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公益社団法人 福岡西部法人会 平成30年度

第7回 定時総会開催
日時：令和元年５月23日（木）
場所：西鉄グランドホテル 鳳凰の間

新役員が決定

　公益社団法人福岡西部法人会の平成30年度定時
総会が、新たな時代の幕開けとなった令和元年の５月
23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。総会には向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788社に対して、出席・委任状
合計は920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
⑴平成30年度事業報告⑵平成31年度事業計画⑶平
成31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「平成30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
で承認されました。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50名が承認されました。（総会終了後の理事会で
右記載の新役員が決定されました。）
　続いて、全法連会長表彰、県連会長表彰、福岡西
部法人会会長表彰・感謝状の贈呈が行われ、来賓の
西福岡税務署長並びに西野龍太郎九州北部税理士会
西福岡支部長から丁重な祝辞をいただきました。
　総会終了後は、タレント、工業デザイナー、怪談
家と多彩な肩書きを持つ稲川淳二さんの「笑えて・不
思議で・怒って・泣いて」と題した記念講演が行われ、
お得意の怪談を交えた興味深い話に耳を傾けた後、
同ホテルでの懇談会と福引抽選会へ。会員同士の歓
談や、豪華景品が用意された抽選会にと、楽しく有
意義な時間を過ごしました。

平成から令和の時代へ。
各種報告を承認し、創立50周年
記念の事業計画なども報告。 会 長

副 会 長

専務理事

常任理事

理 事

理 事

監 事

顧 問

相 談 役

岩下　祐士
安井　廣志
曽根田　馨
柳田　惠隆
波田　英次
李　　健豊
穴井幸一郎
川口　敬介
小熊坂　哲
西原　寛昭
林　　宗一
田代憲司郎
入里　健二
橘　　秀二
岩本　芳浩
久保田晋平
田中由美子
冨永　計久
笠　　康雄
甲山　　敦
桑野　龍一
三坂　廣明
波多江和仁

大野　雅由
原口　正史

西野龍太郎

原　　武人

瀬尾　亮二

穐吉　憲一
廣田　栄作
服部　直和
稗田與志人
天野　吉介
荻田　和代

身吉　英二

草場　明子
田中　陽早
中村　利行
川原　伸也
藤　　丈浩
三野原信二
宗　　隆文
隈　　悦郎
友納　　剛
馬場　里美

吉田　大輔
平山　晶生
田中　　薫
金堀　雄二
平井　博雄
樋口　慶徳
山内　映子
石橋　康治
井村　　哲
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前年比、純増73社と、会員拡大に大きな成果。
法人会は、異業種交流会としての役割も。

　皆様こんにちは。
　本日は、ご多忙の中、第７回定時総会にご出席いただ
き、誠にありがとうございます。
　本日ご来賓として、西福岡税務署幹部の皆様はじめ、
九州北部税理士会西福岡支部 西野支部長様、関係保
険会社の幹部の皆様には、公務ご多用の中ご臨席を賜
り、心から御礼申し上げます。
　当会は、昭和44年６月27日に創立し、今年で創立50
周年を迎えます。
　平成25年４月１日付で公益社団法人として認定を受
け、以来、現在まで公益社団法人として、公益性及び透
明性を十分に確保した活動を行って参りました。
　この間、会員相互の連携が保たれ、会運営も順調に進
展いたしておりますが、これもひとえに税務ご当局、税理
士会及び受託保険会社の皆様方の温かいご理解と適切
なご指導並びにご支援の賜であり、深く感謝いたしており
ます。
　また、会員の皆様方には、当会の運営に対する深いご
理解と会の活動に積極的にご参加をいただいたお蔭で、
活発な事業活動が行われ、会の発展に大いに貢献してい
ただいており、当会の理念であります「企業の発展の支
援」、「地域振興に寄与」、「国と社会の繁栄に貢献」とい
う大事な目標が達成できていることに、心から感謝を申し
上げる次第であります。
　特に、昨年度の当会の運営について振り返ってみます
と、もっとも重要なテーマであります会員の増強におい
て、役員の皆様が中心となり、会員一丸となって努力を重

ねていただいたお蔭で、１月から12月の純増が73社とい
う結果を残すことができました。これは、全国第３位の成
績でございます。
　そのご尽力に対し、改めて敬意を表したいと思います。
　新元号が「令和」となり、新たな時代のスタートとなり
ますが、私達会員企業は、自社の益 の々発展と繁栄を目
指し、更に努力し、躍進していかなければならないと思っ
ております。
　会員の皆様方には、なお一層のご活躍を期待するとこ
ろであります。
　関係ご当局におかれましても、引き続き、当会に対する
ご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　本日ご審議いただく議案は、事前に送付させていただ
きました議案書のとおりでございますが、どうか忌憚のな
いご意見をお聞かせいただければと思っております。よろ
しくご審議の程をお願い申し上げます。
　終わりになりましたが、本日ご列席の皆様方のご健勝と
ご隆昌を心からお祈り申し上げまして、私の挨拶といたし
ます。

会長　瀬尾　亮二
会長あいさつ
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1947年、東京都渋谷区出身。桑沢デザイン研究所を経
て、工業デザイナーとして活躍し、1996年通商産業省
（現・経済産業省）選定グッドデザイン賞「車どめ」を受
賞。その一方で、タレントとし
てワイドショー・バラエ
ティー・ドラマと多く
のメディアに出演し
ているほか、今年27
年目を迎えた全国ツ
アーの怪談ライブ“稲
川淳二の怪談ナイト”
は幅広いファン層から
支持されており、“怪談
家”としてのライフワーク
となっている。2002
年からは、テレビ出
演を夏だけとし、
バリアフリー関
連の講演、ボラン
ティア活動、デザ
イン及び心霊探訪
に時間を割いて
いる。

記念講演 人
の
情
に
触
れ
る
話
か
ら
怖
い
話
。そ
の
巧
み
な
話
術
に
酔
う
。

人
の
情
に
触
れ
る
話
か
ら
怖
い
話
。そ
の
巧
み
な
話
術
に
酔
う
。

表彰状・感謝状贈呈

広報委員

研修副委員長

組織副委員長

組織委員

組織委員

山内　映子
岩本　芳浩
入里　健二
波多江和仁
馬場　里美

理　事

理　事

理　事

岡田　　進
上村　保之
稲永　康敏

岩下　祐士
天野　吉介

会　長 瀬尾　亮二

副会長

常任理事
穐吉　憲一
宗　　隆文

県連功労者

単位会功労者

県連功労者

常任理事 隈　　悦郎
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

会員増強に貢献した
支部役員に対する表彰

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。

　人は、失って初めて、物事のありがたさに気づくも
の。「ごく当たり前のこと、ごく普通のこと、そんな
毎日が、『あぁ、ありがたい』『あぁ、幸せだな』と思
う人。そんな人は辛い経験をされた方だと思います」
と稲川さん。少し早口ながら、その語りはまさに立て
板に水の如く。「今日は、怪談を含めいろいろな話を
しますが、私が何を言いたかったかは、それぞれに
感じ取ってほしい」という前置きから、そのお話は円
転滑脱に展開しました。
　自殺や殺人事件の第一発見者になったことが５回も
あるという稲川さん。そんな経験からも、怪談家とし
ての資質のようなものが窺えます。渋谷にあるＮＨＫ
101スタジオで、深夜にすれ違った兵隊。西伊豆の
ビジネスホテルに泊まったとき、その変わった造りの
客室で体験した奇妙な出来事。かつて目黒にあった
という、戦時中の細菌兵器の研究で知られる731部
隊の施設だった古い建物にまつわる恐ろしい話など、
語りの巧みさもさることながら、聴き手の想像を掻き
立てる内容に、稲川さん独特の怪談の妙味が表れて
いました。
　また、怪談ばかりでなく、日常の身の回りの出来
事や雑感、故・内海好江師匠から聞いたという東京
大空襲にまつわる悲劇、そして最後には、戦後、
社会の裏側でまことしやかに噂されたＭ資

金の正体が、敗戦間近のドイツからＵボートに
よって運ばれてきた細菌兵器ではなかったか、
という自説も開陳。豊富な話題とその話術に引
き込まれた、あっという間の約１時間半でした。

「笑えて・不思議で・
　　 怒って・泣いて」

稲川 淳二（いながわ・じゅんじ）氏
タレント、工業デザイナー、怪談家

講師
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　講演会後の懇談会は、服部副会長の「ゾッとした後は、ビールで体を温
めましょう」というユーモアを交えた挨拶で開会。会場のあちらこちらでは、
美味しい料理を楽しみながらの歓談に花が咲き、終始笑顔あふれる光景が
見られました。恒例の福引抽選会では、西鉄グランドホテルペアディナー
券などの賞品が52名の方へ贈られ、大いに盛り上がりました。

◆ご都合でご出席できなかった法人会の会員様へ◆
　来期の総会にはぜひご出席ください。総会（講演会・懇談会）は会員同
士の交流の場でもございます。お待ち申し上げます。

会員同士、親睦を深め和やかに交流

懇談会・福引抽選会

創立 50 周年記念式典
公益社団法人 福岡西部法人会

日時：令和元年10月29日（火）　15：00～
場所：西鉄グランドホテル

記念講演

講演後、記念式典と記念祝賀会を開催いたします。

東国原　英夫 氏
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　皆様お元気でしたか？Dr.フクちゃんです。
　前回は幸せの源、健康寿命を延ばそうの話でした
が今回は皆様から一番要望が寄せられた糖尿病の話
です。

　１年間で失明する人、人工透析になる人の80％
は糖尿病からです。又血管や神経が障害される為動
脈硬化が進行し、脳梗塞、脳出血、心筋梗塞になる
可能性が高く、神経が麻痺して低温やけどを起こし
たり、足のしびれ、痛みがでたり、感染をしやすく
なったり、傷が治りにくくなったり、歯槽膿漏にな
りやすいと言われています。
　発汗異常、便秘、インポテンツも知られています。
最近、認知症、癌にもなりやすいことが解っています。

　確実に進行悪化し、症状が出た時は手遅れになる
ことが多いのが特徴です。治療は食事、運動、薬物
で適正な血糖コントロールをはかる事です。

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

　糖尿病患者ではなく、糖尿病
を持つ人と考えて、完璧を目指
さなくてよい、現実的な目標を
立てる事より始めましょう。ま
ず自分の血糖値を知る。自分の
適正なエネルギー量を知る事が
大切です。

　最近全国でいろいろな工夫が発信されて成果を出
しています。
　例えば、一人前を取り分けておく、時間をかけて
味わって食べる、食べたらすぐその場を去る、決まっ
た時間に食事をとる事や、野菜を先に食べると血糖
が上がりにくいといった事です。
　運動療法においても、遅筋（赤い筋肉）を増やす
有酸素運動だけでなく、速筋（白い筋肉）を増やす
筋トレもおすすめと言われています。しかし“運動
する時間がとれない”“面倒だ”“きつい運動は嫌”と
言う人には最低週2回で効果があがるスクワットで
新しい筋肉（ピンク筋）を増やす運動療法が推奨さ
れています。
　さらに今年香川大学で人間の腸管から吸収できな
い希少糖が発見され高血糖の患者さんや、ダイエッ
トしたい方に効果が期待されています。私が指導い
たします、一緒に高血糖を克服しましょう。

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

糖尿病は恐ろしい病気ですか？

とても恐ろしい病気です。

自覚症状が乏しく、大したこと
ないと思ってしまうのですが…

これが一番の問題です。
現在糖尿病は治すことが出
来ない病気です。

“あれは食べるな”“これは食べるな”
“運動やりなさい”“また血糖が上がって
いる”“がんばりが足りない”と言われ
ストレスになっています。

私も反省する事が多いです。数値
ばかりを見て診察してきたきらい
があった事も否定できません。
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2019年新社会人セミナー報告

「消費税の軽減税率制度の説明会」を大々的に実施

　平成31年４月４日(木)に天神ビル
11階会議室において平成31年度の
新社会人セミナーが福岡西部法人
会、福岡中部法人会、東福岡法人
会の共催により開催されました。
　福岡西部法人会の会員企業から
13名の新社会人が参加し、リク
ルートスーツ姿の総勢54名でのセミナーになりました。
　講師のビッグ・フィールド・マネージメント㈱藤重知子氏
は、ナレーターなどで活動された後、話し方講座やマナー
コミュニケーション講座で活動中です。
　研修は９つのテーブルに別れて行われ、「社会人として
のあるべき姿を明確化し、お客様や会社に貢献するため
の基本を習得すること」を目的とする研修で、ビジネスマ
ナーや接客マナーについて単に話を聞くだけではなく、
グループで討議・実践する内容でした。
　冒頭、「後出しじゃんけん」で緊張をほぐし、自己紹介か
ら始まりました。
　人の第一印象は0.5秒～２秒で決まり、後 ま々で影響す
ることから良い第一印象を持ってもらうことが大切で、顔
の表情、動作や声色が大切であることを学んだ後、表情
の作り方などを実践して自己紹介を兼ねた挨拶の仕方か
ら始まり、社会人としての基本的な心構えやマナーについ
ての研修でした。
　受講者からは、「学んだことをすぐに実践し、一社会人と
して会社での業務に限らず、地域社会にも貢献していきた
い。実りある研修であった。」との感想が聞かれました。　

報告者　上村　保之

　平成３１年２月６日、ももち文化センター大ホールに
おいて、西福岡税務署の全面的なバックアップの下、西
福岡間税会との共催により、消費税の軽減税率制度の
説明会（研修会）を開催しました。
　この制度はすべての事業者の方に関係があり、様々
な事前の準備が必要となることから、西福岡間税会に
共催を持ち掛けて多くの事業者が受講できるようにと
実施したものです。
　講師には、西福岡税務署の職員の方々にお願いし、

①どのような品目が軽減税率の対象であるか。②帳簿
や請求書の記載方法はどう変わるか。③令和５年10月
１日から導入されるイ
ンボイス制度　などに
ついて説明をしていた
だきました。
　251名の参加者があ
り、熱心な受講姿が印
象に残りました。

2019年リスクマネジメントセミナー
　令和元年6月20日
(木)・21日(金)の両日、
JR博多シティ 10階会
議室に於いて福岡地
区五法人会主催、AIG
損害保険㈱の共催に
より「リスクマネジメ
ントセミナー」が実施
されました。今回は
「働き方改革」に活かす「健康経営」と「メンタルヘルス対
策」～労働時間削減に伴う労働生産性の向上に向けて～
を題目にしてシグマ総合事務所の赤澤　将氏の講演が
ありました。参加者は70名を超えていました。福岡西部
法人会の会員も多く参加していました。
　講演には集計機を使い、参加者が設問に答える方法が
とられ、皆さん積極的に参加していました。講演の内容は
「働き方改革」の一環として行われた労働基準法の改正
の内容と実務対応などで会員企業の人事担当者が多数
参加していました。
　有給休暇や時間外労働に対する具体的な対応の話や

その他、労働生産性の
向上、従業員の健康へ
の対応、メンタルヘルス
対策など講義があり、
皆さん、熱心に最後ま
で講演に参加していま
した。
報告者　上村　保之

　令和元年6月24日西福岡税務署において、新設
法人の説明会が開催された。今年2月までの半年間

に設立した219社に案内、23社（30名）が出席した。岩本統括官の挨拶を皮切りに、第1
部は吹田調査官が法人税や消費税の説明を含めて決算書の説明を、第２部では江頭上席
調査官が消費税軽減税率制度の説明をわかり易く説明された。参加者が熱心に耳を傾け
ていたのが印象的で、最後に、友納組織副委員長が当法人会の紹介と加入勧奨を行った。

　元号「令和」のゆかりは1300年前の大宰府にあるといわれています。
新元号「令和」の由来は梅花の宴がうたわれた万葉集の序文になっており、大伴旅人が催したとされる「梅花の宴」が開かれた邸
宅は大宰府政庁跡の周辺や坂本八幡宮の付近にあったという説があるそうです。そのため、太宰府と坂本八幡宮が新元号「令和」
のゆかりの地として話題になっています。また、梅の花を市花としている太宰府市は万葉集と密接な関係にあります。

決算事務説明会
のご案内

新設法人説明会報告

（於：ももち文化センター大ホール）

日時：9月4日（水）14：00～
場所：ももち文化センター
　　  第１研修室

時に、初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す
しよしゆんとき き うめ らん はい  ご かう かをらきやうぜん こ ひらよ かぜ やはられいげつ表紙の風景
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　去る４月２５日木曜日１７時３０分よりザ・ヴィラズ福
岡において平成時代最後の定時総会を開催しました。
西福岡税務署から署長 向洋行様、副署長 東谷光則
様、法人課税第１部門統括国税調査官 岩本和夫様、
また、親会より青年部会担当副部会長 穐吉憲一様、
専務理事 身吉英二様のご臨席を賜り厳粛なムードで
定時総会が開催されました。議長には会則に基づき、
波多江和仁部会長が務め全ての議案に対し皆様の慎
重審議により可決いたしました。また、令和元年より友
納剛新部会長のもと発足していきます。これまでご活躍
された波多江和仁部会長ご苦労様でした。
　懇談会では、新たに入会された新部会員の自己紹
介タイムなど、非常に盛り上がり有意義な時間となりま
した。皆様のご協力有り難うございました。

青年部会　副部会長　中原　理臣

　去る、5月２３日木曜日公益社団法人福岡西部法
人会の第７回定時総会並びに懇談会が開催されまし
た。青年部会は、例年通り参加者のご案内や懇談会
の運営協力をさせて頂きました。今年も青年部会メン
バーのご協力によりスムーズな運営が出来ました。
　懇談会では、総合司会と福引き抽選会進行を青年

部会で担当いたしました。総合司会の藤丈浩君、抽
選会進行役の友納剛部会長、お二人の快適な進行に
より楽しい会になりました。また、講師の稲川淳二様
にも参加頂き会員との懇談も深めて頂けたことは貴重
で有意義な時間だったと感じました。青年部会にとっ
ても、運営に携わる事で多くの学びの場になると思い
ます。

青年部会　副部会長　中原　理臣

　日頃より親会の役員の方々をはじめ法人会会員の皆
様には、私たち青年部会の活動にご指導・ご協力を
いただき、心よりお礼申し上げます。

　以上3校を実施致しました。
　今回は同日開催ということで、講師・オブザーバー
が多く必要となり、以前より講師の人材育成が課題と
なっております。今後も学校側からの要望に対応でき
るように講師を増員し育成しなければなりません。講師
育成のための勉強会を定期的に開催できるように計画
していきますので、法人会会員・青年部会員の皆様、
もしくは会員企業の従業員の方で、講師をやっても良
いという方がおられましたら、ぜひご協力をよろしくお
願い申し上げます。

担当副部会長　林　政之介

平成30年度定時総会開催報告

親会運営協力

租税教育活動

青年部会レポート

租税教室

7/17(水) 姪浜中学校　7/19(金) 舞鶴誠和中学校
7/17(水) 玄洋中学校

日時：平成31年１月17日（木）16時30分から
場所：西新パレス

「プロ野球チームにみる強い組織の作り方」
奥村 幸治 氏 （昭和47年生）

演題

講師

　講師の奥村幸治氏は、オリックスブルーウェーブ時代、
イチロー選手の専属打撃投手を務めていた。
　奥村氏は何度も入団テストに挑戦したが、それは叶わ
ず、1996年に自らユニフォームを脱ぎ、その後中学硬
式野球チーム（宝塚ボーイズ）を結成して監督を務め、
大リーガーの田中将大投手やプロ野球選手の歳内宏明
を育てた。
　講演では、道具を大切に扱うこと、試合に臨む準備を
怠らないこと、調子が悪い時にはそのことを考えないで

プラス思考で平常心を保つことなど、イチロー選手が影
で努力する理由や田中将大投手の強さの秘密について、
エピソードを交えての話があり、人の評価は逆境の時に
問われることや、そこで踏ん張れる自分を求めていくこと
が大切であること、また、多くのケースを想定して準備で
きているかが大事であることを学ばせていただいた。
　どんなことでも経験しているのといないのでは、気持
のゆとりがまったく違い、まさに「経験に勝るものはない」
という言葉のとおり大いにイマジネーションを働かせ、不
意の状況が訪れた時に
も対応ができるよう、普
段から心がけ習慣づけ
る意識を持っておくこと
が大切であると感じた。

広報委員　　
山内　映子

合同新春研修会（第1、第2、第3、第4、第5支部）
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第１4回 法人会

　全国女性フォーラム富山大会が盛大に行われ、34県
連384会1648名が集い、当法人会からは馬場部会長
はじめ６名が出席しました。

のスローガンを掲げ、第１部の記念講演では、講師に俳
優で映画監督の奥田瑛二氏を迎えて「わが映画人生」と
題し、奥様の安東和津さん、お嬢さんのさくらさんの話
や売れるまでの苦労話などを交えての軽妙なトークで、
とても和やかな雰囲気でした。
　第２部の式典では、ご来賓として国税庁長官の藤井健
志様、金沢国税局の方々他、富山県知事、富山市長が
臨席され、藤井長官のご祝辞では、昨今の国税局の課
題などについての率直な話を聞くことができました。
　また、富山市長は女性ばかりの会議というので、ピン
ク系のジャケット姿で、ご祝辞の中では熱く富山の魅力
を語られました。
　その後、富山県内各法人会女性部会の活動が紹介さ
れ、租税教室絵葉書コンクールの実施方法など、大い
に参考になりました。
　第３部の懇親会では、福地啓子金沢国税局長の乾杯
の後、全国の皆様との交流ができました。
　物産展では富山だけではなく、金沢の名産品も用意さ
れており、参加者の食指を動かしていました。
　会場には、税に関する絵葉書コンクールの受賞作品の
展示のほか、女性部会の活動のパネルが展示されてお

り、全国の女
性部会の皆様
のパワフルな活
躍ぶりを目の当
たりにすること
ができたこと
は、大きな刺激
となりました。
女性部会　
江口美香

日時：平成31年4月18日（木）16時30分から
場所：三四郎

　平成30年度定時総会を４月18日三四郎にて開催
しました。来賓として西福岡税務署より向署長をはじめ
幹部の方々、親会から瀬尾会長はじめ稗田副会長、
身吉専務理事にご出席いただきました。会員の参加
者は27名で、皆様のご協力により議案の審議も滞りな
く承認され、役員改選もあり、無事終了しました。
　向署長と瀬尾会長にはご祝辞を賜り、ありがとうご
ざいました。最後に女性部会のスローガンを唱和して
総会が閉会となりました。
　その後、西福岡税務署の岩本統括官より消費税の
軽減税率制度に関する研修をして頂きました。また懇
談会では、美味しいお料理をいただきながら、親睦を
深める事ができました。
　ご参加いただいた会員の皆様、誠にありがとうござ
いました。　　　　　　 女性部会理事　濱田　恵子

　私達女性部会での活動の大きな柱のひとつに『租税
教室』と『税に関する絵ハガキコンクール』があり、今
年度は８つの小学校で開催予定で、現在日程を調整
中です。国税局HPに掲載されているアニメーション〔マ
リンとヤマト〕を使って“税金のある世界”と“税金の無
い世界”を見た後に税の使われ方やその種類等、社
会を支えるしくみ『暮らしと税』について学んでいます。
　またジュラルミンケースに入った＜一億円＞を全員
に回してその量や重さを体感するコーナーでは生徒さ
んだけではなく、先生方にも大好評です。
　これからも税の大切さを伝える活動を通して、学ん
だ子ども達が感じたことを家庭での会話の中でも話題
にして欲しいと切に願いながら、更に私達自身が学び
を深めてレベルアップしていけるように決意を新たにし
ているところです。　　　　女性部会　田中　由美子

平成30年度女性部会総会

租税教室

「輝く女性の輪」 ー富山から未来へー

女性部会レポート

10/８～10/９　１泊２日　武雄方面　御船山楽園ホテル宿泊
（チームラボアート展ライトアップ自由見学）16：00～22：00
会費　女性部会員：12,000円　非会員：15,000円

4月25日（木）富山産業展示館テクノホール

全国女性フォーラム富山大会

日時：平成31年２月21日（木）18時から
「ハラスメント研修」～ストレス解消！明るい職場に！～
認定NPO法人「未来創造ハピネス」
　　　　　　　　　理事長　西田敬子

演題

講師

　自分の会社は大丈夫と思っていても、新聞の三面記事
で最近よく見かけるセクハラ事件、マタハラ事件の事例

や、事件を回避するための考え方について説明があった。
　ストレスを解消し、明るく風通しの良い職場を築くため
には、経営者、幹部
の意識改革と職場に
おける人間関係の改
善、そしてやりがい
を感じる職場の構築
が非常に重要である
ことを再認識するこ
とができた。

６A、６B支部合同研修会

女性部会１泊研修のご案内
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着任のごあいさつ
西福岡税務署長

と　　き かず　ひこ

土岐  和 彦

令和元年7月10日

土岐　和彦

松尾　和幸

寺岡　　忠

坂本　信一

田中　郁子

横山　英雄

竹平　和則

森永　隆之

藤川　聖一

岡田　蔦枝

吉永　光範

田中　善昭

諫早税務署　署長

福岡国税不服審判所　副審判官

大阪国税局　酒税課　課長補佐

福岡国税局　人事第一課　課長補佐

福岡国税局　調査査察部　調査第５部門　調査官

留　任

福岡国税局　課税第二部　資料調査課　総括主査

福岡国税局　課税第二部　酒税課　連絡調整官

西福岡税務署　法人課税部門　連絡調整官

留　任

福岡税務署　法人課税第一部門　上席調査官

佐世保税務署　法人課税第一部門　上席調査官

とき　かずひこ

まつお　かずゆき

てらおか　ただし

たなか　いくこ

よこやま　ひでお

さかもと　しんいち

たけひら　かずのり

もりなが　たかゆき

ふじかわ　せいいち

おかだ　つたえ

よしなが　みつのり

たなか　よしあき

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、諫早税務署長から西福岡
税務署長に参りました土岐でございます。どうぞよろしく
お願いいたします。
　公益社団法人福岡西部法人会の役員並びに会員の皆
様方には、日頃から税務行政の円滑な運営に対しまして、
深いご理解と格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
　私は「よかトピア（アジア太平洋博覧会）」の前後に西
福岡税務署に勤務しており、福岡タワーや福岡市博物
館などの最先端のランドマークが誕生するのを目の当た
りにいたしました。以来、西福岡署の管内は、地下鉄七
隈線の開業、九州大学の移転などを通じ大きく変貌して
いると感じています。その一方、元寇防塁や伊都国に関
わる古代遺跡などの歴史的な遺構も数多く残されており、
緑豊かな山々、美しい海と相まって、本当に素晴らしい
地域であると思います。
　そのような自然環境からか人も多く集まり、また、五つ
の大学があるなど活気ある地域であり、この署において
仕事ができることを大変うれしく思っております。どうか
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、各種研修会などの活動を通して、会員企業の税務
知識の向上、納税意識の向上そして地域社会への貢献
を図りながら、公益社団法人としての使命を達成するた
め、積極的に事業活動を展開されておられます。
　また、近年、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を開催され、
子どもたちの税に関する関心を高め、将来の納税者とし
ての自覚を促すなど、租税教育に関して多大なご協力を
いただいており、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、瀬尾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しますとともに、引き
続きの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、本年10月には消費税率の10％への引上
げ及び軽減税率制度が実施されます。
　税務署といたしましても、引き続き、積極的な周知・
広報や丁寧な相談対応に取り組んでまいります。
　また、制度実施後は、初回申告を見据えた指導など、
制度の定着に向けたきめ細かい対応を図ってまいります
ので、法人会の皆様のお力添えをよろしくお願い申し上
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
の今後ますますのご発展と、会員企業の更なるご繁栄
並びに皆様方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。
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有限会社アカセ

合同会社BeGraph

株式会社建築設備コンサルタント

土地家屋調査士　竹内國廣事務所

株式会社デザインスタジオ

株式会社ライフデザイン

FPオフィス

装美プランニング

安達土地家屋調査士事務所

HARU建装

岩下建設株式会社

株式会社環境・福祉サービス

医療法人康栄会菅医院

有限会社福晃電業社

株式会社汎機工業

株式会社岡硝子

株式会社ライズエステート

株式会社やまお

ワイエム中古車販売

聖コーポレーション株式会社

有限会社長谷工務店

株式会社団地緑化サービス

マルシン装工

株式会社エアークラフト

株式会社情報機器

株式会社ティースタイル

ディ・ベック株式会社

株式会社柴田工務店

セーラ不動産株式会社

ビルド・真成株式会社

フレンドリー興産

日誠技建

有限会社ヤマト不動産

株式会社グリーンマクス

有限会社ロジカルソフト

有限会社坂本産業運輸

株式会社fill

Y.S工業

西部エンジニア株式会社

株式会社親和

株式会社ケイエステック

スタジオアダン一級建築士事務所

創縁建設

株式会社ラスタ

クリエイトワン株式会社

株式会社市民葬祭

福岡市早良区西新1-8-19

福岡市早良区祖原4-2オーパス西新2C

福岡市早良区祖原13-2

福岡市早良区祖原14-13

福岡市早良区百道浜1丁目3-70ザ･レジデンシャルスイート福岡4702

福岡市早良区百道浜2丁目3-8RKB放送会館4F

福岡市早良区原団地33-402

福岡市早良区次郎丸5丁目9-6

福岡市早良区田隈1丁目17-3-102

福岡市早良区田隈1丁目33-1-305

福岡市早良区田隈3丁目66-3

福岡市早良区田村2丁目12-14

福岡市早良区四箇6丁目14-5

福岡市早良区飯倉2丁目5-40ファミール飯倉102

福岡市早良区飯倉3丁目31-4

福岡市早良区干隈4丁目12-13

福岡市早良区干隈6丁目26番9号1F

福岡市早良区野芥3丁目4-2

福岡市早良区東入部8丁目14-7

福岡市早良区脇山2379-1

福岡市早良区小笠木中坪994-2

福岡市早良区早良7丁目1-39

福岡市早良区早良7丁目21-4

福岡市早良区内野8丁目2-14

福岡市城南区鳥飼5丁目9-7

福岡市城南区別府6丁目26-7

福岡市城南区七隈6丁目18-43

福岡市城南区七隈7丁目5-26-201

福岡市城南区長尾5丁目8-9-302

福岡市城南区長尾5丁目9-9-3

福岡市城南区片江1丁目21-3

福岡市城南区南片江5丁目12-15

福岡市西区下山門4丁目9-2

福岡市西区拾六町2丁目4-1

福岡市西区西の丘3丁目17-6

福岡市西区野方3丁目37-25

福岡市西区石丸1丁目3-4-102

福岡市西区石丸3丁目9-3

福岡市西区室見が丘3丁目6-11

福岡市西区生の松原4丁目33-8

福岡市西区上山門2丁目7-1

福岡市西区愛宕3丁目1-17

福岡市西区姪の浜2丁目21-16-101

福岡市西区姪の浜4丁目22-10

福岡市西区姪の浜5丁目3-27

福岡市西区姪浜駅南1丁目11-7

821-4518

050-5328-8336

864-7193

847-6035

852-7110

852-5044

834-3163

080-2726-4013

834-6249

516-3199

801-0288

874-6210

812-3105

982-8278

516-9717

874-9530

874-0488

866-0983

872-8210

803-1733

804-7700

804-6075

980-5451

090-9485-2581

832-2263

404-5412

874-5311

210-8901

863-5580

873-3130

871-5246

515-5570

883-1749

834-8277

090-7453-5508

812-0721

407-6654

090-5485-3180

215-2024

883-7677

981-1383

215-3947

080-3944-7267

885-3515

885-9400

894-4949

紳士服小売業

デザイン

コンサルタント業

土地家屋調査士

建築設計

デザイン

保険代理店

建設業

土地家屋調査士業

建設業

建築業

リフォーム業

医療

電気工事

機械器具卸・設置業

ガラス工事業

不動産

葬祭業

中古車販売

内装工事業

建築工事

建設業

内装工事

建設業

OA機器販売保守

中古車販売

建築業

土木工事

不動産業

建設業

不動産・保険代理店

内装工事

不動産業

建設業

不動産管理業

運送業

児童福祉

塗装工事業

電気工事業

水道施設・管工事

電気・通信工事業

建築・内装設計

建設業

不動産

介護事業

葬祭業

新入会員の紹介新入会員の紹介
令和元年7月10日現在

法 人 名 電 話所 在 地 業 種
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福岡リムジンサービス株式会社

九州電力株式会社福岡西営業所

マリーナ動物病院

福岡トヨペット株式会社

株式会社福一工業

株式会社willプランニング

株式会社旅ネットジャパン西都

エスティ通商株式会社

JN建築設計

池企画

筑前織物株式会社

有限会社テックサービス

株式会社REVLIMIT

株式会社アクティ

タウンクロスアール株式会社

株式会社兵頭組

株式会社旭造園

西福岡タクシー株式会社

株式会社ロイヤル地所

株式会社HBC

株式会社浜地工業

医療法人奥小児科医院

有限会社親水

株式会社TMKS

ブライフスパートジャパン株式会社

株式会社トータルサポートオーク

株式会社アクセル

株式会社光自動車

有限会社神田工産

ドリームワークス株式会社

株式会社糸島ファームハウス

株式会社優輝建設

森創建ビルダー

有限会社ショーケン

株式会社セイアローズ

福岡市西区姪浜駅南2丁目20-25

福岡市西区姪浜駅南1丁目9-20

福岡市西区小戸4丁目22-16

福岡市西区福重1丁目2-22レクサス福岡西

福岡市西区福重2丁目22-2

福岡市西区今宿1丁目4-5-702

福岡市西区西都2丁目11-18-1

福岡市西区周船寺2丁目12-24

福岡市西区千里459-1コラージュ周船寺402

福岡市西区女原141

福岡市博多区博多駅東2丁目6-24

福岡市西区田尻2528-3

福岡市西区太郎丸1丁目5-3

福岡市西区元岡2998-1

福岡市西区今宿東1丁目19-10

福岡市西区今宿青木1059-33

福岡市西区今津2032

福岡市西区横浜1丁目42-8

福岡市西区今宿2丁目5-4エム･スクエア101

福岡市博多区博多駅前2丁目19-17トーカン博多第5ビル312号

糸島市高田5丁目10-12

糸島市前原中央2丁目9-35

糸島市前原西1丁目6-18

糸島市荻浦225

糸島市荻浦488-21

糸島市篠原東1丁目21-11

糸島市篠原西2丁目5-5

糸島市白糸630

糸島市志摩桜井2407-3

糸島市志摩桜井3196

糸島市志摩西貝塚283-2

糸島市二丈深江776-13

糸島市二丈深江2100-18

糸島市二丈片山1717

糸島市二丈武824-1

847-2067

0120-986-206

885-3179

883-7721

885-2228

519-9444

807-8616

807-3383

807-5197

090-9721-9308

431-7721

802-0108

407-9892

403-6721

805-1777

834-2238

400-5993

806-0333

806-6611

090-7459-4240

806-3540

322-3361

322-3305

322-3488

322-1030

323-4367

324-1234

332-1266

327-2111

215-2035

090-5388-9432

325-2343

325-3413

325-2477

332-7920

運送業

電気事業

動物病院

自動車

建築業

各種コンサルタント

旅行業

貿易

建築設計

塗装工事業

絹･人絹織物

塗装工事

電気工事業

住宅リフォーム

電気通信工事

建設業

造園業

ハイヤー･タクシー

不動産業

物販

建設業

医療・診療所

飲食業

不動産業

ビルメンテナンス

保険サービス業

保険代理業

板金・塗装

畳業

建築業

畜産食料品

建設業・土木

型枠大工

土木工事

家具の製造販売

訃報

樋 口  徳 一

享年 78才
令和元年６月９日ご逝去
樋口産業株式会社

理　事 平成 ７年５月～平成 15年５月
常任理事 平成 15年５月～平成 17年５月
副会長 平成 17年５月～平成 19年５月
会　長 平成 19年５月～平成 27年５月

長い間、法人会の活動にご尽力いただき、誠にありがとうございました。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます
相 談 役
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税務署だより

○ 軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）

【受付時間】　平日 9：00～17：00（土日祝除く）
消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
音声ガイダンスに沿ってお知りになりたい内容の番号を選択してください。

軽減税率制度に関する情報については、国税庁のホームページ特設サイト
「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

0120-205-553

「1」
軽減税率が適用され
る品目が知りたい方

「2」
帳簿・請求書などの
書き方が知りたい方

「3」
その他の軽減税率制度
について知りたい方
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〒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
福岡総合支社 TEL 092-281-6716



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）

◎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7回

チャリティーゴルフコンペのご案内
令和元年9月17日（火）

13,400

◆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

　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げ
ます。
　さて、恒例の当会主催「第７回チャリ
ティーゴルフコンペ」を開催いたします。
　日ごろ、会社の業務に精励され、何かと
お疲れのことと存じますが、新鮮な空気と
緑の中で妙技を振るわれて１日を快くお過
ごしください。
　本年度も皆様からいただきますチャリ
ティーの収益金により、車いす等の寄贈を
させていただきますので、奮ってご参加く
ださい。


