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　新年あ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、
健やかに新年をお迎えになったこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、法人会会員、役員の皆様方をはじめ、税務当局、女
性部会、青年部会の皆様方の温かいご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症は、第８波に入ったと言われていますが、これまでとは異なり
社会経済活動は維持しながら、感染拡大を防ぐこととされています。会員の皆様方におか
れましては、コロナ禍に加え円安や物価高騰などの影響もあり、大変厳しい状況ではない
かと拝察いたします。
　法人会の事業活動においては、講演会や決算法人説明会、経営セミナーなどについて
は、新型コロナウイルス感染症予防対策を行いながら、コロナ禍前と同様に実施しています。
また、小学生に対し正しい税知識の理解を深めることを目的として青年部会が毎年実施し
ている「租税教室」を、今年度は６小学校で開催しました。併せて、女性部会主催の「税
に関する絵はがきコンクール」については、諫早税務署管内租税教育推進協議会の協力
を得て募集したところ、昨年度より大幅に多い３０１点の応募がありました。審査会におい
て優秀作品を選定し、各小学校を訪問し表彰したところです。この他、毎年実施している
税制改正に関する提言書を諫早市や大村市の市長、市議会議長に提出しました。その際、
コロナ禍における物価高騰や原材料高等による価格転嫁の困難さなど会員企業が抱える
課題について説明し、市長・議長から国や県に対し声を上げていただくことや市でできる
施策の充実を強く訴えたところです。
　また、諫早大村法人会の活動を充実させていくためには、組織強化が重要な課題と捉え、
役員一同会員増強に取り組んでおりますので、会員の皆様方にもご協力をお願いいたしま
す。
　本年も皆様方にとりまして輝かしい年になりますよう祈念申し上げまして、年頭のご挨拶
とさせていただきます。

令和５年 年頭のご挨拶
公益社団法人　諫早大村法人会　会長　　永江　正澄

　あけましておめでとうございます。
　令和５年の新春を迎えるに当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
公益社団法人諫早大村法人会の皆様方におかれましては、日ごろより税務行
政への格別なご支援をいただき厚くお礼申し上げます。
　旧年中は、ロシアのウクライナ侵攻に始まり、世界的な資源高や為替の変動など大きな混乱が生じ
たことから、企業経営において非常に難しい年であったことと推察いたします。
　一方で、新型コロナ感染症の影響が続いているものの、行動制限は解除され、さらに、西九州新
幹線が開業するなど、明るい話題もありました。
　そのような中においても、法人会では「税のオピニオンリーダー」として決算法人説明会をはじめ、
新設法人説明会、絵はがきコンクール、租税教室の実施にご尽力いただくとともに、「e－Ｔax」や「キャッ
シュレス納付」、「インボイス制度」等の税情報の周知・広報にご協力いただきました。
　これらすべて、永江会長をはじめ、役員及び会員の皆様方のご協力の賜物であり、諫早税務署職員
一同、深く感謝しております。
　ところで、令和５年 10月よりインボイス制度が開始されます。
　制度開始日よりインボイス発行事業者となるためには、令和５年３月末までに登録の申請手続きを終
えていただく必要がございますが、申請期限が近づきますと、申請が増え登録までにお時間がかかるこ
とが予想されますので、登録を予定されている企業におかれましては、早めの申請をお願いいたします。
　また、税務署においてこれから令和４年分の所得税・贈与税等の確定申告が始まりますが、国税庁
では、納税者の利便性向上と新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、非対面の申告納税
手段であるスマホ申告及びキャッシュレス納付の利用を促進しておりますので、従業員の皆様へご利用
のお声かけお願い申し上げます。
　合わせて企業の皆様が行っている毎月の源泉所得税の納付方法としまして、キャッシュレス納付の中
でも「ダイレクト納付」が大変便利な方法となっておりますので、まだご利用でない企業の皆様には、是非、
一度ご検討いただきますようよろしくお願い申し上げます。
　令和５年は卯年でございます。うさぎは跳ねることから、卯年は景気が上向きに跳ねる縁起の良い年
と言われています。諫早大村法人会の皆様方にとって飛躍の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。

新年のあいさつ
諫早税務署長　　田中 　睦

諫早大村法人会主催・諫早間税会共催　新春講演会

「世界、日本、そして地方の経済はどうなるのか？」
講　師：京都大学大学院 工学研究科 教授　藤 井　聡　氏
日　時：令和５年２月 22 日（水）　15 時 30 分～ 17 時 00 分
場　所：ホテルグランドパレス諫早（諫早市宇都町３－35）
参加費：無 料

※詳細については、後日チラシでお知らせします。
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　法人会全国大会千葉大会は、コロナ禍により３年ぶりに全国
の法人会から多数集まり開催されました。
　第１部では、キャスター安藤優子氏の記念講演（テーマ「女
性がテレビで働くということ」）、第２部の式典では、全国法人
会総連合会長の挨拶、国税庁長官等の祝辞、表彰受彰会紹介に
続き、令和５年度税制改正に関する提言の報告が行われました。
その後、青年部会による租税教育活動の事例発表がありました。
　大会宣言では、「中小企業の活性化に資する税制」、「事業承
継税制の抜本的改革」等を中心とする「税制改正に関する提言」
の実現を強く求めました。

11月14日　村崎大村市議会議長・朝長副議長11月14日　園田大村市長

11月15日　林田諫早市議会議長11月15日　大久保諫早市長

第38回法人会全国大会　千葉大会
令和４年10月13日（木）

令和５年度税制改正スローガン
●ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、税財政改革の実現を！
●適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！
●厳しい経営環境を踏まえ、中小企業の活性化に資する税制を！
●中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！ 

諫早大村法人会の活動状況（令和 4 年 9 月以降分）
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諫早税務署長との意見交換会
【会長、副会長、女性部会副部会長、青年部会長】
決算法人説明会【参加者１３名】
厚生委員会
税に関する絵はがきコンクール作品審査会
【会長、女性部会副部会長、青年部会長、税務署長ほか】
法人会全国大会千葉大会【会長、専務理事】
正副会長会
諫早税務署管内税務連絡協議会総会【会長、専務理事】
理事会
オンラインセミナー「年末調整実践セミナー」【参加者２５名】
税制改正提言（大村市）【会長、副会長】
税制改正提言（諫早市）【会長、副会長】
絵はがきコンクール優秀作品表彰【女性部会長・副部会長】
経営セミナー「人口減少への対処等」【参加者６７名】
決算法人説明会【参加者１７名】
新設法人説明会【参加者２２名】
法人会全国青年の集い沖縄大会【青年部会長ほか】
租税教室（長崎大学教育学部鈴木ゼミ）【青年部会長ほか】
絵はがきコンクール作品展（ﾐﾗｲon図書館）
絵はがきコンクール作品展（諫早図書館）
絵はがきコンクール作品展（諫早税務署）
新春講演会（講師：藤井聡氏）

諫早税務署長との意見交換会

絵はがきコンクール優秀作品表彰 ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ 　｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

経営セミナー「人口減少への対処等」

租税教室「長崎大学教育学部」

絵はがきコンクール作品審査会

絵はがきコンクール作品展
松原小学校 西大村小学校

諫早小学校 小野小学校

月　日 内　　容

11月14～21日

11月24～25日

11/25～12/6
12/13～12/20
2/15～3/15

会長・副会長による税制改正提言活動
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絵はがきコンクール作品展（諫早図書館）
絵はがきコンクール作品展（諫早税務署）
新春講演会（講師：藤井聡氏）

諫早税務署長との意見交換会

絵はがきコンクール優秀作品表彰 ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ 　｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

経営セミナー「人口減少への対処等」

租税教室「長崎大学教育学部」

絵はがきコンクール作品審査会

絵はがきコンクール作品展
松原小学校 西大村小学校

諫早小学校 小野小学校

月　日 内　　容

11月14～21日

11月24～25日

11/25～12/6
12/13～12/20
2/15～3/15

会長・副会長による税制改正提言活動
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令和４年度 税に関する絵はがきコンクール優秀作品 優　秀　賞

　「税に関する絵はがきコンクール」は、租税教育活動の一環として女性部会が主体となり全国の法
人会で実施されています。
　今年度は、青年部会主体の「租税教室」実施小学校など30小学校の６年生に応募用紙を配付したと
ころ、301点の応募がありました。審査会を実施し、次のとおり優秀作品を選定しました。最優秀賞
等の作品については、小学校へ出向き表彰を実施しました。

最優秀賞
吉田 一土さん（諫早小）

法人会長賞
本村 駿さん（松原小）

諫早税務署長賞
菅 悠花さん（小野小）

斉藤 颯汰さん（諫早小）

内田 かのんさん
（西大村小）

森 和華さん
（福重小）

古川 心優さん
（西大村小）

山口 心絆さん
（三浦小）

女性部会長賞
野中 佳歩さん（西大村小）

青年部会長賞
宮副 芽生さん（小野小）

宅島 咲希さん（北諫早小）

磯部 菜友さん（西諫早小）

紀伊国屋 珀斗さん（松原小）
井川 幸結さん

（みはる台小）

諫早大村法人会　法人会だより　第65号 7諫早大村法人会　法人会だより　第65号6
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『税とは』
大村工業高等学校　２年　粒﨑　成実

　税金のない世界とはどんなものだろうか。物を買うときに必ず支払わなければいけない
消費税がないことで余分にお金を支払わずに済む。また、収入を得ると税金がかかり、多
い人は累進課税により多くの収入を搾取される。その所得税がなくなって、自分が一生懸
命働いた分に見合う収入を得ることができる私はそんな世界は最高じゃないのかずっと
思っていた。だが、その考えは税のことを知れば知るほど間違っていることに気づいた。
　世界に目を向けてみると、大きく二種類の税の様態に分けられる。そこで二つの国と日
本を比較してみようと思う。
　まず、アメリカは低福祉低負担と呼ばれるように人々が納めなければならない税金が少
ない。また、どこにどうお金を使うか自分で決められるといったメリットがある。その一
方で、救急車を利用する際にお金を支払わないといけない。また、いざとなったときに受
ける公的な援助がないことが挙げられる。社会保障が手薄なため、病院に受診するだけで
多額のお金が請求される。すると、収入が少ない人や金銭面に余裕がない人は十分な治療
を受けることができないだろう。実際に、自己破産した人の中の半数以上は医療費が原因
で破産している。
　次に、スウェーデンは高福祉高負担と呼ばれるように税の負担がかなり大きいが、手厚
い公的援助もある。例えば、出産費用や二十歳までにかかる医療費、大学までの学費が無
料だ。また、高齢者が活躍できるように国の支援として医療や年金、社会保障を充実させ
ている。だが、高負担なだけあって何をするにしても税の負担が大きくなる。だから、働
いていないと財政難に陥ることがあるだろう。
　そして日本は救急車を呼んでもお金を払う必要はない。というのも私たちが税金を払っ
てそれで賄っているからである。また、病気などで病院を受診するときに公的医療保険に
加入していることで保険証を利用すると、保険適応ならば自己負担は三割で済む。さらに
私たち学生に不可欠である、教科書・机・椅子・去年配布されたタブレットなどに税金は
使われている。私たちがここまで成長できたのは税金があるおかげと言っても過言ではな
い。
　今まで調べてきた中で分かったことがある。それは、私たちの人生は税によって成り立っ
ているということだ。私は喘息や側湾症、肌が弱く、よく病院に行っている。両親にたく
さんの負担をかけてしまっているなと申し訳なく思うことが何度もあった。以前、病院か
ら帰っているときに「たくさん負担かけてしまってごめんね。」と言ったところ、母から、「全
然良かよ。私たちが税金を払っとるけん、それで守られとると。謝らんで良かとよ。」と言っ
てくれたのを思い出した。
　税金とは社会全体を担うものであると気づかされた。納税の義務をしっかり果たし、よ
り税の在り方や価値を知りたい。

　第36回法人会全国青年の集い『沖縄大会』が、令和４年11月24日、11月25日に開催されました。
昨年の佐賀大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により、部会長だけしか参加できません
でしたが、本年は部会長の石坂鉄平と会員の高島さん、岩永君の３名で参加してきました。青年の集
いは、青年部会員の研鑽や交流の場として、全国各地で毎年１回開催しています。沖縄大会は、方言
で相互扶助を表す「ゆいまーる」をスローガンに掲げ、長寿地域として沖縄に深く根ざしてきた食や
文化芸能、自然を体験し、会員相互が絆を深める事で、「法人会から日本を変える」気概と覚悟を持
ち帰り、各々が先導者として、未来を切り拓く事を願い開催されました。沖縄大会では、全国の青年
部会長が数十のテーブルに分かれて討議を交わす部会長サミットや、パネルディスカッション、全国
の租税教育活動の取り組み事例発表など様々なファンクションが満載で、多くの学びがありました。
　大会期間中は、あいにくの天気でしたが、様々な場所で沖縄の風を感じることができました。今後
の青年部の活動が発展して行く為のヒントも沢山生まれました。来年は山形大会。また多くの仲間と
一緒に参加し、楽しい時間を共有できる事を今から楽しみにしております。

【青年部会長　石坂　鉄平】

令和４年度「税に関する高校生の作文」福岡国税局長賞
第36回 法人会全国青年の集い　沖縄大会 

　ID・パスワードを入力すること
により、全コンテンツ約600本
のセミナーがご覧いただけます。
　ID・パスワードは、送付したチ
ラシをご覧になるか、事務局にお
尋ね下さい。

☎ 0957-22-8479

公開中コンテンツ一例

諫早大村法人会より無料インターネットセミナーのご案内
ホームページからご覧いただけます。今すぐ　　　　　　　　　　　 で諫早大村法人会 検索

セミナー名

浅野 　潔

藤岡 聖子

福井 崇人

粂井 優子

54分

40分

43分

33分
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元海上自衛隊作戦教官が語る　VUCA の時代に勝ち残る！
ミリタリー式組織マネジメント

社会で活躍する人材になる
子どもの育て方（前編）

あなたの会社は何点？働き方改革
整理整頓プロジェクトで生産性アップ！

これからの企業ブランディング

講　師 分数
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※ご利用には別途通信料がかかります。

諫早税務署からのお知らせ

確定申告 ～自宅で簡単 e-Tax～

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、
税務署へ出向かずに、スマホ・パソコンから確定申告書を e-Taxで送信（提出）
できます。

画面の案内に従って金額などを入力するだけで、

申告書が作成できます。

スマホの方は

こちらから →

〇 マイナンバーカードを使って送信

〇 ＩＤとパスワードで送信

※１ ①マイナンバーカードと②ＩＣカードリーダライタ又はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンが必要です。
※２ 申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、最寄りの税務署で事前に①ＩＤ（利用者識別番号）と

②パスワード（暗証番号）を取得する必要があります。

ＩＤ・パスワード方式は暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

（※１）

（※２）
送信方法は２通り︕

ＳＴＥＰ１
国税庁ＨＰへ
アクセス

ＳＴＥＰ２
申告書を作成

スマホのカメラで
給与所得の源泉徴収票を
読み取り自動入力︕

ＳＴＥＰ３
申告書を送信

作成コーナー

さらに、スマホ申告なら…

相談はチャットボットや電話でもできます
チャットボットでの相談▼ お電話での相談

税務職員ふたば

e-Taxの使い方
（操作方法等）

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

0570-01-5901
（全国一律市内通話料金）

ご質問を入力いただけ

れば、AI を活用した

「税務職員ふたば」が

お答えします。

小規模事業者
持続化補助金
リーフレット

（商工会地区）※
小規模事業者持続化
補助金事務局
ホームページ

（商工会議所地区）
小規模事業者持続化
補助金事務局
ホームページ

IT導入補助金
リーフレット

IT導入補助金
事務局ホームページ

○　税務相談チャットボット（インボイス制度）
　　ご質問内容をメニューから選択するか、文字で入力いただくと、
　AI（人工知能）を活用して、「税務職員ふたば」が自動でお答えします。
　　上記「インボイス制度特設サイト」からもご利用いただけます。

○　軽減・インボイスコールセンター（消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター）
　　　専用ダイヤル　0120-205-553（無料）　【受付時間】９：00 ～ 17：00（土日祝除く。）
　　インボイス制度及び軽減税率制度に関する一般的なご質問を受け付けています。

※　個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談）を希望される方は、所轄
の税務署への電話（音声ガイダンスに沿って「２」を押してください。）により、面接日時等をご予
約いただくようお願いします。

適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関するお問合せ先

インボイス制度特設サイト

（参考２）「免税事業者及びその取引先のインボイス
　　　　制度への対応に関するＱ＆Ａ」

　インボイス制度に関する説明会の開催案内や制
度の概要に関する各種資料等を掲載しています。
　また、国税当局において、インボイス制度をご
理解いただくため、WEB形式による説明会（オ
ンライン説明会）を実施しています。
　全国どこからでもオンライン説明会に無料で参
加することができます。

（参考１）各種補助金のお知らせ
　インボイス制度への対応などに係る補助金として、以
下の補助金があります。
〇　IT導入補助金
　　会計ソフトや受発注システム等の導入に対する補助
　金です。
〇　小規模事業者持続化補助金
　免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける
場合の環境変化への対応を支援する目的で、インボイ
ス枠（特別枠）が設けられています。
　それぞれの補助金について、詳しくはリーフレット
及び事務局ホームページをご参照ください。

　ご自身が免税事業者である場合や、取引先が免税事業者である場合の対応に関する
考え方について、関係省庁連名でQ＆Aが公表されています。
　例えば、インボイス制度を契機とした取引条件の見直しについて独占禁止法などで
問題となる行為、免税事業者であり続けた場合の取引への影響、課税事業者となった
場合に必要となることなどについて解説されていますので、ご参照ください。

公正取引委員会
ホームページ

特設サイト

税務職員ふたば

チャットボットの
ご利用はこちらから

※　「商工会地区」については、お問合せ先は所在地によって
異なるため、上記事務局ホームページをご参照ください。
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※ご利用には別途通信料がかかります。

諫早税務署からのお知らせ
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※１ ①マイナンバーカードと②ＩＣカードリーダライタ又はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンが必要です。
※２ 申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、最寄りの税務署で事前に①ＩＤ（利用者識別番号）と
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インボイス制度特設サイト
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　インボイス制度に関する説明会の開催案内や制
度の概要に関する各種資料等を掲載しています。
　また、国税当局において、インボイス制度をご
理解いただくため、WEB形式による説明会（オ
ンライン説明会）を実施しています。
　全国どこからでもオンライン説明会に無料で参
加することができます。

（参考１）各種補助金のお知らせ
　インボイス制度への対応などに係る補助金として、以
下の補助金があります。
〇　IT導入補助金
　　会計ソフトや受発注システム等の導入に対する補助
　金です。
〇　小規模事業者持続化補助金
　免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける
場合の環境変化への対応を支援する目的で、インボイ
ス枠（特別枠）が設けられています。
　それぞれの補助金について、詳しくはリーフレット
及び事務局ホームページをご参照ください。

　ご自身が免税事業者である場合や、取引先が免税事業者である場合の対応に関する
考え方について、関係省庁連名でQ＆Aが公表されています。
　例えば、インボイス制度を契機とした取引条件の見直しについて独占禁止法などで
問題となる行為、免税事業者であり続けた場合の取引への影響、課税事業者となった
場合に必要となることなどについて解説されていますので、ご参照ください。

公正取引委員会
ホームページ
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※　「商工会地区」については、お問合せ先は所在地によって
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