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平成28年度事業報告
Ⅰ	概況
平成28年度は、基本方針として次の6項目を掲げました。
⑴ 公益社団法人としてあらゆる機会を通して認知度の向上に努めます。
⑵ 税知識の普及、納税意識の高揚に努めます。
⑶ 税制の調査研究を通じて適正かつ公平な税制実現のための提言を行います。
⑷ 申告納税制度の更なる発展と税務行政に寄与します。
⑸ 電子申告（e-Tax）の更なる推進を図ります
⑹ 地域に密着した活動を通じて広く地域社会と地域企業の健全な発展に貢献します。

Ⅱ	公益目的事業
公益目的事業として下記事業を行いました。

１．税の知識の普及を目的とする事業（税知識普及事業）（公1）
⑴研修事業
①新設法人説明会
博多税務署管内に新たに設立された全法人を対象に、税務上の申請・届出の手
続きや国税および地方税を含む基本的な税制のしくみについて正しく理解して
もらうことを目的に2回開催しました。

②決算事務説明会
博多税務署管内の決算月を迎えた全法人を対象に税制改正事項等決算手続き
を行うに当たっての留意点を説明し適正な法人税の申告が行われることを目的
として毎月12回開催しました。

③租税教室
博多税務署管内に所在する小学校１１校の６年生と中学校１校の２・３年生を
対象に「租税」の意義、役割などについて考える機会を作り、税に関心を持って
もらうことを目的に小・中学校別にそれぞれ１回開催しました。

④青年部会、女性部会税務研修会
博多税務署管内の法人や市民を対象に博多税務署長より税に関する講義をして
頂き、税知識の普及と納税意識の高揚に努めるため合同にて１回開催しました。

⑤税金クイズ
博多税務署管内の法人や市民を対象に博多税務署長及び幹部のご出席のもと
税に関する話をお伺いし、税金クイズで税に関する知識を高めています。感謝の
集いとして１回開催しました。

⑥改正税法説明会
博多税務署管内の法人や市民を対象に税制改正や、税制の仕組みについて説
明する研修会を1回開催しました。
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⑦マイナンバー社会保障・税番号制度の推進
県連主催のマイナンバー制度・税務研修会や支部会等において制度の推進を行な
いました。

⑵広報事業
博多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資するべく、
又、税知識の普及と地域社会の発展、健全なる企業経営者の育成を目的として、税に
関する広報事業を行いました。
ホームページによる税情報の発信の他、税情報等が掲載された広報誌を地域の金融
機関や税務署に設置をお願いし、不特定多数の人々の目に留まるよう積極的な広報活
動を行いました。

２．納税意識の高揚を目的とする事業（納税意識高揚事業）（公1）
①博多税務署管内の法人又は市民を対象に、税制に対する正しい理解と納税者として
の自覚を促すことを目的とし、各種行事の開催要項を原則ホームページのほか、必要
に応じて地域の金融機関、税務署などに掲示して開催を周知しました。
②税に関する絵はがきの表彰
　租税教室を開催した博多税務署管内の小学校の６年生を対象に、税に関する絵はが
きを描いてもらい、応募された作品を公民館や確定申告会場に展示し市民に対し納
税意識の高揚を促しました。
③e-Tax利用推進
　支部の役員会に税務署の方に出席をお願いし、出席者に対しe-Taxの利用上を発表願
いました。また、広報誌の裏面にe-Taxのメリット等を掲載し、利用推進に努めました。

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（公1）
①税制提言事業
博多税務署管内の法人及び市民の税負担の軽減と合理化・簡素化及び適正公平な
課税、税制・税務に関する提言を行う事を目的として、博多税務署管内の法人又は個
人事業主を対象にアンケート調査、意見要望のとりまとめを行い、法人会全国大会で
発表された税制・税務に関する提言を、地元の国会議員等に提言しました。
②法人会全国大会
10月20日、公益財団法人　全国法人会総連合主催の法人会全国長崎大会に参加し、
税制改正に関する提言を行いました。
③法人会全国青年の集い
9月9日、公益財団法人　全国法人会総連合主催の法人会全国青年の集い（旭川市）
に参加し、税制及び税務に関する調査研究並びに提言を行いました。
④法人会全国女性フォーラム
4月14日、公益財団法人　全国法人会総連合主催の法人会全国女性フォーラム福島大
会に参加し、税制及び税務に関する調査研究並びに提言を行いました。
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４．地域企業の健全な発展に資する事業（地域企業発展事業）（公２）
博多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
ことを目的に、経営に関するものから健康に関する身近な知識まで、幅広い説明会、
研修会、見学会等を開催しました。
・パソコン教室、新社会人研修会、報・連・相研修会、リスクマネジメントセミナー、職場
のマナー研修会、博多一水会（朝食研修会）、職場のストレスマネジメント、時局講演会、
福岡地区5法人共催講演会、健康セミナー等

５．地域社会に貢献する事業（公3）
社会貢献事業
博多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健全な発
展を目的として、児童養護施設の支援活動、地域イベントへの参加を通じて、社会問題
や環境問題に積極的に取り組みました。
・青年部会・女性部会・簡保部会の社会貢献活動
・公益的団体への助成事業
・使用電力の節減に対する取り組み
・寄付活動・災害に関する被災者・災害復興支援活動
・福岡市のラブアース・クリーンアップに参加（中比恵公園の清掃活動）

Ⅲ．収益事業
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制度の充実と経営の安定、安心を目的として他団体の業務
受託事業を行いました。
・簡易保険団体保険料払い込み制度の集金業務
・他団体の業務受託事業（博多優良申告法人会）
・書籍販売の斡旋

Ⅳ．共益事業
その他の事業（相互扶助等事業）会員である法人の福利厚生制度の充実と経営の安定、
安心を目的として下記事業を行いました。
①会員の交流を図る事業
・会員の為の説明会（新会員歓迎会等）
・会員の為の視察・文化体験
・経営者大型保障制度の普及促進・経営者保全プランの普及推進
・がん保険制度の普及推進
②会員増強事業
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附属明細表（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）	
１．総務委員会関係
		定時総会講演会

開催日 会　場 内　　　　容

平成28年６月７日 ホテルオークラ
福岡

演　題　「日本人が知らない中国の実相」
講　師　石　平氏　
評論家　拓殖大学客員教授

２．組織委員会関係
（１）会員拡大
今年度も支部毎に拡大目標を設定しましたが、会費の改定の影響もあり、68社の減少
となりました。
「１月１日～１２月３１日　入会数２４５社、　退会数３１３社　減少数６８社」
（２）会員数・加入率
平成２８年３月末　　会員数3,896社　　　加入率27.4％
平成２９年３月末　　会員数3,855社　　　加入率26.1％
（３）支部別会員数平成２９年３月３１日現在

第１支部（387）社 第４支部（354）社 第７支部（387）社 第10支部（392）社
第２支部（351）社 第５支部（269）社 第８支部（404）社 第11支部（346）社
第３支部（265）社 第６支部（483）社 第９支部（317）社
　 （４）支部（合同研修会及び交流会）

開催日 支部名 内　　　容

平成 28 年 10 月 12 日 第３．４支部 演題　「これからの10年の日本」　　　　　
講師　	えすぺらんざ代表　安部　信寛氏　

平成 28 年 11 月 21 日 第10・11支部 健康体験会～スポーツ施設ＮＡＳ博多　施設体験

平成 29年 1 月 17 日 第7・9・10・11支部 内容　ハッピー・ニューイヤーコンサート2017
　　　ウィンナー・ワルツ　オーパンバルセレモニー

（５）支部研修会及び交流会
開催日 支部名 会　　　場 内　　　容

平成 28 年 5 月 15 日 第7支部 中比恵公園周辺 ラブアースクリーンアップ２０１6　
ボランティア清掃活動

平成 28 年 6 月 22 日 第7支部 八仙閣 講演会　上野統括国税調査官
演　題　「税務調査のいろいろ話」

平成 28 年 7 月 27 日 第3支部 福岡信金博多北
支店

タウンミーティング（福岡市出前講座）
ウォーターフォロントネクスト

平成 28 年 9 月 9 日 第5支部 大同生命ビル6階
会議室

講演会　スポーツ健康学博士 松原 健史氏
演　題　「ロコモ予防で健康寿命の延伸を」

平成 28 年 9 月29日 第6支部 やまと競艇学校 やまと競艇学校設備見学

平成 28 年 10 月 7 日 第2支部 大同生命ビル6階
会議室 異業種交流会
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平成28年 10月 27日 第11支
部 さざんぴあ博多 研修会　「新しい事業承継税制」の

　　　　概要　博多税務署担当官

平成 28年 11月 3日 第2支部 レベルファイブ
スタジアム 会員交流～アビスパ福岡観戦ツアー

平成28年 11月 11日 第7支部 九州国立博物館 「京都高山寺と明恵上人鳥獣劇画」
鑑賞

平成28年 11月 15日 第3支部 博多湾見学ツアー
昨年、博多港を海上より視察、今年
度は、陸上よりバスにて博多湾を
視察する。

平成 29 年１月 19 日 第6支部 大同生命ビル6階
会議室 賀詞交歓会	

平成 29 年 2 月 15 日 第1支部
石蔵酒造㈱
博多百年蔵ホー
ル

JAZZ　Night　in		KATASU　
チャリティライブコンサート
演奏　内山　覚カルテット＆
　　　小野　ひとみ氏

平 成 29 年 3 月 7 日 第9支部 日吉神社社務所
講演会　福岡市博物館主任文化財
　　　　主事　本田　浩二郎氏
演題　「この地域の歴史について」

平成 29 年 3 月 15 日 第3支部 福岡信金博多北
支店

タウンミーティング（福岡市出前講座）
どうなる福岡空港～滑走路の増設
に向けて～

平成 29 年 3 月 16 日 第8支部 博多芙蓉
講演会　フィニッシングスクール
　　　　校長　大野　祐子氏
演　題　選ばれるパーソナルブランド
　　　　　とは？

（６）青年・女性部会
青年部会会員数　　１０８名　　　女性部会会員数　　　５３名
青年部会は会員拡大を図るため、研修会、会員交流会等の行事を積極的に実施しました。
女性部会は女性経営者の関心の高い催事を事業計画に取り入れ会員拡大を推進しました。

（７）組織・厚生委員会合同
会員拡大・大型保障制度推進　組織・厚生拡大委員会
開催日 会　　場 内　　　　容

平成28年9月7日 大同生命ビル 会長より支部、理事、関係機関へ要請書授与、決意表明
３．厚生委員会関係
①大型保障制度推進目標達成のため厚生委員会を開催しました。
②会員の退会防止と法人会活動への理解を深めてもらうため、「感謝の集い」「新会員
歓迎会」」を開催しました。
行事名 開催日 内　　　　容

健康セミナー 平成28年10月26日
セミナー　「がんとがん治療～陽子線治療について」
講　師　メディポリス国際陽子線治療センター
　　　　田中　克孝氏

感謝の集い 平成28年11月8日 博多税務署長へインタビュー、税金クイズ
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新会員歓迎会 平成29年2月23日 ミニ研修会　税務署の組織と税務調査
講師　博多税務署担当官

大型保障制度（大同生命保険・AIU損害保険）　　　　　１０１３社（2月末現在）
ビジネスガード（AIU損害保険）	 ６７３社（3月末現在）
がん保険制度、介護保険制度（アメリカンファミリー生命保険）	５６６社（3月末現在）
簡易保険（かんぽ生命）	 　７４社（3月末現在）

４．研修委員会関係
（１）税務研修会
①本部
行事名 開催日 内　　　　容

改正税法説明会 平成28年7月7日 平成 28 年度改正税法（法人税関係）
講師　博多税務署担当官

決算事務説明会 平成 28 年4月～
29年3月　12 回

「決算申告事務」説明会
講師　博多税務署担当官

新設法人説明会 平成28年４月21日
平成28年10月21日

「新設法人税務事務」説明会
講師　博多税務署担当官

②青年部会・女性部会合同税務研修会
開催日 部会名 会　場 内　　　　容

平成28年11月９日 青年部会
女性部会 八仙閣本店

演題　アニメの世界と税金（調査官がみた
　　　らどうなるのか）
講師　博多税務署長　井口　浩明氏

（２）研修会
内　　　　容 開催日 内　　　　容

新社会人研修会 平成28年4月6日 １日コース
初めて社会人になる方を対象に、
社会人に求められる考え方等を
講義とワークを通し研修

リスクマネジメントセミナー 平成28年6月15日
平成28年6月17日

演題	
第１部「ストレスチェック制度導
入後における課題と職場環境改
善に向けた必要な取り組み」
第２部「労務リスクへのソリュー
ション」
講師　
第３部 ティーペック社 平山 貴之氏
第４部 AIU損害保険㈱担当者

職場のストレスマネジメント
平成28年6月21日
平成28年11月17日
午前・午後

演題　「ストレスを自信に変える教室」
講師　日本メンタルヘルス協会基礎心
理カウンセラー　安部　香予子氏

新人・若手社員のための
報・連・相　研修会 平成28年7月8日、７月12日

実務研修会
講師　日本報連相センター会員
　　　山内　美智氏
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経営者・管理者のための
報・連・相　研修会 平成28年7月14日、７月21日

実務研修会
講師　日本報連相センター会員
　　　山内　美智氏

職場のマナー研修会 平成28年10月6日
20歳代の事務職員を対象とした
実務研修会
講師　㈲秋月オフィス
　　　秋月　枝利子氏

パソコン教室 平成28年4月、10月
半日コース12回　1日コース2回

エクセル、ワードからパワーポイ
ントまで7コースに分けて指導

朝食研修会
内　　　　容 開催日 内　　　　容

博多一水会（朝食会） 平成28年4月～平成29年3月
12回　毎月第一水曜日

会員各位による卓話（2名づつ）
（１月外部講師、６月は会長卓話）	

（３）講演会
　　　　福岡地区５法人会共催講演会

開催日 会　　場 内　　　　容

平成28年11月15日 ソラリア西鉄ホテル
演題　「最新の国際情勢と日本経済に与え
　　　　る影響」
講師　	宮家　邦彦氏

時局講演会
開催日 会　　場 内　　　　容

平成28年9月13日 パピヨン24
ガスホール

演題　「『孫子の兵法』とビジネス戦略～「勝ち」より
　　　「不敗」を目指しなさい～」
講師　	作家　中国古典研究科　守屋　淳氏

平成29年2月16日 パピヨン24
ガスホール

演題　「夢持ち続け日々精進」
講師　	ジャパネットたかた　前社長
　　　（株）A	and	Live　代表取締役　髙田　明氏

５．税制委員会関係
イ．平成２９年度税制改正要望事項
基本事項
⑴	事業承継税制の抜本的見直し
⑵	納税者権利利益保護救済法の制定
　①	納税者権利憲章の制定
　②	租税教育の義務化
個別事項
⑴	国税通則法関係
　①	各種申請書､届出書等に係る統一的提出期限の創設
　②	修正事項の明細を記載した修正申告についてのお願い文書の交付
⑵	法人税関係　
　①	法人税率の引き下げ
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　②	中小企業軽減税率の適用所得金額の引き上げ
　③	同族会社の判定等に係る親族等の範囲の縮小
　④	減価償却制度の拡充
　⑤	交際費課税制度の廃止
　⑥	退職給与引当金及び賞与引当金繰入額の損金算入制度の復活
　⑦	受取配当金の益金不算入
　⑧	法人税の延納制度の復活
　⑨	申告書の提出期限
　⑩	電子申告利用特別控除の創設
⑶	所得税関係
　①	不動産所得の負債利子の損益通算
　②	土地・建物の譲渡損失の損益通算
　③	雑損控除の適用範囲の拡大
　④	電子申証明書等特別控除制度の恒久制度化
　⑤	源泉所得税の１月納期限を１月２０日に統一
　⑥	医療費控除額の引き上げ
⑷	相続税・贈与税関係
　①	事業承継税制の見直し
　②	取引相場のない株式の評価の緩和
　③	保険金・死亡退職金の非課税限度額の引き上げ
　④	贈与税の配偶者控除の拡充
　⑤	財産評価基準の法制化
　⑥	相続財産からの控除
　⑦	被相続人の保証債務の弁済
⑸	消費税関係
　①	単一税率と請求書等保存方式の維持
　②	消費税の確定申告書の提出期限
　③	消費税の届出書の提出期限
　④	総額表示方式と外税方式の選択的使用の容認
　⑤	転嫁に関する規程の整備
⑹	間接諸税
　①	印紙税の廃止
　②	たばこ税・酒税・揮発油税の廃止
⑺	借地権・・・相当の地代認定基準6％程度を当面3％程度に引き下げる
⑻	地方税
　①	個人住民税・・・一括納付
　②	欠損金繰戻還付制度及び延納制度の創設
　③	法人事業税・・・廃止
　④	事業所税・・・廃止
　⑤	固定資産税・・・免税点の引き上げ、税率の引き下げ、評価方法の周知
　⑥	償却資産税の申告期限及び申告書類の見直し
なお、消費税改正に関して、「単一税率方式と請求書等保存方式の維持」の緊急要
望書事項を提出
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ロ．陳情活動
税制改正要望大会での決議要望事項を地元選出国会議員及び市議会議員に陳情
しました。

６．広報委員会関係
　⑴	広報誌「博多ＰＲＥＳＳ」及びダイジェスト版の企画、取材を広報委員で行いました。
　⑵全法連広報誌「ほうじん」を研修会等で配布しました。年４回
　⑶ホームページの充実を図りました。

７．地域社会貢献委員会関係
　　租税教室

開催日 会　　場 内　　　　容
平成28年 9 月23日 東光中学校 ２年生・３年生	１２５名に租税教室実施
平成28年11月4日 博多小学校 ６年生	１２０名に租税教室実施
平成28年12月9日 住吉小学校 ６年生	８３名に租税教室実施
平成28年12月13日 席田小学校 ６年生	４１名に租税教室実施
平成29年 1月18日 板付小学校 ６年生	１２６名に租税教室実施
平成29年 1月19日 箱崎小学校 ６年生	１０１名に租税教室実施
平成29年 1月19日 馬出小学校 ６年生	５７名に租税教室実施
平成29年1月24日 弥生小学校 ６年生	４９名に租税教室実施
平成29年1月25日 東光小学校 ６年生	３８名に租税教室実施
平成29年1月26日 堅粕小学校 ６年生	２６名に租税教室実施
平成29年2月8日 東月隈小学校 ６年生	９８名に租税教室実施
平成29年2月22日 千代小学校 ６年生	２７名に租税教室実施

青年部会　児童養護施設「福岡子供の家」の児童・職員３６名をソフトバンクホー
クス宮崎春季キャンプに招待し選手と交流して頂きました。

女性部会　熊本震災で被災した熊本県法人会女性部会連絡協議会と特定非営利
活動法アジア女性センターへの支援活動を行ないました。また、年間を
通して「社会福祉法人野の花学園から花苗を購入し博多駅東街づくり
連合会とJR博多駅周辺で花苗の植え替えを行ました。

８．青年部会・女性部会・簡保部会
（１）青年部会
①報	告	会
開催日 会　　場 内　　　　容

平成28年６月27日 ホテルレオパ
レス博多

平成27年度事業報告、平成28年度事業計画について
新役員紹介　
平成27年度　部会主催全研修会参加者紹介
平成28年度　OB・OG会員紹介



− 11−

②	研修会・講演会
開催日 会　　場 内　　　　容

平成28年7月22日 石蔵酒造 内容　「九州ば元気にするバイ！」
講師　NPO法人九州プロレス理事長 筑前りょう太氏

平成28年10月18日 福岡サンパレス 演題　「印ちゃんのよもやま話」
講師　正晃株式会社 代表取締役社長 印	正哉氏

平成28年11月9日 八仙閣本店 演題　「アニメの世界と税金（調査官がみたらどうなるのか）」
講師　博多税務署長　井口　浩明氏

平成29年 3月10日 八仙閣本店
演題　～日本人の生きる知恵～「黒田官兵衛（如水）
									と太宰府、その遺訓」
講師　太宰府天満宮　禰宜　味酒　安則氏

③他法人会交流会
開催日 会　　場 内　　　　容

平成28年7月22日 石蔵酒造 講演会終了後、福岡・佐賀県下の法人会青年部
会との活動情報交換

平成29年１月20日 博多石焼大阪屋 新年会　筑紫を除く福岡地区 3 法人会青年部会
幹部を交えて

④親睦会・懇親会
開催日 会　　場 内　　　　容

平成28年 6月27日 ホテルレオパレス博多 報告会終了後

平成28年10月18日 福岡サンパレス 研修会終了後

平成29年1月20日 博多石焼大阪屋 博多券番芸妓日本舞踊観賞後	

平成29年 3月10日 八仙閣 研修会終了後	

　　⑤地域社会貢献活動
開催日 内　　　　容

平成29年 2月11日 児童養護施設「福岡子供の家」の児童・職員36名をソフトバンク
ホークス宮崎春季キャンプに招待し選手と交流して頂きました。

（２）女性部会
①報告会
開催日 開催場所 審	議	内	容

平成28年 6月16日 ホテル
オークラ福岡

第4回報告会
平成27年度事業報告、平成28年度事業計画

②	研修会・講演会
開催日 開催場所 研	修	内	容

平成28年7月6日 キャナルシティ劇場 劇団四季のミュージカル「美女と野獣」鑑賞
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平成28年10月13日 唐津街道赤間宿 ガイドの説明を聞きながら、創業200余年を誇る
酒蔵「勝屋酒造」や出光佐三氏の生家を探索

平成2８年11月9日 八仙閣本店
演題　「アニメの世界と税金（調査官がみたら
　　　どうなるのか）
講師　博多税務署長　井口　浩明氏　　

平成29年 2 月14日 天神テルラビル
演題　笑って元気～笑いと健康
講師　大分観光特使
　　　鷹鳥屋神社宮司　矢野　大和氏

③親睦会・懇親会・交流会
開催日 開催場所 研	修	内	容

平成28年 6 月16日 ホテルオークラ福岡 報告会終了後会食（会員交流）

平成28年 7月 6日 キャナルシティ劇場 ミュージカル鑑賞（会員交流）

平成28年10月13日 レストラン ロルキデブランシュ バス研修会の昼食

平成28年11月 9 日 八仙閣本店 税務研修会開催前

平成29年１月13日 天神テルラ 新年会

平成29年 2月14日 天神テルラ 2月研修会前

④社会貢献活動
開催日 開催場所・寄贈先 内　　　	容

平成28年７月～
５回

JR博多駅周辺、社会
福祉法人野の花学園

社会福祉法人野の花学園から花苗を購入し、
博多駅東街づくり連合会の協力を得て植替え
を実施

平成29年3月15日 特定非営利活動法人
アジア女性センター ＤＶ被害者への寄贈

平成29年３月27日 熊本県法人会連合会
女性連協 熊本震災で被災した子供たちへの寄贈

　
（３）簡保部会
①定時総会
開催日 開催場所 内　　　	容

平成28年5月18日 （公社）博多法人
会事務局会議室

平成27年度事業報告及び決算報告承認について
平成28年度事業計画及び予算案承認について　

②研修視察旅行
開催日 訪問先 研	修	内	容

平成29年3月10日
～11日 熊本 震災復興支援ツアーとして熊本城等の被害地を訪

問

③社会貢献活動
開催日 支援先 内	　　　容

平成29年3月30日 社会福祉法人
野の花学園

当園で栽培された芋を原料とした焼酎を購入しまし
た。（感謝の集い等の景品として使用予定）
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９．諸会議関係
会議名 開催日 議　　　　　題

定時総会

平成28年6月7日 【審議事項】
平成２７年度事業報告承認・決算報告承認、
【報告事項】
平成２８年度事業計画・収支予算について

正副会長委
員長会

平成28年 4 月19日
平成28年 8 月26日
平成28年11月 4 日
平成28年12月19日
平成29年 2月 6日
平成29年 3月23日

平成２７年度事業報告及び決算及び定時総会について
行事予定、委員会報告、法人会全国大会ついて
行事予定、半期収支報告、福岡県立入検査について
行事予定、平成29年度概算予算検討、委員会報告について
行事予定、平成29年度概算予算検討、委員会報告について
行事予定、理事会議案について、理事取引他について

理事会

平成28年4月26日

平成29年3月23日

平成２７年度事業報告・決算報告承認、理事取引の報告
と承認
平成２９年度事業計画及び収支予算（案）承認、資金調
達及び設備投資の見込、常勤役員の退職慰労金（案）、
特定資金準備金、定時総会招集承認、理事取引の報告
と承認、役員旅費規程

理事懇談会
平成28年8月26日

平成28年11月24日

会員増強活について、組織・厚生委員会　合同決起大
会、大型保障制度推進、委員会活動報告
上期収支報告、委員会活動報告について

総務委員会 平成28年5月19日 定時総会及び議事について

組織委員会
・支部長会

平成28年 5 月17日
平成28年 7 月28日
平成28年10月21日
平成28年12月12日
平成29年 2月 9日

会員加入勧奨活動について
会員加入勧奨活動（進捗状況）について
会員増強、大型保障制度について
会員加入勧奨活動、28年度の目標と実績
会員加入勧奨について（28年度実績、29年度目標）

厚生委員会
平成28年 8月24日

平成28年10月26日
平成29年 2 月23日

大型保障制度他推進状況、組織厚生拡大委員会、感謝
の集い
保険加入推進状況、感謝の集い議事進行について
保険加入推進状況、新会員歓迎会議事進行について

研修委員会

平成28年 5 月20日
平成28年 7 月20日
平成28年 9 月20日
平成28年11月25日
平成29年 2 月22日

研修会報告、今後の研修会について、講師選定について
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃　　　　　新社会人研修会講師変更ほか
今後の研修会について、講師選定について

税制委員会

平成28年 9 月29日
平成28年11月22日
平成28年12月 7 日

平成29年 2月 3日

平成30年度税制改正要望事項について
　　　　〃　　　　　今後のスケジュールについて
福岡地区五法人会による30年度税制改正要望事項の
討議
全法連税制セミナー報告、福岡地区五法人会税制委員
会報告
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広報委員会
平成28年 6月28日
平成28年 7月19日
平成28年8月30日
平成28年10月11日

広報紙博多プレス編集について（構成）
広報誌ページ構成とダイジェスト版発行について
広報誌博多プレスの取材状況確認
広報誌博多プレス最終確認と発行準備

租税教室担当委員会
会議名 開催日 議　　　　　題

租税教室担当委員会
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃

平成28年 8 月 8 日
平成28年11月26日
平成29年 1 月24日
平成29年 3 月22日

平成28年度租税教室開催について
鹿屋肝属法人会租税教室視察
新人講師のリハーサル
反省会

支部役員会
支部名 開催日 回数 議　　　　　題

第１支部 平成28年4月
　　　～29年2月 ５ 税務研修、e－Tax、会員拡大推進、大型保障制度

推進、委員会報告、チャリティライブコンサート

第２支部 平成28年4月
　　　～29年3月 12 税務研修、e－Tax、会員拡大推進、大型保障制度

推進、委員会報告、異業種交流会

第３支部 平成28年4月
　　　～29年3月 ８ 税務研修、e－Tax、会員拡大推進、大型保障制度推進、

委員会報告、支部研修会開催、4支部との合同研修会

第４支部 平成28年4月
　　　～29年2月 ８ 税務研修、e－Tax、会員拡大推進、大型保障制度推進、

委員会報告、支部研修会開催、3支部との合同研修会

第５支部 平成28年4月
　　　～29年2月 ７ 税務研修、e－Tax、会員拡大推進、大型保障制度

推進、委員会報告、支部研修会開催

第６支部 平成28年4月
　　　～29年2月 ６ 税務研修、e－Tax、会員拡大推進、大型保障制度

推進、委員会報告、支部研修会開催、賀詞交歓会

第７支部 平成28年5月
　　　～29年3月 4 税務研修、e－Tax、会員拡大推進、大型保障制度

推進、委員会報告、支部研修会開催

第８支部 平成28年7月
　　　～29年2月 ３ 税務研修、e－Tax、会員拡大推進、委員会報告、大

型保障制度推進、支部研修会開催

第９支部 平成28年5月
　　　～29年3月 ６ 税務研修、e－Tax、会員拡大推進、大型保障制度推進、

委員会報告、ウィンナー・ワルツ オーパンバルセレモニー

第10支部 平成28年6月
　　　～29年1月 ７ 税務研修、e－Tax、会員拡大推進、大型保障制度推進、委員

会報告、支部研修会開催、第11支部との合同研修会について

第11支部 平成28年6月
　　　～29年3月 ６ 税務研修、e－Tax、会員拡大推進、大型保障制度推進、委員

会報告、支部研修会開催、第10支部との合同研修会について
　
青年部会・女性部会・簡保部会
青年部会　

会議名 開催日 審	議	内	容

役員会 平成28年５月12日 役員紹介、年間スケジュール、第4回報告会、租税教室、会員
増強活動他について

〃 平成28年６月27日 報告会、夏期研修会、7月ファミリー親睦会、全国大会、
会員増強活動他について
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〃 平成28年７月22日 報告会収支報告、夏期研修会、租税教室、7月ファミリー親睦
会10月研修会、全国青年の集い、会員増強活動他について

〃 平成28年９月２日
夏期研修会報告、租税教室、１０月研修会、全国青年の
集い、11月税務研修会、新年会、大型保障制度、会員増
強活動ほかについて

〃 平成28年10月18日
10月研修会、11月税務研修会、全国青年の集い、新年
会、社会貢献活動、租税教室、大型保障制度、会員増強
活動ほかについて

〃 平成28年11月９日 10月研修会報告、11月税務研修会、新年会、社会貢献活
動、租税教室、大型保障制度、会員増強活動ほかについて

〃 平成28年12月15日 11月税務研修会報告、新年会、社会貢献活動、3月研修会、租
税教室、大型保障制度、会員増強活動ほかについて

〃 平成29年１月20日 新年会報告、社会貢献活動、3月研修会、租税教室、大
型保障制度、会員増強活動ほかについて

〃 平成29年３月10日
社会貢献活動報告、3月研修会他行事予定他について、
報告会、青年の集い、租税教室、大型保障制度、会員増
強活動ほかについて

女性部会
会議名 開催日 審	議	内	容

役員会 平成28年５月11日 行事予定、報告会について、役員体制

〃 平成28年６月16日 行事実績・予定、報告会、観劇会、バス研修会

〃 平成28年７月26日 前役員初盆の件、バス研修会、11月税務研修会、2
月講演会

〃 平成28年９月14日 10月バス研修会、11月税務研修会、新年会、絵はが
きコンクール、2月講演会

〃 平成29年１月13日 新年会の進行、絵はがきコンクール、2月講演会、女
性フォーラム

〃 平成29年２月14日 2月講演会進行、絵はがきコンクール、報告会、年度
末寄付

〃 平成29年３月15日 アジア女性センターへ寄贈、熊本震災への寄付に
ついて、絵はがき表彰式、29年度予算（案）

簡保部会　
会議名 開催日 議	　　　　　題

役員会 平成28年 6月22日 今年度の事業活動（研修旅行）について

〃 平成28年 7月29日 　　　〃

〃 平成28年10月19日 　　　〃

〃 平成29年2月24日 　　　〃　　　　　　　来年度予算について
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１０．関係機関等（全法連・県連・九北連）会議・研修会・大会
全法連 開催日 内　　　容

女性フォーラム 平成28年 4月14日 福島大会

全国青年の集い 平成28年 9月 9日 北海道大会（旭川市）

全国大会 平成28年10月20日 長崎大会

事務局セミナー 平成29年 3月16日 国税庁法人課税課による話と外部講師
による講義

九北連 開催日 内　　容

青連協役員会 平成28年6月21日
「全法連青年部会連絡協議会役員会」の
結果について
平成29年度の事業計画他

青年部会九州連絡協議
会 平成28年7月5日 青年部会九州連絡協議会の運営要領に

ついて他

定時総会・青年・女性連
協連絡協議会 平成28年9月2日

平成27年度事業報告及び収支決算につ
いて
平成28年度事業計画及び予算（案）に
ついて他

青連協役員会 平成29年1月27日
「全法連青年部会連絡協議会役員会」
の結果について
平成29年度の事業計画について他

女性連協役員会 平成29年2月24日 平成28年度福岡5地区女性部会ブロック
会議の開催についての打合せ

県　連 開催日 内　　容

女性連協第１回役員会 平成28年5月19日 女性フォーラム（福島大会）について
「絵はがきコンクール」について他

第4回定時総会・青年部
会・女性部会連協定時連
絡協議会

平成28年6月10日
平成27年度事業報告及び収支決算につ
いて
平成28年度事業計画及び予算（案）に
ついて他

税制委員会 平成28年6月15日 平成29年度税制改正要望事項取りまとめ
税制アンケートの結果について

会計処理及びＰＣＡ会
計ソフトの勉強会 平成28年8月3日 全法連仕訳の手引きの解説

ＰＣＡソフトの活用方法

組織、厚生合同委員会 平成28年8月31日
全法連主催平成28年度組織厚生委員会
の報告
福利厚生制度推進連絡協議会

広報委員会 平成28年9月16日 全法連主催「平成28年度第1回広報委
員会」について他

事業研修委員会 平成28年9月26日 全法連主催「平成28年度第1回事業研
修委員会」の結果について他
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総務委員会 平成28年9月28日 全法連主催「平成28年度第1回総務委
員会」の結果について他

専務理事等会議 平成28年9月30日 全法連主催「平成28年度　第1回専務
理事等会議」について他

法人会・大同マスターズ
ゴルフ 平成28年10月13日 福岡カントリークラブにて

女性部会拡大意見交換
会 平成28年10月27日 「全法連女性部会連絡協議会平成28年

度第2回役員会議」について他

マイナンバー制度・税務
研修会 平成28年11月1日 ソラリア西鉄ホテルにて

統合プラットホーム及び
助成金ソフト研修会 平成28年11月18日 大同生命ビル6階会議室にて

青年部会大型保障制度
推進会議 平成28年12月6日

県連各単位会の現状について
大型保障制度の加入状況及び推進施策
の進捗状況

監事監査及び定期提出
書類の勉強会 平成28年12月19日 税理士法人東京会計グループによる研

修会

専務理事等会議 平成29年1月11日 全法連「平成28年度第3回全国県連専
務理事等会議」の結果について他

大規模法人税務研修会 平成29年2月7日 大規模法人に対する福岡国税局よりの
講話

青連協役員会 平成29年2月17日
「全法連青年部会連絡協議会役員会」
の結果について
平成29年度の事業計画（案）及び予算
（案）他

組織、厚生合同委員会 平成29年2月22日 全法連主催平成28年度第2回組織・厚
生委員会の報告について他

総務委員会 平成29年3月1日
全法連主催平成28年度第2回総務委員
会について
平成29年度事業計画及び収支予算につ
いて他

理事会 平成29年3月6日
平成29年度事業計画案及び収支予算案
承認の件
定時総会の招集他

事業研修委員会 平成29年3月15日
全法連主催「平成28年度第2回事業研
修委員会」について
平成29年度事業計画及び収支予算につ
いて他

広報委員会 平成29年3月23日
全法連主催平成28年度第2回広報委員
会について
平成29年度事業計画及び収支予算につ
いて他




