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　只今、ご紹介いただきました公益社団法人諫早大村法人会会長の永江でござ
います。定時総会開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
　会員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、ご出席いただき誠にありがと
うございます。
　また、ご来賓として、大久保諫早市長様、井手県央振興局長様、岡本諫早税務
署長様をはじめ、多数のご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、一昨年発生した新型コロナウイルスは、依然として毎日多くの感染者が確
認されており、終息が見通せない中、日本経済への影響も大変大きなものとなっ
ています。
　また、ロシアによるウクライナ侵攻や円安ドル高の影響も大きく、原油高や原材
料の高騰などにより、消費者はもちろん、我々中小事業者においても、大変厳しい状況が続いております。
　しかし、これらの課題を克服したときこそ、新しいビジネスチャンスを掴むことができ、さらなる飛躍を遂げる
ことができると信じております。
　このような状況の中、明るい話題としては、今月１０日から西九州新幹線「かもめ」の走行試験が始まり、９
月２３日の開通まで４か月を切りました。諫早駅や新大村駅周辺では再開発が進み、新しいまちづくりが進んで
います。関係機関におかれましては、新幹線効果を最大限に発揮するため、全線フル規格の実現に努力して
いただきたいと思います。
　法人会の事業活動では、昨年度一部中止した事業はあるものの、感染予防対策を行いながら、講師を招
いての経営セミナーや新春講演会、決算法人説明会などを実施し、多くの会員の皆様方に参加していただき
ました。
　また、毎年、青年部会が実施している「租税教室」や女性部会主体の「税に関する絵はがきコンクール」に
つきましては、コロナ前と同じような形で、実際、小学校を訪問し、実施することができました。
　この他、諫早市長、大村市長、両市議会議長を副会長とともに訪問し、「税制改正に関する提言」を行った
際には、会員企業が抱える課題などを説明し、実情を訴えたところでございます。今後とも中小企業に対する
支援等をお願いしたいと考えております。
　当法人会といたしましては、「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」という理念のもと、法人会活動をさらに充実さ
せていくため、組織強化や福利厚生事業の推進が重要な課題であると捉え、会員増強、経営者大型総合保
障制度等の普及促進に取り組みたいと考えておりますので、皆様方のご協力をよろしくお願いします。　
　平成２５年から２９年まで、当法人会の会長を務めていただきました石坂和彦様が、納税功労として、令和４
年春の叙勲「旭日双光章」を受章されました。誠におめでとうございます。今後ともお体に気をつけていただ
き、ますますご活躍されますことをお祈りいたします。
　今年度の総会は、３年ぶりに記念講演会、懇親会を開催します。長丁場となりますが、皆様、最後までよろし
くお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和４年５月２５日】

第10回定時総会会長挨拶
公益社団法人諫早大村法人会　会長　　永江　正澄

法人会の活動状況
第10回定時総会

　第10回定時総会が令和４年５月25日諫早市のグ
ランドパレス諫早において開催されました。新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため２年連続して中止
していた総会記念講演会及び懇親会を３年ぶりに開
催しました。
　永江会長挨拶の後、議事へ進行し、第１号議案 
令和３年度事業報告及び決算報告、第２号議案 役
員選任については、それぞれ承認されました。引き
続き、公益事業の充実や組織・財政基盤の強化など
事業活動の基本方針等を盛り込んだ令和４年度事業
計画及び収支予算について報告がありました。
　ご多忙の中、ご来賓としてご臨席の大久保潔重諫
早市長様、井手美都子長崎県県央振興局長様、岡本
憲治諫早税務署長様からご祝辞をいただきました。
　総会記念講演会は、学校法人鎮西学院学院長兼鎮
西学院大学学長の姜尚中氏を講師にお招きし､『激
変する世界を読み解く－日本はどうなる、どうする
－』をテーマに講演していただきました。昨今の世
界情勢を踏まえ歴史的な背景を含めご講演をいただ
きました。

令和４年度青年部会定時総会
　令和４年５月25日、青年部会定時総会が開催され
ました。議事では、令和３年度事業報告・収支計算
書、租税教室など租税教育活動の充実や財政健全化
のための健康経営プロジェクトの積極的な推進、会
員拡大などを含む令和４年度事業計画・収支予算書
が承認されました。

第 23回女性部会定時総会
　令和４年５月16日、諫早税務署長をご来賓として
お招きし、女性部会定時総会が開催されました。議
事では、令和３年度事業報告・収支計算書、小学生
を対象とした「絵はがきコンクール」の募集案内先
の大幅拡充や研修会の実施、会員拡大などを盛り込
んだ令和４年度事業計画・収支予算書が承認されま
した。
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　令和４年２月22日、大村市において経済ジャーナリスト
須田慎一郎氏を講師に迎え､『どうなる2022年！コロナ後
の日本経済』をテーマに講演会が開催されました。経済や
政治動向などについて、わかりやすく解説していただきま
した。

小野小学校 飯盛東小学校 諫早小学校

西諫早小学校 三浦小学校 福重小学校

令和 4年度行事予定

日　時 行事内容 場　所

９月22日（木）１０：００～１２：００ ９・10・11月決算法人説明会
講師：諫早税務署法人課税担当官

諫早市
ホテルグランドパレス諫早

１１月9日（水）１５：３０～１７：００ オンラインセミナー　『年末調整実践セミナー』
講師：税理士　大岡 百合子氏 オンライン

１１月17日（木）16：00～17：30 経営セミナー　『人口減少　日本で起きること』(仮題）
講師：河合 雅司氏　（人口減少対策総合研究所理事長） 未定

１１月２２日（火）１０：００～１２：００ 12・１・２月決算法人説明会
講師：諫早税務署法人課税担当官

諫早市
Ｌ＆Ｌホテルセンリュウ

２月頃（予定） 新春講演会 未定
３月（予定） ３・４・５月決算法人説明会

講師：諫早税務署法人課税担当官 未定

※詳細については、チラシ・ホームページでお知らせします。

新春講演会

租税教室（青年部会）
〇令和４年６月６日～７月15日
　・諫早市／小野小、飯盛東小、諫早小、西諫早小　・大村市／三浦小、福重小

　第16回法人会全国女性フォーラム静岡大会が、令和４年４月14日（木）にツインメッセ静岡で開催
されました。新型コロナウイルス感染が完全に収束していない中での開催となり、例年通りに女性部会
長・副部会長での参加になりました。
　第一部は俳優の別所哲也氏の記念講演がありました｡「多様性ある表現発信とメディアリテラシーの
創出」の演題でショートフィルムを観覧しながらの講演でした。中でも“世界は自分が志せば広がる”
のメッセージに共感しました。
　第二部の式典は国税庁長官・静岡県知事・静岡市長・全国法人会総連合女性部会連絡協議会会長等
錚々たる方々のご挨拶がありました。その後静岡県連の各部会の活動報告がありました。租税教室の開
催や税のセミナー開催・親子の税金探検会の開催など、地域ごとに色々な方法で税のオピニオンリー
ダーとしての報告がありました。
　第三部は懇親会でした。懇親会ですが、新型コロナウイルス感染拡大を考慮されたため、前年同様に
一人ずつのお弁当形式での懇親会でした。会場も北館と南館に分かれていました。静岡県はお茶の産地
で有名ですが、お茶のみならず、フルーツ大国と言われるぐらいフルーツの出荷高も全国でも多いとの
ことで、本当にいろんな食材がお弁当の中に入っていました。１席６名のテーブルで、島原法人会の
方々と同席でしたので、マスク会食にて情報交換をしました。
　静岡開催でしたので、前日より静岡入りして、大会に臨みました。前日は静岡市内の郷土料理のお店
で駿河湾の魚介を堪能しました。翌日は出発の時間まで、現在大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の主人公
北条義時のゆかりの地を巡ってきました。ただ、３日間とも雨模様で富士山が見えなかったのが残念で
した。
　来年は愛媛大会（本来は15回大会予定）リベンジです｡「愛顔咲く　マドンナたちの新時代～ともに
拓こう　媛の国から～｣、記念講演は俳句の夏井先生を予定されています。ふるってご参加いただきま
すようお願いします。

【女性部会：福谷美保子、中島寿美子、重松泰子】

全国女性フォーラム静岡大会全国女性フォーラム静岡大会

１１月22日（火）１３：００～１５：００ 新設法人説明会
講師：諫早税務署法人課税担当官

諫早市
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　第16回法人会全国女性フォーラム静岡大会が、令和４年４月14日（木）にツインメッセ静岡で開催
されました。新型コロナウイルス感染が完全に収束していない中での開催となり、例年通りに女性部会
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　第一部は俳優の別所哲也氏の記念講演がありました｡「多様性ある表現発信とメディアリテラシーの
創出」の演題でショートフィルムを観覧しながらの講演でした。中でも“世界は自分が志せば広がる”
のメッセージに共感しました。
　第二部の式典は国税庁長官・静岡県知事・静岡市長・全国法人会総連合女性部会連絡協議会会長等
錚々たる方々のご挨拶がありました。その後静岡県連の各部会の活動報告がありました。租税教室の開
催や税のセミナー開催・親子の税金探検会の開催など、地域ごとに色々な方法で税のオピニオンリー
ダーとしての報告がありました。
　第三部は懇親会でした。懇親会ですが、新型コロナウイルス感染拡大を考慮されたため、前年同様に
一人ずつのお弁当形式での懇親会でした。会場も北館と南館に分かれていました。静岡県はお茶の産地
で有名ですが、お茶のみならず、フルーツ大国と言われるぐらいフルーツの出荷高も全国でも多いとの
ことで、本当にいろんな食材がお弁当の中に入っていました。１席６名のテーブルで、島原法人会の
方々と同席でしたので、マスク会食にて情報交換をしました。
　静岡開催でしたので、前日より静岡入りして、大会に臨みました。前日は静岡市内の郷土料理のお店
で駿河湾の魚介を堪能しました。翌日は出発の時間まで、現在大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の主人公
北条義時のゆかりの地を巡ってきました。ただ、３日間とも雨模様で富士山が見えなかったのが残念で
した。
　来年は愛媛大会（本来は15回大会予定）リベンジです｡「愛顔咲く　マドンナたちの新時代～ともに
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【女性部会：福谷美保子、中島寿美子、重松泰子】

全国女性フォーラム静岡大会全国女性フォーラム静岡大会

１１月22日（火）１３：００～１５：００ 新設法人説明会
講師：諫早税務署法人課税担当官

諫早市
Ｌ＆Ｌホテルセンリュウ

諫早大村法人会　法人会だより　第64号 5諫早大村法人会　法人会だより　第64号4



諫早税務署
法人課税部門
新任統括官
プロフィール

諫早税務署からのお知らせ

着任のご挨拶

　この度の定期人事異動で、諫早税務署長を拝命
いたしました田中でございます。
　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。
　前任は、東京国税局の調査第一部において、主
に外国法人に対する税務調査に取り組んで参りま
した。以前、福岡国税局での勤務は経験しました
が、諫早税務署は初めての勤務になります。管内
の諫早、大村両市は長崎県の中央に位置し古くか
ら交通の要衝として栄えた地であり、本年９月に
は西九州新幹線が開業するなど、活気にあふれる
この地で勤務できますことを大変光栄に思ってお
ります。
　さて、諫早大村法人会におかれましては、平成
２年に社団化されて以来､「税のオピニオンリー
ダー」として、また､「よき経営者を目指す団
体」として、経営セミナ―や講演会、決算法人説
明会などの税知識の普及啓発活動に努められ、青
年部会・女性部会による租税教室や税の絵はがき
コンクールなど活発な地域貢献活動により、企業
と地域社会の健全な発展に大変熱心に取り組んで
おられます。

　これもひとえに永江会長はじめ役員の皆様方の
熱心なご指導のもと、会員の皆様方が積極的な事
業活動を展開された賜物であり、これまでのご努
力に対し深く敬意を表す次第であります。
　ところで、ワクチン接種により収束するかに見
えた新型コロナウイルス感染症について、感染者
が再び増加に転じるなど、いまだ予断を許さない
状況にあります。このような中にあって、ｅ-Tax
による申告手続きやダイレクト納付などの非対面
での手続きは、単に利便性向上だけではなく、納
税者の皆様の安全性確保にもつながるものであり、
我々としましてもこれらの手続きの普及と利便性
向上に努めてまいる所存です。
　また、令和５年10月からは適格請求書等保存
方式（インボイス制度）が導入されます。国税当
局といたしましては、制度の円滑な実施に向けて、
丁寧な周知・広報に努めてまいりますので、今後
とも貴会会員の皆様方のお力添えを賜りますよう
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、私の着任の挨拶と
させていただきます。

田中　睦諫早税務署長
  た 　なか　　　 まこと

【略　　歴】
　平成24年7月　東京国税局　小田原税務署　総務課長
　平成26年7月　東京国税局　蒲田税務署　総務課長
　平成27年7月　東京国税局　世田谷税務署　特別国税調査官
　平成29年7月　税務大学校専門教育部　教授
　令和01年7月　東京国税不服審判所　副審判官
　令和02年4月　東京国税不服審判所　審判官
　令和03年7月　東京国税局　調査第一部　統括国税調査官
　令和04年7月　諫早税務署長

【生年月日】昭和37年５月14日生（60歳）

【出 身 地】福岡県行橋市

【性格分析】明るくプラス思考

【座右の銘】物来順応

【健 康 法】ランニング

諫早税務署長　田中　睦　プロフィール

村田　裕樹
むら  た　　　ゆう  き

【役　　職】
　法人課税第一部門統括国税調査官

【氏　　名】

【生年月日】
　昭和50年９月22日生（46歳）

【出  身  地】
　長崎市

【性格分析】
　真面目でちょっと天然

【座右の銘】
　Appreciate the moment

【健  康  法】
　よく笑うこと
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