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報告事項 １ 

 

平成２９年度 事業報告 

 

Ⅰ 概 況 

    平成２９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。 

 

Ⅱ 主な事業 

 １ 税知識の普及を目的とする事業 

甘木税務署管内の法人及び市民を対象に、国政の健全な運営の確保に貢献すること

を目的に税知識の普及を図るため、各税法に関する説明会及び研修会等を開催した。 

  ① 決算事務説明会 

    甘木税務署管内の法人を対象に、税制改正事項等決算手続きを行うにあたっての

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として、決算事務

説明会を年４回開催した。 

  ② 税務研修会 

    甘木税務署管内の法人及び市民を対象に、税制改正、調査立会、消費税、相続税

等税知識の普及を目的として税務研修会を立石支部、甘木三支部、筑前支部、青年

部会及び女性部会で開催した。 

  ③ 租税教室 

    租税教育推進の観点から、朝倉市郡内の小学６年生を対象に「租税」の意義、役

割等について考える機会を作り、税に関心を持ってもらえることを目的として、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 

   甘木税務署管内の法人及び市民を対象に、税を身近なものに感じてもらう機会を提

供し、税制に対する正しい理解と納税者としての自覚を促して納税意識の高揚を図る

ため、次の事業を行った。                           

① 税に関する絵はがきコンクール 

    租税教室を開催した小学校の６年生の児童を対象に、税に対する関心を高め、将 

   来も含め納税者としての自覚を促すことを目的に、税の絵はがきを募集し、審査を 

   行い、優秀作品を法人会の全国コンクールに出品、表彰するほか、公共施設や商業 

   施設に展示し､当会発行の広報誌及びホームページに掲載した。 

  ② 税に関する作文の表彰 
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    国税庁や全国納税貯蓄組合連合会等主催する「中学生・高校生の税の作文募集」 

   に協賛し、甘木税務署管内での優秀作品の中から、それぞれ１点ずつを法人会とし 

   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 

    会員はもとより一般の方にも有益な税情報を提供し、税に対する意識の向上を目 

   的に、ホームページ及び広報誌「あさくらの風」、全法連季刊誌「ほうじん」等で 

   時期に応じた適切な税に関する情報を提供した。 

 

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 

   時代に即した適正・公平な税制、合理的な簡素・円滑な税務手続きを目指し、税制

・税務に関する調査研究により、現状における課題を把握し、提言・要望書の提出を

目的として、次の事業を行った。 

  ① 税制・税務に関するアンケート等による調査研究 

    甘木税務署管内の法人等を対象に、税制・税務に関するアンケートを適宜実施し

て、税制・税務に関する意見要望を広く集め、調査研究した。 

  ② 「税制改正に関する提言」の要望活動及び広報活動 

    公益財団法人全国法人会総連合が作成する「税制改正に関する提言」について、

地方自治体の首長及び議長等に対し、面談の上趣旨説明等を行って同提言の実現を

図ったほか、ホームページや広報誌により広く一般への周知を図った。 

 

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 

   甘木税務署管内の法人及び個人事業主を対象に、地域企業の健全な発展に貢献する

ことを目的として、次の事業を行った。 

  ① 経営無料法律相談 

    甘木税務署管内の事業を営む経営者を対象に、地域の中小企業の健全な経営に資

することを目的に、経営等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 

    筑後地区５法人会合同で、税務・会計・経営等について、地域企業の健全な発展

に資するため講演会を開催した。 

 

５ 地域社会への貢献を目的とする事業 

   甘木税務署管内の法人及び地域住民を対象に、地域社会への貢献や社会の発展を目

的として、各種セミナーや福祉活動、寄付活動、地域イベントへの参加・実施等によ

り、次の事業を行った。 

  ① 地域活性化講演会 

    地域の活性化に資するために、地域に密着したテーマで、地域活性化講演会を東

部支部、朝倉支部合同で開催した。 

  ② 地域イベントの参画 

    地域の活性化及び社会貢献を目的として、開催される地域イベントに参画し、地

域の活性化のために寄与した。 
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③ 寄付活動・災害に関する被災者・災害復興支援活動 

    ２９年７月の九州北部豪雨の災害地域の復興に向けた支援活動を行った。 

  ④ 「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８年目となり、これまで約４００体を設置した。 

  ⑤ 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、管内の小学校新１年生に 

   防犯ブザーを贈呈した。 

     本年度で１３年目となり、これまで約１万個を贈った。 

  ⑥ 花のプランターの贈呈 

    支部が中心となり、街の美観を保つため、保育所、小・中学校、交番、コミュ 

   ニティーセンター等公共施設に花のプランターを贈呈した。 

  ⑦ バレーボールの贈呈 

    青少年の健全育成を目的に、「第１１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。 

  ⑧ 「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、学校に贈呈した。 

  ⑨ 図書の贈呈 

     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・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 

   会員の交流を図り、情報交換や相互理解を深めることを目的として、次の事業を行

った。 

  ① 理事・役員等懇談会 

    会の運営に携わっている理事、青年部会、女性部会、支部役員それぞれの情報交

換と相互理解を深め、公益社団法人としての目的達成のため意思統一を図った。 

   ② 部会主催による視察・文化体験 

    青年部会、女性部会はそれぞれ優良企業の見学会やバスハイクを実施し、会員の

交流と相互の意思疎通を図った。 

    

７ 会員の福利厚生のための事業 

   会員である法人の福利厚生の充実と経営の安定、安心を目的として、次の事業を行

った。  

  ① 公益財団法人全国法人会総連合の経営者大型保障制度の普及推進を図った。 

  ② 公益財団法人全国法人会総連合のビジネスガード制度の普及推進を図った。 

  ③ 公益財団法人全国法人会総連合のがん保険制度の普及推進を図った。 
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８ 会員増強と組織の強化・充実を図るための事業 

 ① 会員の拡大 

   公益法人として、組織の健全な維持と財政基盤の確立を図るため、会員の拡大に 

  取り組んだ。 

 ② 会員や地域に密着した活動を展開するための支部組織の充実を図った。 

 ③ 青年部会及び女性部会においても部会員の増強に努め、組織基盤を強化した。 

 

９ 公益社団法人の目的達成のための事業 

 ① あらゆる機会を利用して「公益社団法人甘木朝倉法人会」の認知度の向上に努めた。 

 

  

 

２８年度末 会員数  ７９７社(人) 

 ２９年度   入会    １４社(人) 

       退会    ２４社(人) 

 ２９年度末 会員数  ７８７社(人) 

 

  



平成２９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

　

  ３～５月決算法人対象  甘木税務署  会員　 　　１４

 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　  　７

　

　

　経営講演会  演題 ： 被災後の対処と事業継続計画(ＢＣＰ)策定のポイント  久留米市  会員　　 　　２

　(リスクマネジメントセミナー)  講師 ： ＡＩＵ損害保険（株） リスクコンサルタント  ハイネスホテル  他　　 　 　１６

　(筑後地区５法人会共催)

 あさくら 　

   29. 7～ 　　　　　法律事務所 　

　     30.  2  日野総合  会員　　 　　１

　　　　　法律事務所

 ６～８月決算法人対象  ピーポート甘木  会員　 　　１４

 講師 ： あさくら税理士法人　公認会計士　稲葉武彦 先生 　 　　　　第３学習室  非会員　  　２

　

 甘木税務署

　　　  　　　　会議室

 災害見舞金等目録贈呈式  福岡市

  　　　　　 (全法連、九北連、県連、県内単位会より) 　  　　県連事務局

 第１１回小学生ひみこ杯バレーボール大会  立石小学校

 参加賞として　バレーボール贈呈  甘木小学校

 公益社団法人甘木朝倉法人会賞

 中学生の部　「ふるさとへの応援」 　

 朝倉市立十文字中学校　３年　中島璃香さん

 公益社団法人甘木朝倉法人会賞

 高校生の部　「自分の経験を通じて気付いた事」

 福岡県立朝倉光陽高等学校　１年　小嶋歩菜さん 　

 ９～１１月決算法人対象  甘木税務署  会員　   　　３

 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　  　０

 広報誌「あさくらの風　第６０号」１,６００部発行

 (女性部会　いちごプロジェクトチラシ同封)

　

  災害復旧・復興活動 29.  8. ～  各会員事業所に、のぼり旗掲揚・ステッカー貼付要請

　広報誌の発行・配布

参加 １６チーム　

29. 11. 22

29. 12. 20  朝倉市長及び市議会議長に要請書手渡、説明

29. 11. 22

29. 11. 20  十文字中学校

 朝倉光陽高校

29. 10.  5

   29. 12. 15

29. 11. 12

　法律無料相談会

 朝倉市役所

　

　 29.  6. 　緑のカーテン設置・寄贈  大福小学校

29.  8. 18

　決算事務説明会 29.  5 .17

　青少年健全育成活動

  災害復旧・復興活動

 会員　　  　２

　税制改正要請行動

　決算事務説明会

29. 10. 19

   29. 10

　租税教室講師養成講座

　 29.  9.

29. 11.  7

　決算事務説明会

　税の作文表彰

　全法連全国大会  式典、記念講演 他

 経営法律無料相談会

　交通安全運動

　全法連季刊誌の配布

 全法連「平成３０年度税制改正に関するアンケート」用紙送付

 福井市

 全法連季刊誌「ほうじん　６９８号」　１０００部配布

　 飛出し注意看板人形設置及び交換　８０体

 会員      １０ 講師 ： 久留米税務署　税務広報広聴官  中野正剛　氏

 全法連季刊誌「ほうじん　６９７号」　１０００部配布

　税制改正アンケート調査

　全法連季刊誌の配布

　全法連季刊誌の配布

   29.  4 .

   29.  4 .  全法連季刊誌「ほうじん　６９６号」　１０００部配布

   29. 7

　使用電力節減運動

　 29.  6. 14



事　業　名 開催日 内　　容　　等 会　場 参加者数

 贈呈式  (パソコン・プリンターの贈呈)

   (仮設住宅　林田、頓田、東峰各団地集会所)

 １２～２月決算法人対象  ピーポート甘木  会員       　８

 講師 ： あさくら税理士法人　公認会計士　稲葉武彦 先生 　 　　　　第７学習室  非会員      ０

≪支　部≫

【東部支部】

 演題 ： 平成２９年７月九州北部豪雨災害の

復興・復旧への九州大学の取り組み

 講師 ： 九州大学大学院工学研究院　　三谷泰浩　教授

【朝倉支部】

 比良松中学校

 朝倉東小学校

 大福小学校

 演題 ： 平成２９年７月九州北部豪雨災害の

復興・復旧への九州大学の取り組み

 講師 ： 九州大学大学院工学研究院　　三谷泰浩　教授

【十文字支部】

 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

 小中学校・駐在所他

 蜷城地区  児童　　　３０

 コミュニティーセンター  会員他 　３３

筑後川河川敷

【秋月支部】

 安川地区　川を美しくする会

 秋月さくら倶楽部

 天野甚左衛門顕彰会

【立石支部】

 演題 ： 消費税について

 講師 ： あさくら税理士法人　公認会計士　稲葉武彦 先生

【甘木三（西・中・東）支部】

　朝倉・東部合同新春講演会

29. 10. 22

29. 12. 22

 会員他   ５３

 全法連季刊誌「ほうじん　６９９号」　１０００部配布

 朝倉地域生涯学習
センター

　

 杷木らくゆう館

 朝倉地域生涯学習
センター

   29.  10.

　大平山登山道草刈事業
大平山登山道・頂
上付近

 プランター花苗の植付け及び配付

 イルミネーション取付作業  はなみずき通り

　決算事務説明会

　

   29.  10.

30.  2. 20

　

30.  2.  8

29. 11. 11

  図書の寄贈

29. 11. 20

　イベントの共催

   29.  10.

　ボランティア団体助成    30.  2

 会員        ８

 会員他   ５３　朝倉・東部合同新春講演会

　イベントの共催

 会員他   ４５

 イルミネーション点灯式  甘木中央公園

   30.  1

 一品香・甘木店

 甘木小学校　

　環境美化活動  会員他   ２２

　イベントの共催 30.  1.   1

 第１３回筑後川凧揚げ大会（凧の製作・凧揚げ）

30.  1. 24

　環境美化活動

　税務研修会

　全法連季刊誌の配布

大平山頂上付近  会員他 １０００　大平山新春初日の出登山歓迎事業

　環境美化活動 29.  5. 28 　大平山登山道草刈事業
大平山登山道・頂
上付近

29. 11. 18

30.  2.  8

  図書の寄贈

  図書の寄贈

 会員他   ３０

  災害復旧・復興活動

　イベントの共催    30.  2.  3



事　業　名 開催日 内　　容　　等 会　場 参加者数

 演題 ： 消費税の軽減税率制度

 講師 ： 甘木税務署　統括官　丸　山　一　正　　氏

【筑前支部】

　

　

 演題 ： 消費税の軽減税率制度

 講師 ： 甘木税務署　統括官　丸　山　一　正　　氏

   30. 3. 27～  草場川沿い

        ふれあい公園

≪部　会≫

【青年部会】

　全国青年の集い

　　　　　　　　　　高知大会

 演題 ： 税制改正について  原鶴温泉

 講師 ： 濱田真　青年部会専務理事 　　　　　　　　八車荘

 杷木林田

　　　　　ゑびす酒造

 原鶴温泉

　　　　　　　　八車荘

【女性部会】

  全国女性フォーラム

　　　　　　　　　鹿児島大会

 演題 ： 消費税の軽減税率制度  ピーポート甘木

 講師 ： 甘木税務署　統括官　丸　山　一　正　　氏 　 　　　　第３学習室
 会員      １５

 児童　  １０６

 会員      

 三輪小学校

 会員      

 児童　    ２０

29. 12. 15

29. 12.  8

　バスハイク

　租税教室

29.  7.  16

30.  2.   9

  災害復旧・復興活動

　イベントの共催

　イベントの共催

 災害復興イベント(バザー出店)

 児童    １１０

　租税教室 29. 12. 11  講師 ： 木村栄子　女性部会部会長

 児童　    １３

 講師 ： 平位典嗣　青年部会常任理事  朝倉東小学校

　租税教室

　租税教室

29. 11. 27

30.  2.  2

29. 11.  4  サンライズ杷木

 講師 ： 瓜生京平　青年部会理事

 大国様物産展うどん屋出店

 福田小学校

 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  鹿児島市

 日田方面

 講師 ： 廣兼兵衛　青年部会会員

 フレアス甘木

 甘木小学校

 講師 ： 矢野博一　青年部会副部会長

 高知市

 災害ボランティア活動  東峰村・朝倉市

 児童      ９５

 大己貴神社境内

 会員        ４

 筑前町商工会館

 草場川桜並木ライトアップ

 会員　　  　２

29. 12. 20  金川小学校 講師 ： 井上まゆみ　女性部会理事

30.  3. 20

29. 11. 10

 会員      １５

 式典、記念講演 他

 児童　    ２６

 会員他    ２２

　租税教室

　税務研修会

 立石小学校

 児童      ２８

　租税教室 30.  1. 23  講師 ： 吉森　達　青年部会部会長  秋月小学校  児童　    １６

 会員        ４

 会員      

  災害復旧・復興活動

　税務研修会

　企業見学会

　税務研修会

　会員交流会

30.  1. 14

　租税教室

30.  1. 14

29. 12.  4

30.  3.   8

　租税教室

30.  2. 11

 会員      　８

30.  1. 14

　税務研修会 30.  3.   6

29.  4.  7



事　業　名 開催日 内　　容　　等 会　場 参加者数

  29. 11. ～

         30.  1

 審査立会（応募総数２２５点　　６校）

 審査：朝高美術担当教諭 川里智子先生他１名

   30.  2. 23～

           3..   1

   30.  3. ～

　

 甘木小学校

 立石小学校

 展　示  甘木税務署

 イオン甘木店

 表彰式

 表彰式

  展  示

 事務局

　税の絵はがきｺﾝｸｰﾙ

30.  3.  5

30.  3.  7

　

 会員        ６

 租税教室開催時等に募集  小学校８校

 展示準備

30.  2.  2  朝倉高校

30.  2. 20



≪本　部≫

会　　議　　名 開催日 会　　議　　の　　内　　容

　定時総会 ２９．　５．２６  ２８年度決算、理事・監事の選任、２８年度事業報告、２９年度事業計画・予算

２９．　４．２５  第１回理事会提出議案　他

２９．　５．１９  第６回定時総会の進め方　他

２９．　５．２６  第６回定時総会の進め方　他

２９．　６．１９  新役員体制について　他

２９．　９．　６  第４回理事会提出議案　他

３０．　１．１９  第５回理事会提出議案　他

３０．　１．２５  第５回理事会提出議案　他

３０．　３．２２  平成３０年度事業計画・予算、規程の一部改正　他

３０．　３．２６  第６回理事会提出議案　他

２９．　４．２５  業務執行状況報告、平成２８年度事業報告及び決算、利益相反取引　他

２９．　５．２６  （臨時理事会）代表理事・職務執行理事の選任　他

  ２９．　７．  (みなし理事会)  新役員体制

 業務執行状況報告、各委員会委員・支部役員体制、平成２９年度事業の一部変更

 規程の一部改正　他

 業務執行状況報告、会員の再加入、特定資産の積み立て、規程の一部改正、

 平成２９年度予算の補正、第７回定時総会の開催　他

 業務執行状況報告、規程の一部改正、平成３０年度事業計画・予算

 平成３０年度資金調達・設備投資見込　他

　監査会 ２９．　４．１８  平成２８年度事業・会計監査

２９．１０．　６  (担当三役・委員長会)広報誌「あさくらの風　第６０号」発行

２９．１０．１７  広報誌「あさくらの風　第６０号」スケジュール、掲載記事等確認、ページレイアウト等

２９．１１．１４  広報誌「あさくらの風　第６０号」投稿、第１次校正

２９．１１．３０  広報誌「あさくらの風　第６０号」第２次校正

２９．１２．　５  広報誌「あさくらの風　第６０号」最終校正

　厚生制度推進連絡協議会 ２９．１２．　７  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

　厚生事業保険商品説明会 ２９．　９．　６  保険商品の内容について

２９．　７．２２  役員体制、今後の取り組み　他

２９．　８．２５  (担当三役・委員長会) のぼり旗等の配布協力要請　他

２９．　８．２８  (全支部長会) のぼり旗等の配布協力要請　他

２９．１０．２３  復興イベントの協賛、仮設住宅自治会等からの要望　他

２９．１１．２０  見舞金等の収納、のぼり旗配布、仮設住宅自治会等への寄贈　他

　社会貢献委員会 ３０.　 ３．２３  平成３０年度事業計画、防犯ブザーの配布　他

≪支　部≫

　災害復旧復興対策委員会

平成２９年度事業報告　附属明細書 (会議開催状況)

 

　三役会

　理事会

　広報委員会

２９．　９．　６

３０．　１．２５

３０．　３．２６



会　　議　　名 開催日 会　　議　　の　　内　　容

【東部支部】

　役　員　会 ２９．　９．　８  災害復旧復興活動　他

２９．１２．２１   (朝倉・東部支部合同）新春講演会の開催　他

３０．　３．　５  ３０年度事業計画　他

【朝倉支部】

２９．　９．１４  災害復旧復興活動　他

２９．１２．２１   (朝倉・東部支部合同）新春講演会の開催　他

  支部全体会 　 　

【十文字支部】

　役　員　会 ２９．　９．１２  災害復旧復興活動　他

【南陵支部】

　役　員　会 ２９．１０．２４  プランターの回収・配布　他

【秋月】

　役　員　会 ２９．　９．２０  災害復旧復興活動　他

【甘木東・中・西支部】

２９．１０．　２  災害復旧復興活動、　２９年度事業　他

２９．１２．　５  税務研修会の開催　他

３０．　２．　７  税務研修会の開催　他

　甘木三支部合同役員会 ２９．１０．１６  イルミネーション事業、税務研修会の開催　他

【筑前支部】

２９．　９．２８  災害復旧復興活動　他

２９．１２．２５  大国様物産展うどん店出店、税務研修会の開催、草場川桜並木ライトアップ事業　他

２９．　２．１０  大国様物産展うどん店出店準備　他

≪部　会≫

【青年部会】

　役　員　会

　甘木三支部支部長会議

　役　員　会



会　　議　　名 開催日 会　　議　　の　　内　　容

　定時総会 ２９．　５．２２  役員の選任、平成２８年度事業報告決算、平成２９年度事業計画予算　他

２９．　５．１１  第６回青年部会定時総会の開催

２９．　７．１２  災害ボランティア活動　他

２９．　７．１４  災害ボランティア活動　他

２９．　８．　３  災害ボランティア活動　他

２９．１０．　４  (二役会) 租税教室・税務研修会の開催、会員拡大　他

２９．１０．１２  租税教室・税務研修会の開催、会員拡大　他

２９．１１．２９  (二役会) 税務研修会・会員交流会の開催　他

２９．１２．　７  税務研修会・会員交流会の開催　他

【女性部会】

　定時総会 ２９．　５．２２  役員の選任、平成２８年度事業報告決算、平成２９年度事業計画予算　他

２９．１０．　３  租税教室・税務研修会の開催、税の絵はがきコンクール　他

３０．　１．２６  絵はがきコンクール審査・商業施設展示、バスハイクの実施について　他

２９．　５．１５  第６回女性部会定時総会の開催　他

２９．１１．　６  租税教室・税務研修会・会員交流会の開催　他

３０.　 ２．２０  絵はがきコンクール表彰、バスハイクの実施、３０年度事業計画・予算　　他

　正副部会長会

　役　員　会

　役　員　会


