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平成２５年度 事業報告 

 

Ⅰ 概 況 

    平成２５年度は基本方針として次の５項目を掲げた。 

  ① 税知識の普及と納税意識の高揚のための取組みを強化する。 

  ② 税制の調査研究及び提言に関する取組みを強化する。 

  ③ 地域企業並びに地域社会の健全な発展に貢献するための取組みを強化する。 

  ④ 申告納税制度の維持発展と円滑な税務行政に寄与する。 

  ⑤ 法人会組織の拡充強化のために会員拡大を強力に推進する。  

  特に、平成２５年度は、公益法人として２年目を迎えることから、さらなる組織基盤 

の整備充実を図るとともに、地域社会発展のための社会貢献活動を展開することを活動 

理念に掲げ活動した。 

 

Ⅱ 主な事業 

 １ 税知識の普及を目的とする事業 

  ① 決算法人研修会 

     決算月を迎えた法人を対象に、税制改正事項等決算手続きにあたっての留意点 

   等を説明し、適正な法人税等の申告が行われることを目的に、３ヶ月に１回開催 

   した。 

  ② 青年部会税務研修会 

     青年部会員並びに管内の若手経営者を対象に、幅広い税知識を普及することを 

   目的に研修会を開催した。 

  ③ 女性部会税務研修会 

     女性部会員並びに一般を対象に、特に女性に関心の高いテーマを掲げ、税知識 

   の向上を図ることを目的に研修会を開催した。 

  ④ 租税教室 

     小学６年生児童を対象に、将来社会を担っていく世代に税知識を普及すること 

   を目的に、管内９校で租税教室を開催した。 

     また、学童保育児童を対象に、低学年の頃から税に親しんでもらうことを目的 

   に、女性部会が紙芝居を使い租税教室を開催した。 

 

 ２ 納税意識の高揚を目的とする事業 

  ① 税に関する絵はがきコンクール 

     租税教室を受講した小学６年生を対象に、税に対する関心を高めることを目的 

   に、税に関する絵はがきを募集した結果、管内１０小学校から３６４点の応募が 

   あった。応募作品は、専門家による公平な審査を経て優秀作品を決定し表彰した。 

     また、応募作品については、市内の大型量販店にて展示し、住民の納税意識高 

   揚に努めた。 
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  ② 「税に関する作文」の表彰 

     国税庁等が次代を担う中・高生を対象に、税知識の高揚を図ることを目的に税 

   に関する作文を募集しており、応募作品の中からそれぞれ１点ずつを甘木朝倉法 

   人会賞として表彰した。 

  ③ 会報及びホームページによる税情報の提供 

     会員はもとより地域住民にも有益な税情報を提供し、税制に対する意識の向上 

   を図ることを目的に会報を作成し広く配布した。 

     さらにホームページに税に関する情報記事を掲載した。 

  ④ 全国青年の集い 

     全法連主催の全国青年の集いに当会から３名が参加し、優秀な租税教室活動を 

   学ぶとともに、全国の青年部会会員と情報交換することにより青年部会活動のレ 

   ベルアップを図った。 

  ⑤ 全国女性フォーラム 

     全法連主催の全国女性フォーラムに当会から４名が参加し、優秀な絵はがきコ 

   ンクール活動を学ぶとともに、全国の女性部会会員と情報交換することにより女 

   性部会活動のレベルアップを図った。 

 

 ３ 税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 

  ① 税制改正に関するアンケートの実施 

     適正・公平な税制実現のために、「税制改正要望に関するアンケート」を実施 

   し、県連、全法連に上申した。 

     また、アンケート結果は会報に掲載し公表した。 

  ② 税制改正要請活動 

     全法連全国大会において決議された税制改正要望書を甘木・朝倉広域市町村圏 

   事務組合理事長及び議長へ手渡し、税制改正への協力を要請した。 

 

 ４ 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 

  ① 経営法律無料相談 

     管内の企業を対象に、地域の中小企業の健全な経営に資することを目的に、経 

   営に関する諸問題を弁護士に相談する機会を提供した。 

  ② 経営講演会 

     管内の企業及び地域住民を対象に、経営における成功事例や体験話を学ぶこと 

   で、健全な企業経営に貢献すること等を目的に講演会を開催した。 

  ③ 支部講演会 

      夜須支部及び立石支部では、支部内の企業を対象に、企業発展のためのヒント 

   を得ることを目的に講演会を開催した。 

 

 

 

 



- 3 -

 ５ 地域社会への貢献を目的とする事業 

  ① 地域活性化のための講演会 

     甘木三支部、朝倉支部及び東部支部では、それぞれの支部会員及び地域住民を 

   対象に、地域の活性化に資するため公開講演会を開催した。 

  ② 地域イベントの共催 

     各支部の管内では、それぞれ地域の発展や活性化を目的に独自のイベントが開 

   催された。該当する支部においては、それぞれの地域イベントに共催し、地域の 

   発展に貢献した。 

  ③ 「飛び出し注意」人形看板の寄贈 

     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Ｐ 

   ＴＡ及び朝倉警察署などの協力により、交差点など危険な個所に「飛び出し注意」 

   人形看板を設置した。 

     本年度で４年目となり、これまで２６０体を設置した。 

  ④ 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ために、管内の小学校の新１年生 

   に防犯ブザーを贈呈した。 

     本年度で９年目となり、これまで７，２００個を贈った。 

  ⑤ 花のプランターの配布 

     支部が中心となり、街の美観を保つため、事業所、公共施設、バス停などに花 

   のプランターを配付した。 

    ⑥ バレーボールの寄贈 

     青少年の健全育成を目的に、「第７回ひみこ杯小学生バレーボール大会」に参 

   加した全チームにバレーボールを贈呈した。 

  ⑦ 「緑のカーテン」の設置 

     管内の小学校２校に対して、ＣＯ２削減・節電の取り組みの一環として「緑 

    のカーテン」の設置作業を行い、学校に寄贈した。 

  ⑧ 図書の寄贈 

      十文字支部の社会貢献活動として、青少年の健全育成のため、支部管内の小学 

   校及び中学校に図書を贈呈した。 

 

 ６ 会員の交流を図るための事業 

  ① 役員懇談会 

     理事・監事が、意見交換と意志の疎通を図るため懇談会を開催した。 

  ② 支部内における会員交流会 

     各支部内において、会員相互間の交流を図るため、賀詞交換会や会員交流会を 

   開催した。 

  ③ 青年部会懇談会 

     青年部会員を対象に、会員相互間の交流を図るため、会員懇談会を開催した。 

  ④ 女性部会バスハイク 

     女性部会員を対象に、会員相互の親睦を図るため、バスハイクを実施した。 
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 ７ 会員の福利厚生のための事業 

  ① 福利厚生制度の普及推進 

     会員企業の福利厚生制度の充実と経営安定化のために、次の商品の普及推進に 

   努めた。 

       ・経営者大型保障制度 

       ・ビジネスガード 

       ・がん保険制度 

 

 ８ その他この法人の目的達成に必要な事業 

  ① 会員の拡大 

     公益社団法人として、組織の健全な維持と財政基盤の確立を図るために、会員 

   拡大に取り組んだ。 

     また、本年度から賛助会員制度を導入し、賛助会員の加入を推進した。 

 

 ２４年度末 会員数  ７１４社 

 ２５年度   入会   １５４社(人) 

       退会    ２８社 

 ２５年度末 会員数  ８４０社(人) 

 

  ② この法人の認知度の向上 

          あらゆる機会を利用して、公益社団法人としての認知度の向上に努めた。 

 



平成２５年度事業報告　付属明細書 (事業実施状況)

≪本　部≫
事　業　名 開催日 内　　容　　等 会　場 参加者数

　講　演　会  演題：現在の経済情勢～アベノミクスを考える  松屋  会員　　　 ４８

  (定時総会）   講師：ＦＦＧﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ企画調査部長　真田高充 氏  　　ガーデンパレス  来賓    　 　８

  ３～５月決算法人対象  ピーポート甘木  会員　 　　２５

 講師：甘木税務署法人課税部門　柚山尋保 上席 　   　　　第４学習室  非会員　  　９

 会員         ８

 PTA        ２０

 ６～８月決算法人対象  ピーポート甘木

 講師：あさくら税理士法人　稲葉武彦 先生   　 　　　第３学習室

  25. 7月～  あさくら

　   25. 9月 　　　　　法律事務所

 「ひみこ杯バレーボール大会」参加チームへ  甘木小学校  会員         ２

 　　バレーボール１２個贈呈  立石小学校  一般     １６０

 演題：逆境が人を育てる～小さくても強い会社を作る～  ピーポート甘木  会員　  　 ３５

 講師：日本ガードサービス（株）代表取締役 市川善彦 氏 　 　　　　第５学習室  一般　   　１０

 公益社団法人甘木朝倉法人会賞  会員         １

 中学生の部　１名  一般　　   　８

 公益社団法人甘木朝倉法人会賞  会員         ２

 高校生の部　１名  一般　   　１２

 ９～１１月決算法人対象  ピーポート甘木  会員         ５

 講師：あさくら税理士法人　鐘江徹 先生      　　　第１学習室  非会員      ４

 三役・青年部会・女性部会対象  甘木税務署

 講師：福岡税務署　林広報官 　　　  　　　　会議室

 会員        ５

 児童等   ４０

  25. 12.  4  会員        ５

  25. 12. 13  一般        ４

 ６年生  会員        ４

 講師：矢野清博  副会長  児童　　  ３６

 ６年生  会員        ２

 講師：具嶋孝一朗　専務理事  児童３２・他２

 １２～２月決算法人対象  ピーポート甘木  会員      １２

 講師：あさくら税理士法人　鐘江徹 先生            第８学習室  非会員     ２

 会員　 　　 ３

 一般　    １０

≪支　部≫

【夜須支部】

 経営を良くするための数字の見方

 講師：(株)コンサルティングサービス 高鍋信義　氏

 草場川沿い

       ふれあい公園

　環境美化活動   25. 12. 16  バス停にプランターを設置  支部管内バス停  会員        ９

 会員       １３

  26.  2. 14

　租 税 教 室   25. 12. 16  馬田小学校

　租 税 教 室   26.   1. 20  三奈木小学校

 会員      １６ 大六寿司

 自治体への税制改正要請活動

　飛出し人形の贈呈

　租税教室講師養成講座

 朝倉高校

 経営法律無料相談会

  25. 10. 17

  25. 11. 26  贈呈式  (管内全小学校へ飛出し人形４０体)

  25. 10. 20

  25. 11. 13  甘木中学校

  26.  3. 28  贈呈式  (新一年生へ防犯ブザー７５１個)  市町村会館

  26.  2. 17

　決算研修会

　会報の発行

　イベントの共催

　決算研修会

　税制改正要請活動

　防犯ブザーの贈呈

　研  修  会

 立石小学校

  25. 11. 19

  26.  3. 25  草場川桜並木ライトアップ

 朝倉市役所

  25.  9. 15  会報「あさくらの風」１,２００部発行

  25. 11. 19

  25. 11.18

　決算研修会

　

  25.  5. 22

  25.  5. 25  花苗の植栽及びネット張り作業  三輪小学校

  25.  8. 21

　バレーボールの贈呈

　経営講演会

　税の作文表彰

　緑のカーテン設置

　法律無料相談会

　決算研修会   25.  5 .23

 会員       ２１

 会員         ４



事　業　名 開催日 内　　容　　等 会　場 参加者数

【三輪支部】

  25. 12.  5  学童保育三輪っ子  会員        ７

   ～ 12. 19    プランターの制作・植込み・配付  児童・一般 63

 会員        ７

 一般    １８０

 草場川沿い

       ふれあい公園

【甘木三（西・中・東）支部】

  25. 11.  7  イルミネーションの取り付け作業

  25. 11. 16  イルミネーション点灯式

 演題：前佐賀市長が語るまちづくり  松屋  会員      ２６

 講師：福岡大学教授　木下敏之 氏  　　ガーデンパレス  一般      １１

【甘木東支部】

【立石支部】

 演題：平成２６年度の経済動向  会員     ２５

 講師：あさくら税理士法人　稲葉武彦 先生  一般     　５

 会員     ３９

 一般     １２

【秋月支部】

 郷土の偉人・緒方春朔と天野甚左衛門に学ぶ

 ①基調講演「種痘から予防ワクチンの道」  ピーポート甘木  会員・一般

　 　講師：順天堂大学名誉教授　酒井シヅ 氏 　　　　　　　中ホール 　約３００名

 ②シンポジウム

【南陵支部】

 支部管内保育所

 公民館・駐在所他

【十文字支部】

 会員　 　 　６

 一般　　    ２

 十文字中学校

 三奈木小学校

【朝倉支部】

 演題：魅力的な人創り（人が人を結ぶ）  朝倉地域生涯  会員      ２８

 講師：（株)BIG ROAD　代表 金川俊一 氏   　　　 学習センター  一般      １０

  25.  5. 19

  26.  1. 27  新年名刺交換会  一品香・甘木店

  25. 11. 25  プランター花苗の植付け及び配付

  25. 11. 16

  25. 10. 20  大平山登山道下草刈り及び整備  大平山  会員     ２０

  26.  1. 27  一品香・甘木店

  25.  6. 23  大平山登山道下草刈り及び整備  大平山

 会員        ６

  26.  2.  6

 会員        ４  26.  2. 18  図書の寄贈

  25. 11. 12  ミニプランターの配付  支部管内企業

 会員     ２０

 大平山  会員     ２０  25.  7. 28  大平山登山道下草刈り及び整備

  25. 11.  8

 会員       ６

 会員       ７

 三福町交差点

 三福町交差点 花壇の植替え

  25.  6. 14  花壇の植替え

　シンポジウム

　環境美化活動

　環境美化活動

　緑のカーテン設置

  26.   3. 10

  26.  2. 11  大国様祭り・うどん店出店  大己貴神社境内

  26.  3. 25  草場川桜並木ライトアップ

　花苗の植栽及びネット張り作業  金川小学校

 会員・一般80

　環境美化活動

　イベントの共催

 はなみずき通り

 支部管内バス停

　会員交流会

　環境美化活動  会員       ４

　イベントの共催   26.  2.   1  筑後川凧揚げ大会（凧の制作・凧揚げ）

　イベントの共催

　イベントの共催

　講　演　会

　法人会文庫

　環境美化活動

　朝倉・東部合同講演会

　研　修　会

 筑後川河川敷



事　業　名 開催日 内　　容　　等 会　場 参加者数

【東部支部】

 演題：軍師 黒田官兵衛と朝倉  会員      １９

 講師：龍光山円清寺　住職　渕上良仙 氏  一般      ６２

 演題：魅力的な人創り（人が人を結ぶ）  朝倉地域生涯  会員      ２８

 講師：（株)BIG ROAD　代表 金川俊一 氏    　　　学習センター  一般      １０

≪部　会≫

【青年部会】

　税務研修会  「税制の改正について」  松屋  会員      １６

　（定時総会）  講師：あさくら税理士法人　鐘江徹 先生  　　ガーデンパレス  来賓９、 他５

 ６年生  会員        ７

 講師：青年部会　田邊健 理事  児童      ５４

　全国青年の集い  ７日）租税教育活動プレゼンテーション

　　　　　広島大会  ８日）部会長サミット、式典、記念講演

 ６年生  会員        ６

 講師：青年部会　平位典嗣 理事  児童６７・他２

 ６年生  会員     　 ４

 講師：青年部会　北川智英 理事  児童　  １１３

 ６年生  会員        ３

 講師：青年部会　田邊健 理事、矢野博一 理事  児童      １６

 ６年生  会員        ３

 講師：青年部会　北川智英 理事  児童      ２１

【女性部会】

  全国女性ﾌｫｰﾗﾑ  ①記念講演、記念式典

　　　　　愛知大会  ②絵はがきコンクール作品展示等、活動報告展示

　講　演　会  演題：税のよもやま話  筑前町男女  会員      ２３

　（定時総会）  講師：甘木税務署長　天明誠 氏    共同参画センター  来賓１０・他５

 東小田学童保育児童  会員        ３

 DVD「けんたくんの大冒険」講師：木村栄子 副部会長  児童      ４７

 杷木学童保育児童  ひまわりっ子  会員        ２

 紙芝居「くるくるコドラ」講師：森部真由美 理事 　　　         クラブ  児童      １２

 三輪学童保育児童  みわっ子  会員        ５

 DVD「ポカポカ村の危機」講師：久保幸枝 副部会長    SUNSUNクラブ  児童　　  ６０

 三奈木学童保育児童  会員        ３

 紙芝居「くるくるコドラ」講師：井上まゆみ 監事  児童      １５

 中牟田学童保育児童  会員        ３

 DVD［けんたくんの大冒険」講師：井上まゆみ 監事  児童　　  ３０

 ①年金よもやま話  会員      １２

 　 講師：大同生命（株）　石川浩一 氏  ピーポート甘木  非会員 　  ３

 ②暮らしに見近な税 　　       第３学習室  一般  　 　 ７

 　 講師：税理士　藤田ひろみ 先生

 バスハイク 奥阿蘇の宿やまなみ

 （車中にて税金クイズ実施）  くじゅう花公園

 ６年生  会員        ４

 講師：女性部会 森部真由美 理事  児童      ３３

 ６年生  会員        ３

 講師：女性部会　大庭淳子 理事  児童      １０

 会員      １７

  26.  1. 15

  26.  2.  4

 大福小学校

 福田小学校

  25.  9. 24

  25. 10. 23

  25. 12. 18  杷木小学校

  25. 12. 19  甘木小学校

  26.   1. 16  三並小学校

  25.  8.  6

 三奈木学童保育所

 すくすくクラブ

  25.  8. 22

  25.  8. 26

  26.   1. 21  金川小学校

 のびのびクラブ

  25.  5. 29

  25.  7. 22

  25.  7. 24

 広島市

 名古屋市

 会員        ３

  26.  2.  6

  25.  6.  12

  25.  8. 27  杷木らくゆう館

  25.  7. 17  中牟田小学校

  25. 11.  8

  25.  4. 11  会員　　  　４

　租 税 教 室

　租 税 教 室

　租 税 教 室

　講演会

　朝倉・東部合同講演会

  租 税 教 室

　研  修  会

　会員交流会



事　業　名 開催日 内　　容　　等 会　場 参加者数

  25.  7. 17

   ～26.1.21

 審査立会（応募総数３６４点）

 審査：朝高美術担当教諭 川里智子先生他１名

  26.  2. 15

 　 ～ 2. 20

 会員　　　  ２

 児童他　 １８

 会員　　 　 ２

 児童他　 　７

 会員        ２

 児童他　 １０

 会員        ２

 児童他　 　７

 会員　　 　 １

 児童他　 　７

 会員　　 　 ３

 児童他 １６０

 会員　 　　 ２

 児童他　   ７

 会員        ２

 児童他     ７

 会員　　　  ２

 児童他 　  ４

 会員　　  　２

 児童他　   ８

  26.  2. 24  表彰式　（優秀賞１、入選３）  杷木小学校

  26.  2. 24  表彰式　（優秀賞１、入選５）  中牟田小学校

  26.  2. 24  表彰式　（最優秀賞１、優秀賞４、入選６）  甘木小学校

 展  示  イオン甘木店  会員        ８

 展　示  甘木税務署

 事務局  会員        ８

 租税教室開催時等に募集案内  小学校１０校

  26.  2. 28

  26.  2. 28

  26.  3.  4

  26.  3. 10

  26.  3. 13

 表彰式　（優秀賞１、入選３）  福田小学校

 表彰式　（優秀賞１、入選４）  大福小学校

  26   2. 25

  26.  2. 27

 表彰式　（優秀賞１、入選４）  三奈木小学校

 表彰式　（最優秀賞１、優秀賞１、入選２）  金川小学校

 表彰式　（優秀賞１、入選３）  馬田小学校

 表彰式　（最優秀賞１、優秀賞１、入選２）  秋月小学校

 表彰式　（優秀賞１、入選２）  三並小学校

  26. 2. 21～

  26.  2. 15  展示準備

 県立朝倉高校  26.  2. 10

　税の絵はがきｺﾝｸｰﾙ

 会員        ４


