
法人会加入のおすすめ

〈法人会の主な活動〉

☆法人会に加入すると、こんなメリットがあります☆

○税制改正に関する要望ならびに陳情活動
○税の啓発・租税教育活動
○経営や税務・一般教養等の研修会の開催
○地域に密着した社会貢献活動
○経営（者）支援のための活動
○情報誌や各種参考資料の配布
○会員相互（異業種）の交流
○経営者・従業員のための福利厚生制度の推進

1　さまざまな業種の人との出会いは、新しい仕事のつながりを生み出します。
2　正しい税知識を身につけられ、節税に役立ちます。
3　最新の税制ニュースや経営・経済などの情報を得ることができ、直接会社経営に
役立ちます。

4　経営法律無料相談や優遇貸出金利で金融機関の融資が受けられます。
5　経営者の健康管理のための健康診断（人間ドック）が、助成金付きで受けられます。
6　法人会独自の充実した福利厚生制度をご利用いただけます。
7　法人会の社会貢献活動に参加することにより、地域のお役に立つことができます。

入会のお申し込み・お問い合わせは
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小石原千灯明～灯りと神楽舞「陶の舞」



　会員の皆様、地域の皆様、日頃より甘木朝倉法人会活動にご理解とご協力を賜り、

心より御礼申し上げます。

　本年度も昨年度に掲げた重点課題に取り組んでまいります。

①　積極的な経営者を支援する団体を目指していきます。

②　人口減少に、法人会として新しい切り口を模索します。

③　青年部、女性部の相互の連携を強化推進します。

その他の継続事業も積極的に事業展開してまいります。

　法人会も公益法人となり根本的な考え（理念）が変化しています。新理念では「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」とあります。会員の為だけの活動では

なく、社会全般への役立つ活動が求められております。我々は公益に資する団体とし

て期待に応えられるように事業活動を展開してまいりたいと思います。

　さて、日本経済への期待として特に地方からの視点で期待できるのは、安倍第二次

政権で掲げられた、東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけ、日本全

体の活力を上げることを目的とした、地方創生ではないでしょうか？　地方創生と

は・・・中央から地方に好循環をもたらし元気な地方の再生を目指すことを言います。

いよいよ第三次安倍政権で、その政策事業が予算化され動き出します。その事業の一

端が甘木朝倉地域でも展開され、元気な地域再生を目指したいものです。法人会とし

て何かお役に立つ活動ができればと願っております。

　本年度も皆様のご協力と事業への積極的な参加をお願い申し上げ、ご挨拶といた

します。

甘木朝倉法人会　会長ご挨拶

税務署からのお知らせ

青年部会の活動について

女性部会の活動について

税に関する絵はがきコンクール優秀作品

租税教室を受講した小学6年生の感想

－守りたい !子供たちの生命と安全－
・飛び出し人形の贈呈
・防犯ブザーの贈呈
・緑のカーテンの設置

委員会・各支部の活動

思いやりを大切に
富田英壽

義援金を支払った場合の法人税法上の取扱いは？
互井敏勝
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（目的）
　この法人は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・
発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

（事業）
　この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
⑵税制の調査研究及び提言に関する事業
⑶地域企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業
⑷地域社会に貢献することを目的とする事業

⑸会員の交流を図るための事業
⑹会員の福利厚生のための事業
⑺その他この法人の目的達成に必要な事業

ご 挨 拶

矢野 清博会長

公益社団法人 甘木朝倉法人会の目的及び事業

小石原焼と行者杉「陶の舞」〈写真提供〉中村忠幸

小石原千灯明～灯りと神楽舞。毎年９月の

第１土曜日に高木神社で開催される夜神楽

「陶の舞（すえのまい）」小石原神楽が奉納

されている。写真は村の伝統工芸である焼

き物を夫婦仲良く共同作業する様子である。
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青年部会 女性部会

　私たち青年部会は、甘木朝倉の法人会会員とその後継者、50歳以下
の次世代を担うメンバーで構成されていまいます。約80名の青年部会
員の中から13名の理事が選出され、理事を中心に社会貢献活動と青年
部研修会を企画、実行してます。
　社会貢献活動は、甘木朝倉の６年生を対象に「租税教室」を行なっ
ています。青年部会員が自ら先生となって税金の意義と役割について
授業を行ないます。この活動は平成19年から続いていまして、本年度
も６校を計画しているところです。
　小学校には、青年部会員２名で出向きます。45分間で税金の意義と
役割を「簡潔に」「分かりやすく」伝えねばなりません。当然、先生役
の我々も税の勉強をして授業に挑むわけですが、中には難しい質問を
投げかける生徒もいらしゃいます。授業の進行を大きくそれることな
く、短時間で正確に回答する。その場面が一番苦労するところでもあ
り、大変面白いところでもあります。
　青年部研修会は、税金の枠を大きく超え、お金全般の勉強をする場
をつくっています。今回は証券のアナリストをお招きして研修会を行
いました。「国内外の経済・金融情勢 ～マイナス金利を受けて～」と
いうHOTな内容で、世界の情勢やマーケット指標を勉強しました。特
に中国経済の内容では、参加者の皆さんも唸る場面が多々ありました。
　先を見通す事が大変難しい現代社会において、そこから目を逸らさ
ない良い研修会となったと自負しています。来年は、又違った切り口
の研修会を企画したいと考えています。
　今後は、「継続と熟成」です。社会貢献活動と青年部研修会の継続は、
甘木朝倉法人会会員の企業後継者の育成成長が大きな目的です。
　会社が元気でなければ、社会貢献活動はできません。又、部会員自
らが勉強や経験を積まなければ企業は成長致しません。青年部会の活
動意義は正にここにあります。
　「社会貢献活動と青年部研修会」二つの自己修練を通じて部会員が成
長し、地域社会と企業の発展に繋がるよう今後も活動してまいります。

租税教室
－自己修練、二つの活動－

青年部会長  北川智英 女性部会長  木村栄子

　法人会女性部も今年で16年目を迎えました。
　何をするにも元気が一番だった私自身も70歳の大台を超え、何かに
つけ身体の衰えを感じてしまいます。会員の皆様の中にも「そう、そう」
とうなずかれている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
　元気な女性部を続けていくにはどうしたらいいでしょうか？前向き
に取り組んでいかなくてはいけない大きな問題です。
　昨年の10月20日の会員交流会もわずか7名の参加でしたが、バス
の中での税金クイズでちょっぴり楽しみな景品があったり、お土産に
お花の球根を頂いたりして和やかなひと時を過ごしました。見学地
は、北九州市ＴＯＴＯミュージアムでした。
　生活の中で大事な場所、水まわりの歴史や最新型トイレなどを見て
まわり、「いいね！」と皆さん感嘆の声があがっていました。
　今年、4月14日『全国女性フォーラム』参加のため私と副部長の２
人で福島県郡山市へ。
　少し肌寒むかったのですが、桜は満開で会場の『ビックパレットふ
くしま』は奇抜な建物で圧倒されました。５年前の東日本大震災の時
この建物も避難した人たちでいっぱいだったそうです。地震の写真パ
ネルが展示してあり、どれを見ても胸の詰まる思いでした。
　『心ひとつに　伝えよう　繋ごう　創ろう　福島から』を大会キャッ
チフレーズに、福島女性部の皆さんの頑張りに私たちも元気をもらっ
て帰ってきました。でもその夜、熊本の大地震で大変な被害が出まし
た。いまだに家の片づけもできず、避難生活が続いている方々もいらっ
しゃいます。一日も早く元の生活に戻れるよう願うばかりです。
　そして女性部は今年の夏も学童保育の子供たちに紙芝居をもって税
金のお勉強会へ！
　新しく赴任された甘木税務署長様含め３人の見学もあり少々上がり
気味でしたが無事終了。
　11月からは小学6年生の租税教室も始まります。「税って何かな？」
皆さんいっしょに勉強しましょう！

女性部の活動について
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税に関する絵はがきコンクール
優秀作品

租税教室を受講した
小学6年生の感想

※学年は、平成27年度当時のものです。

中牟田小学校 6年
田邊 野々香（たなべ ののか）

甘木小学校 6年
平田 瞳子（ひらた とうこ）

立石小学校 6年
上村 栞（うえむら しおり）

立石小学校 6年
矢野 芙美（やの ふみ）

甘木小学校 6年
 辻 門笑（つじ もえみ）

朝倉東小学校 6年
岩下 龍隼（いわした りゅうと）

金川小学校 6年
釜堀 　迅（かまほり じん）

中牟田小学校 6年
西村 騎虎（にしむら きとら）

志波小学校 6年
山口 なつき（やまぐち なつき）

大福小学校 6年
河島 智夏（かわしま ともか）

立石小学校 6年
矢野 夏葵（やの なつき）

蜷城小学校 6年
荻野 優菜（おぎの ゆな）

福田小学校 6年
和佐野 詠愛（わさの えま）

最
優
秀
賞

優
秀
賞

S.Uさん
S.Hさん

A.Hさん
K.Mさん

U.Yさん

T.Iさん
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－守りたい!子供たちの生命と安全－ 委員会・各支部の活動

飛び出し人形の贈呈 防犯ブザーの贈呈
　安全・安心な地域づくりと児童の安全を守ることを
目的に、毎年４月に朝倉市郡内の小学校に入学するす
べての新１年生に防犯ブザーを贈っています。
　平成18年３月から始めたこの事案も今年で11回目
を終わり、これまでに総計で8500個の防犯ブザーを
贈りました。
　子供たちに対する犯罪防止のために少しでも役立つ
ことを願って、今後もこの活動を継続していきます。

南陵支部／筑後川凧揚げ大会南陵支部／筑後川凧揚げ大会

税制委員会／税制改正提言活動税制委員会／税制改正提言活動

東
部
・
朝
倉
支
部
合
同
／

新
春
講
演
会

研
修
委
員
会
／

小
学
校
租
税
教
室

研
修
委
員
会
／

経
営
講
演
会

朝
倉
支
部
／

環
境
美
化
活
動

社会貢献委員会／ひみこ杯小学生バレーボール大会社会貢献委員会／ひみこ杯小学生バレーボール大会

甘木三支部／経営講演会
甘木三支部／はなみずき通りイルミネーション事業

筑
前
支
部
／

大
黒
様
物
産
展
う
ど
ん
屋
出
店

　交通安全の推進と児童の安全・安心に資することを目
的に、小学校、小学校ＰＴＡ及び朝倉警察署の協力を得
て、子供の通学路になっている信号機のない交差点など
に「飛び出し注意」の人形看板を設置しています。
　平成22年から続けている事業で現在約260ヶ所に看
板が設置されています。
　今後とも、管内の交通事故がゼロになることを願っ
て、新たな危険交差点への設置や、看板破損に伴う交換
などのため毎年一定数の補充を行っていく予定です。

緑のカーテンの設置
　CO2削減・節電の取り組みの一環として、朝倉市郡
内の小中学校を対象に年間計画で、緑のカーテンを設
置しています。
　平成27年度は朝倉東小学校で、先生方の協力を得
て設置作業を行い寄贈しました。
　猛暑が続く中、緑のカーテンは少しでも子供たちを
暑さから守ってくれると思います。
　今後も活動を続けていきます。
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　私たちは、ややもすると自分のことばかり考え

て、他人のことにはあまり気をつけないことにな

りがちです。人間は自分１人では生きていくこと

は出来ません。皆のお陰で生きていけるのです。

他人のことに思いやりを持って役に立つように、

気をつけたいものです。

　第２次大戦の終戦のころの話です。　　　　　

　昭和20年８月、日ソ不可侵条約を、一方的に破

棄したソ連軍は、ソ連国境を越え、満州になだれ

込んできました。そして終戦になりました。

　知り合いの堀川さんの部隊は、シベリアに連行

され、奴隷のように扱われました。多くの戦友が、

寒い寒い酷寒の地で望郷の念を抱きながら死んで

いったが、堀川さんは、幸いにして帰国する日が

巡ってきました。引き揚げ船の上から、祖国の山々

が見えたときには、誰も訳もなく、涙が流れ、そ

れを抑えることが出来なかったと言います。

　夫の帰りを、知らされた夫人は、どれほど嬉し

かったでしょうか。早速、夫を迎える準備に、と

りかかったのは勿論であります。抑留中の苦労を

慰めるためにも、美味しいものを作って食べさせ

ようと思ったのは、妻としては、当然のことであ

ります。

　ところが、当時は、日本中が食うや食わずの生

活状態でありました。夫人は、この日のために少々

の米は蓄えていました。野菜は駆けずり回って手

に入れることが出来ましたが、肝心な酒がない。

何日もかけずり回っても、酒はとうとう手に入れ

ることが出来ませんでした。

　そこへ、懐かしい夫が帰ってきました。生きて

帰ってきた夫と留守宅を守ってきた妻が、手を取

り合って喜び、お互いの苦労をいたわり合ったこ

とは言うまでもありません。  何はともわれ、久し

ぶりに夫婦差し向かいで、食事することになりま

した。夫人は仕方なしに、お銚子に「おさ湯」を入

れて持参し、夫の杯に、銚子の「おさ湯」をついで

やりました。

　夫は、嬉しそうに、それを口に運んでゴクリと

飲みました。酌をするということは、酒をつぐこ

とに決まっています。夫人は夫をだましている気

がして思わず顔を伏せました。

　その時、「美味しいよ」と、夫の口から発せられ

た言葉に、夫人は耳を疑いました。はっと、夫の

顔を見た時、夫の両目から涙が溢れていました。

夫人の目からも堰を切ったように涙が止めどもな

く流れ落ちました。

　「美味しいよ」と、言葉は短かったが、堀川さん

の万感を込めた、夫人への思いやりと、感謝の気

持ちが込められていました。・・・・・

　これは堀川さん夫婦の間の思いやりの話であり

ますが、このようなやさしい「思いやり」が家族、

友人、職場、地域社会、国家間にも拡がって行っ

たら、この世ももっと幸せで、平和なものになっ

　 ていけるのではないのでしょうか。

　私たちは、このような思いやりを日常の生活の

場で大事にし、人の役に立つ事を実践していきた

いものです。　　　　　　　　　　　　   （おわり）

・昭和12年２月３日生まれ
・現住所：福岡県朝倉市甘木1971-2
・久留米大学医学部卒　医学博士
・現在　医療法人 富田耳鼻咽喉科医院 理事長
・主な著書『その時どきに心をこめて』
　　　　　『天然痘予防に挑んだ秋月藩医 緒方春朔』
　　　　　『「めまいは」はどうしておこるの』

【引用文献】彦田信義「美味しいよ」『心に残るとっておきの話』
　　　　　  潮文社、1994年

富田 英壽（とみた ひでひさ）

著者プロフィール

思いやりを大切に
  富田英壽

 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-25 Ｃ・Ｃビル10階
福岡総合支社

募集文書番号：AF法推-2016-0027-1608005 6月22日
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義援金を支払った場合の法人税法上の取扱いは？
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

互井敏勝税理士

リサ　当社では、熊本地震により被害を受けられた方

を支援するため、熊本県や大分県などに義援金を支払

うことを予定しています。ところで、義援金を支払っ

た場合、法人税法上、どのように取り扱われるのでしょ

うか。

サキ先生　法人税法においては、法人が支出した義援

金や寄付金のうち、国等に対する寄付金を除き、一定

額を超える部分の金額は、所得の金額の計算上損金の

額に算入されません。

リサ　寄附をする先によって取扱いが異なるのです

ね。支払った義援金の金額が損金になるのは具体的に

はどのよな場合ですか。

サキ先生　熊本県や大分県に義援金を支払った場合

や、熊本県下・大分県下の災害対策本部に対して義援

金を支払った場合、日本赤十字社の「平成28年熊本

地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合

にも、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が

損金の額に算入されます。

　ただし、日本赤十字社に対して支払った義援金で

あっても、例えば、日本赤十字社の事業資金として使

用されるなど、最終的に地方公共団体に拠出されるも

のでないもの（財務大臣が指定する寄附金に該当しな

いものに限ります）については、特定公益増進法人に

対する寄附金に該当し、特別損金算入限度額の範囲内

で損金に算入されます。

リサ　被災地域の救援活動や被災者の救護活動を行っ

ているNPO法人に対して、義援金を支払った場合は

どうなりますか。

サキ先生　NPO法人が認定NPO法人等であり、支

払った義援金がその認定NPO法人の行う特定非営利

活動に係る事業に関連するものであるときには、特定

公益増進法人に対する寄附金に含めて特別損金算入限

度額を計算し、その範囲内で損金の額に算入されま

す。

リサ　寄付金を未払金として経理処理した場合はどう

なりますか。

サキ先生　寄附金については、税務上、実際に支出し

たものを対象としています。したがって、未払経理し

たものは寄附金とは認識しないため所得全額に加算す

ることになり、会計上の寄附金の額と税務上の寄附金

の額は異なることに注意してください。

リサ　地震で被災された取引先に対して、お見舞金を

支払った場合はどうなりますか。

サキ先生　法人が、被災前の取引関係の維持、回復を

目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対

して行った災害見舞金の支出は、交際費等に該当せず

損金の額に算入されます。

リサ　申告に当たり何か書類は必要ですか。

サキ先生　寄附したことを証する書類の保存が必要で

す。例えば、熊本県下や大分県下の災害対策本部が発

行する受領書、募金団体の預り証、郵便振替で支払っ

た場合の半券（受領証）（その振込口座が義援金の受

付専用口座である場合に限ります）、銀行振込みで支

払った場合の振込票の控え（その振込口座が義援金の

受付専用口座である場合に限ります）などです。

・1968生まれ
東京国税不服審判所審判部、同所管理課、国税庁長官官房
会計課、東京国税局総務部税務相談室などを経て、東京都
中央区で税理士登録。近著「税制改正経過一覧ハンドブッ
ク」（共著、大蔵財務協会）など。

互井 敏勝（たがい としかつ）

著者プロフィール

〒830-0032
福岡県久留米市東町38-1　大同生命ビル7F
TEL.0942-39-7551　FAX.0942-39-1817
（受付時間：午前9時から午後5時まで／土・日・祝日・年末年始を除く）

久留米支店
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義援金を支払った場合の法人税法上の取扱いは？
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

互井敏勝税理士

リサ　当社では、熊本地震により被害を受けられた方

を支援するため、熊本県や大分県などに義援金を支払

うことを予定しています。ところで、義援金を支払っ

た場合、法人税法上、どのように取り扱われるのでしょ

うか。
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リサ　被災地域の救援活動や被災者の救護活動を行っ

ているNPO法人に対して、義援金を支払った場合は

どうなりますか。

サキ先生　NPO法人が認定NPO法人等であり、支

払った義援金がその認定NPO法人の行う特定非営利
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リサ　地震で被災された取引先に対して、お見舞金を

支払った場合はどうなりますか。

サキ先生　法人が、被災前の取引関係の維持、回復を

目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対

して行った災害見舞金の支出は、交際費等に該当せず

損金の額に算入されます。

リサ　申告に当たり何か書類は必要ですか。

サキ先生　寄附したことを証する書類の保存が必要で

す。例えば、熊本県下や大分県下の災害対策本部が発

行する受領書、募金団体の預り証、郵便振替で支払っ

た場合の半券（受領証）（その振込口座が義援金の受

付専用口座である場合に限ります）、銀行振込みで支

払った場合の振込票の控え（その振込口座が義援金の

受付専用口座である場合に限ります）などです。

・1968生まれ
東京国税不服審判所審判部、同所管理課、国税庁長官官房
会計課、東京国税局総務部税務相談室などを経て、東京都
中央区で税理士登録。近著「税制改正経過一覧ハンドブッ
ク」（共著、大蔵財務協会）など。

互井 敏勝（たがい としかつ）

著者プロフィール

〒830-0032
福岡県久留米市東町38-1　大同生命ビル7F
TEL.0942-39-7551　FAX.0942-39-1817
（受付時間：午前9時から午後5時まで／土・日・祝日・年末年始を除く）

久留米支店
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法人会加入のおすすめ

〈法人会の主な活動〉

☆法人会に加入すると、こんなメリットがあります☆

○税制改正に関する要望ならびに陳情活動
○税の啓発・租税教育活動
○経営や税務・一般教養等の研修会の開催
○地域に密着した社会貢献活動
○経営（者）支援のための活動
○情報誌や各種参考資料の配布
○会員相互（異業種）の交流
○経営者・従業員のための福利厚生制度の推進

1　さまざまな業種の人との出会いは、新しい仕事のつながりを生み出します。
2　正しい税知識を身につけられ、節税に役立ちます。
3　最新の税制ニュースや経営・経済などの情報を得ることができ、直接会社経営に
役立ちます。

4　経営法律無料相談や優遇貸出金利で金融機関の融資が受けられます。
5　経営者の健康管理のための健康診断（人間ドック）が、助成金付きで受けられます。
6　法人会独自の充実した福利厚生制度をご利用いただけます。
7　法人会の社会貢献活動に参加することにより、地域のお役に立つことができます。

入会のお申し込み・お問い合わせは

〒838-0068　福岡県朝倉市甘木955-11　朝倉商工会議所会館3F
Tel（0946）24-5757　Fax（0946）23-2844

●編集・発行／公益社団法人甘木朝倉法人会

●発　行　日／平成28年9月15日（第59号）
●印刷・製本／株式会社　四ヶ所
　　　　　　　〒838-8512 福岡県朝倉市馬田336　Tel.0946-22-2369

〒838-0068 福岡県朝倉市甘木955-11 朝倉商工会議所会館3F
Tel.0946-24-5757  Fax.0946-23-2844

公益社団法人 甘木朝倉法人会

公益社団法人 甘木朝倉法人会
http://www.a-houjinkai.jp/ 59
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小石原千灯明～灯りと神楽舞「陶の舞」
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