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平成 30年度 事業報告 

 

Ⅰ 概況 

   平成 30 年度は、福井法人会の基本的理念である「健全な経営」、「正しい納税」、「社会への貢献」

に基づき、公益法人としてふさわしい様々な事業を展開した。 

   適正な申告・納税を普及、推進する事業(公 1)では、各種セミナー・説明会を開催、租税教育

事業では青年部会や女性部会の主管による税金教室の実施、さらには親子税金クイズ、税に関す

る絵はがきコンクール・紙芝居を実施し、「税金の大切さ」や「税金の使い道」など子供たちに理

解と関心を深めてもらった。また、各支部においても地域イベントに協賛して税金クイズを行っ

た。 

   地域社会の健全な発展・社会への貢献事業（公 2）では、セミナーや講演会の開催や地域イベ

ントに協賛し法人会の周知・広報に努め、地域との一体感醸成に貢献した。福井しあわせ元気大

会（全国障害者スポーツ大会）のボランティア活動では、全国から訪れた選手・応援団の方々を

明るい笑顔と温かい歓迎の心でお迎えし、楽しい時間を過ごしていただいた。 

   会員の福利厚生等に資する事業、組織基盤の拡充事業及び会員支援事業等においても前年度に

劣ることなく充実した事業を展開した。 

 

 

Ⅱ 主要事業報告 

適正な申告・納税を普及、推進する事業（公１） 

(1)税知識の普及を目的とする事業・・・「税知識の普及推進事業」 

 

◇実務者セミナー 

    日時  平成 30 年 7月 26 日 

    会場  福井県自治会館  出席者：104 名 

    内容  「平成 30 年度税制改正について」            税理士 髙間勝徳氏 

 

    日時  平成 30 年 9月 21 日 

    会場  福井県自治会館  出席者：100 名 

    内容  「福利厚生費・会議費・交際費・寄付金の税務上の取扱い」税理士 髙間勝徳氏 

 

    日時  平成 30 年 10月 22日 

    会場  福井県自治会館  出席者：102 名 

    内容  「消費税の税率変更の概要と注意点」          税理士 髙間勝徳氏 
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◇決算期別説明会 

    日時  平成 30 年 6月 13 日 

    会場  福井県自治会館  出席者：34 名 

    内容  「申告にあたり留意すべき事項について」 

     福井税務署審理専門官上席国税調査官 䋆井綾子氏 

 

    日時  平成 30 年 10月 19日 

    会場  福井県自治会館  出席者：33 名 

    内容  「申告にあたり留意すべき事項について」 

     福井税務署審理専門官上席国税調査官 䋆井綾子氏 

 

    日時  平成 31 年 2月 27 日 

    会場  福井県自治会館  出席者：85 名 

    内容  「申告にあたり留意すべき事項について」 

        「消費税軽減税率制度について」 

     福井税務署審理専門官上席国税調査官 䋆井綾子氏 

 

◇役員税務研修会 

    日時  平成 30 年 12月 11日 

    会場  福井商工会議所ビル  出席者：49名 

    内容  「消費税の軽減税率制度について」      福井税務署長 杉本吉宣氏 

 

◇税務研修会（青年部会） 

    日時  平成 31 年 2月 13 日 

    会場  ユアーズホテルフクイ   出席者：23名 

    内容  ～もう悩まない～ 消費税軽減税率制度を学ぶ 

                       南誠太郎税理士事務所 南誠太郎氏 

 

◇年末調整説明会  主催：福井税務署 

    日時  平成 30 年 11月 19日～20日 

    会場  福井県県民ホール 

 

◇参考図書の配布 

       ・平成 30 年度版主要税法取扱便覧 

       ・平成 30 年度税制改正のあらまし 

       ・平成 30 年度会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ 

       ・平成 30 年度分役員のための確定申告実務のポイント 

       ・消費税軽減税率制度のポイントと 8％・10％判定 
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 (2)納税意識の高揚を目的とする事業・・・「納税意識の高揚事業」 

 

◇租税教育事業「税金教室」の実施  主管：青年部会 

   税の仕組み、税の大切さを青年経営者および青年経営幹部の立場から教え税の使われ方にも

興味を持ってもらうため小学校へ出向き税金教室を実施した。 

    

日時  平成 30年 12月 4日 

   学校名  日之出小学校 

    対象  6学年（2回 延 55名） 

 

    日時  平成 31 年 1月 22 日 

   学校名  鶉小学校 

    対象  6学年（2回 延 47名） 

 

    日時  平成 31 年 2月 7日 

   学校名  国見小学校 

    対象  5・6学年（1回 13名） 

 

◇租税教育事業「税金教室」の実施  主管：女性部会 

日時  平成 31年 1月 23日 

  学校名  上文殊小学校 

    対象  6年生（10名） 

 

◇租税教育事業「親子税金クイズ」の実施   主管：青年部会 

    青年部会が企画運営し税に関する問題を○×クイズ形式で出題し各々の問題について福井税

務署の担当官が解説した。 

    日時  平成 31 年 1月 19 日 

    会場  フェニックスプラザ  出席者：1,000名 

 

◇租税教育事業「税に関する絵はがきコンクール」の実施   主管：女性部会 

    福井市、永平寺町の全小学校の 6年生を対象に「平成 30年度（第 9回）税に関する絵はがき

コンクール」を実施し 30 小学校より 1,149 作品が集まった。 

   第 1 次審査   平成 31年 1月 24 日   

   優秀作品審査   平成 31年 2月 1日 

   表 彰 式   平成 31年 2月 23 日 

   優秀作品展示   福井春山合同庁舎、永平寺町役場、各金融機関等 

 

◇租税教育事業「紙芝居」の実施   主管：女性部会 

    日時  平成 30 年 7月 26 日 
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    会場  とちのき児童館  （児童数：55 名） 

 

    日時  平成 30 年 7月 31 日 

    会場  すいせん児童館  （児童数：60 名） 

 

    日時  平成 30 年 8月 22 日 

    会場  ふじ児童館  （児童数：60名） 

 

    日時  平成 30 年 5月 6日 

    場所  福井県済生会病院北側フラワーフィールド 

 

    日時  平成 30 年 10月 21日 

    会場  森田小学校 

 

    日時  平成 30 年 10月 21日 

    会場  円山小学校 

 

◇租税教育事業「税金クイズ」の実施    主管：支部 

    日時  平成 30 年 5月 6日  （和田支部） 

    場所  福井県済生会病院北側フラワーフィールド 

 

    日時  平成 30 年 7月 21 日  （大手支部） 

    場所  福井城址周辺 

 

    日時  平成 30 年 10月 20日・21日  （森田河合川西支部） 

    会場  森田公民館 

 

    日時  平成 30 年 10月 21日  （啓蒙円山支部） 

    会場  円山小学校 

 

    日時  平成 30 年 10月 21日  （和田支部） 

    会場  福井問屋センター 

 

    日時  平成 30 年 10月 28日  （松本支部） 

    会場  松本小学校 

 

    日時  平成 31 年 3月 24 日   （中央支部） 

    会場  福井新聞社「風の森ホール」 
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◇税務署長との懇談会（青年部会・女性部会） 

    日時  平成 30 年 11月 20日  出席者：青年部会員 9名 

    会場  福井春山合同庁舎 

 

    日時  平成 30 年 12月 6日   出席者：女性部会員 18名 

    会場  福井市地域交流プラザ 

 

◇広報事業（会報誌発行、ＦＡＸ通信等） 

   ・会報誌「ＷＯＲＴＨ」（VOL74、VOL75）を発行 

   ・ＦＡＸ通信「福井法人会ニュース」を毎月送信 

   ・ホームページにて情報発信の共有化 

   ・税を考える週間時に新聞、ラジオで広告宣伝 

・青年部会会報誌「フロンティア 21」（VOL51、VOL52）を発行 

   ・女性部会レポート（VOL9）を発行 

 

◇小中学生の平成 30年度「税についての作品」募集に協賛  主催：福井納税貯蓄組合連合会 

    日時  平成 30 年 9月 26 日 

内容  税についての作品審査会   

 

日時  平成 30年 11月 15日 

    内容  税についての作品表彰式   

 

◇その他（福井県法人会連合会青年部会連絡協議会研修会） 

    日時  平成 30 年 10月 30日  

    内容  財政健全化のための健康経営プロジェクト 

 

    日時  平成 31 年 2月 26 日  

    内容  青年の集い岐阜大会報告及び今後の青年部会について 

 

 

(3)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・・・ 

「税制・税務に関する提言事業」 

◇税制改正の要望集約 

   役員等から提出された「平成 31年度税制改正要望に関するアンケート」を取りまとめ、県法連

の税制委員会で審議を重ね「平成 31年度税制改正要望事項」を全法連に提出した。 

 

◇税制改正の提言要望 

全国大会で採択された提言事項を地元選出の国会議員並びに自治体の首長、議会議長に対して

要望活動を実施した。 （実施日） 
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    ・衆議院議員      稲田 朋美 氏 （平成 30年 11月 21 日） 

    ・福 井 市 長       東村 新一 氏 （平成 30 年 11月 16日） 

    ・福井市議会議長   青木 幹雄 氏 （平成 30年 11月 27日） 

    ・永平寺町長      河合 永充 氏 （平成 30年 11月 16 日） 

    ・永平寺町議会議長   江守  勲 氏 （平成 30年 11月 16 日） 

 

◇全国大会 

    内容  第 35回法人会全国大会鳥取大会 

    日時  平成 30 年 10月 11日 

    会場  とりぎん文化会館 

 

◇全国青年の集い 

    内容  第 32回法人会全国青年の集い岐阜大会 

    日時  平成 30 年 11月 9日 

    会場  長良川国際会議場 

 

◇全国女性フォーラム 

    内容  第 13回法人会全国女性フォーラム山梨大会 

    日時  平成 30 年 4月 12 日 

    会場  アイメッセ山梨 

 

地域社会の健全な発展・社会への貢献を目的とする事業（公 2） 

(1)地域企業の健全な発展に資する事業・・・「地域企業の発展支援事業」 

 

◇実務者セミナー 

    日時  平成 30 年 8月 9日 

    会場  福井県自治会館  出席者：58 名 

    内容  「世間を賑わす３大ハラスメントとその対応」 

                         特定社会保険労務士 井上徳彦氏 

 

    日時  平成 30 年 11月 29日 

    会場  福井県自治会館  出席者：78 名 

    内容  実務者が知っておきたい「働き方改革が実務に与える影響」 

                         特定社会保険労務士 勝見秀樹氏 

    日時  平成 30 年 12月 18日 

    会場  福井県自治会館  出席者：55 名 

    内容  実務者が知っておきたい「高齢者雇用のための年金の基礎知識」 

  特定社会保険労務士 勝見秀樹氏 
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    日時  平成 31 年 1月 16 日 

    会場  福井県自治会館  出席者：25 名 

    内容  「商標を活用しよう!」         弁護士・弁理士 網谷 威氏 

 

    日時  平成 31 年 2月 19 日 

    会場  福井県自治会館  出席者：51 名 

    内容  「ハラスメントと労働災害」      弁護士・弁理士 網谷 威氏 

 

◇聴いて得するセミナー 

    日時  平成 30 年 9月 19 日 

    会場  福井市地域交流プラザ  出席者：61名 

    内容  「記憶力ぐんぐん上がる大人の記憶術」 

                         つがわ式株式会社代表 津川博義氏 

 

    日時  平成 31 年 1月 22 日 

    会場  福井市地域交流プラザ  出席者：40名 

    内容  「体操で、お金は使わず、貯筋しよう」 

                          ラジオ体操指導士 宮本真由美氏 

 

◇企業視察 

    日時  平成 30 年 10月 25日～26日 （親会） 

   視察地  ＹＫＫ、㈱能作（富山県）  参加者：12名 

 

    日時  平成 30 年 7月 11 日～12 日 （青年部会） 

   視察地  霧島酒造㈱（宮崎県）  参加者：15名 

 

◇支部研修会 

    支部  西安居支部 

    日時  平成 30 年 4月 22 日 

    会場  安居公民館  出席者：50名 

    内容  「元気に働くための生活習慣」    高山産業医事務所長 高山英之氏 

        「創作落語」              落語家 はやおき亭貞九郎氏 

 

    支部  和田支部 

    日時  平成 30 年 11月 21日 

    会場  福井テレビ  出席者：35名 

    内容  「その備えは安心ですか？～身近な防災活動の振り返り～」 

福井高専環境都市工学科講師・福井県防災士会所属 江本晃美氏 
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◇真価塾（青年部会） 

    日時  平成 30 年 11月 13日 

    会場  ユアーズホテルフクイ   出席者：19名 

    内容  ～自分・家族・社員のために～ 働き盛りの健康管理 

            （公財）福井県健康管理協会副理事長 

               県民健康センター所長・がん検診事業部長 松田一夫氏 

 

◇研修会（女性部会） 

    日時  平成 30 年 5月 17 日 

    会場  バードグリーンホテル   出席者：53名 

    内容  「めっき屋でござる」    清川メッキ工業（株）会長 清川 忠氏 

 

    日時  平成 30 年 10月 2日 

    場所  国立印刷局（滋賀県）   参加者：31名 

 

    日時  平成 30 年 12月 6日 

    会場  福井市地域交流プラザ   出席者：14名 

    内容  「料理教室」              豆料理研究家 松川佳実氏 

 

    日時  平成 31 年 2月 6日 

    会場  八雲迎賓館          出席者：47名 

    内容  「さぁ、はじめよう! 継続できる若さ作り」  

（有）パワーリンク 代表取締役 漆崎由美氏 

 

◇その他 

    内容  福井県法人会連合会青年部会連合協議会研修会 

日時  平成 30年 7月 19日 

    会場  農業者トレーニングセンター 

 

    内容  福井県法人会連合会女性部会連合協議会研修会 

日時  平成 30年 7月 24日 

    会場  サバエ･シティーホテル 

 

◇インターネットセミナー 

「オンデマンドサービス」 年間アクセス数  16,506 回 
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 (2)地域社会への貢献を目的とする事業・・・「地域社会貢献事業」 

 

◇第 7 回定時総会記念講演会 

    日時  平成 30 年 5月 15 日 

    会場  福井商工会議所ビル  出席者：150名 

    内容  「これからの日本社会と新しい男女の関係」 

        工学者・環境評論家 武田邦彦氏 

 

◇「税を考える週間」記念講演会 

    日時  平成 30 年 11月 12日 

    会場  福井県県民ホール  出席者：160 名 

    内容  「心地よい日本語の使い方」        国語学者 金田一秀穂氏 

 

◇ほうじん寄席 

    日時  平成 30 年 11月 26日 

    会場  フェニックス･プラザ  出席者：200名 

    内容  柳家権太楼独演会  

 

◇親子ふれあいステージ 

    日時  平成 31 年 1月 19 日 

    会場  フェニックス・プラザ  出席数：1,000 名 

    内容  「コメディークラウンサーカス」 

 

◇地域イベントに協賛 

    内容  2018れんげ和ん田ぁ～らんど祭 （和田支部） 

    日時  平成 30 年 5月 6日  来場者 800 名 

    場所  福井県済生会病院北側フラワーフィールド 

 

    内容  第 9回福井城址お堀の灯り   （大手支部） 

    日時  平成 30 年 7月 21 日 

    場所  福井城址周辺 

 

    内容  越前朝倉万灯夜        （東部支部） 

    日時  平成 30 年 8月 25 日・26 日 

    場所  一乗谷朝倉氏遺跡 

 

    内容  第 1回中藤島感謝祭      （中藤支部） 

    日時  平成 30 年 9月 30 日  来場者：600名 

    会場  中藤島公民館 
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    内容  森田地区合併 50周年記念文化祭 （森田河合川西支部） 

    日時  平成 30 年 10月 20日・21日 

    会場  森田小学校 

 

    内容  第 20回円山ふれあいまつり   （啓蒙円山支部） 

    日時  平成 30 年 10月 21日 

    会場  円山小学校 

 

    内容  トントンまつり        （和田支部） 

    日時  平成 30 年 10月 21日  来場者：800名 

    会場  福井問屋センター 

 

    内容  松本まつり 2018        （松本支部） 

    日時  平成 30 年 10月 28日  来場者：2,700 名 

    会場  松本小学校 

 

    内容  大人のための体力測定     （順化支部） 

    日時  平成 30 年 11月 11日  参加者：190名 

    会場  順化小学校 

 

    内容  和太鼓コンサート道 2019 （中央支部） 

    日時  平成 31 年 3月 24 日   来場者：114名 

    会場  福井新聞社「風の森ホール」 

 

◇イベントに協賛 

    内容  福井しあわせ元気大会（第 18回全国障害者スポーツ大会）ボランティア活動 

    日時  平成 30 年 10月 13日～15日  

    場所  福井運動公園 9.98 スタジアム 参加者：福井法人会（親会、青年・女性部会） 

                                       延 41名 

    場所  三国運動公園陸上競技場  参加者：福井法人会（女性部会）延 28 名 

 

◇その他 

    内容  タオルケア帽子寄贈（女性部会） 

    日時  平成 31 年 2月 13 日 

 

    内容  募金拠出（女性部会） 

    日時  平成 31 年 2月 13 日 
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会員の福利厚生等に資する事業（収 1） 

◇各種制度の加入状況   （平成 31 年 3 月末現在） 

 

制  度  種  類 
30.4.1現在 

加入率(%) 

31.3.31現在 

加入率(%) 

対前年度 

(ﾎﾟｲﾝﾄ) 
取 扱 会 社 

経営者大型総合保障制度 24.1％ 23.8％ △0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ 大同生命・ＡＩG 

ビ ジ ネ ス ガ ー ド 14.48％ 15.38％ 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ ＡＩG 

が ん 保 険 制 度 16.74％ 16.89％ 0.15 ﾎﾟｲﾝﾄ ＡＦＬＡＣ 

 

◇福利厚生制度連絡協議会 

    日時  平成 30 年 8月 31 日 

    会場  福井商工会議所ビル  出席者：51名 

 

    日時  平成 30 年 12月 11日 

    会場  福井商工会議所ビル  出席者：49名 

 

◇中小企業向け貸倒保証制度の活用支援 

 

組織基盤の拡充及び会員支援のための親睦交流等に資する事業（他 1） 

(1)会員増強に資する事業・・・「会員増強事業」 

 

◇福井法人会 会員数  （平成 31 年 3 月末現在） 

 30.4.1 現在 31.3.31現在 増 減 増減内訳 

会員数 3,999 社 3,951 社 △ 48 社 新規会員 73社 

退会他 △121社 加入率 57.9％ 57.2％ △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ 

 

 なお、支部別の会員数、加入率は別記「支部別法人会員数一覧表」のとおりである。 

 

 ◇青年・女性部会 会員数  （平成 31 年 3 月末現在） 

 30.4.1 現在 31.3.31現在 増減 増減内訳 

青年部会 126 名 117 名 △9名 新規 10名卒業他 19名 

女性部会 100 名 97名 △3名 新規 2名退会 5名 
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 ◇会員増強等よる支部役員会 

支部名 内    容（開催日・場所） 

旭 役員会（30.11.13まる八） 

日之出 
第 1回役員会（30.10.15岡本木材㈱）・第 2回役員会（30.11.15 岡本木材㈱） 

第 3回役員会（30.12.4岡本木材㈱） 

和 田 役員会（30.10.5矢車） 

宝 永 役員会（30.10.20うな信） 

中 央 3支部合同役員会（30.9.18エースイン福井） 

順 化 3支部合同役員会（30.9.18エースイン福井）・役員会（30.12.3 泰平） 

大 手 3支部合同役員会（30.9.18エースイン福井）・役員会（30.10.23 福井ﾌｪﾆｯｸｽﾎﾃﾙ） 

西 部 第 1回役員会（30.10.3寿し吉）・第 2回役員会（30.11.29寿し吉） 

足 羽 役員会（30.10.26ふせ金） 

木 田 役員会（30.10.3ピリケン本店） 

花 堂 役員会（30.10.4まさ季） 

中 藤 
第 1回役員会（30.8.22リライム）・第 2回役員会（30.11.5リライム） 

第 3回役員会（30.11.29リライム） 

麻生津 役員会（31.2.15浅野屋） 

森田河合川西 第 1回役員会（30.6.8半兵衛）・第 2回役員会（30.9.27半兵衛） 

社 役員会（30.11.28大むら） 

東 部 第 1回役員会（30.7.2かんきち）・第 2回役員会（30.10.24大西魚店） 

西安居 役員会（30.10.12豆狸） 

清水越廼 役員会（30.11.8アオヤマ） 

 

◇支部長会議 

    日時  平成 30 年 9月 4日 

    会場  福井商工会議所ビル  出席者：35名 

 

◇３支部合同役員会（中央・順化・大手支部） 

    日時  平成 30 年 9月 18 日 

    会場  エースイン福井    出席者：9名 

 

◇新入会員オリエンテーション（青年部会） 

    日時  平成 31 年 3月 18 日 

    会場  ユアーズホテルフクイ 出席者：13名 

 

 

(2)会員交流に資する事業・・・「会員交流事業」 

 

◇福利厚生制度ふれあい事業「舟木一夫特別公演」 



- 13 - 

 

    日時  平成 30 年 7月 5日 

    場所  御園座   参加者：45名 

 

◇会員親睦ボウリング大会 

    日時  平成 30 年 8月 24 日 

    場所  ウェーブ 40      参加者：48名 

 

◇平成 30年度人間ドック受診料の一部助成 

    平成 30年度 151 名に助成 

 

◇ＰＥＴ健診料金割引制度の活用支援 

 

◇青年部会 

サマーフェスタ 2018 

    日時  平成 30 年 7月 30 日 

    会場  板長バル 参加者：31名 

 

2018親睦ゴルフコンペ 

    日時  平成 30 年 9月 29 日 

    場所  ゴールド福井カントリークラブ  参加者：17名 

 

2019親睦ボウリング大会 

    日時  平成 31 年 3月 6日 

    場所  福井レジャーランボウル  参加者：18名 

 

卒業生を送る会 

    日時  平成 31 年 3月 18 日 

    会場  ユアーズホテルフクイ   出席者：48名 

 

◇女性部会 

会員新年会 

    日時  平成 31 年 2月 6日 

    会場  八雲迎賓館   出席者：47名 

 

 

１．事業報告附属明細書 

   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する附属明細書に

記載すべき事業報告の内容を補足する重要な事項：なし
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支部別法人会員数一覧表 

 

 

支部名 
期首（30年 4月 1日現在） 期末（31年 3月 31日現在） 

稼動法人数(社) 会員数（社） 加入率（％） 稼動法人数(社) 会員数（社） 加入率（％） 

旭 146 91 62.3 145 89 61.4 

日 之 出 180 122 67.8 181 126 69.6 

啓蒙円山 612 366 59.8 615 364 59.2 

和  田 708 461 65.1 705 453 64.3 

松  本 210 106 50.5 210 102 48.6 

宝  永 113 70 62.0 110 69 62.7 

春  山 104 45 43.3 100 43 43.0 

明  新 813 426 52.4 813 410 50.4 

中  央 181 113 62.4 178 107 60.1 

順  化 152 105 69.1 153 102 66.7 

大  手 147 94 64.0 153 97 63.4 

西  部 380 194 51.1 374 188 50.3 

足  羽 170 96 56.5 171 97 56.7 

木  田 287 155 54.0 289 151 52.2 

花  堂 286 166 58.0 278 159 57.2 

中  藤 413 288 69.7 425 300 70.6 

麻 生 津 294 153 52.0 292 152 52.1 

森田河合川西 488 286 58.6 496 287 57.9 

社   453 198 43.7 455 199 43.7 

東  部 301 237 78.7 299 230 76.9 

西 安 居 31 23 74.2 32 23 71.9 

松  岡 128 51 39.8 125 52 41.6 

永 平 寺 84 44 52.4 82 41 50.0 

上 志 比 34 14 41.2 33 14 42.4 

清水越廼 131 74 56.5 131 74 56.5 

美  山 63 21 33.3 64 22 34.4 

合  計 6,909社 3,999社 57.9％ 6,909 社 3,951 社 57.2％ 

 

 


