


平成 27年度
納税表彰受賞者の紹介

納税表彰受賞者納税表彰受賞者

株式会社第一双葉　　代表取締役会長
全国間税会総連合会理事
福岡国税局間税会連合会常任理事
西福岡間税会会長
公益社団法人福岡西部法人会　相談役

原 　 武 人  殿

財務大臣表彰

山内機材株式会社
公益社団法人福岡西部法人会　理事
　　同　　厚生委員会委員
　　同　　第ニ支部支部委員
　　同　　女性部会副部会長

山 内 映 子  殿

西福岡税務署長表彰

公益社団法人福岡西部法人会

西福岡税務署長感謝状

優良申告表敬法人

　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。

福岡西部法人会 青年部会
有限会社ケイツーコンタクト　　代表取締役
公益社団法人福岡西部法人会　常任理事
　　同　　厚生委員会委員長
　　同　　第六Ｂ支部支部委員

隈 　 悦 郎  殿

吉 山 弘 展  殿

株式会社安井組　　代表取締役
公益社団法人福岡西部法人会　理事
　　同　　厚生委員会委員
　　同　　第四支部支部委員

株式会社サンワ　　　　　 代表取締役

瀬 尾 亮 二  殿西南自動車工業株式会社　代表取締役

安 井 廣 志  殿



■ストレスチェック制度の開始
　　平成27年12月1日から、50名以上の事業所
に従業員へのストレスチェックが義務付けられまし
た。
　年1回産業医や保健師が質問票形式で従業員の仕
事量、負担感、疲労感、サポートの様子などをチェッ
クします。従業員のプライバシー保護を前提とし、
会社に知られずに利用できる相談窓口の設置や、高
ストレス者は医師との面談を申し出ることができる
ような体制づくりが求められています。

■制度の目的は、まずセルフケア
　事業所は上述にかかわる準備をしなければなりま
せんが、この制度の目的は「まず、セルフケア(一
次予防)」の推進です。
　経営側に従業員に対する「安全配慮義務」がある
ように、従業員側には「自己保健義務」があります。
これは、従業員が自身で心身の健康に留意し労務を
提供する義務を負うという意味です。すなわち、今
回の制度化の主眼は一人ひとりの従業員に「心の健
康」について気づきを促すことにあります。
　しかし、ストレスチェックはあくまでも自己申告
です。ですから、上昇志向の強いタイプの人は過小

申告し、物事に対して回避傾向の強い人は過大申告
をするでしょう。従業員が自分の「心の声」に耳を
傾けて正直にチェックできるような体制を目指しま
しょう。経営者・従業員双方が制度の意味や目的を
しっかり理解してストレスチェックに取り組んでい
ただきたいと思います。

■生産性を高めるためにも不可欠なメンタルヘルス対策
　始まったばかりのストレスチェック制度は万能な
ものではありません。いろいろな修正・改善を加え
ながら、徐々によりよい「職場のメンタルヘルス対
策」が全国規模で形成されていくと思います。
　まずは前向きにストレスチェックに取り組んでみ
ましょう。そうすると、当然ながら事前に管理監督
者へのメンタルヘルス研修の必要性、パワハラ・セ
クハラ問題に対する教育の必要性など、付随する多
くの課題がみえてまいります。
　一昔前には企業がこのようなことまで取り組むこ
となど考えられませんでしたが、精神疾患による我
が国の企業・団体の経済的損失はもはや見過ごすこ
とができない状況にまで至っております。これらの
制度は本来の目的である「活気あふれる生産性の高
い職場づくり」のためのメンタルヘルス対策である
ことをご理解いただければと思います。

■50名未満事業所のストレスチェックには助成金も
　なお、50名未満の事業所でも積極的にストレス
チェックに取り組まれる場
合は助成金制度を活用でき
るようです。所管の産業保
健総合支援センターや労働
局などにお問い合わせなさ
るとよいでしょう。

企業が「心の健康」に
　　　　　取り組む時代

油山病院  院長　三野原義光

健康に
　ついて
健康に
　ついて

　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

　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。

　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。

法人会会費納入についてのお願い

福岡銀行
西日本シティ銀行
佐賀銀行
福岡中央銀行

西新町支店
西新町支店
西新町支店
西新支店

普通預金　No.217296
普通預金　No.0669812
普通預金　No.1203773
普通預金　No.1078097

預金口座振替のご利用について

振込先
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地域情報

西区は歴史の博物館

海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より引用

　市道千代今宿線に接した長垂海水浴場前と今山の
ふもとに元寇防塁の国指定地がある。この今山から長
垂山につづく砂丘上の防塁を分担したのは豊前国であ
る。正安2（1300）年の末久文書は、豊前国上毛郡
山田庄（現在の豊前市四郎丸付近）を本拠とする御家
人山田氏のあとを受けた成富氏に石築地ならびに楯、
簱、征矢を催促したもの、乾元2（1303）年の「青木
石築地のこと」という史料は、福岡県築上郡吉富村を
本拠とする成富氏が石築地の修理を完了したことを証
明したものである。弘安の役（1281年）から20年以
上も過ぎた鎌倉時代の後半になっても蒙古に対する警
備体制はつづいていたのである。

　長垂から今山間の砂丘には元寇防塁以外にも遺跡
が点在している。1969年5月、今宿の旧道に水道管
を埋設する工事があり、弥生時代前期の
甕棺8基のほか弥生から古墳時代にかけて
の遺物が出土している。今宿西松原遺跡と
呼ばれているのがこれである。福岡市埋蔵
文化財センターにはこの時に発掘された弥
生前期の甕棺が保管されている。
　1960年に横浜の市営住宅を建設する
際、箱式石棺や甕棺墓が多数発見された。
これより古く、1958年の墓地改葬のとき
にも合口甕棺など弥生から古墳時代の土器
や石器が多量に出土している。1976年に
は、サイクリング道路の建設にともなって
発掘調査があり、弥生時代前期～後期の
木棺墓、甕棺墓や土壙墓が発見され、土
壙墓からは細形銅剣が出土している。

　瑞梅寺川河口には標高82メートルの独立丘陵、今
山がある。今山は、かつては二つの山頂をもつ山であっ
たが、北側の方は県の玄武岩採掘によって掘り尽くさ
れ、今ではすっかり宅地になっている。

　今山を有名に
したのは、中山
平次郎博士の功
績が大きい。中山
博士と今山の出
会いは1912年、
横浜の民家の近
くで1個の未完成な玄武岩の石斧を手にしたことには
じまる。博士はこの石斧を作ったところが近くにあるに
ちがいないと信じ、以後何度となく足を運ぶことにな
る。そして、今山の中腹にある熊野神社の後からたく
さんの玄武岩の未製石斧を発見したのが1923年のこ
とだった。翌年に発表された「糸島郡今山に於ける石
斧製造所址」の論文をまとめるまでには、12年の歳月
を要したわけである。
　こうして、今山は弥生時代の石斧製作の遺跡として
よく知られるようになった。山頂に柱状節理をした玄
武岩の露頭がある。その近くには玄武岩の小塊が密
集しており、石斧の原料となる玄武岩を母石から剝ぎ
取り、中腹の熊野神社付近で未製品が多く発見される
ことは、このあたりで粗ごなしの整形をしていたこと
を示している。このような製作所跡は西側の斜面にも
ある。今山の調査は1968年以降1984年まで断続的
に行われているが、南側山麓部のほか西側でも製作
所跡が確認されており、石斧製作は弥生時代前期後
半にはじまったと考えられている。
　中山博士は、石斧製作の過程を祖割・打裂・縞打・
琢磨の4段階があるとしているが、1981年今山東麓
のサイクリング道路部分の調査をまとめた報告書で
は、粗割と打裂の明確な区分ができないとして打撃（粗
割＋打裂）→縞打→琢磨の3工程としている。最終工
程の琢磨は今山では行われることなく、各地に流通し
ていたと考えられている。
　このような専業集団による今山の石斧は、刃の形が
蛤に似ているところから「太型蛤刃石斧」と呼ばれ、
福岡市内や県内ばかりでなく、大分県や熊本県の遺
跡からも出土しており、幅広く流通していたことが知ら
れている。重量のある今山の石斧は、森林を伐開する
のに威力を発揮し、各地で評判のブランドだったよう
である。
　1968年頃から「今山遺跡保存会」による保存運動
の取組みがあったが、1993年には国の史跡に指定さ
れ、今山のほぼ全域が保存されている。中山博士の
表採史料の中には、古墳時代の製塩土器も含まれてお
り、博多湾に面した今山でも土器製塩が行われていた
ことを示している。

今宿海岸とその周辺
長垂の元寇防塁

今宿砂丘上の遺跡

今山遺跡

元寇防塁と海岸部の遺跡

のぼり そ　や

もっかん ぼ

ずいばい じ  がわ

ど  こう ぼ



第3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
　平成27年10月6日（火）に福岡雷山ゴルフ倶楽部
にて、チャリティーゴルフコンペが開催されました。
　平成25年に青年部会主催で始まったこのチャリ
ティーゴルフコンペは今年で第3回目となり、当日は
天候にも恵まれ69名の会員の方々にご参加いただき
ました。賞品のご協賛も多数集まり、皆様のご協力に
心よりお礼申し上げます。
　チャリティーゴルフコンペの収益金は、前回に引き
続き、車椅子を特別養護老人ホーム香楠荘と特別養
護老人ホーム愛信園、社会福祉法人糸島市社会福祉
協議会に、絵本を社会福祉法人秀美会長糸保育園と
社会福祉法人仁愛会仁愛保育園に寄贈し、ともに大
変感謝され喜んでいただきました。
　ご参加いただきました会員皆様に、重ねてお礼申し
上げます。
　また、今回のチャリティーゴルフコンペには、初め
て参加いただいた会員の方も多く、会員同士の親睦
を深める役割も果たすことができました。
　福岡西部法人会は、更なる地域貢献を目指した活
動を行っていきたいと考えておりますので、今後とも皆
様のご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

社会福祉法人　糸島社会福祉協議会訪問

第３回チャリティーゴルフコンペ表彰式

社会福祉法人　秀美会長糸保育園訪問

社会福祉法人仁愛会仁愛保育園訪問

特別養護老人ホーム　香楠荘訪問

特別養護老人ホーム　愛信園訪問



第29回 全国青年の集い
茨城大会

租税教育活動

　本年度の租税教育活動は、昨年に引き続き、全国
大会のプレゼンテーションを念頭に実施して参りまし
た。今まで行ってきた租税教育のあり方を一から見直
し、「私たちにしかできないオリジナルの租税教育」を
構築することを目指し、グループワークを取り入れた

　「いざ、最優秀賞を目指して！」、樋口部会長をはじめ
とする14名の部会員が大会に参加いたしました。本
年は11月19日、20日の２日間、茨城県水戸市内
に於いて開催されました。
　今大会のスローガンは、『漫遊いばらき　～常世の
国　魁の地にて　感性を研け～』です。常世の国、
茨城の地で開催するこの大会に、全国の青年部会員
が集い、議論することで、自らの感性を研くことを目指
しています。
　開催初日には、租税教育活動プレゼンテーション
が開催されました。醍醐全法連青年部会連絡協議会
会長の挨拶では、租税教育活動の歴史について触れ
られました。活動が始まったのは、８年前の長崎大会
から。その時はまだ、全国の半分ほどしか租税教育活
動を実施していなかったそうです。それが現在では、
４４１単位会のうち、４３１単位会（率にして９８％）が
実施するまでに拡がった。これはこの事業の魅力を語っ

ているのではないか。ただ一方では、活動を展開して
いる部会の間に於いて、内容に温度差があることも事
実だそうです。そこで、今回のプレゼンテーションの
採点に於いては、「５年未満の単位会にとって参考と
なるか」という点も重視したい、と発言されました。
　本年は、我が福岡西部法人会青年部会が福岡、佐
賀、長崎３県の代表として、租税教育プレゼンテーショ
ンに望みました。我が部会の発表は１１部会中、９番
目。各部会の発表を拝見し、それぞれの特色が出さ
れていました。例えば、盛岡。東日本大震災による被
災地の復興に於いて、どのように税金が使われている
か。将来を担う子供達に、如何に分かりやすく伝える
ことが出来るか、皆さん試行錯誤された様子が伝わっ
てきます。
　いよいよ、我が部会の発表です。私たちのテーマは、
「公平についてみんなで考える」。グループワークを取
り入れたディスカッション形式の授業です。そして「税
には様々な種類があり、答えは一つではない」ことです。
全員参加型の授業を実施することで、一方通行の教え
る授業から脱皮しました。結果、「優秀賞」を受賞する
ことが出来ました。
　このたびの受賞に於いては、福岡西部法人会をは
じめ、周りの方々のご理解とご協力の賜です。この場
を借りまして、御礼申し上げます。今後とも、税の正し
い理解が広まるよう、租税教育活動に尽力して参りま
す。ご支援、ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

全国の場でプレゼンテーション
「優秀賞受賞」

参加型の授業を目指して

ディスカッション形式の授業を完成させました。
　しかしながら、この授業を今後も継続して行っていく
ためには、講師の担い手や授業のサポート役といった、
この活動にご協力いただけるメンバーが必要です。
　青年部・女性部の「租税教育」において、今後の
課題は講師育成だと考えております。そこで、是非み
なさんのお力をお貸しいただけませんでしょうか。
　「租税教育」の活動は、社会貢献としてとても意義
のあることは言うまでもありませんが、実施する側の私
たち自身にとっても、良い勉強になると考えています。

　先生でもない私たちが学校の教壇に立ち、生徒の
前で授業を行うという経験は、なかなかできることでは
ありません。どうすれば生徒たちにきちんと伝えることが
できるのか、どうやったら授業を面白くできるのか、こ
のようなことを考えることは、直接的には関係ないかも
しれませんが、普段の業務にも役に立つことがあるの
ではないでしょうか。また、定期的に勉強会を開催して、
未経験の方にも十分に準備をしていただくためのサ
ポートをさせていただきます。
　勉強会開催時には、皆様へご案内させていただきま
す。まずは、私たちが行っている「租税教育」がどの
ようなものかを実際に見ていただくために、お気軽に

ご参加くださいますようお願い致します。
担当副部会長　友納　剛

とこよ

さきがけ



日時　平成27年11月27日
場所　三四郎

青年部・女性部
合同研修会

　本年度の租税教育活動は、昨年に引き続き、全国
大会のプレゼンテーションを念頭に実施して参りまし
た。今まで行ってきた租税教育のあり方を一から見直
し、「私たちにしかできないオリジナルの租税教育」を
構築することを目指し、グループワークを取り入れた

　恒例となった合同研修会も今年で4回目となりまし
た。上川署長をはじめ、たくさんのご来賓の方々にご
出席いただきました。今年の研修会では、青年部会
の全国大会プレゼンテーションを披露して貰いました。

冒頭、樋口部
会長の挨拶で
は、租税教育
活動を開始し
た経緯につい
て話されまし
た。平成19年、
川原部会長時

西区のノギク物語

西区まるごと博物館推進会 幹事 牛尾昌義

今年度の取り組みと
成果発表

ディスカッション形式の授業を完成させました。
　しかしながら、この授業を今後も継続して行っていく
ためには、講師の担い手や授業のサポート役といった、
この活動にご協力いただけるメンバーが必要です。
　青年部・女性部の「租税教育」において、今後の
課題は講師育成だと考えております。そこで、是非み
なさんのお力をお貸しいただけませんでしょうか。
　「租税教育」の活動は、社会貢献としてとても意義
のあることは言うまでもありませんが、実施する側の私
たち自身にとっても、良い勉強になると考えています。

　先生でもない私たちが学校の教壇に立ち、生徒の
前で授業を行うという経験は、なかなかできることでは
ありません。どうすれば生徒たちにきちんと伝えることが
できるのか、どうやったら授業を面白くできるのか、こ
のようなことを考えることは、直接的には関係ないかも
しれませんが、普段の業務にも役に立つことがあるの
ではないでしょうか。また、定期的に勉強会を開催して、
未経験の方にも十分に準備をしていただくためのサ
ポートをさせていただきます。
　勉強会開催時には、皆様へご案内させていただきま
す。まずは、私たちが行っている「租税教育」がどの
ようなものかを実際に見ていただくために、お気軽に

ご参加くださいますようお願い致します。
担当副部会長　友納　剛

代に呉法人会から資料を取り寄せ、1年間の準備、
勉強を重ね、税務署の方々にも教えをいただき、翌年、
三野原講師による第1回租税教育を実施しました。そ
れから6年が経ち、今年も年間10校、1,670名もの
生徒達へ授業を実施しています。
また、プレゼンテーション終了後には、制作者二人（藤
丈浩さん、林政之介さん）の苦労話などを聞かせても
らい、大変賑やかな研修会となりました。最後に、荻
田女性部会長より青年部へお祝いの花束まで贈呈して
いただきました。懇談会では、美味しい料理に舌鼓を
うち、盛況のうちに終了しました。

西区の

自然物語
とんぼ

おとめ ら つ

かろ



平成27年度

女性部会合同税務研修会

女性部会一泊研修会 租税教室と
税に関する絵はがきコンクール

　平成27年11月４日ホテルモントレ ラ・スール福岡
にて、香椎、筑紫、西福岡税務署より副署長、幹部
6名の方に来賓としてご出席を賜り、東福岡、筑紫、
福岡西部法人会女性部会60名出席の中「平成27年
度の女性部会合同税務研修会」が開催されました。
　第１部では、筑紫税務署副署長　原佳弘様による
「女性が輝く社会」－ワーク・ライフ・バランスの推進
－の講演をして頂き、講演の中で筑紫税務署は他の
税務署よりも女性職員が多く勤務されており、家事、
育児、仕事を両立している女性に深く理解を示されて
いました。

　第2部では、食事をしながらご来賓の方や女性部会
員と色々な談話を交わし、和やかな雰囲気の中「又、
お会いする日を楽しみに」と異業種交流会は閉会しま
した。

　昨年は日帰り
の研修でした
が、「一泊研修
で親交を深めた
い。」というご意
見も頂戴し、今
年は一泊研修会
を実施いたしま
した。アンケートを行ったところ西長門方面が選ばれ、
会員・非会員合わせて16名のご参加を頂きました。
一日目は、国の重要文化財でもある「三井倶楽部」で、
名物の海鮮焼きカレー（バナナ入り！）を昼食で頂いた
り、「角島大橋」を渡って、角島の灯台を見学しました。
夜はお食事を頂きながら、楽しいひと時を過ごしまし
た。翌日は、90年ほど前に地元の農家が集まってで
きたという「下関酒造」を見学したり、村田蒲鉾店や
唐戸市場で買い物をしたり、赤間神社にお参りしたり
して帰途に着きました。お天気にも恵まれ、楽しい旅
行になりました。

　１１月１９日５時限目（14：05～ 14：50）、百道
小学校6年生の皆さんを対象に租税教室を開催しまし
た。アニメのＤＶＤで、税のある世界とない世界を見
てもらい、「税がなくなったらどんな事になりました
か？」という質問には、皆さん活発に手を上げて答え
てくれました。また、税金の使われ方について考えたり、
消費税や所得税のない国について予習をしてきてくれ
ていたり、熱心に取り組んでくれて、とても楽しい租
税教室になりました。「税に関する絵はがき」もどんな
力作が出来上がってくるか、楽しみにしています。

日時　平成27年10月21日～22日
場所　ホテル西長門リゾート泊

公益社団法人 福岡西部法人会女性部会
公益社団法人 東福岡法人会女性部会
公益社団法人 筑紫法人会女性部会

つのしま



『平成28年度
　 税制改正に関する提言』を
古賀篤（こがあつし）代議士へ

事 業 報 告

マイナンバー制度と
情報リスク対策セミナー

五法人会共催講演会

○厳しい財政状況を踏まえ、 国・地方とも行財
政改革の徹底を！
○中小企業の力強い成長なくして、真の経済再
生なし！ 
○法人の実効税率を早期に２０％台に引き下
げ、軽減税率１５％本則化の実現を！ 
○中小企業の円滑な事業承継のために、欧州
並みの本格的な税制の創設を！ 

講師の三橋貴明氏

西福岡税務署の羽子田泰宏氏

　平成27年11
月27日（金）、瀬
尾会長・服部副
会長・川原税制
委員長・田中専
務理事の４名で
「税の提言活動
を行いました。
　福岡３区選出
の古賀代議士に対するこの提言活動も一昨年より３年
連続となりました。
　10月に第三次安倍改造内閣の総務大臣政務官兼
内閣府大臣政務官に就任した古賀代議士は、就任後
在京活動が多くなり、在福時は以前に増して過密スケ
ジュールながら、当法人会のために快く時間を割いて
いただきました。
　全般説明のうえ、今回は特に総務省関連として地方
税（特に申告手続き・納付）についての提言内容を読
み上げ、実情を説明し、改正をお願いしています。
■平成28年度税制改正スローガンは次のとおり

　なお、提言詳細につきましては全法連ＨＰ→活動内
容→税の提言活動でご確認ください。

（文責：川原 11/27記）

　2015年9月25日（金）に福岡西部法人会・AIU
損害保険株式会社共催でももちパレスにおいて実施さ

れました。
　2015年10月
よりマイナン
バーが通知さ
れ、いよいよ
2016年 1月
より運用が始
まるタイミン
グで72名の
参加でした。
　講師は「マイナンバー制度の概要と経営対応」の内
容で、西福岡税務署の統括国税調査官の羽子田泰宏
氏、「個人情報漏えい事故から学ぶ傾向と対策」は
AIU損害保険株式会社の、リスクコンサルティング部
部長の高橋勝氏でした。迫って来たマイナンバー制度
とそれに伴う個人情報漏えいリスクへの会社としての
対応策を習得できたセミナーでした。

　平成27年11月10日(火)にソラリア西鉄ホテル
にて福岡地区五法人会共催による講演会が開催され
ました。参加者は500名を超え、福岡西部法人会か
らも多数の会員が出席しました。
　講師は経世倫研究所所長で中小企業診断士の三橋
貴明氏。テレビ朝日「ビートたけしのテレビタックル」
など各種メディアで活躍中です。
　今回は「日本経済の嘘と真実」と言う演題で、日本
の現況を踏まえ、「政府の目的は経世済民」をキーワー
ドに日本の経済の中の何が「嘘」で何が「真実」かを
解き明かし、日本経済の実体を解説されました。その
中で「所得創出のプロセス」では、国全体から見て、
生産から消費・投資、それに伴う支出から所得と言う
循環が経済を動かしていることを明らかにし、これを
基にGDPや国債の話がありました。今後、日本はや
り方を間違え
なければまだま
だ経済は成長・
発展できるとの
ことで将来に
希望が持てる
有意義な講演
会でした。
（報告者 上村保之）



「会員拡大30％突
破プロジェクト」

只今展開中！！

（医）川原クリニック
㈲松隈測量設計
㈱大城設備設計
㈲ダンステリア
㈲フクリョウ
㈱シュハリシステム
ＦＩＶＥ・ＡＲＲＯＷＳ不動産販売㈱
ＡＵＢＥ　ｈａｉｒ
㈲井上祐三測量開発設計
㈱福岡有薗義肢製作所
リペア革工房　レザーテック福岡中央
ルナレーナ㈱
㈱ラッキースポット
青柳建設㈱
㈱イタクラ
㈲鉄なべ
田代産業㈱
太福建設㈱
大和工業㈱
㈱アイフク道路
㈱博　防
㈲番　屋
㈲誠貫堂
映像工房（同）
㈱藤田建築設計室
観世貿易㈱
大和住宅㈱
㈲ひまわり住宅
㈱クインズゴルフ博多
㈲三友商会
㈱クラックス

福岡市早良区城西1丁目５-２５

福岡市早良区祖原１３－２
福岡市早良区祖原１３－２
福岡市早良区高取１丁目１１-４０ベルメゾン高取１階

福岡市早良区高取２丁目５－４３－１０２

福岡市早良区百道浜３丁目８－３３

福岡市早良区室見１丁目２－３
福岡市早良区室見１丁目３－５エルグランド室見１Ｆ

福岡市早良区室見１丁目３－７
福岡市早良区原１丁目３８－１０

福岡市早良区原８丁目４０－１
福岡市早良区小田部７丁目６－１８

福岡市早良区田隈１丁目９-３
福岡市早良区田村６丁目１５－２０

福岡市早良区四箇２丁目１-５
福岡市早良区荒江３丁目１０－４

福岡市早良区飯倉５丁目２１－１

福岡市早良区飯倉６丁目３－３４

福岡市早良区干隈５丁目１４－２２

福岡市早良区賀茂２丁目３０－２９

福岡市早良区重留２丁目４－１０

福岡市早良区野芥８丁目２５－１０

福岡市早良区東入部６丁目１６－２２

福岡市城南区鳥飼７丁目３－１８アトリウム鳥飼1階

福岡市城南区別府４丁目４-１５-３０１

福岡市城南区七隈２丁目７－１４

福岡市城南区七隈３丁目２０－３８

福岡市城南区七隈４丁目４-２０

福岡市城南区飯倉１丁目３－１７　関ビル

福岡市城南区田島５丁目８－３３

福岡市城南区長尾１丁目４-９和光ハイツ１Ｆ

831-6660
821-3227
846-7193
832-1530
852-8020
400-4535
846-5577
845-8115
845-3973
851-3033
407-3902
821-4521
801-1998
871-4200
811-1748
841-1549
862-3044
863-7522
775-4550
871-9227
872-8032
804-0029
804-4411
050-1557-4408
823-2820
865-0501
801-2225
873-3978
851-2015
871-3786
402-4460

内 科 ・小児科
測量設計
設計事務所
不動産管理
保険代理店
ＬＳＩ設計・ＩＴ
不動産　
美容業
測量・開発
義肢製作・販売
革製品リペア
化粧品製造・卸
宝くじ販売
塗装土木
管工事業
飲食業
建設業
土木建築サービス
建設業
建設業
消防施設業
飲　　食　　業　
建築業
番組制作・カメラマン
設計建築
飲　食　料　類　
建売・土地売買　
不動産仲介業
ゴルフ用品販売
洗い張り・染物　
建設業

新入会員の紹介

　私たち福岡西部法人会のエリアには、8500社の対
象法人があり、現在、2100社ほどが法人会に加入さ
れています。この数字は、残念ながら県内単位会の中
で最下位の加入率24％です。
　このような状況を踏まえ、今期、組織委員会では、
28年3月31日まで「会員拡大30％突破プロジェクト」
と題して会員拡大キャンペーンを実施しております。拡
大目標500社、現在12月10日時点で本年度113
社の正会員及び賛助会員の加入を頂いておりますが、
加入率は、まだ25％という状況です。キャンペーン
期間中に新規会員加入をご紹介していただいた方には、
3,000円のクオカード（賛助会員1,000円）の進呈や、
支部・部会単位でのグループ表彰も企画しております。
また、新規加入企業様と現会員の親睦交流のための
オリエンテーションなどのイベントも企画していきたい
と思っております。まだまだ景況感が上向かない中、
会員企業様には負担をおかけいたしますが、「納税意

識の高揚と税意識の普及啓蒙」という法人会の崇高な
理念のもと、私たちの、秩序ある豊かな生活を支える
ための税への関心を高めるためにも、また、私たちの
西部法人会がさらに楽しく有益な団体として活動してい
くためにも、ぜひ、まだ法人会に加入されてない企業
様の加入勧奨をお願いいたします。



㈱プロニティ
㈲みやこ園茶舗
㈱横溝豊樹園
㈱ｇｒｏｗ
サン・ネット㈱
㈲あかつき建設
（医）紀勝会　津田歯科医院
㈲大矢塗装
日成施設㈱
おそうじの美来
㈱ヒロタケ
総合ライフサポート（同）
㈲西原産業
㈲菱真建設
㈱ヒロス
トーニンビル管理㈱
㈲木寺重機建設
㈱ケイ・ケイ・エス
㈱平富屋
九州東技㈱
㈱進電化設備
㈲アプロス
㈲やのみせ
㈲護山ビル
中村　裕子税理士事務所
㈱アイアップ
㈱中野工業
㈱ミッキー
㈲福重電気工事
石橋建設㈱
徳安開発㈲
㈲イージス
㈲末松企画
㈲ハニーワンドリー
㈲伊東工業
スコーレヒル産業㈱
㈱Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｔｅｃ
志摩テクノﾉ産業㈱
㈱ラヴィータ
㈱ジャルダン
㈱Ｈｅａｒｔ　Ｆｕｌｌ-Ｐｏｗｅｒ
㈱伊都の宝
㈱インテリアヒロ
㈱ジェイ・エス・ジー
㈱ジェイ・エス・ジー物流センター
㈲エム・サービス
福岡雷山ゴルフ倶楽部㈱
㈲林設備工業
㈲モチダ
㈱ハニワ
（一社）西福岡青色申告会
㈱西日本シティ銀行　前原支店
㈲肉のやしま
㈲吉清教材店
㈱福岡伊都バス
㈱太洋丸水産
石志オーキット㈱
萬盛興産㈱
㈲福岡縫製

福岡市城南区長尾１丁目１５－１７

福岡市城南区長尾４丁目２４－８

福岡市城南区長尾５丁目４－２３

福岡市城南区樋井川６丁目２７－５８

福岡市城南区樋井川６丁目３２-７-１０２

福岡市城南区片江２丁目７-１３

福岡市城南区片江３丁目４１-１

福岡市城南区南片江５丁目２０-２０

福岡市城南区干隈１丁目１６－１６

福岡市城南区梅林４丁目２－９

福岡市西区下山門３丁目９－３０

福岡市西区下山門３丁目２２－２０－１０２

福岡市西区上山門１丁目８－９

福岡市西区上山門２丁目４-２６

福岡市西区上山門２丁目４３-６

福岡市西区上山門３丁目１８-１８

福岡市西区拾六町５丁目５-１５

福岡市西区戸切３丁目１５８－２

福岡市西区野方３丁目５４－２２

福岡市西区石丸２丁目４－３０－９０２

福岡市西区生の松原２丁目３－５４

福岡市西区生の松原４丁目７－２

福岡市西区豊浜２丁目１－４
福岡市西区姪の浜２丁目１４－４

福岡市西区姪の浜３丁目３９－１－１０６

福岡市西区姪の浜４丁目１７－１２

福岡市西区姪浜駅南４丁目８－１９　402号

福岡市西区小戸４丁目５-２５-９０５

福岡市西区福重３丁目２０－５
福岡市西区福重３丁目２２－２
福岡市西区飯氏６４４－５
福岡市西区飯氏９３１－１
福岡市西区飯氏９５３
福岡市西区周船寺３丁目２５－１８

福岡市西区周船寺２４２
福岡市西区徳永５８７-３
福岡市西区田尻５６８－１
福岡市西区今宿東３丁目６－２７

福岡市西区今宿上ノ原２１７-３０

福岡市西区横浜１丁目１８-１０

福岡市西区横浜３丁目２４－９
糸島市板持１９７-１
糸島市高田４丁目１８-２４ＡＹビル２F

糸島市高来寺２０７－１
糸島市高来寺２０７-１
糸島市末永４０２－１４
糸島市川原807
糸島市井原１２２９-1
糸島市前原中央１丁目５－４０
糸島市前原中央２丁目５－１４
糸島市前原中央３丁目１５-３２

糸島市前原中央３丁目１８－２６

糸島市前原中央３丁目２０－５
糸島市前原駅南３丁目１２－１７

糸島市篠原東３丁目２９７-１
糸島市南風台４丁目１１－１７
糸島市志摩師吉４６４－３
糸島市志摩船越３９４
糸島市二丈福井２４６０

871-0025
871-1571
871-1641
407-0366
865-0146
873-1882
862-2255
864-1360
862-7375
871-0032
884-0345
407-6607
882-5766
883-7263
891-3267
882-0291
882-8344
892-5325
812-2526
831-8970
882-2307
891-6837
881-0152
881-0044
894-1031
885-3988
407-5676
881-1223
891-5258
881-7850
806-7544
807-5757
806-0363
807-3102
805-7602
806-2181
518-4348
806-8580
806-9450
806-0488
090-4989-8097
332-0120
323-4667
321-9888
321-9888
322-7908
323-8181
323-8153
322-2124
332-8229
322-2595
322-2161
322-2213
322-2023
331-8025
323-3674
327-3105
328-2839
326-6401

不 動 産 賃 貸
茶販売
造園業
電気工事業　
保険代理業　
建設業
歯科医業
塗装業
建築設備業
清掃業
ビルメンテナンス業
訪問介護
不動産賃貸
土木工事　
情報処理サービス　
不動産管理
土木工事
消防設備工事
食品加工業
電気・機器販売　
電気・通信工事　
健康食品販売
コンビニエンス
貸ビル業
税理士
不動産業　
鉄筋組立業
各種食料品
電気工事業　
土木・ブロック工
不動産業　
コンビニエンス
不動産賃貸
洗濯　
解体業
不動産　
電気工事業　
建設業
卸・小売
不動産賃貸
その他・宗教　
食肉加工販売
建設業
卸小売業　
商品発送・管理
電気工事業
ゴルフ場　
管工事　
コンビニエンス　
ＩＴ関連
税務指導・共済事業
銀行
食肉　
教材販売
一般貸切旅客自動車運送業
鮮魚小売業
花の製造販売
漁業　
縫製業

平成27年12月10日現在



　平成27年10月8日（木）、徳島市の徳島県立産業

観光交流センター（アスティとくしま）で第32回法人

会全国大会徳島大会が開催され、福岡西部法人会より

瀬尾会長・副会長（穐吉、廣田、天野、服部）の5名

で参加しました。

　第一部のパネルディスカッションでは「日本の山里

に、こんな仕事・移住企業もありますよ」というテーマ

で、パネリストは（株）いろどりの代表取締役社長の

横石知二氏とNPO法人グリーンバレー理事長の大南

信也氏でした。人口減少など多難な時代を迎えつつあ

る地方を、そのマイナス面を逆手にとって、元気に独

創的なアイデアを出し地方活性化に結びつけていると

言う実践的経済再生の内容でした。（株）いろどりは、

食べ物の載った皿に紅葉の葉、すだちの箱の中にうら

じろの葉など、まさに「いろどり」を添える「葉っぱ商

品」などのアイデアで有名な会社です。

　第二部の式典では国税庁長官、県知事等の来賓の

挨拶のあと会員増強表彰があり、税制改正提言では

「消費税引き上げ」や「マイナンバー制度」への対応措

置の要望、「事業承継税制の拡充」「法人税実行税率

の早期引き下げ」の実現を求めたものでした。

　第三部の懇親会ではご当地自慢の阿波踊りが娯茶

平連により賑やかに、また整然と魅力的に披露されま

した。

第32回  法人会全国大会（徳島大会）

税務連絡協議会長賞

福岡県立
修猷館高等学校

学校法人西南学院
西南学院高等学校

学 校 名 作 品 名氏 　 名

福岡県立
城南高等学校

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

福岡県立
福岡工業高等学校

福岡県立
糸島高等学校

学校法人中村学園
中村学園三陽高等学校

齊藤  里桜江

土 山 　 茜 里

鈴 木 　 順

髙 見 　 彩 花

吉冨　由香

村里　晏

伊達　夏美

山下  すみれ

瀬 底 　 利 奈

佐 竹 　 暖 人

税金の現状とこれから

納税と国の保護

社会を動かす「歯車」

義務と恩恵を考える

皆で助け、皆で助かる

税金で助かる命

税金と私たちの生活

税金がなかったら

さいとう　 　 り  お  え

つちやま　   　 あ かり

すずき　 　じゅん

た か み　  　 あ や か

よしとみ　   　 ゆ 　 か 　 　 　 　 　

むらさと　    　 あん

だ 　て　     な つ み

やました

せそこ　　     り　な

さた け　　    だんと

西福岡税務署長賞

県税事務所長賞

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

学 校 名 作 品 名氏 　 名

学校法人西南学院
西南学院高等学校

米山　光結

伊藤　博史

吉永　百伽

「ありがとう」

税の大切さ

病気から知った税

よねやま　　　み　ゆ

いとう　　　ひろし

よしなが　　　ももか福岡県立
城南高等学校 大切な税金

学校法人西南学院
西南学院高等学校

学 校 名 作 品 名氏 　 名

福岡県立
城南高等学校

小林  菜々子

宮 本 　 早 希

“誰か”の為のえがお投資
こばやし　   な  な  こ

みやもと　 　　さ　き

平成27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

私たちの暮らしを
支えている税金

未来を作り届ける大人と
未来を担う私達

ごぢゃ

へいれん



税務署だより



税務署だより
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この広告は保険の概要をご説明したものです。「企業地震保険」につきましては建物の構造や建物が建築された時期および所在地等によってはお引き受けができない場合がありますのであらかじめご了承ください。

◎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




