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福 岡 国 税 局
間税会連合会
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年頭のご挨拶
　明けましておめでとうございます。

　平成 31 年の年頭にあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、健やかに新年を迎えられたものと拝察

し、お慶び申し上げます。

　昨年２月には、米トランプ大統領による過度なアメリカファースト政

策を発端に、世界経済からの米孤立懸念でドル離れが急速に進みました。

又、米中貿易摩擦による景気減速リスクなど様々なリスクもくすぶる中、我が国の上場企業の業績は堅調に

推移しました。

　ところで、近年異常気象による自然災害が多く発生しています。昨年は特に西日本を中心に大きな被害を

もたらした「７月豪雨」全国レベルで「記録的猛暑」９月には震度７の「北海道東部地震」それに加えるこ

と幾多の「大型台風」が発生、上陸しました。

　この被害で亡くなられました方々のご冥福と、一刻も早い復旧を願うばかりでございます。

　そのような状況下で 2019 年は、２度にわたり延期された消費税率 10％への引き上げ、と同時に飲食料品

等を対象にした軽減税率制度が 10 月に実施が予定されております。

　軽減税率制度は事業者の事務負担や軽減税率対象品目の判定、本来の低所得者対策とはならないなど、種々

な問題点があげられており、間税会としてはその導入に反対していますが、正しい税知識の普及と納税意識

の高揚を目的とし、税務行政の円滑な運営に協力するということを基本理念として活動している間税会とし

ては、主張（提言）はしていくが、成立した法律を尊守し適時適切に対応していくという従来からの方針に

変わりはありません。

　新制度の実施があった場合に混乱なく実施できますように、税務行政機関と連携を図りながら、説明会の

開催や、消費税の周知、広報に取り組み、社会保障の充実、安定化に向けた提言・啓蒙活動を推進するなど、

消費税の会としての間税会の役割はますます重要になってまいります。そして間税会としてもっとも大切な

一年となります。

　どうか皆様には、こうした間税会の活動に対し、倍旧のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。

　結びに、各間税会の益々のご発展、会員の皆さまのご多幸とご繁栄を心から祈念し、又、国税ご当局の皆

様のご活躍とご健勝を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

福岡国税局間税会連合会
　   会長　中野　文治
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年頭のご挨拶
　平成 31 年の年頭に当たり福岡国税局間税会連合会の皆様に謹んで新年

のお慶びを申し上げます。

　間税会並びに会員の皆様には、平素から消費税をはじめ、税務行政全

般にわたりまして深い御理解と多大な御協力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。

　貴会におかれましては、消費税完納運動の推進や「世界の消費税」ク

リアファイルの配付、「税の標語」募集等による消費税の啓発活動を、積極的に推進しておられます。これ

らの取組は、消費税に関する正しい税知識の普及と納税意識の高揚を図るため、大変重要であると認識して

おり、消費税に関する国民の皆様の関心が高まる中、税務行政の良き理解者である間税会の存在を大変心強

く感じております。

　ここに、中野会長をはじめ役員の皆様並びに会員の皆様の日頃の御尽力に対しまして、心から敬意を表す

る次第であります。

　さて、改正消費税法につきましては、税率の引上げと軽減税率制度が本年 10 月に実施される予定であり、

施行まで 1 年を切りました。

　このような重要な時期であることを踏まえ、昨年は、国税庁長官や消費税室長といった国税庁の幹部が福

岡国税局間税会連合会を表敬訪問し、更なる御協力をお願いしたところです。

　今回の改正及び今後導入が予定されているインボイス制度では、ほぼ全ての事業者の方において、商品管

理の見直しや区分経理の導入、さらには、複数税率に対応した請求書の発行などの準備が必要です。

　当局といたしましては、会員の皆様のみならず、全ての事業者の方に、制度の内容を十分に理解していた

だき、適正な申告・納付を行っていただけるよう、着実な周知・広報に取り組んでまいります。

　このような取組においては、間税会の皆様の御協力が不可欠であります。是非、説明会の開催や説明会へ

の参加のお声掛け等、一層の御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。

　国税当局と間税会との連携・協調は、ますます重要となってまいりますので、貴会の様々な取組がこれま

で以上に充実したものとなるよう緊密に協力・連携してまいりたいと考えています。

　間もなく、平成 30 年分の所得税等、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告期を迎えます。会員の皆

様におかれましては、e － Tax による申告及び期限内納付について、御協力をお願いいたします。

　終わりに、福岡国税局間税会連合会及び各間税会の更なる御発展と、会員の皆様の御繁栄と御多幸を心か

ら祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

福岡国税局長
　小 原　昇
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平成 30 年度「税を考える週間」行事実施状況
　毎年 11 月 11 日から 17 日までの期間が「税を考える週間」です。国民一人ひとりに税の仕組みや目
的等を考えてもらい、国の基本となる税に対する理解を一層深めてもらうとともに、税務行政に対す
る理解や納税道義の高揚を図ることを目的としています。平成 30 年度の「税を考える週間」のテーマ
は「くらしを支える税」です。
　この趣旨を踏まえ、平成 30 年度も講演会、研修会、街頭広報など間税会が単独で、又は中心となっ
て多彩な行事が実施されましたので、その一部を紹介します。

実施事項 主催者等 月 日 場　所 対　象 内　　容
租税教室 ◎ 福岡間税会 11/28 大原学園福岡校 学生 「税の標語」表彰式
研修会 ◎ 西福岡間税会 11/14 五　福 会員 「消費税の軽減税率制度に

ついて」
「私とそろばん人生と

からおけ」
研修会 ◎ 博多間税会 11/19 TKP 博多駅前

シティセンター
会員 「消費税軽減税率制度等」

街頭広報 ◎ 博多間税会 11/19 JR 博多駅前広場 一般 税務広報チラシ、クリアファイ
ル、シャボン玉をセットし配布

税法説明会 ○ 筑紫間税会 11/21 太宰府市商工会 会員・一般 「消費税軽減税率制度」
パネル展 ○ 八幡間税会 11/13 黒崎コムシティ

マーメイド　広場
一般 パネル展・税金クイズ

バスハイク ◎ 若松間税会 10/21 南阿蘇 会員 税金クイズ

研修会 ◎ 若松間税会 11/12 若松税務署 青年・女性部 署長講話、軽減税率 DVD

「税の標語」
　　　

◎ 田川間税会 11/21 田川市郡中学校
　　　　　　7 校

生徒 賞状の授与、副賞の進呈
参加賞配付

「税の標語」 ◎ 飯塚間税会 11/15 各中学校 生徒 賞状の授与

説明会 ○ 飯塚間税会 11/15 飯塚コミュニティ－セ
ンター

会員 「消費税軽減税率制度」

研修会－
講演会

◎ 久留米間税会 11/15 ハイネスホテル
久留米（60 名）

会員・一般 「経営と税」
「久留米市のまちづくりに

ついて」
セミナー ○ 甘木朝倉間税会 11/12 朝倉商工会議所 会員・商工会 「消費税軽減税率制度」

セミナー ○ 甘木朝倉間税会 11/20 筑前町商工会 会員・商工会 「消費税軽減税率制度」

研修会 ◎ 大川間税会 11/12 大川署 会員 署長講話

研修会 ◎ 八女間税会 11/12 広川町 会員 八女署長による講演会

表彰式（総会） △ 八女間税会 11/15
11/19

筑後市
八女市

会員・租税
教育推進部

税の作文表彰

展示 ◎ 大牟田間税会 11/11
～ 17

大牟田市・柳川市
みやま市

一般 書道作品の展示

まるごとみやま
収穫祭

△ 大牟田間税会 11/25 みやま市 一般 「税金クイズ」で正解者に
景品プレゼント

講演会 ○ 小倉間税会 11/9 ステ－ションホテル
小倉

女性部
納推協団体

福岡国税局課税第一部長
　　　　　　　鈴木敏充様
吉丸純一小倉税務署長

親睦旅行 ◎ 小倉間税会 11/18
～ 19

熊本県 会員 税金クイズ、大江天主堂
熊本城、天草四郎ロザリオ館

（注）◎～間税会主催行事　　○～他団体との共催行事　　△～他団体主催行事へ参加
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実施事項 主催者等 月 日 場　所 対　象 内　　容
街頭広報 ○ 門司間税会 11/12 栄町商店街 一般

税金展
コンサート

◎ 行橋間税会 11/16 京都ホテル 会員・一般 税金展、コンサートと
税金クイズ

研修会 ○ 佐賀間税会 11/15 佐嘉神社記念館 会員・一般 「消費税軽減税率制度」

研修会 ◎ 佐賀間税会 11/26 佐賀税務署 会員 公営事業のための消費税法に
ついて

税金展
タックスフェアー

○ 鳥栖間税会 11/10 フレスポ鳥栖 一般 各種パネル展示、税金相談
税金クイズ、税の作文コンクー
ル表彰・展示、

「税に関する絵はがき」展示、
キッズミュージカル TOSU
公演

講演会 ○ 唐津間税会 11/13 唐津シーサイドホテル 会員・一般 ケント ･ ギルバート氏講演会

「税の標語」 ◎ 唐津間税会 11/30 各中学校 生徒 表彰式、地方紙・ケーブル TV
より取材あり

研修会 ◎ 武雄間税会 11/16 武雄温泉ハイツ 会員 「消費税軽減税率制度」
利き酒会 ◎ 武雄間税会 11/16 武雄温泉ハイツ 会員 利き酒

街頭広報 ○ 長崎間税会 11/12 浜町アーケード 一般 間税会資料・消費税の軽減税率
資料・クリアファイル等配布

講演会 △ 長崎間税会 11/14 ホテルニュー長崎 会員・一般 「私のシンクロ人生」

研修会 ○ 諫早間税会 10/18 長崎インター
ナショナルホテル

会員 「消費税軽減税率制度」

説明会 ○ 佐世保間税会 11/27 交通会館 会員・一般 「消費税軽減税率制度」

地酒の集い ◎ 佐世保間税会 12/4 佐世保玉屋 会員 利き酒、税金クイズ

街頭広報 △ 平戸間税会 10/20 平戸市街地商店街 一般 消費税チラシを配布

税金クイズ ○ 壱岐間税会 11/10
～ 11

JA 壱岐市家畜広場 一般 税金クイズを実施

配布 ◎ 対馬間税会 各中学校・高校 生徒 「国の財政と消費税の役割」パ
ンフレット、ポスター
クリアファイル配布

（注）◎～間税会主催行事　　○～他団体との共催行事　　△～他団体主催行事へ参加

平成 30 年分の確定申告期における税務署の閉庁日対応について
1　閉庁日対応を行う日
　平成 31（2019）年 2 月 24 日（日）及び 3 月 3 日（日）とします。なお、両日ともに、受付時間は
午前 9 時から午後 4 時までとなります。

3　対応業務
　  対応業務は、確定申告書用紙の配付、申告相談、確定申告書の収受及び納付相談となっております。

2　閉庁日対応を行う税務署
署　名 　 　 　 　 　 　 申 告 会 場

門司・若松
小倉・八幡

AIM（アジア太平洋インポートマート）ビル 3 階
（北九州市小倉北区浅野 3-8-1）

博多・福岡 西鉄ホール（ソラリアステージビル 6 階）
（福岡市中央区天神 2-11-3）

香　椎 香椎税務署（福岡市東区千早 6-2-1）
西福岡 福岡タワーホール（福岡市早良区百道浜 2-3-26）
佐　賀 佐賀税務署（佐賀市駅前中央 3-3-20　佐賀第二合同庁舎）
長　崎 NBC 別館（長崎市上町 1-35）

※門司、若松、小倉、八幡、博多、
福岡、西福岡及び長崎税務
署の申告会場は税務署庁舎
外の会場となっております

（税務署庁舎での申告相談は
行っておりません）。
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平成 30 年納税功労表彰受彰おめでとうございます

国税庁長官表彰

国税局長表彰

中村  貴士 様
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
福岡間税会　　　　　　　　　　副 会 長

波左間高子 様 福岡間税会　　　　　　　　　  副 会 長

田代　雅人 様
全国間税会総連合会　　　　　　理　　事
福岡国税局間税会連合会　　　　副 会 長
筑紫間税会　　　　　　　　　　会　　長

稗島　行雄 様
全国間税会総連合会　　　　　　理　　事
福岡国税局間税会連合会　　　　副 会 長
久留米間税会　　　　　　　　　会　　長

師岡　俊幸 様 福岡国税局間税会連合会　　　　常任理事
甘木朝倉間税会　　　　　　　　会　　長

　以上の方のほか、福岡国税局管内の各税務署においても税務署長表彰が行なわれ、多数の方が受
彰されました。
　受彰されました皆様に対しまして、福岡国税局間税会連合会会員一同、心よりお祝い申し上げます。
　　　　　（注）受彰者の役職名は間税会関係のみを掲載しています。



7

　平成 30 年 11 月 16 日（金）、国税庁課税部の山寺尚雄消費税室長が、本
会を表敬訪問され、中野会長ほか役員と懇談された。（写真・左奥）
　消費税室の齋藤課長補佐、坂部諸税第一係長、福岡国税局 植松消費税
課長も同行され、和やかな懇談会となりました。
　山寺消費税室長は消費税行政に関する間税会の協力に対し、お礼を述べ
られ、特に消費税軽減税率制度の円滑な導入に向けた課税庁の取組への協
力方を要請された。

　「税の標語」は、全国間税会総連合会（全間連）及び傘下各間税会が「税を考える週間」（11 月 11 日〜 17 日）
行事の一環として、毎年募集しているもので、本年度は唐津間税会が全間連に進達した作品が佳作に入選しました。

 藤井健志国税庁長官が本会を訪問　　　　　　　

山寺尚雄国税庁消費税室長が来訪

平成 30 年度「税の標語」優秀作品が決定

　藤井健志国税庁長官（写真・前列中央）が平
成 30 年 10 月 4 日（木）に本会を表敬訪問され、

（株）ブンコーポレーション会議室で、中野会長
ほか役員としばし懇談された。
　小原昇福岡国税局長、松井誠二課税第二部長
も同行され、福岡局間連側は中野会長ほか、林
副会長（福岡）、河野副会長（博多）、市丸専務
理事がお迎えした。

活動報告・新着情報

平成 30 年度「税の標語」優秀作品
区分 標語 氏　名 住所等 関税会名

最優秀賞 税金の正しい知識 身に付けて
正しく納めて よりよい社会 鈴木　優矢 世田谷区立

千歳中学校 北　沢

優秀賞 知ることから始めよう
税の役割　大切さ 稲毛　美空 昭島市立

拝島中学校 立　川

優秀賞 税のこと　楽しく学べる　間税会 関根　由樹 さいたま市
大宮区 大　宮

優秀賞 学ぼう　知ろう　納めよう
僕らも立派な納税者 竹下　和輝 平塚市立

金目中学校 平　塚

優秀賞 税知識　高める関心　深める理解 桶野　晶美 島根県出雲市 出　雲

佳　作 支え合う　社会を築く　消費税 梶　　翔星 唐津市立
厳木中学校 唐　津

佳作は他 9点
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 　　式典後、元内閣総理大臣 小泉
純一郎氏の「日本の歩むべき道」
と題した記念講演会が開催され、
原発を中心とした話の中に、将来
の日本への熱い思いが伝わった。
　その後の祝賀会は、海上自衛
隊東京音楽隊による音楽演奏（歌
姫：三宅由佳梨）から始まり、女優岩下志麻さんの乾
杯の発声やインタビューが盛り込まれるなど、華やか
な宴となり、参加者全員、時を忘れて楽しみました。

　全間連（大谷信義会長）は 9 月 11 日、東京港区の東京プリンス
ホテルで第 45 回通常総会と創立 45 周年記念式典を行った。
　当福岡局間連からは 35 名が参加し、全体では約 800 名という盛
況ぶりでした。
　記念式典では、全間連創立 45 周年記念功労者の表彰式が行われ、
当局間連から次の 15 名の方が表彰されました。
　おめでとうございます。

　武雄間税会（会長　桑原泰蔵）では、去る 11 月 16 日（金）午後 3 時
より武雄温泉ハイツにおいて、本年度第２回目の研修会（参加者 43 人）
を開催しました。
　当日は、武雄税務署法人課税部門ご担当官を講師としてお招きし、来
年 10 月１日より実施予定の消費税軽減税率制度について研修しました。
　研修会においては、軽減税率の対象品目の確認から始まり、平成 35
年実施予定のいわゆるインボイス制度、更には軽減税率対策補助金につ
いてまでの説明があり、参加者は講師配布の資料のほかに、当間税会が

事前に配布した全間連監修の “ やさしい消費税軽減税率制度のポイント解説 ” を片手に熱心な受講振りでした。
　また、平成 31 年 1 月からの e-Tax の利用手続きに “ID・パスワード方式 ” の追加についての説明もあり、有意義な研
修会となりました。
　引き続き午後 4 時 15 分より、第 4 回目の利き酒会（参加者 37 人）を開催しました。
　この利き酒会は平成 28 年 2 月に第 1 回目を開催し、佐賀県酒造組合の組合員各位のご協力により第 4 回を数えること
となりました。
　管内には 9 つの酒造場があり、各酒蔵場より賞品として箱入り特定名称酒の出品をいただき、表彰式において利き酒
優秀者へ授与することとしており、参加者には好評を得ているところです。また、本年は管内嬉野市の観光ホテルより
温泉豆腐の協賛も加わり、豪華賞品となった表彰式は大いに盛り上がりました。
　また、当日は上野福岡国税局酒税課長にもご参加いただき、表彰式の冒頭にお言葉を頂戴致しました。
　ちなみに、5 種類の利き酒の全問正解者は 2 人であったことをご報告致します。
　各方面のご協力によりこの催しの恒例化を目指して、来年の開催を確約してお開きと致しました。

全間連創立 45 周年記念式典に 35 名参加

消費税軽減税率制度研修会と利き酒会を開催

主 催 全国間税会総連合会
日 時 平成 30 年 9 月 11 日（火）
場 所 東京プリンスホテル
出席者数 35 人

（敬称略）　
市岡　敏生 井上　皓子 桑原　泰蔵

滝山　真弓 中川原　潔 中野　文治

中村　貴士 波左間高子 林　　孝行

原　　武人 深町　宏子 眞武　研二

本島　直幸 森　 　隆 山田　浩一

総会

記念講演
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