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公益社団法人 福岡西部法人会

●第5回 定時総会開催　●健康について　話題の光トポグラフィー検査について
●西区は歴史の博物館　元寇防塁と海岸部の遺跡　●青年部会・女性部会レポート　
●西福岡税務署の人事異動　●新入会員紹介　●支部活動報告　●税務署だより

〔福岡県 糸島〕



新役員52人が決定

　公益社団法人福岡西部法人会の平成 28 年度定時
総会が、平成 29 年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。総会には大澤
西福岡税務署長様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 754 社に対して、出席・委任状
社総合計は 1,002 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（１）平成 28 年度事業報告（２）平成 29
年度事業計画（３）平成 29 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 28 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 52 人が承認され、新理事の
互選で会長、副会長、常任理事 16 人と顧問、相談
役が承認・決定しました。
　議事終了後、全法連会長表彰、県連会長表彰、福岡
西部法人会会長感謝状の贈呈が行われ、来賓の西福岡
税務署 大澤良次署長並びに九州北部税理士会西福岡
支部 林田哲比古副支部長から丁重な祝辞をいただき、
総会はつつがなく閉会の運びとなりました。
　総会終了後は、書道家の武田双雲先生による記念
講演、「文字の力、言葉の力、生きる力」と題した楽
しくかつためになる話に耳を傾けた後、同ホテルでの
懇談会と福引抽選会へ。会員同士の歓談や、豪華な
プレゼント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。

28年度収支決算報告、
事業計画等を承認し、記念講演、
懇談会も盛況に催されました。

公益社団法人 福岡西部法人会 平成28年度

第５回 定時総会開催
日時：平成29年5月23日（火）　
場所：西鉄グランドホテル 鳳凰の間
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穴井幸一郎
川口　敬介
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岩本　芳浩
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中村　利行
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馬場　里美
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吉田　大輔
平山　晶生
金堀　雄二
平井　博雄
樋口　慶徳
山内　映子
石橋　康治
井村　　哲
岩下　祐士



　皆様こんにちは。本日は、ご多忙の中、第５回定
時総会にご出席いただきまして、誠にありがとうござ
います。
　また、ご来賓として、西福岡税務署・大澤署長様
をはじめ、西福岡県税事務所・吉川副所長様、九州
北部税理士会西福岡支部・林田副支部長様、関係保
険会社の幹部の皆様方には、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、平成25年４月１日付で公益社団化し、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、税理士会並びに受託保険会社の皆様方の温か
いご理解と適切なご指導・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、当会の運営に対して深
いご理解を頂き、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ますことに、心から
感謝を申し上げる次第であります。
　とくにこの２年間、会員の皆様、そして受託保険会
社の皆様に、会員拡大のお願いをしてまいりました。
　その結果、退会された会員を差し引いた、会員の
純増加数が、一昨年は60社、昨年は109社と大幅
な増加を見ております。
　全法連には純増60社以上の法人会に特別最優秀
賞を授与する制度がございます。全国に441の法人

会があるなかで、一昨年は４法人会が、昨年も４法
人会が特別最優秀賞を受賞しておりますが、２年連続
は我が福岡西部法人会だけでございまして、皆様の
ご協力に改めまして厚く御礼を申し上げます。
　また、昨年の総会で、私共の青年部会が一昨年、
福岡国税局管内31法人会の青年部会を代表して行っ
た租税教育活動プレゼンテーションが、全国の優秀
賞に輝いたことをご報告させていただきましたが、女
性部会では小学生を対象に租税教室を実施し、その
後、税に対する絵はがきを描いてもらうという活動を
行っております。
　今回は、当法人管内の小学生が描いた作品が、福岡
国税局管内の第１位に輝き、全法連の女性部会連絡
協議会長賞を受賞いたしました。
　このふたつのことは青年部会女性部会の租税教育
の内容が極めて優秀であることの証左であると喜んで
いるところでありますが、両部会に心より敬意を表す
る次第です。
　当会の活動の一端をご紹介させていただきました
が、会員の皆様方には、より一層の活躍を期待いたし
ております。
　関係ご当局におかれましても、当会に対しまして引
き続き、ご指導とご支援を賜わ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。
　結びになりますが、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、私のご挨拶とさ
せていただきます。

会長　瀬尾　亮二
会長あいさつ

全法連より２つの栄えある賞を受賞。
社会貢献活動には、より一層の活躍を期待。

しょうさ



　「明治の人はびっくりするような字を書きます。字
の迫力が違う。人間力は、字を美しくし、魅力のあ
る字にします」と語る、書道家・武田双雲さん。だから、
文字にはその人の人格、性格が出るのだそうです。
　武田さんの書道に対する考え方はとてもユニーク。
自身が主催する書道教室は、下手な人も上手な人も
書道を楽しめるエンターテインメントの場なのだとか。
　また、言葉には「陰」と「陽」があるとも言われます。
ある時、五十代の女性の生徒さん二人別々に、ご主
人との関係はいかがですか、と聞いたところ、一人は
「主人は私に冷たいんです。放っておかれるんです」
と答え、もう一人からは「素敵な主人です。私を放っ
ておいてくれるんです」という答えが返ってきたそうで
す。武田さんは、これは物事の捉え方の違いだとおっ
しゃいます。「陰と陽、お互いが違いを認め合う、そ
の違いをリスペクトし合うことが大切。それができる
か否かで、すべて上手くいくかいかないかが決まるの
です」。
　そしてもう一つ、武田さんは自律神経を整えること
の大切さを説かれます。これは、武田さんが独自に
研究しているテーマで、交感神経と副交感神経のバ
ランスを取り、波動を調整するのだとか。「どうやる
かというと、例えば楽しく生きるためには、ただ楽し

そうに生きるだけだけで良いのです」と武田さ
ん。その人柄と豊富な話題に魅了され、楽しく、
そして有益な時間となりました。

「文字の力、
 言葉の力、生きる力」

武田 双雲（たけだ・そううん）氏
書道家

1975年、熊本県生まれ。３歳より書家である母・武田双
葉に師事し、書の道を歩む。大学卒業後、NTTに入社。３
年間の勤務を経て書道家として独立。音楽家、彫刻家な
ど様々なアーティストとのコラボレー
ション、斬新な個展など、独自の創作
活動で注目を集める。オリジナルの
書道講義が話題を呼び、日本テレ
ビ「世界一受けたい授業」など様々
なメディアに出演し、講演会やイ
ベント、セミナーなどへの出演も
多数。NHK大河ドラマ「天地人」、
スーパーコンピュータ「京」など数
多くの題字、ロゴを手がける。
2013年には、文化庁よ
り文化交流大使の指名
を受け、日本大使館
主催の文化事業な
どに参加し、海外
に向けて日本文
化の発信を続
けている。
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表彰・感謝状贈呈

常任理事
理　事
理　事
理　事
理　事

税制委員
広報委員
組織委員
組織委員
厚生委員
厚生委員

荻田　和代
柳田　恵隆
穴井幸一郎
久保田晋平
白水　初男
樋口　慶徳
甲山　　敦
金堀　雄二
稲永　康敏
平井　博雄
井村　　哲

理　事

理　事

理　事

理　事

𠮷田　純一
𠮷山　　満
白水　初男
清水　冨且

中村　利行
原　　武人
三坂　廣明

田中　陽早
廣田　栄作
稗田與志人

副会長 服部　直和

理　事　瀬尾　亮二
県連功労者

単位会功労者

単位会表彰

全国法人会総連合
功労者表彰

福岡県法人会連合会
功労者表彰

感謝状

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・感謝状表彰

　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。



前専務理事　田中 修二 専務理事　身吉 英二

退任のご挨拶 就任のご挨拶

　８年間の永い間、皆様のご協力、ご指導を頂き無事、
勤めることができました。
　一番の思い出となりますのが、平成27年11月20
日全国青年の集い（茨城大会）での青年部会による租
税教育に関するプレゼンテーションになります。
　樋口青年部会長から「専務！！最優秀賞ではなくてす
みません」と少し涙声とも取れる電話がありました。２
年間相当な準備をし、練習を重ねて最優秀賞を目指し
て頑張っている青年部会を私も陰ながら応援をして来
ました。「優秀賞でもよく頑張って頂いた。私の中では
最優秀賞ですよ！！」と言った私の中でもこみ上げるも
のがあり、「お疲れさま」と言うのが精一杯でした。
　後日、プレゼンの模様をＤＶＤで見させていただきま
したが、前青年部会岩下会長の悔しがりは、今でも鮮
明に目に映り、残っています。
　大きな感動を青年部から頂きました。
　この経験は、私の財産だと思います。

　活気に満ちあふれた福岡西部法人会の専務理事と
して仕事をさせていただくことをたいへん光栄に思
います。
　振り返りますと、平成20年７月から２年間西福
岡税務署に勤務していた際、総会、研修会などの行
事で皆様とお会いした時に印象に残ったことが、皆
様のチームワークと責任感の強さでございます。
　専務理事に就任して再び皆様とお会いし、平成
20年当時に感じた以上に皆様が真摯に法人会活動
に向き合っている姿に改めて感動しています。
　これから、皆様の活動のサポートをさせていただ
く訳ですが、前任の田中専務理事のようにてきぱき
と仕事を熟すことができていない時は、遠慮のない
ご鞭撻、ご叱正を賜りたく、どうぞよろしくお願い
いたします。

　記念講演に続いて催された懇談会・福引抽選会では、当会女性初の荻田副会長が開会
の挨拶に立ちました。その後、美味しい料理に舌鼓を打ちながら和やかな懇談の時間へ。
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73名の方へ贈られまし
た。その中で、記念講演の講師を務めていただいた武田双雲先生が３等の糸島高級豚セッ
トに当選され、会の最後までご参加いただきました。

豪華賞品、武田双雲先生も当選！
懇談会・福引抽選会

こな

しっせい



■拡がる光トポグラフィー検査

　前回「こころの見える化」に役立つ光トポグラ
フィー検査の話をしましたが、今回は検査そのもの
について詳しくご説明したいと思います。
　この検査自体は以前から脳神経外科やリハビリ
テーション科で、主に身体機能の回復状況を評価す
る場合に用いられてきました。また医療系以外の分
野ではロボティクス(リハビリ応用含む)や学習効果、
快・不快の測定などの研究にも活用されています。
　これらの検査機能を精神科領域に応用したプログ
ラムが開発され、「こころの見える化」に役立つ検
査ができるようになったというわけです。西日本で
はまだ聞き慣れない方も多いようですが、全国的に
施行できる医療機関も増えています。

■どのような検査なのか

　精神科における光トポグラフィー検査は、平成
21年に厚生労働省から先進医療として承認を受け
た技術で、近赤外線を利用して前頭葉や側頭葉にお
ける脳活動状態の変化を測定します。
　それらの反応パターンの違いで、健常者相当、う
つ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症などに
ほぼ分類することが可能なため、確定診断の補助と
して活用されます。
　また、人体に有害な影響がない近赤外線を使用す
るため安全性が高い検査です。

■どのような人が対象の検査なのか

　例えば大うつ病性障害(うつ病)と双極性障害(躁
うつ病)の治療薬は全く異なりますが、それらのう
つ症状はほぼ同じもので、練熟した専門医の問診を
もってしても区別がつきにくいケースも稀にありま
す。
　そのような場合に専門医の問診による診療にこの
検査の結果や心理検査の情報を加えることで、より
確かな診断に近づき適切な治療法を導くことができ
ます。

　ただし検査の対象に
なる方は現在すでにう
つ病などの治療中の方
で、主治医が確定診断
の必要性があると判断
された方に限られます。
(当院に限らず検査予約
の際に主治医の「検査依
頼書」が必要とされる検
査機関がほとんどです)

■その効果と留意点

　精神疾患は病気の性質上治療が長引くことも多く、
患者さんやご家族が時には「本当にうつ病だろうか」
「このまま薬を飲み続けて大丈夫だろうか」と疑問
や不安を抱くことがあるかもしれません。そんな時
あくまで診断の補助であっても、可視化された検査
結果を知り、改めて主治医の判断を仰ぐことは、患
者さんやご家族が病気を理解し安心して治療に取り
組むことの後押しになると思います。
　このように一般の方々へのアナウンスが拡がり期
待される光トポグラフィー検査ですが、現在のとこ
ろ約70～ 80%の精度といわれています。あくま
でもこの検査は診断補助的な役割を果たすもので、
検査のみで病気を証明したり、診断名を付けたりす
ることはできません。従来の専門医の問診に、この
検査を組み合わせることで診断の精度を上げること
ができるようになったというご理解をお願いします。
　また光トポグラフィー検査自体は治療方法ではあ
りませんから、この検査を受けることで症状が改善
することはありません。これらのことをよくご理解
いただき、主治医の先生によくご相談のうえ受診の
判断をしていただくことが大切です。

話題の
光トポグラフィー検査について

油山病院  院長　三野原 義光

健康に
　ついて
健康に
　ついて

ETG-8000

光による脳機能計測原理（生体透過性）

白色光による
掌透過光

脳活動に伴う大脳皮質内の
血中ヘモグロビン濃度変化を計測

赤色/近赤外光
は生体透過性高い

2-2.5cm



地域情報

西区は歴史の博物館
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大原A遺跡の製鉄炉

小葎遺跡出土の弥生土器に
描かれた動物の文様

海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より引用　（次号へつづく）

　大原海水浴場の南側にシーサイド病院がある。
1972年、病院の建設工事を一時中断して発掘調査
が行われ、弥生中期から後期の三時期の遺構が検出
されている。直径約11メートルの円形竪穴住居跡は、
主柱穴が7個で、壁には深さ約10センチの溝が全周
していた。炉跡は中央ではなく、壁の方に片寄ってい
る。弥生中期の住居跡としても大きなものである。

　弥生後期の壺型土器
の中に、動物を線刻した
ものがある。写実的な絵
は鹿を表現したものであ
ろう。石器の中では石鏃
や石庖丁のほか滑石製の
石錘が多く出土している。
形もバラエティに富んで
おり、眼前に一望できる
博多湾での魚撈活動を思
わせる遺物である。

　近年、大原地区の発掘調査が目立っている。いず
れも柑子岳の東側山麓部で、1991～94年の大原D
遺跡では縄文時代の遺構や遺物が注目される。縄文
早期の石鏃や中期から晩期の土器まであるが、晩期
前半の土壙、埋甕や柱穴とともに大量の黒川式土器
が出土している。自然流路に沿って、大規模な集落
が展開していたと予想される。そのほか、古代の製鉄
に関係する鉄滓、炉壁や焼土壙、溝、鉄滓集積など
とともに掘立柱建物も検出されている。
　また、92年に調査された大原A遺跡では、弥生時
代中期の円形住居跡1棟、土壙やピットなどのほか、
8～9世紀の製鉄炉3基・鍛冶炉3基・掘立柱建物、
中世の掘立柱建物や土壙など各時期の生活遺構と生
産遺構が検出されている。
　製鉄炉は長方形の箱形炉と考えられる。斜面に平
行に構築され、両サイドにほぼ円形の排滓壙をもつも
ので、炉床部の残りがよいためその規模や構築方法
が観察できる。鍛冶炉は径60センチほどの円形のく

ぼみに粘土を貼りつけて造ったもので、鍛冶滓や鍛造
剝片などが出土している。大原の海岸は砂が黒くなる
ほど砂鉄が豊富で、砂鉄を利用した鉄生産が盛んに
行われたことを示している。このほか、柑子岳や松尾山
の山麓にも古墳があり、須恵器や土師器とともに鉄滓
が表採されており、古墳時代の鉄生産を裏づけている。
　長浜貝塚の南には呑山がある。玄武岩の小塊を打
ち欠いて蛤刃石斧を製作した遺跡で、大小の未製品
が表採されている。規模は小さなもので、大規模な
今山石斧製作跡とは対照的とされている。弥生時代前
期末の土器が出土している。

　瑞梅寺川から北側の志摩半島は、小さな山が幾重
にも重なりあって平地が少ない。今津の砂丘を過ぎる
と海岸まで山が迫り、やがて小さな平地が開けるのが
小田である。県道54号線の西側の砂丘に墓地がある。
1935年に支石墓が発見され、のちに九州大学文学部
考古学研究室の初代教授となられた鏡山猛氏が調査
を行っている。
　支石墓は2基で、東西の向きに並んでいたという。
1号は1.3×2メートルほどの玄武岩の大石を5個の支
石で支え、その下に甕棺がある。弥生中期の成人棺で
ある。2号は2×3メートルと1号よりひとまわり大きい。
その下は7個の石で1.3×1.8メートルほどの長方形に
囲い、東を頭にした仰臥伸展葬の人骨があった。床面
には板石3枚がしかれ、頭骨下には枕石があり、左
肩部に壺形土器が副葬されていたという。
　この小型丸底壺は、発見当時は弥生終末～最古式
の土師器と考えられていたが、現在からみると夜臼式
土器の可能性も考えられている。何しろ古いころの発
見で現物も失われており、確認することはできない。
　日本で最初に調査された支石墓であり、志摩半島
の東海岸では唯一の支石墓としても重要である。

大原から唐泊へ
小葎遺跡

小田の支石墓

元寇防塁と海岸部の遺跡



　去る、４月19日(水)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大澤
良次税務署長をはじめ、飯田健副署長、湯瀬勇一
統括国税調査官、岡田由起連絡調整官にご出席を賜り、
親会からは瀬尾亮二会長、穐吉憲一副会長、田中修二
専務理事にご臨席をいただいて、年に一回の厳粛な
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28年度事業報告な
らびに収支決算報告、平成29年度事業計画ならびに
収支予算案、役員及び理事改選の件、以上三つの議
案が樋口議長より上程され、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29年度の事業計画について、若干触れさせて
いただきますが本年度も昨年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
青年の集い高知大会への参加が承認されております。
また、この度、役員及び理事改選が行われ樋口部会
長の任期満了に伴い波多江副部会長が新部会長として
承認可決されましたので、ここにご報告させていただき
ます。樋口前部会長、長い間お疲れ様でした。
　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
れました。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。

副部会長　小熊坂　哲

　今年度の青年部会租税教育活動は、６月末時点で
実施済みの学校が２校。姪浜中学校及び城南高校で
租税教室を開催致しました。
　特に城南高校の租税教室については、中学校の租
税教室で行っている「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」をそのまま行う事は出来ない
と考えました。（※なぜなら中学生時代に、このディスカッ
ション形式の授業を体験している生徒が少なからずいる
はずだからです。）
　そこで、城南高校の租税教室を開催するにあたって
は、担当の先生方とも協議の上、藤青年部会理事を中
心に高校生に向けた租税教室用の授業マニュアル
<THE JUDGE  ～ Your Election ～あなたはどう考
える？～ >を新しく作成致しました。
　高校生の生徒達には、18歳からの選挙権行使を見

据え、公平な社会とはどういうものなのか？税を通して
考えて頂く為に、救急車や消防車など緊急車両を購入
する費用から現在、日本で無料である緊急車両の利用
についても考えて頂きました。
　海外の制度とも比較の上、緊急車両呼び出しの有料
化、無料継続？についての議論を行うような授業に致
しました。
　この授業は、担当の先生方からも高評価を頂いた為、
更に改良を重ね、今後予定されている高校の租税教室
でも行う予定です。
　今年度は、従前よりも租税教室開催を希望する学校
が大幅に増え、前記の実施済み校及び７月実施予定
の高取中学校、玄洋中学校を含めると中学で８校、高
校で２校、計10校にて、租税教室を開催致します。
　その為にも、この租税教育活動を支える多くの租税
教室講師及びサポーターが必要です。
　青年部会では、定期的に租税教室開催に伴う勉強
会を行っております。まだ参加した事のない、青年部会
員の皆様には、気軽に参加頂ければ幸いです。
　少しの時間と勇気で、新しい世界が拓けます！是非、
皆様のご参加、ご協力をお願い申し上げます。

担当副部会長　渡辺　克己

　去る5月23日(火)公益社団法人 福岡西部法人会
の第5回定時総会なら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
営協力をさせていただいており、今年も元気いっぱい
の青年部メンバーが率先して部会らしい働きが出来た
ものと思っております。
　懇談会におきましては、司会と福引抽選会を青年部
会で運営いたしました。
　司会では穴井理事、抽選会では中原理事の的確な
進行の下、当選された方もされなかった方も楽しい時
間を過ごしていただき充実した懇談会となりました。中
でも講師の武田双雲先生も懇談会に出席され糸島豚
に当選され、とても喜ばれていました。
　毎年の親会定時総会は青年部会にとっても講演会

やその他の運営など
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
お話をしていただけ
るか楽しみです。
青年部会　副部会長

　入里　健二

平成28年度定時総会開催報告

租税教育活動

親会総会運営協力の報告

青年部会レポート



第１２回 法人会

全国女性フォーラム
鹿児島大会に参加して

　本大会には全国
から1642名の参
加があり、当会か
らは６名が参加い
たしました。
　当日はあいにく
の大雨で、普段な
ら会場の城山ホテ
ルの目の前に見える桜島もどんよりとした雨雲に覆わ
れて見えず残念でした。鹿児島ではこのようにお客様
を迎える時に降る大雨を「島津雨」といって、吉兆の
しるしとされているそうです。
　会場には「税に関する絵はがきコンクール」の全法
連女連協会長賞の受賞作品が展示され、百道小学校
の内田さんの作品もあり、誇らしく嬉しく、改めて受
賞を喜び合いました。
　第１部式典では、「私たち女性部会も互いに交流を
深め、法人会活動を通じて更に日本のよりよい未来を
切り拓いていこうではありませんか！」と高らかに大会
宣言が読み上げられました。第２部記念講演は、元総
理秘書官・元国税庁長官で㈱国際協力銀行代表取締
役専務取締役の林信光氏による「明日の社会と税金を
語る～霞ヶ関からワシントンまで～」と題した、秘書官
時代のエピソード等を交えた大変面白い講演でした。
　懇親会では郷土料理など鹿児島の食と文化を満喫し
つつ、全国の女性部会の皆さんとの交流を深めること

ができ、大変有意義
な時間でした。最後
は来年の開催地「山
梨県で会いましょ
う！」との約束を交わ
して閉宴となりまし
た。

　平成28年度定時総会を４月25日華風福寿飯店に
おいて開催いたしました。
　ご来賓として、西福岡税務署から、署長の大澤良
次様をはじめ幹部の皆様に、また、親会から瀬尾会長、
稗田副会長、田中専務理事をお迎えしての開催となり
ました。

　議案の審議も皆様のご協力により、滞りなく終了し、
議事終了後は、大澤署長と瀬尾会長に祝辞を賜りまし
た。
　今年は役員改選の年で、７年前に荻田和代様が急
遽部会長を引き継がれ、たいへんな想いをされながら
３期に亘って務めていただきました。
　今回の総会まで荻田様が女性部会のけん引役として
リーダーシップを十二分に発揮され、その結果、女性
部会の活動が活性化していることに心から敬意を表し
ますとともに、部会員全員「本当にお疲れ様でした。
そして、ありがとうございました。」と申し上げます。
　また、今回の役員改選で新たに馬場里美様が部会
長に就任され、新役員ともども歴代役員の皆様が築か
れた良き伝統を継承しつつ、更なる飛躍を誓って、田
中薫副部会長指揮のもと女性部会スローガンを全員
で唱和して閉会となりました。

女性部会副部会長　山内　映子

　九州北部豪雨で大きな被害もあり、開催を迷いまし
たが、道路や訪問地の安全確認をしたところ「大丈
夫！」とのことで、思い切って開催をいたしました。甘
木朝倉地方を通りかかった際は、土砂と流木に埋まっ
た民家や車などが高速道を走るバスの中から確認で
き、被害の大きさに心が痛みました。犠牲になられた
方々のご冥福と一日も早い復興を、食前に皆でお祈り
いたしました。とはいえ今年は、初めて参加の方が4
名もあり、14名と人数は少ないながらも楽しく有意義
な研修となりました。一日目は、「いいちこ日田蒸留所」
を見学してから、豆田町にて薬膳ランチを頂き散策を
した後、豊前方面に移動し「卜仙の郷」にて宿泊いた
しました。食事をしながら忌憚のない意見を交わすな
ど、楽しい懇談会となりました。
　翌日は宇佐神宮に参拝をし、豊後高田市の「昭和の
町ロマン蔵」を見学し、とり天を頂いた後帰途につきま
した。大変暑い二日間でしたが、バス旅は快適で、
楽しい研修となりました。

日時：7月13日～14日
場所：豊前方面「求菩提温泉 卜仙の郷」
人数：14名

日時：平成29年４月25日（火）16時30分～
場所：華風　福寿飯店

2017年4月7日（金） 城山観光ホテルにて

平成28年度定時総会開催

一泊研修会

女性部会レポート

全法連女連協会長賞 受賞作品



着任のごあいさつ
西福岡税務署長

田畑  宏 樹

平成29年7月10日

田畑　宏樹

平野　裕司

飯田　　健

坂本　信一

大城　匡史

塚本　順子

西田　有宏

白石　武之

荒巻　福子

鷲崎　　修

藤川　聖一

吹田　満晴

福岡国税局  徴収部  管理運営課長

福岡国税局 調査査察部 査察第二部門 統括国税査察官

留　任

唐津税務署  総務課長

八幡税務署  管理運営第一部門  総括上席

佐賀税務署  特別国税調査官（法人税担当）

福岡国税局  調査査察部  査察第一部門  総括主査

博多税務署  特別国税調査官付  連絡調整官

西福岡税務署  法人課第四部門  統括国税調査官

福岡国税局  調査査察部  査察第四部門  主査

香椎税務署  法人課第一部門  上席国税調査官

留　任

タバタ　ヒロキ

ヒラノ　ユウジ

イイダ　ケン

オオギ　マサシ

ツカモト　ジュンコ

サカモト　シンイチ

ニシダ　クニヒロ

シライシ　タケユキ

アラマキ　フクコ

ワシザキ　オサム

フジカワ　セイイチ

フキタ　ミツハル

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、福岡国税局 徴収部 管理
運営課長から西福岡税務署長を拝命しました田畑でござ
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、深い御理解と格
別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　私は、西福岡税務署の勤務は初めてでございますが、
管内には、福岡市の副都心として、福岡タワー、近代的な
ビル街及び文化的施設が集まるほか、伊都国をはじめと
する歴史的な史跡が多く残る場所や、糸島をブランドとす
る食材の産地等、いろいろな特色を持った地域が集まり、
郊外には豊かな緑や美しい海岸を利用したレジャー施
設等も数多くあるため、近年の交通網の整備によって、都
心と農山漁村が共存する福岡市のベッドタウンとしても著
しく発展していると伺っております。
　また、五つの大学があり、中でも開校以来、順調に整備
が進む九州大学伊都キャンパスでは、大学と地域の連
携・交流事業が盛んに進んでおり将来が大変期待されて
います。
　このように魅力溢れる地域を管轄する税務署で仕事が
できる機会に恵まれましたことを大変光栄に思っておりま
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、各種研修会や講演会などを通して、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など、地域に根
差した活動を積極的に展開されておられます。
　また、青年部会・女性部会を中心として租税教室の開
催や絵はがきコンクールに力を注がれ、租税教室では、子
どもたちがより積極的に参加できるように、講義方式から
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
を取り入れられるなど、先生方からも非常に高い評価を受
けていると伺っております。
　これもひとえに、瀬尾会長をはじめとする役員の皆様
の御尽力及び会員の皆様の御理解と御協力の賜物であ
り、ここに深く敬意を表しますとともに、引き続き、積極的な
事業活動を展開されますようお願いする次第でございま
す。
　ところで、御承知のとおり、消費税率の10％への引上げ
及び軽減税率制度が、平成31年10月から実施されること
となっております。
　国税当局といたしましては、軽減税率制度の円滑な実
施に向けて、事業者の皆様方に制度の内容を十分理解し
ていただき、自ら適正な申告・納付を行っていただけるよ
う、関係省庁や法人会をはじめとする関係民間団体の皆
様方と緊密に連携を図りながら、着実な制度の周知・広報
や丁寧な相談対応に取り組んでまいります。
　法人会の皆様方にも、説明会の開催など周知・広報に
御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
ますますの御発展と、会員企業の更なる御繁栄並びに皆
様の御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。



㈲石橋一良ビル
㈱DREAM INTERFACE
NEXT DOOR HOLDINGS㈱
㈱CAPITAL PARTNERS JAPAN
㈱ライフプランニング
㈲公楽興業
マークリサーチ㈲
エグゼック㈱
㈱サンハウス
西日本新聞エリアセンター原
㈱ディー・グランツ
㈲重鉄筋工業所
（医）こざわ眼科クニック
㈱バックアップ
㈲藤建
葵塗装
安河内シーリング
エムビルド㈱
㈱末永
㈱西ビル
㈱コスモ・コーポレーション
ケンテック㈱
㈲福運整備工場
㈱アクトライズ
（宗）西教寺
㈱ハウスグリーン
㈱リアルティ デポ
㈱リアルティストア
㈲西里塗装店
㈱泰正
㈱クリエイトサービス
アールズ・アシスト㈱
㈱福栄ビルサービス
㈱エスケー調査設計
㈱海塗
㈱福寿アイリストレード
㈲エムケイ・コーポレーション
㈱エムシーケイ
㈲ノビア
㈱インテリア・ダン
九建建設㈱
（福）児遊舎
㈱ケンプラスチック工業
㈱北西工業
織田公認会計士・税理士事務所
㈲ゼロ・ワン
㈱高稲冷熱
㈱スクーデリア・ノーベ
Ａｃｔｉｖｅ㈱
㈱木曽路　福重店
㈱クレオ
㈲納富開発
平田建設㈱
正光印刷㈱
平柳興業
㈱中島電気
東洋土木㈱
㈲光明コーポレーション
㈱ナカニシ工業

福岡市早良区西新5丁目13-26-402
福岡市早良区城西1丁目8-36Phoenix西新Bld.,3F
福岡市早良区城西3丁目12-27
福岡市早良区城西3丁目12-27
福岡市早良区祖原16-15ｴｽﾃｰﾄ西新303
福岡市早良区百道浜1丁目5-1-505
福岡市早良区百道浜1丁目7-2-1301
福岡市早良区百道浜3丁目8-33福岡ｼｽﾃﾑLSI総合開発ｾﾝﾀｰ4階
福岡市早良区原2丁目11-21
福岡市早良区原4丁目13-17
福岡市早良区有田2丁目7-5
福岡市早良区有田2丁目24-8
福岡市早良区有田5丁目24-30
福岡市早良区有田6丁目12-8
福岡市早良区田隈1丁目11-27
福岡市早良区田隈3丁目19-7
福岡市早良区田村1丁目5-37
福岡市早良区田村4丁目9-6-101
福岡市早良区田村5丁目26-6-1
福岡市早良区田村6丁目21-7
福岡市早良区飯倉4丁目10-22
福岡市早良区賀茂4丁目18-16
福岡市早良区野芥2丁目1-15
福岡市早良区野芥4丁目45-56
福岡市早良区東入部8丁目11-17
福岡市城南区鳥飼5丁目18-6
福岡市城南区別府6丁目2-32-1F
福岡市城南区別府6丁目2-32-1F
福岡市城南区茶山5丁目2-10
福岡市城南区茶山6丁目1-5
福岡市城南区友泉亭5-9-2F
福岡市城南区長尾2丁目10-15
福岡市城南区長尾5丁目8-7
福岡市城南区樋井川3丁目17-7-201
福岡市城南区樋井川6丁目5-1-604
福岡市城南区南片江4丁目19-18
福岡市城南区東油山6丁目19-7
福岡市城南区干隈1丁目7-23
福岡市西区上山門2丁目40-3-1
福岡市西区西の丘1丁目2-15
福岡市西区吉武358-1
福岡市西区石丸3丁目24-1
福岡市西区羽根戸411-1
福岡市西区生の松原2丁目3-32
福岡市西区愛宕3丁目1-1-2F
福岡市西区姪の浜5丁目3-27
福岡市西区姪の浜6丁目5-20
福岡市西区姪浜駅南3丁目8-6
福岡市西区姪浜駅南4丁目15-38-103
福岡市西区福重3丁目35-3
福岡市西区周船寺1丁目7-52
福岡市西区周船寺2丁目12-24
福岡市西区周船寺3丁目8-13-103
福岡市西区周船寺3丁目28-1
福岡市西区泉1丁目27-15
福岡市西区千里330-7
福岡市西区徳永618
福岡市西区桑原882
福岡市西区田尻80-4

833-1263
846-0168
834-6832
834-6812
852-8890
846-1691
233-7510
984-3093
833-8585
847-5117
851-0055
851-1683
801-0040
834-3985
812-6547
871-4396
834-6475
865-1311
803-1204
801-7916
834-6511
873-8545
871-0335
407-8370
804-2673
292-9085
821-3113
821-3113
834-2774
841-5256
791-9990
983-8319
874-8101
554-7015
775-0423
836-9567
874-8890
866-1613
882-8152
881-3331
894-8277
883-1733
812-0185
407-0541
836-8669
892-4545
892-8777
892-3339
707-7525
050-5282-8782
895-1331
807-3383
807-0792
806-5708
807-4138
806-0688
807-6083
806-0181
836-6503

不動産賃貸
サービス業
不動産賃貸
不動産賃貸
不動産業
不動産賃貸
経営コンサルティング業
対個人サービス
不動産業
新聞
自動車修理
鉄筋工事
眼科
保険代理業
建設業
塗装業
建築業
建設業
建設業
不動産賃貸
事務機器卸売
建設業
自動車整備
通信業
宗教法人
不動産業
建築工事
不動産業
塗装業
建設業
ビルメンテナンス業
広告代理業
ビルメンテナンス業
土木設計
塗装工事
機械器具販売
はつり解体工事
総合ビルメンテナンス
その他の小売業
内装工事
建設業
保育所
サイン工事
防水工事・管工事
税理士
不動産・介護
総合建設業
インターネット通信業
警備業
飲食業
不動産賃貸
一般土木建築
一般土木建築
印刷業
建設業
電気工事
土木工事
農業
一般土木建築

新入会員の紹介新入会員の紹介



平成29年6月30日現在

㈲スリーワン
九大前不動産㈱
㈲長浜ラーメン力
㈱ラベンダーハウス
㈲ＤＣＴ
㈱イシキヨ
㈱エムスクエア
筑紫トーヨー住器㈱糸島店
㈲浦ファーム
九州三菱自動車販売㈱糸島店
㈱北ノ屋
㈱アクティブ
㈱フロンティア・アドバンス
㈲林園芸
ちいきふる事業（協）
大宝商事㈱
糸島絆net㈱
㈱福心興業
鈴木建設㈱
㈱サンエー
（医）誠心
㈲アサム
㈱伊都プランニング
㈱草心薬局
宝バーナー㈲
㈱平栄　くれよん薬局　志摩
㈲カッツ
㈱石郷
㈲牛原造園
㈱環境サービス
㈲ライサ
㈱瀬戸ファーム
ピーフォーム㈲

福岡市西区富士見1丁目23-35
福岡市西区九大新町9-2ｾﾄﾙ九大新町1F
福岡市西区泉1丁目26-13
福岡市西区今宿東2丁目7-24
福岡市西区今宿青木100-8 3F
福岡市西区今宿青木360-1
福岡市西区今宿駅前1丁目16-9
糸島市高祖1018-3
糸島市板持198-1
糸島市高田5丁目24-10
糸島市波多江631
糸島市潤3丁目25-21
糸島市高祖747-1
糸島市井原1221
糸島市前原中央3丁目12-29
糸島市前原西4丁目2-1
糸島市前原西4丁目6-1-602
糸島市前原駅南1丁目26-33
糸島市前原駅南3丁目21-26
糸島市荻浦590-1
糸島市神在1392-27
糸島市有田中央2丁目14-36
糸島市美咲が丘2丁目3番10号
糸島市南風台8丁目4-8
糸島市瀬戸548
糸島市志摩井田原75-4
糸島市志摩御床91-9
糸島市志摩小金丸949-1
糸島市志摩久家2519-1
糸島市二丈深江1124-1
糸島市二丈田中150-1
糸島市二丈上深江377
糸島市二丈吉井3515-10福吉リゾートエクセル55 711号室

806-4969
805-1112
322-0115
834-3604
806-7815
806-6833
807-5991
292-3231
323-1198
322-4061
329-8033
339-0090
323-8700
323-8145
324-1002
322-2313
ーーーーー
324-4038
322-0430
324-4197
324-8118
321-4001
332-8883
321-4340
322-4071
332-2800
328-2525
327-2186
328-0052
325-0163
329-1065
325-3355
326-5847

不動産賃貸
不動産代理仲介
飲食業
指定障害福祉サービス
飲食業
建設業
各種コンサルタント
卸売
養豚業
自動車販売
卸・小売業
不動産賃貸
障害者支援事業
農業
協同組合
ガソリンスタンド
サービス業
防水工事業
建設業
農業用資材卸小売
歯科医
インターネット広告業
総合衣料卸
調剤薬局
管工事
調剤薬局
不動産賃貸
土木造園業
造園工事
施設管理
貨物自動車
畜産
建設業

2017年新社会人セミナー報告
　平成29年4月5日(水)に
天神ビル11階10号会議室
において平成29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て開催
されました。58名の新社会人が参加され、その内、
福岡西部法人会の会員企業からは13名の参加でした。
　講師は藤重知子氏でナレーターやＭＣとして活動さ
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。セミナーは10のテーブルに別れ、ビ
ジネスマナーや接客の講習をただ話を聞くだけでなく
グループによる実践を伴った研修でした。朝10時か
ら午後4時までの長時間の研修でしたが、皆さん熱
心に研修に参加されていました。

リスクマネジメントセミナー
　2017年6月13日と21日にJR博多シティ会議室におい
てリスクマネジメントセミナーが開催されました。福岡地
区五法人会主催、AIU損害保険（株）の共催です。今回は
「事業継続計画（BCP）の準備と対策」という内容です。
　BCPとはBUSINESS CONTINUITY PLANの略
で、震災をはじめとして博多駅前陥没等、想定外の事故
事変の際にいかに企業の「もの」「ひと」等の財産を守り
事業再開に結びつけるかを問うものでした。
　グループに分かれ、事故発生の3日後、1週間後、1ヶ月
後別にシミュレーショントレー
ニングをし、出席者それぞれの
事業の特徴をふまえ発表しまし
た。熊本震災後の隣県の法人会
としても考えさせられ、切実な
内容のセミナーでした。

　平成29年3月24日（金）福岡県立ももち文化センター（ももちパレス）3階小ホールにて、3月・
4月の申告法人企業を対象に実施。申告の留意点、改正税法等について西福岡税務署、法人
指導担当官より説明がなされ、53社の法人会員企業が受講しました。
　決算事務説明会は年7回実施しています。日程等は、西部法人会事務局へお問合せ下さい。

決算事務
説明会



支 部 活 動 報 告

　平成29年1月24日(火)14:30より西新パレスホー
ルにおいて、第1・第2・第3支部合同新春研修会を
実施致しました。例年は2月か3月に開催しておりま
したが、会員だけでなく一般の方々にも広く参加してい
ただき、今年1年の事業のより良いスタートのきっか
けにしていただきたいという願いをこめて、1月に開催
させていただくことになりました。
　当初はリオデジャネイロオリンピックのトライアスロ
ン日本代表監督である飯島健二郎さんをお迎えする予
定でしたが、宮崎での代表選手合宿中に選手が事故
で亡くなられたため、飯島さんがその対応に追われ、
物理的にどうしても来福できないことが判明。研修会
前日の朝に他の講師を探さねばならない緊急事態が発
生しました。私も、内外の研修会の企画に携わって
25年以上たちますが、これは始めての経験です。
　代理で急遽来ていただいたのは、ニュースキャスター
として誰もが知っている宮川俊二先生。
　昔、NHK福岡局にお務めの際に、鳥飼のマンショ
ンに5年間住んでおられたとのこと。西新は大変思い
出深い場所だ、ということで、今回も早めに来場され、
当時の街並みを確認するために散策に出かけられまし
た。お迎えする立場としては大変緊張しておりました
が、このエピソードを聞き、先生を身近に感じること

が出来ました。
　宮川先生は
NHK、フジテ
レビのニュース
番組で長らく
キャスターを
務められ、フ
リーになられ
た後は、バラ
エティー番組
やクイズ番組、コマーシャルなど、多方面で八面六臂
の活躍をなさっておられます。
　今回は「世の中を読み取る力～正しい判断を導くた
めの情報マネジメント～」と題して、如何に情報過多
の時代に確かな情報を入手して賢明な判断を下すの
か、また、自社の特徴をよく知り、如何にブランド力
を構築していくのか、という幅広いテーマで、非常に
示唆に溢れるお話しをしていただくことが出来ました。
　突然の講師交代、という驚きの連続の二日間でした
が、結果的に大変有意義な時間を持つことが出来た
と思います。事務局をはじめ、関係各位のご協力に心
から感謝申し上げます。

三野原　信二

　平成29年７月
５日（水）第7・8
支部合同セミナー
を福岡市西区泉の
「山水荘」におい
て、約120名の出
席で行いました。

　「相続（争族）対策の基礎知識」という題名で池松一
幸税理士事務所の池松先生に約１時間講演していただ
きました。池松先生の博多弁でのテンポのいい話し方
と出席者の皆さんの身近な興味あるお話で、あっとい
う間に１時間が過ぎてしまい、出席者の皆さんからもっ
と時間をとって講演してほしかったという声が上がった
ほどでした。
　講演会の後の異業種交流会も約100名の出席で大
変盛り上がり、個人的に何人もの方が池松先生のとこ

ろに行き質問をしていたようです。
　出席者のすべての皆さんの興味あるセミナーという
こともあり、次回のセミナーを楽しみにしているとの声
を沢山いただきました。

甲山　敦

第七・第八支部合同セミナー

第一・第二・第三支部合同新春研修会

はちめんろっぴ



税務署だより



〒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

〒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
（受付時間：午前9時から午後5時まで　土・日・祝日・年末年始を除く）

福岡・沖縄エリア統括部



◎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5回

チャリティーゴルフコンペのご案内
29 9 木7

◆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


