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福 岡 国 税 局
間税会連合会

消費税　活かすみんなの　間税会

間税会は消費税のあり方を考える会です
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宮地嶽神社（福岡県福津市）
　開運、商売繁盛にご利益があると、いにしえより人々の信仰を集めた宮地嶽神社。全国にあ

る宮地嶽神社の総本社で拝殿には見るものを圧倒する巨大な注連縄が。境内にある大太鼓、大

鈴とともに３種の日本一を観ることができる。
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　年頭のご挨拶
　平成 27 年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、健やかに新年を迎えられたものと

拝察しお慶び申し上げます。平素より当連合会の会務運営に対し深

いご理解とご協力を賜り感謝いたしております。

　昨年は、９月に「全国間税会総連合会第 41 回通常総会・福岡大会」

が実現し、14 年振り４回目の開催担当局連として記念すべき年と

なりました。

　おかげさまで、全国の会員の皆様並びに国税ご当局のご支援ご協力により、700 名を超える

規模の大会となり、盛会のうちに無事終了することができました。ここに厚くお礼申し上げま

す。

　さて、「平成 27 年度税制改正大綱」は、昨年の衆議院の解散総選挙により例年より遅れ、昨

年末に公表されました。それによりますと、本年の 10 月に予定されていた消費税率の 10 パー

セントへの再引き上げは、施行日を平成 29 年４月１日とし、軽減税率は平成 29 年度からの導

入を目指すこととなっています。各改正案には未だ検討の余地があり、今後の動向が気になる

ところであります。

　いずれにしましても、消費税を理解し、消費税を啓蒙する団体としての間税会の役割は、今

後、益々重要かつ大きくなっていくものと思料されます。消費税に関する提言活動、適正申告

や消費税完納運動の更なる推進、e-Tax の利用促進等に積極的に取組み、研修会・勉強会・講

演会・交流会・広報活動などを通じた消費税の啓発活動等の拡充など、これまで以上に各種活

動に力をいれて対処していくことが肝要と考えます。

　そして、間税会の活動を活性化していくためには、基盤となる会員増強による組織拡大を図

る必要があります。重要な制度改正を控えた大きな変革期の厳しい状況下ではありますが、考

えられる限りの施策を講じるなどして、「行動する魅力ある間税会」という目標の実現が叶い

ますよう心を新たにして間税会の成長、発展につなげたいものです。

　どうか皆様には、こうした間税会の活動に対し倍旧のご理解ご支援を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

　結びに、各間税会の益々のご発展と会員皆様のご健勝とご繁栄

を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。

福岡国税局間税会連合会
会長　中川原　潔
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　　年頭のご挨拶
　平成 27 年の年頭に当たり福岡国税局間税会連合会の皆様に謹ん

で新年の御挨拶を申し上げます。

　会員の皆様方には、平素から消費税をはじめ、税務行政全般にわ

たりまして、深い御理解と多大な御協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。

　間税会におかれましては、間接税に関する唯一の民間団体として、

「消費税の適正申告・期限内納付の推進」をはじめ、正しい税知識

の普及と納税意識の高揚を図るための様々な活動に積極的に取り組んでおられます。

　ここに、中川原会長をはじめ役員の皆様方並びに会員皆様方の日頃の御尽力に対しまして、

心から敬意を表する次第であります。

　昨年は、全国間税会総連合会第 41 回通常総会が福岡で開催されました。皆様が一丸となっ

て御尽力された結果、当地の魅力に溢れた非常にすばらしい大会であったと感じております。

　特に、「消費税期限内完納推進宣言」をしていただき、私どもといたしましても非常に心強

く感じたところです。

　改めまして、全国間税会総連合会の通常総会の成功を心からお祝い申し上げます。

　さて、改正消費税法への対応については、多くの事業者に影響が及ぶことから、国税局とし

ましては、改正内容や消費税の仕組み等を十分に理解していただき、適正な申告・納付ができ

るよう、これまで広報・相談・指導といった種々の施策に取り組んできております。

　また、政府全体で取り組んでおります消費税の転嫁対策についても、引き続き、丁寧かつ適

切に対応してまいります。

　更には、適正な課税の確保や消費税滞納の未然防止に努め、制度への信頼を確保するととも

に、税務行政に寄せられている国民の皆さまの信頼に応えていく所存であります。

　社会保障と税の一体改革が進められ、消費税に関する国民の関心が一層高まる中、税務行政

の良き理解者としての間税会の皆様の存在は、益々重要なものになると考えております。

　今後とも、税務行政の円滑な運営に、一層の御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上

げます。

　また、まもなく平成 26 年分の所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告期を迎え

ます。会員の皆様方におかれましては、ICTを活用した申告及び期限内納付について、御協

力をお願い申し上げます。

　終わりに、福岡国税局間税会連合会の更なる御発展と会員の皆様方の御繁栄と御多幸を心か

ら祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

福岡国税局長
中尾　　睦



第 41 回通常総会会場
ピンクのハッピ大集合

受付準備風景準備作業も大変 インフォメーションデスクもあります
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福岡国税局間税会連合会の担当で当地14年振り４回目の開催
～ 700 名近い会員が集結盛大に開催される ～

全国間税会総連合会第41回通常総会

　平成 26 年９月 26 日（金）午後２時 40 分から、福岡市中央区のホテルニューオータニ博多に
おいて、全国間税会総連合会第 41 回通常総会福岡大会・消費税期限内完納推進宣言全国大会
が開催された。
　全国の間税会から役員、会員の出席があったほか、来賓として、林信光国税庁長官、藤田博
一国税庁課税部長、中尾睦福岡国税局長、小川洋福岡県知事、高島宗一郎福岡市長、友誼団体
の代表ら多数の出席を賜わった。
　全間連の吉田一宗専務理事の司会で、はじめに開催地の福岡国税局間税会連合会の中川原潔
会長が開会・歓迎のことばを述べた後、全間連の大谷信義会長が「間税会の組織を拡充・強化
し、活発な事業活動を通じて間税会の存在感を高め、発言力を強めることが肝要」と挨拶した。
　この後議事に入り、会員増強による組織拡大、消費税完納運動の更なる推進、消費税の啓発
活動等の拡充、税制及び執行に関する提言活動―などを盛り込んだ平成 26 年度事業計画案等
を承認。次いで、組織増強功労と「税の標語」募集推進功労の表彰やモデル会顕彰が行なわれた。
　更に、今後は、消費税率アップに伴い滞納増加が懸念されることから、全間連傘下の各局間
連及び各単位間税会一丸となり消費税の期限内完納推進のために積極的に取り組む旨の宣言文
を中川原会長が代表して声高らかに読み上げた。
　総会後、福岡出身の講談師、神田紅さんが「福岡藩祖『黒田官兵衛』」の演題で独演会を行
ない、会場を大いにうならせた。
　楽しみの懇親会は、パーソナリティの徳永玲子さんの軽妙な司会で開宴。
　小川福岡県知事の福岡を紹介する挨拶のあと、中尾福岡国税局長の乾杯の音頭で和やかな歓
談に入った。福岡・佐賀・長崎の郷土料理での振る舞いと、面浮立（佐賀）、龍踊り（長崎）、
博多どんたく総踊り（福岡）の郷土色あふれた催し物には、出席者が参加できるものもあり、
好評を博した。
　時間を忘れた懇親会も、深町宏子小倉間税会会長の中締めと、博多手一本により盛会のうち、
午後７時に閉会となった。

ホテルニ
ューオー

タニ博多



当日プログラム 名札記念誌

受付開始

正副会長会議

常任理事会
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来賓受付オールキャスト

お待ちしていま
した

女性部通常総会

青年部通常総会

第41回

通常総会

開会の辞　中川原福局間連会長 大谷全間連会長挨拶

総会会場 ご来賓の皆様 組織増強功労者表彰
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消費税期限内完納推進宣言 髙島福岡市長 記念講演　神田紅独演会林国税庁長官

懇親会

準備完了です

総料理長も笑顔でお出迎え 総合司会は地元のスター
徳永玲子さんデス

懇親会いよいよ開宴

大谷全間連会長
挨拶

ご来賓の皆様と一枚パチリ

歓迎の辞
中川原福局間連会長

小川福岡県知事
挨拶

中尾福岡国税局長
挨拶

佐賀牛が大人気

大盛況でした

乾　杯
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龍踊り（長崎） 面浮立（佐賀） 会旗の引継ぎ（福局間連→東海間連）

博多どんたく総踊り
（福岡）

中締め
深町福局間連副会長

博多手一本による本締め

終宴
皆様お疲れ様
でした

頑張りました　西福岡間税会

反省会は盛大
かつささやか
に
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実施事項 主催者等 月日 場　所 対象 内　　　容
研修会 ◎ 福岡間税会 11.11 セントラルホテル 会員 贈与税・相続税
税金クイズ
他

○ 福岡間税会 11.13 ホテル
ニューオータニ

会員
一般

税金クイズ 
ミニ音楽会

研修会 ◎ 西福岡間税会 11.13 三四郎 会員 署長講話 
「税のあれこれ」ほか

街頭広報 ◎ 博多間税会 11.14 JR 博多駅
筑紫口広場

会員
一般

電子申告・電子納税 
チラシとクリアファイル
2,000セット配布

研修会 ◎ 若松間税会 10.12 会員 バスハイク研修
租税教室 ○ 若松間税会 11.18 ひびき信用金庫 会員 署長講話・税金クイズ
税の標語表彰 ◎ 田川間税会 11.25 ～ 26 田川市郡中学校８校 中学生 入選作品・間税会会長賞・税

務署長賞に賞状と副賞
税の標語表彰 ◎ 飯塚間税会 11.17 飯塚市中学校 中学生 対象者に表彰
講演会 ◎ 久留米間税会 11.21 石橋文化会館 会員

一般
間税会の説明等

チャリティー
落語会

◎ 久留米間税会 11.21 石橋文化会館 会員
一般

立川生志独演会 
間税会しおり・クリアファ
イル・税資料配布

研修会 ○ 甘木朝倉間税会 11.11 朝倉商工会議所 会員 相続税セミナー
研修会 ◎ 大川間税会 11.27 税務署会議室 会員 税に関するもの
研修会 ◎ 八女間税会 11.21 まるよし 会員 八女税務署長講演会
書写コンクール
入選作品の展示

◎ 大牟田間税会 11.11 ～ 17 大牟田市、みやま市、
柳川市

一般 書道作品の展示

柳川よかもん
まつり

△ 大牟田間税会 11.22 柳川市 一般 税金クイズ

女性スクール ○ 小倉間税会 11.10 小倉税務署 女性部 「税務署の仕事」 
「名曲プロムナード」 
「相続＝争族」

研修会 ◎ 小倉間税会 11.16 ～ 17 山口県 会員 バスハイク・税金クイズ
表彰式（作文） ○ 小倉間税会 12.2 小倉北区 菊陵中学校 納税推進協力会共催
街頭広報 ○ 門司間税会 11.11 門司港・大里

新門司
会員
一般

税の資料配布

租税教室 ◎ 行橋間税会 11.20 京都ホテル 会員 税についての講話
税金展 ◎ 行橋間税会 11.20 京都ホテル 会員

一般
税金パネル展示・「ワインと
ジャズ」コンサート

租税教室 △ 佐賀間税会 10.23 龍谷高校 高校生 クリアファイル配布
税金展 △ 佐賀間税会 11.8 佐賀税務署 一般 クリアファイル配布

タックスフェアー ○ 鳥栖間税会 11.9 フレスポ鳥栖 一般 税相談会・税金クイズ 
税の作文表彰と展示

税金展 △ 唐津間税会 11.10 ～ 14 唐津市役所ロビー 一般 税の作文・川柳・標語入賞作
品展示

講演会 ○ 唐津間税会 11.15 唐津市民会館 会員
一般

櫻井よしこ　記念講演会

研修会 ◎ 伊万里間税会 11.21 伊万里商工会館 会員 消費税セミナー
街頭広報 ○ 長崎間税会 11.11 浜町アーケード 一般 税資料・クリアファイル等

800部配布
講演会 △ 長崎間税会 11.13 ホテル

ニュー長崎
会員
一般

講師　松平定知 
「その時、歴史が動いた」の
現場から

研修会 ◎ 諫早間税会 12.15 諫早税務署 会員
説明会 ○ 佐世保間税会 11. 6 交通会館 会員 改正税法および決算
地酒の集い ◎ 佐世保間税会 12. 2 佐世保玉屋 一般 地場産業の活性化・利き酒

会・税金クイズ
講演会 ○ 島原間税会 11.12 ホテル

シーサイド島原
会員
一般

裁判例を踏まえた人事労務
管理について

街頭広報 ◎ 平戸間税会 10.25 市街地・商店街 一般 税のチラシ配布
税金クイズ ○ 壱岐間税会 11. 8 ～ 9 芦辺町ロ分 一般 税に関するクイズ 

当選者に商品券

（注）　◎～間税会主催行事　　○～他団体との共催行事　　△～他団体主催行事へ参加

　「税を考える週間」においては、国民各層に国の基本となる税に対する理解を一層深めても
らうとともに、税務行政に対する理解及び納税道義の高揚を図ることを目的として、効果的・
効率的な広報公聴施策を、官民挙げて集中的に実施しようとするものである。
　この趣旨を踏まえ、平成 26 年度も講演会、研修会、街頭広報など間税会が単独で、又は中
心となって多彩な行事が実施されましたので、その一部を紹介します。

平成 26年度「税を考える週間」行事実施状況
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税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施
　税務署では、昨年に引き続き、次のとおり平成 26 年分確定申告期において閉庁日対応を実

施することとしています。

１　閉庁日対応を行う日

　　平成 27 年 2 月 22 日（日）及び 3月 1日（日）とします。

　　なお、両日ともに、受付時間は午前 9時から午後 4時までとなります。

２　閉庁日対応を行う税務署

署名 申告会場

門司・若松
小倉・八幡

AIM（アジア太平洋インポートマート）ビル 3階
（北九州市小倉北区浅野 3-8-1）

博多・福岡
西鉄ホール（ソラリアステージビル 6階）
（福岡市中央区天神 2-11-3）

香 椎
香椎税務署
（福岡市東区千早 6-2-1）

西 福 岡
福岡タワーホール
（福岡市早良区百道浜 2-3-26）

佐 賀
佐賀税務署
（佐賀市駅前中央 3-3-20）

長 崎
NBC別館
（長崎市上町 1-35）

※門司、若松、小倉、八幡、博多、福岡、西福岡及び長崎税務署の申告会場は税務署庁舎
外の会場となっております（税務署庁舎での申告相談は行っておりません）。

３　対応業務

　　対応業務は、確定申告書用紙の配布、申告相談、確定申告書の収受及び納付相談となって

おります。

　　（注）閉庁日対応署においては、広く県内の納税者からの電話相談への対応を行います。
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