
 
                          

平成２８年度 事 業 報 告 
 

１．概 要 

  本会は、平成２４年４月に沖縄県より認定を受け、公益社団法人として新たにスタートし、「地域に

密着した社会貢献運動」に「Ｎｏ！ポイ宣言！」運動の推進、又納税意識向上の為、消費税の期限内納

付及びｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）の広報推進、また青年部会、女性部会、久米島支部

による子供税金教室、女性部会では「税の絵はがきコンクール」を開催し、税の啓発運動を積極的に継

続推進しております。 

 マイナンバー制度については、会員の皆様が正しい理解のもとに、実際生活においても有効活用でき

るよう周知徹底に取り組んでまいりました。 

 更に一般の方々にも参加呼びかけをしたガレッジセール（川田・ゴリ）講演会は約７００名の参加で

盛大に開催致しました。 
 

（公益関係） 

１．税制提言事業（公１） 

（１）税制及び税法の調査研究 

     税制問題については、適正公平な租税負担の合理化を図るため、税制及び税務に関する調査    

研究を行い、税制委員会において本会の要望事項を取りまとめ、理事会の承認を得て、県連    

税制委員会並びに県連理事会を得て（公財）全国法人会総連合に提出された。 

 

（２）税制上の意見・要望の建議 

     税制改正に関し建設的な意見を提言し、その実現を訴えており、浦添市、浦添市議会議長、    

地元選出２名の国会議員に対して提言活動を実施しました。 

 

（３）アンケート調査の実施 

     税制改正に関するアンケート調査を実施し、全国７，１９３件、北那覇法人会１４５件 

   （沖縄県連５５２件）の回答を得た。 

 

２．税の啓発事業（公１） 

（１）租税教育活動の実施等（子供税金教室の開催） 

   平成28年 6月22日（水） 那覇市城北小学校会、       北那覇法人会青年部         １３９名 

       6月28日（水） 西原町西原東小学校、       北那覇法人会青年部           ７１名 

       11月 9日（水） 具志川環境改善センター     北那覇法人会第21支部      ９７名 

        11月24日（木） 西原町坂田小学校           北那覇法人会青年部         １４０名 

        11月30日（水） 浦添市港川小学校           北那覇法人会女性部         １５０名 

        12月13日（火） 浦添市内間小学校           北那覇法人会青年部           ９３名 

     平成29年 1月25日（水） 浦添市牧港小学校           北那覇法人会青年部           ９４名 

 

（２）税の絵はがきコンクールの実施 

     平成28年12月13日（火） 絵はがきコンクール審査会   沖縄納税研修会館            １２名 

     平成29年 1月19日（木） 絵はがきコンクール展示会   サンエー経塚シティー        １０１枚 

        ～25日（水）   （浦添市港川小学校） 

 

（３）租税教育推進協議会活動の後援 

   平成28年11月15日（火）『「平成２８年度小学生の税に関する標語」「中学生の税についての作文」   

                   及び「税に関する高校生の作文」表彰式』       西原町役場 

平成28年11月17日（木） 『「平成２８年度小学生の税に関する標語」「中学生の税についての作文」  

                    及び「税に関する高校生の作文」表彰式』  浦添市中央公民館 

 

（４）税務研修会、説明会、講座等の開催 

  ①新設法人説明会 

     平成28年 6月22日（水） 法人税の基本的な仕組み  北那覇税務署研修室 波平剛一 氏 ３２名 

          9月20日（火） 法人税の基本的な仕組み  北那覇税務署研修室 押鐘博子 氏   ８名 

        12月 5日（火） 法人税の基本的な仕組み  北那覇税務署研修室 金城久美子 氏 ３名 



  ②決算法人説明会 

    平成28年 4月13日（水) 

              6月14日（火) 

              7月26日（火) 

         8月22日（月) 

         9月14日（水) 

        10月25日（火) 

        12月12日（月) 

     平成29年 1月18日（水) 

        3月28日（火) 

                〃 

決算調整と申告の留意点 

決算調整と申告の留意点 

決算調整と申告の留意点 

決算調整と申告の留意点 

決算調整と申告の留意点 

決算調整と申告の留意点 

決算調整と申告の留意点 

決算調整と申告の留意点 

決算調整と申告の留意点 

決算調整と申告の留意点 

浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ 

浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ 

浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ 

北那覇税務署研修室 

浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ 

北那覇税務署研修室 

浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ 

県立美術館講話室 

県立博物館講話室 

県立博物館講話室 

糸数弘和  氏 ４３名 

友利瑞枝 氏 ６２名 

藤原 亮 氏 １９名 

大城 大  氏 ２２名 

高橋正幸  氏 ６７名 

髙橋正幸  氏 ２６名 

登川光男  氏 ４３名 

新里和也  氏   ８名 

高橋正幸  氏 ９１名 

比嘉孝明 氏 ６７名 

 

  ③源泉所得税研修会 

     平成28年 9月 2日（金)  源泉徴収制度のあらまし   浦添市ﾊｰﾓﾆｰｾﾝﾀｰ     税務署職員   ３８名 

 

  ④税務研修会 

     平成28年 5月19日（木） 会社業務の税実務Q&A     浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ  新垣隆顕  氏 ２２名 

              6月28日（火） 税制改正のポイント        浦添市社会福祉ｾﾝﾀｰ  金城達也  氏 ４８名 

              7月20日（水） 固定資産税講座           浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ  高橋正幸  氏 ４３名 

              7月11日（月） 相続・贈与のﾎﾟｲﾝﾄと節税    浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ  金城満珠男 氏７２名 

             7月25日（月） マイナンバー管理実務     浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ   比嘉正人 氏 ４０名 

         8月23日（火)  法人税申告書の書き方     沖縄納税研修会館    押鐘博子  氏 １６名 

               ～24日（水） （基礎編） 

             9月16日（金） 税務調査の最前線Q&A     浦添市社会福祉ｾﾝﾀｰ  金城満珠男 氏 ５０名 

              9月27日（火） 生前贈与の非課税枠活用  浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ  山入端正範 氏 ５８名 

             10月18日（火） 会社税務のてびき        浦添市社会福祉ｾﾝﾀｰ  川端順義  氏 ３２名 

             10月26日（水） 成功する生前贈与         浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ  新垣隆顕   氏 ５９名 

     平成29年 2月17日（火） 固定資産税セミナー      浦添市社会福祉ｾﾝﾀｰ  友利勇栄  氏 ３６名 

 

（５）広報誌「きたなは」の発刊と配布 

    法人会事業活動と税情報等を掲載し、全会員及び関係諸機関へ配布。 

        ＮＯ８０号 発行日 平成２８年８月５日 発行部数 ２，３００部 

        ＮＯ８１号 発行日 平成２９年１月５日 発行部数 ２，５００部 

 

３．経営支援事業 

（１）研修会、セミナー、実務講座等の開催 

 ①経営・実務講習会 

     平成28年 5月17日（火） 銀行は事業計画・融資     沖縄県立美術館講話室 琉球銀行 

                            案件をどう見るか                           伊志嶺達朗 氏 ４２名 

          5月18日（水） 助成金活用セミナー      沖縄県立博物館      大城貴子  氏 １９名 

    7月4日(月）～8日（金)  わかりやすい簿記の基礎講座 沖縄納税研修会館   登川光男  氏 ６０名 

         10月13日（木） 助成金活用セミナー      浦添市社会福祉ｾﾝﾀｰ   大城貴子  氏 ２９名 

         11月22日（火） 融資制度セミナー        浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ   琉銀下地秀典氏 ５名 

     11月25日(金)･28日(月) 建設業簿記基礎講座      沖縄納税研修会館     比嘉孝明  氏 ３０名 

 

 ②諸研修会 

     平成28年 4月26日（火） 新入社員研修会          沖縄納税研修会館     大城久美子 氏 ３５名 

          5月 9日（月） 労務管理基礎講座        浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ    堀下和紀 氏 ５１名 

          6月15日（水） 医療経営のｻﾌﾞﾘｽｸ対策    浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ    添石幸伸 氏 １５名 

          6月24日（金） エクセル関数基礎講座     浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ   久保田和成 氏１７名 

          7月15日（金） 社会保険基礎講座        浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ   堀下和紀 氏 ５７名 

         7月22日（金） パワーポイント入門講座  浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ   久保田和成 氏１６名 

         8月24日（水） 遺言書活用法            浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ   大城竜二  氏 ３３名 

         8月26日（金） ﾊﾟｿｺﾝ裏ﾜｻﾞ・便利ﾜｻﾞ講座 浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ   久保田和成 氏１３名 

          9月 5日（月） 年金の基礎知識          浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ   比嘉正人 氏 ４６名 



         9月13日（火） ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ制度とﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ  沖縄納税研修会館     島仲ルミ子 氏  ９名 

    9月27日(火)～28日（水) エクセル実践講座        浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ   久保田和成 氏１８名 

         10月24日（月） 営業を科学せよ          浦添市産業振興ｾﾝﾀｰ   知念太郎 氏 ３１名 

     平成29年 2月 9日（木） 労務トラブル予防セミナー  沖縄県立美術館講話室  比嘉正人 氏  ２２名 

 

 ③支部研修会 

     平成28年 8月23日（火） ｢第５支部講演会」      とまり会館          浦崎直久 氏 ２２名 

                            相続の基礎知識と信託を利用した事業継承（入門） 

             11月11日（金） ｢第6支部･7支部・8支部合同講演会｣ 沖縄納税研修会館 

                            生活習慣病と心臓血管の病気         南部徳州会病院長      ５１名 

 ④部会研修会 

         8月 9日（火） 研修会｢消費税増税を見据えた   ﾀﾞﾌﾞﾙﾂﾘｰｂｙﾋﾙﾄﾝ那覇首里城 

                            成長する強い会社になるために        比嘉純弥 氏      ２５名 

  ⑤その他 

     平成28年 5月25日（水） 

 

         9月20日（火） 

 

 

 

 

第５回定期総会記念講演会 

沖縄美ら海水族館の魅力 

沖縄都ホテル 宮原弘和 氏 １３１名 

ガレッジセールの 

お笑いだよ人生は 

 

浦添市てだこ大ﾎｰﾙ ガレッジセール 

       ６７２名 

 （２）ビデオライブラリーの充実 

（３）経営・経理に関する資料の紹介・配布 

 

４．地域社会貢献事業（公３） 

（１）「ＮＯ！ポイ宣言！」運動、ステッカー配布 

   県民の美意識向上とマナーの徹底を図る必要を痛感すると共に、自然環境を破壊し、社会や 

   文化に悪影響を及ぼす「ゴミ」問題をテーマにして、「ＮＯ！ポイ宣言！」推進ステッカー、 

   エコバックを会員並びに一般の方々に配布及び国税電子申告（ｅ－Ｔａｘ）の広報活動を行う。 

     平成28年11月 3日（木）「琉球王朝首里祝賀パレード｣、国税電子申告（ｅ－Ｔａｘ）広報チラシ  

                           「ＮＯ！ポイ宣言！」推進ステッカーを沿道にいる１，０００名に配布 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（共益関係） 
 

５．福利厚生事業 

  ①経営者大型保障制度の普及推進 

  ②がん保険制度の推進 

  ③ビジネスガードの推進 

  
（１）経営者大型総合保障制度                    
                               （平成２９年３月末現在） 
 

 法 人 会 名  会 員 数 
 (29年3月末) 

 加    入 

 会 員 数 

 加入率 

 ％ 

 役員企業数  加入役員 

 企 業 数 

 加入率 

 ％ 

 

 （公社）北 那 覇  1,843     396   21.4     41 社     21 社   52.5 

 （公社）那  覇  2,020     363   17.9     31 社     19 社   63.3 

 （公社）沖縄中部  1,023     210   20.5     25 社     18 社   75.0 

 （公社）沖縄北部    649     107   16.4     28 社     18 社   66.6 

 （公社）沖縄宮古    235      44   18.7     20 社     13 社   68.4 

 （公社）八 重 山    236      40   16.9     19 社     10 社   52.6 

     合  計  6,006   1,160   19.3    164 社     99 社   62.2 
 
 
（２）がん保険制度                                   
                    （平成２９年３月末現在） 
 

 法 人 会 名   会 員 数 
 (29年3月末) 

加入会員数  加入率 

 ％ 

 

 （公社）北 那 覇  1,843    464  25.18 

 （公社）那   覇  2,020   408  20.20 

 （公社）沖縄中部  1,023    221  21.60 

 （公社）沖縄北部    649    133  20.49 

 （公社）沖縄宮古    235     38  16.17 

 （公社）八 重 山    236     29  12.29 

 合  計  6,006  1,293  21.53 

 
 
（３）ビジネスガード                     
                     （平成２９年３月末現在） 
 

 法 人 会 名   会 員 数 
 (29年3月末) 

加入会員数 
 加入率 

％ 
 

 （公社）北 那 覇  1,843  283  12.68 

 （公社）那   覇  2,020  277  11.57 

 （公社）沖縄中部  1,023  195  14.44 

 （公社）沖縄北部    649   82  11.33 

 （公社）沖縄宮古    235   16   5.63 

 （公社）八 重 山    236   15   8.30 

 合  計  6,006  868  12.06 

 

 

 



６．会員増強事業 

（１）会員増強運動の推進 

（２）会員増強用資料の作成 
 
 県内法人会会員数、加入率 
 

 

法人会名 

平成29年3月末 平成28年3月末 １年間の比較  

 

会員数 

所 管 

法人数 

 

加入率 

 

会員数 

所 管 

法人数 

 

加入率 

会員数 

増 減 
所管法人 

数増減 

加入率 

の伸び 

（公社）北 那 覇 1,843 3,498 52.7％ 1,792 3,475 51.6％ 51 23 1.1％ 

（公社）那 覇 2,020 4,966 40.7％ 1,997 4,907 40.7％ 23 59 0％ 

（公社）沖 縄 中 部 1,023 3,098 33.0％ 1,076 3,074 35.0％ △53 24 △2％ 

（公社）沖 縄 北 部   649 1,431 45.4％   620 1,456 42.6％ 29 △25 2.8％ 

（公社）沖 縄 宮 古   235   525 44.8％   224   523 42.8％ 11 2 2％ 

（公社）八 重 山   236   504 46.8％   234   499 46.9％ 2 5 △0.1％ 

合 計 6,006 14,022 42.8％ 5,943 13,934 42.7％ 63 88 3.8％ 
 
 

○事業報告（共益関係） 

１．本部 

 平成２８年１１月１８日(金) 第３４回会員親睦並びに支部対抗ゴルフ大会        １０３名 

                                   沖縄カントリークラブ 

１．支部事業 

     平成28年 7月22日（金） ｢第３支部バーベキュー大会」       沖縄サントリー㈱     ８６名 

              7月26日（火） ｢第10支部･勢理客商工業者会 

                            合同親睦ボウリング大会」       てだこボール         ４５名 

              9月16日（金） ｢第9支部ボウリング大会」      Ｔ･Ｔボウルてこ         ８４名 

              9月21日（水） ｢第1支部･第2支部合同ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ」   エスパーナ            ３５名 

              9月23日（金） ｢第17支部ボウリング大会」        Ｔ･Ｔボウルてだこ     ３６名 

             10月 7日（金） ｢第3支部ｺﾞﾙﾌ大会及び交流会｣      沖縄ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ           ８名 

             10月 7日（金） ｢第15支部･18支部･7支部･8支部合同 トリム工場他          １１名 

                            視察研修会｣ 

             10月18日（火） ｢第12支部･13支部･14支部･3支部合同  沖縄西海岸道路      ３９名 

                            視察研修会｣ 

             11月 3日（木） ｢第9支部琉球王朝祭り首里パレード｣                      ６０名 

             11月 4日（金） ｢第20支部会員親睦ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会｣ 西原町民運動公園     ５１名 

             11月11日（金） ｢第6支部･7支部・8支部合同講演会｣ 沖縄納税研修会館     ５１名 

             11月13日（日） ｢第21支部ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ大会及びｸﾘｰﾝ運動｣久米島ｼｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ    ２０名 

             11月25日（金） ｢第19支部･陽迎橋商工会合同ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会｣ てだこﾎﾞｰﾙ     ３７名 

     平成29年 2月 7日（火） ｢支部・部会合同交流会」       浦添市てだこホール    １５９名 

             2月 3日（金） ｢第3支部ｺﾞﾙﾌ大会及び交流会｣     沖縄ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ        ９名 

             2月14日（火） ｢第10支部・11支部合同視察研修会｣  沖縄村上農園他      ２０名 

             2月16日（木） ｢第13支部視察研修会｣               ｲｵﾝﾓｰﾙ沖縄ﾗｲｶﾑ他     １１名 

             2月17日（金） ｢第16支部･14支部･15支部合同ｶﾗｵｹ大会｣ ももたろう         ６１名 

             2月24日（金） ｢第6支部ボウリング大会｣            サラダボウル         ３４名 

             3月 8日（水） ｢第1･2支部合同会員交流会｣          沖縄県ﾄﾗｯｸ協会        ３３名 

             3月 8日（水） ｢第20支部視察研修会｣               沖縄鋳鉄工業他       １２名 

 

２．青年部会事業 

     平成28年 5月20日（金） 第５回部会会議                沖縄納税研修会館         ２１名 

         6月29日（水） ｢会員親睦ゴルフ大会及び交流会」 琉球ゴルフ倶楽部     １６名 

         10月19日（水） ｢会員親睦ゴルフ大会」           琉球ゴルフ倶楽部     １３名 

     平成29年 2月 2日（木） ｢新春ゴルフ大会及び新年会」     琉球ゴルフ倶楽部     ２５名 



 

３．女性部会事業 

      平成28年 5月20日(金） 

          9月 6日(火） 

第５回部会会議記念講演 

☆その半生と、琉球薬膳 

研修会☆思考と空間の整理 

ﾎﾃﾙ日航那覇ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬｯｽﾙ 

島袋芳子氏 
２１名 

沖縄都ﾎﾃﾙ 大湾かよこ氏 １８名 

 

 

○事業報告（管理関係） 
 

諸会議の開催 
 

 (１）通常総会     正会員数１，６５０社 出席正会員数９６７社（内、委任８３２社）  
 

 （２）正副会長会        １２回開催 
 

 （３）理事会           ３回開催 
 

 （４）委員長会議                 ２回開催 

 

 （５）総務委員会                 １回開催 

 

 （６）税制委員会                 １回開催 
 

 （７）組織委員会               １０回開催 
 

 （８）研修委員会                 ４回開催 
 

 （９）厚生委員会                 ２回開催 
 

 （10）広報委員会                 １回開催 
 

 （11）青年部会                 １８回開催 
 

 （12）女性部会                   ７回開催 
 

 （13）支部役員会               ４９回開催 
 

 （14）全法連、沖法連、税務当局、関係団体の会議、行事への参加 

   全法連８回  沖法連３１回  その他２０回 

 

 

Ⅱ．平成２８年度表彰・功労に関する関係 
 

（１）（公財）全国法人会総連合会功労表彰（平成２８年５月３０日）  
 

        金 城   寛   氏   副会長         株式会社 金城電気商会 

        荷川取 ツ ル   氏   理 事         株式会社 丸三 

        比 嘉   進   氏   理 事         有限会社 大平シール印刷 

 

（２）（一社）沖縄県法人会連合会功労表彰（平成２８年５月３０日） 
 

        城 間   哲   氏   監 事         株式会社 内原電気商会 

        中 島 善 助   氏   組織委員       有限会社 なかや食材 

        砂 川 正 子   氏   理 事         株式会社 日興建設コンサルタント 


