
1.公益事業関係

（１）税知識の普及並びに納税意識の高揚を目的とする事業
開催日 参加者数

決算申告・消費税説明会 大曲税務署法人課税部門
調査官

令和元年  1.6.5 20名
1.9.17 　〃 8名
1.12.24 　〃 6名
2.3.18 　大曲交流センター 17名

税を考える週間 1.11.1
～1.11.11 　イオンモール大曲2階 530名

年末調整説明会 大曲税務署法人課税部門 1.11.19 　大仙市大曲市民会館 491名

税に関する図書無料配布 青年部会 1.11.1 　イオンモール大曲2階 300冊

租税教室 青年部会 2.1.20 　四ツ屋小学校 28名

税の絵はがきコンクール 女性部会 1.12.15 　大曲小学校 133作品
作品募集 　仙南・角館小学校 117作品

〃 税務署長、部会員、事務局 2.1.30 　たつみ 13名

〃優秀作品10作品県連送付 事務局 2.2.3

〃税務署長賞、優秀賞贈呈 税務署長、仲野谷、事務局 2.2.28 4名

（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

①税制委員会関連

全国法人会総連合（以下、全法連という）からの「税制改正に関するアンケート調査」を当会の役員全員
及び税制委員に配布し回答を取りまとめの上、全法連税制委員会に報告提出。
並びに県連税制委員会宛て意見反映。(※)
　　※県連税制委員会　令和元年6月13日　藤澤事務局長　出席　(秋田ビューホテル)

②税制改正に関する提言事項の要望活動

要望
方法

③税に関する他団体との連携活動

平成30年度通常総会

大曲地区税務団体協議会 平成30年度通常総会　　　　

全法連全国大会三重大会 ３1年度税制改正要望承認　

全国青年の集い　大分大会 一色部会長　福田副部会長
租税教育モデル単位会視察研修

全国女性フォーラム 佐藤部会長他7名
富山大会 講演会、税の絵はがき入賞作品展示鑑賞

令和元年度事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表
　　並びに財産目録承認について（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

持参

持参

令和元年年度事業報告

研修会等の名称 講　　師 会　　場

5月・6月・7月
8月・9月・10月

対象者 面接者
実施者 実施日

1.11.5

1.9.11

1.11.7

1.4.25

塩谷会長

塩谷会長

佐々木副会長　事務局

内　　　容

要　望　活　動　先

事務局長 11月1日

11月1日〃

　大曲中央公民館

事務局

11月・12月・1月
2月・3月・4月

管内選出国会議員 伊藤秘書

　　　　

開催日団体の名称

1.5.27

市長室受付
議会事務局

250作品応募、審査

大曲・角館・仙南小学校

大仙市長・市議会議長

大曲地区租税教育推進協議会

　　　　～11.8

1 



納税功労者表彰等、懇談会　　フォーシーズン
塩谷会長、小原副会長、事務局出席

大曲税務署　　事務局

協和小学校　　事務局

（３）地域社会への貢献を目的とする事業
①一般市民に向けた講演会等の開催

開催日

1.5.14 鈴木　典男税理士 グランドパレス川端

会員　26人

一般　7人　

1.12.7 仙北市樺細工

　　天野　真志氏 伝承館

会員8人

一般40人

②管内イベントへの協賛講演事業

開催日

丸子川を美しくする会総会 1.6.9 大仙市役所会議室

丸子川清掃活動 1.7.7 丸子川河川敷

全国花火競技会「大曲の花火」 1.8.31 雄物川河川敷
大曲の花火競技会実行委員会

大仙市花火通り打ち上げ花火 1.7.6 大仙市丸子川周辺

③使用済み古切手の回収寄贈事業（平成２３年度からの継続事業）
女性部会において、使用済み切手を回収し、管内の福祉協議会へ毎年寄贈する。

（４）広報事業
①法人ニュースの発行

「法人ニュース大曲」 第123号（1.7.25発行） 会員他、関係団体、公的機関へ配布

第124号（1.11.25発行）会員他、関係団体、公的機関へ配布

第125号（2.3.23発行） 会員他、関係団体、公的機関へ配布

②「ほうじん」の配布
全法連季刊誌『ほうじん」４．７.１１．１月発行を会員、関係団体、市内銀行、郵便局、交流センター公民館
に配布
③税務団体協議会会報「税協だより」3,000部年１回発行関係団体配布

④ホームページによる情報提供、情報公開
当法人会ホームページでは、税や経理に関する情報、地域の情報、社会保険料簡易計算、当会事業等の
案内を随時更新提供し、情報公開を積極的に行っている。特に「仕訳塾」が多くのアクセスを記録している。

⑤税務関係・経理関係のDVDの無料貸し出し

２．共益事業関係

（１）会員の交流に関する事業

会員加入状況

①役員表彰関係

「秋田県連会長表彰」

受賞者　　小原　將司郎氏、近藤　道哲氏、照井　　昇氏なし

②会員親睦ボウリング大会  ( 1.12.5 仙北ファミリーボウル)

団体6チーム、個人7名計19名参加、成績発表懇親会（グランドパレス川端19名）

場　所 協　賛　額

加入 退会
194

期末会員数
696会員数

1.11.21

開　催　内　容

期首会員数
711

区 分

納税表彰式

開　催　内　容

２０,０００円

講　　師 場所：参加者

「地域の記憶と歴史と文化」

「事業承継税制対策講座」

歴史と文化フォーラム

　　　１,０００円

２０,０００円

租税教室講師養成研修会

租税教育研修会

1.11.14

1.10.16

国立歴史民俗記念館
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（２）会員支援事業

（３）会員の福利厚生等に資する事業

①福利厚生制度推進連絡会議の開催状況

参加人数

第1回県法連事務局職員研修会 16名 メトロポリタン秋田

（ビジネスガードの現況報告、推進計画等）

第2回県法連事務局職員研修会　　　　 20名 メトロポリタン秋田

　　　　　　厚生3社商品説明会

（４）部会活動

①部会員の加入状況

部会名

青年部会

女性部会

　合　計

②部会活動状況

青年部会

開催日 開　催　場　所
1.6.24 青年部会通常総会 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ川端

1.7.11 県青連協部会長会議 秋田ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ

1.10.25 青連協合同研修会 プラザ都

1.11.7～ 全国青年の集い、大分大会 福田部会長 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ大分
11.8 他5名

1.11.1～ 税のマンガ本無料配布 ｲｵﾝﾓｰﾙ大曲２階
11.11

2.1.20 大仙市立四ツ屋小

女性部会

開催日 開　催　場　所
1.4.25 アイメッセ山梨

1.6.25 女性部通常総会 たつみ

1.7.24 県女連協役員会　部会長会議 秋田ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ

1.9.6 県女連協合同研修会 鹿角

1.12.10 税の絵はがきコンクール作品募集 大曲小　角館小
仙南小

2.1.30 〃 250応募作品審査 たつみ

2.2.3 〃　　優秀作品10作品県連送付

2.2.3 〃　　税務署長賞　優秀賞贈呈 協和小学校

租税教室（大曲税務署移動教室同行）

全国女性フォーラム富山大会

参　加　者

12

13

25

2

2

42

12

15

27

事　業　内　容

事　業　内　容

期首部会員数 加　　入

仲野谷部会長　事務局

仲野谷部会長　他7名

期末部会員数

2.1.24

退会（卒業）

開　　催　　内　　容

部会員

事務局

2

0

開　催　場　所開　催　日

1.9.20

10名

女性部会

大曲税務署長
部会員　事務局
事務局

大曲税務署長

福田部会長　事務局

福田部会長

参　加　者
佐藤部会長他７名

14名

仲野谷部会長　事務局
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３．管理関係
（１）総務関係

　　　　定款　　　　　当該年度において変更なし

　　　　規定　　　　　当該年度において変更なし　

（２）諸会議関係

　会議開催状況

開催日 開催場所 出席者
監査会 31.4.17 事務局 4名

理事会 31.4.19 たつみ 18名

通常総会 30.5.18 エンパイヤ 60名
ホテル

令和元年度事業計画、事業予算（報告事項)
の承認について

役員変更について

優良経理担当社員の表彰
大型保障制度優良推進員表彰

三役会 1.11.7 たつみ 6名
後期事業について
仙青委託解消について
事務局長退任及び後任について

三役会 2.1.17 大曲交流 6名 新事務局長について
センター

三役会 2.3.24 たつみ 6名

理事会 2.3.24 たつみ 21名
加入脱会会員承認
経理優良社員、優良推進員表彰の件
新事務局長の承認の件

上部団体への会議出席状況

開催日
1.5.23 ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ秋田

1.6.17 仙台国際ホテル
〃 東北６県連令和元年度定時総会 〃

1.9.20 県連事務局職員研修会議 ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ秋田

1.11.21 東北６県連令和元年度運営委員会 江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

2.1.24 県連事務局職員研修会議 ﾎﾃﾙ大和

その他外部団体への会議出席状況

開催日
1.9.5 仙北青色申告会・通常総会 つくし 事務局

1.11.11 大曲仙北間税会・通常総会 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ川端 〃

30.11.8 大曲地区税務団体協議会・通常総会 たつみ 〃

外部研修・会議等への出席状況

開催日
1.10.16 東北6県連事務局研修会 事務局長

1.10.30 県大会議室 〃

会　　　議　　　名

会　議　名 決　議　事　項
平成２9年度事業及び会計監査

総会提出議案の承認について

平成30年度収支計算書、貸借対照表

秋田県法人運営セミナー

仙台青葉
ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ

会　　　議　　　名 開　催　場　所 出　席　者

出　　席　　者開　催　場　所

開　催　場　所

会　　　議　　　名

県連第１回理事会　通常総会

東北６県連令和元年度理事会

財産目録、正味財産増減計算書、〃
内訳表の承認について（報告事項）

前期収支について

令和2年度事業計画書(案)事業予算書(案)の決定

令和2年度事業計画書(案)事業予算書(案)の承認

藤田専務　事務局
出　席　者

事務局　(藤澤　佐々木)

事務局　(藤澤　佐々木)

〃
塩谷会長

塩谷会長

4 


