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 【報告事項】	①平成30年度事業報告について

平成30年度事業報告
Ⅰ．概況

平成30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年生及び
高校２校を対象に「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・高校別にそれぞれ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周年に向けた活動を行いました。
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附属明細表（平成３０年４月１日～平成３１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30年６月７日 ホテルオークラ福岡 演　題　「人生の贈り物」
講　師　 小松政夫氏　コメディアン、俳優

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」を実施しましたが
59社の減少となりました。
 「１月１日～１２月３１日　入会数２２５社、　退会数２８４社　減少数５９社」

 （２）会員数・加入率
平成３０年３月末　　会員数3,788社　　　加入率25.1％
平成３１年３月末　　会員数3,713社　　　加入率24.6％

 （３）支部別会員数（前年度対比）平成３１年３月３１日現在
第１支部 362（△13）社 第４支部 351（△	3	）社 第７支部 263（△15）社 第10支部 389（△	2	）社
第２支部 328（△12）社 第５支部 256（△20）社 第８支部 385（△	9	）社 第11支部 345（＋10）社
第３支部 249（△	3	）社 第６支部 455（△18）社 第９支部 330（＋10）社
 （４）支部研修会及び交流会

開催日 支部名 会　　　場 内　　　容

平成 30年 	4	月 25 日 第3支部 福岡信用金庫
博多北支店

演題　「民泊について（民泊新法など）」
講師　福岡市保健福祉局
　　　生活衛生課

平成 30年 	5	月 	9	日 第6支部 ㈱安川電機 ㈱安川電機施設見学会

平成 30年 	5	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 30年 	6	月 10 日 第7支部 中比恵公園周辺 ラブアースクリーンアップ2018
ボランティア清掃活動

平成 30年 	6	月 13 日 第3支部 福岡信用金庫
博多北支店

演題　「労務管理　働き方改革！」
講師　伊藤誠彦社会保険労務士

平成 30年 	7	月 	4	日 第3支部 福岡信用金庫
博多北支店

演題　「聖一国師と博多山笠」
講師　井上　正典氏　歴史ナビゲーター

平成30年7月20日～21日 第2支部 武雄・嬉野温泉 会員交流（懇親旅行）

平成 30年 	8	月 	3	日 第3支部 福岡サンパレス 交流会（暑気払い）

平成 30年 	8	月 24 日 第9支部 肥後民家村 肥後民家村ツアー

平成 30年 	9	月 12 日 第3支部 福岡信用金庫
博多北支店

演題　「スロージョギング」
講師　福岡安全センター㈱
　　　健康運動指導士　佐藤　紀子 氏

平成 30年 	9	月 14 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）
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博多北支店
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平成 30年 	9	月 19 日 第7支部 日本銀行福岡支店
福岡市科学博物館

日本銀行福岡支店、福岡市科学博物
館見学

平成 30年 10月 10日 第3支部 福岡信用金庫
博多北支店

演題　「博多秋博とウォーターフロント」
講師　博多区役所企画振興課

平成 30年 10月 17日 第4支部 大同生命ビル 演題　「今を最大に生きる」
講師　福さ屋㈱　佐々木　吉夫 氏

平成 30年 10月 26日 第2支部 大同生命ビル 第17回異業種交流会

平成 30年 11月 	2	日 第6支部 柳川 全員交流　白秋祭

平成 30年 11月 14日 第3支部 福岡信用金庫
博多北支店

演題　「フィンテックがもたらす未来とは
　　　 フィンテックとビットコイン」
講師　信金中央金庫

平成 30年 11月 16日 第10支部 福岡空港貨物エリア、
香椎パークポート施設

福岡空港貨物エリア、香椎パークポー
ト施設見学会

平成 30年 12月 12日 第8支部 博多芙蓉

落語と講話「男子校という個性」
講師　松原　功 氏

学校法人東福岡学園
東福岡高等学校学校長
東福亭扇香（とんぷくていせんこう）

平成 31年 	1	月 17 日 第6支部 大同生命ビル 賀詞交歓会

平成 31年 	2	月 	1	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、尾崎　賢伍 氏
　　　田元　真木 氏、國友章太郎 氏

平成 31年 	2	月 15 日 第3支部 福岡サンパレス 会員交流　新年会
博多券番　全46名参加

平成 31年 	2	月 17 日 第9支部 エスカイヤクラブ 新春コンサート

平成 31年 	2	月 20 日 第7支部 八仙閣本店
講演会「人と組織を活性化させる
　　　ほめ達の極意」
講師　ほめる教育研究所
　　　代表　竹下　幸喜 氏

平成 31年 	3	月 19 日 第11支部 さざんぴあ博多1F
演題　「消費税軽減税率制度とその
　　　 対応」
講師　博多税務署
　　　法人課税第一部門担当官

 （５）青年・女性部会
青年部会会員数　　１１１名　　　女性部会会員数　　　５２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。

 （６）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30年9月5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
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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30年11月 6 日 博多税務署長へインタビュー、税金クイズ

新会員歓迎会 平成31年 2 月26日 講演　演題「税務行政について」
講師　博多税務署長　坂田　圭介 氏

大型保障制度（大同生命保険・AIG損害保険）	 ９６３社（2月末現在）
ビジネスガード（AIG損害保険）	 ８４４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）	 ６０２社（3月末現在）
簡易保険（かんぽ生命）	 ３５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30年	6	月29日 平成30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30年	4	月～ 31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

消費税軽減税率制度
説明会

平成30年10月～ 31年	3	月
	6	回

内容　「消費税軽減税率制度」説明会
講師　博多税務署担当官

新設法人説明会
　　　〃

平成30年	4	月12日
平成30年10月	4	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30年11月12日 青年部会
女性部会 八仙閣本店

演題　「各種賞金と所得税（源泉所得税）
　　　 時どき消費税」
講師　博多税務署長　坂田 圭介 氏

（２）研修会

行事名 開催日 内　　　　容

新社会人研修会 平成30年4月3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30年	6	月20日
平成30年	6	月21日

演題
第1部　	「ポジティブメンタルヘル

ス対策」
第2部　	「健康経営からみる生活

習慣病のリスクと対応」
講 師　	社会保険労務士リスクコン

サルタント　赤澤　将 氏
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ストレスマネジメントセミナー 平成30年	6	月14日
平成30年10月25日

内容　	「呼吸力で笑顔のコミュニ
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30年7月6日、7月12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30年7月13日、7月18日

実務研修会
講師　（有）秋月オフィス
　　　　　秋月枝利子 氏

ビジネスコミュニケーション
スキルアップ研修会 平成30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　近藤みなこスキルアップ・ラボ
　　　　近藤みなこ 氏

パソコン教室
平成30年4月～5月、9月～10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30年4月～平成31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30年11月15日 ソラリア西鉄ホテル 演題　「第二次以降安倍政権を中間総括する」
講師　三浦　瑠麗 氏

時局講演会

開催日 会　　場 内　　　　容

平成30年	9	月	4	日 ホテル日航福岡 演題　「海賊とよばれた男」
講師　百田　尚樹 氏（放送作家・小説家）

平成31年	1	月29日 パピヨン24
ガスホール

演題　「事業者における消費税の軽減税率制度説明会」
講師　博多税務署副所長　濱田　正義 氏

５．税制委員会関係
イ．平成31年度税制改正要望事項
１　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
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２　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	医療費控除額の引き上げ
３　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	取引相場のない株式の評価の緩和
⑶	保険金・死亡退職金の非課税限度額の引き上げ
⑷	贈与税の配偶者控除の拡充
⑸	基礎控除額の見直し
⑹	贈与税の基礎控除額（110万円）の引き上げ
４　消費税関係
①	単一税率と請求書等保存方式の維持
５　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
６　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	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
⑤	税率の引下げ
⑥	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

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	博多法人会ホームページで「インターネットセミナー」を視聴出来るようにしました。

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30年10月11日 東 光 中 学 校 ２年生・３年生　１００名に租税教室実施
平成30年11月 9日 博 多 小 学 校 ６年生　１０７名に租税教室実施
平成30年12月3日 住 吉 小 学 校 ６年生　９４名に租税教室実施
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平成30年10月25日
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講師　安部　香予子 氏

新人・若手社員対象
報・連・相研修会 平成30年7月6日、7月12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30年7月13日、7月18日

実務研修会
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20歳代の事務職員を対象とした
実務研修会
講師　近藤みなこスキルアップ・ラボ
　　　　近藤みなこ 氏

パソコン教室
平成30年4月～5月、9月～10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30年4月～平成31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30年11月15日 ソラリア西鉄ホテル 演題　「第二次以降安倍政権を中間総括する」
講師　三浦　瑠麗 氏

時局講演会

開催日 会　　場 内　　　　容

平成30年	9	月	4	日 ホテル日航福岡 演題　「海賊とよばれた男」
講師　百田　尚樹 氏（放送作家・小説家）

平成31年	1	月29日 パピヨン24
ガスホール

演題　「事業者における消費税の軽減税率制度説明会」
講師　博多税務署副所長　濱田　正義 氏

５．税制委員会関係
イ．平成31年度税制改正要望事項
１　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

− 25−

25

２　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	医療費控除額の引き上げ
３　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	取引相場のない株式の評価の緩和
⑶	保険金・死亡退職金の非課税限度額の引き上げ
⑷	贈与税の配偶者控除の拡充
⑸	基礎控除額の見直し
⑹	贈与税の基礎控除額（110万円）の引き上げ
４　消費税関係
①	単一税率と請求書等保存方式の維持
５　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
６　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	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
⑤	税率の引下げ
⑥	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

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	博多法人会ホームページで「インターネットセミナー」を視聴出来るようにしました。

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30年10月11日 東 光 中 学 校 ２年生・３年生　１００名に租税教室実施
平成30年11月 9日 博 多 小 学 校 ６年生　１０７名に租税教室実施
平成30年12月3日 住 吉 小 学 校 ６年生　９４名に租税教室実施
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平成30年12月4日 東箱崎小学校 ６年生　５１名に租税教室実施
平成30年12月13日 席 田 小 学 校 ６年生　６０名に租税教室実施
平成31年 1月16日 那 珂 小 学 校 ６年生　１５０名に租税教室実施
平成31年 1月18日 精 華 女 子 高 ３年生　３００名に租税教室実施
平成31年 1月22日 堅 粕 小 学 校 ６年生　２１名に租税教室実施
平成31年 1月23日 東 光 小 学 校 ６年生　４４名に租税教室実施
平成31年 1月23日 馬 出 小 学 校 ６年生　７３名に租税教室実施
平成31年 1月25日 弥 生 小 学 校 ６年生　４６名に租税教室実施
平成31年 2月1日 箱 崎 小 学 校 ６年生　９４名に租税教室実施
平成31年 2月5日 板 付 小 学 校 ６年生　１４９名に租税教室実施
平成31年 2月26日 博 多 女 子 高 ２年生　１５０名に租税教室実施

青年部会　児童養護施設「福岡育児院」に福岡ソフトバンクホークスの選手（現役
選手・ＯＢ選手来院）を招きイベント（選手との交流及び写真撮影、記
念品配付等）を行いその後、食事会等を八仙閣本店で行いました。

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30年 6 月11日 ホテルレオパ
レス博多

平成29年度事業報告、平成30年度事業計画について
新役員紹介
平成29年度　部会主催全研修会参加者紹介
平成30年度　OB・OG会員紹介

②研修会・講演会
開催日 場　　所 内　　　　容

平成30年 8 月 3 日 石蔵酒造
演題　「映画プロデューサーの仕事と役割～想像力

と調整力～」
講師　映画プロデューサー　佐藤　善宏氏

平成30年10月10日 福岡サンパレス 演題　「私の人生観と経営理念」
講師　株式会社如水庵　代表取締役社長　森　恍次郎氏

平成30年11月12日 八仙閣本店 演題　「各種賞金と所得税（源泉所得税）時どき消費税」
講師　博多税務署長　坂田　圭介氏

平成31年 3 月15日 八仙閣本店 内容　「そんな神主のひとり言」
講師　住吉神社 宮司　横田　昌和氏

③他法人会交流会
開催日 場　　所 	内　　　　	容

平成30年 8 月 3 日 石蔵酒造 講演会終了後、福岡県下の法人会青年部会との
活動情報交換
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平成31年 1 月25日 料亭嵯峨野 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30年 6 月11日 ホテルレオパレス博多 報告会修了後

平成30年 8 月 3 日 石蔵酒造 講演会終了後、福岡県下法人会青年部会の
活動情報交換

平成30年10月10日 福岡サンパレス 研修会終了後
平成30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31年 1 月25日 料亭嵯峨野 博多券番芸妓日本舞踊観賞後

平成31年 2 月23日 グリーンビーチハウス ファミリー親睦会「旬の牡蠣小屋バーベキュー
大会」

平成31年 3 月15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12月 9日
児童養護施設「福岡育児院」に福岡ソフトバンクホークスの選手（現
役選手・ＯＢ選手来院）を招きイベント（選手との交流及び写真撮
影、記念品配付等）を行いその後、食事会等を八仙閣本店で行いま
した。

（２）女性部会
①報告会
開催日 開催場所 審	議	内	容

平成30年 6 月26日 ホテルオークラ
福岡

第6回報告会
平成29年度事業報告、平成30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30年 7 月23日 博多座 観劇会　「1789─バスティーユの恋人たち─」

平成30年10月23日 長崎エリアを巡る 「長崎出島と軍艦島周遊」等を見学し説明を受
けた。

平成30年11月12日 八仙閣本店
演題　	「各種賞金と所得税（源泉所得税）時どき

消費税」
講師　博多税務署長　坂田　圭介氏

平成31年 3 月 7 日 八仙閣本店
演題　「今すぐ始める社長さんの相続対策」
講師　大同生命保険㈱
　　　研修担当課長　渡邉　完氏

③親睦会・懇親会・交流会
開催日 開催場所 研	修	内	容

平成30年 6月11日 ホテルオークラ福岡 報告会終了後会食（会員交流）
平成30年 7月23日 博多座 ミュージカル鑑賞（会員交流）
平成30年10月23日 長崎エリア バス研修会
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講師　株式会社如水庵　代表取締役社長　森　恍次郎氏

平成30年11月12日 八仙閣本店 演題　「各種賞金と所得税（源泉所得税）時どき消費税」
講師　博多税務署長　坂田　圭介氏

平成31年 3 月15日 八仙閣本店 内容　「そんな神主のひとり言」
講師　住吉神社 宮司　横田　昌和氏

③他法人会交流会
開催日 場　　所 	内　　　　	容

平成30年 8 月 3 日 石蔵酒造 講演会終了後、福岡県下の法人会青年部会との
活動情報交換

− 27−

27

平成31年 1 月25日 料亭嵯峨野 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30年 6 月11日 ホテルレオパレス博多 報告会修了後

平成30年 8 月 3 日 石蔵酒造 講演会終了後、福岡県下法人会青年部会の
活動情報交換

平成30年10月10日 福岡サンパレス 研修会終了後
平成30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31年 1 月25日 料亭嵯峨野 博多券番芸妓日本舞踊観賞後

平成31年 2 月23日 グリーンビーチハウス ファミリー親睦会「旬の牡蠣小屋バーベキュー
大会」

平成31年 3 月15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12月 9日
児童養護施設「福岡育児院」に福岡ソフトバンクホークスの選手（現
役選手・ＯＢ選手来院）を招きイベント（選手との交流及び写真撮
影、記念品配付等）を行いその後、食事会等を八仙閣本店で行いま
した。

（２）女性部会
①報告会
開催日 開催場所 審	議	内	容

平成30年 6 月26日 ホテルオークラ
福岡

第6回報告会
平成29年度事業報告、平成30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30年 7 月23日 博多座 観劇会　「1789─バスティーユの恋人たち─」

平成30年10月23日 長崎エリアを巡る 「長崎出島と軍艦島周遊」等を見学し説明を受
けた。

平成30年11月12日 八仙閣本店
演題　	「各種賞金と所得税（源泉所得税）時どき

消費税」
講師　博多税務署長　坂田　圭介氏

平成31年 3 月 7 日 八仙閣本店
演題　「今すぐ始める社長さんの相続対策」
講師　大同生命保険㈱
　　　研修担当課長　渡邉　完氏

③親睦会・懇親会・交流会
開催日 開催場所 研	修	内	容

平成30年 6月11日 ホテルオークラ福岡 報告会終了後会食（会員交流）
平成30年 7月23日 博多座 ミュージカル鑑賞（会員交流）
平成30年10月23日 長崎エリア バス研修会

− 27−



− 28−

28

平成30年11月12日 八仙閣本店 税務研修会開催前
平成31年 1 月15日 天神テルラ 新年会
平成31年 3 月 7 日 八仙閣本店 福岡5地区女性部会ブロック会議
④社会貢献活動
開催日 支援先 内　　　　容

平成30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30年 5 月22日（公社）博多法人会事務局会議室
平成29年度事業報告及び決算報告承認について
平成30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31年 3 月15日
～16日 日田・阿蘇 震災等復興支援、天領日田ひな巡り、阿蘇方面等視察

９．諸会議関係
会議名 開催日 議　　　　題

定時総会 平成30年 6 月 7 日

【審議事項】
平成29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30年度事業計画・収支予算について

正副会長委
員長会

平成30年 4 月23日
平成30年 5 月28日
平成30年 7 月20日

平成30年 9月25日

平成30年11月20日

平成30年12月3日

平成31年 1 月23日

平成31年 2 月19日

平成31年 3 月18日

平成29年度事業報告及び決算について
行事予定、第6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30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30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30年度4月～11月収支報告、平成31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30年度4月～1月収支報告、平成31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
行事予定、平成30年度4月～31年1月収支報告、2019年
度事業計画（案）について、50周年記念事業等、委員会
報告について
平成30年度の着地見込を確認、平成31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
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正副会長委
員長常任理
事会

平成30年 8 月29日

平成30年12月11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30年度4月～11月収支報告、平成31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30年 4 月26日

平成31年 3 月25日

平成29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30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

理事懇談会
平成30年 8 月29日

平成30年11月20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30年 5 月15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30年 6 月27日
平成30年 9 月 5 日
平成31年 3 月 4 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、各支部報告について

厚生委員会

平成30年 6 月26日
平成30年 9 月26日
平成30年11月 7 日
平成31年 1 月30日
平成31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30年 4 月19日
平成30年 6 月12日
平成30年 8 月28日
平成30年10月12日
平成30年12月 3 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

税制委員会

平成30年10月	1	日
平成30年10月31日

平成30年11月26日

平成31年 2 月12日

平成32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32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32年度税制改正要望事
項の討議

広報委員会
平成30年 6 月13日
平成30年 8 月27日
平成30年 9 月18日
平成30年10月15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30年 7 月	4	日
平成30年	8	月20日
平成30年	9	月21日
平成30年11月14日
平成30年12月19日
平成31年	2	月	8	日
平成31年	3月22日

50周年記念事業実行委員会今後の予定等について
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
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平成30年11月12日 八仙閣本店 税務研修会開催前
平成31年 1 月15日 天神テルラ 新年会
平成31年 3 月 7 日 八仙閣本店 福岡5地区女性部会ブロック会議
④社会貢献活動
開催日 支援先 内　　　　容

平成30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30年 5 月22日（公社）博多法人会事務局会議室
平成29年度事業報告及び決算報告承認について
平成30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31年 3 月15日
～16日 日田・阿蘇 震災等復興支援、天領日田ひな巡り、阿蘇方面等視察

９．諸会議関係
会議名 開催日 議　　　　題

定時総会 平成30年 6 月 7 日

【審議事項】
平成29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30年度事業計画・収支予算について

正副会長委
員長会

平成30年 4 月23日
平成30年 5 月28日
平成30年 7 月20日

平成30年 9月25日

平成30年11月20日

平成30年12月3日

平成31年 1 月23日

平成31年 2 月19日

平成31年 3 月18日

平成29年度事業報告及び決算について
行事予定、第6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30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30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30年度4月～11月収支報告、平成31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30年度4月～1月収支報告、平成31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
行事予定、平成30年度4月～31年1月収支報告、2019年
度事業計画（案）について、50周年記念事業等、委員会
報告について
平成30年度の着地見込を確認、平成31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
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正副会長委
員長常任理
事会

平成30年 8 月29日

平成30年12月11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30年度4月～11月収支報告、平成31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30年 4 月26日

平成31年 3 月25日

平成29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30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

理事懇談会
平成30年 8 月29日

平成30年11月20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30年 5 月15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30年 6 月27日
平成30年 9 月 5 日
平成31年 3 月 4 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、各支部報告について

厚生委員会

平成30年 6 月26日
平成30年 9 月26日
平成30年11月 7 日
平成31年 1 月30日
平成31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30年 4 月19日
平成30年 6 月12日
平成30年 8 月28日
平成30年10月12日
平成30年12月 3 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

税制委員会

平成30年10月	1	日
平成30年10月31日

平成30年11月26日

平成31年 2 月12日

平成32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32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32年度税制改正要望事
項の討議

広報委員会
平成30年 6 月13日
平成30年 8 月27日
平成30年 9 月18日
平成30年10月15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30年 7 月	4	日
平成30年	8	月20日
平成30年	9	月21日
平成30年11月14日
平成30年12月19日
平成31年	2	月	8	日
平成31年	3月22日

50周年記念事業実行委員会今後の予定等について
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
　　　　〃
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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30年	7	月23日
平成30年	8	月22日
平成30年11月13日
平成30年11月22日
平成30年12月13日
平成31年	1	月10日
平成31年	1	月15日
平成31年	2	月27日

平成30年度租税教室開催計画について
平成30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
リハーサル実施
リハーサル実施
反省会

支部役員会

支部名 開催日 回数 議　　　　　題

第 1支部 平成30年5月
～31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、チャ
リティライブコンサート

第 2支部 平成30年4月
～31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30年4月
～31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30年4月
～31年3月 10 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30年5月
～31年3月 6 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30年4月
～31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30年5月
～31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 8支部 平成30年7月
～31年2月 3 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30年7月
～30年10月 3

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、新春
コンサート

第10支部 平成30年6月
～31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11支部 平成30年7月
～31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

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30年	4	月18日 平成30年度事業計画（案）等の策定について

〃 平成30年	5	月14日
役員紹介、年間スケジュール、平成30年度事業計画、第
6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
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〃 平成30年 6 月11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30年 7 月11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30年 8 月 3 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30年 9月12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30年10月10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30年11月12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30年12月 5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31年 1月25日 新年会・社会貢献活動、租税教室、ファミリー親睦会、
3月研修会、会員増強、大型保障制度推進他について

〃 平成31年 2月14日 ファミリー親睦会、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31年 3月15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30年 4 月 4 日 報告会、30周年記念事業について、5法人会ブロッ
ク会議について

〃 平成30年 5 月14日 報告会、30周年記念事業について、女性フォーラム
山梨大会について

〃 平成30年 6 月26日 報告会打合せ、観劇会、10月研修会、30周年記念
事業について

〃 平成30年 8 月	2	日 観劇会、10月研修会、11月税務研修会、30周年記
念事業について

〃 平成30年 9 月	6	日 10月研修会、11月税務研修会、5法人会ブロック会
議、30周年記念事業について

〃 平成30年10月19日 10月研修会、11月税務研修会、新年会、5法人会ブ
ロック会議、30周年記念事業について

〃 平成30年12月10日 5法人会ブロック会議、30周年記念事業、新年会、
絵はがきコンクール選定について

〃 平成31年 1 月15日 新年会打合せ、絵はがきコンクール選定、5法人会ブ
ロック会議、全国女性フォーラム富山大会について

〃 平成31年 2 月	4	日 5法人会ブロック会議、全国女性フォーラム富山大
会、30周年記念事業について
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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30年	7	月23日
平成30年	8	月22日
平成30年11月13日
平成30年11月22日
平成30年12月13日
平成31年	1	月10日
平成31年	1	月15日
平成31年	2	月27日

平成30年度租税教室開催計画について
平成30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
リハーサル実施
リハーサル実施
反省会

支部役員会

支部名 開催日 回数 議　　　　　題

第 1支部 平成30年5月
～31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、チャ
リティライブコンサート

第 2支部 平成30年4月
～31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30年4月
～31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30年4月
～31年3月 10 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30年5月
～31年3月 6 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30年4月
～31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30年5月
～31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 8支部 平成30年7月
～31年2月 3 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30年7月
～30年10月 3

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、新春
コンサート

第10支部 平成30年6月
～31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11支部 平成30年7月
～31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

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30年	4	月18日 平成30年度事業計画（案）等の策定について

〃 平成30年	5	月14日
役員紹介、年間スケジュール、平成30年度事業計画、第
6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
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〃 平成30年 6 月11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30年 7 月11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30年 8 月 3 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30年 9月12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30年10月10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30年11月12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30年12月 5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31年 1月25日 新年会・社会貢献活動、租税教室、ファミリー親睦会、
3月研修会、会員増強、大型保障制度推進他について

〃 平成31年 2月14日 ファミリー親睦会、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31年 3月15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30年 4 月 4 日 報告会、30周年記念事業について、5法人会ブロッ
ク会議について

〃 平成30年 5 月14日 報告会、30周年記念事業について、女性フォーラム
山梨大会について

〃 平成30年 6 月26日 報告会打合せ、観劇会、10月研修会、30周年記念
事業について

〃 平成30年 8 月	2	日 観劇会、10月研修会、11月税務研修会、30周年記
念事業について

〃 平成30年 9 月	6	日 10月研修会、11月税務研修会、5法人会ブロック会
議、30周年記念事業について

〃 平成30年10月19日 10月研修会、11月税務研修会、新年会、5法人会ブ
ロック会議、30周年記念事業について

〃 平成30年12月10日 5法人会ブロック会議、30周年記念事業、新年会、
絵はがきコンクール選定について

〃 平成31年 1 月15日 新年会打合せ、絵はがきコンクール選定、5法人会ブ
ロック会議、全国女性フォーラム富山大会について

〃 平成31年 2 月	4	日 5法人会ブロック会議、全国女性フォーラム富山大
会、30周年記念事業について
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〃 平成31年 2 月25日 5法人会ブロック会議、全国女性フォーラム富山大
会、30周年記念事業について

〃 平成31年 3 月	7	日 5法人会ブロック会議打合せ

簡保部会

会議名 開催日 議　　　　　題

役員会 平成30年 5 月22日
総会、平成29年度事業報告及び決算報告承認につい
て、平成30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30年 6 月19日 今年度の事業活動（研修旅行）について

〃 平成30年 9 月11日 　　　〃

〃 平成30年10月29日 　　　〃

〃 平成30年 3 月19日 平成30年度活動報告、平成31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30年 4 月12日 山梨大会
第35回法人会全国大会 平成30年10月11日 鳥取大会
第32回法人会全国青年
の集い 平成30年11月 9 日 岐阜大会

九北連 開催日 内　　容
青年部会租税教育研修
会 平成30年 4 月20日 青年部会役員会及び租税教育研修会

（長崎市）

定時総会・青年・女性連
協連絡協議会 平成30年 8 月31日

平成29年度事業報告及び収支決算につ
いて
平成30年度事業計画（案）及び収支予算
（案）について他

女性連協役員会 平成31年 2 月22日 女性連協役員会（佐賀県）
県　連 開催日 内　　容

女性連協役員会 平成30年 5 月25日 全法連女性連協「平成30年度第1回役
員会議」の結果について他

税制委員会 平成30年 6 月 7 日 平成31年度税制改正要望事項の取りま
とめについて他

第6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30年 6 月15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

定期提出書類作成等の
個別相談会 平成30年 6 月22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30年 7 月25日 ハイネスホテル久留米にて
講師　ケント・ギルバート氏

組織厚生合同委員会 平成30年 8 月21日 全法連主催平成30年度組織・厚生委員
会の報告について他

広報委員会 平成30年 8 月 2 日 全法連主催「平成30年第1回広報委員
会」の結果について他
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事業研修委員会 平成30年 7 月18日 全法連主催「平成30年第１回事業研修
委員会」の結果について他

総務委員会 平成30年 9 月13日 全法連主催「平成30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30年 9 月20日 全法連主催「平成30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30年10月19日 第25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30年10月26日 部会員増強・絵はがきコンクールについて他

大規模法人税務研修会 平成30年11月14日 大規模法人に対する消費税軽減税率制
度研修会を開催

青連協親睦ゴルフ大会 平成30年11月22日 福岡県法人会連合会青年部会連絡協議
会第18回親睦ゴルフコンペを開催

第32回「法人会全国青
年の集い」岐阜大会にお
ける青連協現地研修会

平成30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30年12月14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31年 1 月18日 全法連「平成30年度全国県連専務理事
等会議」の結果について他

大規模法人税務研修会 平成30年 2 月 6 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31年 2 月13日 全法連主催「平成30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31年 2 月17日 全法連主催「平成30年青連協役員会」
の結果について他

事業研修委員会 平成30年 2 月20日 全法連主催「平成30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31年 3 月 1 日 全法連主催「平成30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 3 月 7 日 平成31年度事業計画（案）及び収支予算
（案）について他

理事会 平成31年 3 月15日 平成31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31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31年 2 月25日 5法人会ブロック会議、全国女性フォーラム富山大
会、30周年記念事業について

〃 平成31年 3 月	7	日 5法人会ブロック会議打合せ

簡保部会

会議名 開催日 議　　　　　題

役員会 平成30年 5 月22日
総会、平成29年度事業報告及び決算報告承認につい
て、平成30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30年 6 月19日 今年度の事業活動（研修旅行）について

〃 平成30年 9 月11日 　　　〃

〃 平成30年10月29日 　　　〃

〃 平成30年 3 月19日 平成30年度活動報告、平成31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30年 4 月12日 山梨大会
第35回法人会全国大会 平成30年10月11日 鳥取大会
第32回法人会全国青年
の集い 平成30年11月 9 日 岐阜大会

九北連 開催日 内　　容
青年部会租税教育研修
会 平成30年 4 月20日 青年部会役員会及び租税教育研修会

（長崎市）

定時総会・青年・女性連
協連絡協議会 平成30年 8 月31日

平成29年度事業報告及び収支決算につ
いて
平成30年度事業計画（案）及び収支予算
（案）について他

女性連協役員会 平成31年 2 月22日 女性連協役員会（佐賀県）
県　連 開催日 内　　容

女性連協役員会 平成30年 5 月25日 全法連女性連協「平成30年度第1回役
員会議」の結果について他

税制委員会 平成30年 6 月 7 日 平成31年度税制改正要望事項の取りま
とめについて他

第6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30年 6 月15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

定期提出書類作成等の
個別相談会 平成30年 6 月22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30年 7 月25日 ハイネスホテル久留米にて
講師　ケント・ギルバート氏

組織厚生合同委員会 平成30年 8 月21日 全法連主催平成30年度組織・厚生委員
会の報告について他

広報委員会 平成30年 8 月 2 日 全法連主催「平成30年第1回広報委員
会」の結果について他

− 33−

33

事業研修委員会 平成30年 7 月18日 全法連主催「平成30年第１回事業研修
委員会」の結果について他

総務委員会 平成30年 9 月13日 全法連主催「平成30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30年 9 月20日 全法連主催「平成30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30年10月19日 第25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30年10月26日 部会員増強・絵はがきコンクールについて他

大規模法人税務研修会 平成30年11月14日 大規模法人に対する消費税軽減税率制
度研修会を開催

青連協親睦ゴルフ大会 平成30年11月22日 福岡県法人会連合会青年部会連絡協議
会第18回親睦ゴルフコンペを開催

第32回「法人会全国青
年の集い」岐阜大会にお
ける青連協現地研修会

平成30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30年12月14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31年 1 月18日 全法連「平成30年度全国県連専務理事
等会議」の結果について他

大規模法人税務研修会 平成30年 2 月 6 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31年 2 月13日 全法連主催「平成30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31年 2 月17日 全法連主催「平成30年青連協役員会」
の結果について他

事業研修委員会 平成30年 2 月20日 全法連主催「平成30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31年 3 月 1 日 全法連主催「平成30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 3 月 7 日 平成31年度事業計画（案）及び収支予算
（案）について他

理事会 平成31年 3 月15日 平成31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31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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