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平成28年度 事業報告書（28.4.1～293.31）

Ⅰ 概 況

平成28年度は、基本方針として次の5項目を掲げた。

１ 公益社団法人としての認知度の向上に努める。

２ 税知識の普及と納税意識の高揚のための取り組みを強化する。

３ 地域企業と地域社会の健全な発展に貢献するための取り組みを強化する。

４ 適正・公平な税制実現のための的確な提言を行う。

５ 申告納税制度の維持発展と円滑な税務行政に寄与する。

特に、平成28年度は、認知度の向上と税知識の普及、納税意識の高揚のための活動に重点を置い

た。

事業並びに会議等の実施内容は以下のとおり。

Ⅱ 主要な事業

１ 税知識の普及を目的とする事業

毎年の改正により複雑難解化する税法、税制に対する正しい理解と知識を身につけてもらうため、次

の事業を行った。

茨 新設法人説明会

新たに設立された法人とこれから起業しようとする人を対象に、国税及び地方税の基本的な税制の

仕組み等を理解してもらうことを目的として、開催した。

細部は附属明細書のとおり。

芋 決算事務説明会

適正な申告書が作成、提出されることを目的として、開催した。

細部は附属明細書のとおり。

鰯 改正税法説明会

税の改正法に則った誤りのない税務処理が行われることを目的として、開催した。

細部は附属明細書のとおり。

允 新任者のための税務講座

新たに給与事務に携わることとなった人を対象に、給与事務が適切に行われ、源泉所得税の納付が

適正に行われることを目的として、開催した。

細部は附属明細書のとおり。

印 税務研修会

税法、税制について正しい知識を身につけてもらうことを目的として、開催した。

細部は附属明細書のとおり。

咽 租税教室

小学校の6年生を対象に、見識ある納税者として主体的に税とかかわりをもつ人を育成することを

目的として、開催した。

細部は附属明細書のとおり。

員 草の根租税講座

正しい税知識をもって日々の生活と人生設計ができるようにすることを目的として、開催した。

細部は附属明細書のとおり。

２ 納税意識の高揚を目的とする事業

税に対する意識の高揚と税務行政に寄与するため、次の事業を行った。

茨 「税を考える週間」協賛行事

税に対する関心を高めてもらうことを目的として、国税庁が毎年度11月に実施している「税を考え

る週間」に協賛行事を開催した。

細部は附属明細書のとおり。

芋 税に関する絵はがきの表彰

租税教育を実施した小学校6年生を対象に税に対する関心を高めることを目的として、税の絵はが

きを募集し、審査と表彰を行った。
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細部は附属明細書のとおり。

鰯 税の相談日の開設

法人に勤める人を対象に、個人の税金の適正な税務申告と納税が行われることを目的として、個別

相談を行った。

細部は附属明細書のとおり。

允 ホームページ及び法人会ニュースによる税情報の提供

法人、個人を対象に、税に対する関心を高めることを目的として、ホームページと法人会ニュース

に税に関する情報記事を掲載した。

細部は附属明細書のとおり。

３ 税制の調査研究及び提言に関する事業

適正・公平な税制実現のための的確な提言を行うため、次の事業を行った。

茨 福岡地区五法人会税制委員会

納税者の声を反映させた福岡地区の法人会の統一した税制改正要望書を作成することを目的として

福岡地区の5つの法人会合同の委員会を開催した。

細部は附属明細書のとおり。

芋 税を考える市民フォーラム

市民の大きな声が税法を変えることが出来ることの関心と理解をしてもらうことを目的として参加

した。

細部は附属明細書のとおり。

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

中小企業が単独では、実施することが難しい人材の育成を支援するため、次の事業を行った。

茨 新社会人セミナー

新しく採用された社員を対象に社会人として必要な能力を身につけることを目的として、開催した。

細部は附属明細書のとおり。

芋 パソコン講座

パソコンの基本的技術と専門的技術を身につけてもらうことを目的として、開催した。

細部は附属明細書のとおり。

鰯 医療健康セミナー

経営者や会社に勤める人に対して、健康について正しい知識を身につけてもらうことを目的として

開催することとしていたが、都合により本年度は実施しなかった。

允 経営セミナー

経営者に健全な企業経営に役立ててもらうことを目的として、開催した。

細部は附属明細書のとおり。

印 新設法人に対する事務支援

新設法人を対象に経理事務等が適切に行われることを目的として、税情報等の提供を行った。

５ 地域社会に貢献することを目的とする事業

中小企業単独では、その要請に応えることが難しい社会的責任を果たすため、次の事業を行った。

茨 職場体験学習

中学校の生徒を対象に、地域企業の職場を実地に体験し、将来、仕事への興味をもってもらうこと

を目的として、行った。

細部は附属明細書のとおり。

芋 婚活支援

少子化問題解消策の一つとして、広く参加者を募集し、集団見合いのパーティーを行った。

細部は附属明細書のとおり。

鰯 花いっぱい運動

地域の美化と明るい町づくりを地域の企業、住民、小学生等が一体となって行った。

細部は附属明細書のとおり。
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允 献血運動

福岡県赤十字血液センターに協力することを目的として、行った。

細部は附属明細書のとおり。

印 小さな博物館運動

福岡市中央区の小学校1校の全学年を対象に金印（志賀島）の歴史の勉強会とレプリカ（金印）の

贈呈を行った。

細部は附属明細書のとおり。

咽 地域のイベント参画

福岡市中央区、南区の地域の発展、安全、健康と地域住民等とのふれ合い等を目的として、福祉団

体、民間活動団体、警察署、住民等とこの法人が一体となって地域の各種イベント行事を行った。

細部は附属明細書のとおり。

ア チャリティー餅つき大会

イ 清水ふれあいまつり

ウ 西高宮校区夏祭り

エ 福岡義士祭

オ 防犯パトロール

カ 交通安全及び飲酒運転撲滅運動

キ 大橋駅周辺活性化、安全・安心まちづくり

ク 犯罪の起きにくいまちづくり運動

ケ けやき通り活性化運動

コ 長丘フェスティバル

サ 福岡まつり

シ いちごプロジェクト

員 東日本大震災復興支援事業

本年度5月に実施予定であったが、4月の熊本地震発生に伴い、この復興支援事業に参加した。

６ 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、安心を目的として次の事業を行った。

茨 簡易生命保険団体保険料の払込制度の集金事務を実施した。

芋 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。

鰯 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。

允 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。

印 一般社団法人福岡県法人会連合会の貸倒保障制度の普及推進を図った。

７ 会員の交流を図るための事業

会員の交流と相互の意思疎通を図ることを目的として、次の事業を行った。

茨 新春講演会・会員交流会

芋 理事、役員等合同懇談会

鰯 福岡地区五法人会共催講演会

允 ゴルフ大会、施設等見学会

８ この法人の目的達成に必要な事業

茨 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構築を図るため、会員の拡大に取り組んだ。

芋 イータックス（e-Tax）の利用拡大

イータックスによる法人税、消費税、所得税等の申告・納税の利用拡大に努めた。
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附 属 明 細 書

平成28年度事業実施状況（28.4.1～29.3.31）

（ 本 部） （敬称略）

参加者数会場等内容等講師等開催日事業名

３３電気ビル共創館時間管理の概念、電話、接客マナー等
人材育成インストラクター
鳥沢 久美子

28.4.5新社会人セミナー

会員企業、
ホームページ

法人会ニュース（4月号）3,563通28.4.1税情報の提供

同法人会ニュース（5月号）3,536通28.5.6同

同法人会ニュース（6月号）3,518通28.6.2同

同法人会ニュース（7月号）3,495通28.7.1同

同法人会ニュース（8月号）3,484通28.8.1同

同法人会ニュース（9月号）3,481通28.9.2同

同法人会ニュース（10月号）3,479通28.10.4同

同法人会ニュース（11月号）3,485通28.11.2同

同法人会ニュース（12月号）3,485通28.12.2同

同法人会ニュース（1月号）3,500通29.1.10同

同法人会ニュース（2月号）3,517通29.2.2同

同法人会ニュース（3月号）3,530通29.3.7同

１
福岡中部法人会
会議室

所得税、消費税、法人税税理士 白石 仁良28.4.20税の相談

１同法人税同28.9.7同

19
福岡中部法人会
会議室

決算と申告税理士 山西 正美

28.5.18決算事務説明会

法人税・消費税について福岡税務署 担当官

28福岡ガーデンパレス

決算と申告税理士 大石 尚子

28.9.7同

法人税・消費税について福岡税務署 担当官

15
福岡中部法人会
会議室

決算と申告税理士 大石 尚子

28.12.6同

法人税・消費税について福岡税務署 担当官

62福岡ガーデンパレス

決算と申告税理士 大石 尚子

29.3．22同

法人税・消費税について福岡税務署 担当官

14福岡ガーデンパレス
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

ティーペック社
特別認定講師 平山 貴之

28.6．15
リスクマネジメント
セミナー

16JR博多シティー同同28.6．17同

30福岡ガーデンパレス

法人税・消費税・源泉所得税・印紙税福岡税務署 担当官

28.8．8新設法人説明会 法人県民税・事業税
西福岡県税事務所
担当官

法人市民税等
福岡市役所法人税務課
担当官
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参加者数会場等内容等講師等開催日事業名

11
福岡中部法人会
会議室

法人税・消費税・源泉所得税・印紙税福岡税務署 担当官

28.12.9新設法人説明会 法人県民税・事業税
西福岡県税事務所
担当官

法人市民税等
福岡市役所法人税務課
担当官

43電気ビル本館
適格申請書（インボイス）・保存方式の
概要

税理士 原口 卓也28.8.29改正税法説明会

26同
適格申請書（インボイス）・保存方式の
概要

同28.9.2同

61福岡大同生命ビル法人の資金繰り改革
㈱エフアンドエム
本部長 清水 篤史

28.7.15経営セミナー

42福岡ガーデンパレス会社経営と税務調査税理士 手島 久隆28.10.19同

37福岡ガーデンパレス源泉所得税の実務のポイント税理士 原口 卓也28.9.13
新任者のための税務
講座

38㈱新日本企画PowerPoint チラシ講座㈱新日本企画 認定講師
28.10.6～
28.10.11

パソコン講座

32同Excelプロ技・関数講座同
28.10.12～
28.10.14

同

53
ホテルニュー
オータニ博多

税金クイズ
福岡税務署 担当官
福岡中部法人会社会貢献委員会

28.11.16
「税を考える週間」

協賛行事
マジックショーRintaro

121
中央区舞鶴地区
花壇37箇所

花の植栽会員、企業等28.5．26花いっぱい運動

35同同同28.9．29同

147同同同28.12.8同

58
天神ツインビル
横

会員及び一般市民等による献血
福岡県
赤十字血液センター

28.10.6献血運動

警固公園
年末年始特別警戒出動式・街頭パレー
ド

中央警察署28.11.26社会貢献活動

各会員の企業先会員企業の業務の体験会員企業関係者
28.7～
28.9

中学生の職場体験

25
福岡カンツリークラブ
和白コース

役員ゴルフ交流会28.9.6会員交流事業

6
長崎
ブリックホール

記念講演、大会式典
長崎総合科学大学教授
ブライアン・バークガニフ

28.10.20
法人会全国大会
長崎大会

250
ソラリア
西鉄ホテル

福岡空港と福岡の発展
福岡空港ビルディング㈱
代表取締役 麻生 渡

28.5.30記念講演会

105
ソラリア
西鉄ホテル

最新の国際情勢と日本経済に与える
影響

外交政策研究所
所長 宮家 邦彦

28.11.15
福岡地区五法人会
共催講演会

156
アークホテル
ロイヤル福岡天神

古典落語落語家 立川 生志29.1.16
新春講演会・
会員交流会

130
ソラリア
西鉄ホテル

基調講演とパネルディスカッション税理士 矢野 志乃ぶ29.1.28
税を考える市民
フォーラム

4春吉小学校
講談 「国宝・金印物語」
金印BOX・金印レプリカ贈呈式（全児童 176名）

講談師 神田 紅
福岡紅塾員

29.2.23小さな博物館運動
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参加者数会場等内容等講師等開催日事業名

4
春吉公園および
周辺

犯罪の起きにくいまちづくり運動
（春吉校区安心安全パレード）

28.10.13
地域イベント参画
（天神第1支部）

19天神3丁目地区天神地区青少年対策防犯パトロール28.4.14
〃

（天神第3支部）

16同同28.5.12同

20同同28.6.9同

14同同28.7.14同

22同同28.8.18同

17同同28.9.8同

16同同28.12.8同

17同同29.1.12同

17同同29.3.9同

24
警固神社および
周辺

福岡まつり
（交通整理、パレード参加・参加者の世話）

28.10.23
〃

（長浜那の津・天神第1～4
支部・大名支部・今泉支部）

7
旧簀子小学校
校庭

ふれあい事業もちつき大会28.12.10
〃

（大手門支部）

7けやき通り沿い
けやき通り活性化運動
（花いっぱい運動）

28.11.9
〃

（赤坂支部）

80かもめ広場チャリティもちつき大会28.12.3
〃

（港支部）

80西公園西公園提灯懸架
29.3.24
～ 4.10

〃
（当仁支部）

100
NHK福岡放送局
野外ステージ前広場

チャリティもちつき大会28.12.4
〃

（草ヶ江支部）

7
柳橋連合市場
付近

飲酒運転撲滅キャンペーン活動28.9.23
地域イベント参画
（春吉支部）

7
春吉公園および
周辺

春吉校区安心安全パレード28.10.13同

65
障がい者
スポーツセンター

清水ふれあいまつり28.8.28
地域イベント参画
（玉川・大楠・塩原支部）

大橋駅周辺大橋駅周辺活性化事業協賛
28.7～
28.12

地域イベント参画
（大橋支部）

大橋駅周辺
大橋安全・安心まちづくり協賛
（花の植栽、夜間防犯パトロール）

28.6～
28.12

同

20西高宮小学校西高宮校区夏祭り28.8.6
地域イベント参画
（西高宮支部）

4西高宮小学校西高宮校区大運動会28.10.9同

3大池小学校校区納涼祭28.8.20
地域イベント参画
（野間大池支部）

5
興宗禅寺
（南区寺塚）

福岡義士祭28.12.14同

長丘小学校長丘フェスティバル28.10.23
地域イベント参画
（長住長丘支部）

37舞鶴公民館相続税・贈与税について税理士 本多 典子28.11.9
草の根租税講座
（舞鶴支部）

50簀子公民館成年後見のはなしと相続税について税理士 本多 典子28.10.13
〃

（大手門支部）

40当仁公民館相続税について税理士 山西 正美28.11.14
〃

（港・当仁・大濠支部）

73西日本短期大学所得税、住民税、国家財政について税理士 原口 卓也28.11.24
〃

（当仁・大濠支部）

（ 支 部） （敬称略）
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参加者数会場等内容等講師等開催日事業名

20草ヶ江公民館相続税について税理士 原口 卓也29.2.16
草の根租税講座
（草ヶ江支部）

22小笹公民館相続税について税理士 本多 典子28.10.21
〃

（笹丘小笹支部）

53春吉公民館相続税について税理士 山西 正美29.2.13
〃

（春吉・渡辺通支部）

22塩原公民館
相続税・確定申告とマイナンバー
相続の手続・遺言書

税理士 山西 正美
行政書士 中村 優子

29.2.25
〃

（塩原・玉川支部）

59西高宮公民館相続税・贈与税
税理士 山西 正美
行政書士 中村優子

28.8.30
〃

（西高宮支部）

68大池公民館相続税・贈与税
税理士 熊手 艶子
行政書士 中村優子

28.10.31
〃

（野間大池支部）

31長丘公民館相続税・贈与税税理士 熊手 艶子28.11.17
〃

（長住長丘支部）

21舞鶴小学校税金の話（6年生児童 70名）青年部会 山口 晴美28.12.20
租税教室
（舞鶴支部）

5春吉小学校税金の話（6年生児童 26名）
社会貢献委員長
松井 正博

28.6.24
〃

（春吉支部）

7高宮小学校税金の話（6年生児童 56名）
高砂支部役員
税理士 高比良 聡子

28.12.14
〃

（高砂支部）

14警固小学校税金の話（6年生児童 89名）
青年部会役員
河村 信孝

29.1.17
〃

（警固桜坂支部）

10西高宮小学校税金の話（6年生児童 180名）
女性部会役員
税理士 吉田 扶久子

28.6.29
〃

（西高宮支部）

10若久小学校税金の話（6年生児童 136名）
女性部会役員
平田 哲子

28.11.9
〃

（若久支部）

9長丘小学校税金の話（6年生児童 131名）
女性部会
税理士 山西 正美

29.1.19
〃

（長住長丘支部）

14三宅小学校税金の話（6年生児童 112名）
青年部会役員
次田 武史

29.1.16
〃

（野多目支部）

16野多目小学校税金の話（6年生児童 138名）
青年部会役員
西原 綾祐

29.1.20
〃

（野多目支部）

3老司小学校税金の話（6年生児童 83名）
野多目支部役員
秋山 篤史

29.1.25
〃

（野多目支部）

6東花畑小学校税金の話（6年生児童 60名）
野多目支部役員
秋山 篤史

28.12.19
〃

（桧原・屋形原支部）

8鶴田小学校税金の話（6年生児童 70名）
野多目支部役員
秋山 篤史

29.1.18
〃

（桧原・屋形原支部）

8柏原小学校税金の話（6年生児童 89名）
野多目支部役員
秋山 篤史

29.1.23
〃

（桧原・屋形原支部）

10横手小学校税金の話（6年生児童 66名）
野多目支部役員
秋山 篤史

28.11.25
〃

（横手弥永支部）

7弥永西小学校税金の話（6年生児童 79名）
野多目支部役員
秋山 篤史

29.1.24
〃

（横手弥永支部）

3大濠公園大濠公園防犯パトロール28.6.16
社会貢献事業
(大濠支部)

4同同28.9.15同

2同同28.10.20同

9春吉小学校交通安全旗寄贈29.3.15
社会貢献事業
（春吉・渡辺通・高砂支部）

100大楠公民館献血運動28.9.15
〃

（大楠支部）

地域掲示板会長賞作品のコピー掲示29.2.9
絵はがきコンクール
（西高宮支部）

6
警固公民館、警固
小学校前の花壇

花の植栽
支部役員・
地域ボランティア等

28.6.10
花いっぱい運動
（警固桜坂支部）

12
警固公民館、警固
小学校前の花壇

花の植栽
支部役員・
地域ボランティア等

28.11.4
〃

（警固桜坂・今泉支部）

8宮竹公民館花の植栽支部役員28.10.16
〃

（福岡南支部）
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参加者数会場等内容等講師等開催日事業名

74
西鉄イン福岡
（ブロッソ）

会員交流会28.10.12
会員交流事業
（長浜那の津・天神第1～4支部）

36
東芝福岡ビル
展望レストラン

会員交流会28.8.24
〃

（舞鶴支部）

50志賀島会員交流会(海水浴)28.7.24
〃

（港支部）

12湧不動産駐車場会員交流会(もちつき大会)28.12.13
〃

（草ヶ江支部）

31個室馳走屋海音会員交流会28.9.13
〃

（笹丘小笹支部）

29田主丸方面バス研修28.11.24
〃

（春吉・渡辺通・高砂支部）

43福新楼3支部合同ビジネス異業種交流会
ＮＰＯ法人九州プロレス
理事長 筑前りょう太

28.11.18
〃

（玉川・大楠・塩原支部）

64アサヒビール園異業種交流会28.8.26
〃

（西高宮・野間・若久・長住長丘支部）

20糸島半島方面バス研修28.11.22
〃

（長住長丘支部）

19アサヒビール園異業種交流会28.8.24
〃

（桧原・屋形原支部）

24島原・雲仙バス研修28.11.5
〃

（横手弥永支部）

参加者数会場等内容等講師等開催日事業名

17
中央区舞鶴地区
花壇37箇所

花の植栽28.5.26花いっぱい運動

9同同28.9.29同

9同同28.12.8同

10旭川大雪アリーナ
租税教室プレゼンテーション

部会長サミット
28.9.8～
28.9.9

全国青年の集い
(旭川大会)

9大桟橋ホール港町横浜そして震災・復興
関東学院大学
名誉教授 小林照夫

28.7.1
全国中の会
（横浜大会）

37天神ビル経営者の相続・事業承継対策
OfficeSHIMADU
代表 島津 悟

28.8.22経営セミナー

83クアンティック商売に活きる！ 男女脳の違い
フローリスト・リバティ
代表取締役社長 有田 麻紀

29.2.21同

85クアンティック
相続税に負けない

相続・事業承継のツボ
税理士 清水 智文29.2.21税務研修会

28能古島キャンプ村婚活支援28.9.17社会貢献事業

58クアンティック婚活支援28.12.3同

51クアンティック婚活支援29.2.24同

5
阿蘇リゾート
グランヴィリオン

熊本県青年の集い（熊本地震支援活動）28.10.7同

1千草ホテル
八幡法人会青年部会
創立25周年記念行事

高野 誠鮮28.6.29会員交流事業

4石蔵酒造㈱
博多法人会青年部会
夏期研修会

NPO法人 九州プロレス
理事長 筑前りょう太

28.7.22同

51ざうお本店家族を含めた会員親睦28.8.24同

69桜坂 観山荘忘年会28.12.8同

49ＯＮＳＡ音楽賀詞交歓会29.1.16同

（ 青年部会） （敬称略）



－9－

（ 女性部会） （敬称略）

参加者数会場等内容等講師等開催日事業名

25電気ビル共創館
インボイスについて
軽減税率対策補助金について

税理士 原口 卓也28.11.7税務研修会

34福岡税務署別館軽減税率制度について
福岡税務署法人課税部門
担当官

29.2.23同

6
郡山市
ビッグパレットふくしま

法人会全国女性フォーラム 福島大会
28.4.13～
28.4.14

税に関する絵はがき
コンクール

18
福岡中部法人会
会議室

税に関する絵はがきの審査
（西高宮小学校6年生他1校の作品）

福岡税務署担当官・本部役
員・女性部会役員

28.10.14同

11同
税に関する絵はがきの審査
（若久小学校6年生他4校の作品）

同29.1.18同

11同
税に関する絵はがきの審査
（三宅小学校6年生他4校の作品）

同29.2.2同

13同
税に関する絵はがきの審査
（柏原小学校6年生他2校の作品）

同29.2.13同

2同
税に関する絵はがきの審査
（優秀作品の選定）

本部役員・女性部会役員29.2.20同

春吉公民館
税に関する絵はがきの展示
（春吉小学校6年生の作品）

28.10.30
～28.11.3

同

西高宮公民館
税に関する絵はがきの展示
（西高宮小学校の優秀作品・春吉小学校
6年生の作品）

29.2.11～
29.2.12

同

西鉄ホール
税に関する絵はがきの展示
（応募校15校の優秀作品）

29.2.16～
29.3.15

同

5三宅小学校優秀作品の表彰
本部役員・女性部会役員・
支部役員

29.3.1同

6若久小学校同同同同

6西高宮小学校同同29.3.2同

3高宮小学校同同同同

5老司小学校同同29.3.3同

5鶴田小学校同同同同

7長丘小学校同同同同

5野多目小学校同同29.3.6同

3柏原小学校同同29.3.7同

3東花畑小学校同同同同

5警固小学校同同29.3.8同

5舞鶴小学校同同29.3.9同

5横手小学校同同29.3.10同

4春吉小学校同同29.3.13同

4弥永西小学校同同29.3.15同

7
中央区舞鶴地区
の花壇37箇所

花の植栽28.5.26花いっぱい運動

4同同28.9.29同

5同同28.12.8同

－－
いちごプロジェクト
（リーフレット配布による節電呼びかけ）

－地域イベント参画

10
陸上自衛隊玖珠駐屯地
および湯布院駐屯地

バス研修（国防について）陸上自衛隊 担当官28.10.25会員交流事業

22グランアワーズ会員の集い29.1.27同
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附 属 明 細 書

平成28年度会議等実施状況（28.4.1～29.3.31）

（ 本 部）

会 議 内 容開 催 日会 議 名

平成27年度事業報告・平成27年度財務諸表及び監査報告・
定款変更・理事選任

28.5.30通常総会

副会長1名の選定28.5.30理事会

平成27年度予算執行状況・平成28年度支部予算・支部事業
計画等の提出・会員増強及び福利厚生制度

28.6.8支部長会議

平成27年度事業報告と決算・通常総会・感謝状贈呈・講演会28.4.13総務委員会

全法連の情報・福岡県への平成27年度事業報告の提出・
委員会及び部会活動報告

28.8.18同

全法連情報・「会員資格の取得及び喪失に関する規定」の一部
改正、会員増強運動期間延長、委員会及び部会活動報告

28.12.12同

平成29年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）、
第6回通常総会の招集日時等、委員会及び部会活動報告

29.3.17同

理事会決議事項・報告事項28.4.18正副会長会

平成27年度事業報告と決算・通常総会の追加議案・
感謝状贈呈・理事の取引報告・業務執行理事の執行状況報告

28.4.18理事会

理事会決議事項・報告事項28.8.25正副会長会

全法連情報・福岡県への平成27年度事業報告の提出・理事の
取引報告・業務執行理事の執行状況報告

28.8.25理事会

理事会決議事項・報告事項28.12.22正副会長会

全法連情報・「会員資格の取得及び喪失に関する規定」の一部
改正・会員増強運動期間延長・理事の取引報告・業務執行理事
の執行状況報告

28.12.22理事会

理事会決議事項・報告事項・役員候補者選考小委員会報告29.3.24正副会長会

平成29年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）・第6回
通常総会の招集日時等・全法連情報・会員増強運動の結果・理
事の取引報告・業務執行理事の執行状況報告

29.3.24理事会

平成30年度税制改正要望28.11.2税制委員会

平成30年度税制改正要望28.12.7福岡地区五法人会税制委員会

税を考える週間行事・会員勧奨用パンフレット・広報関連事業
の取組み

28.9.27広報委員会

経営セミナー・平成29年新春講演会と会員交流会28.9.12事業研修委員会

平成29年新春講演会と会員交流会28.10.20同

平成29年新春講演会と会員交流会・経営セミナー28.11.30同

税を考える週間行事・花いっぱい運動・献血運動28.7.4社会貢献委員会

税を考える週間行事28.8.10合同委員会（社会貢献・広報）

3年10億増収計画28.5.9合同戦略会議

会員増強28.8.2合同委員会（組織・厚生・各支部等）

会員増強28.8.9
組織・厚生小委員会
（会員増強 キックオフ事前会議）

会員増強・福利厚生制度の動向と推進状況28.9.26
組織厚生合同委員会
（会員増強キックオフ会議）・
福利厚生制度推進連絡協議会

会員増強・会員増強運動の期間延長28.12.7組織小委員会

副会長・監事・委員長・副委員長候補者の選考29.3.14役員候補者選考小委員会

総会議案書の審議、監査報告28.5.16簡保同交会役員会

平成27年度財務諸表の承認の件28.6.6簡保同交会総会
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（ 支 部）

会 議 内 容開 催 日会 議 名

支部役員選定28.6.30役員会（長浜那の津支部）

会員交流会・福岡まつり28.9.29同

会員増強28.12.1同

平成28年度事業計画28.7.4役員会（天神第1支部）

平成28年度事業報告・会員増強結果報告29.3.13同

会員増強・福岡まつり・防犯パトロール28.9.27役員会（天神第3支部）

会員交流会・福岡まつり28.8.1支部長会議（長浜那の津・天神第1～4支部）

同28.10.7同

草の根租税講座・異業種交流会28.6.23役員会（舞鶴支部）

草の根租税講座28.7.14同

草の根租税講座・異業種交流会28.8.9同

草の根租税講座・会員増強28.9.8同

同28.10.13同

同28.11.9同

会員増強29.1.19同

会員増強・平成29年度事業計画29.2.9同

同29.3.24同

役員改選・次年度活動方針29.3.16支部長・副支部長会（舞鶴支部）

会員増強28.4.27役員会（大名支部）

同28.7.22同

同28.10.13同

同28.12.14同

同29.3.23同

平成28年度事業計画28.6.30役員会（大手門支部）

会員増強28.10.18同

同28.12.7同

平成29年度事業計画29.3.22同

平成28年度事業計画28.6.30役員会（赤坂支部）

会員増強28.8.25同

同28.10.17同

平成27年度事業報告・平成28年度事業計画28.6.8支部役員会（港支部）

平成27年度事業報告・平成28年度事業計画28.6.20支部役員会（当仁支部）

平成28年度総括、西公園さくらまつり29.2.6同

平成27年度事業報告・平成28年度事業計画28.6.22支部役員会（大濠支部）

草の根租税講座、大濠公園防犯パトロール、会員増強28.10.19同

大濠公園防犯パトロール、会員増強29.1.23同

平成27年度事業報告・平成28年度事業計画28.7.27支部役員会（草ヶ江支部）

チャリティもちつき、会員増強28.10.12同

チャリティもちつき、会員増強28.11.11同

チャリティもちつき、会員増強、草の根租税講座29.1.18同

平成27年度事業報告・平成28年度事業計画28.7.13支部役員会（笹丘小笹支部）

会員交流会、会員増強28.8.22同

会員増強28.10.21同

会員増強29.1.25同

3支部合同研修打合せ28.7.203支部長合同会議（春吉、渡辺通、高砂支部）
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会 議 内 容開 催 日会 議 名

社会貢献活動打合せ28.12.203支部長合同会議（春吉、渡辺通、高砂支部）

平成27年度事業報告・平成28年度事業計画28.7.25支部役員会（春吉支部）

3支部合同研修、会員増強28.10.4同

3支部合同研修、会員増強28.11.18同

会員増強、新支部役員紹介28.12.19同

平成27年度事業報告・平成28年度事業計画28.7.8支部役員会（渡辺通支部）

会員増強28.10.28同

会員増強28.12.12同

平成28年度事業計画・会員増強・総会案内28.4.18支部役員会（今泉支部）

公益事業、その他事業の計画策定28.6.9同

公益事業、その他事業の計画確認28.7.6同

公益事業の役割分担確認・福利厚生制度推進の説明28.9.21同

会員増強運動の進め方・公益事業の役割分担確認28.10.12同

会員増強運動の進捗状況報告・福岡まつり、花いっぱい運動の
報告

28.11.25同

会員増強運動の進捗状況報告28.12.22同

会員増強運動の進捗状況報告29.1.28同

会員増強運動の状況報告・保険料改定の学習会・29年度への
意見交換

29.2.23同

会員増強運動の結果報告・29年度の支部長案・29年度事業計画29.3.16同

27年度活動報告・28年度役員体制確認、活動方針協議28.5.11支部役員会（警固桜坂支部）

支部役員増強・会員増強運動の進捗状況、進め方29.1.24同

28年度事業計画・支役員増強・会員増強28.7.22支部役員会（薬院北支部）

会員増強運動の実施・公益事業への取組28.10.27同

会員増強運動の実施28.11.10同

会員増強運動の進捗状況報告28.12.5同

会員増強運動の進め方28.12.1支部役員会（薬院南支部）

理事会報告・会員増強運動の進め方・福利厚生制度の推進28.10.25支部役員会（平尾支部）

総務委員会報告・新規加入会員紹介・29年度役員体制29.3.27同

28年度事業活動報告29.2.2支部役員会（大楠支部）

28年度予算、事業活動計画、年間予定の確認・清水ふれあい
まつり

28.7.4支部役員会（玉川支部）

清水ふれあいまつりの役割分担等28.8.18同

清水ふれあいまつりの報告・会員増強運動の進め方・今後の
事業計画

28.10.11同

会員増強運動の進捗状況報告・3支部合同ビジネス異業種
交流会の開催

28.10.26同

28年度事業計画・清水ふれあいまつり・会員増強・草の根
租税講座

28.7.14支部役員会（塩原支部）

会員増強運動の進め方28.10.5支部役員会（大橋支部）

花いっぱい運動・会員増強運動の進め方28.9.8支部役員会（福岡南支部）

会員増強運動の結果報告・法人会の知名度アップ策29.2.14同

支部再編（ブロック制）28.5.9
支部合同役員会
（西高宮・若久・長住長丘・野間大池）

4支部合同異業種交流会28.7.4同

西高宮校区夏祭り・草の根租税講座・会員交流会28.7.23支部役員会（西高宮支部）

平成28年度事業計画28.6.28支部役員会（野間大池支部）

会員増強28.10.21同

会員増強・役員改選29.1.19同



－13－

会 議 内 容開 催 日会 議 名

平成28年度予算・平成28年度事業計画・バス研修・会員増強28.7.5支部役員会（長住長丘支部）

長丘フェスティバル・草の根租税講座・バス研修・会員増強28.9.20同

草の根租税講座・バス研修・会員増強・租税教室28.12.9同

草の根租税講座・会員増強28.8.22支部役員会（野多目支部）

会員増強28.10.13同

租税教室29.1.13同

平成28年度事業計画28.6.23支部役員会（桧原・屋形原支部）

会員増強・租税教室28.11.4同

27年度事業活動・役員改選29.3.23同

（ 青年部会）

会 議 内 容開 催 日会 議 名

平成27年度事業報告と決算・28年度事業計画と予算案28.6.7総 会

総会・委員会報告28.4.13役員会

総会・全国青年の集い・全国中の会・委員会報告28.5.11同

総会・全国中の会・全国青年の集い・委員会報告28. 6.7同

経営セミナー・婚活イベント・全国青年の集い・委員会報告28.7.13同

野外研修・経営セミナー・婚活支援・全国青年の集い・委員会
報告

28.8.10同

花いっぱい運動・チャリティーゴルフ・全国青年の集い・委員
会報告

28.9.14同

花いっぱい運動・経営セミナー・税務研修会・婚活イベント・
委員会報告

28.10.12同

忘年会・経営セミナー・税務研修会・婚活イベント・委員会報告28.11.9同

租税教室・新年会・税務研修会・経営セミナー・委員会報告28.12.14同

税務研修会・経営セミナー・租税教室・婚活イベント・委員会
報告

29.1.11同

次期役員選出29.1.23執行部・委員長等会議

税務研修会・経営セミナー・婚活イベント・委員会報告29.2.8役員会

南九連熊本地震復興イベント・全国中の会・総会・委員会報告29.3.8同

租税教室28.7.28総務税制委員会

租税教室28.10.5同

租税教室・賀詞交歓会28.11.17同

賀詞交歓会29.2.28同

今年度の反省・来年度の課題29.3.9事業研修委員会

会員増強及び大型保障の取組み28.5.31合同戦略会議

経営セミナー28.7.26組織厚生委員会

役員改選・新年度事業29.3.7同

大型保障制度、Ｊスマイル、会員増強28.12.6県連青年部会大型保障制度推進会議

婚活イベント28.5.23広報渉外委員会

婚活イベント28.7.11同

婚活イベント・租税教室28.8.30同

婚活イベント28.10.11同

婚活イベント28.12.13同

婚活イベント29.2.10同

婚活イベント・次期広報渉外委員会編成29.3.21同



－14－

（ 女性部会）

会 議 内 容開 催 日会 議 名

平成27年度事業報告および決算・総会28.4.22第1回役員会

平成27年度事業報告および決算・平成28年度事業計画および
予算

28.5.26第5回定時総会

税務研修会・バス研修・いちごプロジェクト・介護保険の推進
協力

28.8.5第2回役員会

税務研修会・バス研修28.9.14第3回役員会

バス研修・税務研修会・会員増強28.10.14第4回役員会

会則変更28.11.11第5回役員会

経営セミナー・会員交流会・会則変更28.12.16第6回役員会

税務研修会・会則変更29.1.13第7回役員会

税務研修会・役員改選29.2.13第8回役員会

役員改選・平成29年度事業計画および予算・会則変更29.3.16第9回役員会


