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日　時 行　　事　　内　　容 場　　　所

９月15日㈭
経営革新塾（セミナー）第１回
税理士法人　村田経理事務所　横尾　淳一氏
『Next　Innovation（次なる革新）』

ホテルグランドパレス諫早

９月23日㈮
経営革新塾（セミナー）第２回
海上自衛隊　第22航空群司令　大町　克士氏
『真に「戦える」態勢づくり』

ホテルグランドパレス諫早

10月４日㈫ ９・10月決算法人説明会 諫早税務署別館２階会議室

10月５日㈬
経営革新塾（セミナー）第３回
㈱アタックスセールスアソシエイツ　山本なつみ氏
『目標達成を当たり前にする』

長崎インターナショナルホテル

10月11日㈫ 新設法人説明会 諫早税務署別館２階会議室

10月18日㈫
経営革新塾（セミナー）第４回
天草エアライン㈱　齋木　育夫氏
『日本一小さな航空会社の真実』

長崎インターナショナルホテル

11月16日㈬ 年末調整説明会（諫早地区） 諫早文化会館大ホール

11月18日㈮ 年末調整説明会（大村地区） シーハット大村さくらホール

12月13日㈫ 11・12・１・２月決算法人説明会 諫早税務署別館２階会議室

平成29年
２月上旬 法人会主催新春講演会 大村市内（会場未定）

平成29年
４月上旬 ３・４月決算法人説明会 諫早市内（会場未定）

　皆様こんにちは！　法人会では右ページに掲載しております通り、2016→2018
へ向けての中期ビジョンを策定しました。今後下記の事業等を中心として、会員
の皆様のニーズにお応えできるような活動を積極的に進めてまいります。
　これからも引き続き女性部会、青年部会と一体となって会員の皆様方をはじめ
広く会員以外の皆様方にもお役に立ちたいと考えておりますので、より一層のご
理解とご参加をいただきますよう深くお願い申し上げます。
　また、今回新たに法人会会員章を作成致しましたので、皆様にお配りいたしま
す。社屋等に表示していただきますとともに、新規入会の情報を頂けると幸いに

存じます。また、本年10月20日に長崎市において法人会全国大会長崎大会が開催される予定でありま
す。全国から約2,000名の会員の皆様が参加されます。当会も大会成功に向けて力を結集したいと考え
ております。今後ともご理解とご支援の程よろしくおい願い申し上げます。
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法人会は税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援し、地域の
振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する、経営者の団体である。

１　退会率（年5.8％）の半減と新規会員獲得（30件／年）により、平成
30年度会員数1,000社を目指す。

２　公益目的事業を積極的に推進するとともに、“伝える力”を培い・発
揮する。

３　法人会会員となることが一つの位置づけ（ステータス）となるよ
う、行動・貢献を行う。

・法人会の存在をアピールするためのツールを作成する。
　（会員章、独自パンフレット、看板等）
・ＰＲ方法を改善するとともに、ホームページの存在を周知する。
・広報誌・ホームページ等を積極的に活用し、事業の「見える化」を推
進し、“伝える力”を発揮する。（入会しなきゃ損！）
・核となる事業・サービスを創出する。（経営革新塾・実務ＭＢＡ勉強会
等）

・税のオピニオンリーダーとして、公平で健全な税制の実現のため経営
者の声を政府等へアピールし、税の啓発・租税教育活動を積極的・継
続的に実施する。（租税教室、税に関する絵はがきコンクール、いち
ごプロジェクト、税制改正要望活動等）

　※法人会に入会していること自体が社会貢献

・会員数を維持し、会費収入の減少に歯止めをかける。
・経営者大型保障制度等の保険商品の普及・促進を行い、助成金収入を
安定的に確保する。

・管理費の適正化を図り、財政基盤を強化する。

・法人会が果たすべき重要な使命である「国と社会への貢献」に必要不
可欠なものが「企業の存続・継続・発展」である。

・この実現に向けた取り組みとして、会員とのコミュニケーション    
を密に図る。具体的には、定期的に全会員を対象としたアンケート調
査や各事業の参加者を対象とした満足度調査を実施することでニーズ
の把握に努める。そして、そこから得られる各種情報の分析等を行
い、ニーズにあった会員サービスの拡充を研究する。

・“伝える力”を培い・発揮すべく、広報誌の充実、ホームページの周
知、チラシの作成・配布、各種情報のメール配信等を活用し、効果的
なＰＲ活動を行いながらサービスを提供することで、会員の満足度向
上を図る。

　満足度向上とともに社会貢献活動を積極的・継続的に実施することに
より、法人会の存在価値を高め、さらには独自パンフレットを作成・
配布することで、非会員に対する会員入会アプローチを進める。

・法人会はよき経営者をめざすものの団体して、会員の積極的な自己啓
発を支援し、納税意識の向上と、企業経営及び社会の健全な発展に貢
献する。



第52号　公益社団法人 諫早大村法人会　

日時：平成28年５月25日

場所：ホテルグランドパレス諫早

今年度の主要事業：

　◎租税教室

　◎実務ＭＢＡ勉強会、税務研修会

　◎会員親睦懇親会

日時：平成28年４月27日

場所：ホテルグランドパレス諫早

今年度の主要事業：

　◎税に関する絵はがきコンクール

　◎いちごプロジェクト（節電啓発活動）

　◎会員親睦研修旅行

　第４回定時総会は平成28年５月25日㈬ホテルグランドパレス諫早において開催されました。会長挨
拶のあと議事へ進行し、案のとおり承認されました。今年の総会講演は、㈱アタックスセールスアソ
シエイツ水田裕木氏による「目標達成を当たりまえにする」というテーマで、営業目標達成の具体的
な方法そして心構えについてわかりやすく話していただきました。
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第１回　平成27年9月16日
　税理士法人　村田経理事務所　横尾淳一氏
　 『経営理念をとことん考える』

第３回　平成27年10月14日
　青年部会長　㈱富建　原田　岳氏
　 『30億企業を1,500億企業に』

第２回　平成27年9月25日
　社会保険労務士　村田久雄氏
　 『会社を強くする労務』

第４回　平成27年10月22日
　カミーユ　料理人　上柿元勝氏
　 『一流プロへの道』

平成28年2月16日
　グランドハイアット東京　チーフコンシェルジュ　阿部　佳氏
　 『最高のホスピタリティを求めて　～ホテルコンシェルジュが語る～』
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　平成27年12月～平成28年１月
　諫早市：有喜小学校、小野小学校、高来西小学校
　大村市：鈴田小学校、松原小学校

　平成27年12月～平成28年１月
　諫早市：有喜小学校、高来西小学校、小野小学校、真津山小学校
　大村市：鈴田小学校、松原小学校

今後の予定 テーマ

９月16日 資金調達と資本政策

10月19日 企業価値と今後の企業財務

11月17日 組織マネジメントとリーダーシップ

12月14日 個人と集団の行動

29年１月 組織と人事システム

29年２月 企業経営とＩＴ、業務システム

29年３月 インターネット、ナレッジマネジメント

29年４月 ゲーム理論

29年５月 交渉
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　第11回法人会全国女性フォーラム福島大会が平成28年４月14日福島県郡山市ビッグパレッ
トふくしまにおいて開催されました。
　『心ひとつに伝えよう　繋ごう　創ろう　福島から』を大会キャッチフレーズに、まず第 
１部はフリーアナウンサーの大和田　新（おおわだ　あらた）さんの記念講演から始まりま
した。テーマは『伝える事の大切さ、伝わる事のすばらしさ』と題してのお話でしたが、東
北の震災・津波で実際に起こった出来事等々の実体験に基づくお話で、岩城海星高校２年生
の工藤盛人君が、近所のひめかちゃんを助け、周りに居た人を助け、そして自分は亡くなっ
てしまった事。両親は、「息子が助けたことは誇りに思うが生きていて欲しかった！」と涙
ながらに話された事。ＪＡ勤務の上野敬幸さんは父親、母親、娘、妻を亡くし生きる望みを
無くされた事。など……しかし、「今を一生懸命生きて欲しい！思いやりの心を持って大事
に生きて欲しい！」と、命の大切さ、尊さ、重さについてお話され、「心はいつもひとつで
すよ！」と投げかけられた時、会場の女性会員の多くの方が涙され、ハンカチで目頭を押さ
えていらっしゃいました。私共も多くの出来事を直にお聞きし、やはり地元の方がお話され
ることは心に響き、「心ひとつ」の言葉に感動し、胸が熱くなりました。第２部の大会式典
では福島女連協藤田会長の歓迎の挨拶に始まり、国税庁課税部長様始め多くのご来賓の方々
のご挨拶、そして女性部会の活動報告等が行われ、最後に次回開催県の鹿児島県へと大会旗
が伝達されました。
　第３部の懇親会では、あの有名な『フラ・ガール』のフラダンスも行われ盛況でした。そ
の後、長崎県の女性フォーラム参加者全員で懇親会をするという企画を県連の事務局がして
下さり、普段は会議の時だけしかお会いできず、なかなか親しくお話する機会がありません
でしたので、粋なお計らいに一同感謝しつつ大いに盛り上がりました。しかし、楽しい懇親
会の後、ホテルに帰ってテレビをつけた途端、「熊本で震度７の地震が有りました」との
ニュースが流れ、びっくりした途端、廊下でけたたましい叫び声がしたので、何かなと思い
ドアを開けましたら、熊本の益城町在住の方が同じホテルにいらしたみたいで、気が動転し
て「今すぐ帰る！」の言葉を繰り返されていたため、同県の方が「今はどうしようもない、
明朝一番でみんな帰ろう！」と話されていて、ただただびっくりして見ていました。翌日帰
諫した夜に二次余震（本震）があり、今回の熊本大地震となりました。たった数日前、東北
で地震の凄さ、凄まじさ、命の尊さを聞いてきたばかりなのに、身近でこの惨事とは！　改
めて自然の猛威をまざまざと感じ、不安に駆られました。今回の大会は素晴らしい式典行事
の中に、自然災害の脅威を直接身近に感じる出来事が重なり、忘れられない大会となりまし
た。 諫早大村法人会女性部会長　小野由利子　
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　公益社団法人諫早大村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
ご理解と格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。
　この度の定期人事異動により、諫早税務署長を
拝命いたしました永田でございます。
　前任は、福岡国税局調査査察部査察第三部門統
括国税査察官、いわゆる「マルサ」と呼ばれる部
署で、様々な事件を告発する仕事に携わっていま
した。
　出身は、福岡市の箱崎です。長崎県の勤務は２
回目ですが、諫早税務署は今回が初めてでござい
ます。
　諫早税務署管内は、長崎県の中央に位置し、有
明海・大村湾・橘湾という三つの海に面した諫早
地域は、古くから交通の要衝として発展してき
た、重要な地域であるとともに、多良山系の緑、
郡川・本明川等の河川にも恵まれた、歴史と自然
が残る街という印象を受けました。現在において
は産業拠点として、ＪＲ・高速道路・空路等の交
通アクセスに恵まれていることはいうまでもな
く、九州新幹線西九州ルートの2022年開通に合わ

せた、諫早駅の駅舎建て替え工事も始まってお
り、益々地域活性化に弾みがつくものと期待して
おります。
　さて、諫早大村法人会におかれましては、本年
度の事業計画に「e-Taxの推進には積極的に協力
する。」と掲げられるなど、e-Taxの利用促進に尽
力いただくとともに、その他様々な税務行政に関
しても、当局の趣旨にご理解とご協力をいただ
き、篤厚に粘り強く活動いただいております。
　改めて、皆様方の「法人会会員」としてのス
テータスの高さと税務行政全般に対するご協力に
私たち職員一同心からお礼申し上げます。
　今後も皆様方の期待と信頼に応えられるよう邁
進し、そのための努力は常に心掛けて参ります
が、諫早大村法人会の皆様方のお力添えを頼りと
する機会はこれからも多いことと思います。これ
まで以上のご支援とご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、諫早大村法人会の益々の
ご発展と会員の皆様方のご健勝並びに企業の更な
るご繁栄を祈念いたしまして、着任の挨拶とさせ
ていただきます。

生 年 月 日 昭和32年７月７日生（59歳） 座 右 の 銘 丈夫で長持ち
出　身　地 福岡県福岡市 健　康　法 ウォーキング
家 族 構 成 妻・子供（長女、長男）

略　　　歴

平成18年７月　福岡国税局　広報広聴室　室長補佐
平成20年７月　長崎税務署　総務課長
平成21年７月　福岡国税局　調査査察部　特別国税査察官
平成24年７月　福岡国税局　調査査察部　査察第４部門　統括国税査察官
平成25年７月　小倉税務署　筆頭副署長
平成26年７月　福岡国税局　調査査察部　査察第３部門　統括国税査察官
平成28年７月　諫早税務署長

◎諫早税務署　法人課税部門　新任統括官・総括上席プロフィール
役　　　職 法人第一部門　統括国税調査官 法人第一部門　総括上席国税調査官
氏　　　名 坂田　慎二（さかた　しんじ） 赤嶺　裕孝（あかみね　やすたか）

写　　　真

生 年 月 日 昭和39年８月13日生（52歳） 昭和45年１月26日生（46歳）
出　身　地 福岡県田川市 大分県豊後大野市
前　　　歴 八幡税務署　統括国税調査官 福岡国税局　資料調査課　国税実査官



公益社団法人 諫早大村法人会　第52号



第52号　公益社団法人 諫早大村法人会　



公益社団法人 諫早大村法人会　第52号

〒850-0032　長崎県長崎市桜町5-3　大同生命長崎ビル3F
TEL.095-828-0881　FAX.095-822-6134
（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）

長崎支店

☜




