
公益社団法人人吉地区法人会 
 

令和４年度 事 業 計 画 書 
自：令和４年４月 １日 

至：令和５年３月３１日 

 
《基本指針・重点事項》 

令和２年７月の豪雨災害から２年を迎えようとしています。現在のところ、ＪＲ肥薩線の再興は

不透明ですが、蒲島郁夫熊本県知事は、民意を踏まえ再興を強く望むことを表明されました。 

一方、ＪＲ九州の青柳俊彦社長は、多額の復旧費や路線維持費を懸念されており、鉄道以外

での輸送手段を提案したいと言及されています。 

他方では、第三セクターの「くまがわ鉄道」が昨年から一部運行を開始し、レールの響きはま

さに復興の足音となり、私たちに勇気と希望を与えてくれています。 

今般、「ＣＳＲ」・「ＳＤＧｓ」など企業の社会貢献を果たす役割が求められています。 

JR も以前は国鉄と呼ばれ国策により民営化されましたが、国営であれば、地域経済と国民生

活を守るために「くまがわ鉄道」と同じく、たとえ赤字路線であっても早期に復興し、運行している

と想像できます。 

新たに就任された金子恭之総務大臣ならびに蒲島郁夫熊本県知事におかれましては国や

県の力添えにご尽力を賜った上で、地元の力を合わせれば、肥薩線の再興が必ず叶うとものと

確信するところです。 

    当会におきましては、昨年度から新規の社会貢献活動として、豪雨災害復興祈念事業「ひと

よしまち燈り」及び「人吉スカイランタン」のイベントにおいて実行委員会に所属して取り組んで

いるところです。 

    令和４年度を迎えるにあたり、新型コロナウイルス感染の１日も早い収束と当該地域の早期の

復興を願い、全国法人会総連合をはじめ傘下の各県連および４４２の単位会の連携のもと本年

度も引き続き、法人会の基本的指針「よき経営者をめざすものの団体」に則り、地域社会に貢

献する公益社団法人として以下の事業を実施致します。 

会員の皆様におかれましては、当会の活動に対し引き続き、ご支援ご協力を賜ります様、よろ

しくお願い申し上げます。 

１．納税意識の高揚を目的とする事業 

２．税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 

３．地域企業の健全な発展に資する事業 



４．地域社会への貢献等を目的とする事業 

５．会員の交流に資する事業 
６．会員の福利厚生等に資する事業 
７．その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

◇公益目的事業１◇ 

○税知識の普及を目的とする事業 

１．税務研修会 

会員および人吉球磨地区の経営者を対象に、様々な税を研修のテーマに取り上げ、税に

関する理解と知識を深めるとともに、正しい税知識を身につけることを目的に開催する。 

      講師は、マネジメント会社から派遣されるテーマに沿った専門講師、人吉税務署職員、南

九州税理士会会員等に依頼して実施する。 

 

   ２．新設法人説明会 

     人吉税務署管内に新たに法人として設立された企業を対象に事業開始に際しての必要な手

続きや法人税法上の留意点等について理解を促すことを目的に人吉税務署との共催で隔年

ごとに開催する。２年以内に設立した全法人を対象に開催情報を郵送して通知する。受講料

は無料、講師は人吉税務署法人課税部門に依頼する。 

 

３．年末調整説明会 

会員および人吉球磨地区の事業所の経理担当者を対象に開催する。受講料は無料、１０

月～１１月にかけて、人吉市および多良木町会場において、計２回にわけて開催する。講師

は、人吉税務署職員に依頼する。 

 

○納税意識の高揚を目的とする事業 

１．第１４回税に関する絵はがきコンクールの実施 

小学校４年生～６年生を対象に公共と税との結び付きや公共物を大切にする心を養

うことを目的に、税金で造られている建物・施設、購入される物品、税金の元で行われ

る仕事等「税」をテーマにした絵はがきの募集活動を実施する。昨年に続き女性部会を

中心に人吉税務署管内のおもに小学校６年生児童を対象として募集活動を実施する。      

応募の中から優れた作品を選び、学校に出向き表彰する。また、受賞作品は当会作成の

広報誌『法人会ニュースひとよし』や当会ならびに公益財団法人全国法人会総連合等

のホームページで紹介するとともに、作品は熊本市内の鶴屋百貨店に展示する。 

    ※人吉税務署長表彰あり。 



   ２．租税教室 小学校・中学校・高校 各３～５回 

人吉球磨地区租税教育推進協議会に依頼のあった人吉球磨地区の小学校・中学校・高

校の中から、５校以上を対象に青年部会、女性部会役員および親会役員が人吉税務署

職員、南九州税理士会人吉支部所属の税理士と同行し開催する。参加児童、生徒数は、

１回あたり概ね１５名～１００名程度である。 

 

３.税に関する作文の募集および表彰 

人吉球磨地区租税教育推進協議会（当会はその賛助会員）は次代を担う人吉税務署

管内の小・中・高の児童生徒を対象に「税」をテーマに実施した『習字』『作文』等

の募集を実施する。人吉球磨地区租税教育推進協議会の活動により、募集案内の各学

校への配布は当会等が実施。このうち税の作文については、当会会長表彰・同青年部

会長表彰・同女性部会長表彰を設けて、応募の中から優れた作品を選び、該当する

小、中、高の学校に出向き表彰する。 

 

４．人吉球磨地区税務関係団体長連絡協議会納税表彰式への参加  

人吉税務署と人吉球磨地区税務関係団体長連絡協議会（当会は会員）は、人吉税務署

管内において税務関係団体の役員等が納税表彰に該当した場合、納税表彰式に参加し、

納税意識の高揚を図る。表彰の対象者は、人吉球磨地区税務関係団体の役員のほか、租

税教育関係者、税務広報関係者である。 

 
５．地域イベントでの『税とふるさとクイズ』ならびに各種納税申告の電子化および財政健全化

のためのジェネリック医薬品の活用推進キャンペーン活動 （共催：人吉間税会） 

１）地域交流・活性化を目的として実施される下記のイベントにおいて郷土愛を育みながら

納税意識の高揚および各種納税申告の電子化および財政健全化のためのジェネリッ

ク医薬品の活用推進キャンペーン活動を実施する。 

①錦町ふるさと祭り（１１月）  ②あさぎり町ウィンターライトフェスティバル（１１月）  

③多良木町えびす祭り（１０月）④水上村えびす祭り（１０月）  

※各種納税申告の電子化および財政健全化のためのジェネリック医薬品の活用推進

キャンペーン活動は管内事業所の量販店の協力を得て実施。 

 

６．熊本県法人会連合会青年部会連絡協議会第１０回「くまもとＺｅｉ税ウォーキング」への参 加 

および健康経営プロジェクトに取り組む。 

   熊本県法人会連合会青年部会連絡協議会は、県内の単位会法人会から募集した小学生



や一般の来場者を対象に健康増進と納税意識の高揚を目的とした標題のイベントを開催。 

本会青年部会は、この事業の構成員として人吉球磨地区の児童生徒を募集して参加する。 

また、本年度より公益財団法人全国法人会総連合青年部会連絡協議会が主導する『財政

健全化のための健康経営プロジェクト』に取り組む。 

（１）第１０回「くまもとＺｅｉ税ウォーキング」 

開催期日：未定 

開催場所：未定 

 

（２）健康経営プロジェクト 

①おもに青年部会会員企業を対象に健康経営宣言書の提出の促進および宣言書に記

載したアクションプランを実践。 

②青年部会によるコロナ禍における健康経営宣言書に記載したアクションプランを実践。 

 

７．広報活動 

①全法連の発行する季刊誌『ほうじん』を配布する。 

②広報誌『法人会ニュ－スひとよし』を年 2 回作成配付する。 

③ホームページによる税情報および事業活動情報の発信 

 

○税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 

１.税制改正の提言活動及び提言書の関係機関への提出 

  当会の税制委員会において『令和５年度税制改正要望書』を作成し、熊本県連税制委員

会へ提出。熊本県連税制委員会は、県内の単位会法人会提出の要望書をとりまとめて公益

財団法人全国法人会総連合へ提出する。さらに同総連合は、各県連から提出された要望書

の最終取りまとめを行い、最終の税制改正要望書を作成する。作成された『令和５年度税制

改正要望書』をもとに公益財団法人全国法人会総連合の役員は各省庁、政府へ要望活動を

実施する。また、当会役員も地元国会議員、人吉市長、 人吉市議会議長へ当該要望書を

持参し、要望内容を伝える活動を行う。 

 

２．租税教育活動のスキルアップ・地域社会貢献活動の活性化を目的とした研修会への参加。 

①第１６回全国女性フォーラムへの参加 

開催期日：令和４年４月１４日（木） 

開催場所：ツインメッセ静 岡 （ 静 岡 県 静 岡 市 ）  



記念講演：別 所 哲 也 氏 （ 俳 優 ）  

参加数 ：１６００名（当会２名参加） 

 

②熊本県法連青連協第３２回青年の集いの開催 

開催期日：令和４年９月９日（金）予定 

開催場所：清流山水花あゆの里（人吉市） 

内   容：租税教育活動プレゼンテーション等 

 

③第３８回法人会全国大会への参加 

開催期日：令和４年１０月１３日（木） 

開催場所：千葉幕 張 メッセ（ 千 葉 県 ）  

 

④南九州法人会女性部会連絡協議会第１５回女性の集いへの参加 

開催期日：令和４年１１月８日（火） 

開催場所：熊本ホテルキャッスル（熊本市） 

 

⑤熊本県法女連協第1８回女性の集いへの参加 

開催期日：令和４年１１月１６日（水） 

開催場所：八 代 ホワイトパレス（ 八 代 市 ）  

 

⑥第３６回法人会全国青年の集いへの参加 

開催期日：令和４年１１月２５日（金） 

開催場所：沖縄市 体 育 館 ・ 沖 縄 アリーナ（ 沖 縄 県 沖 縄 市 ）  

 

⑦南九州法人会青年部会連絡協議会第２３回青年の集いへの参加 

開催期日：令和５年３月３日（金） 

開催場所：宮崎観光ホテル（宮崎市） 

 

◇公益目的事業２◇ 

○地域企業の健全な発展に資する事業 

１．新入社員戦力化セミナーの開催 

人吉球磨地区の全法人を対象に２年以内に新規採用された従業員を対象として地域企



業の健全な発展を目的に、人吉商工会議所との共催で開催する。 

 

２．経営支援・自己啓発セミナーの開催（共催：人吉間税会） 

法人会会員ならびに人吉球磨地区の地域住民を対象に地域企業の健全な発展および地

域住民の自己啓発を目的に開催する。また、インターネットを活用した経営支援のセミナーを

配信する。 

 

○地域社会貢献事業 

１．献血キャンペーン活動の実施。（共催：人吉間税会） 

   献血者数は、今後、減少化の傾向にあり、日本赤十字社の推計によると、近い将来、１２４

万人分もの血液が不足する。一般社団法人熊本県法人会連合会では、熊本県赤十字血液

センターと連携をとり、県下２０００名を目標に献血キャンペーンを実施する。当会において

は、青年部会、女性部会が主体となり、人吉中央ロータリークラブ・人吉商工会議所青年部・

人吉球磨 JC 人吉球磨車輌整備組合等の団体と連携して実施する。 

 

２．ツクシイバラ第１４回フォトコンテスト（絵手紙コンテスト）の開催 

ツクシイバラは、熊本県指定絶滅危惧種に指定され、人吉球磨地区は世界でも有数

の群生地である。バラの原種である『ツクシイバラ』の保護と観光振興を目的にフォ

トコンテスト・絵手紙コンテストを開催。出品された作品（写真・葉書）は、錦町・

人吉市内の展示場に展示し、訪れる観光客に『ツクシイバラ』の魅力を伝え観光振興

を図る。 

 

３．第１１回ふるさと歴史発見セミナーの開催 

会員および非会員を対象とし観光振興を図ることを目的に開催。人吉球磨地区の歴

史や文化を学び、その様子をホームページや広報誌に掲載して人吉球磨の魅力を配信

する。 

  開催時期：未定 

  開催場所:未定  

講師ガイド：未定 

 

４．講演会の開催及び支援 

（１）第２２回新春公開講演会の開催 



人吉球磨地区税務関係団体長連絡協議会（当会は会員）主催により、人吉球磨地区の法

人・個人事業所及び一般市民を対象として社会貢献、地域住民の自己啓発ならびに地域お

こしを目的に開催する。 

 

（２）特別合同講演会の開催を後援する 

人吉球磨地区の法人・個人事業所を対象に地域企業の健全な発展および地域住民の自

己啓発を目的に、人吉商工会議所、熊本県南地区商工会が共催して開催する。当会は後援。 

 

５．いちごプロジェクトの推進活動 

  東日本大震災の影響による供給電力の大幅な減少に対し、家庭や職場における電力需

要ピーク時間帯の使用電力の削減要請に応えるため、政府が掲げる節電目標１５「いち

ご」％削減に由来した「いちごプロジェクト」活動として節電の啓蒙を推進する。 

この「いちごプロジェクト」の取り組みは、公益財団法人全国法人会総連合で発足さ

れ、本会を含む熊本県下法人会の大部分が推進している。本会では、７～９月、１２～

３月の電力需要ピーク時に節電し、緊急・計画停電を回避させるため、その取組要請

を、本会の広報誌・ホームページに掲載して周知するとともに会員のみならず一般市民

にも広く呼び掛ける。 

 

６．第１８回ひとよし温泉春風マラソン支援 

ひとよし温泉春風マラソン実行委員会主催。当会青年部会は同大会実行委員会

に所属し、人吉市、人吉市教育委員会、人吉商工会議所、一般社団法人人吉温泉

観光協会、NPO 法人人吉市体育協会、人吉市陸上競技協会が共催する標題のマラ

ソン大会にボランティアスタッフとして参加協力する。 

    

７.知的障がい者陸上競技大会（チャレンジカップ）の協力（地域イベントへの協力） 

当会は、当該大会の協力団体として参加。知的障がい者陸上競技大会（チャレンジカ

ップ）にボランティアスタッフとして下記の団体とともに参加支援する。 

・主催：人吉ロータリークラブ 

・共催：水俣ロータリークラブ・多良木ロータリークラブ・芦北ロータリークラ

ブ・人吉中央ロータリークラブ 

・協力：人吉市陸上競技協会・球磨郡陸上競技協会郡市内高等学校・後援 特定非営

利活動法人スペシャルオリンピックス日本熊本・当会 
       
 



８.日本遺産巡りサイクリング in 人吉球磨への協力 

      人吉球磨は平成２７年４月に相良氏の７００年にわたる歴史が物語るストーリーと国宝

青井神社 をはじめ現存する文化財郡が熊本県第１号の日本遺産に認定された。これ

を契機に「日本遺産巡りサイクリング in 人吉球磨実行委員会」は、人吉球磨の魅力を伝

えることを目的とした同イベントを開催している。当会も同実行委員会に所属している。 

     

９.女性部会コーラスサークルによる地域イベントへの参加。 

 

１０.令和 2 年７月豪雨災害復興祈念事業 「ひとよしまち燈り」への協力 

ひとよしまち燈り実行委員会が開催する「ひとよしまち燈り」の地域おこしイベントに協力団

体として参加する。 

    

１１. ひとよしスカイランタンフェスティバル 

令和２年７月豪雨災害からの復興を祈念し、同イベントを開催。当会も実行委員会に所属

して、この事業にボランティアスタッフとして参加支援する。 

主催：人吉スカイランタン実行委員 

後援：熊本県・人吉市・一般社団法人人吉温泉観光協会・ひとよし温泉女将の会さくら会 

人吉温泉飲食組合・人吉ロータリークラブ・人吉中央ロータリークラブ等 

 

◇共益事業 その他◇ 

○会員の交流に資する事業 

１．会員企業・地元の有識者を講師とした役員研修会を開催 

２．第２２回熊本県法連青連協単位会対抗チャリティーゴルフ大会の開催（球磨 C.C） 

３．第２３回熊本県法連青連協スポーツ大会への参加 

４．第３０回熊本県法人会連合会チャリティーゴルフ大会への参加 

５．第２２回人吉球磨地区税務関係団体新年会（人吉球磨地区税務関係団体主催） 

   ６．女性部会によるコーラスサークルの実施。 

 

◇福利厚生事業◇ 

 令和４年度の財団法人全国法人会総連合および一般社団法人熊本県法人会連合会の事業計

画に準じ当会福利厚生制度の推進を図る。 

 



◇会議関係◇ 

１．通常総会の開催 

２．執行部会議（五役会議）の開催 

３．役員会の開催 

４．委員会の開催 （総務委員会・税制委員会・広報委員会・組織委員会・事業研修委員会・厚

生委員会） 

５．支部役員会、青年部会役員会、女性部会役員会、事務局会議の開催 

６．人吉球磨地区税務関係団体長連絡協議会への出席 

７．県連が召集する理事会・各委員会・福利厚生制度連絡協議会・専務理事等会議への出席 

８．人吉球磨地区租税教育推進協議会への出席（賛助会員） 

９．青年部会・女性部会会員総会の開催 

１０．支部懇談会・事業報告会の開催 

 

◇その他◇ 

１． 南九州税理士会人吉支部第３８回通常総会 

２． 人吉間税会第４９回通常総会 

３． 人吉球磨地区納税貯蓄組合連合会第５４回定期総会 

４． 人吉市新年名刺交換会 

５． ひとよし温泉マラソン大会実行委員会 

６． 人吉スカイランタン事業実行委員会 


