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●平成30年度 納税表彰受賞者の紹介 ●設立50周年に寄せて ●会員拡大30％突破プロジェクト
●健康について ●チャリティーゴルフコンペ ●青年部会・女性部会レポート
●新入会員オリエンテーション ●未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅街頭キャンペーンを実施！！
●事業報告 ●「税に関する高校生の作文」にかかわる表彰者のご紹介 ●税務署だより ●新入会員紹介
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平成 30 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
西福岡税務署長表彰
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第八支部委員

優良申告表敬法人
山口食品工業株式会社
代表取締役社長
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西日本クリスタル株式会社
代表取締役会長兼社長

村 上 泰 之 殿

設 立５０ 周 年 に 寄 せ て
私たち福岡西部法人会は、昭和 44 年 6月、218 社の会員で設立され、本年めでたく50 周年を迎えることに
なりました。
その間、社団法人を経て、平成 25 年春には公益社団法人となり、現在では会員 2,400 を数える、福岡国税
局管内でも有数の規模の組織に成長いたしております。
規模の面だけではなく、青年部会女性部会が中心となって実施している小中高校生に対する租税教育の内容
をはじめ、様々な社会貢献活動、広報活動、税制改正要望、福利厚生制度の推進状況そして会員拡大など全て
の活動が、福岡国税局管内 31単位会のリード役を果たしており、高く評価を受けているところでございます。
このような組織に成長をすることができましたのも、西福岡税務署の歴代の幹部の皆様、また受託保険会社
の皆様の温かいご指導ご支援と、当会の歴代の役員・会員・青年部会、女性部会、両部会員及び事務局の奮
闘によるものと心から厚く御礼を申し上げます。
新たな 50 年に向け、地域 ( 城南 / 早良 / 西 /糸島 ) 最大の異業種交流組織として、会員の皆様の事業活動の一
助となる運営を目指してまいります。尚、50周年を記念して本年10月29日、東国原英夫氏を招き講演会・式典・
懇談会を開催いたします。普段参加されておられない会員の皆様にも是非ご参加頂きたく、早めのご案内をさせ
て頂きました。大勢の皆様のご参加をお待ちいたしております。
公益社団法人福岡西部法人会

会長

瀬尾亮二

会員拡大30％突破プロジェクト
組織委員会では法人会メンバーの加入率を高めるた
め、
「会員拡大30％プロジェクト」と銘打って、27年度、
28 年度、そして29 年度と加入勧奨活動の増強を図っ
てまいりました。役員の皆様をはじめ会員の皆様、そ
して受託保険会社の皆様には多大なご協力とご理解を
賜り、誠にありがとうございました。
皆様の積極的な会員増強活動により、福岡西部法
人会は三年連続して純増 60 社以上の加入勧奨という
全法連の表彰を受けることができました。これは、全
国でもまれにみる活動内容だと大変高い評価を受けて
おります。これも、公私ともに大変お忙しい中、役員
をはじめ皆様方の法人会に対する無心の働きが、この
ような結果をもたらしたのだと思います。心より感謝
申し上げます。
さて、今期30年度は、この「会員拡大３０％プロジェ
クト」の集大成の年という位置づけで、受託保険会社
の皆様のお力をお借りしながら、役員一同全力で取り
組んでおるところでございます。10月31日現在で、
今期新規会員300 社目標に対しまして、66 社の入会
という現状です。
活動内容としましては、昨年に引き続き、新設法人
説明会での入会呼びかけ、新設法人への入会案内書
配布、税理士会西福岡支部の税理士の皆様に加入勧
奨のお願い文の配布、及び例会での加入推進のお願

い、また、正副会長、常任理事企業の顧問税理士様
への加入勧奨お願い文の配布、大同生命様へのキャ
ラバン、そして、毎月各支部・部会ごとに現在の状況
と今後の対策を確認する拡大会議の開催を行っており
ます。また、各支部役員会においては、未加入企業
様のリストアップと加入へのアプローチを行っていただ
いており、さらに、未加入企業様への入会の案内書
の配布も過去の実績を考慮しながら検討中でございま
す。
このように、法人会としましても加入率アップの為の
施策をいろいろと行っておりますが、一番効果がある
のは知り合いの紹介であります。ぜひとも、会員の皆
様方のコミニュケーション能力を、最大限発揮されま
して、福岡西部法人会の加入率３０％を突破させてい
ただきたいと思います。
法人会の最大の魅力は異業種交流です。活動を通
じて自社の経営のヒントを模索したり、会員メンバー
からいろいろなことを学ぶことができる。また、会に
参加することにより、コラボレーションやアライアンス
を組みながら自社の企業の発展につなげることもでき
ると思います。
皆様のお力で、この福岡西部法人会の価値を上げ、
さらに新しい仲間を増やしていきましょう。
感謝
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ドクター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
初めまして医療法人福生会フクヨ内科医院理事長
福與健介です。
この度三野原先生のコラム、健康についての後任
を受け賜りました、少しでも皆様の健康にお役にた
てばと思っています。
■寿命いくつまで延びる
さて公報国民健康白書最新版によりますと日本人
の寿命がまたまた更新、女性 87 歳、男性 81 歳を
上回りました。長寿国日本、世界に誇る国民皆保険
制度、と以前は好意的に受け止められましたが最近
はため息が漏れ、困ったものだと受け止められるよ
うになりました。
その最大の理由は寿命は延びて健康寿命が延びて
いないのです。（健康寿命とは自立して生きられる
寿命）10 年の開きがあるといわれます。言い換え
れば 10 年、人の世話受けないと死ねないというこ
とになります。
■10 年後の日本の姿
最近新人映画監督に日本の 10 年後の姿を想像し
た作品の試写会が催され 20 代の女性監督のタイト

回の検診を貫き 96 歳まで現役
医師として働き、ゴルフを楽し
み、海外旅行に出かけていまし
た、そして旅行中に事故でころ
りと死ぬと広言していましたが
100 歳で大腿部転子骨折がもと
で寝たきりとなりなくなりまし
た。介護期間４年そのうち寝たきり２か月の人生で
した。母は 88 歳までは元気元気で会社社長、父の
世話をこなしていましたが 90 歳を越えた頃から認
知症が進み介護期間７年間安らかにほほ笑むように
人生をとじました。両親ともに幸せな人生だったと
思いますが介護は大変が実感です。
■国の政策は社会保障費の抑制へ
国は以前より 2020 年問題として高齢者がピーク
を迎える準備をしてきました。介護保険の創設、介
護者マンパワー育成、高齢者住宅推進、医療の効率化、
在宅医療充実等ですがしかし状況は悪化しています、
財務大臣の 90 歳になってまだ生きたいのか国はた
まらんと失言とも本音ともいえる言葉が出る始末で
す。
いっぽう厚労省は健康寿命をのばす政策に舵をき
り、かかりつけ医と患者さん行政が一体となって予
防を重視し目標をさだめ、共有する医療介護に変え
ようとしています。
■私たちのこごろがまえ
しかしやはり一番大事なことは国民ひとりひとり
のこころ構えです。次回より健康寿命を延ばす簡単
でお金のかからない知恵をご紹介していきたいとお
もいます。それでは楽しみにお元気にしておいてく
ださい。

ル 75 年が話題となりました。2028 年日本では高
齢化時代がピークをむかえ死ぬに死ねない老人があ
ふれます、そこで政府は 75 歳になったら安楽死が
出来る法案を成立させます。主人公は後期高齢者介
護医療課の公務員、やがて介護医療費は破綻、主人
公は安楽死を勧める仕事に没頭するようになるとい
う筋書きです。みなさまどう思われますか？
■介護は大変
私の父震作は耳鼻咽喉科医師でしたが自分は幼少
より胃腸が弱く虚弱で長生きは出来ないと固く信じ、
食事は３度 NHK のニュースにあわせ食べ始め時間、
噛む回数、食事内容を限定、晩酌のアルコールは量っ
て１合、たばこは３本まで、毎年名医を探して年１
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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

第 6 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
去る平成30年9月11日（火）第６回目のチャリティー
ゴルフ大会を雷山ゴルフ場にて開催致しました。
昨年の大会はあいにくの雷雨にみまわれ、たくさん
の皆様にゴルフ場までかけつけて頂いたにもかかわら
ず、中止となりましたので今回も天候を心配しておりま
したが、当日は絶好のゴルフ日和となりました。

エントリーいただいた 82 名の皆様方のご協力に心
から感謝申し上げます。
車イス、児童図書の寄贈先も、本年度から各行政
区にそれぞれ１か所とし、計８か所に寄贈し大いに喜
んでいただきました。

寄贈先
特定非営利活動法人緩和ケアセンター
コミュニティ（三丁目の花や）

株式会社ＣＡＲＥＣＯＭＭＵＮＩＴＹ
（デイサービス花歌）

学校法人弥生幼稚園

社会福祉法人香月福祉会
（障害者福祉支援施設ＭＵＣＡ）

学校法人法林学園 アソカの森幼稚園

グリーンライフ株式会社
介護付き有料老人ホーム（はぴね野芥）

社会福祉法人秀美会一貴山保育園

社会福祉法人筑水会長尾保育園
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青年部会レポート
第３２回

全国青年の集い
岐阜大会参加報告
平成 30 年 11 月８日から10 日にわたり、岐阜にお
いて青年部会の全国大会が開催され、福岡西部法人
会青年部会から15 名のメンバーで参加致しました。
今回の大会は、未来を切り開く先駆けとなれ〜「天
下布武」発信の地 岐阜から〜をスローガンに開催さ
れました。税のオピニオンリーダーたる法人会青年部
会員が各種プログラムに参加することで、「公平に集
め、使われる」税について理解を深めるとともに、全
国の同志と交流し、知見を広げ、織田信長のような発
想力と行動力をもつことの大切さについての気付きを
得た大会となりました。また記念講演では講師の紺野
美沙子氏が「今私たちにできること〜未来のために〜」
をテーマに講演されました。本大会も沢山のメンバー
に参加頂き有難うございました。
副部会長 小熊坂 哲

夏季研修会 海岸清掃活動報告
日時

平成 30 年８月１日（水）

青年部会主催の社会貢献活動の一環として百道浜
の海岸清掃を本年も開催
いたしました。27 名が集
まり猛暑のなか汗を流しま
した。清掃後はいつも陰
ながら支えて頂いている家
族と一緒にバーベキュー
やマリンスポーツと楽しい
時間を過ごしました。
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青年部会・女性部会合同研修会
日時：平成30年11月19日（月）
場所：三四郎
恒 例となった 合 同
研 修 会も今 年 で 6 回
目となりました。当日
は公私共にお忙しい
中、ご来賓として西福
岡 税 務 署より筆 頭 副
署長 東谷光則様、法
人課税第一部門統括国税調査官 岩本和男様、親会
より会長 瀬尾亮二様をはじめ役員の皆様、受託保険
会社幹部の皆様にご臨席を賜り盛大に開催することと
なりました。
今回の研修会は、「マジック」を「コミュニケーショ
ン術・スキル」のツールとして「コミュニケーションマ
ジック」という演題で広庭孝次様に講師をお願い致し
ました。このコミュニケーションマジックに至った経緯
や、誰にでもできるマジックを教えて頂き終始笑顔と笑
い声の中、たいへん盛り上がった研修会となりました。
研修会終了後の懇談会でも美味しい料理とお酒とマ
ジックで有意義な時間を過ごすことが出来ました。
副部会長 林 政之介

女性部会レポート
三会 合 同 税 務 研 修 会
日時：平成30年１１月５日（月）
場所：ホテルモントレ ラ・スール福岡
演題 「くらしを支える税と税務行政」
講師 筑紫税務署副署長 本田 哲章 氏

福岡県法人会連合会女性部会連絡協議会
拡大意見交換会
日時：平成30年10月26日（金）
場所：八仙閣本店
参加者：来賓7名 会員55名 事務局3名 計65名

東福岡 筑紫 福岡西部 三法人会合同税務研修会が
開催され、来賓、会員、一般55名の参加となりました。
はじめに、講師の出身地大分県竹田市について竹
田市の読み方は「たけだ市」ではなく「たけた市」と説
明があり、みなさん驚かれた様子でした。
歴史については竹田城ではなく岡城で、岡城といえ
ば瀧廉太郎（荒城の月、花、箱根八里等）が有名です。
竹田の温泉は健康に一番！長湯温泉、七里田温泉、
炭酸泉は血流がとても良くなるとのことでした。
『くらしを支える税と税務行政』と題し、
①消費税軽減税率制度について（区分記載請求書等
保存方式）
②適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）
について講演をしていただきました。
異業種交流会では、消費税軽減税率制度について
活発に意見が出され、まだ理解出来ないところもあり
ますが、今後、研
修会などで勉強を
していくことで閉会
となりました。
副部会長
山内 映子

福岡県下18 単位会から、女性部会部会長と次世代
を担う会員の方々の計 55 名が参加して、各単位会の
活動状況や今後の活動方針等について意見交換を行
いました。福岡西部法人会からは５名が参加致しまし
た。
昼食会のあと、第一部では加藤女性部会担当副会
長の挨拶に続いて、県連事務局・大同生命・AIG か
らの報告と説明がありました。第二部では伊藤会長の
あいさつのあと、７つのグループに分かれて意見交換
が行われました。事前に「新会員の勧誘」
「若手の育成」
「他の部会にもおススメしたい活動」など、アンケート
をとってまとめてあったので話しやすく、たくさんの事
例が紹介され、55 分間のグループ討論会はあっとい
う間でした。討論会のあとは、グループごとに３分ほ
どの発表が行われました。チャリティーバザーの品を
手作りするので、会員が仲良くなるとか、小学校に「○
○法人会女性部」と名前を入れた置き傘を、毎年 20
本ずつ配っているとか、単位会ごとに特色があり、興
味深い発表ばかりで大いに盛り上がりました。今後の
活動の参考になるものもたくさんあり、大変有意義な
意見交換会でした。
部会長 馬場 里美

日帰り研修会

で、太宰府以外では使えないのだそうです。白餅とよもぎ餅が
焼かれていて、とても美味しそうです。この後昼食だからと悩
みましたが、結局欲に負けてよもぎをひとつ頂きました。結果的
には、何なら白も食べても良かったくらいでした。
宗像大社は、また宮地嶽神社と違った趣でした。手水場から
木を組んだ屋根付きの神社は初体験です。雨に濡れない工夫と、
参拝者への配慮を感じました。
バスの中でお茶やお菓子をいただいたり、皆様のお心遣いに
も感謝しながら、とても楽しく過ごさせていただきました。
ただ一つ心残りは、福津の物産館「あんずの里市」で購入し
たおみかん。美味し過ぎてあっという間になくなってしまったの
で、もう一袋買えば良かったです。
この度はとても心に残る楽しいバスハイクに参加させて頂き、
ありがとうございました。
浦 あかね

この度、10月18日（木）女性部会のバスハイクに初めて参加
させて頂きました。
主な行き先は宮地嶽神社と宗像大社です。福岡に居ながらど
ちらも私は初めてで、とても楽しみでした。
まず、津屋崎にて明治から残るお屋敷と、九州で最初の酒造
を拝見させて頂きました。昔の家は、扉や窓が横でなく上に押
し上げる造りでした。それは「横に開くと半分しか開かない、上
に開けば全面開く」という空間確保の為のもので、光を取り入れ
る事、そのまま外に向けて商売が出来る事、そして台車がその
まま家の中を通過出来るようにとの事だそうで、とても印象深い
お話を聞かせて頂きました。先人の知恵は凄いです。
宮地嶽神社は、CMの「光の道」が大きな話題となりました。
生憎、その時間の参拝ではありませんでしたが、「ここが光の道
になるよ」と教えていただいた境内からの眺めは、鳥居と階段か
ら真っ直ぐに海まで繋がり、昼間でも感動出来る眺めでした。
全員で商売繁盛のお祓いをしていただきました。厳粛な雰囲
気の中、外の参拝者が「彼女が出来ますように！」とお願いして
いて笑いそうになってしまいました。彼女はできたのでしょうか。
参道で、「松ヶ枝もち」なるものが売られていました。「梅じゃ
ないんだ」と思っていたら、「梅ヶ枝」の名は太宰府の登録商標
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２０１８年 新入会員オリエンテーション
日時：平成30年10月15日（月） 場所：西新パレス・鷹勝
2018 年新入会員オリエンテーションが、10月15日（月）西新パレ
ス会議室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16 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60 名の方にお集まりいただき
ました。
身吉専務より法人会の活動説明があり、そのあとの基調講演では、
西福岡税務署の岩本統括官様より「税務署の現状と消費税の軽減税
率制度」という演題でご講演をいただきました。
そして、第２部の懇談会では、会場を法人会メンバーでもある鷹勝
さまに移して開催されました。税務署職員様の出席も賜り、新入会員
の皆さんも税務署の方々との和気あいあいのふれあいで、今後の法
人会の活動にも良い影響を与えていただいたと思います。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で、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」を達成していくことができ
ると思います。また、会員同士の懇談も深めることができ、大変盛り
上がった懇談会になりました。
ご参加していただいた皆様ありがとうございました。次回の開催も
よろしくお願いします。
感謝

未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅
今期新規会員300 社目標に対しまして、66
社の入会
組織委員会では法人会メンバーの加入率を高めるた
街頭キャンペーンを実施！
！

という現状です。
め、
「会員拡大30％プロジェクト」と銘打って、
27年度、
平成30年７月24日
（火）
活動様方のコミニュケーション能力を、最大限発揮
28 年度、そして29 年度と加入勧奨活動の増強を図っ
未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅街
されまして、福岡西部法人会の加入率３０％を突破さ
てまいりました。役員の皆様をはじめ会員の皆様、そ
頭キャンペーンは、毎年、西福岡小売酒
せていただきたいと思います。
して受託保険会社の皆様には多大なご協力とご理解を
販組合と糸島小売酒販組合が主催し、国税局、税務
法人会の最大の魅力は異業種交流です。活動を通
賜り、誠にありがとうございました。
署、警察署、福岡市、中村学園女子高等学校が協賛
じて自社の経営のヒントを模索したり、会員メンバー
皆様の積極的な会員増強活動により、福岡西部法
して実施しているキャンペーンで、平成 30 年度から
からいろいろなことを学ぶことができる。また、会に
人会は三年連続して純増６０社以上の加入勧奨という
当法人会も協賛してキャンペーンに加わりました。
参加することにより、コラボレーションやアライアンス
全法連の表彰を受けることができました。これは、全
を組みながら自社の企業の発展につなげることもでき
国でもまれにみる活動内容だと大変高い評価を受けて
ると思います。
おります。これも、公私ともに大変お忙しい中、役員
皆様のお力で、この福岡西部法人会の価値を上げ、
をはじめ皆様方の法人会に対する無心の働きが、この
さらに新しい仲間を増やしていきましょう。
ような結果をもたらしたのだと思います。心より感謝
感謝
申し上げます。
さて、今期30年度は、この「会員拡大３０％プロジェ
クト」の集大成の年という位置づけで、受託保険会社
の皆様のお力をお借りしながら、役員一同全力で取り
組んでおるところでございます。10月31日現在で、
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事 業

報

告

『平成３１年度税制改正に関する提言』
を古賀 篤衆議院議員と月形祐二糸島市長へ
平 成30年11
月 17 日（土）、
瀬尾会長・服部
副会長・川原税
制委員長・身吉
専 務 理 事４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を1 頁ずつ開き、基
本的な課題を始めに、税目別の具体的課題、個別法
令・通達関係に至るまで18 頁全てに目を通していた
だきました。
ときおり単位会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、例年以
上に有意義な意見交換ができました。
また、12 月 26 日（水）には、稗田副会長・三坂税
制委員・身吉専務理事の 3 名が糸島市役所の月形市

長を訪問し、地方税に関する提言内容を説明し、理解
を求めました。
月形市長からは、事業承継税制、消費税の軽減税
率制度、住民税の特別徴収に係る様式の統一などの
個別の項目に対して、十分な理解を示していただきま
した。
提言詳細につきましては全法連ＨＰ
（「法人会の税制
提言」バナー）でご確認ください。
（文責：川原 記）

新設法人説明会を開催

決算事務説明会

平成 30 年 12 月 13 日（木）西福岡税務署 3 階第一
会議室において午後 1 時 30 分開催されました。最初
に税務署より開会のご挨拶があり「福岡西部法人会と
の共催で行うこと。特に来年の 10 月 1 日より消費税が
10％に変わること。併せて軽減税率制度が施行される
など注意が必要であること。説明会の最後に共催した
福岡西部法人会からお話があること。」など話されまし
た。第一部は法人税実務のポイント、消費税の実務の
ポイント、源泉徴収実務のポイント、印紙税実務のポ
イント。についてお話があり新設法人の皆さんは熱心
に聴講されていました。第 2 部は消費税軽減税率制度
について話がありました。今回は初の導入になるので、
あらかじめ公募した法人も参加され、会議室は受講者
で満席になりました。最後に福岡西部法人会組織委員
会副委員長の友納剛君が法人会に入会を勧められ
「健全な会社を作っていきましょう。
」と挨拶をされました。
その後法人会に関するアンケートを回収しました。

平成 30 年 11 月 22 日（木）福岡県立ももち文化セ
ンター（ももちパレス）3 階第 1 研修室にて、11 月・
12 月の決算法人を対象に実施し37 社の企業が受講
しました。研修会は西福岡税務署の法人指導担当職員
の方から申告の留
意点等に加え、今
回の説明会から来
年導入の消費税
の軽減税率制度
について説明があ
りました。

福岡地区五法人会共催講演会
日時
場所
講師

平成 30 年 11 月 15 日（木）
ソラリア西鉄ホテル
三浦 瑠麗 氏
東京大学政策ビジョン研究センター講師
演題 「第二次以降安倍政権を中間総括する」

9

平成30年度
「税に関する高校生の作文」
にかかわる表彰者のご紹介
税務連絡協議会長賞

西 福 岡 税務署 長 賞
学

校

名

氏

名

作

福岡県立
城南高等学校

やま ぐち

くれ は

学校法人西南学院
西南学院高等学校

ゆみ

しら は

福岡県立
城南高等学校

いし かわ

山口

紅羽

弓

皓花

品

名

税金で築く、
笑顔の架け橋
私たちがしなければ
いけないこと

み な こ

石 川 美菜子 税金のありがたみ

県 税 事 務所長 賞
学

校

名

氏

学校法人西南学院
西南学院高等学校

せき の

学校法人西南学院
西南学院高等学校

たか くら

関野
髙倉

名

作

品

名

あおい

碧 税金の高い国、低い国

りん

凜

本当に大切なものを
守るために

学

校

名

福岡県立
修猷館高等学校

氏

名

はらぐち

作

ゆい

原口

唯

福岡県立
城南高等学校

坂本

福岡県立
福岡工業高等学校

岡 崎 ひかる

福岡県立
糸島高等学校

波多江 和 奏

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

川邉

福岡県立
城南高等学校

山田

茉旺

学校法人西南学院
西南学院高等学校

坂口

さかぐち

あや か

福岡県立
城南高等学校

福井

学校法人中村学園
中村学園三陽高等学校

上野

学校法人川島学園
福岡舞鶴高等学校

吉丸

さかもと

りゅう き

龍紀

おかざき

は

た

え

かわ べ

やま だ

ふく い

うえ の

よし まる

わ

かな

さ

り

ま

お

紗理

綾香
る

な

月菜
たけ る

武尊
あ

み

侑希

品

税金がなくなったら
わが家を支える税金
身近な問題と
税との関係
税の意義と役割に
ついて考えたこと
税で成り立つ
あたり前の生活
税金を払うときの喜び
車にもかかる税金
チーム日本
私たちを支える税

法人会全国大会に出席して 鳥取大会
第35回法人会全国大会が10月11日（木）に鳥取にて行われました。
参加者は瀬尾会長、副会長 5 名、身吉専務理事の7名です。
鳥取市は人口18万人で県庁所在地にしては高いビルが少なく、通
りは人をあまり見かけませんでした。
会場は鳥取銀行のとりぎん文化会館という立派なホールでしたが、
懇談会場はホテル内で三会場に分かれて、多人数の集会の対応に苦
労されていました。
だいせん
記念講演は「大山どりの奇跡」で（株）大山どり社長の島原道範氏
で、商品のブランド化と内部活性を図り、今は地域の振興にまで貢
献しているとの話でした。
これからの日本海側の地域の人口減少、地域活性の問題を意識さ
せられる大会でした。
副会長 服部 直和
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名

安心安全な日々が
遅れることに対して

税務署だより
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税務署だより

税務署からのお知らせ
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税務署だより
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新入会員の紹介
新入会員の紹介
法

人

名

所

在

地

電

話

業

㈱ゼブ

福岡市早良区西新1丁目8-19-204

092-852-1115

ソフト開発

㈱サンコミュニケーションズ

種

福岡市早良区西新3丁目2-3レインボープラザ高橋5階

092-841-3999

小売業

旅の輪九州㈱

福岡市早良区西新7丁目1-57田村ビル1階

092-707-7577

旅行業

㈱グレイスレンタリース

福岡市早良区百道浜1丁目2-6-1010

092-834-3332

サービス業

㈱ハリーワン

福岡市早良区百道浜1丁目3-70-4306

092-822-6239

損害保険代理業

㈱サン・ビジネスコンピュータ

福岡市早良区祖原13-9

092-851-8034

ソフト開発

㈲オッジ

福岡市早良区室見2丁目1-22-1F

092-822-1090

美容業

㈱マザーオフィス

福岡市早良区小田部5丁目25-3-1001

092-836-8545

各種コンサルタント

㈱ゴルフスタジオＵ

福岡市早良区次郎丸2丁目10-1

092-865-3201

各種教室・塾

宝満設備工業㈱

福岡市早良区次郎丸4丁目10-55

092-871-9737

一般管工事業

㈲みや洗業商事

福岡市早良区田隈1丁目25-1

092-861-4401

クリーニング

福智テクノ㈱

福岡市早良区四箇田団地47-305

092-811-6665

小売業

㈱Ｅｄｇｙ

福岡市早良区飯倉3丁目5-13

092-834-8730

サービス業

優美工務店

福岡市早良区野芥2丁目20-14-3

090-5081-6012

建設業

㈱ロデスマン

福岡市早良区野芥3丁目27-30

092-707-7075

不動産業

エコデンキ（同）

福岡市早良区東入部2丁目5-12

092-803-2723

電気工事

㈲タイラク

福岡市早良区脇山2693-1

092-803-0805

不動産管理業

㈱タロウ

福岡市城南区別府6丁目4-16

092-851-9800

総合建設業

㈲建築スペースＩ.Ｔ.Ｔ

福岡市城南区別府6丁目12-14マリンズ別府102

092-836-9362

建築設計積算

㈱三興メンテナンス

城南区荒江1-16-3-204

092-834-8533

建設業

ＨＩＲＯ ｗｏｒ
ｋｓ㈱

福岡市城南区田島4丁目8-17 102号

092-707-6347

建設業

㈲元工業

福岡市城南区片江3丁目26-1

092-871-8666

建設業

城南技建工業㈱

福岡市城南区南片江1丁目22-8

092-874-1335

設備工事

㈱フォルムアップ

福岡市城南区堤1丁目9-1パルティアヒルズ1F C号室

092-874-8477

建設業

㈲アピコーポレーション

福岡市城南区東油山515-42

092-865-5199

電気工事業

㈱甲勝

福岡市城南区干隈2丁目55-17

092-863-0204

飲食業

和電技工㈱

福岡市城南区梅林1丁目1-1

092-863-8171

電気工事業

㈱オハナ

福岡市城南区梅林4丁目29-23

092-836-8100

建設塗装

㈱アルファ・ワークス

福岡市西区拾六町2丁目4-2-1

092-707-4035

建築工事

㈱グレンツェン

福岡市西区拾六町5丁目15-45-2

092-407-7481

自動車ディティール

ＲＩ
ＫＩペイント

福岡市西区壱岐団地52-404

090-2967-9639

塗装工事業

鑑工業㈱

福岡市西区野方5丁目17-10

092-834-3303

建設業

㈲松岡工務店

福岡市西区室見が丘1丁目2-2

092-811-6063

建設業

㈱ Ｃ４

福岡市西区室見が丘2丁目1-2

092-834-6402

建築工事

㈱ドリームオハナ

福岡市西区愛宕浜2丁目3-9-2902

090-7535-7557

イベント企画運営

ティエス㈱

福岡市西区姪の浜4丁目14-25-402

092-881-1727

建設業

㈱インテレクト

東京都中央区京橋2-11-6京橋弥生ビル5F

03-6263-0228

不動産業

平野造園㈱

福岡市西区小戸5丁目5-23

092-881-1063

造園業

食育べっぴん塾

福岡市西区内浜1丁目1-12-1001

092-891-3291

食育セミナー講師

㈱福重産業

福岡市西区福重3丁目13-13

092-881-7579

建設業

大徳産業㈱

福岡市西区田尻631-1

092-805-3308

建設業

㈱アセラ

福岡市西区田尻631-1

092-834-2357

建設業

㈱村純

福岡市西区太郎丸2丁目19-6

092-834-4643

造園業

クローバー㈱

福岡市西区今宿町539-23

092-834-2014

建設業

セトル㈱

福岡県直方市知古1丁目6-9

0949-22-1470

不動産業賃貸業

いとしまスポーツ整骨院

糸島市高田5丁目1-16

092-332-2206

整骨院

㈱福重産業

糸島市高田5丁目26-7

092-331-8666

建設業

ＫＡＴＳＵ工業

糸島市潤3丁目29-14

092-324-4628

水道設備

㈱大松産業

糸島市本2126

092-329-1010

建設業

九州共和メンテナンス㈱

糸島市加布里77-9

092-321-3040

浄化槽メンテナンス

㈱リソースガイア

糸島市志摩馬場386-1

092-321-5005

産業廃棄物処理

㈱アスリートスタイル

糸島市志摩小金丸2164-29

092-327-3698

パーソナルトレーナー

糸島市二丈深江2359-2

092-325-2333

介護施設

（医）親和会

14

平成30年11月30日現在
福岡西部法人会 会報 西の風 vol.99

福岡プロチャネル営業部
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名 2-4-35
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）

福岡総合支社

TEL 092-281-6716

〒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
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福岡支社/福岡県福岡市中央区西中洲12-33(福岡大同生命ビル4F)

広告協賛ページ募集のご案内

TEL 092-711-9386

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

