政全
般の円滑な運営につきまして、より一層のご支援と
ご協力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
会のますますのご発展と、会員企業の更なるご繁栄
並びに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27年7月10日

上川

一臣

カミカワ カズオミ

福岡国税局 法人課税課 課長

田中

水朗

タナカ ミズロウ

博多署 特別国税調査官（開発調査）

中村

伸

ナカムラ シン

留

松尾俊一郎

マツオ シュンイチロウ

福岡国税局 厚生課 課長補佐

宮西

祥暢

ミヤニシ ヨシノブ

福岡国税局 資料調査課 実査官

徳渕

拓三

トクブチ タクミ

伊万里署 法人課税部門 統括国税調査官

羽子田泰宏

ハネダ ヤスヒロ

留

丸山

輝次

マルヤマ テルジ

福岡国税局 調査査察部 特別国税調査官 主査

出良

尚士

イデラ ショウジ

留

任

山形

大輔

ヤマガタ ダイスケ

留

任

樋口

祐子

ヒグチ ユウコ

留

任

森永

憲治

モリナガ ケンジ

留

任

任

任

税務署だより

税務署だより

新入会員の紹介
㈱福岡仮設工業
㈱ぼうるい
㈱浜﨑酒店
㈱Ｋ２コーポレーション
共進建工㈱
㈱カミケン
㈱ビケン
日栄プランニング㈱
ケンテック㈱
エコファクトリー㈱
オール九州セキュリティ㈱
㈱日野電気
㈲山栄緑化
九コン販売㈱
唐川工業
㈱共栄ミノルコーポレーション
信友ホームサービス
㈲金子電気
インテリア瀬戸
㈱ライフ
㈲米川電業社
㈱アスト
玉田建具㈲
（同）
りん
いけだハート社会保険労務士事務所
㈲介護サービスいちばん
ナカミ・ジャパン㈱
庄野崎ホールディング㈱
末松建具店
㈱協進産業
寿し亀八
㈲来 夢
㈱スターナイン
㈲岡部物流
㈱アクアプロジェクト
㈱九州住建
㈱怡土電設工業
志摩造園土木
㈱リフレッシュ二丈

福岡市早良区西新5丁目15-13-402
福岡市早良区西新５丁目15−43
福岡市早良区高取１丁目１−5
福岡市早良区高取２丁目２−14藤崎駅前ビル２Ｆ
福岡市早良区有田１丁目30−17
福岡市早良区次郎丸4丁目16-10-1Ｆ
福岡市早良区田村７丁目20−11
福岡市早良区田隈２丁目36−１
福岡市早良区賀茂４丁目18−16
福岡市早良区野芥１丁目14−15
福岡市早良区野芥２丁目２−19−1Ｆ
福岡市早良区野芥２丁目24−12
福岡市早良区野芥３丁目19−10
福岡市早良区東入部５丁目15−７
福岡市早良区脇山１丁目16−78
福岡市城南区荒江１丁目22−3
福岡市城南区片江３丁目29−9
福岡市城南区堤１丁目31−3
福岡市城南区樋井川５丁目30−3
福岡市城南区梅林３丁目25−42
福岡市西区拾六町２丁目１８−１
福岡市西区戸切３丁目35−7
福岡市西区飯盛373−6
福岡市西区野方５丁目53−1
福岡市西区姪浜５丁目14−20−503
福岡市西区福重4丁目14-22ネオハイツ新室見1Ｆ
福岡市西区福重５丁目４−11
福岡市西区徳永615
福岡市西区田尻510-１
福岡市西区田尻2577−６
福岡市西区富士見２丁目13−１
糸島市高田4丁目1-6
糸島市波多江100
糸島市曽根476−5
糸島市前原西５丁目11−21
糸島市前原東１丁目６−３双栄ビル１階
糸島市高上65−１
糸島市志摩芥屋3288−261
糸島市二丈深江598−１

847-7858
831-2671
821-4718
832-3200
821-7491
874-3666
836-9671
863-6758
873-8545
863-6523
834-7904
834-5008
865-0227
963-0501
804-5177
090-1169-7339
801-1106
871-5301
553-5614
862-5599
883-6311
812-6411
811-1826
203-2400
882-1412
895-3147
891-0942
807-2870
806-2802
806-8043
807-2724
324-0313
324-9910
323-4223
329-7033
332-1231
324-7228
328-2879
325-1126

建設業
不動産業
酒・調味料
清掃業
防水工事業
不動産業
建設業
土木建築サービス
配管業
清掃用具賃貸・清掃業
警備業
電気工事業
造園工事業
コンクリート製品販売
管工事業
不動産賃貸
建設業
家電販売
内装仕上工事
建設業
電気工事
建設業
木製建具製造
介護保険事業
社会保険労務士
居宅介護
産業用探知器販売
不動産管理
木製建具製作
土木工事
すし
理容業
清涼飲料販売
運送業
その他の小売業
建設業
電気・通信工事
造園業
公衆浴場
平成27年7月15日現在

インターネットによるセミナーの配信サービス実施中
お好みのセミナーをパソコンから選んでいただき、マウスをクリックするだけ。
『じっくり聞きたい、あの人の講演』『ちょっと知りたいあの言葉』仕事に役立つ情報や
ヒントが満載。
ホットな経営情報の入手・管理職の教育・朝礼でのヒント集など豊富なコンテンツが随時
更新されます。
運営会社：イー・ブレーン（ブレーングループ）

http://www.fukuoka-seibu.or.jp/
福岡西部法人会

検索

で検索いただけます。

ID とパスワードは、福岡西部法人会にお問い合わせください。

事務局では現在、平成 27 年度の法人会会費の納入をお願
いしています。
皆様からの会費で法人会活動を行っています。まだ、未納の
会員様は納入くださいますようお願いします。会費の納入は振込
料の負担及び納入の手間を省くために「口座振替制度」を導
入しております。未だ手続きをされていない会員の皆様方には是
非手続きされますようお願い申し上げます。
詳細につきましては法人会事務局までご一報下さい。
( 公社 ) 福岡西部法人会 ・総務委員会
・事務局

法人会会費納入についてのお願い
平成 27 年度法人会会費未納の会員様が若干おられますの
で、出費多難の折柄誠に恐縮に存じますが、下記の口座へお
振り込みいただきますようお願い申し上げます。
福岡銀行

西新町支店 普通預金

No.217296

佐賀銀行

西新町支店 普通預金

No.1203773

福岡中央銀行

西新支店

普通預金

No.1078097

振込先 西日本シティ銀行 西新町支店 普通預金 No.0669812

預金口座振替のご利用について
会費の納入は振込料の負担及び納入の手間を省くために
「口座振替制度」
を導入しております。
未だ手続きをされていない
会員の皆様方には是非手続きされますようお願い申し上げます。
詳細につきましては法人会事務局までご一報下さい。

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

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

