
令 和 ２ 年 度 事 業 報 告 書 
（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで） 

 
Ⅰ．概  況 
  はじめに、新型コロナウイルス感染症拡大により休業要請や外出自粛要請がなされたこと

から皆様の事業にも大きな影響がでていると思います。全国的には都市部を中心に緊急事態

宣言の再発令や長引く感染拡大によって、経済活動が抑制された状態が継続し、売り上げが

回復せず、倒産、廃業が増加しています。ウィズコロナの時代に法人会として「中小企業経

営者のためのコロナ禍を生き抜く税務＆金融＆給付金ガイド」を配布致しました。 取り分

け、税務編におきましては、申告納税制度の延長手続きや納税猶予の特例等が記載されてい

ます。更に給付金編は持続化給付金はじめ雇用調整助成金.家賃支援給付金.テレワーク助成

金を記載してあります。 
  法人会は税のオピニオンリーダーたる経営者の団体であるとの理念の下、社会全体への貢

献を目指し、税を中心とした事業の一層の活性化を図るとともに適性、効率的な組織運営に

努め法人会活動の充実した事業を行ってまいりました。更なる事業充実のためには組織、財

政基盤の強化が必要であり会員増強や社会的に公認された団体として法人会の原点であり

ます「税に関する活動」に軸足を置きながら地域企業と地域社会の健全な発展に貢献できる

事業活動を展開し、取り分け、経営・税務のインターネットセミナー等や研修会の開催をは

じめ諸資料を会員はもとより、関係機関にも配布致しました。また、社会貢献活動の一環と

して、本年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学校側と協議の上、中止と致し

ましたが未来を担う小学６年生を対象とした租税教室は新型コロナウイルス感染症防止に

努め、開催するよう準備を進めております。 
  また、女性部は「税に関する絵はがきコンクール」を管内小学校４１校に募集をかけ、多

くの応募があり、島原市立第二小学校はじめ６校を訪問し、優秀作品受賞児童を表彰並びに

参加賞を手交いたしました。尚、優秀作品１３点は島原市一番街と島原税務署において展示

致しました。この租税教室と絵はがきコンクールは地域に密着した活動として今後、青年部

はスキルを向上させ、また、女性部は多くの小学校の応募が更に増えるように努めていく所

存です。 
  今後とも税に関わる公益法人として引き続き、地域に密着した幅広い活動を推進してまい

りますので、関係各位のご指導を頂きながらその使命を果たしたいと思っております。 
  皆様の一層のご支援、ご協力を宜しくお願い致します。 
 
Ⅱ．主な事業報告 
１．組織関係 

  組織の充実を図るため、「役員一人一社以上獲得」運動を全国的に展開、取引先や身近に

おられる法人会未加入先、更に福利厚生制度受託会社等、役員による面識のある法人への加

入勧奨を行うことと依頼しました。福利厚生制度受託会社に連携と情報交換を行いながら会

員増強を展開してまいりました。 
所管法人数（社）   会員数（社）   加入率（％） 

     １，９６７      ６６１      ３３．６ 
 



２．税務知識の普及を目的とする事業 
 
 （１）新設法人説明会（開催中止） 
 （２）会社税務説明会及び消費税インボイス制度説明会 
   法人税法の改正点．決算調整の留意点．源泉所得税の留意点等について、上部団体、 

全法連制作の「会社の決算と申告」のテキスト等を使用して島原税務署担当官より説明

した。また、消費税インボイス制度の説明も行った。会員以外にも周知するためホーム

ページに掲載。 
（３）租税教室 

島原半島管内小学校１３校、５．６年生児童を対象に令和２年７月～令和３年２月まで

青年部会会員と女性部役員が講師となり３０名が従事し租税教室を開催の予定でありま

したが新型コロナウイルス感染症拡大防止により学校側と協議の上、中止致しました。 
（４）税に関する絵はがきコンクール 

  （共催：島原半島租税教育推進協議会．後援：国税庁） 
   島原半島管内小学校４１校の５．６年生児童を対象に第１０回税に関する絵はがきコン

クールの応募お願い文を学校長宛送付。応募者（管内小学校１１校）総数２４２点の個

性あふれる作品の応募が寄せられ、島原税務署長並びに女性部役員が主となり厳正なる

審査の結果１３点の優秀作品を選定すると共に受賞者には２月１６日、女性部会長が小

学校を訪問し副賞（檜のシャープペンシル．図書券）を添えて表彰した。 
    ①金賞 ②銀賞 ③銅賞 ④島原税務署長賞 ⑤女性部会長賞 
    ⑥会長賞 ⑦専務理事賞 ⑧佳作 
   優秀作品１３点の展示については、島原税務署確定申告会場と島原一番街（アーケード）

万町山之内時計眼鏡店前コーナーにて２月１６日～４月１５日まで設置した。 
 
３．納税意識の高揚を目的とする事業 
 
（１）定時総会記念公開講演会 
  世界的なサッカースクール．クーバーコーチングジャパン社長、島原市出身の石橋 

慎二氏が講演される予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大のため中止しました。 
（２）「税を考える週間記念行事」島原税務署長懇談会 
  毎年、国税局では１１月１１日～１７日までを「税を考える週間」として国民に税の

意義や役割について正しく認識してもらうため各種の行事を行っている。国民各層に

より能動的に税の仕組みや目的を考えてもらい、税に関する理解を一層深めてもらう

ことを目的に実施している。その行事の一環として、島原税務署長 溝口英治氏を講師 
に招いてテーマ「税務行政の現状について」を題して講演された。 
また、講演後は懇談会を開催した。 

（３）中学生の「税についての作文」募集事業 
  納税貯蓄組合連合会の活動として、毎年主催されている作文の選定作業並びに審査会

に参加。島原半島管内中学生の作文を通じて次代を担う生徒に税の役割や使われ方に

ついて正しい知識と理解を深めて頂くための趣旨で作文を募集。 
 
 



３市１７校から１，０２４編の作文が寄せられ２３編が入賞。当会からも各賞の中から

島原法人会会長賞を表彰し、納税意識の高揚に資する事業の恒例行事として参加し取り

組んだ。 
（４）税の啓発用書籍．冊子等の配布 
  島原税務署管内法人を対象に、税知識の普及推進を図ることを目的として、各研修会

等でテキストとして参加者に配布した。 
（５）ホームページ 
  ホームページでは行事予定．情報公開．各種研修会．公開講演会．経営関連セミナー

等の開催要項を掲載すると共に国税庁の HP へのリンク．「e-Tax」利用促進等の各種

バナー掲載．非会員のセミナー参加や豊富なセミナーを受講できるオンデマンドサー

ビス動画配信随時展開。 
（６）広報事業 
  ○新聞広告掲載 記念講演会．研修会．年賀広告．経営セミナーの各種事業開催 
   （島原新聞） 「会員増強 PR」会員並びに一般市民へも周知 

   ○税務広報    全法連 「税を味方に、強い経営を」ポスター 
            e-Tax 国税電子申告．確定申告ポスター．ダイレクト納付等掲示 
   ○会報誌    「税を考える週間」行事の一環として納税表彰で受彰された個人と 

団体を会報に紹介掲載 
 
４．税制及び税に関する調査研究並びに提言に関する事業   
 
（１）税制改正提言事項の要望活動 

   令和３年度の税制改正については税制委員．役員．会員を主に提言事項を集約、アン 
ケート調査を取りまとめ全法連へ提出。本県２区地元選出の国会議員 加藤寛治衆議院 
議員はじめ古川島原市長．生田市議会議長へ提言書を手交、提言事項の実現に向けて要 
望活動を実施した。 

（２）全国大会 
   岩手県盛岡市で開催予定でしたが新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止。 
（３）全国青年の集い(開催中止) 

   島根県松江市で開催予定でしたが新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止。 
（４）全国女性フォーラム（開催中止） 

愛媛県松山市で開催予定でしたが新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止。 
 
５．地域企業の健全な発展に資する事業 
 
（１）インターネットセミナー（オンデマンドサービス） 

   経営に役立つセミナーの動画を２４時間受講できるインターネットセミナーを通じて

税務．人材育成．労務管理．経理等をテーマごとに専門の講師が解説、利用者は豊富

なセミナーの中から無料で何度でも視聴．受講できるよう配信。 
   地域企業に無料で提供する事業として中小企業の多様なニーズに対応し、セミナー参加

者の負担を軽減しながら経営支援を強化。 
 



（２）特別オンラインセミナーの開催 
   インターネットで開催されるオンラインセミナー「Zoom」のアプリを使用して、５回

開催した。 
 
６．地域社会への貢献を目的とする事業 
 
（１）地域イベント寄附活動 

   地域社会への貢献．活性化に資するため本年は島原温泉ガマダス花火大会や島原温泉

不知火まつりの開催中止において寄附及び公告による協賛金の負担はなかった。 
（２）税の啓発用グッズ 

   税の絵ハガキコンクール参加小学校に鉛筆（２本入り）．絵はがきコンクール全法連女

連協会長賞の受賞作品をプリントしたオリジナルポケットティッシュを提供した。 
 
７．会員の交流に資するための事業及び福利厚生等に関する事業 
（１）青年部会・女性部会定時連絡協議会の開催 

   租税教室や税に関する絵はがきコンクールの今後の事業に活かす目的として青年部会

及び女性部会においてそれぞれに交流を図り情報交換や会員相互の親睦を深めた。 
（２）青年部会親睦事業 

   厚生委員を中心にサポーターズメンバー．青年部会員及び受託会社との相互交流を深

めた。 
（３）福利厚生制度推進連絡協議会の開催 

   受託保険会社（大同生命・AIG ）と役員．厚生委員．青年部による法人会経営者大型

総合保障制度推進会議を開催。 
   大型保障制度のアプローチを通して、非会員企業の会員拡大に努めた。 

① 経営者大型保障制度の普及推進を図った（大同生命保険株式会社） 
② ビジネスガードの普及推進を図った（AIG 損害保険株式会社） 
③ がん保険制度・医療保険制度の普及推進を図った（アフラック） 

 
８．会員の企業保全に資する事業及び関連他団体からの事務委託等 
（１）保険に加入した会員企業の売上債権が回収できなくなった場合、保険金が支払われ

る貸倒保証制度（取引信用保険）の普及推進（集金事務費）：三井住友海上火災保険（株） 
（２）関連する他団体からの事務委託等：島原間税会．島原市青色申告会の事務受託 



附 属 明 細 書
事業実施状況

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

１．税務知識の普及を目的とする事業

（１）税務研修会
開催日 事業名・会場 講 師 ・ 内 容 出席者数

講師：島原税務署担当官

①消費税のインボイス制度について

R3. 2. 4 会社税務説明会 ②法人税法の改正点について ２４

・HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原 ③決算調整の留意点と誤りやすい事例について

④源泉所得税関係の改正点について

（共催）島原間税会

（２）租税教室開催予定（島原法人会担当小学校）
区 分 学 校 名 未開催 対象学年／人数

島原市 １ 島原市立第一小学校 R3. 1 6 年生 77 人

２ 島原市立高野小学校 R2. 6 6 年生 15 人

３ 雲仙市立八斗木小学校 R2.12 6 年生 7 人

４ 雲仙市立神代小学校 R3. 1 6 年生 34 人

雲仙市 ５ 雲仙市立西郷小学校 R2. 6~7 6 年生 24 人

６ 雲仙市立鶴田小学校 R2.11 6 年生 20 人

７ 雲仙市立千々石第二小学校 R3. 1 5・6 年生 7人

８ 雲仙市立南串第二小学校 R3. 2 6年生 19 人

９ 南島原市立加津佐小学校 R2.11 6年生 29 人

10 南島原市立口之津小学校 R2.12 6年生 37 人

南島原市 11 南島原市立蒲河小学校 R2.12 5・6 年生 7人

12 南島原市立飯野小学校 R2. 6~7 6 年生 6 人

13 南島原市立大野木場小学校 R3. 1 6 年生 12 人

（３）税に関する絵はがきコンクール応募者数及び受賞者数

№ 小 学 校 名（対象） 応募者数 内 容（優秀作品）

１ 島原市立第一小学校（6年） １

２ 島原市立第二小学校（6年） ２９ ２名（金賞１．銀賞１）

３ 島原市立第四小学校（6年） ２３ １名（佳作１）

４ 島原市立三会小学校（6年） １

５ 島原市立大三東小学校（6年） ２８

６ 南島原市立有家小学校（6年） １ １名（佳作１）

７ 南島原市立南有馬小学校（6年） ２５ ３名（女性部会長賞１．佳作２）

８ 雲仙市立千々石第一小学校（6 年） １

５名（島原税務署長賞１．

９ 雲仙市立愛野小学校（6年） ８２ 銅賞１．会長賞１．

専務理事賞１．佳作１）



№ 小 学 校 名（対象） 応募者数 内 容（優秀作品）

10 雲仙市立鶴田小学校（6年） １７ １名（佳作１）

11 雲仙市立神代小学校（6年） ３４

２４２ １３

２．納税意識の高揚を目的とする事業

（１）税を考える週間記念行事
開催日 事業名・会場 講 師 ・ 内 容 出席者数

島原税務署長との 講師：島原税務署

R2.11.25 懇談会 署長 溝口 英治 氏 ２０

・新湯ホテル テーマ：「税務行政の現状について」

（２）中学生の「税についての作文」募集事業
開催日 事業名・会場 内 容

「税についての作文」 中学生の税の作文募集活動

R2. 9.20 選定．審査会 管内３市応募校数１７校、作品１，０２４編の

・島原税務署管内納税 作文が寄せられ、審査の結果２３編優秀作品を

貯蓄組合連合会 選定

「税についての作文」 各賞の中から島原法人会会長賞として

R2.11~12 優秀作品表彰 題名「税があることで」

・島原税務署管内納税 雲仙市立千々石中学校 ３年生 野﨑 奏衣さん

貯蓄組合連合会

（３）会報．その他税制に関する諸資料配布
実施日 内 容 配布先

R2.4 ～ R3. 1 ○ほうじん 全法連発行 年４回

○諸資料 全会員

第８回定時総会開催における参考書類 商工会

R2. 5 ～ R2. 7 税制改正のあらまし（速報版） 年１回 税理士会

税のつどい（７団体共同発行） 年１回

○令和２年度租税教室開催の日程．回答書

R2. 4.20 （１３校）小学校へ送付 小学校

○デューティ（会報） 全会員

R2.11. 1 第３２号発行 年１回 一般

○研修会テキスト

コロナ渦を生き抜く 税務&金融&給付金ガイド 役員会

令和２年度 会社の税金ガイドブック 全会員

〃 会社の決算・申告の実務 一般

R2. 4 ～ R3. 1 〃 会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ 研修会

〃 源泉所得税 実務のポイント 新設法人

自主点検チェックシート【入門編】 説明会等

自主点検ガイドブック【入門編】 未加入法人

法人会ご入会のご案内（リーフレット）



実施日 内 容 配布先

○税の啓発テキスト

R2. 7 ～ R3. 2 「キミも納めてる！税金どこ行くの？ 青年部役員

タックスフントとけんたくん」 女性部役員

令和２年度 クリアファイル「世界の消費税」 間税会会員

（４）ホームページ
実施日 内 容

行事予定．情報公開．各種研修会．インターネット・オンラインセミナー．

随 時 イベント等の各種事業の開催要項、法人会自主点検チェックシートの目的．

利用内容掲載「国税庁の取組紹介ページ」「年末調整特集ページ」「確定申

告特集ページ」のリンク．「 e-Tax」利用促進等の各種バナー掲載．豊富なセ

ミナーを受講できるオンデマンドサービス動画配信随時展開．

（５）広報事業
実施日 事業名等 内 容

記念講演会．研修会．年賀広告．各種経営セミナーの

新聞広告掲載 開催．税に関する絵はがきコンクール入賞者の掲載．

（島原新聞） 中学生「税についての作文」入賞者．会員増強ＰＲ等

会員並びに一般市民へも周知

税務職員募集．自動車税の納期内納税ＰＲ．確定申告．

e-Tax 国税電子申告．マイナンバーカード取得促進に向

税務広報 けた周知．国税の納付にはダイレクト納付が便利です

（ポスター） 地方消費税率引上げに関するポスター．「税を考える

随 時 週間」ポスター．消費税の軽減税率制度．国税専門官

募集．２０歳未満の者の飲酒防止啓発ポスターの掲示

令和２年度 法人税関係法令の改正の概要．消費税法改

正のお知らせ．源泉所得税の改正のあらまし．軽減税

税務研修会 率制度や令和５年から導入予定の適格請求書等保存方

（リーフレット） 式（インボイス制度）の概要．パソコン・スマホから

確定申告に関するおしらせ．源泉徴収制度の概要．

契約書や領収書と印紙税

税のつどい 令和元年度 租税教室開催 記事最終頁掲載

第９回税に関する絵はがきコンクール優秀作品上位７名

第９回税に関する絵はがきコンクール優秀作品．島原

税務署長のご挨拶．職員紹介．税を考える週間行事予

デューティ 定．納税表彰等受賞者．年末調整説明会開催中止のお

(会報誌） 知らせ．納税の猶予をご利用ください．パソコン・ス

マホから確定申告．進化するスマート申告．令和２年

随 時 度 事業計画．島原法人会 役員名簿．大同生命保険

（株）広告

諸資料と共に制度商品配布

保険制度商品 〇新型コロナウイルス関連支援情報サイトのご案内

（大同生命） ○「新型コロナウイルス健康相談ダイヤル」緊急開設

（ＡＩＧ） のご案内

（アフラック） 〇 DAIDO BUSINESS REPORT「起業経営に役立つ情報

をお届けします」



実施日 事業名等 内 容

第１０回税に関する絵はがきコンクｰル応募用紙

R2. 7.13 島原半島管内 （島原市９校．雲仙市１７校．南島原市１５校）

全小学校４１校 総数１，３８０部配布．郵送

R3. 2.15 応募作品参加小学校１１校、学校長宛お礼文

~16 けんたグッズ配布 児童２４２名鉛筆．ポケットティッシュ配布

R3. 2.16 絵はがき優秀 島原税務署確定申告会場（令和元：１３点．令和２：１３点）

~3.31 作品パネル展示 島原市万町商店街の山之内時計眼鏡店前コーナー

講 師：大同生命保険株式会社

R3. 3.19 ライブ配信 ＦＰ・相続コンサルタント 嶌田 敬士 氏

Webセミナー配信 確実に理解しておきたい

「相続・事業継承の第一歩」

~身近な事例の紹介を通じて~

３．税制及び税に関する調査研究並びに提言に関する事業

（１）税制改正
実施日 事業名 内 容

税制改正アンケート３０部回答

R2. 4.20 税制改正に関する 税制委員、会員を中心に調査実施

アンケート調査 全法連へ提出

R2.10. 8 全国大会「岩手大会」 令和３年度税制改正に関する提言（中止）

令和３年度税制改正に関する提言

〇地元国会議員対象

R2.12. 1 「税制改正提言事項」 衆議院議員 加藤 寛治 様

要望書提出 〇地方自治体対象

島 原 市 長 古川 隆三郎 様

市議会議長 生田 忠照 様

（２）全国青年の集い・女性フォーラム
開催日 事業名・会場 内 容

全国青年の集い「島根大会」 租税教育活動プレゼン事例発表．部会長

R2.11. 6 ・松江市総合体育館 サミット．記念講演会 （中止）

全国女性フォーラム「愛媛大会」 租税教育や社会貢献活動の実施状況等の

R2.11.25 ・愛媛国際貿易センター 事例発表．記念講演会 （中止）

４．地域企業の健全な発展に資する事業

特別オンラインセミナー等の開催
開催日 テーマ 講 師 ・ 内 容

講 師：包遊 代表 ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ

五味 栄里 氏

R2.10. 9 ウィズコロナ時代 他店と差をつけて集客につなげるコロナ対策

リアル店舗のマスク接客 の店頭の作り方、マスクをするときの接客の

ポイントなど、ウィズコロナの接客の仕方を

楽しくわかりやすく解説 （９名視聴）



開催日 テーマ 講 師 ・ 内 容

講 師：財務リスク研究所 株式会社

コロナ危機に打ち克つ！ 代表取締役 横山 悟一 氏

R2.10.14 資金繰りと経営再考 「資金繰り表」の作り方、事業を守るために

何をすべきか等々、中小企業の経営者が押さえ

ておきたいポイント解説 （６名視聴）

講 師：社会保険労務士

あなたの会社の準備は 野澤 直子 氏

お済ですか？ 新型コロナウイルスへの対応

R2.10.28 コ ロ ナ 禍 で 求め られ 会社が備えるべき対応は何か

る労務の備え 休業する場合の対応、在宅勤務への対応

これまでの企業などの事例を踏まえて、

自社で使えるヒント解説 （５名視聴）

講 師：小野税務会計事務所

所長 税理士 小野 恵 氏
めぐみ

年末調整の基本や改正点などを学び、自力で

R2.11.26 年末調整説明会 年末調整業務をできるように致します。

セミナー 効率的な事前準備から源泉徴収票の作成まで、

初心者の方も年末調整経験者も知っておきたい

知識が満載、重要なポイントを実際の用紙を用

いて説明 （２２名視聴）

講 師：大同生命保険株式会社

ライブ配信 ＦＰ・相続ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 嶌田 敬士 氏

R3. 3.19 Webセミナー配信 確実に理解しておきたい

「相続・事業継承の第一歩」

~身近な事例の紹介を通じて~

５．地域社会への貢献を目的とする事業

（１）義援金・地域イベント寄附活動
実施日 事業名等 内 容

令和２年度中学生の 中学生の「税についての作文」

R2. 7. 15 「税についての作文」 令和元年度募集事業活動後援金負担

募集事業 （納税貯蓄組合連合会）

（２）税の啓発用グッズ等の提供
実施日 事業名等 内 容

税の啓発用書籍．冊子等の配布

随 時 各種研修会･セミナー 全法連クリアファイル．ボールペン．メモ帳

（受講者） 蛍光ぺン．ポケットティシュ等の提供

絵はがきコンクール ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ（上位３名）

R3. 2.15 優秀作品受賞者表彰 図書券（受賞者１３名）

~2.16 （島原市立第二小学校外５校） 鉛筆（２本入り）．租税教育用ポケットティ

ッシュ応募者児童全員へ訪問配布



６．会員の交流に資するための事業及び福利厚生等に関する事業

（１）交流会
開催日 事業名等 内 容 出席者数

島原税務署長との懇談会

R2.11.25 ・新湯ホテル 情報交換．会員相互の親睦交流を深めた ２０

（２）福利厚生制度
開催日 事業名等 内 容 出席者数

拡大厚生委員会及び福 福利厚生制度推進項目進捗状況について

R2.11. 9 利厚生制度連絡協議会 福利厚生制度創設５０周年記念事業につ ５

・ザ・マーキーズ いて（青年部役員会）

経営者大型保障制度創設５０周年

R2.11.18 福利厚生制度にかかる 制度推進における現況把握と推進課題を

アンケート調査 明らかにするためのアンケート調査実施

商 品 名 加入企業数 加入率 委託保険会社

経営者大型総合保障制度 ２４１社 ３３．３％ 大同生命・ＡＩＧ

ビジネスガード １００社 １４．８％ ＡＩＧ

がん保険 １２５社 １６．９％ アフラック

７．諸会議関係

（１）定時総会・理事会
開催日 会議名・会場 主 要 議 題 等 出席者数

監査会

R2. 4.20 ・法人会事務所 令和元年度事業報告及び決算 ４

第８回定時総会提出議案

①令和元年度事業報告並びに収支決算

R2. 4.22 第２０回理事会 報告承認の件

・HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原 ②令和２年度事業計画並びに収支予算 ２３

③「税制改正に関するアンケート調査」

実施の件

〈決議事項〉

第一号議案 令和元年度決算報告承認の件

R2. 5.27 第８回定時総会 〈報告事項：理事会承認事項〉 ３４

・ｻﾞ・ﾏｰｷｰｽﾞ ①令和元年度事業報告

②令和２年度事業計画

③令和２年度収支予算

①令和３年度事業計画（案）及び収支

R3. 3.18 第２１回理事会 予算書（案）の件 ２８

・HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原 ②第２２回理事会開催の件

③第９回定時総会開催の件

（２）関係機関等の会議
開催日 会議等の名称 開催場所・出席者等

R2. 4.14 県内「事務局長等会議」 書面開催

R2. 5. 島原半島租税教育推進協議会定期総会 書面開催

R2. 6. 9 県連第８回「定時総会」 書面開催

R2. 6.11 局間連第４７回「通常総会」 書面開催



開催日 会議等の名称 開催場所・出席者等

R1. 6.11 島原税務弘報協議会定期総会 書面開催

R2. 6. 島原税務署管内納税貯蓄組合連合会定期総会 書面開催

R2. 6.26 間税会役員会 ザ・マーキーズ 12 名出席

R2. 6.26 間税会通常総会 ザ・マーキーズ 14 名出席

R2. 6.29 島原市青色申告会役員会 島原法人会 ７名出席

R2. 7. 2 島原市青色申告会通常総会 書面開催

R2. 7. 6 島原市青色申告会青色教室 霊丘公民館 12 名出席

R2. 8.25 県連「厚生委員会」 長崎・ホテルニュー長崎 1 名出席

R2. 8.26 県連「総務委員会」 書面開催

R2. 8.28 九州北部法人会連合会定時総会 福岡・西鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 委任状出席

R2. 9. 7 局間連事務局長．担当者会議 書面開催

R2. 9. 9 県連「総務委員会」 書面開催

R2. 9.30 局間連正副会長会議及び常任理事会 福岡・TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ 欠席

R2.10. 6 島原商工会議所会員大会 HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原 2 名出席

R2.11.13 県内「事務局長等会議」 Ｗｅｂ会議

R2.12.25 県内「事務局長等会議」 Ｗｅｂ会議

R3. 1. 8 島原市青色申告会青色教室 島原商工会議所 18 名出席

R3. 1.19 県内「事務局長等会議」 Ｗｅｂ会議

R3. 2.17 島原市青色申告会青色教室 島原商工会議所 21 名出席

R3. 2.22 県連「広報委員会」 書面開催

R3. 2.25 県連「税制委員会」 書面開催

R3. 2.26 県連「総務委員会」 書面開催

R3. 3. 4 県連「組織委員会」 書面開催

R3. 3. 5 県連「厚生委員会」 長崎・ホテルニュー長崎 欠席

R3. 3.24 県連「理事会の開催」 長崎・サンプリエール 2 名出席

８．青年・女性部関係

（１）青年部会の事業活動
開催日 事業名・会場 主 要 議 題 等

第８回青年部会 令和元年度事業報告．支出報告承認の件

R2. 6. 9 定時連絡協議会 令和２年度事業計画(案)．支出計画(案)承 書面開催

認の件 書面議決書全会員宛送付

県連．その他会議出席

令和元年度事業報告．決算報告について

R2. 6.23 県法青連「第８回青 令和２年度事業計画（案）．予算（案）承認 （中止）

年部会連絡協議会」 について

租税教室講師 講師：長崎税務署税務広報広聴官

R2. 8.20 に対する研修会 内容：小中学生を対象とした租税教室の講 書面開催

・島原税務署 師に対する研修

九北連「青連協 令和元年度事業報告．支出報告承認の件

R2. 8.28 定時連絡協議会」 令和２年度事業計画(案)．収支予算(案)の件 書面開催

九北連「青年部会研修

R2.10. 2 会及び部会長サミット」 健康経営プロジェクト研修会 １

・ﾎﾃﾙﾏﾘﾀｰﾚ創世佐賀

全国青年の集い 租税教育活動プレゼン事例発表．

R2.11. 6 （島根大会） 部会長サミット．記念講演会 （中止）



（２）女性部会の事業活動
開催日 事業名・会場 主 要 議 題 等

第８回女性部会 令和元年度事業報告．支出報告承認の件

R2. 6. 9 定時連絡協議会 令和２年度事業計画(案)．支出計画(案)承 書面開催

認の件 書面議決書全会員宛送付

第 10 回税に関する絵はがきコンクールの件

第１６回 役員会 （応募作品 242 枚審査．優秀作品 13 点選定）

R2.10.14 ・島原税務署 島原税務署長との懇談会の件 １０

福利厚生制度創設５０周年記念事業

アンケート調査の実施について

島原税務署長との 「税を考える週間」

R2.11.25 懇談会 講師：島原税務署長 溝口 英治 氏 ２０

・新湯ホテル テーマ：「税務行政の現状について」

絵はがきコンクール優秀作品受賞者の小学校

R3. 2.16 小学校(６校)訪問 へお礼訪問．表彰式（賞状．記念品の贈呈） ３

実施

県連．その他会議出席

令和元年度事業報告．支出報告承認の件

R2. 7. 9 県法女連「定時連絡 令和２年度事業計画（案）．支出計画（案） 書面開催

協議会」 承認の件

九北連「女性連協 令和元年度事業報告．支出報告承認の件

R2. 8.28 定時連絡協議会」 令和２年度事業計画(案)．収支予算(案)の件 書面開催

全国女性フォーラム 租税教育や社会貢献活動の実施状況等の事例

R2.11.25 （愛媛大会） 発表．記念講演会の開催 （中止）

９．島原間税会

（１）事業活動
開催日 事 業 名 等 開催場所・出席者等

局間連 令和２年度「消費税等に関する ２０

R2. 4.14 アンケート調査」実施 役員．会員事業所等 （回答）

R2. 6.11 局間連 第４７回 通常総会書面表決書 （中止）

R2. 6. 島原税務弘報協議会「定期総会」書面決議 （中止）

R2. 6. 島原税務署管内納税貯蓄組合連合会定期総会 （中止）

役員会

R2. 6.26 令和２年度通常総会提出議案 ザ・マーキーズ １２

通常総会

①令和元年度事業報告並びに収支決算

R2. 6.26 報告承認の件 ザ・マーキーズ １４

②令和２年度事業計画(案)並びに収支予

算(案)承認の件

島原税務署長との懇談会

R2.11.25 講師：島原税務署長 溝口 英治 氏 新湯ホテル ２０

テーマ：「税務行政の現状について」

（主催）島原法人会女性部会



開催日 事 業 名 等 開催場所・出席者等

会社税務説明会の開催

講師：島原税務署担当官

①消費税のインボイス制度について

R3. 2. 4 ②法人税法の改正点について HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原 ２４

③決算調整の留意点と誤りやすい事例について

④源泉所得税関係の改正点について

（主催）島原法人会

（２）広報活動
広 報 資 料 内 容 ・ 配 布 先

Ｒ２年 ７月（全会員宛）

全間連会報 年３回発送 〃 ９月（ 〃 ）

局間連ニュース 〃 Ｒ３年 １月（ 〃 ）

Ｒ３年 １月（全会員宛）

会社の決算・申告の実務 源泉徴収のしかた．消費税のインボイス制度

について．契約書や領収書と印紙税について．

国税庁からのお知らせ

税のつどい 第９７号記事掲載 間税会の理念と活動等

島原間税会の沿革．役員名簿掲載

クリアーファイル(令和２年４月版） Ｒ２年 ９月（全会員宛）

リーフレット（国の財政と消費税の役割） 世界の消費税図柄刷り込みクリアファイル等

の配布

２０歳未満の者の飲酒防止啓発 Ｒ２年 ４月

ポスター掲示 ２０歳未満の者の飲酒防止強調月間

（法人会事務所）

世界の消費税（付加価値税）実施国１５６ヵ国を示

「税を考える週間」において活用 す世界地図．国の財政と消費税の図表

全間連統一ポスターの掲示 （役員事業所．法人会事務所）

１０．島原市青色申告会

（１）事業活動
開催日 事 業 名 等 開催場所・出席者等

R2. 6.11 島原税務弘報協議会定期総会 （中止）

R2. 6. 島原税務署管内納税貯蓄組合連合会定期総会 （中止）

役員会 総会開催について

①令和元年度事業報告並びに収支決算報

R2. 6.29 告の件 島原法人会 ７

②令和２年度事業計画案並びに収支予算

案の件

③通常総会の件

令和２年度 第６５回通常総会

①令和元年度事業報告並びに収支決算

R2. 7. 2 報告承認の件 書面決議

②令和２年度事業計画案並びに収支予

算案承認の件



開催日 事 業 名 等 開催場所・出席者等

R2. 7. 6 青色教室「源泉事務指導」 霊丘公民館 １２

R2.11.19 北部九州青色申告会連合会定時総会 ホテル日航福岡 欠席

R3. 1. 8 青色教室「年末調整事務指導」 島原商工会議所 １８

青色教室「所得税・消費税の

R3. 2.17 確定申告書の書き方指導」 島原商工会議所 ２１

（２）広報活動
広 報 資 料 内 容 ・ 配 布 先

税のつどい 第９７号記事掲載 青色申告制度と青色申告．青色申告会の税制

改正運動．青色申告会の特長


