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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。
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株式会社　安井組
公益社団法人福岡西部法人会

代表取締役
理事

安 井  廣 志  殿
建秀ブロック　株式会社
公益社団法人福岡西部法人会

代表取締役
常任理事

宗 　 隆 文  殿

株式会社　緑水園
公益社団法人福岡西部法人会
西福岡間税会

取締役
理事
副会長

笠 　 康 雄  殿
株式会社　平井電業社
公益社団法人福岡西部法人会

代表取締役
理事

平 井 博 雄  殿
有限会社　フジ電気
公益社団法人福岡西部法人会

代表取締役
常任理事

藤 　 丈 浩  殿

西福岡税務署長 表彰

西福岡税務署長 感謝状 ―新型コロナウイルスが発生し、昨年４月７日から
５月14日まで緊急事態宣言が発令されました。休業
や外出自粛が要請されましたが、この期間の苦労と乗
り越えるための工夫をお聞かせください。

川原：当社は小規模な商店主と個人のオーナーの不
動産の仲介や賃貸管理を多く扱っています。3月頃か
ら商店主の方々が「これは大変だ、経営が成り立たな
い」と家賃の相談に来られることが多くなりました。

オーナー様と商店主の方々の間を取り持ち、家賃の交
渉などで忙しかったです。その後、県外の移動ができ
なくなると、法人の賃貸仲介がほぼなくなりました。そ
の時はもうどうしようもなかったですね。また、役所が
ほとんど動いていなかったので、法務局で通常１週間
でできていた業務が１ヶ月半から２ヶ月かかることも
ありました。契約上の決済日を変更せねばならなくて、
違約や解約にはならなかったものの、両者の間での調
整がとても大変でした。

李：「華風福寿飯店」は大名の店を閉めて約1年間休
業し、2019年6月に高取の店が移転オープンしまし
た。ところが1年も経たないうちにコロナの状況にな
り、また店を休業するのか悩みに悩みました。自分の
中で結論が出ず、スタッフ全員と相談して、店を開け
続けようと決断しました。イートインはできないので持
ち帰りのお惣菜を販売したところ、大当たりしました。
お客様からは「どこも閉まっとうけど、ここが開いてる
から助かる」、業者さんからは「うちも大変やけど、お
たくが買ってくれるけん、本当に助かるよ」と喜ばれま

した。地域でも「安く中華
のお惣菜を販売している店
がある」と口コミが広がり、
店の知名度も上がったよう
に思います。宣言解除後
の6月にはイートインも再
開できたし、あのとき休業
せずにお惣菜をやってよ
かったです。

久保田： 「のこのしまアイランドパーク」は3月初めの
週末くらいまでは、例年通りの客入りだったんですが、
半ばくらいから急激に外出を避ける風潮になってきて
客足が落ちました。緊急事態宣言の間は完全に休業。
能古島在住の少人数のスタッフで動物の世話などをす
るくらいで、基本的には他の従業員は全て休ませてい
ました。個人的には、生まれて初めてGWに仕事をし
なかった（一同笑）。そんな自分が妙な感じで、また
新鮮でしたね。

原田：コロナ初期、葬儀業界はみんな一つ一つ確認
を取りながら、手探りでやっていく大変な状態でした。
医療機関との連携がうまくいかなかったこともありま
す。当時から医療機関には天国社の会員様がコロナ
で亡くなった場合は、当社で受け入れすると伝えてい
たのですが、現場までは周知されていなかったようで

す。あるコロナで亡くなられた会員様が他の葬儀社へ
送られて、お見送りが叶いませんでした。これを教訓
に、各医療機関に「弊社はコロナ患者さんを受け入れ、
濃厚接触者の方がいても対応いたします」と念を押し
て伝えました。半年以上が過ぎ医療機関の対処はス
ムーズになりました。当社もコロナ患者さんのお別れ
でもご家族が精神的に安心できるようケアがスムーズ
になってきた、というのが現状です。

―緊急事態宣言は5
月15日に解除されまし
た。それ以降で、事業
戦略や事業形態を転
換したり、従業員の働
き方を見直したりなど
で、効果のあった取り
組みはありますか？

岩本：姪浜タクシーは、24時間運行していましたが、
コロナ禍によって運行時間を変えざるを得なくなりま
した。お客様のいない深夜帯をはずし、運行時間を8
時～ 20時にしたり、雇用調整助成金を活用し一部の
乗務員を自宅待機にして、稼働台数を減らし１台当た
りの売上を上げるなど運行管理（時間管理）を徹底的
に実施してきました。運行管理者とともに売上が上げ
やすく効率の良いルートを５つ決め姪浜駅や無線のお
客様を大事に運行して参りました。
　この厳しい状況の中、姪浜駅や無線のお客様（地
域のお客様）に改めて感謝申し上げます。
　観光バスは、すべての予約がキャンセルされ、バス

乗務員もタクシーに乗
務するなど今までにな
い経験をさせられまし
た。今ではGOTOトラ
ベル事業の効果もあっ
てバス旅行のお客様が
増え保有台数の約半分
のバスが稼働していま
す。

穐吉：「とり市」グループは緊急事態宣言期間から６
月１日まで全店休みにしました。その間一番心配だっ
たのが、従業員の意識の低下でした。そこで10日に１
回くらい私が全員に「元気にしてるか？」と連絡をす
るようにしました。６、７月は変動的な営業をしなが
ら給付金なども利用して雇用を守り、８月に一人ずつ

面接をしました。お店の状況を具体的な数字も含め説
明して今後の話をしたところ、全員が「付いていきま
す」と言ってくれました。非常に嬉しいことでした。
　銀行から融資の話もありましたが、原点に戻って、あまり
無理をせずにできることを確実にやっていく方が今の時期
はいいと思っています。最初はちっちゃなお店から始めた
んだし元に戻ればいいや、という気持ち。弱気じゃなくて、
無理せずマイペースでやる、ということですね。

廣田：建築業界は令和元年の年度末が終わった、４
～５月以降は、受注の数も減り、現場の稼働も少なく
なってきました。住宅展示場はお客様の来場がないと
いう話も耳にしました。現場の数が減り、１つの現場の
担当者を増やして対応したり、資金繰りに関しては助
成金や銀行からの融資を利用しました。秋ごろから現
場も稼働してきて、昨年の忙しさに戻ってきています。

―これからは「WITHコロナ」の時代と言われていま
す。事業を展開するため、従業員の生活を守るため、
どんな事業の施策をしていくのでしょうか。金融支援、
設備投資、安全対策、GoToキャンペーン活用など、
今後の展望などお聞かせください。

川原：不動産業界は影
響が遅れて出るんです。
だからコロナの影響が出
るのはこれからではない
か、と心配しています。
例えば大学生です。この
まま学校が始まらなけれ
ば、今春の引越しを見合
わせる学生が増えるかも
しれないです。IT環境の整備も両刃の剣ですね。既
存物件のIT環境の整備は今や必須なのですが、整え
ば整うほどテレワークが進み、転勤をする必要がなく
なり、賃貸の需要が減るかもしれません。そんな状況
ですが、古い物件にITの環境を整えて「在宅でテレ
ワークができますよ」とか、小さな部屋がある間取りな
ら「安く仕事用のスペースを作れますよ」など、間取り
の使い方の提案を進めたいです。

李： 先程も話しましたが、私は昨年6月まで1年間休
業していました。だから「やれることはやろう！」とい
う姿勢で経営をしています。ただし経費はかけない
（笑）。例えばGoToトラベルも登録するか悩みました
が攻めの姿勢でチャレンジしました。すると思いがけ

ず地域共通クーポンを手に、旅行帰りのお
客様がたくさん来店してくださいました。当初
クーポンを使える登録店が少なかったことも味方
し、偶然来店されたお客様たちに「美味しい」と喜ん
でいただけました。リピーターになってくれればと期待
しています。GoToイートも、ネット予約の時間帯を工
夫して、今までに入らなかった時間帯にお客様を取り
込むことができました。土日は特にお客様がたくさん
増え、本当にGoToキャンペーンのおかげで嬉しい結
果になっています。

久保田：昨年春にオープ
ン予定だった宿泊施設が
ようやく完成しました。
テレワークも絡めてどう
やって売り込んでいこうか
と考えているところです。
うちも李さんと同じで、守
りに入ってもしょうがない
ので、例年９月に閉鎖す
るキャンプ場を閉めずに通年営業するにはどうしたらい
いか考えています。キャンプ場をシーズン以外で、特に
ソロや少人数でキャンプをする人たちに向けて何ができ
るのか。そこで博多の夜景を見ながら入れるお風呂を
海岸に作ります。長年の構想だったのですが実現に向
けて動いています。こうやって「３密」を避ける環境の
中で、何かができるように工夫していくのが今できるこ
とだなと思っています。

岩本：お客様と乗務員のコロナ感染予防の安全・安心
対策をさらに高めていきます。営業後のバスやタク
シーには強い殺菌消臭効果のある高濃度オゾンを噴
霧して毎日消毒をしています。ただし、噴霧後の効果
は長続きしないんですね。そこで人体に影響のない低
濃度の車載型オゾン発生機を各車両に設置して、常
時オゾン消毒をしています。お客様に安心して乗車い
ただきたいですね。

廣田：従業員の働き方
が少し変わってきまし
た。以前は現場から
帰ってきて、夕方から
夜に会議をしていまし
たが、昼に空いた時間
に密にならないで会議
ができないかと話をし

ました。なかなか社員も新しいことにはおっくうになり
がちですが、９月ごろからやっと昼にリモートで現場に
いながら会議ができるようになりました。効率がよくな
り、勤務時間の短縮にもつながっています。見積もり
とか他の会社とのやりとりもパソコンとメールだけで
できるし、毎月30件くらいある手形の振り出しや受け
取りもインターネットの「でんさい」でほとんどできるよ
うになりました、こういうしくみをもっと利用できるように
なるといいですね。

原田：天国社ではコロナ対策を万全にし、一般の方も
葬儀に参列いただけるよう尽力しております。家族葬
やコロナの影響を考えて少人数での葬儀を希望される
方にも、感染防止やソーシャルディスタンスを確保で
きる広間を用意するなど、対策を行なっています。ま
た、参列人数が少ない状況が続き返礼品業者さんも
困っていらっしゃいますので商品販売拡大の協力を、

八女茶を毎月お届けす
る【八女茶の定期便】
という形で販売貢献に
尽力しています。当社
の利益はほとんどない
です（笑）。しかし、こ
ういう時だからと思い、
社長をはじめ社員全員
で取り組んでおります。

穐吉：今、なかなか大人数で会食ができない状況で
す。そのため結構な人数の食事にはお持ち帰り用のお
弁当の注文が多くなりました。するとお弁当だけじゃ
寂しいから、お酒も一人一つ付けてくださいという注
文もあるんです。それならうちが「萬代」の小林酒造
さんに作ってもらっている、オリジナルの大吟醸「室

見 川」を付
けて販売でき
るようするため、
酒類販売業免許取得
の準備を進めていま
す。店内の会食では
「三 四 郎」で 従 来
4,000円ぐらいの料理
を、2,500円のワンプ

レートで提供しています。手軽なので家族などでの食
事に来てほしいですね。

＜まとめ＞
　座談会では様々な業種の経営者の皆さんが、お互
いの実感のこもった苦労や工夫の話に聞き入ったりう
なずいたりしながら、あっという間に１時間半が過ぎ
ました。最後は瀬尾会長が「たとえ100年に１度の問
題があったとしても、一生懸命に仕事をして、会社の
体力を強化しておく。そしてきちんと税金を収められ
る体質を作っておくことが、長い目で見て一番大切な
のだと思います」と総評し、会を締めくくりました。

※社会情勢や国の施策、各社の事業展開案などは、
座談会が行われた令和2年11月13日の時点のも
のです。
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濃厚接触者の方がいても対応いたします」と念を押し
て伝えました。半年以上が過ぎ医療機関の対処はス
ムーズになりました。当社もコロナ患者さんのお別れ
でもご家族が精神的に安心できるようケアがスムーズ
になってきた、というのが現状です。

―緊急事態宣言は5
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た。それ以降で、事業
戦略や事業形態を転
換したり、従業員の働
き方を見直したりなど
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コロナ禍によって運行時間を変えざるを得なくなりま
した。お客様のいない深夜帯をはずし、運行時間を8
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乗務員を自宅待機にして、稼働台数を減らし１台当た
りの売上を上げるなど運行管理（時間管理）を徹底的
に実施してきました。運行管理者とともに売上が上げ
やすく効率の良いルートを５つ決め姪浜駅や無線のお
客様を大事に運行して参りました。
　この厳しい状況の中、姪浜駅や無線のお客様（地
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務するなど今までにな
い経験をさせられまし
た。今ではGOTOトラ
ベル事業の効果もあっ
てバス旅行のお客様が
増え保有台数の約半分
のバスが稼働していま
す。

穐吉：「とり市」グループは緊急事態宣言期間から６
月１日まで全店休みにしました。その間一番心配だっ
たのが、従業員の意識の低下でした。そこで10日に１
回くらい私が全員に「元気にしてるか？」と連絡をす
るようにしました。６、７月は変動的な営業をしなが
ら給付金なども利用して雇用を守り、８月に一人ずつ

面接をしました。お店の状況を具体的な数字も含め説
明して今後の話をしたところ、全員が「付いていきま
す」と言ってくれました。非常に嬉しいことでした。
　銀行から融資の話もありましたが、原点に戻って、あまり
無理をせずにできることを確実にやっていく方が今の時期
はいいと思っています。最初はちっちゃなお店から始めた
んだし元に戻ればいいや、という気持ち。弱気じゃなくて、
無理せずマイペースでやる、ということですね。

廣田：建築業界は令和元年の年度末が終わった、４
～５月以降は、受注の数も減り、現場の稼働も少なく
なってきました。住宅展示場はお客様の来場がないと
いう話も耳にしました。現場の数が減り、１つの現場の
担当者を増やして対応したり、資金繰りに関しては助
成金や銀行からの融資を利用しました。秋ごろから現
場も稼働してきて、昨年の忙しさに戻ってきています。

―これからは「WITHコロナ」の時代と言われていま
す。事業を展開するため、従業員の生活を守るため、
どんな事業の施策をしていくのでしょうか。金融支援、
設備投資、安全対策、GoToキャンペーン活用など、
今後の展望などお聞かせください。

川原：不動産業界は影
響が遅れて出るんです。
だからコロナの影響が出
るのはこれからではない
か、と心配しています。
例えば大学生です。この
まま学校が始まらなけれ
ば、今春の引越しを見合
わせる学生が増えるかも
しれないです。IT環境の整備も両刃の剣ですね。既
存物件のIT環境の整備は今や必須なのですが、整え
ば整うほどテレワークが進み、転勤をする必要がなく
なり、賃貸の需要が減るかもしれません。そんな状況
ですが、古い物件にITの環境を整えて「在宅でテレ
ワークができますよ」とか、小さな部屋がある間取りな
ら「安く仕事用のスペースを作れますよ」など、間取り
の使い方の提案を進めたいです。

李： 先程も話しましたが、私は昨年6月まで1年間休
業していました。だから「やれることはやろう！」とい
う姿勢で経営をしています。ただし経費はかけない
（笑）。例えばGoToトラベルも登録するか悩みました
が攻めの姿勢でチャレンジしました。すると思いがけ

ず地域共通クーポンを手に、旅行帰りのお
客様がたくさん来店してくださいました。当初
クーポンを使える登録店が少なかったことも味方
し、偶然来店されたお客様たちに「美味しい」と喜ん
でいただけました。リピーターになってくれればと期待
しています。GoToイートも、ネット予約の時間帯を工
夫して、今までに入らなかった時間帯にお客様を取り
込むことができました。土日は特にお客様がたくさん
増え、本当にGoToキャンペーンのおかげで嬉しい結
果になっています。

久保田：昨年春にオープ
ン予定だった宿泊施設が
ようやく完成しました。
テレワークも絡めてどう
やって売り込んでいこうか
と考えているところです。
うちも李さんと同じで、守
りに入ってもしょうがない
ので、例年９月に閉鎖す
るキャンプ場を閉めずに通年営業するにはどうしたらい
いか考えています。キャンプ場をシーズン以外で、特に
ソロや少人数でキャンプをする人たちに向けて何ができ
るのか。そこで博多の夜景を見ながら入れるお風呂を
海岸に作ります。長年の構想だったのですが実現に向
けて動いています。こうやって「３密」を避ける環境の
中で、何かができるように工夫していくのが今できるこ
とだなと思っています。

岩本：お客様と乗務員のコロナ感染予防の安全・安心
対策をさらに高めていきます。営業後のバスやタク
シーには強い殺菌消臭効果のある高濃度オゾンを噴
霧して毎日消毒をしています。ただし、噴霧後の効果
は長続きしないんですね。そこで人体に影響のない低
濃度の車載型オゾン発生機を各車両に設置して、常
時オゾン消毒をしています。お客様に安心して乗車い
ただきたいですね。

廣田：従業員の働き方
が少し変わってきまし
た。以前は現場から
帰ってきて、夕方から
夜に会議をしていまし
たが、昼に空いた時間
に密にならないで会議
ができないかと話をし

ました。なかなか社員も新しいことにはおっくうになり
がちですが、９月ごろからやっと昼にリモートで現場に
いながら会議ができるようになりました。効率がよくな
り、勤務時間の短縮にもつながっています。見積もり
とか他の会社とのやりとりもパソコンとメールだけで
できるし、毎月30件くらいある手形の振り出しや受け
取りもインターネットの「でんさい」でほとんどできるよ
うになりました、こういうしくみをもっと利用できるように
なるといいですね。

原田：天国社ではコロナ対策を万全にし、一般の方も
葬儀に参列いただけるよう尽力しております。家族葬
やコロナの影響を考えて少人数での葬儀を希望される
方にも、感染防止やソーシャルディスタンスを確保で
きる広間を用意するなど、対策を行なっています。ま
た、参列人数が少ない状況が続き返礼品業者さんも
困っていらっしゃいますので商品販売拡大の協力を、

八女茶を毎月お届けす
る【八女茶の定期便】
という形で販売貢献に
尽力しています。当社
の利益はほとんどない
です（笑）。しかし、こ
ういう時だからと思い、
社長をはじめ社員全員
で取り組んでおります。

穐吉：今、なかなか大人数で会食ができない状況で
す。そのため結構な人数の食事にはお持ち帰り用のお
弁当の注文が多くなりました。するとお弁当だけじゃ
寂しいから、お酒も一人一つ付けてくださいという注
文もあるんです。それならうちが「萬代」の小林酒造
さんに作ってもらっている、オリジナルの大吟醸「室

見 川」を付
けて販売でき
るようするため、
酒類販売業免許取得
の準備を進めていま
す。店内の会食では
「三 四 郎」で 従 来
4,000円ぐらいの料理
を、2,500円のワンプ

レートで提供しています。手軽なので家族などでの食
事に来てほしいですね。

＜まとめ＞
　座談会では様々な業種の経営者の皆さんが、お互
いの実感のこもった苦労や工夫の話に聞き入ったりう
なずいたりしながら、あっという間に１時間半が過ぎ
ました。最後は瀬尾会長が「たとえ100年に１度の問
題があったとしても、一生懸命に仕事をして、会社の
体力を強化しておく。そしてきちんと税金を収められ
る体質を作っておくことが、長い目で見て一番大切な
のだと思います」と総評し、会を締めくくりました。

※社会情勢や国の施策、各社の事業展開案などは、
座談会が行われた令和2年11月13日の時点のも
のです。

◆ ㈲三和土地建物 代表取締役社長 川原　伸也様 不動産管理業務、売買賃貸仲介業　
◆ ㈱姪浜タクシー 代表取締役社長 岩本　芳浩様 姪浜タクシー他２社、バス事業、トラベル事業
◆ 久保田観光㈱ 代表取締役社長 久保田晋平様 のこのしまアイランドパーク
◆ ㈱広田工務店 代表取締役社長 廣田　栄作様 建設業（建築工事）
◆ ㈱天国社 営業部　　 原田トキミ様 葬祭業
◆ ㈱秀貴興産 代表取締役社長 李　　健豊様 中国料理「華風福寿飯店」
◆ ㈱とり市 代表取締役社長 穐吉　憲一様 日本料理「とり市」他日本料理店等

福岡西部法人会 広報委員長 建秀ブロック（株） 代表取締役社長　宗　　隆文 
福岡西部法人会 会長 西南自動車工業（株） 代表取締役社長　瀬尾　亮二

　コロナ禍で様 な々問題に直面した令和２年。事業を持続し、雇用を守るために経営者はそれぞれの環境で、課題への

対策や判断をしてきたと思います。そこで多彩な業種の法人会員の経営者７名に集まっていただき、各社の取り組みをお

話しいただきました。会員の皆さんの令和3年の事業経営のヒントになりそうなお話がたくさん出ました。

座 談 会 出 席 者

コロナ禍における
事業継続のための取り組み
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―新型コロナウイルスが発生し、昨年４月７日から
５月14日まで緊急事態宣言が発令されました。休業
や外出自粛が要請されましたが、この期間の苦労と乗
り越えるための工夫をお聞かせください。

川原：当社は小規模な商店主と個人のオーナーの不
動産の仲介や賃貸管理を多く扱っています。3月頃か
ら商店主の方々が「これは大変だ、経営が成り立たな
い」と家賃の相談に来られることが多くなりました。

オーナー様と商店主の方々の間を取り持ち、家賃の交
渉などで忙しかったです。その後、県外の移動ができ
なくなると、法人の賃貸仲介がほぼなくなりました。そ
の時はもうどうしようもなかったですね。また、役所が
ほとんど動いていなかったので、法務局で通常１週間
でできていた業務が１ヶ月半から２ヶ月かかることも
ありました。契約上の決済日を変更せねばならなくて、
違約や解約にはならなかったものの、両者の間での調
整がとても大変でした。

李：「華風福寿飯店」は大名の店を閉めて約1年間休
業し、2019年6月に高取の店が移転オープンしまし
た。ところが1年も経たないうちにコロナの状況にな
り、また店を休業するのか悩みに悩みました。自分の
中で結論が出ず、スタッフ全員と相談して、店を開け
続けようと決断しました。イートインはできないので持
ち帰りのお惣菜を販売したところ、大当たりしました。
お客様からは「どこも閉まっとうけど、ここが開いてる
から助かる」、業者さんからは「うちも大変やけど、お
たくが買ってくれるけん、本当に助かるよ」と喜ばれま

した。地域でも「安く中華
のお惣菜を販売している店
がある」と口コミが広がり、
店の知名度も上がったよう
に思います。宣言解除後
の6月にはイートインも再
開できたし、あのとき休業
せずにお惣菜をやってよ
かったです。

久保田： 「のこのしまアイランドパーク」は3月初めの
週末くらいまでは、例年通りの客入りだったんですが、
半ばくらいから急激に外出を避ける風潮になってきて
客足が落ちました。緊急事態宣言の間は完全に休業。
能古島在住の少人数のスタッフで動物の世話などをす
るくらいで、基本的には他の従業員は全て休ませてい
ました。個人的には、生まれて初めてGWに仕事をし
なかった（一同笑）。そんな自分が妙な感じで、また
新鮮でしたね。

原田：コロナ初期、葬儀業界はみんな一つ一つ確認
を取りながら、手探りでやっていく大変な状態でした。
医療機関との連携がうまくいかなかったこともありま
す。当時から医療機関には天国社の会員様がコロナ
で亡くなった場合は、当社で受け入れすると伝えてい
たのですが、現場までは周知されていなかったようで

す。あるコロナで亡くなられた会員様が他の葬儀社へ
送られて、お見送りが叶いませんでした。これを教訓
に、各医療機関に「弊社はコロナ患者さんを受け入れ、
濃厚接触者の方がいても対応いたします」と念を押し
て伝えました。半年以上が過ぎ医療機関の対処はス
ムーズになりました。当社もコロナ患者さんのお別れ
でもご家族が精神的に安心できるようケアがスムーズ
になってきた、というのが現状です。

―緊急事態宣言は5
月15日に解除されまし
た。それ以降で、事業
戦略や事業形態を転
換したり、従業員の働
き方を見直したりなど
で、効果のあった取り
組みはありますか？

岩本：姪浜タクシーは、24時間運行していましたが、
コロナ禍によって運行時間を変えざるを得なくなりま
した。お客様のいない深夜帯をはずし、運行時間を8
時～ 20時にしたり、雇用調整助成金を活用し一部の
乗務員を自宅待機にして、稼働台数を減らし１台当た
りの売上を上げるなど運行管理（時間管理）を徹底的
に実施してきました。運行管理者とともに売上が上げ
やすく効率の良いルートを５つ決め姪浜駅や無線のお
客様を大事に運行して参りました。
　この厳しい状況の中、姪浜駅や無線のお客様（地
域のお客様）に改めて感謝申し上げます。
　観光バスは、すべての予約がキャンセルされ、バス

乗務員もタクシーに乗
務するなど今までにな
い経験をさせられまし
た。今ではGOTOトラ
ベル事業の効果もあっ
てバス旅行のお客様が
増え保有台数の約半分
のバスが稼働していま
す。

穐吉：「とり市」グループは緊急事態宣言期間から６
月１日まで全店休みにしました。その間一番心配だっ
たのが、従業員の意識の低下でした。そこで10日に１
回くらい私が全員に「元気にしてるか？」と連絡をす
るようにしました。６、７月は変動的な営業をしなが
ら給付金なども利用して雇用を守り、８月に一人ずつ

面接をしました。お店の状況を具体的な数字も含め説
明して今後の話をしたところ、全員が「付いていきま
す」と言ってくれました。非常に嬉しいことでした。
　銀行から融資の話もありましたが、原点に戻って、あまり
無理をせずにできることを確実にやっていく方が今の時期
はいいと思っています。最初はちっちゃなお店から始めた
んだし元に戻ればいいや、という気持ち。弱気じゃなくて、
無理せずマイペースでやる、ということですね。

廣田：建築業界は令和元年の年度末が終わった、４
～５月以降は、受注の数も減り、現場の稼働も少なく
なってきました。住宅展示場はお客様の来場がないと
いう話も耳にしました。現場の数が減り、１つの現場の
担当者を増やして対応したり、資金繰りに関しては助
成金や銀行からの融資を利用しました。秋ごろから現
場も稼働してきて、昨年の忙しさに戻ってきています。

―これからは「WITHコロナ」の時代と言われていま
す。事業を展開するため、従業員の生活を守るため、
どんな事業の施策をしていくのでしょうか。金融支援、
設備投資、安全対策、GoToキャンペーン活用など、
今後の展望などお聞かせください。

川原：不動産業界は影
響が遅れて出るんです。
だからコロナの影響が出
るのはこれからではない
か、と心配しています。
例えば大学生です。この
まま学校が始まらなけれ
ば、今春の引越しを見合
わせる学生が増えるかも
しれないです。IT環境の整備も両刃の剣ですね。既
存物件のIT環境の整備は今や必須なのですが、整え
ば整うほどテレワークが進み、転勤をする必要がなく
なり、賃貸の需要が減るかもしれません。そんな状況
ですが、古い物件にITの環境を整えて「在宅でテレ
ワークができますよ」とか、小さな部屋がある間取りな
ら「安く仕事用のスペースを作れますよ」など、間取り
の使い方の提案を進めたいです。

李： 先程も話しましたが、私は昨年6月まで1年間休
業していました。だから「やれることはやろう！」とい
う姿勢で経営をしています。ただし経費はかけない
（笑）。例えばGoToトラベルも登録するか悩みました
が攻めの姿勢でチャレンジしました。すると思いがけ

ず地域共通クーポンを手に、旅行帰りのお
客様がたくさん来店してくださいました。当初
クーポンを使える登録店が少なかったことも味方
し、偶然来店されたお客様たちに「美味しい」と喜ん
でいただけました。リピーターになってくれればと期待
しています。GoToイートも、ネット予約の時間帯を工
夫して、今までに入らなかった時間帯にお客様を取り
込むことができました。土日は特にお客様がたくさん
増え、本当にGoToキャンペーンのおかげで嬉しい結
果になっています。

久保田：昨年春にオープ
ン予定だった宿泊施設が
ようやく完成しました。
テレワークも絡めてどう
やって売り込んでいこうか
と考えているところです。
うちも李さんと同じで、守
りに入ってもしょうがない
ので、例年９月に閉鎖す
るキャンプ場を閉めずに通年営業するにはどうしたらい
いか考えています。キャンプ場をシーズン以外で、特に
ソロや少人数でキャンプをする人たちに向けて何ができ
るのか。そこで博多の夜景を見ながら入れるお風呂を
海岸に作ります。長年の構想だったのですが実現に向
けて動いています。こうやって「３密」を避ける環境の
中で、何かができるように工夫していくのが今できるこ
とだなと思っています。

岩本：お客様と乗務員のコロナ感染予防の安全・安心
対策をさらに高めていきます。営業後のバスやタク
シーには強い殺菌消臭効果のある高濃度オゾンを噴
霧して毎日消毒をしています。ただし、噴霧後の効果
は長続きしないんですね。そこで人体に影響のない低
濃度の車載型オゾン発生機を各車両に設置して、常
時オゾン消毒をしています。お客様に安心して乗車い
ただきたいですね。

廣田：従業員の働き方
が少し変わってきまし
た。以前は現場から
帰ってきて、夕方から
夜に会議をしていまし
たが、昼に空いた時間
に密にならないで会議
ができないかと話をし

ました。なかなか社員も新しいことにはおっくうになり
がちですが、９月ごろからやっと昼にリモートで現場に
いながら会議ができるようになりました。効率がよくな
り、勤務時間の短縮にもつながっています。見積もり
とか他の会社とのやりとりもパソコンとメールだけで
できるし、毎月30件くらいある手形の振り出しや受け
取りもインターネットの「でんさい」でほとんどできるよ
うになりました、こういうしくみをもっと利用できるように
なるといいですね。

原田：天国社ではコロナ対策を万全にし、一般の方も
葬儀に参列いただけるよう尽力しております。家族葬
やコロナの影響を考えて少人数での葬儀を希望される
方にも、感染防止やソーシャルディスタンスを確保で
きる広間を用意するなど、対策を行なっています。ま
た、参列人数が少ない状況が続き返礼品業者さんも
困っていらっしゃいますので商品販売拡大の協力を、

八女茶を毎月お届けす
る【八女茶の定期便】
という形で販売貢献に
尽力しています。当社
の利益はほとんどない
です（笑）。しかし、こ
ういう時だからと思い、
社長をはじめ社員全員
で取り組んでおります。

穐吉：今、なかなか大人数で会食ができない状況で
す。そのため結構な人数の食事にはお持ち帰り用のお
弁当の注文が多くなりました。するとお弁当だけじゃ
寂しいから、お酒も一人一つ付けてくださいという注
文もあるんです。それならうちが「萬代」の小林酒造
さんに作ってもらっている、オリジナルの大吟醸「室

見 川」を付
けて販売でき
るようするため、
酒類販売業免許取得
の準備を進めていま
す。店内の会食では
「三 四 郎」で 従 来
4,000円ぐらいの料理
を、2,500円のワンプ

レートで提供しています。手軽なので家族などでの食
事に来てほしいですね。

＜まとめ＞
　座談会では様々な業種の経営者の皆さんが、お互
いの実感のこもった苦労や工夫の話に聞き入ったりう
なずいたりしながら、あっという間に１時間半が過ぎ
ました。最後は瀬尾会長が「たとえ100年に１度の問
題があったとしても、一生懸命に仕事をして、会社の
体力を強化しておく。そしてきちんと税金を収められ
る体質を作っておくことが、長い目で見て一番大切な
のだと思います」と総評し、会を締めくくりました。

※社会情勢や国の施策、各社の事業展開案などは、
座談会が行われた令和2年11月13日の時点のも
のです。
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―新型コロナウイルスが発生し、昨年４月７日から
５月14日まで緊急事態宣言が発令されました。休業
や外出自粛が要請されましたが、この期間の苦労と乗
り越えるための工夫をお聞かせください。

川原：当社は小規模な商店主と個人のオーナーの不
動産の仲介や賃貸管理を多く扱っています。3月頃か
ら商店主の方々が「これは大変だ、経営が成り立たな
い」と家賃の相談に来られることが多くなりました。

オーナー様と商店主の方々の間を取り持ち、家賃の交
渉などで忙しかったです。その後、県外の移動ができ
なくなると、法人の賃貸仲介がほぼなくなりました。そ
の時はもうどうしようもなかったですね。また、役所が
ほとんど動いていなかったので、法務局で通常１週間
でできていた業務が１ヶ月半から２ヶ月かかることも
ありました。契約上の決済日を変更せねばならなくて、
違約や解約にはならなかったものの、両者の間での調
整がとても大変でした。

李：「華風福寿飯店」は大名の店を閉めて約1年間休
業し、2019年6月に高取の店が移転オープンしまし
た。ところが1年も経たないうちにコロナの状況にな
り、また店を休業するのか悩みに悩みました。自分の
中で結論が出ず、スタッフ全員と相談して、店を開け
続けようと決断しました。イートインはできないので持
ち帰りのお惣菜を販売したところ、大当たりしました。
お客様からは「どこも閉まっとうけど、ここが開いてる
から助かる」、業者さんからは「うちも大変やけど、お
たくが買ってくれるけん、本当に助かるよ」と喜ばれま

した。地域でも「安く中華
のお惣菜を販売している店
がある」と口コミが広がり、
店の知名度も上がったよう
に思います。宣言解除後
の6月にはイートインも再
開できたし、あのとき休業
せずにお惣菜をやってよ
かったです。

久保田： 「のこのしまアイランドパーク」は3月初めの
週末くらいまでは、例年通りの客入りだったんですが、
半ばくらいから急激に外出を避ける風潮になってきて
客足が落ちました。緊急事態宣言の間は完全に休業。
能古島在住の少人数のスタッフで動物の世話などをす
るくらいで、基本的には他の従業員は全て休ませてい
ました。個人的には、生まれて初めてGWに仕事をし
なかった（一同笑）。そんな自分が妙な感じで、また
新鮮でしたね。

原田：コロナ初期、葬儀業界はみんな一つ一つ確認
を取りながら、手探りでやっていく大変な状態でした。
医療機関との連携がうまくいかなかったこともありま
す。当時から医療機関には天国社の会員様がコロナ
で亡くなった場合は、当社で受け入れすると伝えてい
たのですが、現場までは周知されていなかったようで

す。あるコロナで亡くなられた会員様が他の葬儀社へ
送られて、お見送りが叶いませんでした。これを教訓
に、各医療機関に「弊社はコロナ患者さんを受け入れ、
濃厚接触者の方がいても対応いたします」と念を押し
て伝えました。半年以上が過ぎ医療機関の対処はス
ムーズになりました。当社もコロナ患者さんのお別れ
でもご家族が精神的に安心できるようケアがスムーズ
になってきた、というのが現状です。

―緊急事態宣言は5
月15日に解除されまし
た。それ以降で、事業
戦略や事業形態を転
換したり、従業員の働
き方を見直したりなど
で、効果のあった取り
組みはありますか？

岩本：姪浜タクシーは、24時間運行していましたが、
コロナ禍によって運行時間を変えざるを得なくなりま
した。お客様のいない深夜帯をはずし、運行時間を8
時～ 20時にしたり、雇用調整助成金を活用し一部の
乗務員を自宅待機にして、稼働台数を減らし１台当た
りの売上を上げるなど運行管理（時間管理）を徹底的
に実施してきました。運行管理者とともに売上が上げ
やすく効率の良いルートを５つ決め姪浜駅や無線のお
客様を大事に運行して参りました。
　この厳しい状況の中、姪浜駅や無線のお客様（地
域のお客様）に改めて感謝申し上げます。
　観光バスは、すべての予約がキャンセルされ、バス

乗務員もタクシーに乗
務するなど今までにな
い経験をさせられまし
た。今ではGOTOトラ
ベル事業の効果もあっ
てバス旅行のお客様が
増え保有台数の約半分
のバスが稼働していま
す。

穐吉：「とり市」グループは緊急事態宣言期間から６
月１日まで全店休みにしました。その間一番心配だっ
たのが、従業員の意識の低下でした。そこで10日に１
回くらい私が全員に「元気にしてるか？」と連絡をす
るようにしました。６、７月は変動的な営業をしなが
ら給付金なども利用して雇用を守り、８月に一人ずつ

面接をしました。お店の状況を具体的な数字も含め説
明して今後の話をしたところ、全員が「付いていきま
す」と言ってくれました。非常に嬉しいことでした。
　銀行から融資の話もありましたが、原点に戻って、あまり
無理をせずにできることを確実にやっていく方が今の時期
はいいと思っています。最初はちっちゃなお店から始めた
んだし元に戻ればいいや、という気持ち。弱気じゃなくて、
無理せずマイペースでやる、ということですね。

廣田：建築業界は令和元年の年度末が終わった、４
～５月以降は、受注の数も減り、現場の稼働も少なく
なってきました。住宅展示場はお客様の来場がないと
いう話も耳にしました。現場の数が減り、１つの現場の
担当者を増やして対応したり、資金繰りに関しては助
成金や銀行からの融資を利用しました。秋ごろから現
場も稼働してきて、昨年の忙しさに戻ってきています。

―これからは「WITHコロナ」の時代と言われていま
す。事業を展開するため、従業員の生活を守るため、
どんな事業の施策をしていくのでしょうか。金融支援、
設備投資、安全対策、GoToキャンペーン活用など、
今後の展望などお聞かせください。

川原：不動産業界は影
響が遅れて出るんです。
だからコロナの影響が出
るのはこれからではない
か、と心配しています。
例えば大学生です。この
まま学校が始まらなけれ
ば、今春の引越しを見合
わせる学生が増えるかも
しれないです。IT環境の整備も両刃の剣ですね。既
存物件のIT環境の整備は今や必須なのですが、整え
ば整うほどテレワークが進み、転勤をする必要がなく
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ワークができますよ」とか、小さな部屋がある間取りな
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の使い方の提案を進めたいです。

李： 先程も話しましたが、私は昨年6月まで1年間休
業していました。だから「やれることはやろう！」とい
う姿勢で経営をしています。ただし経費はかけない
（笑）。例えばGoToトラベルも登録するか悩みました
が攻めの姿勢でチャレンジしました。すると思いがけ

ず地域共通クーポンを手に、旅行帰りのお
客様がたくさん来店してくださいました。当初
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るのか。そこで博多の夜景を見ながら入れるお風呂を
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寂しいから、お酒も一人一つ付けてくださいという注
文もあるんです。それならうちが「萬代」の小林酒造
さんに作ってもらっている、オリジナルの大吟醸「室

見 川」を付
けて販売でき
るようするため、
酒類販売業免許取得
の準備を進めていま
す。店内の会食では
「三 四 郎」で 従 来
4,000円ぐらいの料理
を、2,500円のワンプ
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穐吉：「とり市」グループは緊急事態宣言期間から６
月１日まで全店休みにしました。その間一番心配だっ
たのが、従業員の意識の低下でした。そこで10日に１
回くらい私が全員に「元気にしてるか？」と連絡をす
るようにしました。６、７月は変動的な営業をしなが
ら給付金なども利用して雇用を守り、８月に一人ずつ

面接をしました。お店の状況を具体的な数字も含め説
明して今後の話をしたところ、全員が「付いていきま
す」と言ってくれました。非常に嬉しいことでした。
　銀行から融資の話もありましたが、原点に戻って、あまり
無理をせずにできることを確実にやっていく方が今の時期
はいいと思っています。最初はちっちゃなお店から始めた
んだし元に戻ればいいや、という気持ち。弱気じゃなくて、
無理せずマイペースでやる、ということですね。

廣田：建築業界は令和元年の年度末が終わった、４
～５月以降は、受注の数も減り、現場の稼働も少なく
なってきました。住宅展示場はお客様の来場がないと
いう話も耳にしました。現場の数が減り、１つの現場の
担当者を増やして対応したり、資金繰りに関しては助
成金や銀行からの融資を利用しました。秋ごろから現
場も稼働してきて、昨年の忙しさに戻ってきています。

―これからは「WITHコロナ」の時代と言われていま
す。事業を展開するため、従業員の生活を守るため、
どんな事業の施策をしていくのでしょうか。金融支援、
設備投資、安全対策、GoToキャンペーン活用など、
今後の展望などお聞かせください。

川原：不動産業界は影
響が遅れて出るんです。
だからコロナの影響が出
るのはこれからではない
か、と心配しています。
例えば大学生です。この
まま学校が始まらなけれ
ば、今春の引越しを見合
わせる学生が増えるかも
しれないです。IT環境の整備も両刃の剣ですね。既
存物件のIT環境の整備は今や必須なのですが、整え
ば整うほどテレワークが進み、転勤をする必要がなく
なり、賃貸の需要が減るかもしれません。そんな状況
ですが、古い物件にITの環境を整えて「在宅でテレ
ワークができますよ」とか、小さな部屋がある間取りな
ら「安く仕事用のスペースを作れますよ」など、間取り
の使い方の提案を進めたいです。

李： 先程も話しましたが、私は昨年6月まで1年間休
業していました。だから「やれることはやろう！」とい
う姿勢で経営をしています。ただし経費はかけない
（笑）。例えばGoToトラベルも登録するか悩みました
が攻めの姿勢でチャレンジしました。すると思いがけ

ず地域共通クーポンを手に、旅行帰りのお
客様がたくさん来店してくださいました。当初
クーポンを使える登録店が少なかったことも味方
し、偶然来店されたお客様たちに「美味しい」と喜ん
でいただけました。リピーターになってくれればと期待
しています。GoToイートも、ネット予約の時間帯を工
夫して、今までに入らなかった時間帯にお客様を取り
込むことができました。土日は特にお客様がたくさん
増え、本当にGoToキャンペーンのおかげで嬉しい結
果になっています。

久保田：昨年春にオープ
ン予定だった宿泊施設が
ようやく完成しました。
テレワークも絡めてどう
やって売り込んでいこうか
と考えているところです。
うちも李さんと同じで、守
りに入ってもしょうがない
ので、例年９月に閉鎖す
るキャンプ場を閉めずに通年営業するにはどうしたらい
いか考えています。キャンプ場をシーズン以外で、特に
ソロや少人数でキャンプをする人たちに向けて何ができ
るのか。そこで博多の夜景を見ながら入れるお風呂を
海岸に作ります。長年の構想だったのですが実現に向
けて動いています。こうやって「３密」を避ける環境の
中で、何かができるように工夫していくのが今できるこ
とだなと思っています。

岩本：お客様と乗務員のコロナ感染予防の安全・安心
対策をさらに高めていきます。営業後のバスやタク
シーには強い殺菌消臭効果のある高濃度オゾンを噴
霧して毎日消毒をしています。ただし、噴霧後の効果
は長続きしないんですね。そこで人体に影響のない低
濃度の車載型オゾン発生機を各車両に設置して、常
時オゾン消毒をしています。お客様に安心して乗車い
ただきたいですね。

廣田：従業員の働き方
が少し変わってきまし
た。以前は現場から
帰ってきて、夕方から
夜に会議をしていまし
たが、昼に空いた時間
に密にならないで会議
ができないかと話をし

ました。なかなか社員も新しいことにはおっくうになり
がちですが、９月ごろからやっと昼にリモートで現場に
いながら会議ができるようになりました。効率がよくな
り、勤務時間の短縮にもつながっています。見積もり
とか他の会社とのやりとりもパソコンとメールだけで
できるし、毎月30件くらいある手形の振り出しや受け
取りもインターネットの「でんさい」でほとんどできるよ
うになりました、こういうしくみをもっと利用できるように
なるといいですね。

原田：天国社ではコロナ対策を万全にし、一般の方も
葬儀に参列いただけるよう尽力しております。家族葬
やコロナの影響を考えて少人数での葬儀を希望される
方にも、感染防止やソーシャルディスタンスを確保で
きる広間を用意するなど、対策を行なっています。ま
た、参列人数が少ない状況が続き返礼品業者さんも
困っていらっしゃいますので商品販売拡大の協力を、

八女茶を毎月お届けす
る【八女茶の定期便】
という形で販売貢献に
尽力しています。当社
の利益はほとんどない
です（笑）。しかし、こ
ういう時だからと思い、
社長をはじめ社員全員
で取り組んでおります。

穐吉：今、なかなか大人数で会食ができない状況で
す。そのため結構な人数の食事にはお持ち帰り用のお
弁当の注文が多くなりました。するとお弁当だけじゃ
寂しいから、お酒も一人一つ付けてくださいという注
文もあるんです。それならうちが「萬代」の小林酒造
さんに作ってもらっている、オリジナルの大吟醸「室

見 川」を付
けて販売でき
るようするため、
酒類販売業免許取得
の準備を進めていま
す。店内の会食では
「三 四 郎」で 従 来
4,000円ぐらいの料理
を、2,500円のワンプ

レートで提供しています。手軽なので家族などでの食
事に来てほしいですね。

＜まとめ＞
　座談会では様々な業種の経営者の皆さんが、お互
いの実感のこもった苦労や工夫の話に聞き入ったりう
なずいたりしながら、あっという間に１時間半が過ぎ
ました。最後は瀬尾会長が「たとえ100年に１度の問
題があったとしても、一生懸命に仕事をして、会社の
体力を強化しておく。そしてきちんと税金を収められ
る体質を作っておくことが、長い目で見て一番大切な
のだと思います」と総評し、会を締めくくりました。

※社会情勢や国の施策、各社の事業展開案などは、
座談会が行われた令和2年11月13日の時点のも
のです。

新春座談会

コロナウイルス感染の終息もまだまだだと思われ
ます。会員企業の皆様の創意工夫、発想の転換で、
この難局を乗り越えましょう。

株式会社広田工務店　廣田栄作
感染症対策の為に日夜懸命に取り組まれている医
療・福祉関係の皆様に心より感謝申し上げると共
に、私たち姪浜タクシーグループは、これからも
お客様と従業員の安全と安心の為に更なる感染拡
大防止に努めて参ります。決して気持ちで負ける
ことなく様々な対策を講じて一緒に頑張って参り
ましょう！

株式会社姪浜タクシー　岩本芳浩

ピンチをチャンスに変えるべく、会員みんなで知
恵を絞りましょう。
久保田観光株式会社　のこのしまアイランドパーク

　久保田晋平
座談会ご参加の皆様、ご苦労様でした。皆様が前
向きに対処されていることに心強く思います。「明
けぬ夜はありません」、「止まぬ雨もありません」
正しく恐れて、万全をつくして、コロナ禍の難局
を乗りきりましょう。

建秀ブロック株式会社　宗　隆文
自分たちを見直すいい機会と考え、無理せず原点
にもどる。

株式会社とり市　穐吉憲一

会 員 へ の エ ー ル
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―新型コロナウイルスが発生し、昨年４月７日から
５月14日まで緊急事態宣言が発令されました。休業
や外出自粛が要請されましたが、この期間の苦労と乗
り越えるための工夫をお聞かせください。

川原：当社は小規模な商店主と個人のオーナーの不
動産の仲介や賃貸管理を多く扱っています。3月頃か
ら商店主の方々が「これは大変だ、経営が成り立たな
い」と家賃の相談に来られることが多くなりました。

　皆様、お元気ですか？ 7月8月の第2波が収まり、

GoTo Travel、GoTo eatなどの割安で楽しめるイ

ベントで賑わいが戻りかけ、経済も少々上向きと

なってきた11月半ばより第3波が襲来し、大波に

日本も飲み込まれようとしています。1日に2600

人を超える感染者が報告され、徐々に重症者及び死

亡者が増えてきています。特に私たち医療、介護従

事者にとって崩壊が目の前に迫っている感じです。

我々職員及びご家族、外来患者さん、入院患者さん、

介護施設の入所者さん、そのご家族及びお見舞いの

方、出入り業者の方、一人が感染者になると、瞬く

間に感染拡大、クラスター発生となり、外来、病棟、

介護施設は閉鎖となります。今年1月の武漢コロナ

発生以来、手洗い、マスク、密を避ける、距離をとる、

換気を繰り返す処置を徹底してきました。しかし、

高齢重病者を抱える当院のストレスは限界を超える

ものであり、そのうえ収入の減収、業務の負担増、

人員の離脱と次々と押し寄せています。皆様も同様

なことが起こっているものと思います。大変、重苦

しい毎日です。新型コロナ診断に欠かせないPCR

検査も徐々に増えて抗原定量、抗原定性キットも加

わり、手探り状態の治療

法も解ってきました。

10月よりインフルエン

ザ同時流行に備えて、身

近な開業医にて発熱外来

で受診できる体制もでき

ました。しかし、予想を

「新型コロナウイルスとワクチン」
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

超える事態です。11月が終わり

12月に入ろうとした時期に

ニュースが飛び込んできました。

異例の速さで待ちに待っていた

ワクチン開発に成功したとの報

道です。製薬会社のファイザー

社、モデルナ社、アストラゼネカ社が開発を進めて

いたワクチンの臨床試験に成功し、本年中にも接種

できるかもしれないというニュースです。共に

90％以上の有効率です。特にアストラゼネカ社の

ワクチンは、共に2回接種が必要ですが値段が安く、

冷凍保存が家庭用冷蔵庫ほどで扱いやすく、すぐに

大量生産できるというのです。この報道が流れると

世界中の株価が続伸しました。コロナ禍に歯止めが

かかり、経済の回復が早くなるとの思いからでしょ

う。従来のワクチンは弱毒性ワクチンと不活化ワク

チンがあり、毒性を徐々に薄めていき、効果、副作

用を見分けするもので、開発に長い時間がかかって

いました。インフルエンザウイルスに比べ、安定生

産のハードルが高いといわれ、何年もかかると言わ

れていました。そこで、注目されたのが遺伝子組み

換え技術を使ったワクチン開発だったのです。一部

の専門家からは慎重な意見もありますが、コロナ禍

を終焉させる有力な武器をもった事になります。夜

明けは近いですが私たちはもうしばらく気を緩めず、

飲食を伴う密を避け、換気、消毒、マスク、手洗い

を忘れずに過ごさなければなりません。

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

オーナー様と商店主の方々の間を取り持ち、家賃の交
渉などで忙しかったです。その後、県外の移動ができ
なくなると、法人の賃貸仲介がほぼなくなりました。そ
の時はもうどうしようもなかったですね。また、役所が
ほとんど動いていなかったので、法務局で通常１週間
でできていた業務が１ヶ月半から２ヶ月かかることも
ありました。契約上の決済日を変更せねばならなくて、
違約や解約にはならなかったものの、両者の間での調
整がとても大変でした。

李：「華風福寿飯店」は大名の店を閉めて約1年間休
業し、2019年6月に高取の店が移転オープンしまし
た。ところが1年も経たないうちにコロナの状況にな
り、また店を休業するのか悩みに悩みました。自分の
中で結論が出ず、スタッフ全員と相談して、店を開け
続けようと決断しました。イートインはできないので持
ち帰りのお惣菜を販売したところ、大当たりしました。
お客様からは「どこも閉まっとうけど、ここが開いてる
から助かる」、業者さんからは「うちも大変やけど、お
たくが買ってくれるけん、本当に助かるよ」と喜ばれま

した。地域でも「安く中華
のお惣菜を販売している店
がある」と口コミが広がり、
店の知名度も上がったよう
に思います。宣言解除後
の6月にはイートインも再
開できたし、あのとき休業
せずにお惣菜をやってよ
かったです。

久保田： 「のこのしまアイランドパーク」は3月初めの
週末くらいまでは、例年通りの客入りだったんですが、
半ばくらいから急激に外出を避ける風潮になってきて
客足が落ちました。緊急事態宣言の間は完全に休業。
能古島在住の少人数のスタッフで動物の世話などをす
るくらいで、基本的には他の従業員は全て休ませてい
ました。個人的には、生まれて初めてGWに仕事をし
なかった（一同笑）。そんな自分が妙な感じで、また
新鮮でしたね。

原田：コロナ初期、葬儀業界はみんな一つ一つ確認
を取りながら、手探りでやっていく大変な状態でした。
医療機関との連携がうまくいかなかったこともありま
す。当時から医療機関には天国社の会員様がコロナ
で亡くなった場合は、当社で受け入れすると伝えてい
たのですが、現場までは周知されていなかったようで

す。あるコロナで亡くなられた会員様が他の葬儀社へ
送られて、お見送りが叶いませんでした。これを教訓
に、各医療機関に「弊社はコロナ患者さんを受け入れ、
濃厚接触者の方がいても対応いたします」と念を押し
て伝えました。半年以上が過ぎ医療機関の対処はス
ムーズになりました。当社もコロナ患者さんのお別れ
でもご家族が精神的に安心できるようケアがスムーズ
になってきた、というのが現状です。

―緊急事態宣言は5
月15日に解除されまし
た。それ以降で、事業
戦略や事業形態を転
換したり、従業員の働
き方を見直したりなど
で、効果のあった取り
組みはありますか？

岩本：姪浜タクシーは、24時間運行していましたが、
コロナ禍によって運行時間を変えざるを得なくなりま
した。お客様のいない深夜帯をはずし、運行時間を8
時～ 20時にしたり、雇用調整助成金を活用し一部の
乗務員を自宅待機にして、稼働台数を減らし１台当た
りの売上を上げるなど運行管理（時間管理）を徹底的
に実施してきました。運行管理者とともに売上が上げ
やすく効率の良いルートを５つ決め姪浜駅や無線のお
客様を大事に運行して参りました。
　この厳しい状況の中、姪浜駅や無線のお客様（地
域のお客様）に改めて感謝申し上げます。
　観光バスは、すべての予約がキャンセルされ、バス

乗務員もタクシーに乗
務するなど今までにな
い経験をさせられまし
た。今ではGOTOトラ
ベル事業の効果もあっ
てバス旅行のお客様が
増え保有台数の約半分
のバスが稼働していま
す。

穐吉：「とり市」グループは緊急事態宣言期間から６
月１日まで全店休みにしました。その間一番心配だっ
たのが、従業員の意識の低下でした。そこで10日に１
回くらい私が全員に「元気にしてるか？」と連絡をす
るようにしました。６、７月は変動的な営業をしなが
ら給付金なども利用して雇用を守り、８月に一人ずつ

面接をしました。お店の状況を具体的な数字も含め説
明して今後の話をしたところ、全員が「付いていきま
す」と言ってくれました。非常に嬉しいことでした。
　銀行から融資の話もありましたが、原点に戻って、あまり
無理をせずにできることを確実にやっていく方が今の時期
はいいと思っています。最初はちっちゃなお店から始めた
んだし元に戻ればいいや、という気持ち。弱気じゃなくて、
無理せずマイペースでやる、ということですね。

廣田：建築業界は令和元年の年度末が終わった、４
～５月以降は、受注の数も減り、現場の稼働も少なく
なってきました。住宅展示場はお客様の来場がないと
いう話も耳にしました。現場の数が減り、１つの現場の
担当者を増やして対応したり、資金繰りに関しては助
成金や銀行からの融資を利用しました。秋ごろから現
場も稼働してきて、昨年の忙しさに戻ってきています。

―これからは「WITHコロナ」の時代と言われていま
す。事業を展開するため、従業員の生活を守るため、
どんな事業の施策をしていくのでしょうか。金融支援、
設備投資、安全対策、GoToキャンペーン活用など、
今後の展望などお聞かせください。

川原：不動産業界は影
響が遅れて出るんです。
だからコロナの影響が出
るのはこれからではない
か、と心配しています。
例えば大学生です。この
まま学校が始まらなけれ
ば、今春の引越しを見合
わせる学生が増えるかも
しれないです。IT環境の整備も両刃の剣ですね。既
存物件のIT環境の整備は今や必須なのですが、整え
ば整うほどテレワークが進み、転勤をする必要がなく
なり、賃貸の需要が減るかもしれません。そんな状況
ですが、古い物件にITの環境を整えて「在宅でテレ
ワークができますよ」とか、小さな部屋がある間取りな
ら「安く仕事用のスペースを作れますよ」など、間取り
の使い方の提案を進めたいです。

李： 先程も話しましたが、私は昨年6月まで1年間休
業していました。だから「やれることはやろう！」とい
う姿勢で経営をしています。ただし経費はかけない
（笑）。例えばGoToトラベルも登録するか悩みました
が攻めの姿勢でチャレンジしました。すると思いがけ

ず地域共通クーポンを手に、旅行帰りのお
客様がたくさん来店してくださいました。当初
クーポンを使える登録店が少なかったことも味方
し、偶然来店されたお客様たちに「美味しい」と喜ん
でいただけました。リピーターになってくれればと期待
しています。GoToイートも、ネット予約の時間帯を工
夫して、今までに入らなかった時間帯にお客様を取り
込むことができました。土日は特にお客様がたくさん
増え、本当にGoToキャンペーンのおかげで嬉しい結
果になっています。

久保田：昨年春にオープ
ン予定だった宿泊施設が
ようやく完成しました。
テレワークも絡めてどう
やって売り込んでいこうか
と考えているところです。
うちも李さんと同じで、守
りに入ってもしょうがない
ので、例年９月に閉鎖す
るキャンプ場を閉めずに通年営業するにはどうしたらい
いか考えています。キャンプ場をシーズン以外で、特に
ソロや少人数でキャンプをする人たちに向けて何ができ
るのか。そこで博多の夜景を見ながら入れるお風呂を
海岸に作ります。長年の構想だったのですが実現に向
けて動いています。こうやって「３密」を避ける環境の
中で、何かができるように工夫していくのが今できるこ
とだなと思っています。

岩本：お客様と乗務員のコロナ感染予防の安全・安心
対策をさらに高めていきます。営業後のバスやタク
シーには強い殺菌消臭効果のある高濃度オゾンを噴
霧して毎日消毒をしています。ただし、噴霧後の効果
は長続きしないんですね。そこで人体に影響のない低
濃度の車載型オゾン発生機を各車両に設置して、常
時オゾン消毒をしています。お客様に安心して乗車い
ただきたいですね。

廣田：従業員の働き方
が少し変わってきまし
た。以前は現場から
帰ってきて、夕方から
夜に会議をしていまし
たが、昼に空いた時間
に密にならないで会議
ができないかと話をし

ました。なかなか社員も新しいことにはおっくうになり
がちですが、９月ごろからやっと昼にリモートで現場に
いながら会議ができるようになりました。効率がよくな
り、勤務時間の短縮にもつながっています。見積もり
とか他の会社とのやりとりもパソコンとメールだけで
できるし、毎月30件くらいある手形の振り出しや受け
取りもインターネットの「でんさい」でほとんどできるよ
うになりました、こういうしくみをもっと利用できるように
なるといいですね。

原田：天国社ではコロナ対策を万全にし、一般の方も
葬儀に参列いただけるよう尽力しております。家族葬
やコロナの影響を考えて少人数での葬儀を希望される
方にも、感染防止やソーシャルディスタンスを確保で
きる広間を用意するなど、対策を行なっています。ま
た、参列人数が少ない状況が続き返礼品業者さんも
困っていらっしゃいますので商品販売拡大の協力を、

八女茶を毎月お届けす
る【八女茶の定期便】
という形で販売貢献に
尽力しています。当社
の利益はほとんどない
です（笑）。しかし、こ
ういう時だからと思い、
社長をはじめ社員全員
で取り組んでおります。

穐吉：今、なかなか大人数で会食ができない状況で
す。そのため結構な人数の食事にはお持ち帰り用のお
弁当の注文が多くなりました。するとお弁当だけじゃ
寂しいから、お酒も一人一つ付けてくださいという注
文もあるんです。それならうちが「萬代」の小林酒造
さんに作ってもらっている、オリジナルの大吟醸「室

見 川」を付
けて販売でき
るようするため、
酒類販売業免許取得
の準備を進めていま
す。店内の会食では
「三 四 郎」で 従 来
4,000円ぐらいの料理
を、2,500円のワンプ

レートで提供しています。手軽なので家族などでの食
事に来てほしいですね。

＜まとめ＞
　座談会では様々な業種の経営者の皆さんが、お互
いの実感のこもった苦労や工夫の話に聞き入ったりう
なずいたりしながら、あっという間に１時間半が過ぎ
ました。最後は瀬尾会長が「たとえ100年に１度の問
題があったとしても、一生懸命に仕事をして、会社の
体力を強化しておく。そしてきちんと税金を収められ
る体質を作っておくことが、長い目で見て一番大切な
のだと思います」と総評し、会を締めくくりました。

※社会情勢や国の施策、各社の事業展開案などは、
座談会が行われた令和2年11月13日の時点のも
のです。
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　そして、近年「心の
病」が社会問題として
取り上げられることが
多くなって来ましたが、
多くの人が「心の病」
を十分に理解できて
いない現状がありま
す。

　このような現状を踏まえ、黒崎和泉氏の特別講演では、
「心の病」にはどのような種類があってどのような症状があ
るのか、「心の病」は誰でも罹患する可能性があることな
ど、とてもわかりやすく解説頂き非常に参考になりました。
　また、自社の従業員を守るためには職場でのメンタル
ケアが欠かせないことや、メンタルケアに関する具体的
な事例なども盛り込んでいただきました。
　青年部会には経営に携わる者が多く在籍しており、今
回の秋季研修会は青年部会メンバーにとって非常に有
意義な研修会となりました。

　新型コロナウイルスの感
染拡大の中、自身の感染リ
スクを顧みずご尽力いただ
いている医療機関へ支援を
行うことを目的として、青年
部会有志によるチャリティゴ
ルフコンペが令和２年９月
16日に福岡雷山ゴルフクラブにて開催されました。
　今回のチャリティゴルフコンペにご協力いただいた有
志メンバーには、心より感謝申し上げます。
　10月８日開催の役員会では、支援先の医療機関の選
定を議題として挙げ、協議を行いました。
　会議の中でいくつかの医療機関が候補として挙げられ
ましたが、協議の結果、クラスター発生時の迅速な対応
や、コロナ患者の積極的な受け入れを行っている「福岡
記念病院」を支援先に決定しました。
　令和２年11月26日に、青年部会を代表して友納部
会長、吉田副部会長、林副部会長の３名が「福岡記念
病院」へ訪問し、寄付金を贈呈致しました。

　「福岡記念病院」
の上野高史院長か
ら感謝の言葉を頂
戴し、当会からの寄
付金を今後の地域
医療の発展に役立
てることをお約束頂
きました。

　現在、新型コロナウイルスの影響下にあり、例年
通りの事業を開催できない可能性がありますが、今後
も会員の皆さまにお役立ていただけるような事業を可
能な限り開催していきたいと考えておりますので、皆さ
まのご参加・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

チャリティ事業

夏季研修会

秋季研修会

青年部会レポート

　日頃より親会役員の方々をはじめ法人会の会員
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、心より感謝申し上げます。
　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響
により、事業計画に予定しておりました事業が開催
できておりませんことを、この場をお借りしてお詫び
申し上げます。
　現在も厳しい状況が続いてはおりますが、新型
コロナウイルス感染拡大状況や社会情勢等に配慮
しながら、８月下旬からは青年部会の事業活動を
再開致しました。
　現在までの活動について、以下の通りご報告さ
せていただきます。　　　　　　　　 友納　剛

　今年度の第１回目の事業として、令和２年８月26日
に夏季研修会を開催しました。
　今回の夏季研修会では、社会貢献活動の一環として、
瑞梅寺川沿いに設置された西部法人会協賛の「ホタル
の一生」看板のメンテナンスを行いました。
　設置以降、十分なメンテナンスを行う機会が無かっ
た「ホタルの一生」看板は、青年部会のメンバーの手
により設置当初に劣らぬ姿を取り戻すことができました。

　令和２年11月24日に、「お魚
会席　三四郎」にて令和２年度秋
季研修会を開催しました。
　今回の研修会では、（医）泯江
堂油山病院の臨床心理士である
黒崎和泉氏を講師にお招きし、「コ
ロナ禍におけるメンタルケア」とい
うテーマでご講演いただきました。
　新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの暮らしを
大きく変化させることになりましたが、この生活環境の変
化によって多くの人が精神的なストレスを感じています。

　上記の数を見てわかる通り、「心の病」を患い自ら命を
絶つという選択をされてしまった方が増えているという現
実があります。

新型コロナウイルスによる
死亡者総数（11月17日現在）

全国 福岡県

1912人 105人

2153人 105人
令和2年10月単月の自殺者数
（前年同月比約40％増）



租税教育図書寄贈
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　今年度の租税教育活動は、「福岡西部法人会に租
税教室をお願いしたい。」と年度末にお申し出頂いてい
た小学校７校に、「租税教室をやりますか？」とお電
話で確認するところから始めることとなりました。その
中で、「外部の人を招いての租税教室は無理ですが、
教材を貸してもらえませんか？」というお申し出を、鳥
飼小学校と波多江小学校から頂きました。そこで、「マ
リンとヤマトの不思議な日曜日」のＤＶＤを事務局で用
意して頂き、税に関する小冊子などのグッズをお配り
できるよう準備してもらい、お届けすることと致しまし
た。鳥飼小学校へは、身吉専務理事が届けてくださ
いました。波多江小学校へは、身吉専務と女性部会
担当の稗田副会長にもご同行いただき、お届け致しま
した。鳥飼小学校は、税に関する絵はがきコンクール
にも、「ぜひ参加したい。」とお申し出頂きましたので、
今年２月に「国税局長賞」を受賞された学校でもあり、
応募作品を大変楽しみにしております。コロナ禍で租
税教育活動も思うようにはできない中、これまでとは
違った新しい取り組みが始まりました。他の法人会で
も様々な試みが行われているようで、今後の活動に期
待しております。

女性部会 部会長　馬場里美

コロナ禍での
租税教育活動の新たな取り組み

女性部会レポート

租税教室

 10月15日（木） 早良区 百道小学校（127名）
 11月17日（火） 早良区 飯倉小学校（91名）
 11月30日（月） 西区 城原小学校（73名）
 R3.1月12日（火） 早良区 百道浜小学校（予定）

　私達女性部会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」があります。
　今年度はコロナ禍によって学校も休校が長引き授業
数にも大きな影響がありましたので、租税教室を希望
される学校も例年に比べて少なく、教材としてDVD
の貸し出しのみの依頼も数校ありました。
実施校としては

　各学校とも体育館でのソーシャルディスタンスに気
を配りながら国税局のHPに掲載されている『マリンと
ヤマト』のDVDを使って「税金のある世界」と「税金
の無い世界」の違いを見てもらい税の使われ方やその
種類、今年は特に「コロナによる特別給付金」や「軽
減税率」等について、社会を支える仕組みの『暮らし
と税』について学びました。
　最後はジェラルミンケースに入った≪一億円≫を全員
に回して、その大きさや重さを実感してもらい、子ど
も達には大好評でした。
　今回学んだ事や感じた事を是非家庭でも話題にして
頂き、絵ハガキコンクールに反映されると嬉しいと思
います。　　　　　　　　　　　　　田中　由美子

　租税教育図書「大人になって困らない　マンガで身につく税金のちしき」を管内（早良、
城南、西区と糸島市）の全小学校（76校）に寄贈しました。
　また、福岡中部、博多、東福岡、筑紫の各法人会にも声掛けし、五法人会エリアのすべ
ての小学校にも寄贈されたことを報告いたします。
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『令和３年度税制改正に関する提言』を古賀あつし衆議院議員・
古賀ゆきひと参議院議員・月形祐二市長へ意見交換を行いました

パソコン教室を実施 決算事務説明会資料を
ドライブスルーで配付！！

　令和2年11月7日（土）、瀬尾会長・藤税制委員長・
川原税制委員・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、新型コロナウイルス感染症に
よって税収も減り、一方コロナ対策への歳出は史上類
を見ない規模となっており、現状への対策と脱コロナ
後の課題について意見交換をさせていただきました。
定額給付金についてマイナンバーを利用した制度であ
ればスムーズな給付ができたのではないか、デジタル
化により税や社会保険料の経理処理の負担も軽減さ
れるのではないかということについて古賀代議士と意
見交換をさせていただきました。古賀代議士は元財務
官僚でもあり、国の財政の現状についてもお話しいた
だきました。
　また11月18日（水）には、服部副会長・天野副会長・
稗田副会長・藤税制委員長・三坂税制委員・身吉専
務理事の6名で糸島
市役所を訪問し、月
形祐二市長と意見交
換を行いました。マ
イナンバー制度を利
用すれば、現行の特
別徴収事務が軽減さ

　前年度まで、博多法人
会、東法人会と当法人会合
同で実施していた「パソコ
ン教室」を本年度から10
月の毎週土曜日に当会単
独で実施しました。
　実施に当たっては、コロナウイルス感染防止の観点
から、人数を制限し、ソーシャルディスタンスの確保に
配意しながらの実施となりましたが、受講者からは、講
師、スタッフのサポートで非常にわかりやすかったと

好評価をいた
だきました。
　来年度以降
も計画します
ので、奮って申
し込んでくださ
い。

　本年度は、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
くなりましたが、会員の皆様から「資料だけでもいただ
きたい。」との要望が多数寄せられたため、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配
付しています。
　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。
　皆様から
も高い評価
を得ていま
す。

れる（年末調整や控除額の自動計算が可能になる）こと、
コロナの影響により地方自治体の税収についての意見交
換を行いました。
　12月15日には、身吉専務、藤税制委員長で古賀
ゆきひと参議院議員事務所において「税の提言活動」
を行いました。マイナンバーや定額給付金のあり方に
ついて意見交換をし、また参議院のあり方、地方議会
のあり方についてもお話させていただきました。
　なお、税制委員会も新型コロナウイルスの影響によ
り開催ができずにいましたが、11月20日に第一回目
の税制委員会を行いました。今年度は大幅な税収低下
が見込まれる中、歳出についても国民が注視していく
必要があるとの意見が出ておりました。今後、福岡中
部・博多・福岡東・筑紫・福岡西部の「五法人会税制
委員会」において共同で提言書をまとめる予定となっ
ております。
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税務連絡協議会長賞

全国納税貯蓄組合連合会会長賞
福岡県知事賞
福岡市議会議長賞
福岡市教育委員会賞

西福岡税務署長賞

九州北部税理士会西福岡支部長賞

西福岡署連会長賞

西福岡税務署長賞

福岡県税事務所長賞

大久保　陸
青木　里佳
吉冨　月歩
田中　鈴香
中村真由香
片山　友貴
浦川　悠希
北野　綸菜
下薗　美月
徳永　彩希

令和２年度 税に関する作文 受賞者のご紹介
「税の正しい流れ道」
「金銭面でのボランティア」
「税金の支えるもの」
「身近な税について」
「STOP表面上」
「納税ってなんだろう？」
「税の集め方」
「“幸せ”という名の“税”」
「社会保障費について」
「税に支えられて」

高

校

生

中

学

生

福岡県立城南高等学校
学校法人西南学院西南学院高等学校
福岡県立福岡工業高等学校
学校法人西南学院西南学院高等学校
学校法人西南学院西南学院高等学校
学校法人西南学院西南学院高等学校
学校法人中村学園中村学園三陽高等学校
福岡県立福岡工業高等学校
福岡県立福岡工業高等学校
学校法人川島学園福岡舞鶴高等学校

小嶋亜衣子
小栁アイリ
桑原　士道
光安美祐子
馬渡　優佳
久保　凜奈
小樋井千里
趙　　　綾
梶原　彩加
林　　果穂
日高壮一朗
平田伊緒菜
荒巻　　元
堤　亜梨沙
長島　奈撫
本田　星七
田中　咲樹

令和二年七月豪雨を見て感じたこと
天国の祖父に送る
医療費について考える
支え合い
安心して生活できる社会を目指して
緊急時にそなえた税
税金は本当に必要？
「社会保障がなかったら」
国民の国民による国民のための税金
お姉ちゃんの百三万
支えられてきた部活
豊かな暮らしと税金
命の選択
生きていくために
生きていくためには必要不可欠な税金
コロナから学ぶ税への意識
税金について

糸島市立前原西中学校
福岡市立梅林中学校
福岡市立壱岐中学校
福岡市立壱岐中学校
福岡市立梅林中学校
福岡市立原中央中学校
福岡市立梅林中学校
福岡市立壱岐中学校
福岡市立壱岐中学校
福岡市立壱岐中学校
福岡市立壱岐丘中学校
福岡市立梅林中学校
福岡市立早良中学校
福岡市立原中学校
福岡市立原中央中学校
福岡市立原中央中学校
糸島市立前原中学校

令和２年12月３日現在

麻生商事株式会社
有限会社大内興業
株式会社　ＫＡＮＯＮ
株式会社クルス
有限会社コアシステム
三陽工事株式会社
株式会社章創
鈴建塗装
株式会社タカオ
有限会社髭達磨
株式会社森田工建
弥栄建設
祐成建装
ＲＥＩＷＡ弱電開発
ストライフサービス

832-5021
804-1306
402-5455
874-6423
090-3732-0012
407-3701
822-1546
080-5288-1115
801-5322
885-4500
776-1642
836-6445
080-3901-3719
834-4304
210-0636

卸売業
建設業
美容室
建設業
建設業
管工事
建設業
塗装工事業
建設業
飲食業
土木工事
建設業
建設業
建設業
造園

新入会員の紹介新入会員の紹介

法 人 名 所 在 地 業 種電 話
福岡市早良区百道浜2丁目4－27
福岡市早良区脇山2丁目11－56
福岡市城南区東油山2丁目3-21
福岡市城南区片江1丁目25-29
福岡市早良区賀茂1丁目48－41
福岡市西区富士見3丁目23-11
福岡市早良区原3丁目10-21
糸島市前原西5丁目2-27
福岡市早良区田隈1丁目2-17
福岡市西区姪の浜4丁目22-10
福岡市早良区早良6丁目14-41
福岡市早良区早良2丁目22-2
福岡市西区田尻52-2-103
福岡市城南区片江2丁目1-22-105
福岡市西区姪浜3丁目28-40-303
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確定申告に関するお知らせ

マイナンバーカードをお持ちでない方
IDとパスワードのみで
　　　　　確定申告ができます！

■ 税務署で事前に IDとパスワードを取得すれば
ご自宅等のパソコンやスマートフォンから所得税の確定申告が
できます！

ID・パスワードの発行をご希望の方は、申告されるご本人が運転免許証などの
顔写真付きの本人確認書類をご持参のうえ、お近くの税務署にお越しください。

既に ID・パスワード方式の届出を提出された方は、申告書の控えと一緒に保管
されている場合がありますので、ご確認ください。

申告書の作成・送信はご自宅からパソコン・スマートフォンで
ご利用いただける e-Tax が便利です！



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）

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
福岡総合支社 TEL 092-281-6716



◎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


