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〔糸島市 櫻井神社の流鏑馬〕
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平成 29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。

株式会社安井組

納税表彰受賞者

優良申告表敬法人

納税表彰受賞者

優良申告表敬法人

公益社団法人
　福岡西部法人会
　　　女性部会　殿

福岡国税局長感謝状

福岡建材株式会社  
樋口産業株式会社  
公益社団法人福岡西部法人会  
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　　同 厚生委員会委員 
　　同 青年部会監事 

代表取締役 
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理事

樋 口 慶 徳  殿

西福岡税務署長表彰

新和住宅株式会社  
公益社団法人福岡西部法人会  
　　同 組織委員会委員 
　　同 厚生委員会委員 
　　同 広報委員会委員 
　　同 青年部会副部会長 
　　同 第五支部支部長 
西福岡間税会　 副会長 

代表取締役
理事

安 井 廣 志 殿代表取締役

株式会社サワライズ
柴 田 耕 治 殿代表取締役

西福岡税務署長表彰

小熊坂　哲　  殿



■認知症とは何か

　最近は身内や親しいご友人が認知症となり、その
対応に苦慮されているケースも多く、テレビやラジ
オでも認知症の話題を聞かない日はないと言っても
過言ではないほどの時代になってまいりました。
　そもそも認知症とは何か。
　医学用語を少しやさしく表現すると、「いろいろ
な原因で全身の司令塔である脳の細胞が死んでし
まったり、働きが悪くなったりしたためにさまざま
な障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状
態のこと」を表します。
　また、認知症はその症状によって、大きく4つの
種類に分けられます。
　認知症のうち最も多いのがアルツハイマー病で、
約60%を占めています。その他には脳血管型認知症、
レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などが挙げ
られます。
　このような実態から、一般的に認知症＝アルツハ
イマー病と認識をされる方が多いようです。
　昨今、このアルツハイマー病などの認知症になる
前の状態を表す「軽度認知障害(MCI)」という用語
がよく使われるようになってきました。これは「認
知症まではいかないが、健常ではない」かつ、「数
年後に認知症に移行する可能性がある」状態のこと
を指しています。

■軽度認知障害(MCI)の診断と検査

　厚生労働省の発表によると、
認知症とその予備軍とされる
軽度認知障害(MCI)の人口は
862万人と予測されています。
これは65歳以上の4人に1
人という比率です。
　この軽度認知障害(MCI)に
ついてですが、その診断方法はまだ確立されておら
ず、認知症専門医でも判断に迷うケースが見受けら
れます。最終的には医師が問診を含めて総合的に評
価致しますが、私どもの病院ではMCI診断の補助
となるMCIスクリーニング検査を採用しています。
これは一般的に行われている検査とともに、血液中
にアルツハイマー病の原因物質がどれだけ含まれ
ているかを調べるものです。

■改善が可能な軽度認知障害(MCI)

　近年は、軽度認知障害(MCI)が発見されても生活
習慣などを改善することで認知症への進行を防いだ
り、発症を遅らせることが可能であることがわかっ
てきています。
　 2017年6月に発表された国立長寿医療研究セン
ターの研究でMCIの高齢者を4年間追跡調査した
結果、MCIをそのまま放っておくと認知機能の低
下が進み、約14%が認知症が進んだ一方で、仮に
MCIになったとしても、約46%が健常者相当に回
復する可能性が示唆されました。この研究成果に
よって、近年、MCI検査の重要性はますます高ま
りつつあります。
　医師の診察や検査によって早期発見につなげ、日
常の食習慣を見直したり、定期的な運動習慣で脳の
生理状態を良好に保ったり、多くの人とコミュニ
ケーションをとることで認知機能の改善や維持が期
待できます。
　もはや国民病ともいえる認知症。私たち一人一人
が他人事ではなく、自分自身のこととして気を付け
ていくことが一番効果的な予防法と言えるのではな
いでしょうか。

注目される
軽度認知障害(MCI)への対応

医療法人泯江堂油山病院　
  理事長・院長　三野原 義光



地域情報

西区は歴史の博物館
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唐泊の碇石

唐泊の沖で発見
された広形銅矛

海鳥社出版「西区は歴史の博物館」より引用　（次号へつづく）

　小田からもう一つ峠を越えると、唐泊港がある。こ
こは古くから天然の良港として知られている。遣唐使
船が鴻臚館を出発し最初に立ち寄るのがこの港となっ
ていたようである。『万葉集』の中に次のように詠まれ
ている。
　韓亭能許の浦浪立たぬ日はあれど家に恋ひぬ日は
なし（巻15・3670）
　韓亭は唐泊のことで、奈良時代には官設の碇泊地
となっていたという。天平8（736）年に日本に派遣さ
れた新羅使の一行は、一旦筑紫館（鴻臚館の前身で
平和台野球場付近にあった）に入った上で、韓亭を経
て新羅に帰っていったのである。
　唐泊港を見下ろす高台に東林寺がある。山号をその
まま唐泊山とする臨済宗妙心寺派の寺で、栄西が二
度目の入宋から帰国したあと建てたもので、寺の名は、
集落の背後に小丘上があるという立地が宋の東林寺に
似ているところからつけられたという。方丈に仙崖和
尚の「初禅天」の額を掲げ、開山の栄西禅師石像と栄
西が修行に使ったという座禅石がある。
　また、東林寺の境内には「韓亭　能許の浦浪……」
の『万葉集』の句碑が建っており、波静かな博多湾を
見下しながらしばし、万葉の昔日に想いをめぐらすこ
とができる。

　唐泊港の北側に後浜がある。1962年の夏、建築
用の砂を採取していた作業船のバケットに青銅の矛が
かかった。海岸の満潮線から100メートル足らずの水
深2～3メートルのところだったらしい。
　銅矛は、長さ85.2センチの完形品である。広鋒で、
耳に三重の半円状の隆起帯がつく。袋部の中には鋳
型の土らしいものが詰まったままであったという。
　この広形の銅矛は、実用性が失われている。耳は
扁平になり、文様がつけられ装飾化が進んでいる。
袋状の末端の段がなくなり、すそ広がりの形となって
いるのも特徴としてあげられる。さらに、袋部を鋳造

するための中子の土を取り出してい
ないのは、柄をつける機能が失わ
れていることを示している。祭祀的
な性格を色濃く反映しているのであ
る。また、矛の全面に炭灰質のも
のが薄く付着し、その外側に荒砂
が付着して発見されたという。銅矛
と同時に採取された砂を調べてみる
と、弥生後期の土器と須恵器があっ
たといわれている。

　銅矛が発見された唐泊後浜の海
岸からは、碇石も引き揚げられてい
る。1968年に碇石の引き揚げに立
ち会ったが、全長が2.24メートル、
角柱状を呈し中央部に広狭２つの
溝があり、筥崎宮や櫛田神社など
に展示されているものと同じタイプ
である。1891年に刊行された蒙古襲来資料集として
著名な『伏敵篇』には「蒙古碇図」を収めているから、
蒙古襲来に関係した碇石という認識は古くから定着し
ていたのであろう。
　碇石は、1931年の博多港の修築工事以来博多湾で
多く発見されている。1968年には博多湾をはじめ唐
津、伊万里、壱岐など30ほどだったのが、今では60
を越えるほどに増えている。特に、近年長崎県鷹島か
ら10数例が出土している。しかも、２個の碇石をセッ
トで使用したことが確認され、博多湾のタイプとちが
うことがわかってきた。鷹島以外では、平戸や五島列
島ばかりでなく中国福建省泉州でも発見されている。
特に泉州では13世紀の沈没船とともに出土し、その
後も奄美大島やロシアのウラジオストックと東アジア
各地への広がりをみせている。
　鷹島の碇石は蒙古襲来と関連したことは疑いない
が、そのほかは中国から博多へ向かうときの寄港地で
の発見例が多く、当時の交易船の碇だった可能性が
高くなってきたようである。

大原から唐泊へ
東林寺

碇石

唐泊の銅矛

元寇防塁と海岸部の遺跡
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第５回 チャリティーゴルフコンペ
中止となった

　９月７日（木）に福岡雷山ゴルフ倶楽部において実
施を予定していました第５回チャリティゴルフコンペ
は、当日早朝からあいにくの雷雨に見舞われ、第１組
のスタート３０分前に中止が決定されました。
　すでに約４０名がゴルフ場に集合しており、商品も
パーティ会場に並べられている中、賞味期限のある参
加賞や商品について来場していた参加者にお諮りした
ところ、「原価で買うけん、そのお金をチャリティに充
てんしゃい。」との意見に全員賛成し、ゴルフは中止と
なったものの、お買い上げいただいた金額を原資に、
写真のとおり、車いすの寄贈３箇所、児童図書の寄
贈２箇所を社会貢献事業として実現することができまし
た。
　寄贈先では、施設の利用者や子供たちに大変喜ん
でいただき、中でも、朝から車いすの到着を心待ちに
していたお婆ちゃんに早速座っていただいたところ、よ

ほど嬉しかったのか、施設の方に「ドライブに行くよ。」
と言って施設内を一回りされた姿が印象に残りました。
　ゴルフ当日までの準備や手配に携わっていただいた
会員の皆様に感謝いたしますとともに次年度も計画し
ますのでよろしくお願いいたします。

社会福祉法人楽天堂恵風苑

社会福祉法人福岡ひかり福祉会　特別養護老人ホームよりあいの森

社会福祉法人香楠会　エミール保育園

住宅型有料老人ホームみすき

日本基督教団　前原教会付属　前原幼稚園



　平成29年度下半期の租税教育活動は、11月25
日執筆時点で、㈱姪浜タクシー会議室で勉強会を開
催。また、原中学校に於いて租税教室を開催致しまし
た。
　勉強会では、新しい講師希望者にも初参加頂き、
充実した勉強会となりました。
　その勉強会を踏まえた原中学校の租税教室では、
講師経験を重ねたお陰か、今まで以上のディスカッショ
ン授業を行えたのではないかと思います。
　それは、担当の先生からも今後、法人会で、租税
教室に限らず「職業体験」としての「社会人講話の授業」
も検討頂けませんか？との依頼が出てきた事からも感
じられます。
　また、租税教室は中学校だけにとどまらず、上半期
の城南高校の租税教室に続き、今後は下記の予定の
通り、高校でも二校開催する予定です。

　ご興味の有る方は、是非オブザーバーでも一度、
参加頂ければと思います。
　どうぞよろしくお願い致します。

副部会長　渡辺　克己

　去る平成29年8月1日（火）公益社団法人福岡西
部法人会青年部主催の夏季研修会が開催されました。
当会では社会貢献活動の一環として、ももち浜の海岸

清掃を取り入れてます。今年
は25名が集まりました。清掃
で汗を流した後は、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
スポーツを楽しみ、大人から
子供まで充実した１日となりま
した。

副部会長　林　政之介

　平成29年11月9日から11日にわたり、高知にお
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14名のメンバーで参加致しました。
　今回の大会は【未来へ継ぐ絆　志国　高知】をス
ローガンに大政奉還後150年という節目の年に開催
されました。坂本竜馬をはじめとする幕末の志士たち
の志が新たな時代を切り拓いたように、参加された部
会員の熱い「絆」と高い「志」を、こころざしの国「志(し)
国(こく)　高知」において強固なものにするとともに、
第１回大会から積み上げてきた多くの成果をさらに発
展させ、各地域に持ち帰り「未来へと継(つな)いでい
ただく」ことを目指し、青年部会活動がよりすばらしい
ものとなるよう本大会が無事開催されました。また式典
では講師の間寛平氏が「走ることで伝える大切な事～
夢・出会い・絆～」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

租税教育

百道浜清掃

青年部会レポート

第３１回
全国青年の集い
高知大会参加報告

 11 月 28日 ：金武中学校
 12月 18日 ：内浜中学校
 1月 11日 ：早良高校

 2月 16日 ：志摩中学校
 2月 21日 ：筑前高校

下半期　租税教室・社会人講話授業　開催予定校



　本年も、東福岡法人会・筑紫法人会との三法人会
合同で、税務研修会を開催いたしました。
　法人会会員と来賓・一般参加の方々を含めて６３名
の皆様にご参加頂きました。今年は、元「査察」勤務で、
現香椎税務署副署長の古田雅彦氏に講演をして頂きま
した。査察が世間に認知されるきっかけとなった、「マ
ルサの女」のモデルとなった女性査察官のお話や、査
察を題材としたテレビドラマ「ナサケの女」の話など、
興味深いお話をして頂きました。平成28年度の査察
調査における脱税総額161億円は、全税収554,686
億円の0.029％に過ぎないけれど、悪質な脱税者を
許さず、刑事責任を追及することが大切なのだという
ことが、よくわかりました。懇親会では、昼食を頂き
ながら他法人会の皆様と楽しい時間を過ごすことが出
来ました。また来年もお会いしましょう！とお約束をし
て、お開きとなりました。

　本年度始めての租税教室は、西区の城原小学校で
開催いたしました。講師は女性部会の馬場が担当致し
ました。「マリンとやまとの不思議な日曜日」のＤＶＤ
を見て、「税金のある世界とない世界がよくわかり、税
金が大切なものだとよ
くわかりました。」と、
感想を述べてくれまし
た。城原小学校の皆
さんは、とても元気
で、楽しい授業にな
りました。

　城南小学校の卒業生でもある青年部会の李健豊氏
に、今年も講師をして頂きました。この日は10時から、
Ｊアラートを活用したミサイル対応訓練をする日で、
城南小学校でも避難訓練が実施され、私達も参加さ
せて頂きました。10時5分の授業開始直後にも2度目
の発信があり、通過メールについても、李講師がパワー
ポイントで説明され、皆真剣に聞いていました。授業
は、「税金が私たちの暮らしにどう役立っているか？」
や、「国や地方が負担している教育費について」や、「毎
月支払っている給食費にも税金が使われていること」
など、小学生にも身
近な話題で、とても
わかりやすい内容で
した。城南小学校の
皆さんも、元気一杯
で充実した授業にな
りました。

　平成29年11月11日付で福岡国税局長感謝状を
拝受いたしました。
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日時：平成２９年１１月６日（月）
場所：ホテルモントレ　ラ・スール福岡にて 平成29年11月28日（火）5時間目（14：20～15：05）

2クラス　児童数66名　講師：馬場　里美

三会合同税務研修会 租 税 教 室

感謝状を拝受いたしました

女性部会レポート

ID とパスワードは、福岡西部法人会にお問い合わせください。

　お好みのセミナーをパソコンから選んでいただき、マウ
スをクリックするだけ。
　『じっくり聞きたい、あの人の講演』『ちょっと知りたいあ
の言葉』仕事に役立つ情報やヒントが満載。ホットな経営
情報の入手・管理職の教育・朝礼でのヒント集など豊富な
コンテンツが随時更新されます。　

運営会社：イー・ブレーン（ブレーングループ）

http://www.fukuoka-seibu.or.jp/
で検索いただけます。福岡西部法人会 検 索

インターネットによるセミナーの配信サービス実施中

城原小学校

平成29年12月１日（金）３時間目（10：05～10：50）
4クラス　児童数129名　講師：李　健豊

城南小学校



日時：平成29年10月17日（火）17：00 ～　場所：華風　福寿飯店

　会員拡大担当の組織委員会です。27年度、28年
度と「会員拡大30％プロジェクト」による加入勧奨活
動において連続して全法連の表彰を受けることができ
ました。これもひとえに会員企業様、特に役員の皆様
のご尽力のおかげです。誠にありがとうございます。
また、受託保険会社様にも積極的に会員拡大に取り
組んでいただき大変感謝いたしております。
　さて、今期29年度は、引き続き会員拡大に受託保
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が、11月30日
現在で今期新規会員300社目標に対しまして、59社
の入会となっており、27年度の190社、28年度132
社という実績に比べ大変厳しい状況です。
　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、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
加入会員様のリストアップと加入へのアプローチを行っ
ていただいております。
　また、10月には、昨年に引き続き第2回目の新入
会員のオリエンテーションを開催し81名の参加で27
名もの新会員の皆様との交流も深めることができまし
た。
　法人会の最大の魅力は異業種交流だと思います。
このように新しい取り組みも含め、新しい出会いを求
めて会員の皆様方の会員拡大へのご協力を今後もよろ
しくお願いいたします。
　そして、新しい仲間と共に福岡西部法人会を盛り上
げていきましょう。

感謝

２０１７年 新入会員オリエンテーション

29年度 「会員拡大30％プロジェクト」

　昨年に続き今年も新入会員オリエンテーションを開催いたしました。
今年は平成27年・28年・29年に新入会員となられた会員さんをお
迎えし開催いたしました。新会員さん33名、法人会役員35名と、
受託保険会社の推進員さんを合わせて78名ものたくさんの方に参加

いただきました。第1部では、法人会の活動をもっとよく
知って頂くために、身吉専務理事から事業説明をして
いただきました。また、青年部渡辺副部会長による「租

税教育プレゼンテーション」も披露されました。
第2部は、西福岡税務署の西田統括官に「査
察のはなし」という演題で講演をしていただ
きました。西田統括官が査察に勤務されて
いた時のエピソードも交えたマルサのお話
しで、皆大変興味深く伺いました。第3
部の懇談会では、美味しいお料理を

いただきながら、楽しいひと
ときを過ごすことができま
した。参加していただきま
した皆様、ありがとうご
ざいました。



事 業 報 告

「地域づくりと人づくり」

片山 善博 氏
早稲田大学政治経済学術院教授

講師

「地域社会とコミュニケーション」

吉川 美代子 氏
キャスター・アナウンサー

講師

『平成３０年度税制改正に関する提言』を古賀篤代議士へ

県連講演会 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！
○超高齢化社会に対応した社会保障制度を構築
するため、適正な負担と大胆な受益の抑制を！ 
○地域経済と雇用の担い手である中小企業に、
税制措置でさらなる活力を！ 

○中小企業は地域経済の要。本格的な事業承継
税制の創設により事業の継続を！

　平成29年11月26日（日）、瀬尾会長・服部副会長・
川原税制委員長・身吉専務理事の４名で古賀あつし
事務所（早良区南庄）を訪問し、「税の提言活動」を
行いました。

　古賀代議士に対する
提言活動も５年連続と
なりました。代議士は、
先の衆議院議員選挙
で13万6000票余の
得票数で3期目の当
選を果たされました。
この得票数は全国で

11位（自民党6位、福岡県1位）だそうです。
　「平成30年度税制改正に関する提言」をお渡しする
にあたり、今回は福岡西部が5法人税制委員会の幹
事として取りまとめた要望書を基に１、事業承継税制
の抜本的見直し、２、消費税の単一税率と請求書等保
存方式の維持、３、法人税関係（少額減価償却資産制
度の統一、交際費課税制度の廃止、退職給与引当金
及び賞与引当金繰入額の損金算入制度復活）、４、政
府税制調査会への全法連委員の参画、をお願いしまし
た。
　財務省出身のみならず、会計士資格も有する古賀代
議士は、要望項目一つ一つに理解を示しつつ、丁寧に
お応えいただき、特に事業承継税制については自民党
税制調査会宮沢会長の言葉を用いて、平成30年度改

　平 成29年7月25日（火）、
ステーションホテル小倉。
　鳥取県知事2期8年と総務
大臣の経験を生かした講演をし
てもらいました。
　地方自治体の半数近くが、人口減少、税収入減少
等で行政機能が厳しくなるといわれています。その中
で、地域に有効な産業の誘致には人づくりが大切だと

いう事を具体的にわ
かりやすく講話して頂
きました。自治体が抱
える課題に対し、法人
会としても地域貢献事
業の重要さを再認識
いたしました。

　平成29年11月15日(水)、
ソラリア西鉄ホテルにて「地域
社会とコミュニケーション」と
題し、キャスター・アナウンサーの
吉川美代子氏に講演頂きました。
　コミュニケーションとは、言葉と言葉のキャッチボー
ルであり、私たちは無意識に誰に向かって投げるのか、
相手との関係によって表現や言葉を変えている。その
ためにも相手を思いやる『人間力』が求められる。また、
世界に一つしか無い自分の声に自信を持つことと仰い
ました。そして、どんなときでも挨拶をすること。それが
自然な声を出すには良いことだそうです。挨拶は一番
安上がりで、地域の安心安全につながる対策であると
結ばれました。今回は女性の聴衆も多く参加され、盛
会に開催されました。　　　　(文責：吉田 11/21記)

正への意気込みをご説明いただきました。
　全法連の平成30年度税制改正スローガンは次のと
おりです。

　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。
　なお、今年度は当番にて福岡市長、市議会議長へも
要望活動を行う予定です。　

（文責：川原　11/26記）

おっしゃ



税務連絡協議会長賞

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

学校法人西南学院
西南学院高等学校

福岡県立
糸島高等学校

福岡県立
城南高等学校

学 校 名 作 品 名氏 　 名

学校法人中村学園
中村学園女子高等学校

川島学園
福岡舞鶴高等学校

学校法人中村学園
中村学園三陽高等学校

福岡県立
筑前高等学校

立花　杏奈

湯浅　由麻

中村　莉緒

小笠原  綺 音

和 田 　 果 穂

髙 見 　 優 花

村 田 　 航 輝

有吉　美月

栁　　風音

中塩　　舞

国民を守る税金
たち ばな　       あん   な

ゆ あ さ　          ゆ     ま

なかむら　         り     お

おがさわら　     あ や ね

 わ     だ　          か     ほ

たか  み　         ゆう   か

むら   た　         こう   き

ありよし　          み づ き

やなぎ          　かざ    と

なかしお　                まい

西福岡税務署長賞

県税事務所長賞

学校法人西南学院
西南学院高等学校

学 校 名 作 品 名氏 　 名

学校法人西南学院
西南学院高等学校

青木  結依加

石 川 　 侑 依

小 村 　 理 紗

助け合いの制度
「納税」に感謝

税の意義とは

税の大切さと
増税について

あお   き          ゆ   い   か

いしかわ　　　  ゆ     い

  こ   むら　        り     さ学校法人西南学院
西南学院高等学校

福岡県立
修猷館高等学校

ふるさと納税の本質を

学校法人西南学院
西南学院高等学校

学 校 名 作 品 名氏 　 名

学校法人西南学院
西南学院高等学校

松尾　真妃

中村　優希

身近なところから
感じられる税

まつ   お　          ま      き

なかむら         　ゆ     き

平成29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

防衛費と基地問題

税の使われ方について

日本とデンマークの
税について

税金の大切さ

一人の国民として

私たちと税金

税金の恩恵

スタンド・バイ・税

増税について
どう考えるか

　平成29年10月5日（木）、第34回 法人会
全国大会が福井市の福井県産業会館において
開催され、福岡西部法人会より会長・副会長・
専務理事（瀬尾、穐吉、天野、荻田、廣田、身吉）
の6人が出席しました。
　第一部の記念講演は、「今後の政治と経済の
行方」という演題で毎日新聞専門編集委員の与良正男氏の講演がありました。
衆議院選挙直前のタイミングでしたので大変面白い話でした。
　式典は、国税庁長官、県知事等の来賓や全国から集まった1,800人の会員
の出席で、税制改正提言、租税活動報告や表彰状贈呈等がおこなわれました。

表彰状贈呈において、福岡西部法人会は
会員増強表彰で
　特別最優秀賞（会員数増加対前年６０社以上）
　純増を3年間継続している単位会表彰
福利厚生制度推進表彰で
　顕著な成果を上げた単位会表彰（対前年１０３％以上）
の3つの賞をいただきました。特に会員増強特別最
優秀賞は、全国４単位会でそのうち３番目の成績で
した。
　来年の全国大会は、鳥取市で開催予定です。

第34回 法人会全国大会 福井大会



創立記念のパーティー費用と記念品の取り扱い

11・12月決算事務説明会

　平成29年11月22日(水)にももち文化センター 3
階第2会議室において平成29年度の11・12月決算
企業に対する決算事務説明会が開催されました。当

日は雨の中、各
企業の事務担当
者が出席しまし
た。最初に古川
研修委員より挨
拶があり、法人
会の研修活動の
説明などがありま

した。その後、西福岡税務署の西田第一統括官様の
挨拶があり、その中で自主点検チェックシートの活用
の説明や法人事業概要書へ法人会会員の明記などの
話がありました。
　研修では最初に吹田法人税調査官様より独自の資
料を使った所得税、消費税、税制改正の説明があり
ました。次に中島田調査官様より印紙税、源泉所得
税など決算の時に重要になる事務上の説明がありまし
た。参加した各企業の担当者の皆さんはとても熱心に
説明を聞かれていて有意義な決算事務説明会になりま
した。　　　　　　　　　　　報告者　上村　保之

　　リサ　当社は今年で創立10周年のため、ホテル
　　で創立記念パーティーを開催する予定です。取
引先を招待し、当社の従業員も全員出席する予定です。
パーティーの飲食代は1人15,000円程度で、全員に
5,000円程度の置時計を渡すつもりです。この場合、
税務上の処理はどのようにすればよいでしょうか。
　　サキ先生　創立10周年おめでとうございます。
　　さて、今回のケースでは、飲食にかかる費用は1
人5,000円を超えていますので、すべて交際費になり
ます。また、置時計は、取引先の分は交際費になり
ますが、従業員の分は原則として給与所得として源泉
徴収が必要になります。ただし、一定の要件を満た
す場合には給与課税の必要がありません。
　　リサ　従業員の飲食代は福利厚生にはなりません
　　か。
　　サキ先生　創立記念日に際し、従業員におおむ
　　ね一律に、社内において供与される通常の飲食
に要する費用であれば福利厚生費となりますが、取引
先を招待してホテルで行う今回のような創立記念パー
ティーはこれに該当しません。
　　リサ　置時計は、取引先と従業員で取り扱いが
　　違うということですね。従業員に支給する置時計
に給与課税の必要がない一定の要件とはなんですか。
　　サキ先生　3つの要件を満たすことが必要です。
　　1つ目は、支給する記念品が社会通念上記念品と
してふさわしいものであることです。
　　リサ　置時計に、社名と10周年記念の刻印をし
　　たもので、記念品にふさわしいと思います。

　　サキ先生　2点目は、そのものの処分見込みに
　　より評価した価額が10,000円以下のものである
ことです。10,000円の判定は、消費税及び地方消費
税の額を除いた金額で行います。
　　リサ　5,000円ですから、問題ありませんね。

　　サキ先生　3点目は、創業記念のように一定の期
　　間ごとに到来する記念に際し支給する記念品につ
いては、創業後おおむね5年以上の期間ごとに支給す
るものであることです。
　　リサ　10周年記念ですから、この点も問題あり
　　ません。今回、従業員に支給する記念品は給与
課税しなくてよいということだと思います。でも、私は
個人的には置時計よりもカタログギフトがいいけどな。
　　サキ先生　本人が自由に選択できるものは、金
　　額に関係なく給与課税が必要ですので注意してく
ださい。
　また、招待した得意先からご祝儀をいただいた場合、
交際費の金額から引かずに、雑収入として計上しなけ
ればなりませんので注意してください。

【筆者紹介】   舟田 浩幸（ふなだひろゆき）　

東京国税局　調査第一部 外国法人調査第３部門 主査、同
局調査第四部国際税務専門官（移転価格担当）、渋谷税務
署 国際税務専門官（所得税担当）、芝税務署 国際税務専門
官（源泉所得税担当）などを経て、平成 28 年 8 月神奈川
県横浜市鶴見区で税理士登録。

～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～　　税理士　　舟田浩幸



平成29年12月12日現在

FASTテクニカ㈱

室見断熱

アニィホーム㈱

㈱エコホーム

㈱剛喜

㈲原田プロパン

㈲トップワン

重松電設

㈱クリーナー企画

㈱立石

トミーズ企画

ディ・ベック㈱

ナーセリーさぬい

㈲オークネット

㈱アイエスプランニング

㈱成冨建設

エスコート㈱

㈲ほしくま酒店

㈱隆塗装

西福電設工業㈱

㈲日本建装

㈱石和総建

㈱博翔

㈲成

竹元たたみ店

ヨクト㈱

はじめグローバル㈱

㈱ウノキ

上川工業

㈱のこのしま自然農園

㈲ウィロー

㈱オンス

グリーンデアイム福岡西

グリーン・ロード㈱

㈱西村工業

シャディサラダ館周船寺店

㈲津津

㈱伊都電設工業

㈲黒川管工

㈱竹原商店

㈲十方

ブライフスパートジャパン㈱

㈱やますえ

㈱福岡非鉄メタル

富士食品㈱

㈱Ｅ-ｔｅｃｈ

正栄水産㈱

㈱百笑屋

㈱ガレージ真

843-0010

851-6730

841-5833

852-8223

517-3093

843-8791

707-7737

871-5138

864-7754

707-5900

202-0200

874-5311

821-8151

565-5230

553-5614

801-5249

836-8071

865-3343

874-5472

863-6482

864-1777

803-0805

519-3235

894-7244

811-0883

882-8757

080-2694-7495

050-1459-3948

986-8513

891-5367

883-5001

834-5123

080-3104-4213

883-0585

891-7876

807-6522

806-1026

834-7515

332-8036

332-8344

332-1158

322-1030

321-0123

321-0395

324-5577

332-2048

328-3102

325-0544

332-3333

半導体IC・LSI設計

建築設備

建築工事、不動産

建設業

解体業

家庭用燃料

建築工事業

電気工事

建設業

文具卸、小売販売業

看板製作・デザイン

建設業

生花販売

清涼飲料水小売・卸業

内装仕上工事業

建設業

塗装業

酒類小売販売業

塗装業

電気工事業・消防施設工事業

建築工事業

建設業

土木左官工事

建設業

建設業

システム開発

小売業

小売業

道路舗装業

食品製造業

飲食業

貴金属の買取、販売

美容

建設業

建築業

ギフト小売

不動産賃貸・理容室

電気工事業

建設業

非鉄、金属買取り業

調剤薬局

ビルメンテナンス

辛子明太製造

非鉄金属

食品製造業

電気工事業

水産業・飲食店

農業

自動車修理

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3丁目8-33福岡システムLSI総合開発センター

福岡市早良区室見4丁目11-9-302

福岡市早良区南庄4丁目5-57

福岡市早良区原2丁目4-10

福岡市早良区原4丁目17-3

福岡市早良区有田2丁目31-17

福岡市早良区田村2丁目14-18

福岡市早良区田村4丁目28-16-1

福岡市早良区賀茂１丁目２－１１

福岡市早良区賀茂１丁目７－２１

福岡市早良区内野7丁目20-12

福岡市城南区七隈6丁目18-43

福岡市城南区飯倉1丁目3-19讃井ビル１Ｆ

福岡市城南区友泉亭13-16-401

福岡市城南区樋井川5丁目30-3

福岡市城南区南片江3丁目13-4

福岡市城南区堤2丁目6-27

福岡市城南区干隈1丁目17-9

福岡市城南区梅林1丁目4-16

福岡市城南区梅林2丁目11-18

福岡市城南区梅林4丁目2-8

福岡市早良区脇山2693

福岡市西区上山門2丁目43-3

福岡市西区戸切3丁目40-11

福岡市西区金武1293

福岡市西区石丸3丁目6-28-403

福岡市西区石丸4丁目12-6-903

福岡市西区橋本2丁目16-9

福岡市西区生松台1丁目2-9

福岡市西区能古516-1

福岡市西区能古564

福岡市西区小戸3丁目28-4

福岡市西区福重3丁目3-23-１Ｆ

福岡市西区福重3丁目32-21

福岡市西区福重3丁目36-1

福岡市西区周船寺1丁目5-1

福岡市西区周船寺1丁目5-14

福岡市西区元岡2998-3

糸島市潤1丁目13-18

糸島市潤2丁目12-24

糸島市前原中央2丁目3-61

糸島市荻浦488-21

糸島市多久523-1

糸島市多久819-4

糸島市多久819-12

糸島市富708-3

糸島市志摩船越138-2

糸島市二丈松末116-1

糸島市二丈武586-1



税務署だより



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



◎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

AIG 損害保険株式会社　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 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）


