
平成２５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２６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） ｅ－Ｔａｘ一斉送信会の実施 

（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（女性部会、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。    

“税を考える週間”に併せ、１１月２１日阿蘇市内牧に

おいて阿蘇税務署長山﨑孝公氏及び阿蘇世界農業遺産プ

ランナー宮本けんしん氏による講演会を開催した。 

 

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。今後とも積

極的な推進を必要とする。 

 

５．地域社会への貢献活動 

４月２０日、阿蘇支部、一の宮支部合同で第６回グランドゴルフ大会を実施して、会員

及び、従業員４０名参加して、交流親睦、法人会への理解を深めた。 



 今年度も青年部の継続事業として、“税を考える週間”にあ

わせて阿蘇郡、市内の公立高校及び養護学校へ掃除道具を寄

贈した。 

９月９日会長及び小国地区役員、女性部会長、女性部会員

と小国地区の老人福祉施設を訪問して、タオル、季節の果物

等を寄贈し入所者と交流を図った。 

１１月５日阿蘇法人会チャリティゴルフ大会を実施し、チ

ャリティ益金３１０００円を南小国町社会福祉協議会へ寄付した。 

１０月１８日に開催された熊本県法人会連合会のチャリテ

ィゴルフ大会の益金７３，７３３円を豪雨災害復興支援金と

して贈呈されたので、阿蘇市へ寄贈した。 

６．広報活動 

 阿蘇法人ニュース（第３６号、第３７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、会員増強を行い一時は加入増となったが、経済の先行く不透明感等によ

り、退会等あり結果的に期末には減となった。 

 

８．その他 

（１）４月１１日に開催された全国女性フォーラム（愛知大会）に参加した 

（２）１１月８日に広島市において開催された「全国青年の集い」に参加した 

  

阿蘇法人会支部別会員数  (平成 26年 3月 31日現在） 

支部名 法人数 会員数 加入率 

一の宮 148 102 68.92% 

阿蘇 261 140 53.64% 

産山・波野 33 14 42.42% 

南小国 85 26 30.59% 

小国 165 70 42.42% 

高森 119 68 57.14% 

白水 46 27 61.36% 

長陽・久木野 96 28 29.17% 

西原 97 18 18.56% 

合計 1048 493 47.04% 

    
会員数の推移 

(自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月 31日) 
期首 加入 脱会 期末 
496 11 14 493 



８．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２６回 
通常総会 

H25.5.23 

平成２４年度事業報告及び平成２４年
度収支決算報告承認のついて 
平成２５年度事業計画(案)及び収支予
算(案)承認について（追認） 
予算の一部修正権限を理事会に一任す
ることについて 
基本財産の一部取崩しについて 
任期満了に伴う役員改選について 

阿蘇市内牧 
「阿蘇ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ」 

『記念講演』 
講師  小久江 元秀 氏 

 演題 「税のよもやまばなし」 

監査 H25.4.22 平成２４年度会計監査 法人会事務局 

理事会及び 
役員会 

H25.4.24 第２６回通常総会提出議案について 藤屋観光 

H25.7.5 

委員会活動について 
税を考える週間行事について 
社会貢献活動について 
会員増強について 

藤屋観光 

H25.3.3 
理事会及び総会議決事項について 
平成２４年度暫定予算承認について 

阿蘇いこいの村ﾋﾞｭｰ 

福利厚生制度 
推進連絡協議会 

H25.9.27 福利厚生制度現状及び内容について 
熊本市 

「ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞホテル」 

税を考える週間
行事打合せ会議 

H25.10.25 講演会の開催について 藤屋観光 

社会貢献活動 

H25.9.9 
老人等福祉施設訪問 
    木野里荘・ 

小国町 

H25.12.14 
「リアカー大作戦」 
（掃除用具の寄贈） 

管内高等学校 
及び養護学校 

H25.12.25 
県内統一事業 
献血キャンペーン 

阿蘇市役所 

チャリティ 
ゴルフ大会 

H25.11.5 第２０回チャリティゴルフ大会 
あつまる阿蘇赤
水ゴルフ倶楽部 

管外研修 H25.11.19 久留米絣工房等見学 福岡方面 

阿蘇間税会 
合同講演会 

H25.11.21 
講師：阿蘇税務署長 山﨑 孝公 氏 
講師：阿蘇世界農業遺産プランナー 

 宮本けんしん 氏 

阿蘇プラザホテ
ル 

青年部会 
税務研修 

H25.11.25 改正消費税について 
阿蘇市商工会 
一の宮支所 

税制改正要望 H25.12. 7 平成 26 年度税制改正要望 阿蘇市役所 

e-tax 
一斉送信会 

H26.2.17 ｅ－Ｔａｘによる所得税確定申告 
阿蘇市商工会 
一の宮支所 

税務講習会 H26.3.3 改正消費税について 阿蘇いこいの村ﾋﾞｭｰ 

 



【支部・部会関係】 

事業名 開催日 議題または事業内容 開催場所 

青年部会 H25.5.23 事業報告及び事業計画について 阿蘇ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

女性部会 H25.6.24 
研修及び事業報告会 
講師；阿蘇税務署 佐藤 伸幸 氏 

竹の倉山荘 

女性部会研修 H25.12.9 講師：阿蘇税務署長 山﨑 孝公 氏 ﾎﾃﾙｻﾝｸﾗｳﾝ大阿蘇 

福利厚生事業 H25.4.20 
阿蘇支部・一の宮支部合同 
グラウンドゴルフ交流会 

阿蘇いこいの村 

 

【県連・南九連・全法連関係】 

月 日 事 業 等 内 容 場   所 

平成２５年 ４月１１日 全国女性フォーラム 愛知大会 愛知県名古屋市 

平成２５年 ４月１８日 県連 第１回理事会 鶴屋百貨店 

平成２５年 ５月 ９日 県青連協 第１回役員会 大同生命ビル 

平成２５年 ５月１７日 県女連協 第１回役員会 大同生命ビル 

平成２５年 ５月２４日 県青連協 定時連絡協議会 大同生命ビル 

平成２５年 ６月 ６日 
県連 第２５回通常総会 

ホテル日航熊本 
県女連協 定時連絡協会 

平成２５年 ６月１４日 県連 第１回税制委員会 大同生命ビル 

平成２５年 ６月１４日 事業承継税制研修会 メルパルク熊本 

平成２５年 ６月２０日 県連 第１回総務委員会 大同生命ビル 

平成２５年 ６月２１日 県連 第１回広報委員会 大同生命ビル 

平成２５年 ６月２４日 県連 第１回公益事業推進委員会 大同生命ビル 

平成２５年 ６月２５日 県連 第１回共益事業推進委員会 大同生命ビル 

平成２５年 ６月２６日 県連 第１回厚生事業等推進委員会 大同生命ビル 

平成２５年 ７月 ４日 県女連協 新旧役員交流会 マリエール神水苑 

平成２５年 ７月１９日 県青連協 第２回役員会 大同生命ビル 

平成２５年 ８月２３日 
県青連協 青位年の集い in八代大会 八代市 

県青連協 チャリティゴルフ大会  

   



   

月 日 事 業 等 内 容 場   所 

平成２５年 ９月 ４日 県女連協 第２回役員会 県連事務局会議室 

平成２５年 ９月 ６日 県連 第２回広報委員会 県連事務局会議室 

平成２５年 ９月２０日 県青連協 スポーツ大会 交通センターボウル 

平成２５年 ９月２５日 南九連 研修会及び通常総会 大分 

平成２５年１０月 ３日 全法連 全国会員大会 青森 

平成２５年１０月 ７日 県連 第２回共益事業推進委員会 鮎のみどりや 

平成２５年１０月１８日 県連 チャリティゴルフ大会 八代ゴルフ倶楽部 

平成２５年１０月２２日 県女連協 女性の集い in玉名 玉名 ホテルヴェルデ 

平成２５年１１月 ８日 全国 青年の集い 広島 

平成２５年１１月１４日 県連 理事会 県連事務局会議室 

平成２５年１１月１７日 第３回くまもとＺｅｉ税ウォーキング 動植物公園 

平成２５年１１月２９日 県青連協 第３回役員会 県連事務局会議室 

平成２５年１２月 ４日 県女連協 第３回役員会 県連事務局会議室 

平成２５年１２月１８日 県連 単位会専務理事等会議 県連事務局会議室 

平成２６年 １月２０日 法人運営や定期提出書類についての研修会 県庁会議室 

平成２６年 1月２８日 

県連 正副会長会議 

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ熊本 研修会 

新年賀詞交歓会 

平成２６年 ２月１２日 県女連協 絵はがきコンクール選定 県連事務局会議室 

平成２６年 ２月１３日 県連 第２回厚生事業等推進委員会 県連事務局会議室 

平成２６年 ２月１４日 南九青連協 青年の集い 都城市 

平成２６年 ２月２０日 南九女連協 女性の集い 宮崎市 

平成２６年 ２月２１日 県連 第２回公益事業推進委員会 県連事務局会議室 

平成２６年 ２月２４日 県連 第２回税制・税務委員会  県連事務局会議室 

平成２６年 ３月 ６日 県連 第３回共益事業推進委員会 玉名 ホテルしらさぎ 

平成２６年 ３月 ７日 県連 第３回広報委員会 県連事務局会議室 

平成２６年 ３月１２日 県連 第２回総務委員会 県連事務局会議室 

平成２６年 ３月２５日 県連 第４回理事会 県連事務局会議室 

 


