
（公社）別府法人会 青年部会 

平成３０年度 事業報告書 

自 平成 30年 4月 1日 

至 平成 31年 3月 31日 

 

１．概 要 

  企業経営者および後継者の育成の場である部会での活動をすすめながら、法人会活 

動推進の中核的担い手としての役割をはたすために、部員相互の連携と各委員会の主 

体性のもとに積極的に以下の諸事業を実施した。 

 

（１）総務委員会関係 

各委員会による主体的な取り組みを推進するための役員会を２回開催し事業計 

画の円滑な実施の検討をおこなった。また、恒例の「留学生交流会」を７月に主管 

開催し１２カ国６２人の留学生が参加、法人役員、青年部・女性部会員との交流を 

深めた。 

 

（２）研修委員会関係 

   ①研修会について 

税務研修会として別府税務署の担当官を講師に「ダイレクト納付」「消費税 

軽減税率」などをテーマに取り組み、税制知識の高揚に努めた。 

 

＜6月開催＞ 税務研修会（総会時） 

講師：別府税務署法人課税第１部門統括調査官 牧野 光洋 氏 

 

＜１０月開催＞税務研修会 

講師：別府税務署 

管理運営第１部門統括徴収官  上野  誠一  氏 

法人課税第１部門統括調査官  牧野  光洋  氏 

    

②各種大会参加について 

法人会全国青年の集い（岐阜大会）・南九連青年の集い（人吉大会）・大分 

県青年の集い（竹田大会）に多数の会員が参加し、各地青年部による租税活動 

報告と成果を研修するとともに、懇親会では会員相互の親睦を深めた。 

 

（３）親睦委員会関係 

    JRを利用して別府市を訪れる観光客や宿泊客でにぎわう観光別府の玄関口と 
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いえる別府駅周辺と駅前通りを清掃し、観光別府のイメージアップに寄与するた 

めの清掃活動を会員同士の親睦を深めながら実施した。 

  

（４）広報委員会関係 

11月の「税を考える週間」における「小学生・税のウルトラクイズ大会」や 

「街頭広報活動」などによるマスコミの取材、報道を通じ、法人会事業の周知活 

動をおこなった。 

 

 

 

２．事業内容 

 

（１）組織関係  会員数  ８２名（平成 31年 4月 1日現在） 

 

（２）会議・研修会ほか 

実 施 日 内     容 場  所 

平成 30年 

4月 18日（水） 

 

県法青連 役員会 

 

佐伯市保険福祉センター和楽 

5月 14日（月） 第１回役員会 別府商工会館 

6月 7日（木） 通常総会 ホテル＆リゾート別府湾 

6月 22日（金） 日出支部青年部会 研修会 ホテル＆リゾート別府湾 

6月 28日（木） 県法青連 役員会 亀山亭ホテル（日田市） 

7月 4日（水） 第 21回 留学生との交流会 ヒットパレードクラブ 

8月 7日（火） 県法青連 役員会 中津商工会議所 

8月 28日（水） 第２回役員会 別府商工会館 

9月 9日（日） 県内一斉清掃 別府駅前通り 

9月 10日（月） 「第 33回全国青年の集い大分大会」実行委員会 豊の国健康ランド（大分市） 

9月 25日（火） 南九法青連 役員会 宮崎観光ホテル 

9月 25日（火） 南九法連協 通常総会 宮崎観光ホテル 



（公社）別府法人会 青年部会 

10月 17日（水） 租税教室講師養成研修会 大分税務署 

10月 19日（金） 県法青連 役員会 くじゅうサンホール 

10月 19日（金） 大分県青年の集い（竹田大会） くじゅうサンホール、岩城屋 

10月 25日（木） 前期税務研修会 ホテルアーサー 

11月 9日（金） 全国青年の集い（岐阜大会） 岐阜グランドホテルほか 

11月 11日（日） 街頭広報活動 別府公園 

11月 17日（土） 「税を考える週間」小学生ウルトラクイズ大会 トキハ別府店前 

11月 19日（月） 「第 33回全国青年の集い大分大会」運営委員会 豊の国健康ランド（大分市） 

11月 29日（木） 租税教室活動 別府市立緑丘小学校 

12月 13日（木） 県法青連 役員会 別府市公会堂 

平成 31年 

1月 21日（月） 

 

「第 33回全国青年の集い大分大会」実行委員会 

 

豊の国健康ランド（大分市） 

2月 20日（水） 県法青連 役員会 宇佐商工会議所 

2月 22日（金） 南九法青連「青年の集い in人吉」 人吉カルチャーパレス 

3月 20日（水） 「第 33回全国青年の集い大分大会」実行委員会 豊の国健康ランド（大分市） 
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令和元年度事業計画 

自 平成 31年 4月 1日 

至 令和 2年 3月 31日 

 

１．事業計画の基本方針 

法人会活動の中核的役割を担うため、税務研修会、租税教育活動、社会貢献活動な 

ど公益性の高い諸事業を実施しするとともに、会員増強運動により組織基盤の強化 

を図る。また、「第３３回全国青年の集い大分大会」成功に向け、部会員一丸とな 

り開催実務を積極的に取り組んでいく。 

 

２．事業計画 

（１）総務委員会関係 

   ①別府法人会の事業運営における牽引的役割を担うため、会員増強および事業活 

動の充実強化をはかる。 

②友誼団体との交流・情報交換を積極的におこない連携強化に努める。 

 

（２）研修委員会関係 

①「税知識の普及」「納税意識の高揚」に資するための研修会活動を実施する。 

②「消費税軽減税率」の理解並びに「ダイレクト納付」「eーTax」の普及・推進 

に努める。 

③友誼団体との連携による合同研修会を開催する。 

 

（３）親睦委員会関係 

①会員相互の連携強化のため、親睦事業の充実強化をはかる。 

②全国連・南九連・県連主催の「青年の集い」交流事業を通じ、広域的な情 

報交換をおこなう。 

③親睦事業を通じ新入会員の勧誘、組織拡大をおこなう。 

 

（４）広報委員会関係 

①「税を考える週間」（小学生税のウルトラクイズ大会、街頭広報等）事業推進 

により法人会活動の広報推進をはかる。 

②「租税教育活動」「社会貢献活動」を通じた広報事業強化をはかる。 
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令和元年度 主要事業計画 

年 月 事業計画 備  考 

平成 31年 

4月 

 

・「第 33回全国青年の集い大分大会」実行委員会 

・「第 33回全国青年の集い大分大会」 全法連現地調査 

・県法青連 役員会           （別府市） 

 

4月 9日（火） 

4月 15日（月） 

4月 26日（金） 

令和元年 

5月 

・第 1回役員会         （別府商工会館） 

・南九法青連 役員会         （熊本市） 

5月 13日（月） 

5月 17日（金） 

6月 ・通常総会・研修会 

・（公社）別府法人会 定時総会 

・県法青連 役員会           

6月４日（火） 

 

 

7月 ・第 22回「留学生との交流会」 

 

 

8月 ・県法青連 役員会  

 

 

9月 ・南九連総会             （熊本市） 

・第 2回役員会 

9月 25日（水） 

10月 ・前期税務研修会 

・第２回役員会 

・県法青連 役員会  

 

 

11月 ・租税教室 

・全国青年の集い「大分大会」 

・「税を考える週間行事」 

（小学生税のウルトラクイズ大会）（街頭広報活動） 

 

11月 7日（木）～ 

 

 

12月 ・県法青連 役員会  

 

 

令和 2年 

1月 

 

・第３回役員会 

 

２月 ・後期税務研修会 

・南九青連協青年の集い「鹿児島大会」 

・県法青連 役員会  

 

2月 21日（金） 

 

 

 

 


