
印平成27年度事業報告について

第1防災事業

事業区分 剿h災事業の内容 ��

啓 蒙 啓 発 辛 莱 請 習 辛 業 �鞏�uﾉf��:��,ﾈｺh裘�0全国一斉に実施される臥春の火災予防運動に呼応し､各種行事を通じて火災予防 ��

思想の高揚を図ったo 

☆秋の火災予防運動(平成27年l1月9日～11月15日) 

(1)防火ポスターの配布 

(2)防火立看板の掲示 

(3)広報車による防火広報 

(4)防火啓発活動雁育園児による防火演奏凍大任町水辺公園で開催された馴慨 匡総合防災訓練に幼少年防火クラブの2施設が参加し､出演した保育園に記念品 

を贈った 

(5)その他 ☆春の火災予防運動(平成28年3月1日-3月7日) 

(1)防火ポスターの配布 

(2)防火立看板の掲示 

(3)住宅用火災警報器の点検整備 

(4)広報車による防火広報 

(5)防火啓発活動雁育園児による防火演奏凍サンリブ田州フ-ドコート)､福智町の軌 

で防火チラシを配布し､出演した保育園に記念品を贈った 

(6)その他 

危険物安全 週間の協賛 ��ｮｸﾊ����8�ｭB閏ﾙ�ﾃ#yD緝ﾈ繦?｢ﾓhﾈ��9?｢��
危険物の適正な取り扱いと保安に対する意識の向上を図るため,横断幕及びボスタ- 

等を掲出したo 

霞岳㌔者㌔宗 ��ﾘ)~竟(/�懆ﾝ�*�.x荿.�+ﾘ-ⅸ懆ｴ8,ﾈ竧.�X*)9�,�,(*(,If���i&h/���邵+ZH懆ﾝ�,ﾂ�発生危険個所の点検を行ったo 

防火診断後､寝室に火災警報器を設置し､防水かもー付延長コードを贈った. 0協会釦舌酬夫況や各種試験案内等を会員に周知すると共に火災予防等の啓発を 

由災会報 

第42号発行 ��ﾘ.�+ﾘ-�胃�檠_��cC(ﾘh/�Jﾘﾗ8+X+ﾖ���ｹJﾙw�V�,�.h.益8晳D�,���+Rﾈ懆ﾝ�uﾉf育i�ｨ/�ﾅｹJﾘ+ZIf胃�,ﾉ}h/�ﾔﾈ+�+ﾖ��

啓発用品による 

啓発活動 危険物取扱者 保安講習会 消防設備士試験 準備講習会 危険物取扱者 �#yD�7�,ﾚH��f�4�5x8ｨ6�8ｹ[hｾ�5ｨ6(6xｷ�-�4�8ｨ4�7ｨ8ｸ5��ｸ/�ﾗy?ﾈ+X+ﾖ��

○現に危険物取扱川こ従事している鳩険物取扱都免状所持都｣を対象にして受講 

案内を実施したo 

10月27日(火)､28(水)於筑豊地区(直方市:直方中央公民館) 

○消防設備士試験受験者を対象に実施される準備講習会の受講案内及び準備講習 

会の案内を実施したo 

6月19日(金)､20日(土)､21日(日)於田川地区消防本部 

○｢危険物取扱者試験｣を受験する会員等を対象に､受験案内及び受験準備講習会を 

実施したo 

試験準備講習会 消防設備士 法定講習会 その他 �y69�ﾉ&霎h��f曳ｹYB�

第1回6月7日(日)､第2回10月4日(日)､第3回平成28年2月7日(日) 

○消防設備士免状所持者で､一定期間を経過した者を対象にして受講案内及び法定 

講習の案内を実施した〇 

10月14日(水).15日(木).16(金)於田川地区消防本部 

0各種講習会の広報を実施Lたo 



事業区分 剿h災事業の内容 

表 立′ �<�¥ｩUﾈ�"�･消防庁長官表彰平田篤三郎(現会長) ･消防設備保守関係者理事長表彰川端喜美男(現副会長) 

定例表彰 唳f�騁I|x馼ｼh��?｢簫纔馼ｼh��

･優良危険物取扱者-..-3名 

･優良消防設備業者.-..1事業所 

早さ 関 係 勍優良消防設備士.日日..2名 

･優良防火管理者.日日..3名 

･優良業務主任者.日.--2名 

消防協力者表竜 唸�ｯｨ��懆ｺi|ﾙUﾈ�"�

◎表彰日平成27年10月20日被表彰者吉田保宏 

◎表彰日平成26年11月一一日被表彰者永原譲二郎永原沙耶香 ･人命救助活動協力表彰 

◎表彰日平成27年1月30日被表彰者横田憲樹山本賢 

宮原宏典 

◎表彰日平成27年2月ー3日被表彰者永末史洋 
A =ミ 負 の 勧 読 ��X,ﾈｪ冰R�0協会組織の拡充を目指し､事業所等に対L年間を通じて加入を呼びかけたo 

調 査 研 究 �+(ﾛ位Hｸb�○役員視察研修 
日時:平成27年10月22日(木) 

場所:福岡市 
･海の中道奈多海水淡水センター 

場所:太宰府市 
･九州国立博物館 



第2　会　議

会議名 丶ｨﾜ9uﾉ.��内容 

監査 滴ﾈ��ｳ�?｢�･平成26年度収支決算について 

正副会長会 理事会 滴ﾈ�#�?｢�･平成27年度総会の開催について ･平成27年度総会議案について ･平成27年度定例表彰について ･新規会員について ･その他 

総会 店ﾈ�#Y?｢�7X8ｨ6X4(6(5h8X7�8ｸ5��･平成26年度事業報告について(報告) ･平成26年度収支決算について(承認) ･役員の選任について(決議) ��

正副会長会 理事会 嶋ﾈ繦?｢�･事業報告 ･平成27年度田川地区総合防災訓練の参加について ･役員視察研修について ･高齢者宅の防火診断について ･新規会員について ･その他 

正副会長会 理事会 ���ﾈ�#y?｢�･事業報告 ･平成27年度EEHfI地区総合防災訓練の参加について ･秋季火災予防運動の協賛について ･高齢者宅の防火診断について ･その他 

正副会長会 理事会 �(ﾈ�#I?｢�･事業報告 ･春の火災予防運動行事-の協賛について ･平成28年度の事業計画及び収支予算について ･その他 

郵便局部会 �(ﾈ�#I?｢��#｣����･平成28年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成28年度定例被表彰者の選考について ･その他 

病院部会 �8ﾈ繪?｢��C｣����･平成28年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成28年度定例被表彰者の選考について ･その他 

危険物部会 �8ﾈ��I?｢��C｣����･平成28年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成28年度定例被表彰者の選考について ･その他 

町内部会 福祉施設部会 消防設備士部会 一般事業所部会 LPガス部会 �8ﾈ��Y?｢�ﾃ｣����8ﾈ��y?｢�ﾃ｣����8ﾈ���?｢���｣����8ﾈ���?｢��3｣3���8ﾈ�#�?｢��3｣3���･平成28年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成28年度定例被表彰者の選考について ･その他 ･平成28年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成28年度定例被表彰者の選考について :その他 ･平成28年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成28年度定例被表彰者の選考について ･その他 ･平成28年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成28年度定例被表彰者の選考について ･監事の選任について -その他 ･平成28年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成28年度定例被表彰者の選考に?いて ･役員の選任について ･その他 柵､r'.-.JI､コ･.'.- 



平成等7年度公益目的支出計画実施報告書

整備法第127条第1項の規定により､当該事業年度の公益目的支出計画の実

施状況を下記のとおり報告します｡

1　公益目的支出計画

(1)平成25年3月31日公益目的財産

(2)公益目的支出の見込額(平均の額)

実施事業収入の見込額(平均の額)

収支差額の見込額　　(平均の額)

5,500,444円

1,100,000円

253,000円

847,000円

公益目的支出計画の完了予定事業年度の末日　平成32年3月31日

公益目的支出計画の実施予定期間　　　　　　　　　　　　7年

2　当該事業年度の公益目的収支差額

単位:円

実施計画 假ｹ?ﾂ�支出 假ｸ辷ﾛxｧ｢�

防災思想普及啓発推進事業 �3Srﾃ3唐�1,286,972 蔦�#津SsB�

3　当該事業年度の公益目的財産額

単位:円

金額 

平成27年3月31日財産額 �2ﾃイ�ﾃCS��

平成27年度収支差額 涛#津SsB�

平成28年3月31日財産額 �"ﾃ���ﾃピb�

4　公益目的支出計画の実施に影響を与える重要な変更はありませんでした｡

-4-

/

～

　

　

　

^

3

　

4

/

■

一

t

t

l

l

　

　

　

(



公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告書

平成28年4月12日

一般社団法人馴i地区防災協会

-lSi-1事　Ei_-fJl

監事轟_二村

監事釆璃

一般社団法人田川地区防災協会

会　長　平　日　篤三郎　殿

平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の公益目的支出計画

実施報告書に関する監査を行いましたので､次のとおり章隠しますo

l　監査方法及び内容

各監事は､理事及び事務局等と意思疎通を図り､情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに,理事会その他重要な会議に出席し､理事等からその職務
の韓告を受け,重要な決裁書額等を閲覧し,業務及び財産の状況を調査し､当該

事業年度に係る公益目的支出計画実施報告書について検討しました｡

2監査結果

公益目的支出計画実施報告書については､法令及び定款に従い､法人の公益目

的支出計画の実施状況を正しく示しているものと認めます｡

以上

■
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貸　　借　　封 昭
′■ヽヽ

(平成28年3月31日現在)

､､⊥ iL' 

科目 �#yD�7��26年度 ��ﾙ:��3Bﾃ�澱�3Bﾃ�澱�#SB�3c"�c�b�c�b�3Bﾃ��"� 

Ⅰ資産の部 1流動資産 現金 普通預金 涜動資産合計 2固定資産 (1)有形固定資産 備品 有形固定資産合計 (2)その他の固定資産 財政調整積立金 消防機材整備積立金 積立金合計 固定資産合計 ���"ﾃCSBﾃ3S��"ﾃCSBﾃ3S�������ﾃ#s�ﾃ�3���ﾃ��2ﾃ#sR�2ﾃ�ィﾃ��2�2ﾃ�ィﾃ��2�0 2,420,155 2,420,155 0 0 1,270,584 1,812,913 3,083,497 3,083,497 � 

資産合計 迭ﾃS3づCcB�5,503,652 

Ⅱ負壷の部 1流動負債 2固定負債 �����0 0 ����� 

負債合計 ���0 ���

Ⅲ正味財産の部 1積立金合計 2預金 現金 普通預金 正味財産合計 ++111144*44●●日.-■-..-I--.Ill.■lI.--ll.l■-■■●.----.---A.-lllll■■■■-l-l--.....IH4AAIAA"AAqIL4I"I"HJ"444■ 負債及び正味財産合計 �2ﾃ�ィﾃ��2���"ﾃCSBﾃ3S��RﾃS3づCcB�RﾃS3づCcB�3,083,497 0 2,420,155 5,503,652 5,503,652 田�b���3Bﾃ�澱�3Bﾃ��"�3Bﾃ��"� 
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正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

('､位:円) 

科目 �#yD�7��26年度 ��ﾘﾋ��

Ⅰ一般正味財産増減の部 1.経常増減の部 鞘経常収益 ①会費収入 ②事業収入 ③助成金収入 ④雑収入 ⑤寄付金収入 ��ﾃC3rﾃC���1,469,400 ��#3"ﾃ����

254,398 ��Sbﾃc3��97,768 

200†000 �#��ﾃ����0 

352,888 �#S津3S"�93,536 

0 ���0 

経常収益計 �"ﾃ#CBﾃcッ�2,085,382 ��S津3�B�

(2)経常費用 1.防災事業費 ①福利厚生助成金 ②諸謝金 ③報償費助成金 ④通信運搬費 ⑤消耗品費 ⑥食料費 ⑦印刷製本費 ⑧表彰費 ⑨原材料費 ⑩雑費 ⑪調査研修費 �｢ﾃCs2ﾃ#�2����cづ�3B�1,301,818 0 54,000 ��s�ﾃCsR�����Bﾃ�3B�

79,008 ��SrﾃCSb�△78,448 

36,890 �#づゴ��8,040 

563,834 鼎唐ﾃScb�65,268 

70,740 �#rﾃ3SR�43,385 

185,328 ��#津c���55,728 

87,900 0 94,438 ���2ﾃS�����32ﾃS3r�△25,600 0 60,901 

186,321 �#Sづ鉄B�△72,633 

2.管理費 ①会議費 ②特別表彰費 ③旅費交通費 都3rﾃ�途�781,126 ��#C2ﾃ�#��

362,286 0 6,800 �3s�ﾃ鼎R���c2ﾃ��b�△8,659 0 △57,116 

④通信運搬費 ��3づ�C2�ー27,824 ���ﾃ3���

⑤消耗品費 鉄づ#32�57,522 都������#��ﾃ����

⑥修繕費 ���2ﾃ#s"�0 14,072 

⑦印刷製本費 

-13-



(単位:円)

科目 �#yD�7��26年度 ��ﾘﾋ��

⑧交際費 鼎Rﾃ����13,000 �3"ﾃ����

⑨租税公課 �#�ﾃ����21,000 ���

⑱負担金 涛�ﾃツB�100,648 ��#津sィ�

⑪雑費 免ﾂﾃS湯�12,199 ��#c���

経常費用計 �"ﾃ#��ﾃC���2,082,944 ��#rﾃSCb�

当期経常増減額 �3Bﾃ�澱�2,438 �3�ﾃsS��

2.経常外増減の部 ①経常外収益 ���0 ���

②経常外費用 ���0 ���

当期経常外増減額 ���0 ���

(1)当期一般正味財産増減額 �3Bﾃ�澱�2,438 �3�ﾃsS��

一般正味財産期首残高 �"ﾃC#�ﾃ�SR�2,417,717 �"ﾃC3��

一般正味財産期末残高 �"ﾃCSBﾃ3S��2,420,155 �3Bﾃ�澱�

当期指定正味財産増減額 田�b�770 ��#�SB�

指定正味財産期首残高 �2ﾃ��2ﾃC途�3,082,727 都s��

指定正味財産期末残高 �2ﾃ�ィﾃ��2�3,083,497 田�b�

Ⅲ正味財産期末残高 正味財産期末残高 迭ﾃS3づCcB�5,503,652 �3Bﾃ��"�

-13-



貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項はありません｡

一般社団法人田川地区防災協会

-14-



財　産　目　録

(平成28年3月31日現在)

財産の部､.⊥ ヽ' 

Ⅰ涜動資産 1現金 2普通預金 日)福岡銀行伊田支店 (2)西日本シティ銀行東田川支店 (3)田川信用金庫東支店 (4)ゆうちよ銀行 Ⅱ固定資産 1有形固定資産 2その他の固定資産 財政調整積立金 (田川信用金庫) 消防機材整備積立金 (田川信用金庫) ���cc2ﾃ3S��cs2ﾃSc2�cS�ﾃ3���Ccbﾃ��"����ﾃ#s�ﾃ�3���ﾃ��2ﾃ#sR�2,454,351 3,084,113 

資産合計 ��5,538,464 

負債の部悼位:円) 

Ⅰ涜動負債 Ⅱ固定負債 �� 

負債合計 ��- 



監　査　報

一般社団法人田川地区防災協会

会　長　平　田　篤三郎　殿

王ヒ
ロ

平成28年4月12日

一般社団法人田川地区防災協会

監事感瑚　璃

監事匪暮雪

監事釆亨

私たちは平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日)に

おける-般社団法人田川地区防災協会の業務及び財産の状況について､法令及

び定款に基づき監査を行いましたので､次のとおり報告します｡

1　監査方法及び内容

私たちは､理事会その他重要な会議に出席するほか､理事等からその職務

の執行状況を聴取し,重要な決裁書額等を閲覧し,業務及び財産の状況を調

査し､事業報告を求めるとともに､事業報告書,財産目凱貸借対照表､正

味財産増減計算書等の監査を実施しました｡

2監査結果

'1'虚芸慧霊雷雲芸㌘誓言二言主君慧io瑠社団法人馴慨区防災

闇　会計帳簿は､記載すべき事項を正しく記載し､上記の計算書額の記載と

合致しているものと認めます｡

闇　計算書額は､法令及び定款に従い,収支及び財産の状況等を正しく示し

ているものと認めます｡

(4)理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重

大な事実は認められません｡

以上


