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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
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　明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては輝かしい新年をお迎
えのこととお慶び申し上げます。また、平素より諫早大村法人会に対しまして格別
のご理解、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　諫早大村法人会は公益社団法人として、会員企業の皆様方のために、更には広く
地域社会の皆様方のご発展を願い活動しております。
　昨年はこれまでの活動の成果を継承し、税務ご当局のご支援をいただきながら、
2019年10月に施行される消費税率10％への引き上げが間近に迫ってきたことから、
新たに導入される消費税の軽減税率制度の内容について事業者の皆様方にご理解を

深めていただくとともに、早い時期からのご準備をして頂く事を狙いとして消費税の軽減税率制度に関
する説明会を４回開催し多くの皆様にご参加頂きました。
　また、昨今の厳しい経営環境を踏まえ、雇用対策や、経営者のリスクマネジメントに関するセミナー
を諫早、大村のそれぞれの地区において開催を致しました。
　それから、青年部会にあっては、これまで積み上げた租税教室の実績と昨年初めて実施をした親子体
験型の租税教室「税ストリートの大冒険」の成果について11月に全国青年の集い岐阜大会において発表
をする貴重な機会を得ました。加えて、同じく11月に、喜々津駅前広場において諫早商工会青年部主催
による「未来の社長プロジェクト」と共催して租税教室を実施し税の申告の疑似体験をしてもらいまし
た。
　更に、女性部会にあっては、今年度８回目となる税に関する絵はがきコンクールを引き続き開催して
おります。
　これからも、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法人会の理念のもと、着実に活動を進めていく所存でありますの
で、引き続き会員の皆様方をはじめ、税務ご当局、関係機関の方々のご支援、ご協力をよろしくお願い
申し上げます。
　加えまして、来る２月21日㈭には、東日本大震災の際、南相馬市長として震災復興に奔走された、桜
井勝延氏による新春講演会を予定しております。
　是非多くの皆様にご参加いただきますようご案内申し上げます。
　最後になりますが、本年もこの一年が明るく、輝かしい年になることを切望しますとともに、皆様方
の益々のご繁栄を祈念致しまして新年の御挨拶とさせていただきます。

公益社団法人 諫早大村法人会 会長　宮　﨑　清　彰　

　2019年 年頭のご挨拶

消費税は消費者からの預り金的な性格を有する税です。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です（※2）。
期限を過ぎると延滞税がかかります。
確定申告・納付のほか、直前の課税期間の確定消費税額（※3）

に応じて中間申告・納付が必要となります。

※1 法人は課税期間終了の日の翌日
から2ヵ月以内、個人事業者は翌
年の3月31日までに消費税の申告
と納付を行う必要があります。

※2 基準期間の課税売上高が1,000万
円以下であっても、特定期間の
課税売上高が1,000万円を超える
事業者は、消費税の確定申告が
必要です。

※3 地方消費税を含まない年税額を
いいます。

※4 直前の課税期間の確定消費税額
が48万円以下の事業者が、「任意
の中間申告書を提出する旨の届
出書」を提出した場合には、自
主的に中間申告・納付すること
ができます。

申告・納付には
e-Taxが

利用できます。

個人事業者の方は
振替納税も
利用できます。

消費税には
申告・納付期限（※1）が

あります。

法人会

消費税期限内納付
推進運動実施中！

4,800万円超

400万円超4,800万円以下

48万円超400万円以下

48万円以下

年12回（確定申告 1 回、中間申告11回）

年 4 回（確定申告 1 回、中間申告 3 回）

年 2 回（確定申告 1 回、中間申告 1 回）

年 1 回（確定申告 1 回、中間申告不要）（※4）

申告・納付回数直前の課税期間の
確定消費税額（※3）

消費税の期限内

納付を忘れずに。

●法人会　消費税期限内納付広告2019　B6半/4C
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　新年あけましておめでとうございます。

　平成31年の年頭に当たり、公益社団法人諫早大村法人会の皆様に謹んで新年のご

挨拶を申し上げます。

　平素から宮﨑会長をはじめ、役員並びに会員の皆様方には税務行政への深いご理

解と格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

　貴法人会におかれましては、「よき経営者をめざすものの団体」として会員企業

経営者の資質の向上、納税意識の向上そして地域社会への貢献を図りながら、公益

社団法人としての使命を達成するため、積極的に事業活動を展開されておられます。

　また、「消費税法の改正に伴う周知広報」につきましては、積極的なご支援とご協力を賜り、数多く

の説明会を開催することができました。

　本年10月には、いよいよ軽減税率制度が実施されます。政府全体で準備が進められている中、制度の

円滑な導入は喫緊の課題であります。

　昨年に引き続き、積極的な周知・広報を行ってまいりますので、法人会の皆様のお力添えをよろしく

お願い申し上げます。

　ところで、税務署では、これから平成30年分の所得税・贈与税等の確定申告が始まりますが、ＩＣＴ

を利用した申告納税の一層の推進のために、「ＩＤ・パスワード方式」による申告書の提出ができるよう

になりました。この方式は税務署にお越しいただいて、「ＩＤ・パスワード」を取得することにより、ご

自宅のパソコンから申告書の提出が可能になるというものです。さらに、給与所得者で、医療費控除又

はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する方は、スマートフォンにより申告書の提出ができ

ます。会員の皆様方の社内で確定申告が必要な方がおられましたら、是非ご利用いただくようお勧め願

います。

　最後になりましたが、新しい年が諫早大村法人会並びに会員の皆様方にとって、素晴らしい年となり

ますよう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

諫早税務署長　土
と

　岐
き

　和
かず

　彦
ひこ

　

　新年のあいさつ

e-Taxを利用して所得税及び
復興特別所得税の申告をすると
こんなメリットが！

法人会は会社経営の効率化のために
e-Taxの普及を支援しています。

ご利用に際し条件、注意事項があります。
詳しくはホームページでご確認ください。 イータックス 検索法人会

「e-Tax」なら国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続がインターネットで行えます。

納税にはダイレクト納付が便利です！
e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

国税電子申告・納税システム

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 ※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

添付書類の
提出省略

還付が
スピーディー

電子申告で
効率UP!

●法人会　e-Tax広告2019　B6半/4C
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平成31年度税制改正スローガン

　◦財政健全化は国家的課題。目標の早期達成に向けて全力を！
　◦少子高齢化の急速な進行は不可避。社会構造変化に対応した社会保障制度の確立を！
　◦中小企業向け税制措置を拡充し、真の経済再生を！
　◦中小企業は雇用の担い手。事業承継税制の改革は地方活性化のためにも重要！

第35回法人会全国大会　鳥 取 大 会

　第１部　記念講演　14：00～15：00

　 【演題】　『大山どりの奇跡』
　　　　　 ～35歳、どん底からの挑戦～　

　 【講師】　株式会社 大山どり　代表取締役
　　　　　　島　原　道　範 氏

　第２部　式　　典　15：20～16：30

　第３部　懇 親 会　17：15～18：15

平成30年10月11日㈭　とりぎん文化会館　参加者約1,800名

　法人会全国大会鳥取大会は、藤井国税庁長官、平井鳥取県知事をはじめ多数のご来賓をお迎えし

開催されました。記念式典において、平成31年度税制改正に関する提言の趣旨説明が行われ、政

府、各政党、地方自治体の首長、議会議長への提言を行うことが確認されました。

宮﨑法人会長による提言活動

11月９日　園田大村市長 11月９日　三浦大村市議会議長

11月27日　宮本諫早市長 11月27日　松本諫早市議会議長
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全国青年のつどい　岐阜大会

　法人会青年部は平成30年11月７日㈬から11月10日㈯までの間、全国青年のつどい岐阜大会
に参加してまいりました。今回は租税教室プレゼンテーションにおいて北部九州の代表とし
てプレゼンをすることになっておりましたので、総勢６名での参加をさせていただきまし
た。発表は中村君が実施してくれましたが、リハーサルでも終始落ち着いたプレゼンを行っ
てくれました。しかしその後も気を緩めず、ロビーで最終打ち合わせ、練習を繰り返しまし
た。また中村君とともに登壇した島君は絶妙なスライドさばきで、なんと持ち時間10分のと
ころ、９分59秒という、尺を最大限に生かした神業的テクニックでプレゼンをサポートして
くれました。その結果奨励賞をいただくことができましたが、これも様々な方々が事業から
発表までご協力をくださった賜物であり、この場をお借りしてお礼申し上げます。
　プレゼン終了後は県連ナイトにて、県内各地の法人会青年部の皆様と交流を深めさせてい
ただきました。また岐阜名物や名古屋名物を堪能させていただきました。緊張の中にも楽し
く青年のつどいに参加させていただくことができ、青年部のチームワークもより高めること
ができたと思います。今後とも効果的な租税教育活動を行い、納税意識高揚に貢献していき
たいと感じました。� 青年部会長　 原田　　岳　
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　法人会青年部会は、平成30年11月25日㈰喜々津駅前広場において諫早市商工会青年部と共
催した「未来の社長プロジェクト」において租税教室を実施しました。
　当日は天候にも恵まれ、親子600人を超える来場者がありました。まず、子供たちは、建
築木工、水道設備、電気工事、自動車点検整備、レッカー操作、ネイル、保育などの労働体
験をして、疑似通貨による収入を得たり、社長体験として、貸借対照表及び決算書の作成体
験をしました。その後、自分が労働体験により得た収入をもとに法人会青年部ブースにおい
て疑似的に確定申告をして、収入に応じた税率に基づいて納税をしていただき、その結果手
元に残った疑似通貨をお菓子と交換していただきました。この「未来の社長プロジェクト」
を通じて、仕事をして収入を得、それに応じた納税をするという体験をしていただきまし
た。笑顔と歓声の中、親子で楽しい一日を過ごしていただきました。これから、しっかりと
勉強して立派な社会人になっていただきたいと願っております。
� 青年部会長　 原田　　岳　

青年部会による租税教室

健康経営セミナー

12月５日　諫早市
『世界一受けたい「がん」の授業』

東京大学医学部附属病院放射線科准教授　中川恵一氏
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経営セミナー

消費税の軽減税率制度説明会

８月28日　諫早市
「リスクマネジメント（役員責任対策）セミナー」
　弁護士　加藤美香保氏

９月13日　諫早市　「クラウド会計セミナー」
　ＳＭＬコンサルティング　白垣裕崇氏
　マネーフォワード　　　　久保直人氏

10月17日　諫早市　　　　 10月18日大村市　　　　 11月21日　諫早市　　　　 11月22日　大村市
諫早税務署法人課税第１部門 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

統括調査官　龍野隆伸氏　　総括上席　石橋邦彦氏　　上席調査官　松岡留美氏

８月29日　大村市
「リスクマネジメント（役員責任対策）セミナー」
　弁護士　加藤美香保氏

９月14日　大村市　「クラウド会計セミナー」
　ＳＭＬコンサルティング　白垣裕崇氏
　マネーフォワード　　　　久保直人氏
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平成30年度『中学生の「税についての作文」』の受賞者の紹介

　長崎生まれ、長崎育ちの私に初めて島根の友達
ができました。きっかけは、大村市と島根県飯南
町の小・中学生との交流事業です。１月に大村市
民である私達が飯南町を訪れた時、飯南町の皆さ
んに歓迎され、３日間の楽しい思い出を作ること
ができました。
　楽しかった交流事業からしばらく経った頃、ふ
と飯南町に行った時のことを思い出し、その思い
出に浸っていました。交流会で一緒に遊んだこと
やスキーを一緒に滑ったこと、帰りのバスの中で
はしゃいだこと……。ちょうどその時、学校の授
業で税についての話を聞きました。話を聞きなが
ら、そういえば、とあることを思い出しました。
それは交流事業の参加申し込みをする前の母の言
葉でした。「１万円で島根に行けるんだって、な
かなかこんな機会はないよ。どうする凪紗、行
く？」。私はその日、家に帰って早速母に聞きま
した。「１万円で島根に行くことってできない
の？」と。そうしたら母は真面目な顔で言いまし
た。「スキーだけでもお金がかかるからね。」それ
から、募集の紙も見せてくれました。それを見
て、私はとても驚きました。何故なら、保険料ま
でも含んでの１万円だったからです。私は思わず
母に確認しました。「この１万円以外は税金で補
われているってことよね？」。うん、と母はうな
ずきました。私は今まで、税金があったおかげで
交流事業に参加できていることを一切意識してい
なかったので、当たり前のように交流事業に参加
していたあの時の自分を恥ずかしく思いました。
　税金があったおかげで交流事業に参加できたこ
とを知ってから、私は身の回りの税について考え
るようになりました。登校時、安全に道路を歩け

るのは、道路などを整備する土木費があるから。
授業を受けられるのは、教育費があるから。今ま
で健康でいられたのは、健康保健費があるから。
私は様々な面で税に支えられていて、税なしでは
生きていけていなかったかもしれないな、と税が
あることのありがたさをしみじみと感じました。
　８月、今度は飯南町の小・中学生が大村市へ
やって来ました。私もその交流会に参加し、１月
と同じように楽しい思い出を作りました。しかし
一つだけ違うことがありました。それは交流事業
に参加できることに感謝の気持ちを持っていたこ
とです。税の存在を意識できていたおかげで、一
瞬の時間も大切にすることができました。
　これからも私は、税があるおかげで生きていけ
ます。私を支えてくれている税を納めるたくさん
の人々に感謝をすることを忘れないでいること
が、私にできるせめてもの恩返しだと思います。
私の人生は税があるから成り立っていると気付く
時は遅かったかもしれないけれど、感謝をするこ
とは今から始めても遅くはないのではないでしょ
うか。

福岡国税局長賞  税があるということ

長崎県立諫早高等学校附属中学校３年２組　野　﨑　凪　紗 さん　
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