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　　テーマ　「福利厚生事業について」


　　講　師　大同生命保険㈱高知支社　元木支社長他


平成23年 7月 5日（火）　　　16:30-17:00 参加者30名 会場　　安芸商工会館


　 安芸支部交流会議


　　テーマ　「婚活サポーター養成講座等について」


　　講　師　高知県地域福祉部少子化対策課チーフ　田中和美　氏


平成23年 7月 6日（水）　　　16:30-17:00 参加者23名 会場　　ホテル明星


　 室戸支部交流会議


　　テーマ　「婚活サポーター養成講座等について」


　　講　師　高知県地域福祉部少子化対策課チーフ　田中和美　氏


（２）会員の福利厚生等に関するための事業


① 経営者大型保障制度の普及推進


加入企業数 加入企業数 加入率


84 20 87.0%


②


加入企業数 加入企業数 加入率


37 31 10.3%


③ がん保険制度の普及推進


目標件数 獲得件数 達成率 加入企業数 加入率


40 77 192.5% 62 20.60%


④ 貸し倒れ保障制度（取引信用保険）の普及推進


Ⅱ．組織状況


○支部別会員数
期首会員 増加 減少 期末会員 加入率(%)


164 1 5 160 62.4


32 0 0 32 36.0


24 0 0 24 49.0


71 1 4 68 40.0


19 0 2 17 56.7


310 2 11 301 50.5


○青年・女性部会会員数 （平成24年3月末日）


青年部会 女性部会


22 19


2 2


1 1


6 6


0 0


31 28


(平成24年3月末日）


会員数 会員加入状況 役員加入状況


（Ｈ23年12月末） 加入率


301 27.9%


ビジネスガードの普及推進 (平成24年3月末日）


会員数 経営保全プラン 任意労災プラン


（Ｈ23年12月末） 加入率


301 12.29%


(平成24年3月末日）


会員数 がん･医療・介護・特約 会員加入状況


（Ｈ23年12月末）


301


(平成24年3月末日）
支部名


安芸


中芸


奈半利・北川


室戸


東洋


安芸


中芸


奈半利・北川


室戸


東洋
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Ⅲ．その他本会の目的を達成するために必要な事業等


　１．会議等開催状況


(1)通常総会


   　平成23年 5月23日（月）　15:00-16:00　   出席57名 会場　ホテルタマイ


(2)理事会


　   平成23年 5月10日（金）　16:30-17:30　   出席16名 会場　安芸商工会館


　   平成23年12月14日（水）　16:00-17:00　   出席22名 会場　ホテルタマイ


(3)正副会長会


　   平成23年 5月10日（火）　15:00-16:00　   出席 6名 会場　安芸商工会館


   　平成23年12月14日（水）　15:00-16:00　   出席 7名 会場　ホテルタマイ


(4)総務委員会


　   平成23年 5月 6日（金）　15:00-16:00　   出席 3名 会場　法人会事務局


　   平成23年12月 5日（月）　12:30-13:30　   出席 4名 会場　法人会事務局


(5)税制委員会


　   平成23年 4月27日（水）　14:00-15:00　   出席 3名 会場　法人会事務局


(6)公益事業推進委員会・広報委員会合同会議


　   平成23年 9月13日（火）　11:00-12:00　   出席 6名 会場　法人会事務局


(7)共益事業推進委員会・厚生事業等推進委員会合同会議


　   平成23年 7月26日（水）　16:00-17:00　   出席 9名 会場　ホテルタマイ


(8)厚生事業等推進委員会


　   平成24年 3月 8日（木）　16:30-17:30　   出席 7名 会場　大同生命会議室


(9)青年部会役員会


   　平成23年10月 6日（木）　12:30-13:30　   出席 6名 会場　法人会事務局


   　平成24年 3月14日（水）　19:00-19:30　   出席 5名 会場　ピエノ


(10)女性部会役員会


   　平成23年11月 2日（水）　12:30-13:30　   出席 8名 会場　ホテルタマイ


(11)安芸支部


   ①役員会


　   平成23年 7月 5日（火）　16:00-16:30　   出席14名 会場　安芸商工会館


   ②総会


   　平成23年 7月 5日（火）　16:30-17:10　   出席30名 会場　安芸商工会館


(12)室戸支部通常総会


     平成23年 7月 6日（水）　16:00-16:30　   出席23名 会場　ホテル明星


(13)奈半利・北川支部通常総会


　   平成23年 4月21日（木）　16:00-16:30　   出席 9名 会場　楽園
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Ⅰ．事業概況


（概　況）


　当会は、平成２３年１０月２８日に公益法人移行申請を高知県に提出しました。１２月２０日に高知県公


益認定等審議会において、公益認定につき答申が決定し、平成２４年３月２１日付けの認定書を受理、一般


社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に


伴う関係法律の整備等に関する法律（以下、整備法という）に則り、４月１日に登記を完了し、公益社団法


人としてスタートすることとなりました。


　事業並びに会議等の実施内容は次のとおりです


（事　業）


１．税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業


（１）税知識の普及を目的とする事業


１）法人税決算研修会


第1回 平成23年10月18日（火）　13:30-15:00 参加者11名 会場 安芸商工会館


　講　師　高知税務署審理専門官　山下昭一 氏


第2回 平成24年 2月14日（火）　13:30-15:00 参加者 6名 会場 安芸商工会館


　講　師　高知税務署審理専門官　山下昭一 氏


２）青年部会税務研修会


平成23年4月19日（火）　16:20-17:00 参加者11名 会場 安芸商工会館


　テーマ「平成２３年度税制改正のあらまし」


　講　師　安芸税務署調査部門統括国税調査官　澁谷利幸 氏　


３）女性部会税務研修会


平成23年4月19日（火）　16:20-17:00 参加者 8名 会場 安芸商工会館


　テーマ「平成２３年度税制改正のあらまし」


　講　師　安芸税務署調査部門統括国税調査官　澁谷利幸 氏　


４）租税教室


第1回 平成23年10月27日（木）　10:45-11:30 参加者 5名 会場 安芸市立穴内小学校


　講師：青年部会役員


第2回 平成23年11月25日（金）　13:40-14:25 参加者 4名 会場 安芸市立下山小学校


　講師：青年部会役員


第3回 平成24年 1月24日（火）　13:50-11:35 参加者32名 会場 室戸市立室戸小学校


　講師：青年部会役員


第4回 平成24年 1月30日（月）　10:35-11:20 参加者23名 会場 安芸市立井ノ口小学校


　講師：青年部会役員


第5回 平成24年 2月22日（水）　10:45-11:30 参加者16名 会場 北川村立北川小学校


　講師：青年部会役員


平成２３年度事業報告


（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）
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（２）納税意識の高揚を目的とする事業


１）「税を考える週間」広報活動


平成23年11月14日（月）　11:00-12:00 参加者13名


　女性部会が中心となり、役員、関係団体と合同で駅や量販店で税の広報活動を行う。


　活動内容として、税の啓発用小冊子「税ってなんだろう」や各種チラシ、ティッシュペーパーやグッズ


　など100個を配布し、税についての理解と意識の啓発活動を行った。


２）租税教育用下敷きの配布


平成23年11月11日（金）～17日（木）　 対象者400名


　青年部会が中心となり、租税教育の下敷きを管内の主に小学６年生へ配布する。


　租税教育用の下敷きは、四谷法人会が租税教育の環境醸成を目的として制作したものを実費で作成し無


　償で配布した。


３）税に関する絵はがきコンクール


平成23年12月～平成24年2月 応募数110名


　管内の小学６年生を対象に「税に関する絵はがき」の募集を実施。


　募集方法は、学校へ郵送しホームページにも掲載する。


　応募作品は2月20日（月）に選考会を開催し、3月3日（土）～3月22日（木）の間「すまいるあき」の１


　階に全作品を展示した。


４）税の啓発用小冊子の配布


平成24年1月 配布数約600冊


　管内９市町村の成人式で全法連作成の税の啓発用小冊子（マンガ本）「税ってなんだろう」


　を配布し、税についての理解と意識啓発を行う。


５）税制・税務に関する資料等の配布


平成23年4月～平成24年3月


　「会社の決算・申告の実務」「確定申告の実務のポイント」「税制改正のあらまし」等、税務・税制に


　関する資料を会員に配布し、その他の事業所や一般には研修会や年末調整の説明会の会場で配布した。


６）広報誌及びホームページによる税情報の発信


　ホームページでは、各種研修会、講演会等の開催要領を掲載し参加の募集を行ううとともに各種税情報


　を掲載し、毎月１～２回更新を行っている。確定申告期には、国税庁確定申告コーナーへのリンクを行


　い情報発信を行った。年１回発行の広報誌へも同様に税情報等の掲載を行った。


（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


１）法人会全国大会及び税制改正要望書の関係機関への提出


平成23年4月6日（水）　 対象者30名


　・税制委員・役員等を対象に「平成２４年度税制改正」に関するアンケート調査を実施。


平成23年12月2日（金）　15:00-15:30


　法人会全国大会が神奈川県で開催され、「平成２４年度税制改正要望事項」が採択される。


　当会は発表された税制・税務の提言を安芸市議会、安芸市に提出するとともにホームページ等を通して


　広く一般に周知した。


対象者:会員・一般
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２）全国青年の集い


平成23年11月17日（木）～18日（金）　 参加者 2名 会場 三重県伊勢市


　税制、財政及び地域社会の健全な発展等、法人会の目的を達成するための情報交換、意見交換並びに議


　論を行うため公益財団法人総連合が「青年の集い」を開催する。


　当青年部会の代表者が参加し、租税教育や教育問題等に対して事例発表等を通じてノウハウや実施に当


　たっての解決すべき問題点を学び、今後の活動等に生かしている。


２．地域の経済社会環境の整備改善等を図るための事業


（１）地域企業の健全な発展に資する事業


１）実務・経営セミナー


○パソコンセミナー


平成23年6月13日（月）　10:00-12:30 参加者 7名 会場 安芸商工会館


テーマ「インターネット・メールの基礎」


講　師　㈱ブレーン専任講師　中村和彦 氏


平成23年6月13日（月）　13:00-16:30 参加者 7名 会場 安芸商工会館


テーマ「エクセルの基礎」


講　師　㈱ブレーン専任講師　中村和彦 氏


○地震対策セミナー


平成24年1月26日（木）　13:30-15:00 参加者11名 会場 安芸商工会館


テーマ「東日本大震災からわかった事」


講　師　ＡＩＵ保険会社高知支店長　有吉茂 氏


○災害に対するＢＣＰ策定セミナー


平成24年2月23日（木）　13:00-16:00 参加者16名 会場 安芸商工会館


平成24年3月16日（金）　13:00-16:00 参加者 9名 会場 安芸商工会館


講　師　ＮＫＳＪリスクマネジメント㈱　槇本純夫 氏


○販売促進セミナー


平成24年3月26日（月）　14:00-16:00 参加者17名 会場 安芸商工会館


テーマ「０円で８割をリピーターにする集客術」


講　師　㈱リピーツ代表取締役　一圓克彦 氏


○インターネットセミナー（通年）


　地域企業の健全な発展を目的としてインターネットを活用 （一般ログイン数 　68件）


　し、あらゆる内容のテーマで提供を行う。 （会員ログイン数　411件）


２）講演会の開催


平成23年 5月23日（月）　16:30-18:00 参加者54名 会場 ホテルタマイ


テーマ「大震災からどう復興するか？問われる管政権と政治・経済の機能」


講　師　政治ジャーナリスト　泉 宏 氏


（２）地域社会への貢献を目的とする事業


１）清掃活動および植樹帯の除草・植栽活動
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平成24年 1月15日（日）　10:00-12:00 参加者11名 場所 安芸市営球場周辺


「法人会クリーンデー」の実施


平成23年 7月22日（金）　14:00-16:00 参加者23名 場所 県道指定花壇３ヶ所


安芸支部による高知県認定「ロードボランティア活動」の実施


平成23年12月 6日（火）　14:00-16:00 参加者18名 場所 県道指定花壇３ヶ所


安芸支部による高知県認定「ロードボランティア活動」の実施


平成23年 8月24日（水）・平成24年3月28日（水） 参加者 5名 場所 国道商工会館周辺


東洋支部による花の植栽活動の実施


２）地域イベントへの参加


平成23年8月6日（土）・7日（日）　


　第５６回安芸納涼市民祭に支援


平成23年12月11日（日）　


　第３７回安芸タートルマラソン全国大会（横断幕）


３）地域社会貢献活動に取り組んでいる各種団体との連携活動


平成24年2月・3月


　安芸支部は、地域の子供たちの豊かな想像力を育むとともに、教育活動の振興を図り健全な発展育成に


　貢献するため小学校へ図書を寄贈している。


　本年度は穴内小学校、井ノ口小学校、下山小学校へ寄贈した。


平成24年 3月 2日（金）


　室戸支部は、世界ジオパークの認定を受けた「室戸ジオパーク推進協議会」にチラシ2000枚の制作費用


　の支援を行った。


平成23年11月24日（木）


　東洋支部は赤い羽根募金へ寄付を行う。


３．会組織の充実及び法人会連携強化を図るための事業、会員支援のための親睦・交流等


　　に関する事業


（１）会員の交流に資するための事業


１）部会会員研修交流会議


平成23年12月1日（木）　12:00-15:00 参加者17名 会場 土佐ロイヤルホテル


　女性部会研修交流会議


プリザーブドフラワーアレジメント研修


講師　日本フラワーデザイナー　真辺 由佳 氏


平成23年4月19日（火）　16:20-17:00 参加者19名 会場 白牡丹


　青年・女性部会交流会議


２）支部会員研修交流会


平成23年 4月21日（木）　16:30-17:00 参加者 9名 会場 楽園


　奈半利・北川支部交流会議
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