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 【報告事項】	⑴平成29年度事業報告について

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じ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
努めるため部会合同で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
る研修会を開催しました。

⑦マイナンバー社会保障・税番号制度とe-Taxの推進をしました。
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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、応募された作品を博多税務署や公民館等に展示し市民に対し納
税意識の高揚を促しました。

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福岡市長・市議会議員、地元の国会議員等に
提出するとともに、ホームページ並びに広報誌を通じて広く一般に周知しました。
②法人会全国大会
公益財団法人全国法人会総連合主催の法人会全国大会に参加し、税制改正に関する
提言を行いました。年１回開催。
③法人会全国青年の集い
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
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．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
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会、福岡地区5法人共催講演会等

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

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
・他団体の業務委託事業（博多優良申告法人会）

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・ビジネスガードの普及推進
・がん保険制度の普及推進
②会員増強事業

Ⅴ．その他
50周年に向けた活動に着手しました。
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附属明細表（平成２９年４月１日～平成３０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29年６月６日 ホテル日航福岡
演　題　「国際化途上国ニッポン～日本の国際

化と対米・中・韓問題について」
講　師　 ケント・ギルバート氏　カリフォルニア州
　　　　 弁護士・タレント

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「組織、厚生合同決起大会」を実施した結果　
社の純増加となりました。
 「１月１日～１２月３１日　入会数２１８社、　退会数２８８社　減少数７０社」
 （２）会員数・加入率
平成２９年３月末　　会員数3,855社　　　加入率26.1％
平成３０年３月末　　会員数3,788社　　　加入率25.1％
 （３）支部別会員数（前年度対比）平成３０年３月３１日現在

第１支部 375（△12）社 第４支部 354（±	0	）社 第７支部 278（△	9	）社 第10支部 391（△	1	）社
第２支部 340（△11）社 第５支部 276（＋	7	）社 第８支部 394（△10）社 第11支部 335（△11）社
第３支部 252（△13）社 第６支部 473（△10）社 第９支部 320（＋	3	）社
 （４）支部（合同研修会及び交流会）

開催日 支部名 内　　　容

平 成 30 年 1 月 18 日 第7・9・10・11支部 内容　2018新春クラッシック　ウィーンナワルツ　　　チャリティコンサート

平 成 30 年 1 月 22 日 第7・9・10・11支部 内容　2018那国オーパンバル　新春クラッシック　　　ウィーンナワルツ　ダンスの夕べ
 （５）支部研修会及び交流会

開催日 支部名 会　　　場 内　　　容
平成29年 	4	月 13日 第11支部 フラワーボウル 会員交流軽スポーツ大会（ボウリング大会）
平成29年 	4	月 27日 第6支部 北九州空港 ㈱スターフライヤー施設見学会

平成29年 	5	月 17日 第3支部 福岡信用金庫
博多北支店

演題　福岡市がすすめる新産業の振興
講師　福岡市経済観光文化局
　　　新産業振興課

平成29年 	5	月 21日 第7支部 中比恵公園周辺 ラブアースクリーンアップ2017
ボランティア清掃活動

平成29年 	6	月 14日 第3支部 航空自衛隊
春日基地 航空自衛隊春日基地見学会

平成29年 	8	月 25日 第3支部 西鉄ソラリア
（マリエラ） 博多湾ディナークルーズ交流会

平成29年 	9	月 13日 第3支部 福岡信用金庫
博多北支店

演題　博多秋博
講師　博多区企画振興課　永田 氏
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平成29年10月 	4	日 第7支部 八仙閣本店 演題　「決算時の留意点」
講師　博多税務署　園田　嘉昭 氏

平成29年10月11日 第4支部 大同生命ビル
演題　「人のかたちから見た、意味
　　　 あること」
講師　人形作家　中村　信喬 氏

平成29年10月13日 第2支部 大同生命ビル 第16回異業種交流会

平成29年10月18日 第3支部 福岡信用金庫
博多北支店

演題　安全・安心
講師　博多臨港警察署

平成29年11月 	5	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29年11月15日 第3支部 福岡信用金庫
博多北支店

演題　「お金」
講師　信金中央金庫　主任研究員

平成29年11月25日 第10支部 湧水千石の郷
演題　「山口油屋福太郎よもやま話」
講師　㈱山口油屋福太郎　取締役財務部長
　　　　樋口　元信 氏

平成29年11月29日 第7支部 福岡県立美術館 追悼　水木しげる　ゲゲゲの人生
展　鑑賞

平成30年 	1	月 18日 第6支部 大同生命ビル 賀詞交歓会

平成30年 	2	月 	9	日 第3支部 福岡サンパレス 会員交流　新年会
博多券番　全38名参加

平成30年 	2	月 14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 氏、杉　泰輔 氏、
　　　尾崎めぐみ 氏、尾崎　賢伍 氏

平成30年 	3	月 14日 第3支部 福岡信用金庫
博多北支店

演題　「たばこ」
講師　原三信病院　高木　陽一 氏

平成30年 	3	月 20日 第8支部 八仙閣本店 演題　メディカルマジックとは？
講師　Mr HERO（広庭　孝次 氏）

 （６）青年・女性部会
青年部会会員数　　１１２名　　　女性部会会員数　　　５４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29年9月14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

感謝の集い 平成29年11月 9 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30年 2 月21日 講演　演題「数字の３」
講師　博多税務署長　柴田　浩勝 氏

大型保障制度（大同生命保険・AIG損害保険）	 １００５社（2月末現在）
ビジネスガード（AIG損害保険）	 ７００社（3月末現在）
がん保険制度、介護保険制度（アフラック生命保険）	 ５７８社（3月末現在）
簡易保険（かんぽ生命）	 ４２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29年	7	月	4	日 平成29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29年	4	月～ 30年	3	月
12回

内容　「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29年	4	月21日
平成29年10月20日

内容　「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29年11月16日 青年部会
女性部会 八仙閣本店 演題　「マルサの話」

講師　博多税務署長　柴田　浩勝 氏

（２）研修会
行事名 開催日 内　　　　容

新社会人研修会 平成29年4月6日　１日コース
内容　社会人の求められる「考え

方」「ビジネスマナー」
「仕事の進め方」の研修会

リスクマネジメントセミナー 平成29年	6	月13日
平成29年	6	月21日

演題
第1部　	被災後の対処と事業継続計

画（BCP）策定のポイント
第2部　	災害リスクへのソリュー

ションとは
講 師　	AIU損害保険㈱リスクコン

サルタント　 高橋　勝 氏

ストレスマネジメントセミナー 平成29年	6	月15日
平成29年10月19日

内容　職場のコミュニケーション
講師　安部　香予子 氏

新人・若手社員対象
報・連・相研修会 平成29年7月6日、7月13日

実務研修会
講師　（有）秋月オフィス
　　　　　野元　朋子 氏

経営者・管理者対象
報・連・相　研修会 平成29年7月14日、7月19日

実務研修会
講師　（有）秋月オフィス
　　　　　秋月枝利子 氏

職場のマナー研修会 平成29年9月21日
20歳代の事務職員を対象とした
実務研修会
講師　（有）秋月オフィス
　　　　　秋月枝利子 氏
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パソコン教室
平成29年6月～7月、10月～11月
半日コース20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コースに分かれて指導

朝食研修会
行事名 開催日 内　　　　容

博多一水会（朝食会） 平成29年4月～平成30年3月
12回　毎月第一水曜日 ホテルクリオコート博多

（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29年11月15日 ソラリア西鉄ホテル 演題　「社会とコミュニケーション」
講師　吉川　美代子 氏

時局講演会
開催日 会　　場 内　　　　容

平成29年9月13日 ホテルオークラ
福岡

演題　「伝わる」言葉と「伝える」言葉
講師　林　修 氏
（東進ハイスクール　東進衛星予備校　現代文講師）

平成30年2月20日 パピヨン24
ガスホール

演題　「夢への挑戦」
講師　浦田　理恵 氏
（2012ロンドンパラリンピックゴールボール金メダリスト）

５．税制委員会関係
イ．平成30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	租税教育の推進
個別事項
１　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
２　法人税関係
①	法人税率の引き下げ
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
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⑩	電子申告利用特別控除の創設
３　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	源泉所得税の１月納期限を１月20日に統一
⑤	医療費控除額の引き上げ
４　相続税・贈与税関係
⑴	事業承継税制の抜本的見直し
①	事業承継者が取得する株式の相続税・贈与税の非課税化
②	非課税とされた株式の保有要件
③	承継した事業の継続要件
④	非課税の適用手続
⑤	株式の保有及び事業継続の確認
⑵	保険金・死亡退職金の非課税限度額の引き上げ
⑶	贈与税の配偶者控除の拡充
⑷	財産評価基準の法制化
⑸	相続財産からの控除
⑹	被相続人の保証債務の弁済
⑺	上場株式の評価調整
⑻	基礎控除額の見直し
⑼	贈与税の基礎控除額（110万円）の引き上げ
５　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
６　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
７　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
⑥	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
⑦	償却資産税の申告期限及び申告書類の見直し
⑧	延納制度の創設

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長に陳情しまし
た。
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福岡

演題　「伝わる」言葉と「伝える」言葉
講師　林　修 氏
（東進ハイスクール　東進衛星予備校　現代文講師）

平成30年2月20日 パピヨン24
ガスホール

演題　「夢への挑戦」
講師　浦田　理恵 氏
（2012ロンドンパラリンピックゴールボール金メダリスト）

５．税制委員会関係
イ．平成30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	租税教育の推進
個別事項
１　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
２　法人税関係
①	法人税率の引き下げ
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
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⑩	電子申告利用特別控除の創設
３　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	源泉所得税の１月納期限を１月20日に統一
⑤	医療費控除額の引き上げ
４　相続税・贈与税関係
⑴	事業承継税制の抜本的見直し
①	事業承継者が取得する株式の相続税・贈与税の非課税化
②	非課税とされた株式の保有要件
③	承継した事業の継続要件
④	非課税の適用手続
⑤	株式の保有及び事業継続の確認
⑵	保険金・死亡退職金の非課税限度額の引き上げ
⑶	贈与税の配偶者控除の拡充
⑷	財産評価基準の法制化
⑸	相続財産からの控除
⑹	被相続人の保証債務の弁済
⑺	上場株式の評価調整
⑻	基礎控除額の見直し
⑼	贈与税の基礎控除額（110万円）の引き上げ
５　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
６　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
７　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
⑥	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
⑦	償却資産税の申告期限及び申告書類の見直し
⑧	延納制度の創設

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長に陳情しまし
た。
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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29年11月10日 博 多 小 学 校 ６年生　１１２名に租税教室実施
平成29年11月20日 東 光 中 学 校 ２年生・３年生　１２８名に租税教室実施
平成29年12月 1 日 住 吉 小 学 校 ６年生　９７名に租税教室実施
平成29年12月 5 日 東月隈小学校 ６年生　６２名に租税教室実施
平成29年12月13日 席 田 小 学 校 ６年生　５２名に租税教室実施
平成30年 1 月17日 東 光 小 学 校 ６年生　３４名に租税教室実施
平成30年 1 月18日 箱 崎 小 学 校 ６年生　７７名に租税教室実施
平成30年 1 月18日 馬 出 小 学 校 ６年生　５１名に租税教室実施
平成30年 1 月23日 堅 粕 小 学 校 ６年生　２７名に租税教室実施
平成30年 1 月24日 板 付 小 学 校 ６年生　１０４名に租税教室実施
平成30年 1 月25日 弥 生 小 学 校 ６年生　６１名に租税教室実施
平成30年 2 月13日 千 代 小 学 校 ６年生　２０名に租税教室実施

青年部会　児童養護施設「和白青松園」の児童・職員２８名をソフトバンクホークス
宮崎春季キャンプに招待し工藤監督や選手と交流して頂きました。

女性部会　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いました。

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 場　　所 報 告 事 項

平成29年	6	月14日 ホテルレオパ
レス博多

平成28年度事業報告、平成29年度事業計画について
新役員紹介
平成28年度　部会主催全研修会参加者紹介
平成29年度　OB・OG会員紹介

②研修会・講演会
開催日 場　　所 内　　　　容

平成29年	7	月	4	日 石蔵酒造
演題　『評価され続ける存在であるために～フィギュ

アスケートを通じて学んだこと～』
講師　元フィギュアスケート選手　小塚　崇彦氏
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平成29年10月24日 福岡サンパレス
演題　「明るく・楽しく・元気よく～博多法人会青年部

会のモットー」
講師　高杉製薬株式会社　代表取締役社長　髙杉　義明氏

平成29年11月16日 八仙閣本店 演題　「マルサの話」
講師　博多税務署長　柴田　浩勝氏

平成30年	3	月16日 八仙閣本店 内容　「古事記の勉強会」
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 場　　所 	内　　　　	容

平成29年 7 月 4 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30年 1 月26日 博多石焼大阪屋 新年会　福岡地区4 法人会青年部会幹部を交えて
④親睦会・懇親会
開催日 場　　所 内　　　　容

平成29年 6 月14日 ホテルレオパレス博多 報告会修了後

平成29年 7 月 4 日 石蔵酒造 講演会終了後、福岡、佐賀県下法人会青年
部会の活動情報交換

平成29年 8 月19日 キャナルシティ劇場 ファミリー親睦会　劇団四季ミュージカル
「リトルマーメイド」鑑賞

平成29年10月24日 福岡サンパレス 研修会終了後
平成29年12月13日 ざうお天神店 青年部会12月チャリティゴルフ・忘年会
平成30年 1 月26日 博多石焼大阪屋 博多券番芸妓日本舞踊観賞後
平成30年 3 月16日 八仙閣本店 研修会終了後
⑤地域社会貢献活動
開催日 内　　　　容

平成30年 2月11日
児童養護施設「和白青松園」の児童・職員28名をソフトバンクホ	
ークス宮崎春季キャンプに招待し工藤監督や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29年 6 月21日 ホテルオークラ
福岡

第5回報告会
平成28年度事業報告、平成29年度事業計画、役員
体制について

②	研修会・講演会
開催日 開催場所 研	修	内	容

平成29年 8 月24日 キャナルシティ劇場 観劇会　劇団四季ミュージカル「リトルマーメイド」

平成29年10月17日 安川電機ロボット
工場

「ロボットがロボットを作る工場」「ロボットの技
術」「ものづくりの魅力」等を見学し説明を受け
た。
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６．広報委員会関係
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女性部会　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いました。
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（１）青年部会
①報	告	会
開催日 場　　所 報 告 事 項

平成29年	6	月14日 ホテルレオパ
レス博多

平成28年度事業報告、平成29年度事業計画について
新役員紹介
平成28年度　部会主催全研修会参加者紹介
平成29年度　OB・OG会員紹介
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平成29年10月24日 福岡サンパレス
演題　「明るく・楽しく・元気よく～博多法人会青年部

会のモットー」
講師　高杉製薬株式会社　代表取締役社長　髙杉　義明氏

平成29年11月16日 八仙閣本店 演題　「マルサの話」
講師　博多税務署長　柴田　浩勝氏

平成30年	3	月16日 八仙閣本店 内容　「古事記の勉強会」
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 場　　所 	内　　　　	容

平成29年 7 月 4 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
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「リトルマーメイド」鑑賞

平成29年10月24日 福岡サンパレス 研修会終了後
平成29年12月13日 ざうお天神店 青年部会12月チャリティゴルフ・忘年会
平成30年 1 月26日 博多石焼大阪屋 博多券番芸妓日本舞踊観賞後
平成30年 3 月16日 八仙閣本店 研修会終了後
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平成28年度事業報告、平成29年度事業計画、役員
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術」「ものづくりの魅力」等を見学し説明を受け
た。
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平成29年11月16日 八仙閣本店 演題　「マルサの話」
講師　博多税務署長　柴田　浩勝 氏

平成30年 2 月15日 料亭嵯峨野
演題　和食のマナー「知っておくと便利な決まり

ごと」
講師　料亭嵯峨野　若女将　藤井　春奈子氏

③親睦会・懇親会・交流会

開催日 開催場所 研	修	内	容

平成29年 6 月21日 ホテルオークラ福岡 報告会終了後会食（会員交流）

平成29年 8 月24日 キャナルシティ劇場 ミュージカル鑑賞（会員交流）

平成29年10月17日 安川電機ロボット工場 バス研修会

平成29年11月16日 八仙閣本店 税務研修会開催前

平成30年 1 月17日 天神テルラ 新年会

平成30年 2 月15日 嵯峨野 2月研修会前

④社会貢献活動

開催日 支援先 内　　　　容

平成29年 6 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花の
植え替えの実施

（３）簡保部会
①定時総会

開催日 開催場所 内　　　	容

平成29年 5 月24日（公社）博多法人会事務局会議室
平成28年度事業報告及び決算報告承認について
平成29年度事業計画及び予算案承認について
役員改選について　

②研修視察旅行

開催日 訪問先 研	修	内	容
平成30年 3 月 8 日
～10日 台湾 国立台湾美術館、国家歌劇院、大渓老茶楼等

視察

９．諸会議関係

会議名 開催日 議　　　　題

定時総会 平成29年 6 月 6 日

【審議事項】
平成28年度事業報告承認・決算報告承認、理事・監事
改選案承認について
【報告事項】
平成29年度事業計画・収支予算について

− 29−

29

正副会長委
員長会

平成29年 4 月24日
平成29年 5 月29日
平成29年 8 月17日

平成29年10月16日

平成29年11月14日

平成29年12月21日

平成30年 2 月8日

平成30年 3 月19日

平成28年度事業報告及び決算について
行事予定、第5回定時総会、役員就任承諾書他について
行事予定、理事懇談会、委員会報告、各支部からの報
告について
行事予定、平成29年度4月～9月収支報告、委員会報告
について
行事予定、平成29年度4月～10月収支報告、委員会報告
について
行事予定、平成29年度4月～11月収支報告、平成30年度
概算予算検討、委員会報告、各支部からの報告について
行事予定、平成29年度4月～1月収支報告、平成30年度
概算予算検討、50周年記念事業等、委員会報告について
平成29年度の着地見込を確認、平成30年度の事業計
画及び予算（概算）の確認、理事取引内容の報告と確
認他について

正副会長委
員長常任理
事会

平成29年 8 月17日

平成29年12月21日

行事予定、理事懇談会、委員会報告、各支部からの報
告について
行事予定、平成29年度4月～11月収支報告、平成30年度
概算予算検討、委員会報告、各支部からの報告について

理事会
平成29年 4 月27日

平成30年 3 月23日

平成28年度事業報告・決算報告承認、理事監事改選案
承認について
平成29年度事業計画及び収支予算（案）承認につい
て、定時総会招集承認、理事取引内容の報告と確認

臨時理事会
平成29年 6 月 6 日
平成29年 8 月17日

会長、副会長、常任理事就任（案）の承認について
被災法人会（甘木・朝倉法人会）への義援金の拠出承
認について

理事懇談会
平成29年 8 月17日

平成29年11月14日

会員増強活動、組織・厚生拡大委員会、大型保障制度
推進、委員会活動報告について
上期収支報告、委員会活動報告について

総務委員会 平成29年 5 月25日
平成30年 3 月 7 日

定時総会及び議事について
定時総会について

組織委員会
・支部長会

平成29年 6 月12日
平成29年 8 月 3 日
平成29年10月26日
平成30年 2 月 6 日

会員加入勧奨活動について
会員加入勧奨活動、組織・厚生合同委員会について
会員加入勧奨活動について
会員加入勧奨活動、各支部報告について

厚生委員会
平成29年 5 月26日
平成29年 9 月20日
平成29年11月 9 日
平成30年 2 月21日

保険3社進捗状況報告、厚生委員会年間行事について
保険会社推進状況、感謝の集い議事進行について
感謝の集い議事進行について
新会員歓迎会議事進行、感謝の集い反省等について

研修委員会

平成29年 4 月13日
平成29年 6 月20日
平成29年 8 月 1 日
平成29年10月10日
平成29年12月 1 日
平成30年 2 月 7 日

行事予定、今後の研修会、講師選定について
定時総会時の講演会、今後の研修会、講師選定について
今後の研修会、講師選定について
時局講演会の反省会、今後の研修会、講師選定について
今後の研修会、講師選定について
時局講演会の反省会、今後の研修会、講師選定について
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平成29年11月16日 八仙閣本店 演題　「マルサの話」
講師　博多税務署長　柴田　浩勝 氏

平成30年 2 月15日 料亭嵯峨野
演題　和食のマナー「知っておくと便利な決まり

ごと」
講師　料亭嵯峨野　若女将　藤井　春奈子氏

③親睦会・懇親会・交流会

開催日 開催場所 研	修	内	容

平成29年 6 月21日 ホテルオークラ福岡 報告会終了後会食（会員交流）

平成29年 8 月24日 キャナルシティ劇場 ミュージカル鑑賞（会員交流）

平成29年10月17日 安川電機ロボット工場 バス研修会

平成29年11月16日 八仙閣本店 税務研修会開催前

平成30年 1 月17日 天神テルラ 新年会

平成30年 2 月15日 嵯峨野 2月研修会前

④社会貢献活動

開催日 支援先 内　　　　容

平成29年 6 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花の
植え替えの実施

（３）簡保部会
①定時総会

開催日 開催場所 内　　　	容

平成29年 5 月24日（公社）博多法人会事務局会議室
平成28年度事業報告及び決算報告承認について
平成29年度事業計画及び予算案承認について
役員改選について　

②研修視察旅行

開催日 訪問先 研	修	内	容
平成30年 3 月 8 日
～10日 台湾 国立台湾美術館、国家歌劇院、大渓老茶楼等

視察

９．諸会議関係

会議名 開催日 議　　　　題

定時総会 平成29年 6 月 6 日

【審議事項】
平成28年度事業報告承認・決算報告承認、理事・監事
改選案承認について
【報告事項】
平成29年度事業計画・収支予算について

− 29−

29

正副会長委
員長会

平成29年 4 月24日
平成29年 5 月29日
平成29年 8 月17日

平成29年10月16日

平成29年11月14日

平成29年12月21日

平成30年 2 月8日

平成30年 3 月19日

平成28年度事業報告及び決算について
行事予定、第5回定時総会、役員就任承諾書他について
行事予定、理事懇談会、委員会報告、各支部からの報
告について
行事予定、平成29年度4月～9月収支報告、委員会報告
について
行事予定、平成29年度4月～10月収支報告、委員会報告
について
行事予定、平成29年度4月～11月収支報告、平成30年度
概算予算検討、委員会報告、各支部からの報告について
行事予定、平成29年度4月～1月収支報告、平成30年度
概算予算検討、50周年記念事業等、委員会報告について
平成29年度の着地見込を確認、平成30年度の事業計
画及び予算（概算）の確認、理事取引内容の報告と確
認他について

正副会長委
員長常任理
事会

平成29年 8 月17日

平成29年12月21日

行事予定、理事懇談会、委員会報告、各支部からの報
告について
行事予定、平成29年度4月～11月収支報告、平成30年度
概算予算検討、委員会報告、各支部からの報告について

理事会
平成29年 4 月27日

平成30年 3 月23日

平成28年度事業報告・決算報告承認、理事監事改選案
承認について
平成29年度事業計画及び収支予算（案）承認につい
て、定時総会招集承認、理事取引内容の報告と確認

臨時理事会
平成29年 6 月 6 日
平成29年 8 月17日

会長、副会長、常任理事就任（案）の承認について
被災法人会（甘木・朝倉法人会）への義援金の拠出承
認について

理事懇談会
平成29年 8 月17日

平成29年11月14日

会員増強活動、組織・厚生拡大委員会、大型保障制度
推進、委員会活動報告について
上期収支報告、委員会活動報告について

総務委員会 平成29年 5 月25日
平成30年 3 月 7 日

定時総会及び議事について
定時総会について

組織委員会
・支部長会

平成29年 6 月12日
平成29年 8 月 3 日
平成29年10月26日
平成30年 2 月 6 日

会員加入勧奨活動について
会員加入勧奨活動、組織・厚生合同委員会について
会員加入勧奨活動について
会員加入勧奨活動、各支部報告について

厚生委員会
平成29年 5 月26日
平成29年 9 月20日
平成29年11月 9 日
平成30年 2 月21日

保険3社進捗状況報告、厚生委員会年間行事について
保険会社推進状況、感謝の集い議事進行について
感謝の集い議事進行について
新会員歓迎会議事進行、感謝の集い反省等について

研修委員会

平成29年 4 月13日
平成29年 6 月20日
平成29年 8 月 1 日
平成29年10月10日
平成29年12月 1 日
平成30年 2 月 7 日

行事予定、今後の研修会、講師選定について
定時総会時の講演会、今後の研修会、講師選定について
今後の研修会、講師選定について
時局講演会の反省会、今後の研修会、講師選定について
今後の研修会、講師選定について
時局講演会の反省会、今後の研修会、講師選定について
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税制委員会

平成29年 9 月27日
平成29年10月25日

平成29年11月20日

平成30年 2 月 9 日

平成31年度税制改正要望事項に沿って意見交換
　　　　〃　　　　　　　　について意見集約、今後
の日程決め
福岡地区五法人会による平成31年度税制改正要望事項
の検討
福岡地区五法人会による平成31年度税制改正要望事項
の討議

広報委員会
平成29年 7 月19日
平成29年 8 月30日
平成29年 9 月28日
平成29年10月23日

法人会HPリニューアル、広報紙　博多プレス編集について
広報誌博多プレスとダイジェスト版発行について
広報誌博多プレスの編集状況について
　　　　〃　　　 発行準備

50周年記念
事業実行委
員会

平成29年 9 月25日
平成29年11月14日
平成29年12月18日
平成30年 1 月23日
平成30年 3 月 7 日

50周年記念事業実行委員会今後の予定等について
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃

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29年 8 月 8 日
平成29年11月 2 日
平成29年11月29日
平成30年 1 月23日
平成30年 3 月13日
平成30年 3 月27日

平成29年度租税教室開催計画について
リハーサル実施
リハーサル実施
リハーサル実施
宮崎学園租税教室視察
反省会

支部役員会
支部名 開催日 回数 議　　　　　題

第 1支部 平成29年5月
～30年2月 5

税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推
進、大型保障制度推進、支部研修会開催、チャ
リティライブコンサート

第 2支部 平成29年4月
～30年3月 12 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推進、大

型保障制度推進、支部研修会開催、異業種交流会

第 3支部 平成29年4月
～30年3月 8 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推

進、大型保障制度推進、支部研修会開催

第 4支部 平成29年4月
～30年3月 8 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推

進、大型保障制度推進、支部研修会開催

第 5支部 平成29年5月
～30年3月 8 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推

進、大型保障制度推進、支部研修会開催、

第 6支部 平成29年4月
～30年2月 8 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推進、大

型保障制度推進、支部研修会開催、賀詞交歓会

第 7支部 平成29年5月
～30年3月 4

税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推
進、大型保障制度推進、支部研修会開催、第9、
10、11支部との合同研修会

第 8支部 平成29年7月
～30年1月 4 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推

進、大型保障制度推進、支部研修会開催

第 9支部 平成29年6月
～30年2月 7

税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推
進、大型保障制度推進、支部研修会開催、ウィン
ナー・ワルツ　新春クラッシックコンサート
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第10支部 平成29年6月
～30年2月 7

税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推
進、大型保障制度推進、支部研修会開催、第7、
9、11支部との合同研修会

第11支部 平成29年5月
～30年3月 5

税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推
進、大型保障制度推進、支部研修会開催、第7、
9、10支部との合同研修会

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29年 4 月 4 日 平成29年度事業計画（案）等の策定について

〃 平成29年 5 月23日
役員紹介、年間スケジュール、平成29年度事業計画、第
5回報告会、租税教室、会員増強、大型保障制度推進
他について

〃 平成29年 6 月14日
報告会打ち合せ、夏期研修会、租税教室、ファミリー親
睦会、全国青年の集い、会員増強、大型保障制度推進
他について

〃 平成29年 7 月 4 日
夏期研修会、全国青年の集い、ファミリー親睦会、10月
研修会、11月税務研修会、租税教室、会員増強、大型
保障制度推進他について

〃 平成29年 8 月 4 日
ファミリー親睦会、全国青年の集い、租税教室、10月研
修会、11月税務研修会、新年会、会員増強、大型保障
制度推進他について

〃 平成29年 9月5日 全国青年の集い、10月研修会、11月税務研修会、新年
会、会員増強、大型保障制度推進他について

〃 平成29年10月24日
全国青年の集い、10月研修会、11月研修会、新年会、社
会貢献活動、3月研修会、会員増強、大型保障制度推進
他について

〃 平成29年11月16日 11月研修会、租税教室、チャリティーゴルフコンペ、新
年会、会員増強、大型保障制度推進他について

〃 平成29年12月 6日 租税教室報告、チャリティーゴルフコンペ、新年会、会
員増強、大型保障制度推進他について

〃 平成30年 1月26日 新年会・社会貢献活動、租税教室、3月研修会、会員増
強、大型保障制度推進他について

〃 平成30年 2月19日 3月研修会、報告会、会員増強、大型保障制度推進他に
ついて

〃 平成30年 3月16日 3月研修会、報告会、会員増強、大型保障制度推進、行
事予定他について

女性部会
会議名 開催日 審	議	内	容
役員会 平成29年 5 月 9 日 報告会、観劇会、10月研修会について
〃 平成29年 6 月21日 報告会打合せ

〃 平成29年 8 月18日 観劇会、10月研修会、11月税務研修会、新年会、研
修会について

〃 平成29年 9 月15日 10月研修会、11月税務研修会、新年会、絵はがきコ
ンクール、2月研修会について
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税制委員会

平成29年 9 月27日
平成29年10月25日

平成29年11月20日

平成30年 2 月 9 日

平成31年度税制改正要望事項に沿って意見交換
　　　　〃　　　　　　　　について意見集約、今後
の日程決め
福岡地区五法人会による平成31年度税制改正要望事項
の検討
福岡地区五法人会による平成31年度税制改正要望事項
の討議

広報委員会
平成29年 7 月19日
平成29年 8 月30日
平成29年 9 月28日
平成29年10月23日

法人会HPリニューアル、広報紙　博多プレス編集について
広報誌博多プレスとダイジェスト版発行について
広報誌博多プレスの編集状況について
　　　　〃　　　 発行準備

50周年記念
事業実行委
員会

平成29年 9 月25日
平成29年11月14日
平成29年12月18日
平成30年 1 月23日
平成30年 3 月 7 日

50周年記念事業実行委員会今後の予定等について
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃

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29年 8 月 8 日
平成29年11月 2 日
平成29年11月29日
平成30年 1 月23日
平成30年 3 月13日
平成30年 3 月27日

平成29年度租税教室開催計画について
リハーサル実施
リハーサル実施
リハーサル実施
宮崎学園租税教室視察
反省会

支部役員会
支部名 開催日 回数 議　　　　　題

第 1支部 平成29年5月
～30年2月 5

税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推
進、大型保障制度推進、支部研修会開催、チャ
リティライブコンサート

第 2支部 平成29年4月
～30年3月 12 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推進、大

型保障制度推進、支部研修会開催、異業種交流会

第 3支部 平成29年4月
～30年3月 8 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推

進、大型保障制度推進、支部研修会開催

第 4支部 平成29年4月
～30年3月 8 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推

進、大型保障制度推進、支部研修会開催

第 5支部 平成29年5月
～30年3月 8 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推

進、大型保障制度推進、支部研修会開催、

第 6支部 平成29年4月
～30年2月 8 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推進、大

型保障制度推進、支部研修会開催、賀詞交歓会

第 7支部 平成29年5月
～30年3月 4

税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推
進、大型保障制度推進、支部研修会開催、第9、
10、11支部との合同研修会

第 8支部 平成29年7月
～30年1月 4 税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推

進、大型保障制度推進、支部研修会開催

第 9支部 平成29年6月
～30年2月 7

税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推
進、大型保障制度推進、支部研修会開催、ウィン
ナー・ワルツ　新春クラッシックコンサート
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第10支部 平成29年6月
～30年2月 7

税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推
進、大型保障制度推進、支部研修会開催、第7、
9、11支部との合同研修会

第11支部 平成29年5月
～30年3月 5

税務研修・調査の受け方、e－Tax、会員拡大推
進、大型保障制度推進、支部研修会開催、第7、
9、10支部との合同研修会

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29年 4 月 4 日 平成29年度事業計画（案）等の策定について

〃 平成29年 5 月23日
役員紹介、年間スケジュール、平成29年度事業計画、第
5回報告会、租税教室、会員増強、大型保障制度推進
他について

〃 平成29年 6 月14日
報告会打ち合せ、夏期研修会、租税教室、ファミリー親
睦会、全国青年の集い、会員増強、大型保障制度推進
他について

〃 平成29年 7 月 4 日
夏期研修会、全国青年の集い、ファミリー親睦会、10月
研修会、11月税務研修会、租税教室、会員増強、大型
保障制度推進他について

〃 平成29年 8 月 4 日
ファミリー親睦会、全国青年の集い、租税教室、10月研
修会、11月税務研修会、新年会、会員増強、大型保障
制度推進他について

〃 平成29年 9月5日 全国青年の集い、10月研修会、11月税務研修会、新年
会、会員増強、大型保障制度推進他について

〃 平成29年10月24日
全国青年の集い、10月研修会、11月研修会、新年会、社
会貢献活動、3月研修会、会員増強、大型保障制度推進
他について

〃 平成29年11月16日 11月研修会、租税教室、チャリティーゴルフコンペ、新
年会、会員増強、大型保障制度推進他について

〃 平成29年12月 6日 租税教室報告、チャリティーゴルフコンペ、新年会、会
員増強、大型保障制度推進他について

〃 平成30年 1月26日 新年会・社会貢献活動、租税教室、3月研修会、会員増
強、大型保障制度推進他について

〃 平成30年 2月19日 3月研修会、報告会、会員増強、大型保障制度推進他に
ついて

〃 平成30年 3月16日 3月研修会、報告会、会員増強、大型保障制度推進、行
事予定他について

女性部会
会議名 開催日 審	議	内	容
役員会 平成29年 5 月 9 日 報告会、観劇会、10月研修会について
〃 平成29年 6 月21日 報告会打合せ

〃 平成29年 8 月18日 観劇会、10月研修会、11月税務研修会、新年会、研
修会について

〃 平成29年 9 月15日 10月研修会、11月税務研修会、新年会、絵はがきコ
ンクール、2月研修会について
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〃 平成29年10月27日 11月税務研修会、新年会、絵はがきコンクール、2月
研修会について

〃 平成29年11月16日 新年会、絵はがきコンクール選定、2月研修会につ
いて

〃 平成30年 1 月17日 新年会打合せ、2月研修会、全国女性フォーラム山
梨大会について

〃 平成30年 2 月15日 2月研修会打合せ、報告会、全国女性フォーラム山
梨大会について

簡保部会
会議名 開催日 議　　　　　題

役員会 平成29年 4月18日
総会、平成28年度事業報告及び決算報告承認につい
て、平成29年度事業計画及び収支予算について
役員改選について

〃 平成29年 5月24日 今年度の事業活動（研修旅行）について
〃 平成29年 7月26日 　　　〃
〃 平成29年 9月6日 　　　〃
〃 平成30年 1月24日 　　　〃
〃 平成30年 3月22日 平成29年度活動報告、平成30年度事業活動について

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29年 4 月 7 日 鹿児島大会
新任事務局長セミナー 平成29年 8 月23日 法人会の現状と当面の課題等（セミナー）
第34回法人会全国大会 平成29年10月 5 日 福井大会
第31回法人会全国青年
の集い 平成29年11月10日 高知大会

九北連 開催日 内　　容
青年部会租税教育研修
会 平成29年 4 月20日 租税教室実演（伊万里有田法人会）、租

税教室プレゼンテーション（佐賀県）

定時総会・青年・女性連
協連絡協議会 平成29年 9 月 1 日

平成28年度事業報告及び収支決算につ
いて
平成29年度事業計画（案）及び収支予
算（案）について他

ふやそう2万社
GOGOキャンペーン
キックオフ会議

平成29年11月17日
ふやそう2万社GOGOキャンペーンキッ
クオフ会議
西鉄グランドホテル

青連協役員会 平成30年 1 月30日 「全法連青年部会連絡協議会第4回役員会」の結果について他
県　連 開催日 内　　容

女性連協役員会 平成29年 5 月29日 全法連女性連協「平成29年度第1回役
員会議」の結果について他

税制委員会 平成29年 6 月 2 日 平成30年度税制改正要望事項の取りま
とめについて他

第5回定時総会・理事会
及び青年部会・女性部会
連協定時連絡協議会

平成29年 6 月16日
定時総会・理事会及び青年部会・女性部
会連協定時連絡協議会の開催について
他
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定期提出書類作成等の
個別相談会 平成29年 6 月20日 パソコン（電子申請）による定期提出書

類作成等の個別相談について

法人会講演会 平成29年 7 月25日 ステーションホテル小倉にて
講師　片山　善博氏

厚生委員会 平成29年 8 月28日 全法連主催平成29年度厚生委員会の報
告について他

広報委員会 平成29年 9 月 8 日 全法連主催「平成29年第1回広報委員
会」の結果について他

事業研修委員会 平成29年 9 月12日 全法連主催「平成29年第１回事業研修
委員会」の結果について他

組織委員会 平成29年 9 月15日 全法連主催「平成29年第1回組織委員
会」の結果について他

総務委員会 平成29年 9 月21日 全法連主催「平成29年第１回総務委員
会」の結果について他

専務理事等会議 平成29年 9 月28日 全法連主催「平成29年第１回全国県連
専務理事等会議」の結果について他

法人会・大同マスターズ
ゴルフ大会 平成29年10月13日 第24回法人会・大同マスターズチャリティ

ゴルフ大会
女性部会拡大意見交換会 平成29年10月24日 部会員増強・絵はがきコンクールについて他

青連協親睦ゴルフ大会 平成29年11月 2 日 福岡県法人会連合会青年部会連絡協議
会第17回親睦ゴルフコンペを開催

第31回「法人会全国青年
の集い」高知大会におけ
る青連協現地研修会

平成29年11月 9 日 青連協現地研修会を開催

幹事監査・公益法人提
出書類等研修会 平成29年12月12日 県連・単位会に対する補助監査での指摘

事項及び是正要領について他

専務理事等会議 平成30年 1 月12日 全法連「平成29年度第３回全国県連専
務理事等会議」の結果について他

労働契約法等の改正に
係る研修会 平成30年 1 月31日 労働契約法等の改正について他

大規模法人税務研修会 平成30年 2 月 7 日
大規模法人に対する福岡国税局調査査
察部幹部の方による講話、消費税軽減
税率制度について他

広報委員会 平成30年 2 月14日 全法連主催「平成29年第２回広報委員
会」の結果について他

青連協役員会 平成30年 2 月16日 全法連主催「平成29年第４回青連協役
員会」の結果について他

事業研修委員会 平成30年 2 月19日 全法連主催「平成29年第２回事業研修
委員会」の結果について他

組織・厚生合同委員会 平成30年 2 月26日 全法連主催「平成29年度組織・厚生委
員会」の結果について他

総務委員会 平成30年 2 月28日 平成30年度事業計画（案）及び収支予算
（案）について他

理事会 平成30年 3 月 9 日 平成30年度事業計画（案）及び収支予算
（案）承認の件について他

定期提出書類個別相談
会 平成30年 3 月20日 決算書類及び定期提出書類作成の個別

相談について
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〃 平成29年10月27日 11月税務研修会、新年会、絵はがきコンクール、2月
研修会について

〃 平成29年11月16日 新年会、絵はがきコンクール選定、2月研修会につ
いて

〃 平成30年 1 月17日 新年会打合せ、2月研修会、全国女性フォーラム山
梨大会について

〃 平成30年 2 月15日 2月研修会打合せ、報告会、全国女性フォーラム山
梨大会について

簡保部会
会議名 開催日 議　　　　　題

役員会 平成29年 4月18日
総会、平成28年度事業報告及び決算報告承認につい
て、平成29年度事業計画及び収支予算について
役員改選について

〃 平成29年 5月24日 今年度の事業活動（研修旅行）について
〃 平成29年 7月26日 　　　〃
〃 平成29年 9月6日 　　　〃
〃 平成30年 1月24日 　　　〃
〃 平成30年 3月22日 平成29年度活動報告、平成30年度事業活動について

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29年 4 月 7 日 鹿児島大会
新任事務局長セミナー 平成29年 8 月23日 法人会の現状と当面の課題等（セミナー）
第34回法人会全国大会 平成29年10月 5 日 福井大会
第31回法人会全国青年
の集い 平成29年11月10日 高知大会

九北連 開催日 内　　容
青年部会租税教育研修
会 平成29年 4 月20日 租税教室実演（伊万里有田法人会）、租

税教室プレゼンテーション（佐賀県）

定時総会・青年・女性連
協連絡協議会 平成29年 9 月 1 日

平成28年度事業報告及び収支決算につ
いて
平成29年度事業計画（案）及び収支予
算（案）について他

ふやそう2万社
GOGOキャンペーン
キックオフ会議

平成29年11月17日
ふやそう2万社GOGOキャンペーンキッ
クオフ会議
西鉄グランドホテル

青連協役員会 平成30年 1 月30日 「全法連青年部会連絡協議会第4回役員会」の結果について他
県　連 開催日 内　　容

女性連協役員会 平成29年 5 月29日 全法連女性連協「平成29年度第1回役
員会議」の結果について他

税制委員会 平成29年 6 月 2 日 平成30年度税制改正要望事項の取りま
とめについて他

第5回定時総会・理事会
及び青年部会・女性部会
連協定時連絡協議会

平成29年 6 月16日
定時総会・理事会及び青年部会・女性部
会連協定時連絡協議会の開催について
他
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定期提出書類作成等の
個別相談会 平成29年 6 月20日 パソコン（電子申請）による定期提出書

類作成等の個別相談について

法人会講演会 平成29年 7 月25日 ステーションホテル小倉にて
講師　片山　善博氏

厚生委員会 平成29年 8 月28日 全法連主催平成29年度厚生委員会の報
告について他

広報委員会 平成29年 9 月 8 日 全法連主催「平成29年第1回広報委員
会」の結果について他

事業研修委員会 平成29年 9 月12日 全法連主催「平成29年第１回事業研修
委員会」の結果について他

組織委員会 平成29年 9 月15日 全法連主催「平成29年第1回組織委員
会」の結果について他

総務委員会 平成29年 9 月21日 全法連主催「平成29年第１回総務委員
会」の結果について他

専務理事等会議 平成29年 9 月28日 全法連主催「平成29年第１回全国県連
専務理事等会議」の結果について他

法人会・大同マスターズ
ゴルフ大会 平成29年10月13日 第24回法人会・大同マスターズチャリティ

ゴルフ大会
女性部会拡大意見交換会 平成29年10月24日 部会員増強・絵はがきコンクールについて他

青連協親睦ゴルフ大会 平成29年11月 2 日 福岡県法人会連合会青年部会連絡協議
会第17回親睦ゴルフコンペを開催

第31回「法人会全国青年
の集い」高知大会におけ
る青連協現地研修会

平成29年11月 9 日 青連協現地研修会を開催

幹事監査・公益法人提
出書類等研修会 平成29年12月12日 県連・単位会に対する補助監査での指摘

事項及び是正要領について他

専務理事等会議 平成30年 1 月12日 全法連「平成29年度第３回全国県連専
務理事等会議」の結果について他

労働契約法等の改正に
係る研修会 平成30年 1 月31日 労働契約法等の改正について他

大規模法人税務研修会 平成30年 2 月 7 日
大規模法人に対する福岡国税局調査査
察部幹部の方による講話、消費税軽減
税率制度について他

広報委員会 平成30年 2 月14日 全法連主催「平成29年第２回広報委員
会」の結果について他

青連協役員会 平成30年 2 月16日 全法連主催「平成29年第４回青連協役
員会」の結果について他

事業研修委員会 平成30年 2 月19日 全法連主催「平成29年第２回事業研修
委員会」の結果について他

組織・厚生合同委員会 平成30年 2 月26日 全法連主催「平成29年度組織・厚生委
員会」の結果について他

総務委員会 平成30年 2 月28日 平成30年度事業計画（案）及び収支予算
（案）について他

理事会 平成30年 3 月 9 日 平成30年度事業計画（案）及び収支予算
（案）承認の件について他

定期提出書類個別相談
会 平成30年 3 月20日 決算書類及び定期提出書類作成の個別

相談について
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