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令和元年度 事業報告 

Ⅰ 概況 

   平成から令和へと時代が変わる中、福井法人会は基本的理念である「健全な経営」、「正しい納

税」、「社会への貢献」に基づき、吉岡新会長の掲げたスローガン「Yes，ZEY can!～税ならできる！

～」として、税の可能性を探りながら、会員とともに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。 

   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。 

   現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、会員企業等をとりまく環境が非常に厳しい状況

下にあり、この先、法人会の事業は状況を慎重に見極めたうえでの展開になることが想定される。 

 

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  令和元年 7月 26日 

    会場  福井県自治会館  出席者：116名 

    内容  「平成 31年度（令和元年度）税制改正について」     税理士 髙間勝徳氏 

 

    日時  令和元年 8月 28日 

    会場  福井県自治会館  出席者：146名 

    内容  「消費税の実務（税率変更時の注意点等）」       税理士 髙間勝徳氏 

 

    日時  令和元年 10月 23日 

    会場  福井県自治会館  出席者：89名 

    内容  「減価償却資産の会計と税務」             税理士 髙間勝徳氏 

◇決算期別説明会 

    日時  令和元年 6月 24日 
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    会場  福井県自治会館  出席者：35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 

 

    日時  令和元年 10月 29日 

    会場  福井県自治会館  出席者：23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 田中利昌氏 

 

    日時  令和 2年 2月 26日 

    会場  福井県自治会館  出席者：50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 田中利昌氏 

 

◇年末調整説明会  主催：福井税務署 

    日時  令和元年 11月 18日～19日 

    会場  福井県県民ホール 

 

◇参考図書の配布 

       ・2019年度版主要税法取扱便覧 

       ・令和元年度税制改正のあらまし 

       ・令和元年度版会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ 

       ・会社役員のための「令和元年分確定申告実務のポイント」 

       ・経営判断にも役立てよう「決算書の前期比較術」 

 

 (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  令和元年 11月 28日 

   学校名  志比南小学校 

    対象  6学年（10名） 

    日時  令和元年 12月 10日 

   学校名  中藤小学校 

    対象  6学年（157名） 
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    日時  令和 2年 1月 21日 

   学校名  大安寺小学校 

    対象  6学年（17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  令和 2年 1月 18日 

    会場  フェニックスプラザ  来場者：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「令和元年度（第 10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 1,211作品が集まった。 

   第 1 次審査   令和 2年 1月 31日   

   優秀作品審査   令和 2年 2月 5日 

   表 彰 式   令和 2年 2月 22日 

   優秀作品展示   福井春山合同庁舎、福井市役所、永平寺町立図書館、各金融機関等 

 

◇租税教育事業「税金教室」の実施  主管：女性部会 

日時  令和 2年 1月 28日 

  学校名  清水東小学校 

    対象  6年生（21名） 

 

◇租税教育事業「紙芝居」の実施   主管：女性部会 

    日時  令和元年 7月 14日 

    会場  和田公民館     （和田支部事業） 

 

    日時  令和元年 7月 30日 

    会場  つくし児童館    （児童数：60名） 

 

    日時  令和元年 8月 2日 

    会場  さざんか児童館   （児童数：60名） 

 

    日時  令和元年 9月 8日 

    会場  福井運動公園    （福井しあわせ障スポフェスタ） 

    日時  令和元年 10月 20日 

    会場  森田小学校     （森田河合川西支部事業） 
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    日時  令和元年 10月 20日 

    会場  円山小学校     （啓蒙円山支部事業） 

 

◇租税教育事業「税金クイズ」の実施    主管：支部 

    日時  令和元年 7月 14日  （和田支部） 

    会場  和田公民館 

 

    日時  令和元年 7月 27日  （大手支部） 

    場所  福井城址周辺 

 

    日時  令和元年 9月 29日  （中藤支部） 

    会場  中藤島公民館 

 

    日時  令和元年 10月 6日  （和田支部） 

    会場  福井問屋センター 

 

    日時  令和元年 10月 20日   （森田河合川西支部） 

    会場  森田公民館 

 

    日時  令和元年 10月 20日  （啓蒙円山支部） 

    会場  円山小学校 

 

    日時  令和元年 10月 27日  （松本支部） 

    会場  松本小学校 

 

    日時  令和 2年 3月 28日   （中央支部） 

    会場  ハピテラス 

 

◇税務署長との懇談会（青年部会・女性部会） 

    日時  令和元年 11月 22日 

    会場  福井春山合同庁舎    （青年部会員：7名） 

 

    日時  令和元年 12月 3日 

    会場  福井市地域交流プラザ   （女性部会員：21名） 

 

 

◇広報事業（会報誌発行、ＦＡＸ通信等） 

   ・会報誌「ＷＯＲＴＨ」（VOL76、VOL77）を発行 

   ・ＦＡＸ通信「福井法人会ニュース」を毎月送信 
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   ・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」（VOL53、VOL54）を発行 

   ・女性部会レポート（VOL10）を発行 

 

◇その他の研修会 

    日時  令和元年 11月 1日  

    会場  北陸中央ビル 

    内容  福井県法人会連合会青年部会連絡協議会部会長会議 

「健康経営プロジェクト」の取扱いについて 

 

◇小中学生の「令和元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  令和元年 9月 25日 

内容  「税についての作品」審査会   

 

日時  令和元年 11月 12日 

    内容  「税についての作品」表彰式   

 

 

(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「令和 2 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「令和 2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） 

    ・衆議院議員      稲田 朋美 氏 （令和元年 11月 19日） 

    ・福 井 市 長       東村 新一 氏 （令和元年 11月 18日） 

    ・福井市議会議長   堀川 秀樹 氏 （令和元年 11月 28日） 

    ・永平寺町長      河合 永充 氏 （令和元年 11月 20日） 

    ・永平寺町議会議長   江守  勲 氏 （令和元年 11月 20日） 

 

◇全法連主催事業 

  第 36回法人会全国大会三重大会 

    日時  令和元年 10月 3日 

    会場  津市産業・スポーツセンター   参加者：2名 
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  第 33回法人会全国青年の集い大分大会 

    日時  令和元年 11月 8日 

    会場  iichiko総合文化センター    参加者：9名 

 

  第 14回法人会全国女性フォーラム富山大会 

    日時  平成 31年 4月 25日 

    会場  富山産業展示館         参加者：14名 

 

  令和 2年税制セミナー 

    日時  令和 2年 2月 12日 

    会場  ハイアットリージェンシー東京  参加者：1名 

 

◇北法連主催事業 

  第 1回北陸地区青年の集い石川大会 

    日時  令和 2年 2月 17日 

    会場  ホテル金沢           参加者：24名 

 

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  令和元年 9月 18日 

    会場  福井県自治会館  出席者：85名 

    内容  「実務者が知っておきたい最新の助成金情報」 

                               社会保険労務士 髙村欣実氏 

 

    日時  令和元年 11月 28日 

    会場  福井県自治会館  出席者：67名 

    内容  「実務者が知っておきたい働き方改革（均等・均衡待遇関係）」 

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

 

    日時  令和元年 12月 18日 

    会場  福井県自治会館  出席者：62名 

    内容  「実務者が知っておきたいハラスメント（パワハラ法制化の動向など）」 

        特定社会保険労務士 井上徳彦氏 

    日時  令和 2年 1月 24日 

    会場  福井県自治会館  出席者：82名 

    内容  「就業規則の留意点」              弁護士・弁理士 網谷威氏 
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    日時  令和 2年 2月 19日 

    会場  福井県自治会館  出席者：81名 

    内容  「中小企業によくある会社法上の問題」      弁護士・弁理士 網谷威氏 

 

◇研修会（役員） 

    日時  令和元年 12月 9日 

    会場  福井商工会議所  出席者：53名 

    内容  「健康経営―実践のすすめ」 

                  特定非営利活動法人健康経営研究会賛助会員 石井公一氏 

 

◇研修会（支部） 

    支部  西安居支部 

    日時  平成 31年 4月 14日 

    会場  安居公民館  出席者：50名 

    内容  「歯周病の予防について」              池田歯科 池田隆彦氏 

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

 

    支部  和田支部 

    日時  令和元年 11月 14日 

    会場  ユニオンプラザ福井    出席者：45名 

    内容  「これからの 20年 政策が効かない時代」  

福井県立大学理事長（前福井県副知事） 山田賢一氏 

 

◇研修会（青年部会） 

    内容  福井県法人会連合会青年部会連絡協議会「令和元年度研修会」（主管：福井法人会） 

日時  令和元年 9月 18日     出席者：67名 

    会場  ザ・グランユアーズフクイ 

    講演  「たった 1分で社員をやる気にさせる話術 ＰＥＰ ＴＡＬＫ」 

             （一社）日本ペップトーク普及協会専務理事  浦上大輔氏 

 

    日時  令和元年 11月 26日 （真価塾） 

    会場  北陸トラック運送（株）  出席者：15名 

    内容  最新の物流改革・働き方改革の実践現場見学 

                      北陸トラック運送（株）代表取締役 水島正芳氏 

 

◇研修会（女性部会） 

    日時  令和元年 5月 24日 

    会場  八雲迎賓館     出席者：54名 
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    内容  「体操で、お金は使わず、貯筋しよう」 

 NPO法人全国ラジオ体操連盟 1級指導士 宮本真由美氏 

 

    日時  令和元年 9月 18日 

    会場  石川県立能楽堂   参加者：23名 

    内容  初秋の観能会 （主催：金沢法人会） 

 

日時  令和元年 10月 10日 

    会場  小浜市まちの駅「旭座」  参加者 24名 

    内容  福井県法人会連合会女性部会連絡協議会「令和元年度研修会」（主管：小浜法人会） 

 

    日時  令和元年 11月 12日 

    内容  サントリービール工場見学、京都迎賓館見学  参加者：28名 

 

    日時  令和元年 12月 3日 

    会場  福井市地域交流プラザ   出席者：19名 

    内容  ハーバリウム講習            はな里 代表取締役 井 里美氏 

 

    日時  令和 2年 2月 7日 

    会場  八雲迎賓館    出席者：49名 

    内容  「食育と健康 ～食育活動を通じて～」  

（株）髙橋製粉所 代表取締役 髙橋英夫氏 

 

◇企業視察 

    日時  令和元年 10月 30日～31日 （親会） 

   視察先  キリンビバレッジ等（滋賀・岐阜県方面）  参加者：13名 

 

◇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  21,147回 

 

 

(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 8回定時総会記念講演会 

    日時  令和元年 5月 14日 

    会場  福井商工会議所ビル  出席者：150名 

    内容  「食と運動で健康寿命を延ばす」 

          医学博士・理学博士 井上浩義氏 
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◇「税を考える週間」記念講演会 

    日時  令和元年 11月 21日 

    会場  福井県県民ホール    出席者：250名 

    内容  「目利きの人生談義」           古美術鑑定家 中島誠之助氏 

 

◇ほうじん寄席 

    日時  令和元年 10月 28日 

    会場  フェニックス･プラザ   出席者：203名 

    内容  古今亭菊之丞独演会  

 

◇親子ふれあいステージ 

    日時  令和 2年 1月 18日 

    会場  フェニックス・プラザ   来場者：1,000名 

    内容  サーカスエンターテイメントショー「ブラビッシモ‼」 

 

◇地域イベントに協賛 

 内容  2019「夏!和ん田ふる!!」   （和田支部） 

    日時  令和元年 7月 14日    来場者 1,000名 

    場所  和田公民館 

 

    内容  第 10回福井城址お堀の灯り  （大手支部） 

    日時  令和元年 7月 27日 

    場所  福井城址周辺 

 

    内容  越前朝倉万灯夜        （東部支部） 

    日時  令和元年 8月 24日・25日 

    場所  一乗谷朝倉氏遺跡 

 

    内容  第 2回中藤島感謝祭      （中藤支部） 

    日時  令和元年 9月 29日    来場者：600名 

    会場  中藤島公民館 

 

    内容  トントンまつり        （和田支部） 

    日時  令和元年 10月 6日  

    会場  福井問屋センター 

 

    内容  森田地区文化祭        （森田河合川西支部） 

    日時  令和元年 10月 20日 

    会場  森田小学校 
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    内容  第 21回円山ふれあいまつり   （啓蒙円山支部） 

    日時  令和元年 10月 20日 

    会場  円山小学校 

 

    内容  松本まつり 2019        （松本支部） 

    日時  令和元年 10月 27日   来場者：2,500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  令和元年 11月 10日   来場者：145名 

    会場  順化小学校 

 

    内容  中藤島社会教育推進大会     （中藤支部） 

    日時  令和 2年 1月 26日    来場者：190名 

    会場  中藤島公民館 

 

    内容  和太鼓コンサート道 2020 （中央支部） 

    日時  令和 2年 3月 28日    来場者：80名 

    会場  ハピテラス 

 

◇イベントに協賛 

    内容  「第 9回福井県障がい者スポーツ大会」ボランティア活動 （女性部会） 

    日時  令和元年 5月 26日 

    場所  ふくい健康の森 

                                       

    内容  「福井しあわせ障スポフェスタ」運営ボランティア （女性部会） 

    日時  令和元年 9月 8日 

    場所  福井運動公園 

 

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   （令和 2年 3月末現在） 

 

制  度  種  類 
31.4.1現在 

加入率(%) 

2.3.31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 23.80％ 24.01％ 0.21 ﾎﾟｲﾝﾄ 大同生命・ＡＩG 

ビ ジ ネ ス ガ ー ド 15.38％ 16.07％ 0.69 ﾎﾟｲﾝﾄ ＡＩG 

が ん 保 険 制 度 16.89％ 16.56％ △0.33 ﾎﾟｲﾝﾄ ＡＦＬＡＣ 
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◇福利厚生制度連絡協議会 

    日時  令和元年 8月 6日 

    会場  福井県国際交流会館  出席者：60名 

 

    日時  令和元年 12月 9日 

    会場  福井商工会議所ビル  出席者：53名 

 

◇中小企業向け貸倒保証制度の活用支援 

    取引信用保険加入（2年 3月 31日現在） 6件 

 

 

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  （令和 2年 3月末現在） 

 31.4.1現在 2.3.31現在 増 減 増減内訳 

会員数 3,951社 3,895社 △56社 新規会員 56社 

退会 76社 他△36社 加入率 57.2％ 55.9％ △1.3 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  （令和 2年 3月末現在） 

 31.4.1現在 2.3.31現在 増減 増減内訳 

青年部会 117名 117名 0名 新規 14名卒業他△14名 

女性部会 97名 94名 △3名 新規 2名退会△5名 

 

 

 

 ◇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（元.11.20まる八） 

日之出 役員会（元.11.14庭） 

和 田 第 1回役員会（31.4.15らでん）・第 2回役員会（元.9.26矢車） 

宝 永 役員会（元.10.10二ノ丸グリル） 

中 央 役員会（元.10.4仁平寿司）・3支部合同役員会（元.11.15まるさん屋） 

順 化 役員会（元.9.27柳庵）・3支部合同役員会（元.11.15まるさん屋） 
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大 手 役員会（元.10.2チャイナテーブル）・3支部合同役員会（元.11.15まるさん屋） 

西 部 第 1回役員会（元.9.30寿し吉）・第 2回役員会（元.11.22 寿し吉） 

足 羽 役員会（元.10.29ふせ金） 

木 田 役員会（元.10.3ピリケン本店） 

花 堂 第 1回役員会（元.9.27ココスベル店）・第 2回役員会（元.10.17まさ季） 

中 藤 第 1回役員会（元.11.6美くに）・第 2回役員会（元.12.2㈱アイシー物流） 

麻生津 役員会（元.10.30伊呂波） 

森田河合川西 第 1回役員会（元.6.14半兵衛）・第 2回役員会（元.9.26半兵衛） 

社 第 1回役員会（元.7.24大むら）・第 2回役員会（元.10.21馬乃屋） 

東 部 第 1回役員会（元 6.10）・第 2回役員会（元.11.28大西魚店） 

西安居 役員会（元.11.7てるてる坊主） 

清水越廼 役員会（元.10.25食道園） 

 

◇支部長会議 

    日時  令和元年 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  令和元年 11月 15日 

    会場  まるさん屋    出席者：9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「前川清特別公演」 

    日時  令和元年 7月 2日 

    場所  御園座   参加者：35名 

 

◇会員親睦ボウリング大会 

    日時  令和元年 9月 6日 

    場所  ウェーブ 40      参加者：68名 

 

◇人間ドック受診料の一部助成 

    令和元年度助成：207名 

 

◇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 2019 

    日時  令和元年 7月 31日 
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    会場  エジール 参加者：35名 

 

2019親睦ゴルフコンペ 

    日時  令和元年 11月 2日 

    場所  フクイカントリークラブ  参加者：19名 

 

◇女性部会 

会員新年会 

    日時  令和 2年 2月 7日 

    会場  八雲迎賓館   出席者：49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（平成 31年 4月 1日現在） 期末（令和 2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 145 89 61.4 150 89 59.3 

日 之 出 181 126 69.6 186 126 67.7 

啓蒙円山 615 364 59.2 623 346 55.5 

和  田 705 453 64.3 707 449 63.5 

松  本 210 102 48.6 212 101 47.6 

宝  永 110 69 62.7 109 66 60.6 

春  山 100 43 43.0 98 43 43.9 

明  新 813 410 50.4 813 403 49.6 

中  央 178 107 60.1 178 109 61.2 

順  化 153 102 66.7 151 104 68.9 

大  手 153 97 63.4 154 95 61.7 

西  部 374 188 50.3 377 191 50.7 

足  羽 171 97 56.7 173 96 55.5 

木  田 289 151 52.2 289 149 51.6 

花  堂 278 159 57.2 284 158 55.6 

中  藤 425 300 70.6 427 297 69.6 

麻 生 津 292 152 52.1 296 152 51.4 

森田河合川西 496 287 57.9 509 281 55.2 

社   455 199 43.7 472 200 42.4 

東  部 299 230 76.9 298 219 73.5 

西 安 居 32 23 71.9 33 23 69.7 

松  岡 125 52 41.6 127 50 39.4 

永 平 寺 82 41 50.0 82 40 48.8 

上 志 比 33 14 42.4 33 14 42.4 

清水越廼 131 74 56.5 130 72 55.4 

美  山 64 22 34.4 63 22 34.9 

合  計 6,909社 3,951社 57.2％ 6,974社 3,895社 55.9％ 

 

 


