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平成３０年度事業報告の件 

公益法人制度改革を法人会本来の理念と活動に立ち戻る機会と捉え、法人会の原点であ

る「税」に関する活動を軸足に置きながら、「法人会の基本的指針」に則った法人会活動を

図るために会員増強の推進、研修活動の充実、法人会活動の広報充実、地域社会の健全な

発展のための貢献及び関係機関との連携強化を重点事項として運営に努めた。 

 

１． 税を巡る諸環境の整備改善を図ることを目的とした事業 

（１） 税制改正への提言 

① 税制改正要望事項の提出 

平成３１年度税制改正要望事項を県法連へ提出した。 

② 全国法人会総連合会が作成した税制改正要望書を阿蘇市長、阿蘇市議会議長へ

陳情した。 

 

２． 税の啓発活動、租税教育活動 

（１） 阿蘇税務署への表敬訪問（確定申告スタート時） 

（２） 税に関する絵はがきコンクールの実施 

（３） 阿蘇税務署との租税教室の実施（青年部会、女性部会） 

熊本県立高森高校・高森町立高森中央小学校 

（４） 「租税キャンプ in 古代の里」を開催（青年部会） 

 

３． 研修会の充実 

研修会活動は、会員の自己啓発を支援するための最重要事業であるため、親会を中心

に研修の実施及び積極的な研修の参加に努めた。 

理事会・支部総会の開催に合わせて今年１０月から導入される軽減税率制度について

税務行政担当者による研修会を実施した。 

「税を考える週間」に併せ、１１月１９日阿蘇市一の宮町「ホテルサンクラウン大阿蘇」

において阿蘇税務署長猪俣公昭氏及び熊本県危機管理防災課防災企画室課長補佐高岡成

佳氏による記念講演会を開催した。 

 新設法人を対象にした研修会を１１月２７日に開催した。 

１０月１６日～１７日に佐賀県鳥栖市（キューピー鳥栖工場）へ管外研修を実施した。 

４．福利厚生事業 

  大型保障制度をはじめとする法人会の福利厚生事業による収入は法人会運営の重要な

活動資金となっており、役員及び会員の協力のもと、積極的な推進を図った。 

今後も引き続き積極的な推進を図っていくことが必要である。 
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５．地域社会への貢献活動 

７月３日に女性部会長他女性部会役員、会長、支部役員が阿蘇、一の宮地区の老人福祉

施設を訪問してタオル及び季節の果物等を寄贈し、入所者との交流を図った。 

１０月２３日に阿蘇法人会チャリティゴルフ大会を実施し、１１月２８日にそのチャリ

ティ益金２６,０００円を阿蘇市社会福祉協議会へ寄付した。 

また同日においてはこれからの社会を担っていく児童及び生徒の教育促進の一助となる

事並びに熊本地震で図書等の教材を損失した阿蘇西小学校に対し図書の寄贈を行った。 

そのほか各地域のイベント、祭りへの協賛を行った。 

６．広報活動 

 阿蘇法人ニュース（第４６号、第４７号）を発行した。 

 全法連より発行される「ほうじん」を配布した。 

 

７．組織の強化 

 公益性拡大の観点から全法人の過半数の加入を目指し、県連と連携し組織目標の設定や

諸施策を実施し、会員増強を行ったが、経済の先行き不透明感や熊本地震による影響等に

より、退会等あり結果的に期末においてわずかな減少となった。 

しかし会員数の減少傾向も徐々にではあるが、歯止めがかかりつつある状況である。 

 

８．その他 

（１）４月 12 日に開催された全国女性フォーラム（山梨大会）に参加した。 

（２）９月 7 日「第 29 回熊本県青年の集い熊本大会」に参加した。 

（３）10 月 11 日に鳥取市において法人会全国大会が開催され、会長が参加した。 

（４）11 月 9 日に岐阜市において開催された「全国青年の集い岐阜大会」において南九

州青連協の代表として参加し、優秀賞を獲得した。 

 

阿蘇法人会支部別会員数  (平成 3１年 3月 31日現在） 
支部名 法人数 会員数 加入率 
一の宮 151 99 

 

 

65.6% 

阿蘇 262 126 48.1% 

産山・波野 33 5 15.2% 

南小国 87 20 23.0% 

小国 165 62 37.6% 

高森 120 66 55.0% 

白水 44 23 52.3% 

長陽・久木野 98 24 24.5% 

西原 99 19 19.2% 

計 1,059 444 41.9% 

会員数の推移 
 (自平成 30年 4月 1日 至平成 31年 3月 31日) 

期首 加入 脱会 期末 
446 11 13 444 
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９．その他の行事及び会議等 

【本部関係】 

事業名 開催日 議題または事業内容 開催場所 

第 31 回 
通常総会 

H30.5.21 

平成 29 年度事業報告の件 

平成 29 年度収支決算報告承認の件 

平成 30 年度事業計画(案)及び収支予算

(案)承認について（追認） 

阿蘇市赤水 
「阿蘇リゾート
グランヴィリ
オホテル」 

『記念講演』 
講師：南九州税理士会 大岩幸哉 
演題「経営者としてのあれこれ話し」 

監査 H30.4.20 平成 29 年度会計監査 法人会事務局 

理事会 

H30.4.24 
第 31 回通常総会提出議案について 
 

阿蘇市商工会 
一の宮支所 

H30.7.18 

平成 30 年度事業について 
管外研修について 
税を考える週間について 
チャリティゴルフについて 

 青年部女性部活動報告 

阿蘇市商工会 
一の宮支所 

H30. 8.28 
新設法人研修会について 
管外研修について 
税を考える週間について 

阿蘇市商工会 
一の宮支所 

H31. 1.17 
平成 31 年度事業計画収支予算について 
平成 31 年度役員改選について 

法人会事務局 

H31.3.20 
第 32 回通常総会の開催について 
規程等の一部改正について 
平成 31 年度役員改選について 

阿蘇市商工会 
一の宮支所 

福利厚生制度 
推進連絡協議会 

H30.8.28 福利厚生制度現状及び内容について 
阿蘇市商工会 
一の宮支所 

租税教室 

H30.7. 21 租税キャンプ 
古代の里 
キャンプ場 

H31. 1.28 
H31. 1.31 

 
高森中央小学校（６学年） 
高 森 高 校（３学年） 
 

 
高森中央小学校 
高 森 高 校 
 

社会貢献活動 

 
H30. 7. 3 

 

 
老人等福祉施設訪問 
 

 
阿蘇市内２施設 

 

H30. 4. 4 
H30.9.21 

交通安全出発式(春・秋) 阿蘇市役所外 

H30.12. 25 
県内統一事業 
献血キャンペーン 

阿蘇市役所 

H30.11. 28 図書寄贈 阿蘇西小学校 
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事業名 開催日 議題または事業内容 開催場所 

チャリティ 
ゴルフ大会 

H30.10.23 第２５回チャリティゴルフ大会 南阿蘇 CC 

管外研修 
H30.10.16 
    ～17 

「キューピー鳥栖工場」視察研修 佐賀県鳥栖市方面 

阿蘇間税会 
合同講演会 

H30.11.19 
税を考える週間記念講演 
講師：阿蘇税務署長 猪俣公昭 氏 
講師：熊本県危機管理防災課 

ﾎﾃﾙｻﾝｸﾗｳﾝ大阿蘇 

新設法人説明会 H30.11.27 
講師 阿蘇税務署 河野 昌宏氏 
講師 税理士 大岩 幸哉氏 

阿蘇市商工会 
一の宮支所 

税制改正要望 H30.11. 28 平成 31 年度税制改正要望 阿蘇市役所 

確定申告時の 
表敬訪問 

H31. 2.18 所得税確定申告に伴う表敬訪問 阿蘇税務署 
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【支部・部会関係】 

支部部会名 開催日 議題または事業内容 開催場所 

青年部会 H30. 5.21 事業報告及び事業計画について 
阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル 

青年部会 H30. 5.17  30 年度事業の具体的な進め方について 法人会事務局 

一の宮支部 

H30.4.11 
H30.6.8 
H31.2.20 
H31.3.15 

役員会 
総会 30 年度支部事業について 
役員会 
総会 役員改選について 

法人会事務局 
つるや旅館 
法人会事務局 
藤屋観光 

阿蘇支部 H31.3.18 役員改選について がね政 

高森支部 H31.1.31 役員改選について 高森町商工会 

小国支部 H31.3. 1 役員改選について 玄 海 

白水支部 
長陽・久木野支部 

H31.3.14 
支部統合について 
支部統合に伴う役員改選について 

南阿蘇村白水保
健センター 

一の宮支部 
H30.9. 1 

～ 2 
阿蘇市大阿蘇元気ウォーク 阿蘇市 

３支部合同 H30.11.10 
一の宮・阿蘇・産山波野支部 
パークゴルフ交流会 

うぶやま牧場 

女性部会 H30.12. 6 講師：阿蘇税務署長 猪俣 公昭 氏 ﾎﾃﾙｻﾝｸﾗｳﾝ大阿蘇 

青年部会 H30.12.20 講師：大同生命 馬渡 祐輔 氏 和 楽 

 

【県連・南九連・全法連関係】 

月 日 事 業 等 内 容 場   所 

平成３０年４月１２日 全国女性フォーラム 山梨大会 山梨県甲府市 

平成３０年４月１７日 県青連協 第 1 回役員会 パレア１０階 

平成３０年４月２６日 県連 第１回理事会 ザ・ニューホテル熊本 

平成３０年５月１０日 県女連協 第 1 回役員会 大同生命ビル 

平成３０年６月 ８日 県連 第１回税制委員会 大同生命ビル 

平成３０年６月１９日 

県連 第６回（第 30 回）通常総会 

ホテル日航熊本 県青連協 定時連絡協会 

県女連協 定時連絡協会 

平成３０年７月２４日 県連 第１回事業研修委員会 大同生命ビル 

平成３０年８月 ３日 県連 第１回広報委員会 大同生命ビル 

平成３０年８月 ９日 県連 第 1 回総務委員会 大同生命ビル 

平成３０年８月１７日 県青連協 スポーツ大会 スポルト 



- 6 - 

月  日 事 業 等 内 容 場  所 

平成３０年８月１７日 県青連 第２回役員会 大同生命ビル 

平成３０年 ８月２９日 県女連協 第 2 回役員会 大同生命ビル 

平成３０年 ９月 ７日 第２９回青年の集い熊本大会 熊本ホテルキャツスル 

平成３０年 ９月１３日 県連 第１回組織・厚生委員会 エアーポートホテル熊本 

平成３０年 ９月２１日 zei・税ウォーキング実行委員会 国際交流会館 

平成３０年 ９月２５日 南九連 通常総会 宮崎観光ホテル 

平成３０年１０月５日  県連 チャリティゴルフ大会 熊本中央カントリークラブ 

平成３０年１０月１１日 全法連 全国大会（鳥取大会） 鳥取市 

平成３０年１０月１６日 県青連協 第３回役員会 大同生命ビル 

平成３０年１０月１９日 第２回 税制委員会 大同生命ビル 

平成３０年１０月２４日 県女連協 女性の集い  熊本ホテルキャツスル 

平成３０年１０月２８日 第７回くまもとｚｅｉ・税ウォーキング in 高森大会 高森町 

平成３０年１１月 ９日 全国青年の集い岐阜大会 岐阜県岐阜市 

 平成３０年１１月２０日 県連 第３回理事会 ANA クラウンプラザホテル熊本 

平成３０年１１月２９日 県女連協 第 3 回役員会 大同生命ビル 

平成３０年１２月２０日 県下専務理事等会議 大同生命ビル 

平成３１年 1 月２３日 県青連協 第４回役員会 熊本ホテルキャツスル 

平成３１年 1 月２３日 県連 新年賀詞交歓会 熊本ホテルキャツスル 

平成３１年 １月２３日 県連 正副会長会議 熊本ホテルキャツスル 

平成３１年 ２月 ６日 南青 第４回役員会 別府市 

平成３０年 ２月 ７日 第１０回絵はがきコンクール選考委員会 大同生命ビル 

平成３１年 ２月１４日 南九女連協 女性の集い in 大分 大分市 

平成３０年 ２月１９日 県連 第２回事業研修委員会 大同生命ビル 

平成３１年 ２月２０日 県連 第２回広報委員会 大同生命ビル 

平成３１年 ２月２２日 南青 青年の集い人吉大会 人吉市 

平成３１年 ２月２５日 県連 第 3 回税制委員会 大同生命ビル 

平成３１年 ３月 ５日 県連 第２回組織・厚生委員会 玉名市 

平成３１年 ３月 ８日 県連 第２回総務委員会 大同生命ビル 

平成３１年 ３月２６日 県連 第４回理事会 ザ・ニューホテル熊本 

 


