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平成２９年度 事 業 報 告 書
（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

Ⅰ．概 況

公益社団法人として公益法人制度に則り、事業活動を展開してまいりました。

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、また、適正な運

営のために の徹底を目的としてこれらに係る作業を行ってきました。コンプライアンス

取り分け、経営．税務．経理．経済．法務セミナーや研修会等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青年部

、 。は管内小学校に出向いて講師となり１１校 女性部も１校実施し租税教室を開催しました

また、更に女性部は「税に関する絵はがき」を管内小学校４４校に募集をかけ、多くの

応募があり、過日、南島原市立西有家小学校はじめ７校を訪問し、優秀作品受賞児童を表

彰致しました。尚、優秀作品１５点は島原市一番街と島原税務署申告会場において展示致

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、女性部は美術の専門家に審査委員になってもらい更なる発展

を図って行きたいと考えております。

Ⅱ．主な事業報告
１．組織関係

組織の充実を図るため、９月から１１月までを会員増強月間と位置づけ、理事会におい

て施策を協議し、役員による面識のある法人への加入勧奨を行うことを決議され、更に福

利厚生制度受託会社や税理士会に協力を要請し、常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。

２．税務知識の普及を目的とする事業

（１）新設法人説明会及び消費税軽減税率制度説明会
島原税務署管内の新たに設立された新設法人を対象に、島原税務署の担当官を講師と

して、各種届出関係や法人税．消費税．源泉所得税の概要や税務上の申請．手続きを

はじめ、全法連制作の新設法人のための「会社の税金ガイドブック」をテキストとし

て重要事項について説明。また、消費税軽減税率についての説明も行った。

非会員（未加入法人）も参加できるようホームページにも掲載して開催を周知した。

（２）会社税務説明会
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。会員以外も周知するためＨＰにも掲載した。

（３）租税教室
島原半島管内小学校の１２校、５．６年生児童総数３０６名を対象に２９年７月～

３０年２月まで青年部会会員と女性部役員が講師となり３６名が従事し租税教室を開

催。国税庁制作の租税教育用ＤＶＤ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」を鑑賞して

もらい更にパネル等を教材として、税金は教育や救命救急．消防．防衛にも使われて

いる大切なお金である事、また、税金がある世界とない世界の違いや税金の意義や役

割について説明し、１億円レプリカにも体感してもらい税金の必要性を楽しみながら

理解を深めた。



テキストとして、全法連制作の「タックスフントとけんたくん」の啓発用漫画本と間税

会制作の「クリアファイル・世界の消費税 「国の財政と消費税の役割」リーフレット」

等を配布した。

学習後、租税教室を実施した児童から税によって安心できる暮らしと税の大切さをよく

理解できたとの感想文が送られてくるなど好評を得ました。

（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４４校の５．６年生児童を対象に第７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。後日、女性部役員が募集のお願いに小学校を訪

。 （ ） 、問 応募者 管内小学校１０校 総数３３１点の個性あふれる作品の応募が寄せられ

女性部役員が主となり厳正なる審査の結果１５点の優秀作品を選定すると共に受賞者

には２月１５日女性部会長が小学校を訪問し副賞（檜のｼｬｰﾌﾟｯﾍﾟﾝｼﾙ名入れ．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１５点の展示については、島原税務署確定申告会場にて２月１６日～３月１５

日までと島原一番街（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～

３月末まで設置した。

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
。 「 」定時総会の開催を記念して講演会を開催した テレビ放映の そこまで言って委員会

に出演し、コメンテーター加藤清隆氏が講演された。地元新聞．ケーブルテレビ等で

一般市民に広く呼びかけ、社会に法人会を周知して認識して頂くことも目的に開催。

（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、税に対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 山口和義氏を講師

に招いてテーマ「お酒のおもしろ講座」を題して講演された。また、講演後は青年部

会、女性部会と納税貯蓄組合連合会（青年部･女性部）との合同で懇談会を開催した。

（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２０校から１ ２６０編の作文が寄せられ２２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 「 」利用促進等の各種バ． e-Tax
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の開催

（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 平成２９年度の「税に強くなる」ポスター

国税電子申告．確定申告ポスター．ダイレクト納付等掲示e-Tax
○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
３０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。税制改正要望全国大会（福井大会）決議に基づき本県

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．本多市議会議長へ

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
福井県に於いて１０月５日法人会全国大会（福井大会）が開催され、全国から法人会

会員の経営者が集い盛大に開催された。当会から２名参加した。税制．財政及び地域

社会の健全な発展等法人会の目的を達成するため会員相互の情報・意見交換並びに交

流を深めた。

（３）全国青年の集い
高知大会に於いて全国の青年経営者が集い、活動を通じて積極的な推進を図ると共に

税制．財政及び地域社会の健全な発展等、法人会の目的達成のため情報交流．意見交

換並びに議論を行った。

（４）全国女性フォーラム
鹿児島大会に於いて全国の女性部会員が集い、法人会活動を通じて社会貢献活動や租

税教育の取り組み方 「税に関する絵はがきコンクール」の実施状況等．情報交流．意．

見交換並びに議論を行った。

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）セミナーの開催
①ＡＩＧ損害保険株式会社との共催により弁護士 今西 眞氏を講師として平成２７年

９月に改正個人情報保護法が成立し、２９年５月３０日から施行となりました。中小

、 。企業にとっての一番大きな影響は 改正によって全事業者が当法律の対象になること

個人情報保護委員会が定めるガイドラインを参考に、当法律が求める要求事項に対応

。 、 、しなければなりません 現在対応している事業者にとっては どこが改正されたのか

また、未対応事業者にとって、必要な対策について解説された。ＨＰに掲載。



②大同生命保険株式会社との共催により(株)エフアンドエム 中小企業コンサルティン

グ事業本部長の原賀祐磨氏を講師として、テーマを「５年先も安定経営 会社の稼ぐ

力を最大限に引き出す３つの方法」と題してセミナーを開催した。ＨＰに掲載。

６．地域社会への貢献を目的とする事業

（１）地域イベント寄付活動
地域社会への貢献．活性化に資するため本年も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において寄附及び広告による協賛金を負担した。

（２）税の啓発用グッズ
租税教租税教室小学校１２校受講者全員に全法連クリアファイル．鉛筆（２本入り ．）

税に関する絵はがきコンクール全法連育用テキスト「タックスフントとけんたくん」

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．間税会クリ

アファイル等を配布すると共に税に関する絵はがきコンクール小学校１０校応募者全

員に鉛筆（２本入り）を各小学校へ参加賞として提供。また、各種研修会．公開講演

会．セミナーにおいて参加者全員にクリアファイル．ボールペン．蛍光ペン等を提供

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

めるため親睦ゴルフコンペを開催。

（３）福利厚生制度推進連絡協議会の開催
委託保険会社（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：島原間税会の事務受託

（３）図書の販売斡旋等：税務研究会



附 属 明 細 書
事業実施状況

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

１．組織関係

（ ） （ ）１ 会員の増減 平成３０年３月３１日現在

（ ） （ ）期首会員数 社 期 中 異 動 期末会員数 社
Ｈ２９．４．１ 入 会 退 会 Ｈ３０．３．３１

７４１ ７ １７ ７３１

（ ） （ ）２ 青年・女性部会員加入状況 平成３０年３月３１日現在

期首会員数（社） 入 会 退会 卒業 期末会員数（社）部 会 （ ）

青年部会 ４２ ０ ２ ４０

女性部会 ３２ ０ ４ ２８

２．税務知識の普及を目的とする事業

（１）税務研修会
出席者数開催日 事業名・会場 講 師 ・ 内 容

講師：島原税務署担当官

社会保障の安定財源の確保等を図る抜本的消費税軽減税率説

明会及び新設法人 ４５29.10.12 な改革を行うための消費税法の一部を改正

する法律等について、軽減税率制度の対応説明会

が必要となる事業者。新たに法人を設立さ

れた経営者を対象に、法人税･消費税･源泉・HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原

所得税の概要や申告手続き等について

講師：島原税務署担当官

法人税関係法令の改正の概要．会社の決算 ２６30. 1.23 会社税務説明会

と申告の実務について

・ 平成２９年度改正点の概要・役員給与・減HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原

価償却・資本的支出・源泉所得税の改正等

・配偶者控除等の改正・通勤費の取扱い・

印紙税の非課税措置について

（２）租税教室の開催

開 催 日 小 学 校 名 児童数 担当講師№

１６ （青年部）３１ 南島原市立飯野小学校29. 7.19
３４ （女性部）３２ 雲仙市立千々石第一小学校29.12.12
２１ （青年部）３３ 南島原市立大野木場小学校29.12.12
１４ 〃 ２４ 雲仙市立南串第二小学校29.12.15
４５ 〃 ３５ 島原市立湯江小学校29.12.18



開 催 日 小 学 校 名 児童数 担当講師№

３ （青年部）３６ 雲仙市立岩戸小学校29.12.20
６ 〃 ４７ 雲仙市立川床小学校30. 1.16

３１ 〃 ３８ 雲仙市立神代小学校30. 1.19
８ 〃 ３９ 雲仙市立雲仙小学校30. 1.19

３３ 〃 ３10 30. 1.23 南島原市立口之津小学校

４７ 〃 ３11 30. 1.31 島原市立三会小学校

４８ 〃 ３12 30. 2.13 島原市立第三小学校

３０６ ３６

（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№

１１ 島原市立第一小学校（ 年）6
（金賞１）２ 島原市立第三小学校（ 年）5.6 ８３ １名

（銀賞１．佳作２）３ 島原市立三会小学校（ 年）6 ３７ ３名

．４ 南島原市立西有家小学校（ 年）6 ７４ ３名（島原税務署長賞１

． ）会長賞１ 佳作１

（女性部会長賞１）５ 南島原市立有馬小学校（ 年）6 １ １名

３０ ３名（ ）６ 南島原市立南有馬小学校（ 年）6 佳作３

１名（ ）７ 南島原市立加津佐小学校 年（ ）5.6 ５６ 専務理事賞１

１４８ 雲仙市立南串第二小学校 （ 年）6

（銅賞１．佳作２）９ 雲仙市立千々石第一小学校 年（ ）6 ３４ ３名

１10 雲仙市立愛野小学校（ 年）6
３３１ １５

３．納税意識の高揚を目的とする事業

（１）公開講演会
出席者数開催日 事業名・会場 講 師 ・ 内 容

講師：政治評論家 ６３29. 5.26 記念公開講演会

加藤 清隆 氏（ ）第５回定時総会

・ テーマ： 今一番、聴きたいニュース」HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原 「

講師：島原税務署青年部・女性部会

署長 加藤 哲 氏 ２７29. 6.20 記念講演会

テーマ： 島原半島散策録」（ ）第５回連絡協議会 「

・ 九州を探訪してみてｸﾞﾚｰﾄﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ城見

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

講師：島原税務署 ２３29.11.21 島原税務署長との

署長 山口 和義 氏合同懇談会

テーマ：お酒のおもしろ講座・新湯ホテル



（３）中学生の「税についての作文」募集事業
内 容開催日 事業名・会場

中学生の税の作文募集活動29. 9. 7~ 「税についての作文」

管内３市２０校より１，２６０編の作文が寄せら選定作業．審査会

・ れ、審査の結果２２編優秀作品を選定島原商工会議所

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、29.11. 1~ 「 」

表彰 南島原市立口之津中学校３年生 山本凜夏子さん

・ 「世の中は税にあふれている」島原商工会議所

（４）会報．その他税制に関する諸資料配布
実施日 内 容 配布先

○ほうじん 全法連発行 年４回29. 4 30. 1～

全会員○諸資料

商工会第５回定時総会開催における参考書類

税制改正のあらまし（速報版） 年１回 税理士会29. 5 29.11～

県立図書館平成２９年度税制改正のあらまし 年１回

実務必携書籍のご案内

小学校○平成２９年度租税教室開催の日程について

（予定回答書）各小学校へ送付 県立図書館29. 5.31
○デューティ（会報） 一般

間税会会員29.11.17 第２９号発行 年１回

○研修会テキスト

役員会平成２９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

～ 〃 会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ 一般29. 4 30. 1
〃 源泉所得税 研修会実務のポイント

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】

法人会のご案内（リーフレット）

○税の啓発漫画本

～ 青年部役員29. 7 30. 2 タックスフントとけんたくん

女性部役員国の財政と消費税の役割

クリアファイル 間税会会員世界の消費税

管内全小学校○税に関する絵はがき

第７回税に関する絵はがきコンクール応募用紙29. 7 30. 2～

（５）ホームページ
実施日 内 容

行事予定．情報公開．各種研修会．公開講演会．セミナー．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随 時 」 」

のリンク 「 」利用促進等の各種バナー掲載．． e-Tax

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
実施日 内 容事業名等

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

国税電子申告．確定申告．e-Tax
国税の納付にはダイレクト納付が便利です税務広報

消費税の軽減税率制度．国税専門官募集．（ポスター）

未成年者飲酒防止啓発ポスターの掲示

消費税改正のお知らせ（リーフレット）

税務研修会 軽減税率制度が実施されます（リーフレット）

（テキスト） よくわかる軽減税率制度（パンフレット）

軽減税率対策補助金（リーフレット）

税に関する絵はがきコンクール受賞者、上位５名優秀

税のつどい 作品．最終頁掲載

役員名簿．島原税務署長のご挨拶．職員紹介．税を考随 時

える週間行事予定．納税表彰等受賞者紹介．各種研修

． ． ．デューティ 会 租税教室開催予定 絵はがきコンクール優秀作品

(会報誌） 消費税の軽減税率制度が実施されます．とても便利な

納税証明書のオンライン請求をぜひご利用ください

最新情報掲載

諸資料と共に制度商品配布

〇退職金等福利厚生に関するアンケート

保険制度広告 〇 のご案内KENKO SUPPORT PROGRAM
〇創業１１５周年ありがとうキャンペーン（大同生命）

！？（ＡＩＧ） 〇 ” ” ” ”役員報酬 退職金 増やしたいのはどっちor
（アフラック） 活用されていますか？〇

介護医療保険料控除．個人年保険料控除

〇医療保険Ｍタイプ（終身型・短期払い）の特長

〇企業地震保険．ビジネスガード

〇法人会の福利厚生制度リーフレット

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
実施日 内 容

アンケート３０部回答 全法連へ提出29. 4.21 税制改正に関するアンケート

第３４回税制改正要望全国大会

第１部 記念講演会

講師 毎日新聞専門編集員

全国大会「福井大会」 与良 正男 氏29.10. 5
･福井県産業会館 テーマ「今後の政治と経済の行方」

第２部 大会式典

（会員増強．研修参加率向上．福利厚

生制度推進の表彰．税制改正提言の

報告．租税教育活動の事例発表）



実施日 内 容

平成３０年度税制改正に関する提言

〇地元国会議員対象

「税制改正提言事項」 衆議院議員 加藤 寛治 様29.12.13
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 本多 秀樹 様

（２）全国青年の集い・女性フォーラム
出席者数開催日 事業名・会場 内 容

全国女性フォーラム

４29. 4. 7 （鹿児島大会） 租税教育や社会貢献活動の実施状況等の事例

発表．記念講演会の開催~ 4. 8 ・城山観光ホテル

全国青年の集い

（高知大会） ２29.11. 9 租税教育活動プレゼン事例発表．

・ 部会長サミット．大会．記念講演会の開催~11.11 高知県民文化ホール

５．地域企業の健全な発展に資する事業

経営関連セミナー等の開催
出席者数開催日 事業名・会場 講 師 ・ 内 容

講師： 健康経営研究会特定非営利活動法人

認定講師 石井 公一 氏

健康経営 テーマ：働く人と企業の健康の創造 ２３29. 9.26 セミナー

企業が健康経営に取組む重要性や必要性、・HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原

実践方法を具体的な事例等を交えて講演

（共催）大同生命保険（株）長崎支社

講師： ＆ 福岡支部弁護士法人 ALG Associates
支部長弁護士 今西 眞 氏リスクマネジメント

１５30. 2.13 （改正個人情報保護 テーマ： で基礎から学ぶ改正個人情報Q&A

保護法法対策）セミナー

（共催）ＡＩＧ損害保険（株）・HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原

講師： 株）エフアンドエム（

中小企業コンサルティング事業本部

１８30. 3.20 経営者セミナー 九州ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ部長 原賀 祐磨 氏

テーマ：５年先も安定経営・HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原

会社の稼ぐ力を最大限引き出す３つ

の方法

（共催）大同生命保険（株）長崎支社



６．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
内 容実施日 事業名等

中学生の「税についての作文」

「税についての作文」 平成２９年度募集事業活動後援29. 7.13
募集事業 （納税貯蓄組合連合会）

8/23開催日

広告協賛金負担29. 8. 9 島原温泉ガマダス花火大会

（島原温泉ガマダス花火大会実行委員会）

10/14 15開催日 ～

広告協賛金負担29. 8. 9 島原温泉不知火まつり

（島原温泉不知火まつり／島原城薪能振興協会）・島原城薪能公演

（２）税の啓発用グッズ等の提供
内 容実施日 事業名等

全法連クリアファイル．鉛筆（ 本入り ．2 ）

租税教育用テキスト「キミ納めている！税金

」．どこ行くの？タックスフントとけんたくん

随 時 租税教室（小学校１２校） 租税教育用ポケットティッシュ配布

国の財政と消費税の役割（間税会ﾘｰﾌﾚｯﾄ ．）

クリアファイル （間税会 ．世界の消費税 ）

受講者全員へ配布

随 時 絵はがきコンクール 鉛筆（ 本入り）2
（小学校１０校） 応募者児童全員へ訪問配布．郵送

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．蛍光

ぺン．ポケットティッシュ等の提供

入選作品受賞者１５名

絵はがきコンクール 名入れ（上位３名）30. 2.15 ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ

優秀作品１５点 図書券（受賞者全員）（ ）

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）交流会
出席者数開催日 事業名等 内 容

青年部会・女性部会

交流会 ２７29. 6.20 定時連絡協議会終了後、今後の事業に活

かす目的として情報交換．親睦を深めた・ｸﾞﾚｰﾄﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ城見

厚生委員．サポーターズメンバー．青年部会ゴルフコンぺ

・ 青年部会員及び受託会社との相互交流 １１29. 7.19 島原ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部

青年部会交流会

・ｸﾞﾚｰﾄﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ城見 情報交換．会員相互の親睦交流を深めた １２29. 7.19
女性部会新年会

・新湯ホテル 情報交換．会員相互の親睦交流を深めた １１30. 2. 7



（２）福利厚生制度
出席者数開催日 事業名等 内 容

厚生委員．サポーターズ．青年部会員を

経営者大型総合 中心に各種保険制度の普及推進、新規会 １２29. 7.19
保障制度推進会議 員企業の拡大、青年部会．女性部会での

・ｸﾞﾚｰﾄﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ城見 紹介運動展開、多種目販売による取扱い

保険料の増収に引き続き推進を図る

商 品 名 加入企業数 加入率 委託保険会社

経営者大型保障制度 ２６５社 ３５．４％ 大同生命・ＡＩＵ

ビジネスガード ６４社 ８．６％ ＡＩＵ

がん保険 １２４社 １６．８％ アフラック

８．諸会議関係

（１）定時総会・理事会
出席者数開催日 会議名・会場 主 要 議 題 等

監査会

・ 平成２８年度事業報告及び決算 ５29. 4.18 法人会事務所

第５回定時総会提出議案

第１２回理事会 ２４29. 4.20 ①平成２８年度事業報告並びに収支決算

報告承認の件・HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原

②任期満了に伴う役員選任案承認の件

③定款一部変更の件

〈決議事項〉

平成２８年度決算報告承認の件①

②任期満了に伴う役員選任（案）承認の件

③定款一部変更の件 ６６29. 5.26 第５回定時総会

報告事項：理事会承認事項〉・ 〈HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原

①平成２８年度事業報告

②平成２９年度事業計画

③平成２９年度収支予算

第１３回理事会 会長．副会長．専務理事．常任理事 ２４29. 5.26
選任の件・HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原

平成３０年度事業計画（案）及び収支予算

書（案）の件

第１４回理事会 ２６30. 3. 9 ①第１５回理事会の件

・ ②第６回定時総会の件HOTEL ｼｰｻｲﾄﾞ島原

③島原市青色申告会事務受託の件

④経営者限定セミナーの件

租税教室実施状況と税に関する絵はがきコ⑤

ンクールの件



（２）関係機関等の会議
出席者数開催日 会議等の名称 開催場所

島原税務署 １29. 4. 6 島原半島租税教育推進協議会拡大幹事会

県内「事務局長会議」 ホテルニュー長崎 １29. 4.21
島原税務署 １29. 5.16 島原半島租税教育推進協議会定期総会

県連第５回「定時総会」 ホテルニュー長崎 ４29. 6. 6
島原市小学校長会 島原杉谷公民館 １29. 6. 7
南島原市小学校長会 有家コレジヨホール １29. 6. 8

島原商工会議所 １29. 6.15 島原税務署管内納税貯蓄組合連合会定期総会

島原市青色申告会通常総会 島原商工会議所 １29. 7. 6
県連「厚生委員会」 ホテルニュー長崎 １29. 8. 8
県連「総務委員会」 春海 ２29. 8.30
県連「組織委員会」 青柳 １29. 8.31
九州北部法人会連合会定時総会 西鉄グランドホテル ５29. 9. 1
県内「事務局長会議」 長崎サンプリエール １29. 9. 4
島原税務弘報協議会定期総会及び29.10.18

「税のつどい」編集会議 島原税務署 １

島原税務署 ５29.11.13 島原税務署長納税表彰・感謝状贈呈式

年末調整説明会 島原復興アリーナ １29.11.15
富士ゼロックス長崎29.12. 7

～働き方改革 長崎～セミナー 長崎 １in チトセピアホール

県内「事務局長会議」 長崎サンプリエール １29.12.14
島原商工会議所新年祝賀交歓会 シーサイド島原 １30. 1. 5
県連「統合プラットホーム研修会」 長崎県勤労福祉会館 １30. 2.26
県連「組織委員会」 一力 １30. 2.27
全法連「事務局セミナー」 １30. 3. 2 ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京

県連「税制委員会」 坂本屋 １30. 3. 5
県連「厚生委員会」 ホテルニュー長崎 １30. 3. 6
県連「総務委員会」 橋本 ２30. 3. 8
県連「理事会」 １30. 3. 9 サンプリエール

島原市青色申告会「臨時総会」 １30. 3.22 島原商工会議所

９．青年・女性部関係

（１）青年部会の事業活動
出席者数開催日 事業名・会場 主 要 議 題 等

任期満了に伴う役員選任案の件

第１５回 役員会 第５回定時連絡協議会開催の件 ８29. 5. 9
・法人会事務所 租税教室開催の件

事業報告．支出報告承認の件第５回青年部会 平成２８年度

１７29. 6.20 定時連絡協議会 平成２９年度事業計画(案)．支出計画(案)

・ 承認の件ｸﾞﾚｰﾄﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ城見

任期満了に伴う役員選任（案）承認の件

九州北部法人会連合会定時連絡協議会の件第１６回 役員会

・法人会事務所 平成２９年度租税教室開催の件 ８29. 9. 19
全国青年の集い（高知大会）の件

「税を考える週間」島原税務署長懇談会の件



県連．その他会議出席

平成２８年度事業報告．支出報告承認の件県法青連「第５回青

２29. 6.13 年部会連絡協議会」 平成２９年度事業計画（案 ．予算（案））

承認の件・坂本屋

任期満了に伴う役員選任（案）の件

事業報告．支出報告承認の件九北連「青連協定 平成２８年度

時連絡協議会」 平成２９年度事業計画 収支予算(案) １29. 9. 1 (案)．

・ ﾙ の件西鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃ

租税教室講師 講師：長崎税務署税務広報広聴官

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 １29. 9.13
・島原税務署 師に対する研修

（２）女性部会の事業活動
出席者数開催日 事業名・会場 主 要 議 題 等

全国女性フォーラム（鹿児島大会）の報告の件

第１１回 役員会 第５回定時連絡協議会の件 ９29. 5. 9
・法人会事務所 租税教室の件

第７回税に関する絵はがきコンクールの件

島原市小学校長会 税に関する絵はがき のお願いとコンクール

・杉谷公民館 挨拶 １29. 6. 7
税に関する絵はがきコンクールのお願いと南島原市小学校長会

・有家ｺﾚｼﾞﾖﾎｰﾙ 挨拶 １29. 6. 8
事業報告．支出報告承認の件第５回女性部会 平成２８年度

定時連絡協議会 平成２９年度事業計画(案)．支出計画(案) １５29. 6.20
・ 承認の件ｸﾞﾚｰﾄﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ城見

任期満了に伴う役員選任（案）承認の件

第７回税に関する絵はがきコンクｰル応募用紙29. 7. 3 島原半島管内

～ 全小学校４４校、 １０7. 7 （島原市９校．雲仙市２０校．南島原市１５校）

総数１，１２９部訪問配布．郵送

「税を考える週間」島原税務署長合同懇談会山口島原税務署長

との合同懇談会 講師：島原税務署長 山口 和義 氏 ６29.11.21
・新湯ホテル テーマ：お酒のおもしろ講座

（共催）納税貯蓄組合連合会女性部会

税に関する絵はがきコンクールの件

第１２回 役員会 （応募作品審査．優秀作品選定） ９29.12.11
租税教室開催の件

絵はがき 優秀作品受賞者の小学校コンクール

小学校(７校)訪問 ５30. 2.15 へお礼訪問．表彰式実施

作品については、島原市万町商店街の山之内優秀作品展示

時計眼鏡店前コーナーにおいて展示

県連．その他会議出席

平成２８年度事業報告．支出報告承認の件県法女連「第５回女

２29. 7.26 性部会連絡協議会」 平成２９年度事業計画 案 支出計画 案（ ）． （ ）

花月 承認の件・

任期満了に伴う役員選任（案）承認の件

事業報告．支出報告承認の件九北連「女性連協 平成２８年度

平成２９年度事業計画(案)．収支予算(案) ２29. 9. 1 定時連絡協議会」

・ ﾙ の件西鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃ



１０．島原間税会

（１）事業活動
出席者数開催日 事 業 名 等 開催場所

局間連 平成２９年度「消費税等に関する

アンケート調査」実施 ３２29. 4.14 役員．会員事業所等

局間連 第４４回 通常総会

平成２８年度事業報告．決算報告の件

平成２９年度事業計画．予算案の件 ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾗｰｻﾞ博多 ２29. 6.12
役員改選の件

記念講演 「 なかいま】を生きる」【

宮地嶽神社宮司 浄見 譲 氏講師

島原商工会議所 １29. 6.15 島原税務署管内納税貯蓄組合連合会定期総会

役員会

島原間税会の沿革について ｸﾞﾚｰﾄﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ城見 １２29. 6.20
平成２９年度通常総会提出議案

通常総会

平成２８年度事業報告並びに収支決算報告

ｸﾞﾚｰﾄﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ城見 ２３29. 6.20 承認の件

平成２９年度事業計画(案)並びに収支予算

(案)承認の件

任期満了に伴う役員選任（案）承認の件

局間連 事務局長．担当者会議 ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾗｰｻﾞ博多 １29. 9. 8
島原税務弘報協議会

定期総会及び「税のつどい」編集会議 島原税務署 １29.10.18
第２４回長崎ブロック間税会連絡協議会 平安閣ｻﾝﾌﾟﾘｴｰﾙ ２29.10.24
山口島原税務署長との合同懇談会

２３29.11.21 テーマ：お酒のおもしろ講座 新湯ホテル

講師：島原税務署長 山口 和義 氏

（２）広報活動
広 報 資 料 内 容 ・ 配 布 先

２９年 ６月／１７８部（全会員宛）

全間連会報 年３回発送 ９月／１７６部（ 〃 ）

局間連ニュース 〃 ３０年 ２月／１７６部（ 〃 ）

２９年 ９月／１７６部（全会員宛）

消費税は期限内に納めましょう 消費税期限内納付に関するチラシ

２９年 ７月／ １６部（租税教室）クリアーファイル(２９年４月版）

１２月／１１７部（ 〃 ）世界の消費税１５２ヵ国

３０年 １月／１２５部（ 〃 ）全間連リーフレット（ 〃 ）

４８部（ 〃 ）「もっと知ろう･もっと考えよう国の ２月／

３０年 ２月／１７６部（全会員宛）財政と消費税の役割」図表

２９年１０月／１７６部（全会員宛）

島原税務署長との合同懇談会開催 テーマ：お酒のおもしろ講座

のご案内 講師：島原税務署長 山口 和義 氏（法人会女性部との共催）

未成年者飲酒防止啓発ポスター掲示 ２９年 ４月／未成年者飲酒防止強調月間

世界の消費税（付加価値税）実施国１５２ヵ国を示

す世界地図．国の財政と消費税の図表「税を考える週間」

（役員事業所．法人会事務所 ）全間連統一ポスターの掲示 ほか




