
(1)平成26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 

香 蒙 �鞏�uﾉf��:��,ﾈｺh裘�○全国一斉に実施される秋､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26年11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(保育園児による防火演奏)※川食食彩館池尻店､サンリブEflJH店 

内入り口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 

(5)その他 

☆春の火災予防運動(平成27年3月1日～3月7日) 

管 �(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 

発 �(4)広報車による防火広報 (5)防火啓発活動(保育園児による防火演奏)※道の駅いとだ､メルクス田Jlは圭車場で 

防火チラシを配布し.出演した保育園に記念品を贈った 

辛 �(6)その他 

危険物安全 ��ｸｮｸﾊ����8�ｭB閏ﾙ�ﾃ#iD緝ﾈ繪?｢ﾓhﾈ��I?｢��
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ポスター 

業 偖HｭH,ﾈｺh裘�等を掲出した○ 

高齢者宅の 防火診断 ��ｸﾘ)~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､電波時計付防災ラジオを贈ったo 

防災会報 ��ｸｺh檍,ﾈｨ�:��8ｻX.(ｦX顗韋ﾋ�栗>�9�/�檍醜,假ﾉ&ﾘ+x.�,hｺH,�鞏�uﾉf�9�,ﾈﾅｹJﾘ/��

第41号発行 ��ﾘ.�+ﾘ-�胃�檠_��cC�ﾘh/�Jﾘﾗ8+X+ﾖ"�

啓発用晶による ��ｸﾅｹJﾙw�V�,�.h.益8晳D�,���+ZH懆ﾝ�uﾉf育i�ｨ/�ﾅｹJﾘ+ZIf胃�,ﾉ}h/�ﾔﾈ+�+ﾔ2�

啓発活動 �#iD�7�,ﾚH��f�4�5x8ｨ6�8ｹ[hｾ�5ｨ6(6x/�ﾗy?ﾈ+X+ﾘ�ｲ�

請 舒ｸﾊ�稲h宜�"�]ｸ��ﾗX�橙�○現に危険物取扱いに従事している｢危険物取扱者(免状所持者)｣を対象にして受講 

案内を実施した○ 

8月21日(木)､22(金)於筑豊地区(福岡県立飯塚研究開発センター) 

消防設備士試験 準備講習会 ��ｸ��f��ﾙOX齎韋ﾋ��8ﾋ��(/����ｸ,們�邵+8.ｨ.傀�OXﾗX�檍,ﾈ�8ﾗX栗>�ｷ�-���OXﾗX��
会の案内を実施した○ 

管 �6月20日(金)､21日(土)､22日(白)於直方鞍手広域消防本部 

危険物取扱者 ��ｺ(ｮｸﾊ�稲h宜�(韋ﾋ�8/��8ﾋ�+x.��Y9�/����ｸ,唏�8ﾋ�栗>�ｷ�-��8ﾋ���OXﾗX�檍/��

事 業 剋ﾀ施した○ 試験準備講習会 �y69�ﾉ&霎h��f曳ｹYB�

第1回6月1日(日)､第2回10月5日(日)､第3回平成27年2月15日(日) 

消防設備士 法定講習会 ��ｸ��f��ﾙOX贓lh�8�鰄�(,ZH自.葦ｨｭH/�ﾆ��+X+ﾘ�(/����ｸ,�+X,H�8ﾗX栗>�ｷ�-�d�.��
講習の案内を実施したo 

11月5日(水).6日(木).7(金)於直方鞍手広域消防本部 

その他 ��ｸｦX顗ﾗX�檍,ﾈﾔﾉ_�/���邵+X+ﾖ��
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事業区分 剿h災事業の内容 

秦 彰 関 係 �<�¥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�ﾒ�?｢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 

･優良消防設備士---.2名 

･優良防火管理者-.日.3名 

･優良業務主任者.--.2名 

消防協力者表整 唸�ｯｨ��懆ｺi|ﾙUﾈ�"�

◎表彰日平成26年6月20日被表彰者法花津賓治法花津淳子 

◎表彰日平成26年11月1l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13日被表彰者永末史洋 

= 負 の 勧 読 ��X,ﾈｪ冰R�○協会組織の拡充を目指し､事業所等に対し年間を通じて加入を呼びかけたQ 

調 査 �+(ﾛ位Hｸb�○役員視察研修 
日時:平成26年10月21日(火) 

研 剌齒�:福岡市 

究 勍福岡市山王調整池 
･福岡市民防災センター 

･福岡市博物館 
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第2　会　議

=議名 丶ｨﾜ9uﾉ.��内容 

監査 滴ﾈ���?｢�･平成25年度収支決算について 

正副会長会 理事会 滴ﾈ�#Y?｢�･平成26年度総会の開催.=ついて ･平成26年度総会議案について 

･平成26年度定例表彰について 

総会 店ﾈ�#�?｢�･平成25年度事業報告について(報告) ･平成25年度収支決軌こついて(承認) 

ブリティッシュヒルズ 唳o�醜,ﾉ�僖8,�,(*(,B以宛2��

正副会長会 理事= 嶋ﾈ繪?｢�･事業報告 

･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 ��ｳ�ﾈ�#�?｢�･事業報告 
･秋の火災予防運動行事-の協矧こついて 

･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 ��一事業報告 ･春の火災予防運動行事への協季引こついて 

理事会 勍平成27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 ��･平成27年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成27年度定例被表彰者の選考について 

･役員の選任について 

町内部会 ��･平成27年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成27年度定例被表彰者の選考について 

･役員の選任について 

危険物部会 �8ﾈ��)?｢�?｣｣����･平成27年度防災協会事業及び部会の道営について ･平成27年度定例被表彰者の選考について 

･役員の選任について 

病院部会 �8ﾈ��)?｢��C｣����･平成27年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成27年度定例被表彰者の選考について 

･役員の選任について 

福祉施設部会 �8ﾈ��ｳ9?｢���｣����･平成27年度防災協会事業及び部会の運営に,ついて ･平成27年度定例被表彰者の選考について 

･役員の選任について 

一般事業所部会 ��･平成27年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成27年度定例被表彰者の選考について 

･役員の選任について 

消防設備士部会 ��･平成27年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成27年度定例被表彰者の選考について 

･役員の選任について 

LPガス部会 �8ﾈ�#y?｢��3｣����･平成27年度防災協会事業及び部会の運営について ･平成27年度定例被表彰者の選考について 

･役員の選任について 
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平成2 6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　　　5,500,444円

(2)公益目的支出の見込碩(平均の額)　　1,100,000円

実施事業収入の見込額(平均の額)　　　　253,000円

収支差額の見込額　(平均の額)　　　　847,000円

(3)　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

(4)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 �#S津c3��1,042,864 蔦s�2ﾃ#3B�

3　当該事業年度の公益目的財産額

金額 

平成26年3月31日財産額 釘ﾃc#Bﾃcィ�

平成26年度収支差額 都�2ﾃ#3B�

平成27年3月31日財産額 �2ﾃイ�ﾃCS��

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｡



公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告書

平成27年4月10日

一般社団紘人凹川地区防災協会

会　長　　平　田　篤三郎　殿

一般社団法人田川地区防災協会こ芽ト

∴監事威しb7

監事人声琴俄瀦

監事宰し調澱喬

平成26年4月1日から平成27年3月31 E]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､次のとおり報告します0

1　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
の報告を受け､重要な決裁書頬等を閲覧し､業務及び財産の状況を調査し､当該

事業年度に係る公益日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

公益日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E]

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　　対　　照　　表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科目 �#iD�7��25年度 ��ﾘﾋ��

Ⅰ資産の部 1流動資産 現金 ���0 �"紊3��

普通預金 �"紊#�ﾃ�SR�2.417.717 

流動資産合計 2固定資産 (1)有形固定資産 備品 �"紊#���SR���2.417,717 0 �"ﾃC3��3�r�

有形固定資産合計 (2)その他の固定資産 財政調整積立金 ����ﾃ#s�ﾃSィ�0 1,270.267 

消防機材整備積立金 ��ﾃ��"ﾃ��2�1,812.460 鼎S2�

積立金合計 �2ﾃ��2ﾃC途�3.082.727 都s��

固定資産合計 �2ﾃ��2ﾃC途�3.082.727 都s��

資産合計 迭ﾃS�2ﾃcS"�5,500.444 �2ﾃ#���

Ⅱ負債の部 1流動負債 �����0 0 �����

2固定負債 

負債合計 ���0 ���

Ⅲ正味財産の部 1積立金合計 2預金 現金 �2���2紊途���3.082.727 0 都s����

普通預金 �"紊#���SR�2.417.717 �"ﾃC3��

正味財産合計 迭經�2ﾃcS"�5.500.444 �2ﾃ#���

負債及び正味財産合計 迭經�2緜S"�5.500.444 �2ﾃ#���



正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目 �#iD�7��25年度 ��ﾘﾋ��

Ⅰ一般正味財産増減の部 1.経常増減の部 (1)経常収益 ①会費収入 ��ﾃCc津C���1.494,600 ��##Rﾃ#���

②事業収入 ��Sbﾃc3��152,810 �2繝#��

③助成金収入 �#��ﾃ����200,000 ���

④雑収入 �#S偵3S"�472.826 ��##�2ﾃCsB�

⑤寄付金収入 ���20.000 ��##�ﾃ����

経常収益計 �"ﾃ�コ�3�"�2.340.236 ��##SBﾃゴB�

(2)経常費用 1.防災事業費 ��ﾃ3��ﾃ������SBﾃ����1,455,744 0 75,750 ��#�S2ﾃ�#b����##�ﾃsS��

①福利厚生助成金 

(診諸謝金 

③報償責助成金 ��ｳSrﾃCSb�158,464 ��#�ﾃ����

④通信運搬費 �#ゅゴ��20.500 唐�3S��

⑤消耗品章 鼎唐經cb�629,109 ��#�3�ﾃSC2�

(参食料費 �#rﾃ3SR�29,796 ��#"ﾃCC��

⑦印刷製本費 ��#偵c���118.650 ���ﾃ鉄��

⑧表彰責 ���2經���166.160 ��#S"ﾃcc��

⑨原材料費 ���32ﾃS3r�0 64,915 ����#3��3s��

⑩雑費 

⑪調査研修費 �#Sづ鉄B�192,400 田bﾃSSB�

2.管理費 都��ﾃ�#b�959,163 ��#�sづ�3r�

①会議費 �3s�ﾃ鼎R�403,424 ��#3"ﾃCs��

②特別表彰費 ���10,000 ��#��ﾃ����

③旅費交通費 田2ﾃ��b�9,000 鉄Bﾃ��b�

④通信運搬費 ��#r繝#B�168,132 ��#C��3���

⑤消耗品費 鉄rﾃS#"�198.212 0 10,710 ��#�C�ﾃc���

⑥修繕費 ������

⑦印刷製本費 ��Bﾃ�s"��2�3c"�
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(単位　円)

科目 �#iD�7��25年度 ��ﾘﾋ��

⑧交際費 ��2ﾃ����24.990 ��#��纉���

⑨租税公課 �#�ﾃ����21,000 ���

⑩負担金 ����ﾃcC��100,630 ����

⑪雑費 ��"ﾃ�湯�13.065 ��#ツb�

経常費用計 �"���"ﾃ鼎B�2,414,907 ��#33�ﾃ田2�

当期経常増減額 �"ﾃC3��△74,671 都rﾃ����

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 �"ﾃC3��△74,671 都r�����

一般正味財産期首残高 �"ﾃC�rﾃs�r�2,492,388 ��#sB緜s��

一般正味財産期末残高 �"ﾃC#���SR�2,417,717 �"紊3��

Ⅱ指定正味財産増減の部 (か積立金利息 都s��747 0 �#2�

②備品(減価償却) ������

当期指定正味財産増減額 都s��747 �#2�

指定正味財産期首残高 �2ﾃ��"ﾃs#r�3,081.980 都Cr�

指定正味財産期末残高 �2ﾃ��2紊途�3,082.727 都s��

Ⅲ正味財産期末残高 正味財産期末残高 迭ﾃS�2ﾃcS"�5,500,444 �2ﾃ#���
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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
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財　産　目　録

財　産　の　部

(平成27年3月31日現在)

(単位　円)

Ⅰ流動資産 1現金 2普通預金 (1)福岡銀行伊田支店 ���csb���"�2,420,155 3,083.497 

(2)西日本シティ銀行東EZl川支店 田Sr縱�"�

(3)田川信用金庫東支店 田s偵�C��

(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) 鼎�r�#�������#s�經ィ�

消防機材整備積立金 (田川信用金庫) ��ﾃ��"ﾃ��2�

資産合計 ��5,503.652 

負　債　の　部

Ⅰ流動負債 Ⅱ固定負債 �� 

負債合計 �� 

差　　引　　正　　味　　財　　産
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監　査　報　告　書

一般社団法人田川地区防災協会

会　長　　平　田　篤三郎　殿

平成27年4月10日

一般社団法人田川地区防災協会

監事伺　周,衣

監事ぺ瑠蔵頒

監事先描尊貴番

私たちは平成26年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日)に

おける一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､重要な決裁書頬等を閲覧し､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､財産目録､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)事業報告書の内容については､事実に伴い､一般社団法人田川地区防災

協会の状況を正しく示しているものと認めます｡

(2)会計帳簿は､記載すべき事項を正しく記載し､上記の計算書類の記載と

合致しているものと認めます｡

(3)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,L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蛋

大な事実は認められません｡

以上
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