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平成２７年度 事業報告 

 

Ⅰ 概 況 

    平成２７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 適正・公平な税制実現のため的確な提言を行う。 

   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 公益社団法人としての認知度の向上に努める。 

      特に、平成２７年度は、公益法人として４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  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。 

③  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１２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９小学校から３７２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、市内の量販店に展示し、住民の納税意識高揚に努 

    めた。 

②  「税に関する作文」の表彰 

     国税庁等が主催し、税知識の高揚を図ることを目的に募集している中学生・高 

    校生を対象にした税に関する作文に関して、応募作品の中からそれぞれ１点ずつ 



- 2 - 

    を甘木朝倉法人会賞として表彰した。 

③  広報誌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広報誌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２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５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。 

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朝倉市長及び朝倉市議会 

    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。 

 

 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の開催 

     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 



- 3 - 

    発展に貢献した。 

③  「飛び出し注意」人形看板の設置 

     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６年目となり、これまで３００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１１年目となり、これまで約８，５００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  バレーボールの贈呈 

     青少年の健全育成を目的に、「第９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１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寄贈した。 

 

 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。 

 

 

 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 
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    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。 

 

 ２６年度末 会員数  ８５４社(人) 

 ２７年度   入会    １３社(人) 

       退会    ４１社(人) 

 ２７年度末 会員数  ８２６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２７年度事業報告　附属明細書 (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  松屋  会員　　　 ４５

  (定時総会）  講師　：　ふくおか証券(株)代表取締役社長　原田康平　氏  　　ガーデンパレス  来賓    　 　８

  ３～５月決算法人対象  甘木税務署  会員　 　　２１

 講師 ： あさくら税理士法人　公認会計士　稲葉武彦 先生 　　　  　　　　会議室  非会員　  　３

　

　

   27. 7～  あさくら

　     27. 12 　　　　　法律事務所

 ６～８月決算法人対象  甘木税務署  会員　 　　１５

 講師 ： あさくら税理士法人　公認会計士　稲葉武彦 先生 　　　  　　　　会議室  非会員　  　４

 第９回「ひみこ杯バレーボール大会」参加チームへ  立石小学校 　

 バレーボール１６個贈呈  福田小学校 　

 演題 ： 小さな会社のモテる戦略  ピーポート甘木  会員　  　 ３２

～物を売るな、物語を売れ～ 　 　　　　第５学習室  一般　   　　４

 講師 ：作家　川上徹也　氏 　 　

 理事・青年部会・女性部会対象  甘木税務署

 講師 ： 久留米税務署　矢野智文税務広報広聴官 　　　  　　　　会議室

　

 公益社団法人甘木朝倉法人会賞

 高校生の部　１名 　

 公益社団法人甘木朝倉法人会賞

 中学生の部　１名 　

 ９～１１月決算法人対象  甘木税務署  会員　   　　９

 講師 ： あさくら税理士法人　公認会計士　稲葉武彦 先生 　　　  　　　　会議室  非会員　  　１

　

 １２～２月決算法人対象  フレアス甘木  会員       　７

 講師 ： あさくら税理士法人　公認会計士　稲葉武彦 先生            ２階研修室  非会員      １

　

≪支　部≫

【東部支部】

 第２回善助祭＆行燈会  杷木志波  会員      １２

　防犯ブザーの贈呈

　決算研修会 27.  5 .28

27. 10. 23

　バレーボールの贈呈

　経営講演会

27.  9. 15

　

27.  5. 22

27.  6.  3  花苗の植栽及びネット張り作業  朝倉東小学校

27.  8. 24

 会員         ３

　決算研修会

　緑のカーテン設置

　法律無料相談会

 広報誌「あさくらの風　第５８号」１,５００部発行

27. 11. 19

27. 11.  9

27. 10. 18

27. 11. 13

   (管内全小学校へ飛出し人形２０体)

　決算研修会 27. 11. 19

　

　イベントの共催

 経営法律無料相談会

　決算研修会

　広報誌の発行

　税制改正要請活動

27. 10. 28

　租 税 教 室 27. 12.  4

　税の作文表彰

　租 税 教 室

　飛出し人形の贈呈

　租税教室講師養成講座

 朝倉光陽高校

 甘木中学校

27.  8.  2

 朝倉市役所 朝倉市長・朝倉市議会議長への税制改正要請活動

28.  2.  4  三奈木小学校

 会員         ７

28.  2. 19

　租 税 教 室

 立石小学校 講師 ： 阿部達彦　副会長

27. 12. 28

 講師 ： 森山達巳  副会長28.  1. 22  東小田小学校

 児童　   １３２

 児童　   　７９

 児童　   　２５

 贈呈式  (新一年生へ防犯ブザー ８３６個)  市町村会館28.  3. 24

 講師 ： 髙瀬健次　事務局長



事　業　名 開催日 内　　容　　等 会　場 参加者数

 神田　紅　歴史講談会 　　　　　　　円清寺  一般  　１５０

   27. 10.  原鶴温泉

　　　17～18 　　　　ハーブ公園

 演題 ： 絆　　～語り継ぎたい美しい日本人の物語～  朝倉地域生涯学習

 講師 ： 中村学園大学　教授　占部賢志　先生  　センター　会議室

【朝倉支部】

 支部管内

　幼稚園・保育所他

 演題 ： 絆　　～語り継ぎたい美しい日本人の物語～  朝倉地域生涯学習

 講師 ： 中村学園大学　教授　占部賢志　先生  　センター　会議室

【十文字支部】

 十文字中学校  

 金川小学校  

 十文字中学校

 金川小学校

 三奈木小学校

【南陵支部】

 支部管内保育所

 公民館・駐在所他

 蜷城地区

 コミュニティーセンター

【立石支部】

【甘木東支部】

【甘木三（西・中・東）支部】

27. 11. 14  イルミネーションの取り付け作業

27. 11. 21  イルミネーション点灯式

　甘木三支部  演題 ： エネルギー自由化の流れと経営  フレアス甘木

　　　　　　合同経営講演会  講師 ： （有）三喜コンサルティング　代表取締役　梅田教雄　氏            ２階研修室

【筑前支部】

　

　

 演題 ： 中小企業の財務経営のあり方  なかにし

　　　　　　　　　　　　　　～決算・確定申告について～

 講師 ： コンサルティング・サービス（株）　代表取締役　安本光磁　氏

   28.  3.  草場川沿い

         26～        ふれあい公園

≪部　会≫

【青年部会】

　親睦ゴルフコンペ  ＪＲ内野

      カントリークラブ
27.  9. 16

　法人会文庫 　

 会員        ８

　花苗の植栽及び土等の補充作業

　環境美化活動

　朝倉・東部合同講演会

　イベントの共催

　イベントの共催

 会員        ８

　緑のカーテン設置

 会員他   ４５

 会員他   ４５

 筑後川凧揚げ大会（凧の製作）

　朝倉・東部合同講演会

28.  2. 13

  図書の寄贈

　環境美化活動

 第２０回ハーブ・フェスタ ｉｎ 原鶴

　イベントの共催

27.  6.  9  花壇の植替え

28.  2. 16

28.  3.  1

　イベントの共催

28.  2. 16

27.  8.  2

 はなみずき通り

 会員        ７

27. 11. 24  ミニプランターの配付

27. 11. 26  プランター花苗の植付け及び配付

28.  1. 20

 大国様物産展うどん屋出店

28.  3.  29

 一品香・甘木店

 大己貴神社境内

 新春名刺交換会

 三福町交差点

　会員交流会

　イベントの共催

　環境美化活動

  経営講演会

 会員他 １００

27.  6.  3

 会員        ８

 会員他    ２８

　イベントの共催  草場川桜並木ライトアップ

28.  3.   4  会員他    １８

28.  2. 11



事　業　名 開催日 内　　容　　等 会　場 参加者数

　全国青年の集い

　　　　　　　　　　茨城大会

【女性部会】

  全国女性フォーラム

　　　　　　　　　　福岡大会

 バスハイク

 （車中にて税金クイズ実施）

 演題 ： 女の終活  甘木税務署  会員      １２

 講師 ： 税理士　藤田ひろみ　先生 　　　  　　　　会議室  非会員 　  ５

  27. 11. ～

         27. 12

 審査立会（応募総数３７２点）

 審査：朝高美術担当教諭 川里智子先生他１名

   28.  2. 24

 　   ～ 2. 29

   28.  3. 

          16～

 児童　    １２

 金川小学校

 会員　　  　５

　

 児童　    ３３

 児童　    １５

 児童        ７

 児童　    ３０

 児童　    ５８

 児童　    ６７

 児童　    ８０

　会員交流会

27.  8.  6

　税の絵はがきｺﾝｸｰﾙ

　租税教室 27. 12. 14  講師 ： 矢野博一　青年部会専務理事

　租税教室 27. 11. 20

27. 12.  2

　租税教室 28.  1. 20

 会員        ２27. 11. 20  水戸市

28.  2. 23  展示準備

27. 12.  8

27. 10. 20

 児童      ５１

 児童      ９９

 児童　    ２６

 児童　    ２０

28.  2.  1

27. 11.  9　税務研修会

 会員        ６

 租税教室開催時等に募集案内  小学校９校

 福田小学校

 北九州方面

 中牟田学童保育所

 展  示  イオン甘木店

 朝倉高校

 事務局

27.  8.  5

27.  8.  3

 福岡市

 中牟田小学校

 

 展　示  甘木税務署

 会員      　７

 式典、記念講演 他

27. 12.  1　租税教室  講師 ： 田邊　健　青年部会理事

 甘木小学校

　租税教室 27. 12. 18  講師 ： 平位典嗣　青年部会常任理事  志波小学校

　租税教室 27. 12.  9  朝倉東小学校 講師 ： 北川智英　青年部会部会長

　租税教室

 講師 ： 木村栄子　女性部会部会長  大福小学校

 講師 ： 吉森　達　青年部会副部会長  秋月小学校

 講師 ： 木村栄子　女性部会部会長  蜷城小学校

 式典、記念講演 他

 東小田学童保育所

 講師 ： 木村栄子　女性部会部会長

 講師 ： 木村栄子　女性部会部会長

　租税教室  講師 ： 木村栄子　女性部会部会長

27.  4. 16

 講師 ： 木村栄子　女性部会部会長  三輪学童保育所

　租税教室 27. 12.  3

　租税教室

　租税教室

　租税教室

 講師 ： 佐藤吉治　青年部会常任理事



≪本　部≫

会　　議　　名 開催日 会　　議　　の　　内　　容

　定時総会 ２７．　５．２２  ２６年度事業報告・決算、２７年度事業計画・予算、理事監事の選任

２７．　４．２１  第１回理事会提出議案　他

２７．　５．２２  第４回定時総会の進め方　他

２７．　７．　９  平成２７・２８年度委員会委員、支部役員の確認　他

２７．　９．　１  第３回理事会提出議案　他

２８．　２．　９  第４回理事会提出議案　他

２８．　３．１５  第５回理事会提出議案　他

２７．　４．２１  業務執行状況報告、平成２６年度事業報告及び決算、次期役員予定者の確認　他

２７．　５．２２  代表理事・業務執行理事の選任

２７．　９．　１  業務執行状況報告、会員拡大、厚生事業推進、顧問の推薦

２８．　２．　９  業務執行状況報告、第５回定時総会の開催

２８．　３．１５  資産運用規程の制定、平成２８年度事業計画及び予算

　監査会 ２７．　４．１６  平成２６年度事業・会計監査

　厚生制度推進連絡協議会 ２７．　７. ２９  厚生制度の推進状況及び保険商品内容、本年度の推進方針　他

　厚生事業各保険会社説明会 ２７．　９．　１  保険商品の内容について

　広報委員会 ２７．　７. ３０  広報誌「あさくらの風　第５８号」発行（ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ、掲載記事等）

２７．　８. ２６  広報誌「あさくらの風　第５８号」原稿確認、ページレイアウト

２７．　９. 　７  広報誌「あさくらの風　第５８号」第１次校正

２７．　９. １０  広報誌「あさくらの風　第５８号」最終校正

　研修委員会 ２７．　６．　４  租税教室の開催　他

２７．　８．２１  経営講演会の開催、租税教室の開催　他

　社会貢献委員会 ２７．１０．１６  ２７年度事業　他

２７．　９．１４  ＨＰ更新　他

２８．　２．１９  平成２８年度事業計画　他

≪支　部≫

【東部支部】

２７．　６．１３  講演会及び全体会の開催　他

２７．　７．２０  第２回善助祭＆行燈会の共催　他

２７．１１．３０  (朝倉・東部支部合同）新春講演会の開催　他

２８．　２．２８ ２８年度事業計画　他

【朝倉支部】

２７．　９．２６  環境美化活動、新春講演会　他

２７．１１．３０  (朝倉・東部支部合同）新春講演会の開催　他

  支部全体会 ２８．　３．２６  平成２７年度事業報告、平成２８年度事業計画　他

【十文字支部】

２８．　１．１５  図書の寄贈　他

平成２７年度事業報告　附属明細書 (会議開催状況)

 

　三役会

　理事会

　役　員　会

　情報化推進委員会

　役　員　会

　役　員　会



会　　議　　名 開催日 会　　議　　の　　内　　容

２８．　２．１５  平成２８年度事業計画、予算　他

【南陵支部】

　役　員　会 ２７．１０．２７  プランターの配付、筑後川凧揚げ大会　他

【甘木東】

　役　員　会 ２７．１０．　８  三福町交差点花壇花植事業　他

【甘木東・中・西支部】

２７．１０．　８  花みずき通りイルミネーション設置打合せ、点灯式　他

２８．　２．２９  甘木三支部合同経営講演会

２８．　１．　６  甘木三支部合同経営講演会

２８．　１．１８  甘木三支部合同経営講演会

２８．　２．１０  甘木三支部合同経営講演会

【筑前支部】

　発　足　式 ２７．　８．　６

２７．　８．　６  ２７年度事業計画、予算　他

２７．１１．１８  大国様物産展うどん店出店、経営講演会、草場川桜並木ライトアップ事業　他

２８．　２．　４  大国様物産展うどん店出店事業　他

　支部全体会(旧三輪支部) ２７．　４．　３  支部合併問題　他

≪部　会≫

【青年部会】

　定時総会 ２７．　５．２０  平成２６年度事業報告決算、平成２７年度事業計画予算　他

　三役会 ２８．　３．　１  平成２８年度事業計画予算　他

２７．　５．１３  第４回青年部会定時総会の開催

２７．　７．３０  租税教室、親睦ゴルフコンペの開催　他

２７．１０．１４  全国青年の集い、経営講演会、租税教室の開催　他

２７．１１．２６  租税教室の開催　他

２８．　２．　１  税務研修会の開催　他

【女性部会】

　定時総会 ２７．　５．２０  平成２６年度事業報告決算、平成２７年度事業計画予算　他

２７．　７．２３  学童保育所租税教室、会員交流会の開催　他

２７．　９．　８  税務研修会、会員交流会の開催　他

　役　員　会 ２７．　５．１３  第４回女性部会定時総会の開催

２７．　６．２４  平成２７年度事業　他

２７．　９．１８  税務研修会、会員交流会、経営講演会の開催　他

　役　員　会

　合同支部長会

　合同役員会

　役　員　会

　正副部会長会

　役　員　会


