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　明けましておめでとうございます。会員の皆様方には謹んで新春のお慶びを申し
上げます。また、平素より諫早大村法人会に対して格別のご理解・ご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年５月の総会にて当法人会会長を拝命し早７カ月を過ぎました。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、更に広く地域社会
の皆様方の発展のために活動しております。
　昨年度は、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、各種税務研修会、経営セミナーを継続開催するとともに、今年度は特に先般の衆議院選挙の結果等
から消費税10％増税への道筋が見えてきたことにより、事業者の皆様方に早い時期から税率変更のご準
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複数回開催し、多くの皆様にご
参加頂きました。
　また、青年部会にあっては、初の試みとして将来を担う子供たちに対し屋外における親子参加による
体験型の租税教室を企画・開催し、200名を超える多くの皆さまにご参加いただき、税に関する知識と理
解を深めていただきました。
　更に女性部会にあっては、小学校高学年の児童を対象とした租税教室の講師を担当するとともに、今
年７回目となる税に関する絵はがきコンクールを開催しております。
　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。
　それから、来る２月22日㈭には、松下政経塾塾頭を務められた上甲晃氏による新春講演会を予定して
おります。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１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、会員皆
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　

　2018年 年頭のご挨拶

　　　　　　　　　新 春 講 演 会

◎皆様のご来場をお待ちしております

講　師

日　時

場　所

松下幸之助に学ぶ「難有り」を「有難い」に変える「志」の力

『自分から変わる勇気』
松下政経塾元塾頭　上　甲　　　晃 氏

平成30年２月22日（木）　16時30分～18時30分

諫早観光ホテル道具屋（諫早市金谷町8－7）

参加費
無料

諫早大村法人会主催
諫 早 間 税 会 共 催
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国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ）をご利用ください。 
 

  
 
 
 

自宅からネットが便利 申告・納税 
 

詳しくは e-Tax ホームページへ www.e-tax.nta.ɡo.jp 

 

　新年あけましておめでとうございます。
　平成30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。
　諫早大村法人会の皆様方には、平素から宮﨑会長をはじめ、役員並びに会員の皆
様方の税務行政への深いご理解と格別のご支援をいただいており、厚く御礼申し上
げます。
　早いもので、私が昨年７月に諫早税務署に赴任いたしまして、半年となりました。

　この間、各部会の活動に加え、数多くの決算法人説明会、新設法人説明会及び「消費税の軽減税率制
度」に関する説明会を開催いただき、まさに法人会の理念のとおり「税のオピニオンリーダー」として
会員企業の発展と国と社会に向けた活動をしていただきました。
　また、女性部の「税に関する絵はがきコンクール」や租税教室など、次代を担う児童・生徒への租税
教育にもご尽力いただいております。
　特に昨年10月には、青年部において、従来の租税教室の枠を飛び越えた「親子で税金を学ぶゼイ�」
と題した体験型の租税教室を実施していただいており、地域に密着した活動に深く感銘しております。
　これら全て、宮﨑会長を中心とした役員及び会員の皆様のご協力の賜物であり、諫早税務署職員一
同、皆様方に深く感謝いたしております。
　さて、税務署では、昨年６月に国税庁が発表しました「税務行政の将来像～スマート化を目指して～」
に沿って、e-Taxや国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成し郵
送で提出いただくなどの、ＩＣＴを利用した申告納税の一層の推進に取り組んでおります。いよいよこ
れから、平成29年分の所得税・贈与税等の確定申告の時期を迎えますが、会員の皆様方の職場等で確定
申告が必要な方がおられましたら、使い勝手も向上しておりますので、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
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平成30年度税制改正スローガン

　◦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！

第34回法人会全国大会　福 井 大 会

　第１部　記念講演　14：00～15：00

　 【演題】　『今後の政治と経済の行方』

　 【講師】　毎日新聞専門編集委員
　　　　　　与　良　正　男 氏

　第２部　式　　典　15：20～16：30

　第３部　懇 親 会　16：50～18：20

平成29年10月５日㈭　福井県産業会館　参加者約1,800名

　法人会全国大会福井大会は、佐川国税庁長官、西川福井県知事、東村福井市長はじめ多数のご来

賓をお迎えし開会されました。記念式典において、平成30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20日　宮本諫早市長 11月20日　松本諫早市議会議長

11月29日　園田大村市長 11月29日　三浦大村市議会議長
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第31回法人会全国青年の集い　高知大会
平成29年11月９日㈭～10日㈮　高知県民文化ホール　参加者約2,400名

　平成29年11月９日㈭、11月10日㈮と全国青年の集
い高知大会に参加してまいりました。青年の集いの
主要行事は租税教室プレゼンテーションですが、来
年の岐阜大会において、私たち当諫早大村法人会青
年部会が北部九州を代表して発表することになって
おりますので、今回は租税教室プレゼンテーション
の状況を確認するため、発表者や資料作成者など４名で参加させていただきました。今大会
木曜日の租税教室プレゼンテーションにおいては、全国12組の代表のプレゼンテーションを
見学し、来年の発表の参考にすることができました。なお、今大会においては私たちが所属
する北部九州代表がグランプリを受賞しましたので、少しプレッシャーがかかっておりま
す。翌日金曜日には部会長サミット、式典及び大懇親会に参加し、各地の青年部会員と交流
を図ることができました。
　来年は岐阜での大会となりますが、北部九州の代表として恥ずかしくないプレゼンテー
ションができるよう（もちろんグランプリを目指しますが）、１年かけてしっかりと準備を
していきたいと思います。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
� 諫早大村法人会 青年部会長　 原田　　岳　
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　法人会青年部会は、平成29年10月６日㈮大村市内において、親子で学ぶ体験型租税教室、
「親子で税金を学ぶゼイ��税ストリートの大冒険」を開催いたしました。
　この租税教室は、児童及び保護者に対して、納税意識の向上を図るとともに、家庭におい
て税について話し合う材料を与えることで、更に納税に対する理解を深め、親世代は今から
正しい納税を行い、子供世代は将来正しい納税ができる素地を養っていただくことを目的と
して企画致しました。
　当日はまず、サンスパ大村会議室において全般の説明を行った後、４つのグループに分か
れて近隣の公共施設へ向かいました。
　大村消防署では、消防車、はしご車の見学と消防署の活動について、大村警察署では、パ
トカーの見学と指紋取り体験、警察署の活動について学ぶとともに、親子で歩きながらこれ
らの施設周辺に設置されている信号機、交通標識、舗装道路や、森園運動公園、市民プー
ル、大村工業高校などの公共施設の設置や建設にかかる費用や、これらの公共施設等が税金
によって維持管理されていることを確認してもらいました。
　200名を超える大勢の親子に参加していただき、大盛況の中無事に終了することができま
した。後援、ご協力戴きました諫早税務署をはじめ関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

青年部会による租税教室
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平成29年度納税表彰 消費税の軽減税率制度に関する説明会
　平成29年度納税表彰が行われ、法人会前会長石
坂和彦氏が、国税庁長官より表彰されました。
　また、女性部会副部会長中島寿美子氏と青年部
会長原田岳氏が、諫早税務署長より表彰されまし
た。

　平成31年10月より消費税の税率が10％に引き上
げられるとともに、軽減税率制度が導入される予
定となっております。そこで、この制度に関する
内容の周知を図るために、10月18日、10月20日、
11月20日の３回にわたり説明会を開催いたしまし
た。

　消費税の軽減税率導入に伴う、複数税率対応レジの導入や受発注システム導入に対す

る軽減税率対策補助金の申請期限が延長されましたので、ご案内いたします。

◎Ａ型（複数税率対応レジの導入等支援）及びＢ－２型（受発注システム・自己導入型支援）

　 （現　行）レジ等を導入・改修し、終了後平成30年１月31日までに申請

　　　　　　　　　↓

　 （変更後）レジ等を導入・改修し、終了後平成31年９月30日までに申請

◎Ｂ－１型（受発注システムの指定事業者改修型支援）

　 （現　行）事前に申請し、交付決定後改修・入替を完了し、平成30年１月31日までに

事業報告書を提出

　　　　　　　　　↓

　 （変更後）事前に申請し、交付決定後改修・入替を完了し、平成31年９月30日までに

事業報告書を提出

※　詳細は中小企業庁ＨＰをご覧になるか、お近くの商工会議所・商工会へお問い合わ

せください。

軽減税率対策補助金の申請期限が延長されました
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平成29年度『中学生の「税についての作文」』の受賞者の紹介

　僕が生まれた時の話です。今から15年前、母は
熊本市に住んでいました。その時僕は母のお腹の
中にいました。妊娠７カ月半ばに入った時、母は
妊娠の継続が難しい状態になり、熊本から福岡県
久留米市の病院へ運ばれました。そこで僕は普通
より３カ月早く生まれました。僕は超低体重出生
児だったのです。肺が未熟で生まれたので、産声
を上げて空気を取り込む事ができず、蘇生処置が
行われた後41日間もの間、人工呼吸器を装着して
いました。また、貧血がひどく６回の輸血を行
い、心臓には穴が開いていてその治療も行われま
した。生まれてから６カ月もの間、僕は入院して
いました。その間、母はずっと母乳を運び続けた
そうです。
　僕が生まれた日、母は医者に「早く名前をつけ
てあげてくださいね、早く出生届を出さないと高
額の医療費を請求されるので。」と言われたそう
です。
　僕は９月27日に生まれたのですが、その日から
月末までの４日間の医療費が60万円以上だったそ
うです。４日間でこの金額なので、その後の６カ
月間の医療費がどんなに高額だったかが想像でき
ます。それは、子供医療助成と高額療養費という
税金の制度によって賄われ、負担したのは数千円
だったそうです。
　子供医療助成というのは、子供の名前を決め
て、出生届を出して、両親の戸籍に入り、健康保
険に加入することで助成を受ける事ができるとい
う制度です。その後も乳児期、幼児期と予防接種
を受けたり、病気で病院にかかったりした時にこ
の助成を受けてきました。市町村によって受けら
れる年齢が違うようですが、有難い制度です。高
額療養費というのは、月ごとにかかった医療費

が、一定以上になった場合に一部を国から支給し
てもらう制度です。
　もし、この助成を受ける事ができなかったら、
どうなったでしょうか。両親は借金してでも治療
を受けさせた事でしょう。そしたら、今の様な生
活は送れていなかったかもしれません。平和な家
庭が壊れていた可能性もあります。税金のおかげ
で今の僕が存在するといっても過言ではありませ
ん。
　それは、僕だけではありません。例えば、癌な
どの重い病気や難病を抱えた人たち、脳や五感、
四肢などに障がいを持って生まれた人たちがいま
す。もしも医療制度がなかったら、このような人
たちが今よりもずっと辛い生活を送ったり、生ま
れてすぐに死んでしまったりするのかもしれませ
ん。今は健康で元気に生活している全ての人がい
つ病気になるのかわかりません。この社会に生き
る全ての人たちの為に税金はあるのだと思いま
す。社会生活にはなくてはならないものです。僕
も社会人になった時にはこの事を考えて、気持ち
良く社会の為に納税したいと思います。

国税庁長官賞  税金がなかったら今の僕は存在しない？

大村市立桜が原中学校３年　小　鶴　崇　徳 さん　
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平成29年度『中学生の「税についての作文」』の受賞者の紹介

　小さな頃から、いつの間にかゴミ捨ては私の仕

事になっている。多い時は２袋もあり大変だ。朝

一番に持っていっても、先着の人がいる。私は奥

からギュッとつめておく。でもこの季節はとても

嫌だ。どうしてかというとゴミステーションの生

ゴミがすごくくさいからだ。袋の下に変な色の汁

がたまっているのを見ると朝から気分が悪い。夜

から置いているのではないかと、誰かのマナーの

悪さにがっかりする。でも、そんなゴミステー

ションも次のゴミ捨ての日にはきれいになってい

る。考えてみると、私が学校に行っている間、収

集してくれる人がいるのだ。そこに置いておけば

ゴミは自然になくなるけど、誰かがやってくれて

いる。税を考える時に改めてそのことに気付い

た。市の清掃の人がやってくれているということ

だが、あのゴミを個人で何とかするとなったら気

が遠くなる。手におえない大きなゴミは邪魔にな

るし、生ゴミは悪臭。一人ではできないことを、

出せる分のお金を出し合って、環境を整えるとい

うのが、税金を集める大きな理由だと思う。

　日曜日に町内の清掃があった。自分の家のこと

ではなく、みんなが使う道や目につく石がきなど

の整理整頓をする日で年に２回ある。私も手伝

い、大きな袋２袋分に枯枝をつめた。収集場所に

は、私の班だけでも20袋ほどとロープで結んだ木

の枝がたくさんあって、道を塞ぐほどだった。し

ばらくすると、市の作業服を着た人たちがトラッ

クでやってきて、次々とゴミを積み入れ、またも

とのきれいな道になった。個人がボランティアで

できることもあるけれど、個人ではどうにもでき

ないこともある。大きな力がいる時、広い場所が

必要な時など、みんなの力を合わせるためにも少

しずつ、お金を負担し合うというのが税金だと思

う。

　この家に引っ越して約３年になるけれど、陸上

競技場に近いし、周りは緑でいっぱいだし、私に

とって大好きな環境だ。でも、これは掃除やゴミ

拾いもだけど、私たちの知らないところで、「税

金」の力を借りて整備してもらっている。美しい

この地域が誇りだ。

　今、私が払っている消費税や、将来大人になっ

てから払うことになる税金も、こんなに子供たち

から喜ばれる、感謝されるような使い方をしてほ

しいと心から思う。

諫早税務署長賞  美しい環境と税

諫早市立諫早中学校３年　松　原　美　月 さん　
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国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると

税務署に出向くことなく、自宅等から確定申告ができます。 

申告書の提出方法 
   →インターネットから送信（e-Tax)又は印刷して郵送 

  いつでも利用可能！ 
確定申告期間中は、休日を含め24時間利用できます。 
 

    自動計算機能付！ 
収入金額や控除金額などを入力することで、税額を自
動で計算することができます。 

※ 申告会場の開設期間は裏面に記載しています。 

ネットでできます！！確定申告 

(注) 例１：マイナンバーカード   例２：「通知カード」+「運転免許証や公的医療保険の被保険者証など」 

申告には申告者ご本人や扶養親族の方などのマイナンバーの記載＋ 
 申告者ご本人の本人確認書類(注)の提示又は写しの添付 
                                     もお忘れなく！ 

医療費控除を受けるための手続が変わります!！ 

医療費控除の領収書が提出不要となりました 

※平成29年分の確定申告から領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の 
  提出が必要です。 
 （明細書は国税庁ホームページ「作成コーナー」で作成できます。） 

※医療費の領収書は自宅等で5年間保存する必要があります。 
  （税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。） 

※明細書に関するご質問は、最寄りの税務署にお電話で、お問合せできます。 
 
（注）平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示に 
     よることもできます。 
 

マイナンバーの記載について 
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自宅で申告書を作成中に、ちょっと分からないことがあるん
だけど、どこに聞けばいいかな？ 

    申告に関するご質問や必要な書類の確認などは、 
   お電話で問い合わせることができます。 

 諫早税務署 （0957）22－1370  
   ご用件に応じて番号を選択してください。 

確 定 申 告 に 関 す る 
お 問 合 せ 

「０」番をプッシュ 【平成30年１月12日から３月15日まで開設】 

所得税、消費税及び贈与税の確定申告に関するお問合せ 
【確定申告テレホンセンターの担当者におつなぎします。】 

「１」番をプッシュ 
【電話相談センターの担当者におつなぎします。】 

国税に関する一般的な 
お 問 合 せ 

所得税  ・  贈与税の申告と納付は 平成３０年３月１５日（木）まで 

個人事業者の消費税の申告と納付は 平成３０年４月２日（月）まで 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【確定申告会場】 

場会 

間期 

付受 

お問合せ先のご案内 
～ご不明な点等は、お電話で問い合わせることができます～ 

確定申告会場は、２月16日（金）から開設します！ 

・ 会場開設当初と申告期限間近は、特に混雑することが予想されます。 

・ 混雑状況により早めに申告会場の受付を終了する場合があります。 

諫 早 税 務 署 
〒854-8666 諫早市永昌東町25番45号 

平成３０年２月１６日（金）から 
平成３０年３月１５日（木）まで 
※ 土・日曜日は休みとなります。 

午前９時から午後４時まで 
※ 上記期間中は、 税務署周辺の道路が大           
   変混雑しますので、申告会場にお越しの際 
   は、公共交通機関をご利用 ください。 
 
 

JR諫早駅・島原鉄道諫早駅・バスターミナルから徒歩５分 
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◆ 閉庁日に対応する日 

平成３０年２月１８日（日）及び２月２５日（日） 

※ 受付時間：両日とも午前９時から午後４時まで 

 

◆ 申告会場 

NBC 別館（長崎市上町１－３５） 

※ 長崎税務署の庁舎では、申告相談を行いません。 

※ NBC 別館は長崎税務署の職員が対応いたします。 

 

◆ 対応業務 

・ 確定申告書用紙の配付 ・ 申告相談 

・ 確 定 申 告 書 の 収 受 ・ 納付相談 

 

平成 2９年分 確定申告期における税務署の閉庁日対応 

 


