
 

 

第８回	 定時総会議案書  
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公益社団法人	 佐賀法人会  



第８回	 	 定時総会次第	 

	 

	 

第Ⅰ部	 定時総会（１４：００～１５：２０）	 

１．開会のことば	 

２．来賓紹介	 

	 	 ３．会長あいさつ	 

	 	 ４．定足数の確認	 

	 	 ５．議長選出	 

	 	 ６．議事録署名人選出	 

	 	 ７．議	 事	 

	 	 	 （１）報告事項（理事会承認事項）	 

	 	 	 	 	 ①平成３０年度事業報告	 

	 	 	 	 	 ②令和元年度事業計画及び収支予算書報告	 

	 	 	 （２）議案審議	 

	 	 	 	 	 第 1 号議案	 	 平成３０年度決算承認の件	 

	 	 	 	 	 第２号議案	 	 任期満了に伴う役員改選の件	 

	 	 	 ８．法人会功労者表彰	 

	 	 ９．会員増強功労者表彰	 

１０．研修活動多参加褒賞授与	 

１１．来賓祝辞	 

１２．閉会のことば	 

第Ⅱ部	 講	 演（１５：３０～１７：００）	 

	 	 	 	 	 	 講	 師	 ジャーナリスト、高知大学客員教授	 河合	 雅司	 氏	 

演	 題	 「未来の年表	 人口減少日本で起きる事」	 

	 



総会報告事項	 １	 平成３０年度事業報告 
 

平成３０年度事業報告  

Ⅰ．はじめに	 

	 	 佐賀法人会は、法人会の原点である「税」に関する事業に軸足を置き、税知識の普

及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、適正・公平な申告納税

制度の維持・発展に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献するこ

とを目的とした事業を行ってきた。	 

公益事業については、税務当局や九州北部税理士会の協力により税に関する研修会

の開催、又、青年部会と女性部会が中心となり租税教室の開催及び税に関する絵はが

きコンク－ルの実施など将来を担う子供達が「税の大切さ」や「税の果たす役割」を

学習する租税教育の推進を行った。	 

また、チャリティーバザーの開催やアルモニア管弦楽団員による演奏会、及びＪＲ

佐賀駅「旅の図書館」へ古本の寄贈など、地域社会への貢献活動も例年同様実施した。	 

このような事業活動により公益目的事業比率は６３．０％となり基準を達成するこ

とができた。	 

詳細については以下の通りである。	 

 
Ⅱ．事業報告	 

１．税制、税務に関する調査研究並びに提言、税知識の普及と納税意識の高揚を

目的と	 

	 する事業	 （公１）	 

	 （１）税制、税務に関する調査研究並びに提言事業	 

	 	 	 ①平成３１年度税制改正の提言活動 
	 	 	 	 	 全法連が作成した税制改正提言に関するアンケートを実施して役員と税制委 
	 	 	 	 員の２４名から得た回答を集約して、佐賀法人会の「平成３１年度税制改正の提 
	 	 	 	 言事項」を纏め、県連税制委員会を経て全法連へ提出した。提言書は全法連の理 
	 	 	 	 事会の承認を受け、１０月１１日の全国大会「鳥取大会」で発表された。 
	 	 	 	 	 全法連は政府、各政党へ提言を行い、当会は、地元選出の国会議員、知事、県

議会議長及び佐賀・多久・小城市の市長、各市議会議長へ１１月２０日に提言活

動を行った。 
 
	 （２）税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業	 

	 	 	 ①税知識の普及	 

	 	 	 Ａ	 税の啓発用冊子「タックスフント」を租税教室に参加した小学６年生全員に	 

	 	 	 	 	 配付した。配賦冊数	 ３０９冊	 



 

	 	 	 Ｂ	 地域行事において行う税金クイズ大会	 

	 「田舎と都市のふれあい祭り」クイズ大会（三瀬小グランド）	 

	 	 	 	 	 	 三瀬支部は毎年「田舎と都市のふれあい祭り」のイベントとして「税金クイ

ズ大会」を実施しているが、本年度は１０月２８日に実施した。 
	 Ｃ	 租税教室 

	 	 	 	 	 青年部会は、次世代を担う子供たちに税金の使われ方や大切さを知ってもらう

ため、小学６年生及び中学校を対象に租税教室を開催した。 
	 	 	 	 ・	 ７月	 ９日	 松梅中学校	 	 	 ２４名 
	 	 	 	 ・１２月１１日	 富士小学校	 	 	 １６名 

・	 １２月１３日	 桜岡小学校  	 	 ７５名 
・	 １２月１７日	 本庄小学校	 	 	 ８７名 
・	 １２月１８日	 神野小学校	 	 １３１名 
・	 	 ２月１３日	 成頴中学校	 	 	 ７６名 

	 	 	 Ｄ	 税に関する絵はがきコンクール 
	 	 	 	 	 女性部会は、租税教室で学んだ税金の使われ方や大切さを絵や文字で絵はがき 
	 	 	 	 に描いてもらう「税に関する絵はがきコンクール」を実施した。佐賀県教育関係

の美術教論を審査員に迎え、会長賞１点、佐賀税務署長賞１点、青年部会長賞４

点、女性部会長賞４点、入賞３１点の優秀作品を選び、入賞以上の入選者には図

書券、応募者全員に参加賞、学校に記念品を贈呈した。応募者の入賞作品は佐賀

税務署及び佐賀銀行本店営業部１階ロビーに展示した。 
	 	 	 	 ・富士小学校	 	 応募者	 	 １６名 
	 	 	 	 ・金立小学校	 	 	 〃	 	 	 ３７名 
	 	 	 	 ・本庄小学校	 	 	 〃	 	 	 ８７名 
	 	 	 	 ・神野小学校	 	 	 〃	 	 １３１名 
	 	 	 ②納税意識の高揚 
	 	 	 Ａ	 税務研修会の開催 
	 	 	 	 ア	 決算事務説明会 
	 	 	 	 	 	 実務的な面から税についての知識を深めるため、決算月を迎えた法人を対象 
	 	 	 	 	 に実施し、講師は佐賀税務署法人課税担当官が行った。 
	 	 	 	 	 ・	 ５月１８日	 	 ２６名（一般企業参加０社） 
	 	 	 	 	 ・	 ８月２１日	 	 ２１名（	 	 	 〃	 	 ０社） 
	 	 	 	 	 ・１０月２５日	 	 ２７名（	 	 	 〃	 	 ０社） 
	 	 	 	 	 ・	 ２月	 ７日	 １０１名（	 	 	 〃	 	 ０社） 
	 	 	 	 イ	 新設法人説明会 
	 	 	 	 	 	 管内に新たに設立された全法人を対象に法人消費税の概要、源泉徴収義務、 
	 	 	 	 	 印紙税，消費税等についての説明を佐賀税務署の各担当官が行い、当会が法人 
	 	 	 	 	 会への入会勧奨を行った。 



 

	 	 	 	 	 １０月１９日	 新設法人２３社（うち一般２６名） 
	 	 	 	 ウ	 税を考える週間行事 
	 	 	 	 	 	 １１月１１日～１７日間の「税を考える週間」行事として、合同研修会を開

催した。 
	 	 	 	 	 ・青年部会・女性部会合同研修会（講師	 佐賀税務署長） 
	 	 	 	 	 	 １１月２１日	 参加者	 ４０名	 （うち一般参加１７名） 
	 	 	 	 エ  支部合同研修会 
	 	 	 	 	 	 	 消費税率変更や軽減税率の導入が延期されるなど平成３０年度は大きな

税制改正はなかったが、「平成３０年度税制改正ならびに自主点検チェック

シートの効果的な活用について」のテーマで全支部合同研修会を開催した。 
	 	 	 	 	 	 ９月２６日	 参加者４７名（一般０）	  
 
	 	 	 Ｂ	 広報誌（税の広報に係わる分に限る）発行事業 
	 	 	 	 	 	 広報誌「ほうじん佐賀」は、税務署の広報を主とする「税のページ」をはじ 
	 	 	 	 	 め社会貢献活動や研修活動など税の普及や高揚を目的とする事業を掲載して 
	 	 	 	 	 いる。年間４回、各３，０００部を発行し、会員始め管内４３公民館（各１０

部）、佐賀税務署（１００部）、税理士会佐賀支部（１００部）、及び金融機関

（佐賀銀行１５本支店各５部・７出張所各３部、佐賀信用金庫１３本支店各３

部、佐賀共栄銀行１４本支店各３部）を配付した。 
	 	 	 Ｃ	 「ｅ－Ｔａｘ」の普及推進 
	 	 	 	 ア	 広報誌「ほうじん佐賀」に「ｅ－Ｔａｘ」広告を掲載。 
	 	 	 	 イ	 決算事務説明会で国税庁作成の「ｅ－Ｔａｘ」チラシを参加者１７５名に配 

付。 
	 	 	 Ｄ	 佐賀県納税貯蓄組合連合会が「中学生の税についての作文募集」事業で応募し 
	 	 	 	 	 た全中学校にサッカーボールを寄贈する資金として１０万円を寄贈した。 
 

2．地域社会への貢献並びに地域企業の健全な発展を目的とする事業	 （公２）  
（１）地域社会への貢献事業 
	 	 	 ①アルモニア管弦楽団演奏会を実施	 

	 	 	 	 	 管内の小・中学校の児童・生徒を対象に、１０名余で編成したアルモニア管弦

楽団による約１時間の演奏会を開催した。演奏会の前には佐賀税務署より税金の

話を１０分間行っている。	 

	 	 	 ・１１月	 １日	 	 金立小学校	 	 	 	 	 １０：３５～	 	 児童数	 	 ２２７名	 

	 	 	 ・	 〃	 １８日	 	 松梅小中一貫校	 	 	 	 １４：００～	 	 	 〃	 外	 ２３０名	 

	 	 	 ②チャリティーバザー 
	 	 	 	 	 会員企業から寄贈されたバザー品を販売し、収益金は社会福祉事業へ寄付する

チャリティーバサーを開催した。商品は６８社から８６０点が提供された。 



 

	 	 	 ・１０月	 ６日	 売上金２０１,０００円（会場	 イオンモール佐賀大和） 
	 	 	 	 バザー売上金の累計額は６６４万３，４９６円となった。 
	 	 	 ・１２月	 ５日	 児童福祉施設「乳児院みどり園」へ収益金２０１,０００円を寄贈

した。 
	 	 	 ③ＪＲ佐賀駅「旅の図書館」へ古本の寄贈	 

	 	 	 	 	 ＪＲ利用者が自由に借りることができるＪＲ佐賀駅の「旅の図書館」へ、会員

企業やその家族から寄せられた古本を寄贈した。今年度も佐賀税務署等の団体か

らも集めて頂きました。又、古本を直接佐賀駅へ持参するなど会員外から善意の

寄贈も増えている。	 

今年度は９００冊を１２月５日に青年部会副部会長・女性部会長が佐賀駅長に

手渡した。これまで贈呈した古本は累計で１８,８００冊となった。 
	 	 	 ④新作カレンダーバザー展	 

	 	 	 	 	 佐賀県連が佐賀県赤い羽根共同募金会に協力して行う「新作カレンダーバザー	 

	 	 	 	 展」に、会員企業やその家族、一般から提供された新年のカレンダー・ダイアリ

ーを共同募金会に寄贈した。県内法人会他企業も合わせ総計では１１５社２,５１

１点（うち佐賀法人会の５６社、１，１４３点）が１２月２２日にはイオンモール

佐賀大和、１２月２３日には県社会福祉会館で販売された。収益金の１７９,９３

１円は歳末たすけあい運動の募金額に加算され、３１２万円が県内１２８の福祉施

設に寄贈された。	 

	 	 	 ⑤講演会・セミナーの開催 
	 	 	  	 地域の一般市民に文化・芸術等の鑑賞機会や政治経済情勢の認識機会を提供す

る目的の講演会・セミナーを６回開催、参加者は４，８９６名（うち一般参加４,
３８０名）となった。 

	 	 	  	 講演会等の開催はホームページ、新聞広告等に予告掲載して広く参加を呼びか
けた。佐賀法人会のＨＰにオンデマンド（インタ－ネットセミナ－）を掲載して

いるが、毎月３３０件程のアクセスがあっている。 
 
（２）地域企業の健全な発展を目的とする事業	 

	 	 	 	 	 ①新社会人研修 
	 	 	  	  中小企業を支える人材育成事業として「新社会人研修」を開催し、研修インス

トラクターの指導によるグループ実習、ビジネスマナー、実務文書作成等を研修

した。 
	 	 	    ４月５日、６日	 参加者１２０名	 （一般	 ０名） 
	   	 ②簿記スクール 
	 	 	  	 申告納税制度の推進は正しい記帳や経理ができる人材を育てることであり、３

日間に亘る「簿記スクール」を開催した。今年度は会場を変更し佐賀市立図書館

で実施。簿記３級程度の内容に参加者は熱心に取り組んだ。 



 

	 	    	 ７月４日～６日	 参加者４８名（うち一般０名）（講師	 税理士） 
	   	 ③パソコン講座 
	 	 	   	 企業経営者及び役職員を対象に、実務に合ったパソコン操作の習得と「e-Tax」 
	 	   	 の普及の前段としてのパソコン研修を目的として専門講師による講座を開催し

た。 
	 	 	 ・はじめてエクセルコース	 	 	 ８月（３日間）	 参加者１２名（一般０） 

・エクセル事務処理向上コース	 ９月（３日間）	 参加者１５名（一般０） 
 
	 ３．会員のための福利厚生事業	 （他１）	 

	 	 	 	 会員企業の福利厚生制度を支援する保険事業の推進並びに企業保全を目的とした制 
	 	 	 度普及のため、厚生委員会推進会議を１回開催し、紹介運動の実施及び事業計画の徹底 
	 	 	 を図った。また、年４回発行の広報誌には受託３社の広告を毎回掲載し、受託会社の依 
	 	 	 頼に応じて制度商品のチラシ・パンフレットを広報誌発送とともに郵送した。 
	 	 	 主な会員向けの福利厚生制度と実績は以下のとおり。	 

   （１）経営者大型保障制度の普及推進	 

	 	 	 	 経営者や従業員の病気・事故による死亡・高度障害・入院等を国内外を問わず保	 

	 	 	 障する大同生命保険㈱・ＡＩＧ損害保険㈱の保険制度。	 

	 	 	 	 平成３１年３月末の加入数は５９３件であり、前年比５件の減少となった。	 

	 （２）ビジネスガードの普及推進	 

	 	 	 	 「ハイパー任意労災」（政府労災保険の上乗せ保険）、「ＳＴＡＲｓ」（事業総合賠	 

	 	 	 償責任保険）、「プロパティーガード」（災害補償企業財産保険）及び本年度から取

り扱いを開始した「ビジネスガ－ドＡＵＴＯ」（自動車保険）からなるＡＩＧ損害

保険㈱の保険制度。	 

	 	 	 	 平成３１年３月末の加入数は４０４件で前年より６８件増加した。	 

	 （３）がん保険制度・医療保険制度の普及推進	 

	 	 	 	 経営者・従業員の「がん保険Ｄａｙｓ」、医療保険「新ＥＶＥＲ」等、アフラッ	 

	 	 	 ク生命保険（株）の保険制度。	 

	 	 	 	 がん及び医療保険制度の平成３１年３月末の加入数は合計で５９４件、前年比	 

２件の増加となった。	 

	 	 	 	 以上の福利厚生制度の平成３０年４月から３月までの受託会社３社に加入する	 

	 	 	 佐賀法人会会員制度保険年間保険料収入は、前年比１００．７％となり、金額では

６，７７９千円の増収となった。	 

	 （４）「貸倒保証制度」（取引信用保険）の普及推進	 

	 	 	 	 「貸倒保証制度」は佐賀県連と三井住友海上火災保険㈱が提携した法人会専用の

緊急保証が得られる損害保険であり、会員企業の支援に繋がる制度として推進して

いる。景気の回復に伴い企業倒産の減少が要因で昨年より契約企業は無い状況。	 

	 	 	 	 



 

	 

	 

４．会員支援のための親睦・交流等に関する事業	 （他２）	 

（１）会員親睦事業	 

	 	 	 	 ①「会員の夕べ」	 

	 	 	 	 	 会員間の親睦を図るため「会員の夕べ」を開催し、「恵比寿ＤＥまちづくりネッ

トワーク」代表	 村井禮仁氏による講演会、オールドライダーズの演奏会、税金

クイズ大会を開催した。 
２月１５日	 参加者１１０名（うち一般０名） 

	   	 ②全体役員協議会 
	 	 	  	 当会役員、委員会委員、青年・女性部会役員並びに支部役員等が年度中の活動、 
	 	   	 重点施策等について意見交換し、目標実現への意思統一を図るため開催した。 
	 	   	 ９月２０日	 参加者７２名 
	 	   ③県連女性部会視察研修への参加 
	 	 	   	 佐賀県連の主催する視察研修会に佐賀法人会女性部会役員中心に１２名が参

加した。金子社長の講話と結婚式場のおもてなしを体験した。 
	 	 １０月２９日	 参加者１２名	 

	 	 視察先	 アイ・ケイ・ケイ株式会社（博多の森ララシャンス）他	 

④女性部会視察研修会 
	 	 	 	   企業視察先の訪問及び経営者との面談などで視野を広めるために実施してい

る。今年度は博多座を訪問。日本伝統文化である歌舞伎を鑑賞した。 
	 	 １１月１４日	 参加者１５名	 

	 	 視察先	 博多座他	 

⑤青年部会・女性部会交流会 
	 	 	 	   「税を考える週間」の行事として、青年部会、女性部会が合同で講演会、交流

会を開催して相互の親睦を図った。	 

１１月２１日	 参加者４０名	 （うち一般参加１７名） 
（２）会員増強策事業	 

	 	 	 ①支部役員会の開催 
	 	 	 	 支部役員による会員増強会議と親睦のための交流会を年１回開催している。 
	 	  	 会員増強運動は支部毎の目標を設定して加入促進を図り、目標を達成した支部及

び個人を表彰している。	 

	 	 	 	 支部役員会の開催	 

・１０月２４日	 赤松・城東・城南・循誘支部（合同）役員１１名	 

・１１月	 ８日	 神野・鍋島・昭栄・城西支部（合同）役員１５名	 

	 ・１１月	 ８日	 小城支部	 役員６名	 

・１１月	 ９日	 城北支部	 役員５名	 



 

・１１月１２日	 勧興支部	 役員７名	 

	 	 	 ・１１月１９日	 勧興支部（2 回目）役員７名	 

・１１月２７日	 大和・富士・三瀬支部（合同）役員３名	 

・１１月２９日	 多久支部	 役員５名	 

	 	 	 ・１１月３０日	 牛津・久保田支部（合同）役員７名	 

	 	 	 ・１２月	 ３日	 勧興支部（３回目）役員７名	 

	 	 	 ・１２月１０日	 小城支部（２回目）役員５名	 

・１２月２１日	 城東支部（２回目）役員３名	 

	 	 	 	 ２０支部のうち１７支部が役員会（勧興支部は３回）を開催し、会議終了後に親	 

	 	 	 	 	 睦・交流を図るための食事会をそれぞれの支部で行った。	 

	 	 	 	 ②会員増強運動	 

	 	 	 	 	 	 ９月から１２月末までの４ヵ月間、５０社を入会目標として会員増強運動を展

開した。５１社の入会、目標達成率は１００．２％となった。期間中の退会が２

社あり純増は４９社であった。今年度の支部別勧奨結果は、赤松支部が目標３社

に対し入会１７社で、勧興支部が１３社の獲得。９年連続の目標達成となった。

その外、小城支部が８社、城北支部が７社、神野支部が７社、昭栄支部６社、城

東支部５社、鍋島支部４社、又、諸富支部、富士支部もそれぞれ目標を達成した。	 

	 	 	 	 ③年間の会員数	 

	 	 	 	 	 	 年間では７３社の入会、退会２３社で前年比５０社の増加。平成３１年３月末

の会員数は２,０２９社（個人除く）となり加入率は４４．２％となった。	 

	 	 	 	 ④表彰事業 
	 	 	   	 年間会員増強功労者として団体部門では赤松支部、勧興支部、小城支部、城北

支部、神野支部、昭栄支部、城東支部の７支部が該当する。個人部門では６名が

表彰されることになった。 
 
５．その他の事業  
（１）総会・諸会議の開催 
	 	 	 	 	 Ａ	 定時総会・定時大会の開催	 

	 	 	 	 ・５月２９日	 第	 ７回公益社団法人佐賀法人会定時総会	 

	 	 	 	 ・６月１５日	 第３７回青年部会定時大会	 

	 	 	 	 ・６月１５日	 第２５回女性部会定時大会	 

	 	 	 	 	 Ｂ	 諸会議の開催	 

	 	 	 	 	 	 	 理事会３回、総務委員会４回、会員拡大会議１回、税制委員会１回、厚生委員

会１回、事業研修委員会３回、広報委員会４回、組織委員会１回，青年部会役

員会３回、女性部会役員会３回	 	 

（２）全法連全国大会、九北連総会、県連総会への参加	 

	 	 	 	 ・	 ４月１２日	 	 全法連女性フォーラム「山梨大会」	 参加者４名	 



 

	 	 	 	 ・	 ６月２１日	 	 佐賀県連定時総会	 参加者１３名	 

・	 ８月３１日	 	 九北連定時総会	 	 参加者５名	 	 

	 	 	 	 ・１０月１１日	 	 全法連全国大会「鳥取大会」	 参加者４名	 

	 	 	 	 ・１１月	 ８、９日	 	 全法連青年の集い「岐阜大会」	 参加者４名	 

（３）九北連、県連等会議への出席	 

	 	 	 	 ・県連会議１１回、担当役員又は委員長が出席	 

	 	 	 	 ・九北連青連協役員会２回、九北連女連協役員会２回、役員が出席	 

	 

Ⅲ．会務の運営	 

	 １．事務局運営	 

	 	 	 	 	 全法連が主催する事務局セミナー及び県内事務局会議には専務理事、事務職員が

必要に応じ出席し、法人会運営について協議するとともに情報収集を図った。又、

経費の支払いをインターネットバンキングで行うなど、事務の効率化に努めた。	 



	 	 事業報告附属明細書 
	 

	 Ⅰ．税務研修・講演会・経営セミナー等の実施	 

種	 	 類	 
平成３０年度参加者（単位	 人）	 前年(会員・一般区別なし)	 

増	 減	 
会	 員	 一	 般	 計	 会	 員	 一	 般	 計	 

税務関連	 245	 43	 288	 －	 －	 312	 △24	 	 

地域企業発展	 195	 	 0	 195	 －	 －	 269	 △74	 

経済・政治	 576	 4,423	 4,999	 －	 －	 4,874	 125	 

その他	 0	 0	 0	 －	 －	 0	 0	 

合計	 1,016	 4,466	 5,482	 －	 －	 5,455	 27	 

	 

	 Ⅱ．大型保障制度実績表	 

	 	 １．主要保険種類別加入状況	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （平成３１年３月末現在）	 

制	 度	 名	 加入数	 加入率	 前年実績	 前年率	 前年比	 

経営者大型保障制度	 593	 30.1	 598	 30.0	 △5	 

ビジネスガード	 404	 20.5	 336	 16.0	 68	 

がん保険制度	 	 390	 19.8	 396	 19.9	 △6	 

医療保険制度	 204	 10.4	 196	 9.8	 8	 

	 	 	 	 ※加入率の分母となる会員数は平成３０年１２月末現在の２,０２１社（正会員）	 

	 

	 	 ２．受託３社福利厚生制度保険の年間保険料収入（平成３０年４～３月）（単位千円）	 

	 	 平	 成 30	 年	 度	 実	 績	 	 	 前	 年	 実	 績	 	 	 増	 	 	 減	 	 	 前	 	 年	 	 比	 

1,131,179	 1,105,023	 6,780	 102.4％	 

	 	 	 	 	 

 
Ⅲ．会員の推移 

	 	 １．会員推移（個人会員含む）	 	 	 	 	 	 	 	 （所管数は平成３０年１２月末現在）	 

年度	 期首	 入会	 退会	 3 月末	 増減	 所管数	 加入率	 

29	 1,994	 62	 53	 2,003	 9	 4,705	 42.6	 

30	 2,003	 75	 23	 2,055	 52	 4,586	 44.8	 

 



Ⅳ.	 事業

１．税に関する事業

開催年月日

30.11.20

２．社会貢献活動

開催年月日

30.	 7.	 9 租税教室24名 松梅校中学部

	 	 	 30.10.	 6 チャリティーバザー イオンモール佐賀大和

30.10.28

30.11.	 1 アルモニア管弦楽団演奏会　児童227名 金立小学校

30.11.18

30.12.	 5

〃

30.12.11 富士小学校

30.12.13

30.12.17 本庄小学校

30.12.18 神野小学校

30.12.22 新作カレンダーバザー展（県連）　1,143点提供 イオンモール佐賀大和

30.12.23 　　　　　　　〃 佐賀県社会福祉会館

31.2.13 租税教室76名 成頴中学校

31.	 2.18 税に関する絵はがきコンクール表彰式　131点出品 神野小学校

31.	 2.27 　　　　　　　〃　　　　　　	 　　　	 	 87点出品 本庄小学校

31.	 2.26 　　　　　　　〃　　　　　　　　　	 	 	 37点出品 金立小学校

31.	 2.27 　　　　　　　〃　　　　　　	 　　　	 	 16点出品 富士小学校

３．広報活動

実施年月日 発行番号 発行部数

30.	 4.	 1 №134 3,100

　

30.	 7.	 1 №135 3,000

　特集「幕末佐賀藩の人材育成」

全会員

　特集「鍋島直正のイメージ」

　会員のページ

	 　　　　　代表取締役社長　宮原　和弘	 氏

事	 業	 名 内　　　　　容

税制改正提言活動 平成31年度税制改正要望事項について、地元国会議員及び佐賀県知事、県議会
議長、佐賀・多久・小城市の市長、議長へ提言活動。

内　　　　　容

ＪＲ佐賀駅

事　　業　　名 場　所

ＪＲ佐賀駅「旅の図書館」古本贈呈式　900冊

松梅小中一貫校

三瀬小学校グランド

　　　　　〃　　　　　　　児童	 80名　地域住民150名

三瀬支部「田舎と都市のふれあい祭り」税金クイズ大会　

配布先

チャリティーバザー収益金201,000円を

桜岡小学校租税教室75名

　　　　　　　　　　児童福祉施設「乳児院みどり園」に寄付
児童福祉施設「乳児院みどり園」

租税教室・税に関する絵はがきコンクール　16名

租税教室・税に関する絵はがきコンクール　87名

租税教室・税に関する絵はがきコンクール　131名

	 	 税に関するページ「消費税の軽減税率制度が実施」

　健康について「一生うごける体づくり」（腰	 編）

　　　　　　　　　　　コンクール優秀作品紹介他」

　健康について　「一生うごける体づくり」（基本編）

　　　　　　専務取締役	 	 古賀　光則	 氏

　企業最前線　　福博印刷㈱　

会報（ほうじん佐賀）

　	 「第7回佐賀法人会定時総会開催、講演会、研修会他」

　会員のページ「税に関する絵はがき

　企業最前線　貸衣装専門店　花古賀

全会員

　　　　　　　－人を大切にする「御賢君」

会報（ほうじん佐賀）

	 	 税に関するページ「大法人についてe-Taxが義務化」



実施年月日 発行番号 発行部数

30.11.	 1 №136 3,000

31.	 1.	 1 №137 3,000

30.4～31.3

30.	 4.	 1 №700 2,100

30.	 7.	 1 №701 2,100

30.11.	 1 №702 2,100

31.	 1.	 1 №703 2,100

４．研修活動

（１）講演会

開催年月日

30.	 5.29

30.	 6.10 会員 55

一般 1,600

30.10.18 会員 60

一般 43

30.12.16 会員 100

（佐賀新聞社Begin講演会に協力） 一般 1,400

「笑いある人生」 落語家

江上　剛　氏

全会員

　　　　　　代表取締役社長　川島　大門	 氏

　企業最前線　㈱中村電機製作所

「起死回生ー時代を生き抜く経営力ー」

　　　　　〃　　　　　新年号

　会員のページ

全法連発行「ほうじん」春

　　　平成31年度税制改正に関する提言事項他」

全会員

三遊亭　円楽　師匠

　会員のページ

ホームページ毎月更新

研究テーマ

会報（ほうじん佐賀）

作家

　企業最前線　　五誠機械産業㈱

（総会講演会）

内　　　　　容

代表取締役社長	 	 中村　直紀	 氏

　健康について「風通しの良い関係づくりの３か条」

全会員

（佐賀新聞社Begin講演会に協力） 　　　　　　　　　　　平野　レミ　氏

「新幹線清掃チームのやる気改革」

　特集「明治という新時代、北へ南へ佐賀人が道を拓いた」

	 	 税に関するページ

料理愛好家・シャンソン歌手「ワンダフル人生」

　　「税の提言活動、租税教室、絵はがきコンク－ル審査他	 」

	 	 税に関するページ

会員 150

〃

　　　　　〃　　　　　夏

　　　　　〃　　　　　秋

講　　師

合同会社おもてなし創造カンパニー

矢部　輝夫　氏

参加人数

　　　　　一般財団法人　佐賀県産業医学協会

〃

　特集　佐賀の≪七賢人≫・　江藤　新平

	 	 着任の御挨拶　佐賀税務署長　西嶋　和久	 氏

〃

　　納税功労者表彰、「税に関する作文」表彰者

　健康について「一生うごける体づくり」(ひざ	 編）

　　「全国大会（鳥取大会）に参加

会報（ほうじん佐賀）

配布先



開催年月日

31.	 3.	 5 会員 50

一般 180

31.	 3.	 10 会員 51

一般 1,200

（２）税務研修会

開催年月日 区　分

30.	 5.18 4･5･6月決算 会員 26

30.	 8.21 7･8･9月決算 〃	 21

30.10.25 10･11･12月決算 〃	 27

31.	 2.	 7 1･2･3月決算 〃	 101

30.10.19 会員 0

一般 26

（３）社員研修

開催年月日

30.	 4.	 5 会員 59

30.	 4.	 6 〃	 61

30.	 7.	 4 会員 48

30.	 7.	 5

30.	 7.	 6

30.	 8.22 会員 12

30.	 8.23

30.	 8.24

30.	 9.5 会員 15

30.	 9.6

30.	 9.7

③住所録を作成＆活用する、賃金計算書の作成

①簿記・会計の仕組み

参加人数

30.	 9.26

自主点検チェックシートの活用について
　　　　〃　　　　

税理士

佐野　康隆　氏

決算事務説明会 佐賀税務署

佐賀税務署担当者

佐賀法人会、佐賀間税会担当者

全支部合同

「菊地流・魅力的人生のススメ」

隅田川　馬石　師匠

支部合同研修会

①決算手続き及び税制改正事項について

②その他

　法人課税部門担当官

研究テーマ

会員 47

新社会人研修会

新設法人説明会

②さまざまな集計

参加人数

参加人数

(株)佐賀電算センターパソコン研修会

　　（はじめてエクセルコース）

③データベース機能、練習問題、まとめ

担当講師

パソコン研修会

講　　師

　　（エクセルで事務処理向上コース）

①データを効率よく作成する

　平成30年度税制改正ならびに

研究テーマ

②基本的な計算表の作成（関数利用＆表の作成）

②各種取引について

③その他

①法人税、消費税について

税理士

講　　師

(株)佐賀電算センター

研修インストラクター

簿記スクール

①エクセルの基本操作、基本的な計算表の作成

江副　和子　氏

　グループ実習・ビジネスマナー

鳥沢　久美子　氏

②源泉徴収事務について

担当講師

　税金講話・実務文書作成

③決算について（簿記３級程度の修得）

（佐賀新聞社Begin講演会に協力） 菊地　幸夫　氏

弁護士

（旅館あけぼのに共催）

隅田川馬石　独演会 落語家

研究テーマ 講　　師



（４）青年・女性部会

会　議　名 開催年月日 議　　題　　等

合同研修会 30.11.21 「お酒のはなし」 会員 23

一般 17

（５）その他

事	 	 業	 	 名 開催年月日 内　　容

会員の夕べ 31.	 2.15 ①村井　禮二　氏講演会 会員 110

②オールドライダーズ　ジャズ演奏

③税金クイズ大会

佐賀税務署　署長　西嶋　和久　氏　

参加人数

参加人数



Ⅴ.	 主催した会議

会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

会計監査 30.	 4.17 会計監査

定時総会 30.	 5.29 報告事項

	 1.平成29年度事業報告

	 2.平成30年度事業計画及び収支予算報告

議案審議

	 1.平成29年度決算承認の件

記念講演

　　テーマ「新幹線清掃チームのやる気改革」

　　講　師　合同会社おもてなし創造カンンパニー

　　　　　　代表　矢部　輝夫　氏

正副会長会議 31.	 3.	 6 審議事項

	 1.2019年度役員人事の件

	 2.県連役員への選出について

	 3.2021年度全法連青年の集い「佐賀大会」開催の件

理事会 30.	 4.24 審議事項

	 1.第7回定時総会次第について

	 	 	 	 (1)定時総会開催日時等

	 	 	 	 (2)定時総会次第

	 2.定時総会招集通知について

	 3.定時総会議案事項の審議

	 	 	 	 (1)平成29年度事業報告（案）

	 	 	 	 (2)平成29年度決算報告（案）

	 4.佐賀県立入検査特記事項の是正について

	 	 	 	 (1)常任理事の選任

	 	 	 	 (2)各委員会の委員選任について

	 5.その他

　〃 30.	 9.20 報告事項

	 1.平成30年7月10日付佐賀税務署定期異動

	 2.定時総会等開催について

	 3.役員職務の執行状況報告

	 	 	 	 (1)会長、副会長、専務理事等の活動報告

	 	 	 	 (2)平成31年度税制改正提言活動

	 	 	 	 (3)各委員会活動報告（常任理事活動報告）

　　(4)県連・全法連・九北連行事報告

　〃 30.	 3.20 報告事項

	 1.役員職務の執行状況報告(会長外常任役員活動報告)

　　(1)会長、副会長、専務理事等の活動報告

　　(2)平成31年度税制改正提言活動

　　(3)会員増強運動の結果（組織委員会）

　　(4)事業研修委員会

　　(5)社会貢献活動

　　(6)広報委員会

　　(7)福利厚生制度推進状況

　　(8)県連・全法連・九北連行事

審議事項

	 1.「野立看板資産」取崩しについて

	 1.2019年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

	 2.事務局職員の昇格について

その他

	 1.第8回佐賀法人会定時総会について

	 2.2021年度全法連青年の集い「佐賀大会」の件

	 3.会員増強目標達成支部の表彰

全体役員協議会 30.	 9.20 事業活動の情報交換



会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

総務委員会 30.	 4.19 第7回定時総会について

	 1.総会日程

	 2.総会次第

審議事項

	 1.総会報告事項について

	 	 	 平成29年度事業報告

	 2.総会承認事項について

	 	 	 平成29年度決算報告

	 3.佐賀県立入検査特記事項是正の件

	 (1)常任理事の選任

	 (2)各委員会の委員選任の件

その他

　　〃 30.	 9.11 報告事項

	 1.全法連総務委員会報告（7月26日開催）

	 2.平成30年7月10日付佐賀税務署定期異動

	 3.定時総会開催及び各委員会活動状況について

　①会長、副会長、専務理事の活動内容

　②各員会活動状況報告（常務理事活動報告）

その他

　　〃 31.1.17 報告事項

	 1.佐賀県立入検査指摘事項の改善について

	 2.第3回全国県連専務理事等会議報告について

審議事項

	 1.事務局強化に向けた財政支援資金の使途について

その他

	 1.第8回佐賀法人会定時総会について

　　〃 31.3.13 審議事項

	 1.2019年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

	 2.「野立看板引当資産」取崩しについて

	 3.事務局職員の昇格について

その他

	 1.第8回佐賀法人会定時総会について

	 2.2021年度全法連青年の集い「佐賀大会」について

組織委員会 30.9.	 7 報告事項

	 1.全法連組織委員会報告（8月3日開催）

	 2.会員数の推移について

協議事項

	 1.今年度会員増強運動推進目標の設定について

	 2.退会防止の徹底策について

	 3.表彰制度について

会員増強拡大協議会 30.10.16 報告事項

	 1.会員の動き

	 2.佐賀法人会の増加目標及び対策について

協議事項

	 　支部別協議の開催について

支部役員会

	 	 赤松・城東・城南・循誘　(合同） 30.10.24 会員増強打合せ

	 	 神野・鍋島・昭栄・城西支部（合同） 30.11.	 8 　　　〃

　小城支部 〃 会員増強打合せ

　城北支部 30.11.	 9 会員増強打合せ

　勧興支部 30.11.12 　　　〃

　　	 〃　	 （2回目） 30.11.19 　　　〃

　富士・大和・三瀬支部（合同） 30.11.27 会員増強打合せ

　多久支部 30.11.29 　　　〃

　牛津・久保田支部（合同） 30.11.30 会員増強打合せ



会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

	 	 勧興支部　	 （3回目） 30.12.	 3 　　　〃

　小城支部（2回目） 30.12.10 　　　〃

　城東支部 30.12.21 会員増強打合せ



会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

税制委員会 30.	 5.11 協議事項

	 1.平成31年度税制改正に関するアンケート結果について

	 2.平成31年度税制改正に関する要望事項について

広報委員会 30.	 5.	 9 報告事項

	 「ほうじん佐賀」№134号を発行

協議事項

	 「ほうじん佐賀」№135号発行について

　　〃 30.	 9.	 12 報告事項

	 「ほうじん佐賀」№135号を発行

協議事項

	 「ほうじん佐賀」№136号発行について

	 「ほうじん佐賀」の年間発行回数について

　　〃 30.11.	 7 報告事項

	 「ほうじん佐賀」№136号を発行

協議事項

	 「ほうじん佐賀」№137号発行について

　佐賀法人会看板（多久市設置）補修について

　会員企業への年賀状発送について

　　〃 31.	 2.	 1 報告事項

	 「ほうじん佐賀」№137号を発行

協議事項

	 「ほうじん佐賀」№138号発行について

　新規入会会員企業の紹介記事について

社会貢献活動 30.	 6.26 報告事項

プロジェクトチーム会議 　平成29年度社会貢献活動実績について

協議事項

	 　平成30年度社会貢献活動計画について

事業研修委員会 30.	 5.24 研修活動報告

	 1.平成29年度研修・講演会実績

	 2.平成30年度4月以降の活動状況

社会貢献活動について

	 1.平成29年度活動実績

	 2.平成30年度社会貢献活動の計画

協議事項

	 　公開講演会の講師候補について

　　〃 30.11.27 報告事項

	 1.平成30年7月以降の講演会・研修会実績

	 2.平成30年7月以降の社会貢献活動実績

協議事項

	 1.平成30年12月以降の講演会・研修会予定

	 2.平成30年12月以降の社会貢献活動予定

その他

　佐賀法人会第8回定時総会記念講演会の講師選定について

　　〃 31.	 2.12 報告事項

	 1.平成31年1月までの講演会・研修会実績

	 2.平成30年度社会貢献活動実績

	 3.今後の講演会・研修会の予定

協議事項

	 1.「新春講演会＆会員の夕べ」打ち合わせ

	 2.2019年度ビギン講演会（佐賀新聞社主催）の協力について

厚生委員会 30.	 11.	 6 報告事項

	 1.全法連ＧＯＧＯ2万社推進状況について

	 2.今年度の福利厚生制度推進状況について

　①大同生命保険(株)

　②ＡＩＧ損害保険(株)

　③アフラック生命保険(株)



Ⅵ.	 出席した会議

会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

県連定時総会 30.	 6.21 報告事項

	 1.平成29年度事業報告書の件

	 2.公益目的支出計画実施報告書の件

	 3.平成30年度事業計画及び収支予算の件

議案審議

　	 平成29年度決算承認の件

県連理事会 30.	 6.	 7 審議事項

	 1.第6回定時総会の開催	 	 日時、会場、式次第等について

	 2.平成29年度事業報告の件

	 3.公益目的支出計画実施報告の件

	 4.平成29年度決算承認の件

　　〃 31.	 3.27 報告事項

	 	 	 平成30年度事業報告

審議事項

	 1.2019年度事業計画（案）及び収支予算（案）の件

その他

	 	 	 第7回県連定時総会開催の件

　2021年度全法連青年の集い「佐賀大会」の件

県連総務委員会 審議事項

30.	 6.	 5 	 1.第6回定時総会について

　　(1)総会日程

　　(2)総会次第

	 2.総会議案

　　(1)総会報告事項(理事会承認事項）

　　　　平成29年度事業報告の件

　　　　公益目的支出計画実施報告書の件

	 　　　	 平成30年度事業計画及び収支予算報告書の件

	 	 	 	 (2)総会承認事項

　	 　　	 平成29年度決算報告の件

　　〃 31.	 3.19 報告事項

	 1.全法連総務委員会報告

	 2.平成30年度事業報告

審議事項

	 1.2019年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

	 2.事務局強化の財政支援資金の件

その他

	 第7回県連定時総会開催について

	 2021年度全法連青年の集い「佐賀大会」の件

県連組織委員会 30.8.	 7 報告事項

	 1.第1回全法連組織委員会報告

	 2.会員の動き

協議事項

	 1.会員増強推進について

	 2.各単位会の平成29年度実績と平成30年度会員増強計画について

31.3.	 8 報告事項

	 1.第2回全法連組織委員会報告

	 2.会員の動き

	 3.全法連表彰について

	 4.各単位会報告



会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

	 5.その他



会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

県連税制委員会 30.	 6.	 8 協議事項

	 1.平成31年度税制改正に関するアンケート結果について

	 2.平成31年度税制改正に関する要望事項について

県連広報委員会 30.7.24 報告事項

	 　全法連広報委員会報告

協議事項

	 1.県連広報活動について

	 2.県連ホームページについて

	 3.法人会アンケート調査システム登録増加の件

	 4.単位会広報活動状況及び計画

県連研修委員会 30.7.10 報告事項

	 1.全法連事業研修委員会会議報告

	 2.平成29年度県連研修活動報告

	 3.平成30年度県連研修活動実績（4月～7月）

協議事項

	 1.講演会・研修会の実施について

	 2.8月以降の研修・講演会実施について

単位会活動実績及び計画

県連厚生委員会 30.9.13 報告事項

	 1.全国法人会総連合　第1回厚生事業等推進委員会報告

	 2.「ふやそう2万社GOGOキャンペーン」推進状況

	 3.大同生命/ＡＩＧ/アフラック各社報告

報告事項

31.	 3.15 	 1.全法連厚生委員会報告

　　〃 	 2.福利厚生制度推進表彰

	 3.2019年度厚生事業計画

審議事項

	 1.2019年度県連表彰の件

各単位会委員長からの報告及び意見交換

県内事務局会議 30.	 8.29 	 1.全法連専務理事等会議報告

	 2.当面の諸問題について

	 3.次回開催について

30.12.19 	 1.全法連専務理事等会議報告

　　〃 	 2.当面の諸問題について

	 3.次回開催について

31.	 2.20 	 1.2019年度県連助成金について

　　〃 	 2.県連事務局強化の財政支援資金の使途について

	 3.当面の諸問題について

第6回九州北部法人会連合会 30.	 8.31 当会　参加	 6名

定時総会

第35回法人会全国大会 30.10.	 11 当会　参加	 4名

鳥取大会

九州・沖縄エリア　組織、厚生委員 30.11.12 当会　参加	 3名

会合同連絡協議会



Ⅶ.	 青年部会

会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

定時大会 30.	 6.15 議　事

	 1.平成29年度事業報告承認の件

	 2.平成30年度事業計画(案）承認の件

役員会 30.	 5.16 議題

	 平成29年度活動報告及び収支会計報告

協議事項

	 1.平成30年度事業計画について

　　事業活動及び社会貢献活動

　〃 　　会員増強

	 2.平成30年度収支予算（案）について

	 3.全法連青年の集い「佐賀大会」について

	 4.その他

　〃 30.10.26 報告事項

	 青年部会の事業活動について

協議事項

	 1.令和3年度全法連青年集い「佐賀大会」について

その他

　〃 31.	 1.	 28 報告事項

	 平成30年度活動及び収支会計報告

協議事項

	 1.来期の事業計画について

	 	 	 	 	 事業活動及び社会貢献活動

	 2.2019年度収支予算（案）について

	 3.役員改選について

その他

社会貢献活動 30.	 6.27 報告事項

プロジェクトチーム会議 	 　平成29年度社会貢献活動実績について

協議事項

	 　平成30年度社会貢献活動計画について

会員増強拡大協議会 30.10.16 報告事項

	 1.会員の動き

	 2.佐賀法人会の増加目標及び対策について

協議事項

	 	 支部別協議の開催について

青年・女性部会合同研修会 30.11.21 「お酒のはなし」

　佐賀税務署	 署長　西嶋　和久	 氏



会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

租税教育活動研修会 30.	 4.20 長崎県　　九北連主催青年部会租税教育活動研修会	 

　　　　租税教室プレゼンテーション参加

30.	 7.27 鹿児島県　九州青年部会連絡協議会

　　　　租税教室プレゼンテーション（オブザーバー)参加

社会貢献活動 30.	 7.	 9 租税教室（松梅中学校）

　　〃 30.	 9.14 租税教室勉強会

　　〃 30.10.	 6 チャリティーバザー

　　〃 30.10.28 三瀬支部「田舎と都市のふれあい祭り」税金クイズ大会　

　　〃 30.11.	 1 アルモニア管弦楽団演奏会（金立小学校）

　　〃 30.11.18 アルモニア管弦楽団演奏会（小中一貫松梅校）

　　〃 30.12.	 5 ＪＲ佐賀駅「旅の図書館」へ古本贈呈

　　〃 30.12.	 5 バザー収益金贈呈式（児童福祉施設乳児院みどり園）

　　〃 30.12.11 租税教室・税に関する絵はがきコンクール（富士小学校）

　　〃 30.12.13 租税教室（桜岡小学校）

　　〃 30.12.17 租税教室・税に関する絵はがきコンクール（本庄小学校）

　　〃 30.12.18 租税教室・税に関する絵はがきコンクール（神野小学校）

　　〃 31.	 1.22 税に関する絵はがきコンクール審査会

　　〃 31.	 2.18 税に関する絵はがきコンクール表彰式（神野小学校）

　　〃 31.	 2.21 税に関する絵はがきコンクール表彰式（本庄小学校）

　　〃 31.	 2.26 税に関する絵はがきコンクール表彰式（金立小学校）

　　〃 31.	 2.27 税に関する絵はがきコンクール表彰式（富士小学校）

《県連その他》

県連青連協定時大会 30.	 7.19 	 1.平成29年度事業報告承認の件

	 2.平成30年度事業計画（案）承認の件

	 3.収支予算（案）承認の件

県連青連協役員会 30.	 7.19 報告事項

	 　全法連青連協定時連絡協議会会議報告

協議事項

	 	 	 本年度事業計画について

　	 全法連青年の集い「佐賀大会」について

　	 青年の集い５県連会議開催について

　　〃 30.11.29 報告事項

	 1.第2回全法連青年部会連絡協議会報告	 

	 2.平成30年度佐賀県青年部会連絡協議会事業報告

協議事項

	 1.2021年度全国青年の集い「佐賀大会」の開催について

県連青連協交流会 30.	 9.27 県内法人会青年部会親善ゴルフ大会

全法連青連協定時連絡協議会 	 	 	 30.	 6.	 5 	 1.平成30年度の事業計画

	 2.租税教育活動

	 3.部会員増強運動

	 4.税の使途に関する検討

	 5.第32回法人会全国青年の集い「岐阜大会」

	 6.第33回法人会全国青年の集い「大分大会」

	 7.役員の選任

その他

	 1.ＡＩＧ「企業地震保険」「自動車保険」の推進協力

	 2.次回開催



会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

全法連青連協定時連絡協議会 30.11.	 8 	 1.第32回「法人会全国青年の集い」岐阜大会

	 2.今後の「法人会全国青年の集い」開催予定

	 3.租税教育活動

	 4.平成29年度青年部会員増強運動の結果

	 5.税の使途に関する検討

	 6.法人会アンケート調査システム

	 7.経営者大型総合保障制度（Ｊタイプ）の推進

	 8.その他

　　〃 30.	 1.19 協議事項

	 1.平成30年度の青年部会の事業計画および予算

	 2.第31回「法人会全国青年の集い」高知大会

	 3.第32回「法人会全国青年の集い」岐阜大会

	 4.第33回「法人会全国青年の集い」大分大会

	 5.部会員増強運動

	 6.租税教育活動

	 7.税の使途に関する事業

	 8.局連・県連会議

	 9.経営者大型総合保障制度（Jタイプ）の推進状況

報告事項

	 1.法人会アンケート調査システム

	 2.その他

第32回法人会全国青年の集い 30.11.	 8 租税教育活動プレゼンテーション

	 ～11.	 9 法人会全国青年の集い　岐阜大会

　　　未来へを切り開く先駆けとなれ　～「天下布武」発信の地岐阜から～

　　記念講演

　　	 演　題　　「今私たちにできること～未来のために～」

　　	 講　師　　　紺野　美沙子　氏　　

九北連青連協定時連絡協議会 30.	 4.20 	 1.平成30年度事業計画について

	 2.平成30年度の会議等スケジュール及び予算について

	 3.その他

（1）青年部会九州連絡協議会の開催について

　　〃 30.	 8.31 	 1.全法連主催	 「全法連青年部会役員会」の結果について

	 2.平成29年度事業報告及び収支決算報告について

	 3.平成30年度事業計画及び予算（案）について

	 4.平成32年度租税教育活動事例発表担当会について

	 5.九北連青連協の租税教育研修会について

	 6.その他

租税教育プレゼンテーション発表（諫早大村法人会）

第5回全九州連沖縄青年部会 30.	 7.	 27 租税教育活動プレゼンテーション

連絡協議会 	 	 	 (1)九北連青連協代表　諫早大村法青会

	 	 	 (2)南九連青連協代表　阿蘇法青会

	 	 	 (3)沖縄青連協代表　　沖縄中部法青会

　　租税教育活動プレゼンテーション模擬採点

交流会



Ⅷ.	 女性部会

会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

定時大会 30.	 6.15 議　事

	 1.平成29年度事業報告

	 2.平成30年度事業計画(案）承認の件

役員会 30.5.22 報告事項

　平成29年度女性部会事業報告

協議事項

	 1.第25回定時大会について

	 2.平成30年度事業計画について

その他

	 	 (1）視察研修について

	 	 (2）今年度事業について

　〃 30.	 9.	 4 協議事項

	 1.平成30年度事業計画について

	 2.社会貢献活動について

	 3.視察研修について

	 4.その他

　〃 31.	 1.22 報告事項

	 1.平成30年度佐賀法人会女性部会事業報告

協議事項

	 1.役員人事の件

	 2.2019年度事業計画について

社会貢献活動 30.	 6.26 報告事項

プロジェクトチーム会議 	 　平成29年度社会貢献活動実績について

協議事項

	 　平成30年度社会貢献活動計画について

会員増強拡大協議会 30.10.16 報告事項

	 1.会員の動き

	 2.佐賀法人会の増加目標及び対策について

協議事項

	 　支部別協議の開催について

視察研修 30.11.14 博多座、博多百年蔵

青年・女性部会合同研修会 30.11.21 「お酒のはなし」

　　佐賀税務署	 署長　西嶋　和久	 氏

社会貢献活動 30.	 7.	 9 租税教室（松梅中学校）

　　〃 30.	 9.14 租税教室勉強会

　　〃 30.10.	 6 チャリティーバザー

　　〃 30.10.28 三瀬支部「田舎と都市のふれあい祭り」税金クイズ大会　

　　〃 30.11.	 1 アルモニア管弦楽団演奏会（金立小学校）

　　〃 30.11.18 アルモニア管弦楽団演奏会（小中一貫松梅校）

　　〃 30.12.	 5 ＪＲ佐賀駅「旅の図書館」へ古本贈呈

　　〃 30.12.	 5 バザー収益金贈呈式（児童福祉施設乳児院みどり園）

　　〃 30.12.11 租税教室・税に関する絵はがきコンクール（富士小学校）

　　〃 30.12.13 租税教室（桜岡小学校）

　　〃 30.12.17 租税教室・税に関する絵はがきコンクール（本庄小学校）

　　〃 30.12.18 租税教室・税に関する絵はがきコンクール（神野小学校）

　　〃 31.	 1.22 税に関する絵はがきコンクール審査会

　　〃 31.	 2.18 税に関する絵はがきコンクール表彰式（神野小学校）

　　〃 31.	 2.21 税に関する絵はがきコンクール表彰式（本庄小学校）

　　〃 31.	 2.26 税に関する絵はがきコンクール表彰式（金立小学校）

　　〃 31.	 2.27 税に関する絵はがきコンクール表彰式（富士小学校）

　　〃



会　　議　　名 開催年月日 議　　　　　題　　　　　等

《県連その他》

県連女連協定時大会 30.	 7.25 	 1.平成29年度事業報告承認の件

	 2.平成30年度事業計画(案)承認の件

県連女連協役員会 30.	 7.25 報告事項

	 	 	 全法連女連協定時連絡協議会報告

協議事項

	 	 	 本年度事業計画について

県連女連協視察研修 30.10.29 ララシャンス博多の森（アイ・ケイ・ケイ（株））

講演会

　テーマ　「人生の成功の方程式」

　講　師　アイ・ケイ・ケイ・株式会社　代表取締役　金子	 和斗志	 氏

全法連女連協定時連絡協議会 30.	 6.14 	 1.平成30年度事業計画について

	 2.「法人会全国女性フォーラム」について

	 3.税に関する絵はがきコンクールについて

	 4.全法連委員会への委員推薦について

	 5.全法連女連協副会長の交代について

	 6.その他

第13回法人会 30.	 4.12 法人会全国女性フォーラム　山梨大会

全国女性フォーラム 　「輝こう！　名峰富士のもと～今を創る女性の力～」

　　記念講演会

　　	 テーマ　「小さな旅と私」～人との出会いと発見～

　　	 講　師　	 元ＮＨＫエグゼクティブアナウンサー　国井　雅比古	 氏

九北連女連協定時連絡協議会 30.8.31 	 1.平成29年度事業報告及び収支決算について

	 2.平成30年度事業計画及び収支予算（案）について

	 3.委員の交代について

	 4.全法連主催「女連協定時連絡協議会」結果について

	 5.「絵はがきコンクール」優秀作品の提出について

	 6.その他

九北連女連協役員会 31.	 2.22 	 1.「税に関する絵はがきコンクール」優秀作品の選定について

	 2.「全法連女連協	 第3回役員会」の報告

	 3.平成31年度九北連定時総会等の開催予定について



総会報告事項	 ２	 	 令和元年度事業計画及び収支予算報告 
 

令和元年度	 事業計画  

 
Ⅰ．基本方針 
	 	 	 	 法人会は税のオピニオンリ－ダ－として又、国と社会の繁栄に貢献する経営者

の団体として、中小企業のため真に必要な税制等の提言を行い、佐賀税務署との

連携強化を図り、税知識普及のための活動、納税意識の向上のための研修等を実

施し、申告納税制度の維持・発展に寄与する。又、地域経済を担う経営者の資質

向上のための研修会・講演会の開催等企業の発展を支援し、地域社会の健全なる

発展に貢献する有意義な事業を実施する。これらの事業を積極的に推進するには、

組織基盤の拡充が不可欠であり、会員の福利厚生事業及び会員増強、会員交流に

努める。 
	  
Ⅱ．事業計画 
	 公益目的事業 
	 １．税制、税務に関する調査研究並びに提言事業（公１）  
	 （１）２０２０年度税制改正提言活動 
	 	 	 	 企業の租税負担の軽減と事業承継税制の拡充及び社会保障と税の一体改革等、

適正公平な税制・税務に関する提言を行うため、会員へのアンケート調査結果を

参考に２０２０年度の税制に関する要望事項を取り纏め、佐賀県連を経て全法連

に提出する。 
	 	 	 	 税制改正の提言を通じて、会員のみならず全ての企業の租税負担の軽減と合

理・簡素化及び適正・公正な税制・税務に資することを目的としており、１１月

に管内の国会議員、県議会・市議会及び各首長に提言事項の実現を訴える。 
 
	 ２．税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業（公１） 
	 （１）税知識の普及 
	 	 Ａ	 次世代を担う児童生徒に税の種類や税の大切さを教え、税に関心を持って 
	 	 	 	 もらうことを目的として、次の事業を実施する。 
	 	 	 ①納税啓発用冊子の配布 
	 	 	 ②小学生高学年以上の児童及び生徒を対象にした「租税教室」 
	 	 	 ③小学生高学年を対象にした税に関する「絵はがきコンクール」 
	 	 Ｂ	 一般市民を対象に、税金の関心を高め税知識の普及を図ることを目的として次

の事業を行う。 
	 	 	 	 三瀬村「田舎と都市のふれあい祭り」会場での税金クイズ大会 
 
 



 
 
	 （２）納税意識の高揚 
	 	 Ａ	 税についての実務知識を深め、税務コンプライアンスの向上をめざし、適正・

公平な申告納税制度の確立を図り、税務行政の円滑な執行に寄与するため、次

の事業を行う。 
	 	 	 ①決算月を迎えた全法人を対象にした「決算事務説明会」 
	 	 	 	 自主点検チェックシ－ト及び自主点検ガイドブックの配付 
	 	 	 	 消費税期限内納付推進のためのチラシ配付 
	 	 	 ②新たに設立された全法人を対象にした「新設法人説明会」 
	 	 	 ③全法人を対象にした税制改正説明会 
	 	 	 ④税を考える週間（11月 11日～11月 17日）講演会 
	 	 Ｂ	 広報誌「ほうじん佐賀」の発行 
	 	 	 	 一般の企業及び市民に対する税知識の普及啓発をはじめとして、経済、経営、 
	 	 	 健康、環境等幅広い分野に亘って最新の情報を提供する。 
	 	 	 「ほうじん佐賀」は年３回、それぞれ 3,000部を発行し、会員及び管内の公民館、 
	 	 	 税理士会、一部金融機関及び佐賀税務署に配布する。 
	 	 Ｃ	 「e-Tax、eLTAX」の普及推進及び税制改正の知識の普及を図る。 
	 	 Ｄ	 納税貯蓄組合連合会の「中学生の税についての作文募集」への助成事業 
	 	 	 	 全国納貯連と国税庁が共催（全法連後援）し、管内納貯組合連合会が重点的事

業として実施している「中学生の税についての作文募集」事業に 10万円を助成
しており、同連合会は作文募集に参加した佐賀税務署管内の各中学校にサッカー

ボールを寄贈している。 
 
	 ３．地域社会への貢献並びに地域企業の健全な発展を目的とする事業（公２）  
	 	 	 法人会の組織力を活用し、事業の特性や専門性を活かして地域社会への貢献活動 
	 	 や研修会・講演会を行う。 
	 （１）地域社会への貢献活動 
	 	 	 ①アルモニア管弦楽団演奏会 
	 	 	 	 アルモニア管弦楽団員 10名～12名で編成、約１時間程度、生の管弦楽演奏を

体育館等のフロア－で聴く。演奏会前には佐賀税務署より約 10分の税金の話
を行う。 

	 	 	 ②チャリティーバザー 
	 	 	 	 会員から提供されたバザー品を販売して得た収益金を福祉施設や福祉団体に 
	 	 	 	 寄贈する。 
	 	 	 ③ＪＲ佐賀駅「旅の図書館」へ古本の寄贈 
	 	 	 	 会員等から提供された読み終えた本（マンガ本、週刊誌等を除く）をＪＲ佐 
	 	 	 	 賀駅の「旅の図書館」に寄贈して、通勤通学の地域住民へ本に親しむ機会を提 
	 	 	 	 供する。 
 



 
 
	 	 	 ④新作カレンダーバザー展へカレンダー等を寄贈 
	 	 	 	 公共の福祉活動への参加を目的として、佐賀県共同募金会の募金活動の一環で 
	 	 	 	 ある「新作カレンダーバザー展」へ協力するため、会員等から寄せられた新年 
	 	 	 	 度のカレンダー、ダイアリー等を寄贈する。 
	 	 	 ⑤講演会・セミナー 
	 	 	 	 会員及び地域の一般市民を対象に講演会、セミナーを開催、又インターネット

で配信される講演会、セミナーをいつでも、どこででも受講できるセミナーオ

ンデマンドを実施することにより、文化・芸術等の鑑賞機会や政治・経済情勢

の認識機会を提供する。 
 
（２）地域企業の健全な発展を目的とする事業 

	 	 	 	 地域企業の発展及び申告納税制度の推進に寄与し、事務職のスキルアップ、地 
	 	 	 域企業の全体の底上げ、発展に資することを目的として実務研修会を実施する。 
	 	 	 ①新社会人研修 
	 	 	 	 新社会人を対象に、企業の「人材育成」の一助として実施する。また、社会人 
	 	 	 	 に必要な税務知識について佐賀税務署より 30分間の講話を行う。 
	 	 	 ②簿記スクール 
	 	 	 	 税理士による３日間に亘る簿記講座を実施する。 
	 	 	 ③パソコン研修 
	 	 	 	 基礎的なパソコン操作の習得を目的に、また「e-Tax、eLTAX」の普及の手段

として３～４日間に亘り年１回開催する。 
 
	 共益事業 
	 １．会員のための福利厚生事業（他１）  
	 	 	 会員企業の福利厚生制度を支援するための保険事業並びに企業保全を目的とし 
	 	 た制度の普及推進を行う。 
	 （１）経営者大型保障制度の普及推進 
	 （２）ビジネスガードの普及推進 
	 （３）がん保険・医療保険制度の普及推進	  
	 （４）貸倒保証制度の普及推進（県連事業の案内・周知） 
	 	 	 	  
	 ２．会員支援のための親睦・交流等に関する事業（他２）  
	 	 	 各事業を円滑に成就するため、会員・役員間の情報交換や相互の親睦・交流事業 
	 	 および視察見学・講演会を開催する。 
	 （１）会員親睦事業 
	 	 	 ①会員の夕べ 
	 	 	 	 	 会員間の親睦と納税意識の向上を図るため、新会員を交えた交流会を年１回 
	 	 	 	 開催、講演会、税金クイズ大会及び食事会を行う。 



 
 
	 	 	 ②全体役員協議会 
	 	 	 	 	 当会の運営に携わる理事、監事、各委員会の委員長、青年部会長並びに女性

部会長及び支部長等の役員が目標実現に向けて意志統一を図ることを目的と

して開催する。交流会には本年度加入の新会員に参加を呼びかける。 
	 	 	 ③青年部会・女性部会視察研修旅行 
	 	 	 	 	 視野を広めるため、国内外の企業・施設等の見学会を青年部会と女性部会で 
	 	 	 	 毎年交互に行う。 
	 	 	 ④青年部会・女性部会交流会 
	 	 	 	 「税を考える週間」に研修会を開催しており、研修会終了後、親睦を目的とし 
	 	 	 	 た合同の交流会を開催する。 
 
	 （２）会員増強事業 
	 	 	 ①会員増強運動 
	 	 	 	 毎年９月～１２月の間に会員増強運動を展開し、会員の増加を図る。 
	 	 	 ②支部役員会 
	 	 	 	 各支部において、主に会員増強についての協議を行う役員会、講演会、交 
	 	 	 	 流会を開催して支部員の親睦・交流を図る。 
	 	 	 ③表彰事業 
	 	 	 	 会員増強功労者に対し、表彰を行う。 
 
	 その他の事業	  
	 １．大会・会議等への参加 
	 	 	 	 法人会の事業運営に係わる全法連全国大会、青年の集い、女性フォーラム、九

法連および県連の定時総会、並びに関連する委員会、部会会議等に参加して法

人会事業の充実・発展に努める。令和２年の青年の集い「島根大会」での租税

教育活動プレゼンテーションの準備を進める。 
	 ２．九北連事業活動への参画 

①九北連青連協の事業として開催される租税教育活動研修会等への出席。 
	 	 	 ②青年部会は九北連青連協が平成２３年度から実施している災害地の支援活動

等ボランティア事業へ参画する。 
	 ３．会務運営の管理および効率化 
	 	 	 	 公益法人としての事業の健全かつ円滑な運営に努め、ガバナンスの確保を図り、

事務局運営の合理化、効率化を図る。 
	 	 	 ①諸会議 
	 	 	 	 総会、理事会、各委員会、青年部会、女性部会、支部等の会議を開催し、役員

間の意思疎通、意見交換、交流を図る。 
以	 上	  



本年度予算 前年度予算 増　　減 摘　　　要

基本財産運用益 400 500 △	 100

基本財産受取利息 400 500 △	 100 基本財産500万円利息

特定資産運用益 500 700 △	 200

特定資産受取利息 500 700 △	 200 特定資産利息

受取会費 14,660,000 14,360,000 300,000

正会員受取会費 14,500,000 14,200,000 300,000 会費収入

賛助会員受取会費 160,000 160,000 0 会費収入(支店・個人含)

事業収益 1,250,000 1,300,000 △	 50,000

研修事業収益 520,000 500,000 20,000 新社会人、ﾊﾟｿｺﾝ研修等

広報事業収益 150,000 200,000 △	 50,000 広報誌の掲載広告料（保険3社より）

社会貢献事業収益 200,000 200,000 0 バザー益金

会員親睦事業収益 380,000 400,000 △	 20,000 会員の集い、青年・女性部会視察等

受取補助金等 17,990,000 16,892,400 1,097,600

受取全法連補助金振替額 16,600,000 15,892,400 707,600 全法連より

受取県連補助金 1,390,000 1,000,000 390,000 県連より

受取負担金 280,000 270,000 10,000

青年部/女性部	 負担金 280,000 270,000 10,000 青年・女性部会費収入

雑収益 2,250,100 2,250,500 △	 400

受取利息 100 500 △	 400

事務受取負担金収益 1,850,000 1,850,000 0 県連、佐賀優良申告法人会より

雑収益 400,000 400,000 0 福利厚生制度褒賞金等

36,431,000 35,074,100 1,356,900

0

事業費 29,526,210 28,277,120 1,249,090

役員報酬 2,322,600 2,322,600 0 (従事割合)

給料手当 6,006,000 5,642,000 364,000 (従事割合)

退職給付費用 481,110 174,870 306,240 (従事割合)

福利厚生費 2,001,000 1,914,000 87,000 (従事割合)社会保険料等

会議費 2,100,000 1,922,000 178,000 組織・税制・広報・研修・厚生委員会、青年・女性部会等

旅費交通費 3,132,000 3,000,000 132,000 講師旅費、業務に係る旅費（租税教室、バザー他）

通信運搬費 1,461,000 1,381,000 80,000 研修案内他

減価償却費 39,150 39,150 0 (従事割合)野立看板

消耗品費 957,000 870,000 87,000 (従事割合)ｺﾋﾟｰ用紙/トナー等

修繕費 0 0 0

図書印刷費 335,000 177,500 157,500 簿記・パソコン研修・新社会人研修ﾃｷｽﾄ代

広報誌発行費 2,001,000 2,436,000 △	 435,000 (従事割合)会報印刷

諸謝金 3,000,000 3,300,000 △	 300,000 講演講師料、ｱﾙﾓﾆｱ演奏料他

支払負担金 350,000 203,000 147,000 納貯連負担金　

事務委託費 213,150 208,800 4,350 (従事割合)	 10支部へ

会場費 657,000 627,000 30,000 公開講演会、青年・女性合同定時大会、研修会会場料

広告宣伝費 1,131,000 1,131,000 0 公開講演会新聞広告　佐賀タ－ミナルビル広告他

記念品費 750,000 600,000 150,000 絵はがき入選作品副賞他　記念品

バザー寄付金 200,000 200,000 0 収益金の寄贈

リース料 1,392,000 1,131,000 261,000 (従事割合)

事務所管理費 408,900 408,900 0 (従事割合)

支払手数料 391,500 348,000 43,500 (従事割合)

雑費 196,800 240,300 △	 43,500 (従事割合)

管理費 6,766,590 6,601,680 164,910

役員報酬 617,400 617,400 0 (従事割合)

給料手当 594,000 558,000 36,000 (従事割合)

退職給付費用 71,890 26,130 45,760 (従事割合)

福利厚生費 299,000 286,000 13,000 (従事割合)

会議費 1,000,000 900,000 100,000 理事会、総務委員会、全体役員会懇親会等

旅費交通費 934,000 825,000 109,000 全国大会、理事会、総務委員会、青年の集い、女性ﾌｫｰﾗﾑ

通信運搬費 369,000 315,000 54,000 (従事割合)

減価償却費 5,850 5,850 0 (従事割合)

消耗品費 143,000 130,000 13,000 (従事割合)

修繕費 0 0 0

図書印刷費 269,000 319,500 △	 50,500 総会案内はがき　総会議案書印刷

広報誌発行費 299,000 364,000 △	 65,000 (従事割合)

諸謝金 400,000 400,000 0 税理士報酬他

支払負担金 550,000 580,000 △	 30,000 県連会費等(会員数割　青年/女性部会負担金)

事務委託費 31,850 31,200 650 (従事割合)

会場費 400,000 500,000 △	 100,000 総会、理事会、全体役員会等

広告宣伝費 169,000 169,000 0 (従事割合)

記念品費 50,000 50,000 0

渉外慶弔費 100,000 100,000 0 役員慶弔費

リース料 208,000 169,000 39,000 (従事割合)

事務所管理費 61,100 61,100 0 (従事割合)

保険料 110,000 110,000 0 役員損害保険料

支払手数料 58,500 52,000 6,500 (従事割合)

雑費 26,000 32,500 △	 6,500 (従事割合)

36,292,800 34,878,800 1,414,000

138,200 195,300 △	 57,100

経常収益計

科　　　目

Ⅰ．一般正味財産増減の部

１	 経常増減の部

(１)経常収益

(２)経常費用

経常費用計

当期経常増減額

自	 平成３１年４月１日

令和元年度	 収支予算

至	 令和２年３月３１日

（単位：円）



0

0 0 0

経常外収益計 0 0 0

0 0 0

0 0 0

経常外費用計 0 0 0

0 0 0

0 0 0

138,200 195,300 △	 57,100

16,324,663 16,129,363 195,300

16,462,863 16,324,663 138,200

0

受取補助金等 16,600,000 15,892,400 707,600

受取全法連助成金 16,600,000 15,892,400 707,600

一般財産へ振替 △	 16,600,000 △	 15,892,400 △	 707,600

一般財産へ振替 △	 16,600,000 △	 15,892,400 △	 707,600

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16,462,863 16,324,663 138,200

(２)経常外費用

２	 経常外増減の部

Ⅲ．正味財産期末残高

当期経常外増減額

他会計振替額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ．指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

(１)経常外収益



公1 公2 	 小計 他1 他2 共通 小計

基本財産運用益 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400

基本財産受取利息 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400

特定資産運用益 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500

特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500

受取会費 0 0 1,466,000 1,466,000 0 0 7,330,000 7,330,000 5,864,000 14,660,000

正会員受取会費 0 0 1,450,000 1,450,000 0 0 7,250,000 7,250,000 5,800,000 14,500,000

賛助会員受取会費 0 0 16,000 16,000 0 0 80,000 80,000 64,000 160,000

事業収益 150,000 720,000 0 870,000 0 380,000 0 380,000 0 1,250,000

研修事業収益 0 520,000 0 520,000 0 0 0 0 0 520,000

広報事業収益 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0 150,000

社会貢献事業収益 0 200,000 0 200,000 0 0 0 0 0 200,000

会員親睦事業収益 0 0 0 0 0 380,000 0 380,000 0 380,000

受取補助金等 0 0 16,600,000 16,600,000 0 0 0 0 1,390,000 17,990,000

受取全法連補助金 0 0 16,600,000 16,600,000 0 0 0 0 0 16,600,000

受取県連補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 1,390,000 1,390,000

受取負担金 0 0 0 0 0 280,000 0 280,000 0 280,000

青年部・女性部	 負担金 0 0 0 0 0 280,000 0 280,000 0 280,000

雑収益 592,000 722,000 0 1,314,000 137,800 340,500 0 478,300 457,800 2,250,100

受取利息 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

事務受取負担金収益 592,000 722,000 0 1,314,000 37,800 240,500 0 278,300 257,700 1,850,000

雑収益 0 0 0 0 100,000 100,000 0 200,000 200,000 400,000

742,000 1,442,000 18,066,000 20,250,000 137,800 1,000,500 7,330,000 8,468,300 7,712,700 36,431,000

事業費 9,431,960 13,569,000 0 23,000,960 700,660 5,824,590 0 6,525,250 0 29,526,210

役員報酬 940,800 1,176,000 0 2,116,800 29,400 176,400 0 205,800 0 2,322,600

給料手当 2,112,000 2,640,000 0 4,752,000 198,000 1,056,000 0 1,254,000 0 6,006,000

退職給付費用 176,960 221,200 0 398,160 11,060 71,890 0 82,950 0 481,110

福利厚生費 736,000 920,000 0 1,656,000 46,000 299,000 0 345,000 0 2,001,000

会議費 400,000 300,000 0 700,000 100,000 1,300,000 0 1,400,000 0 2,100,000

旅費交通費 1,276,000 1,020,000 0 2,296,000 136,000 700,000 0 836,000 0 3,132,000

通信運搬費 516,000 750,000 0 1,266,000 26,000 169,000 0 195,000 0 1,461,000

減価償却費 14,400 18,000 0 32,400 900 5,850 0 6,750 0 39,150

消耗品費 352,000 440,000 0 792,000 22,000 143,000 0 165,000 0 957,000

図書印刷費 0 335,000 0 335,000 0 0 0 0 0 335,000

広報誌発行費 736,000 920,000 0 1,656,000 46,000 299,000 0 345,000 0 2,001,000

諸謝金 500,000 2,400,000 0 2,900,000 0 100,000 0 100,000 0 3,000,000

支払負担金 100,000 0 0 100,000 0 250,000 0 250,000 0 350,000

事務委託費 78,400 98,000 0 176,400 4,900 31,850 0 36,750 0 213,150

会場費 7,000 500,000 0 507,000 0 150,000 0 150,000 0 657,000

広告宣伝費 416,000 520,000 0 936,000 26,000 169,000 0 195,000 0 1,131,000

記念品費 200,000 0 0 200,000 0 550,000 0 550,000 0 750,000

バザー寄付金 0 200,000 0 200,000 0 0 0 0 0 200,000

リース料 512,000 640,000 0 1,152,000 32,000 208,000 0 240,000 0 1,392,000

事務所管理費 150,400 188,000 0 338,400 9,400 61,100 0 70,500 0 408,900

支払手数料 144,000 180,000 0 324,000 9,000 58,500 0 67,500 0 391,500

雑費 64,000 102,800 0 166,800 4,000 26,000 0 30,000 0 196,800

管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 6,766,590 6,766,590

役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 617,400 617,400

給料手当 0 0 0 0 0 0 0 0 594,000 594,000

退職給付費用 0 0 0 0 0 0 0 0 71,890 71,890

福利厚生費 0 0 0 0 0 0 0 0 299,000 299,000

会議費 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000

旅費交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 934,000 934,000

通信運搬費 0 0 0 0 0 0 0 0 369,000 369,000

減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 5,850 5,850

消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 143,000 143,000

図書印刷費 0 0 0 0 0 0 0 0 269,000 269,000

広報誌発行費 0 0 0 0 0 0 0 0 299,000 299,000

諸謝金 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 400,000

支払負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 550,000 550,000

事務委託費 0 0 0 0 0 0 0 0 31,850 31,850

会場費 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 400,000

広告宣伝費 0 0 0 0 0 0 0 0 169,000 169,000

記念品費 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000

渉外慶弔費 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000

リース料 0 0 0 0 0 0 0 0 208,000 208,000

事務所管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 61,100 61,100

保険料 0 0 0 0 0 0 0 0 110,000 110,000

支払手数料 0 0 0 0 0 0 0 0 58,500 58,500

雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 26,000 26,000

9,431,960 13,569,000 0 23,000,960 700,660 5,824,590 0 6,525,250 6,766,590 36,292,800

△ 8,689,960 △ 12,127,000 18,066,000 △ 2,750,960 △ 562,860 △ 4,824,090 7,330,000 1,943,050 946,110 138,200

0 0

経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 223,822 223,822 0 0 △ 223,822 △ 223,822 0 0

△ 8,689,960 △ 12,127,000 18,289,822 △ 2,527,138 △ 562,860 △ 4,824,090 7,106,178 1,719,228 946,110 138,200

0 0 0 0 0 0 0 0 16,324,663 16,324,663

△ 8,689,960 △ 12,127,000 18,289,822 △ 2,527,138 △ 562,860 △ 4,824,090 7,106,178 1,719,228 17,270,773 16,462,863

0 0

受取補助金等 0 0 16,600,000 16,600,000 0 0 0 0 0 16,600,000

受取全法連助成金 0 0 16,600,000 16,600,000 0 0 0 0 0 16,600,000

一般財産へ振替 0 0 △ 16,600,000 △ 16,600,000 0 0 0 0 0 △ 16,600,000

一般財産へ振替 0 0 △ 16,600,000 △ 16,600,000 0 0 0 0 0 △ 16,600,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 8,689,960 △ 12,127,000 18,289,822 △ 2,527,138 △ 562,860 △ 4,824,090 7,106,178 1,719,228 17,270,773 16,462,863

自	 平成31年年4月1日

令和元年度	 収支予算内訳表

	 	 至	 令和2年年3月31日）

（単位:円）

Ⅲ．正味財産期末残高

（２）経常外費用

当期経常外増減額

他会計振替額

当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅱ．指定正味財産増減の部

一般正味財産期末残高

合　　計科　　　目
公益目的事業会計 収益事業会計

法人会計

Ⅰ．一般正味財産増減の部

（２）経常費用

１	 経常増減の部

（１）経常収益

経常収益計

（１）経常外収益

経常費用計

当期経常増減額

２	 経常外増減の部

一般正味財産期首残高



当	 年	 度 前	 年	 度 増　減 摘　　　要

Ⅰ一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

基本財産運用益 500 570 △	 70

基本財産受取利息 500 570 △	 70 500万円に対し利息

特定資産運用益 699 762 △	 63

特定資産受取利息 699 762 △	 63 特定預金利息

受取会費 15,126,000 15,029,000 97,000

正会員受取会費 14,944,500 14,883,500 61,000 会費収入

賛助会員受取会費 181,500 145,500 36,000 　〃

事業収益 1,444,000 1,424,200 19,800

研修事業収益 621,000 804,000 △	 183,000 新社会人研修会費他

広報事業収益 200,000 200,000 0 広告料(大同・AIG・アフラック）

社会貢献事業収益 201,000 224,200 △	 23,200 バザー収益

会員親睦事業収益 422,000 196,000 226,000 会員の夕べ会費他

受取補助金等 17,283,520 17,323,000 △	 39,480

受取全法連助成金振替額 15,892,400 15,697,000 195,400 全法連より

受取県連補助金 981,120 1,291,000 △	 309,880 県連より

受取全法連補助金 410,000 335,000 75,000 全法連より

受取負担金 286,500 282,000 4,500

青年女性部会負担金 286,500 282,000 4,500 青年・女性部会会費

雑収益 2,565,783 3,096,335 △	 530,552

受取利息 87 109 △	 22

事務受託収益 1,850,000 1,850,000 0 県連より

雑収益 715,696 1,246,226 △	 530,530 研修多参加褒賞等他

経常収益計 36,707,002 37,155,867 △	 448,865

事業費 32,231,244 30,962,751 1,268,493

役員報酬 2,322,600 2,405,550 △	 82,950 専務理事役員報酬

給料手当 5,776,155 4,904,973 871,182 職員給与

退職給付費用 454,911 237,510 217,401 当期積立

福利厚生費 1,893,597 1,434,467 459,130 社保他

会議費 3,346,710 3,312,666 34,044 会員の集い、支部会員増強会議

旅費交通費 2,298,142 2,236,539 61,603 講演会講師旅費他

通信運搬費 1,424,580 1,328,368 96,212 研修案内他

減価償却費 37,016 37,016 0 当期償却（野立看板一基）

消耗品費 1,861,579 1,628,983 232,596 事務机等・封筒印刷代他

修繕費 751,680 0 751,680 野立看板改修費用

図書印刷費 382,613 584,841 △	 202,228 簿記・新社会人研修他

広報誌発行費 2,063,169 2,026,172 36,997 会報印刷・発送費

諸謝金 2,678,821 3,338,643 △	 659,822 講演講師料・アルモニア演奏料

支払負担金 145,000 325,000 △	 180,000 納貯連（サッカーボール）他

事務委託費 203,754 202,710 1,044 支部へ

会場費 1,068,466 1,572,441 △	 503,975 研修会会場料他

広告宣伝費 1,207,595 1,691,485 △	 483,890 佐賀ターミナルビル看板広告他

記念品費 1,284,355 1,019,249 265,106 会員増強、けんたグッズ

リース料 1,404,325 1,113,218 291,107 コピー機・カーリース他

事務所管理費 413,954 413,954 0 家賃

支払手数料 546,526 658,031 △	 111,505 振込手数料

バザー寄付金 211,389 224,000 △	 12,611 乳児院みどり園へ

雑費 454,307 266,935 187,372 看板申請、トートバッグ

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日現在まで

（単位：円）

科　　　　　　　目

　　（１）経常収益

　　（２）経常費用



当	 年	 度 前	 年	 度 増　減 摘　　　要

管理費 6,861,320 7,549,048 △	 687,728

役員報酬 617,400 639,450 △	 22,050 （従事割合）

給料手当 571,268 485,108 86,160 （従事割合）

退職給付費用 67,975 35,490 32,485 （従事割合）

福利厚生費 282,951 214,346 68,605 （従事割合）

会議費 1,639,221 1,710,603 △	 71,382 全体役員会・総会土産代他

旅費交通費 239,869 353,769 △	 113,900 全法連研修会、理事・青年・女性部会役員会他

通信運搬費 360,262 341,963 18,299 電話料他

減価償却費 5,531 5,531 0 （従事割合）

消耗品費 278,167 243,412 34,755 コピー用紙・ラベル他

修繕費 112,320 0 112,320 （従事割合）

図書印刷費 428,629 516,990 △	 88,361 議案書印刷・資料用図書他

広報誌発行費 308,290 302,762 5,528 （従事割合）

諸謝金 360,000 429,920 △	 69,920 税理士他

支払負担金 524,700 669,300 △	 144,600 県連会費、青年・女性部会県連会費他

事務委託費 30,446 30,290 156 （従事割合）

会場費 272,727 360,225 △	 87,498 総会会場料他

広告宣伝費 180,445 252,751 △	 72,306 （従事割合）

記念品費 20,000 138,600 △	 118,600 役員功労者記念品

渉外慶弔費 82,660 243,570 △	 160,910 祝金・花代他

リース料 209,842 166,343 43,499 （従事割合）

事務所管理費 61,855 61,856 △	 1 （従事割合）

保険料 0 113,000 △	 113,000 役員損害保険料

支払手数料 81,664 98,327 △	 16,663 （従事割合）

雑費 125,098 135,442 △	 10,344 自治会費他

経常費用計 39,092,564 38,511,799 580,765

当期経常増減額 △	 2,385,562 △	 1,355,932 △	 1,029,630

　２．経常外増減の部

　　（１）経常外収益 0 0 0

経常外収益計 0 0 0

　　（２）経常外費用 0 0 0

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 △	 2,385,562 △	 1,355,932 △	 1,029,630

法人税、住民税及び事業税 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △	 2,385,562 △	 1,355,932 △	 1,029,630

一般正味財産期首残高 18,919,727 20,275,659 △	 1,355,932

一般正味財産期末残高 16,534,165 18,919,727 △	 2,385,562

Ⅱ指定正味財産増減の部 0 0 0

受取補助金等 15,892,400 15,697,000 195,400

受取全法連助成金 15,892,400 15,697,000 195,400

一般正味財産への振替額 △	 15,892,400 △	 15,697,000 △	 195,400

一般正味財産への振替額 △	 15,892,400 △	 15,697,000 △	 195,400

　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　指定正味財産期首残高 0 0 0

　指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 16,534,165 18,919,727 △	 2,385,562

（単位：円）

科　　　　　　　目





 

平成３０年度功労者表彰 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （敬称略） 
	  

	 	 	 青年部会相談役	 	 福田	 真也	 	  

女性部会長	 	 	 	 永田	 アサノ	  

広報委員	 	 	 	 	 吉永	 恵美子 
 
 

	 	 	 	 	 	 平成３０年度会員増強功労者表彰	  
 
 

	  	 ・団体の部 
 

赤松支部	 	 	 	 勧興支部	 	 	 小城支部	 	 	  

神野支部	 	 	 	 城北支部	 	 	 昭栄支部 

城東支部	 	  
 

	  	 ・個人の部 
 

	  	 古賀	 健治	 	 	 三瀬	 智德	 	 	 貞冨	 希代	 	  

	  	 古賀	 憲一	 	 	 貝原	 真由美	 	 原田	 由美子 



第２号議案　　任期満了に伴う役員改選の件

役	 職 氏	 　名 役	 職 氏	 　名

理	 	 	 事 陣 内 芳 博 理	 	 	 事 岸 川 正 人

〃 秀 島 宣 雄 〃 田 島 広 一

〃 本 島 直 幸 〃 吉 田 裕 一 郎

〃 古 賀 醸 治 〃 糸 山 博 幸

〃 古 賀 久 志 〃 吉 村 正

〃 杉 町 謙 吾 〃 原 田 烈

〃 大 坪 清 文 〃 山 口 博 秀

〃 平 川 哲 男 〃 野 田 豊 秋

〃 音 成 日 佐 男 〃 豆 田 守 正

〃 真 崎 俊 夫 〃 今 澤 隆 紹

〃 古 賀 健 治 〃 七 田 義 孝

〃 西 田 信 行 〃 山 本 康 徳

〃 古 賀 直 〃 井 手 隆 彦

〃 川 代 勇 一 〃 大 坪 恵 介

〃 永 田 ア サ ノ 〃 武 富 和 紀

〃 香 月 道 生 〃 早 川 幸 浩

〃 山 田 俊 彦 〃 枝 吉 恒 則

〃 小 池 清 〃 古 川 千 津 子

〃 前 田 博 憲

〃 山 口 浩 監	 	 	 事 中 島 信 哉

〃 川 﨑 敏 秀 〃 森 茂 樹

（公社）佐賀法人会理事・監事候補




