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会長　新年あけましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いいたします。
本日は、税務行政の最前線で活躍されておられま
す新井署長さんからいろいろお話をお伺いし、当
会の広報誌に掲載させていただきたくて訪問いた
しました。

署長　あけましておめでとうございます。どうぞよろし
くお願いいたします。
今年は寅年で私は年男になります。昭和 37 年 3 月
7 日生まれで、スリーセブン・スリーセブンと縁
起が良いようですが、全くついていません。（笑）

会長　私は丑年の 3月 6 日
生まれで年の差はあ
りますが、誕生日は
1日違いですね。（笑）
早速ですが、署長さ
んの経歴についてお
聞きしてよろしいで
しょうか。

署長　最初に赴任したのは、小倉税務署でした。
当時の小倉税務署は、モノレールの三萩野駅近く
の萩崎町にありました。北九州市の高校に通って
いましたので、小倉には全く違和感がありません
でした。
その後の異動で、税務署は 10 署、福岡国税局査察
12 年、大阪国税局査察 2 年と 14 年間査察で勤務
しました。

会長　難しい職務を経験されておられたのですね。
昨年の 7月に直方署に着任されて、管内の印象は
いかがですか。

署長　私は遠賀郡岡垣町で生まれて高校 2年まで住んで
いたため、炭鉱やボタ山が身近にありましたので、
筑豊が日本有数の炭鉱地帯だったことをよく覚え
ていますし、直方にはよく遊びに来ていました。
成金饅頭を買って帰っていました。（笑）
直方市は、江戸時代には福岡藩の支藩である直方
藩がおかれていた場所ですし、宮若市、鞍手町、
小竹町についても筑豊の川筋気質とは違って温和
な方が多い印象で、品が良い地域だと感じていま
す。（笑）

会長　ありがとうございます。（笑）
署長　歴史的には「筑豊」という地名が、炭鉱が栄えて

いた時代に炭鉱のある石炭採掘の場所を指す地名

として直方のある「筑前」と田川のある「豊前」
とをあわせて「筑豊」と呼ぶようになったことを
知り、今でも直方には「石炭の町」の歴史がある
と感じています。

会長　私達より詳しいですね。（笑）
今、税務行政に求められていると思うものについ
てお聞きしたいのですが。

署長　国税組織としても、デジタルの利点を最大限に生
かして、「納税者利便の向上」と「課税・徴収の効
率化・高度化」を進めるためには、デジタル・ト
ランスフォーメー
ションを確実かつ
継続的に実施して
いく必要がありま
す。
デジタル・トランス
フォーメーション
を進める上では、
納税者の手続きだけではなく、局署の日頃の業務
の在り方にも目を向ける必要があります。業務改
革（ＢＰＲ）の一環として、書面や押印による業
務慣行のみならず、事務処理手続き全般について、
不断の見直しに取り組んでいくことが重要です。
文書や情報のデジタル化・データ化にも併せて取
り組んでいく必要があります。
職員一人一人が参加意識とチャレンジ精神をもっ
て業務を見直し、局署が一体となって事務の効率
化・高度化を進めたいと考えておりますので、よ
ろしくお願いします。

会長　会社でもデジタル化での事務効率化を目指してい
ますが、我々の年では苦手なものですので、（笑）　
精通した若手の採用を行っています。

署長　法人会では毎年租税教室の講師派遣や「くらじっ
こ」の開催などを通じて子供たちの租税教育に尽
力して頂いていますので大変感謝しています。残
念ながら今年はコロナの感染防止の観点から「く
らじっこ」を中止したほか租税教室も縮小してい
ますが、ご協力いただいている姿勢に変わりがな
く頼もしく感じています。

会長　ありがとうございます。租税教育に熱心に取り組
んでいます青年部会に伝えておきます。
最近気になることってございますか。

署長　やはり新型コロナ対策です。

藤井会長 新井税務署長

新春対談

令和 4年の新年を迎え、藤井福吉会長は新井知己直方税務署
長と対談されました。
和やかな雰囲気で行われました対談の内容をご紹介します。

新井署長を訪ねて
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新規感染者が 1,000 人を超していた時期に比べ感
染者数は減少しましたが、基本的な感染症対策は
継続中です。
税務署では、法人会をはじめ関係民間団体の皆様
との会合について、会食を伴う場合は出席を見合
わせることになっています。会食を伴わない場合
であっても密になるような大人数の場合も同様で
す。そのようなことから、法人会の皆様との会合
は非常に重要であり出席したいのですが、現状で
は見合わせざるを得ない状況で大変心苦しく思っ
ています。

会長　こればかりは、仕方ありませんね。終息宣言が出
たときは、今までの分も取り戻すため、毎回出席
をお願いします。（笑）

署長　毎回出席は難しいですね。（笑）
会長　ところで、自己分析による性格を教えていただけ

ますか。
署長　長所はほとんど無いですが、細かいことを気にし

ないことです。これは、考えようでは、短所かも
しれませんが、いつも「そのうち何とかなるだろ
う。」と思っています。（笑）
植木等さんの「そのうち何とかなるだろう～」は、
よく歌います。（笑）

会長　細かいことを考えていても、先に進みませんから
ね。

署長　そう、そう。あんまり深く考えますと、人間は悪
い方に、悪い方に考えますからね。そのうち何と
かなります。
短所は山ほどありますが、（笑）何でもめんどくさ
いことが大嫌いで細かいことは、やらない。しかし、
仕事は、全般的に細かいので仕事なので仕方なく
やっていますが、ストレスが溜まりまくっていま
す。（笑）
それで、晩酌は毎日やっています。（笑）

会長　お酒はお好きな方ですか。
署長　ええ。大好きです。（笑）　寒いこの時期は熱燗を

飲みますが、五臓六腑に染み渡ったときは、生き
てて良かった～と思いますね。（笑）

会長　利き酒は難しいですね。
署長　ええ、利き酒は分かりません。
会長　余暇はどのようにお過ごしでしょうか
署長　私は、ソフトボールの

審判をやっています。
日本ソフトボール協会
の公認審判員で第 1 種
審判員です。

会長　資格を取るきっかけは
何でしたか。

署長　息子が公式野球を始め
たときに、審判員の資
格を取りました。そし
て、娘がソフトボールを始めたときに、ソフトボー
ルの審判員の資格を取り始めました。

会長　第 1種って難しいのではないですか。
署長　審判の資格は、最初は第 3 種から始まり第 2 種、

第 1種と資格が上がっていきます。第 3種は地区
大会の審判をし、第 2種は県大会の審判をし、第
1種は全国大会の審判をします。
審判の資格を取得するには、ルールの学科試験と
ジャッジの実技試験に受からないと資格はもらえ
ません。一昨年から福岡県ソフトボール協会宗像
支部の審判長をしています。
昨年は、若松の響灘運動公園で中学女子の全国大
会がありましたので、行ってきました。
私も国家公務員ですので審判をやるにあたり、兼
業届を提出し許可をいただいています。（笑）

会長　ジャッジで一番難しい所はどこですか。
署長　そうですね。低め、外角、立ち位置ですかね。
会長　実技を交えてのご教授、ありがとうございます。

署長の審判員姿の写真を広報誌に掲載させていた
だきたいのですが、よろしいでしょうか。

署長　ええっ。（笑）　わかりました。（笑）。
会長　特技・趣味はございますか。
署長　ソフトボールの審判の他、釣りをやります。以前

は、メイタ狙いの浮き釣りでしたが、現在は、流
行りのルアーをやっています。主にアジングとい
うアジをねらったルアーをやっていますが、餌釣
りの時とは違って釣果はさほど挙がっていませ
ん。

会長　特技や趣味が時間のかかるものなので大変です
ね。

署長　ええ。仕事をする暇がありません。（笑）
会長　座右の銘とか好きな言葉を教えていただけます

か。
署長　「臥

がしんしょうたん

薪嘗胆」です。
意味は、目的達成のために苦労し努力することで
す。あらゆる仕事、私生活において必ず目的は存
在します。目的達成には必ず苦労がつきものです
が、それに屈することなく努力し目的を達成する
ことが人生において一番大事なことと思っていま
す。
と言いながら、面倒くさいことは一切しない。（笑）　
矛盾していますね。（笑）

会長　本日はお忙しい中、楽しく、実技を交えてご教授
いただきありがとうございました。
本年も直方法人会に対するご指導をよろしくお願
いいたします。
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① 租税教室

　令和 3年度は、小学校 17校（28クラス）・中学校 4校（9クラス）・高校 2校（7クラス）という
租税推進連絡協議会で依頼のあった 9割方の租税教室を担当しました。 
　また、飯塚法人会青年部会より租税教室の模擬授業の依頼を受け近隣法人会との交流も積極的
に行いました。まだまだ先の見えない事態に備えて、対面授業だけでなく Zoomや Googlemeet を
利用したオンライン授業も行えるよう勉強会を何度も行い体制を整えています。また、今自分た
ちにできることとして、食品ロスの問題に触れ、食べ残しをしない、過剰に買わないといった自
分たちのちょっとした行動が税金の無駄をなくし、本当に必要な誰かの為に、有意義に税金を役
立てることができる。そういった思いやりの気持ちを育むための租税教育に力をいれています。 

公益目的事業の紹介

上頓野小学校

感田小学校

～SDGsで日本を元気に, 世界を元気にその主役はあなたです!～

新入小学校
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　直鞍地区全ての小学校に、 置き傘の
寄贈を行いました。 
　傘を広げると、直方法人会で使用しているロゴ「税
金は誰かを大切に想う気持ち」という文字が印刷され
ています。 

② 『健康経営大賞』ファイナリスト事例紹介　単位会部門優秀賞受賞

　令和 3年 11 月 26 日（金）、第 35 回法人会全国青年の集い佐賀大会が開催されました。今年初
めてプレ大会として開催された健康経営大賞の単位会部門に全国 59 会がエントリーする中、直方
法人会青年部会は5単位会に選ばれファイナリストとして事例発表を行い優秀賞を獲得しました。 

新延小学校 小竹西小学校 飯塚法人会青年部会

下境小学校 宮田南小学校

置き傘の寄贈
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③ 税知識の普及を目的とする事業
　事業研修委員会（柿原幹男委員長）は 9月 27 日に委員会を開催し、公益目的事業である新設法
人説明会及び税務研修会の実施について協議しました。コロナ対策を十分に行えば開催が可能と
の結論に至り、発症者が減少した時期に次のとおり実施いたしました。

④ 提言活動
　藤井会長は、令和 3 年 11 月 18 日に直方市役所を
訪れ、大塚進弘直方市長に「令和 4年度税制改正に
関する提言」を手渡し、提言内容を説明しました。
　この提言は、全国の 440 法人会からの税制改正要
望事項や税制アンケートを基に全国法人会総連合（略
称 全法連）の税制委員会においてまとめられたもの
です。
　当会におきましても、令和 3年 3 月 24 日に税制ア
ンケートを実施し回答書を全法連に送付するととも
に、令和 3年 4 月 21 日に税制委員会（石部嘉一郎委
員長）を開催し、税制改正要望事項を取りまとめて福岡県法人会連合会に提出しています。
　毎年その実現に向けて、地元の国会議員並びに地方自治体に対し、提言活動を全国の法人会が
実施しています。
　提言の内容は、全法連のホームページで閲覧することができます。

１　新設法人説明会
　令和 3年 10 月 26 日に直方税務署との共催事業として、「新
設法人説明会」を直方市中央公民館第 3学習室において開催
しました。
　講師を含む全員の入場者に、受付けでマスクの着用・手指
の消毒・検温等にご協力をいただき、3密を避けて実施いた
しました。
　税務署の担当官の説明後、当会の専務理事が法人会の活動
を紹介しました。

２　税務研修会
　令和 3年 10 月 27 日に、開催時間及び会場の選択が可能と
なるよう午前の部（直方市中央公民館第 3学習室）と午後の
部（宮若商工会議所 5階大会議室）に分け、コロナ対策を十
分にとって税務研修会を開催しました。
　令和 5年 10 月 1 日から導入される消費税のインボイス制
度における「適格請求書発行事業者」になるための登録申請
書の提出が令和 3年 10 月 1 日に始まっているため、税務署
の担当官を講師にお招きして、直方間税会と共催で実施しま
した。
　また、年末調整に関する事項についても税務署の担当官に
説明をいただきました。

直方会場

宮若会場
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⑤ 作文表彰
　 １　高校生の作文
　「税に関する高校生の作文」募集では、624 編の応募
作品が直方税務署に寄せられました。
　直方高等学校 2年生の奥田結加さんの作文「国を支え
る税金」は、税金の種類を見ていてあまり馴染みのない
「たばこ税」が気にかかり、調べて考えさせられたこと
を綴られています。
　「たばこ税」の税負担率が 6割に達するほどの高負担
率であるにもかかわらず増税され続けているのは国民の
健康対策と考えられるが、喫煙者が減少すれば増税して
も税収入は減少するのでは？　国を支えている税金の増
税のメリット・デメリットを真摯に考えた作文は、法人会会長賞に選ばれました。
　藤井会長は、令和 3年 12 月 20 日に直方市役所において奥田さんに賞状を贈呈しました。

２　中学生の作文
　中学生の「税についての作文」募集では、636 編の応募作品
が直方税務署に寄せられました。
　直方第二中学校 3年生の藤田みなみさんの作文「税金の課題」
は、私たちの暮らしをより良くするために使われている税金な
のに、なぜ良いイメージがないのか？を考えた内容が綴られて
います。
　「税金が本当に私たちの暮らしに役立っていることが実感でき
ていないからであり、政府は税金の使い道をもっと細かく国民
に伝えるべきではないでしょうか。税金の大切さを多くの人に
広め、気持ちよく払ってもらえるような工夫をすることが大切だ
と思います。」と結ばれた作文は、法人会会長賞に選ばれました。
　藤井会長は、令和 3年 12月 21日に直方市役所において藤田さんに賞状を贈呈しました。

　令和 3年 11 月 11 日に内藤誠治青年部会長は、新井知己
直方税務署長から表彰状を受賞されました。
内藤部会長は青年部会での多年にわたる租税教育活動と、
理事としての親会と青年部会との橋渡しが評価されたもの
であります。
　内藤部会長の活動が「納税思想の高揚と税務行政の円滑
な運営に大いに貢献した」との評価をいただいたことは、
法人会にとりましても大変名誉なことであり、心から感謝と
ご祝福を申し上げます。

法人会トピックス
納税表彰
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税務署だより

制度導入までのスケジュール

登録申請は、e-Taxをご利用 
いただくと手続がスムーズです。

令和５年10月１日から
「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書
（インボイス）を交付することができます。

個人事業者の方はスマートフォンからでも申請できます。

登録申請書の
受付開始

インボイス制度
の導入

令和５年10月1日令和3年10月1日 令和5年３月31日

インボイス制度については裏面をご覧ください。➡

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

31＋T「は方の者業事の外以れそ、」号番人法＋T「は方の者業事るす有を号番人法、はていつに号番録登　 ※ 桁の数字（新
たな固有の番号）」が登録番号となります。

登録申請書
受付開始！

令和３年１０月１日から
事業者の方へ 消費税　インボイス制度

登録
申請

登録申請書は、
令和3年10月１日
から提出が可能です。

令和５年10月１日から登録を受けるためには、原則として、
令和５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

8



「インボイス制度」ってナニ？

インボイスってナニ？
請　求　書

事な要必が載記にスイボンイ（項事の定一、ちうの等書細明入仕たし成作がら自、は手買　 ）※（　
項）が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受け
ることもできます。

請　求

【記載事項】
① 請求書発行事業者の
　 氏名又は名称
② 取引年月日
③ 税象対減軽（容内の引取 
率の対象品目である旨）

④ 税率ごとに区分して
　 合計した対価の額
⑤ 事るけ受を付交の類書 
業者の氏名又は名称

【記載事項】
区分記載請求書に以下の
事項が追加されたもの

① 登録番号
　 《課税事業者のみ登録可》
② 適用税率
③ 税率ごとに区分した
　 消費税額等

2020.10国税庁　法人番号7000012050002

きとたれらめ求らか）者業事税課（手相引取るあで手買、は者業事録登るあで手売　 
は、インボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保
存しておく必要があります）。

 　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
」率税用適「、」号番録登「に」書求請載記分区「の行現、はに的体具　 　

及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

●現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較
＜区分記載請求書（現行）＞ ～令和５年９月 ＜インボイス＞ 令和５年10月～

e-Taxに関する詳しい情報は、e-Taxホームページ（https://www.
e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。利用開始の手続、推奨環境及びよく
ある質問（Q&A）などをお知らせしています。

● インボイス制度に関する一般的なご相談は、   
専用ダイヤルで受け付けております。
【専用ダイヤル】0120－205－553（無料）
【受付時間】9：00～17：00（土日祝除く）

詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ（https://
www.nta.go.jp）の「インボイス
制度特設サイト」をご覧ください。

e-Taxに関する情報 

インボイス制度に関するお問合せ先

電子データ（電子インボイス）でもOK!

相引取、てしと則原、にめたるけ受を用適の除控額税入仕は手買　 
手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイス（※）の保存
等が必要となります。
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特設サイトへ
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福岡支社筑豊営業所/
福岡県飯塚市新立岩12-7(第3綜合ビル4F)
TEL 0948-22-0934

北九州支店/
福岡県北九州市小倉北区堺町2-3-31(富士火災小倉ビル6F)
TEL 093-511-3821
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アフラック生命保険株式会社　北九州支社
〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町1-2-16　十八銀行第一生命共同ビルディング8F
TEL：093-521-9312／ FAX：093-522-6968
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