
平成平成平成平成２３２３２３２３年度  事業報告年度  事業報告年度  事業報告年度  事業報告

（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

ⅠⅠⅠⅠ．．．．事事事事　　　　業業業業　　　　概概概概　　　　況況況況

（（（（概概概概　　　　況況況況））））

　当会は、「法人会の基本的指針」に則り、新公益法人制度に適合した事業活動を展開するなか、本

年度は法人会としての「社会的使命」を原点に立ち返り、新たに見つめ直す年となった。

　これを契機に法人会本来の目的・使命を再確認し「税」をキーワードに活動の充実を図り、地域社

会に貢献する活動を積極的に推進し、平成２３年１０月２６日に公益法人移行申請を高知県に提出、

１２月２０日に高知県公益認定等審議会より公益認定につき答申が決定し、平成２４年３月２１日付

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、「公益社団法人伊野法人会」としてスタートすることとなった。

　事業並びに会議等の実施内容は以下のとおりである。

（（（（事事事事　　　　業業業業））））

１１１１．．．．税税税税をををを巡巡巡巡るるるる諸環境諸環境諸環境諸環境のののの整備改善等整備改善等整備改善等整備改善等をををを図図図図るためのるためのるためのるための事業事業事業事業（（（（公公公公１１１１））））

（１）税知識の普及を目的とする事業

１）新設法人税務研修会　14：00－15：00　

開催日 参加人数

23. 9.26 　講　師　伊野税務署　法人課税部門　 　３名 伊野税務署

　　　　　　統括国税調査官　岡村　正　氏

２）法人税決算研修会　14：00－16：00

開催日 参加人数

23.10.24 　テーマ　｢会社の決算と申告の実務」 ５４名 すこやかセンター伊野

　講　師　伊野税務署　法人課税部門　

　　　　　　統括国税調査官　岡村　正　氏

24. 3.21 　テーマ　｢会社の決算と申告の実務」 ５６名 すこやかセンター伊野

　講　師　伊野税務署　法人課税部門　

　　　　　　統括国税調査官　岡村　正　氏

３）租税教室　各４５分授業

開催日 参加人数

税金とは？税の使い道を説明

税に関するビデオ視聴

内　容

講　師

〃

23.11.25

12. 6

講師 開催場所

〃 いの町立伊野小学校

１７名

〃

土佐市立高石小学校

いの町立吾北小学校

〃

テーマ及び講師

開催場所

開催場所

2.22

24. 1.24

1.27

〃2.14

〃24.2.18

〃

〃

〃

日高村立日下小学校

青年部会会員

〃

〃

〃

いの町立川内小学校

４４名

６０名

　７名

１８名

３３名

１６名

いの町立枝川小学校

仁淀川町立長者小学校



４）青年部会税務研修会　16：00－17：00

開催日 参加人数

23.12.16 税務研修会（女性部会合同） 　８名 土佐和紙工芸村くらうど

　　　演題「税務雑感」

　　　講師　伊野税務署

　　　　　　署長　　　山崎　辰郎　氏

５）女性部会税務研修会　16：00－17：00

開催日 参加人数

23.12.16 税務研修会（青年部会合同） 　７名 土佐和紙工芸村くらうど

　　　演題「税務雑感」

　　　講師　伊野税務署

　　　　　　署長　　　山崎　辰郎　氏

６）支部税務研修会　各３０分程度

支部名 開催日 参加人数

日　高 23. 6.29 平成２３年税制改正研修会 １８名 日高村商工会館

仁淀川 7. 6 平成２３年税制改正研修会 ２３名 ゆの森

い　の 7.29 平成２３年税制改正研修会 ３１名 土佐和紙工芸村くらうど

全支部 11. 7 平成２３年税制改正研修会 ３７名 グランディール

（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

開催日

23.11.11 税を考える週間広報用ティッシュ・税の啓発用小冊子「税っ サニーアクシスいの店

てなんだろう」各３００冊を管内量販店３か所にて配布 サニーマート高岡店

土佐ショッピングセンター

２）税に関する作文の表彰等

開催日

23.11.18 税に関する作文の表彰 土佐市立戸波中学校

24. 2.20 税に関する作品展の表彰 仁淀川町立池川中学校

2.21 　　　〃 土佐市立戸波中学校

2.21 　　　〃 いの町立伊野南中学校

2.22 　　　〃 いの町立伊野小学校

2.27 　　　〃
日高村佐川町学校組合立加茂小学校

2.29 　　　〃 土佐市立蓮池小学校

３）税に関する絵はがきコンクール

開催日

23.11月 管内６小学校を対象に税に関する絵はがきを募集 高石・伊野南・枝川・

～24. 1月 吾北・大崎・長者小学校

24. 3.12 税に関する絵はがきコンクール優秀作品の表彰（金賞） いの町立伊野南小学校

3.16 税に関する絵はがき応募作品の展示 サンプラザ新鮮館天王

～3.23

開催場所

テーマ及び講師 開催場所

開催場所

開催場所事　業　内　容

事　業　内　容

開催場所事　業　内　容

事　業　内　容

テーマ及び講師 開催場所



４）租税教育用の紙芝居の読み聞かせ

開催日

23.12.14 保育園児に税に関する紙芝居 いの町立吾北保育園

24. 1.17 　　　　　〃 日高村立日下保育園

５）広報誌及びホームページによる税情報の発信

実施日

23. 9.28 税務研修会案内をホームページに掲載し、一般事業所にも周知した

10. 5 税制改正研修会案内をホームページに掲載し、一般事業所にも周知した

10.25 税に関する作文を広報誌「ほうじんいの」第１７号に掲載

10.25 「消費税期限内納付」を広報誌「ほうじんいの」第１７号表紙へ印刷

10.25 「平成２３年度税制改正」「e-Taxの推進」を広報誌「ほうじんいの」第１７号へ掲載

10.25 「平成２４年度税制改正に関する提言」を広報誌「ほうじんいの」第１７号へ掲載

12.19 「税の学習コーナー」をホームページにてＰＲ推進

24. 2. 2 税務研修会案内をホームページに掲載し、一般事業所にも周知した

６）税の啓発用まんが本の配布

実施日

通年 「税ってなんだろう」マンガ本（1200冊）を管内金融機関・市町村に配布

23.11月～ 「税ってなんだろう」マンガ本を租税教室にて配布

24. 2月

(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

実施日

23. 4.12 税制委員対象に「平成２４年度税制改正」に関するアンケート調査と集計

10. 6 法人会全国大会（神奈川大会）へ出席、「平成２４年度税制改正要望事項」採択

11.16 土佐市長・議会議長に「平成２４年度税制改正要望書」を持参

２）全国青年の集い

　　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。租税教育や教育問題等に対し、創意工夫に富んだ事例発表から、ノウハウや解決すべ

　　き実施上の問題点を学び、今後の活動に活かす目的で当会青年部会の代表者が参加。本年度は、三

　　重県伊勢市にて開催。

２２２２．．．．地域地域地域地域のののの経済社会環境経済社会環境経済社会環境経済社会環境のののの整備改善等整備改善等整備改善等整備改善等をををを図図図図るためのるためのるためのるための事業事業事業事業（（（（公公公公２２２２））））

（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

開催日 参加人数

23. 4.15 青年・女性部会総会記念講演会　16：25－17：30 ３７名 土佐和紙工芸村くらうど

テーマ「地域企業の挑戦」

開催日 参加人数

23. 6.15 パソコンセミナー①10：00-12：30②13：30-16：30 グランディール

①テーマ「Ｗordレベルアップ講座」 １３名

②テーマ「パソコンで作るＰＯＰ広告・チラシ」 １１名

8.23 税務調査対策セミナー　14：00－15：30 ２３名 すこやかセンター伊野

事　　業　　内　　容

開催場所参加者

事　　業　　内　　容

内　容

事　　業　　内　　容

開催場所事　業　内　容

〃

事　業　内　容

女性部会会員

開催場所



開催日 参加人数

11. 7 販売促進セミナー　13：30－15：30 ３６名 グランディール

「０円で８割をリピーターにする集客術」

23. 4月～ インターネットセミナー 当会ホームページ

24. 3月 アクセス数 １６３３件

一般ログイン数 　　７６件

会員ログイン数 　６２４件

（２）地域社会への貢献を目的とする事業

１）講演会の開催

開催日 参加人数

23. 5.16 総会記念講演会　16：30－17：50 １８０名 グランディール

テーマ「巨大地震の爪あと」

24. 1. 6 土佐支部新春懇談会講演会　15：00－16：00 １００名 グランディール

テーマ「笑いは健康の常備薬」　　　　　

　2. 7 新春講演会　14：00－15：30 　９８名 グランディール

テーマ「木久蔵琉・笑うが一番」

２）清掃活動

開催日 参加人数

23. 6.26 青年部会クリーンキャンペーン　10：30－11：00 ２９名 いの町鹿敷河川敷

24. 1.15 県下一斉清掃・法人会クリーンデー10：30－12：00 ５４名 土佐市バイパス

３）保育園に絵本並びに手作り雑巾の寄贈

開催日

23.12.14 絵本・女性部会手作り雑巾の寄贈 いの町立吾北保育園

24. 1.17 　　　〃 日高村立日下保育園

４）青少年の健全な育成事業

支部名 開催日

24. 3. 5 Ａ３プリンターの寄贈 土佐市立高岡中学校

　〃 デスクトップパソコンの寄贈 　　　　戸波中学校

3.27 組立式テント一式の寄贈 　　　　土佐南中学校

い　の 24. 1.18 教材（図書）の寄贈 いの町立長沢小学校

日　高 24. 3.23 プロジェクター１セットの寄贈 日高村立日下保育園

24. 3.27 プリンターの寄贈 仁淀川町立大崎保育所

複合機の寄贈 　　　　　長者保育所

遊具の寄贈 　ふたば・長者保育所

紙芝居の寄贈 　　　　　池川保育園

５）その他

開催日

23. 8.21 仁淀川の森と水を考えるシンポジウム（後援）300名 グランディール

24. 2.10 バス停へ木製ベンチの寄贈 いの町立国民健康保険仁淀病院

開催場所事　業　内　容

土　佐

仁淀川

開催場所

開催場所

事　業　内　容

事　業　内　容

開催場所事　業　内　容

事　業　内　容

事　業　内　容

開催場所

開催場所



３３３３．．．．会組織会組織会組織会組織のののの充実充実充実充実をををを図図図図ることることることること及及及及びびびび全国各地全国各地全国各地全国各地のののの法人会法人会法人会法人会とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化をををを図図図図るるるる事業事業事業事業、、、、会員支援会員支援会員支援会員支援

　　　　　　　　のためののためののためののための親睦親睦親睦親睦・・・・交流等交流等交流等交流等にににに関関関関するするするする事業事業事業事業（（（（他他他他１１１１）　）　）　）　

（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　17：15－19：15

開催日 参加人数

23.12.16 青年・女性部会合同税務研修交流会 １３名 土佐和紙工芸村くらうど

２）部会視察見学会　7：00－18：30

開催日 参加人数

23. 5.21 女性部会日帰り研修旅行 １１名 広島県

３）支部新春懇談会　17：00－19：00

開催日 参加人数

24. 1. 6 土佐支部新春懇談会 １００名 グランディール

４）理事、監事、委員会委員、支部役員、部会役員の懇談会

開催日 参加人数

23. 7.12 厚生事業等推進委員会　16：00－17：00 　９名
レストラン＆カフェ　ボヌール

9.29 共益事業推進委員会　12：40－13：30 １８名 ギャラリーまちかど市

５）チャリティーゴルフ大会

開催日 参加人数

23.10.28 法人会チャリティーゴルフ大会 ２４名 錦山カントリークラブ

（２）会員の福利厚生等に資する事業

１）経営者大型保障制度[大同生命保険（株）]の普及推進（案内・周知） （平成24年3月末日）

会員数 加入 会員 役員 加入役員 役員

23年12月末 企業数 加入率(％) 企業数 企業数 加入率(％)

476 138 29.0 41 33 80.49

２）ビジネスガード[ＡＩＵ保険会社]の普及推進（案内・周知） （平成24年3月末日）

会員数

23年12月末 新規 法人数 加入率(％) 新規 法人数 加入率(％)

476 2 38 7.98 1 30 6.30

３）がん保険制度[アフラック]の普及推進（案内・周知） （平成24年3月末日）

会員数

23年12月末 目標件数 獲得件数 達成率(％) 加入企業数 加入率(％)

476 50 60 120.0 102 21.43

４）貸倒保障制度（取引信用保険）の普及推進（案内・周知）

事　業　内　容

※（　）は加入不可な企業

ビジネスガード 任意労災プラン

がん・医療・介護・特約 会員加入状況

事　業　内　容

開催場所

開催場所

事　業　内　容

事　業　内　容

開催場所

事　業　内　容

開催場所

開催場所



ⅡⅡⅡⅡ．．．．組織状況組織状況組織状況組織状況

期首期末

所轄法人数 会員数 加入率 所轄法人数 会員数 加入率 会員数増減

土　佐 384 241 62.8% 384 238 62.0% △ 3

い　の 304 155 51.0% 301 151 50.2% △ 4

日　高 57 37 64.9% 59 37 62.7% 0

仁淀川 61 48 78.7% 64 48 75.0% 0

合　計 806 481 59.7% 808 474 58.7% △ 7

支部名 期首会員数 期末会員数 増　減 支部名 期首会員数 期末会員数 増　減

土　佐 17 17 0 土　佐 10 9 △ 1

い　の 19 18 △ 1 い　の 9 9 0

日　高 4 4 0 日　高 1 1 0

仁淀川 10 10 0 仁淀川 9 8 △ 1

合　計 50 49 △ 1 合　計 29 27 △ 2

ⅢⅢⅢⅢ．．．．そのそのそのその他他他他

（１）会議など開催状況

１）通常総会

　　平成２３年５月１６日（月）　15：00－16：00　出席９８名　会場　グランディール

２）理事会

　　平成２３年５月１６日（月）　14：00－15：00　出席３０名　会場　グランディール

　　平成２３年１０月３日（月）　16：00－17：15　出席２５名　会場　三陽荘

３）正副会長会

　　平成２３年４月４日（月）　12：00－14：20　出席６名　会場　まなべ

　　平成２３年４月２９日（金）　15：20－15：30　出席６名　会場　まなべ

　　平成２３年９月２９日（木）　12：00－12：10　出席４名　会場　ギャラリーまちかど市

４）正副会長・委員長・部会長会

　　平成２３年１１月１１日（金）　16：30－18：15　出席１５名　会場　割烹玉杯

５）会計監査

　　平成２３年５月６日（金）　10：30－12：00　出席５名　会場　法人会事務所

６）総務委員会

　　平成２３年４月２９日（金）　12：00－15：20　出席７名　会場　まなべ

　　平成２３年９月２９日（木）　11：00－12：00　出席５名　会場　ギャラリーまちかど市

７）広報委員会

　　平成２３年８月４日（木）　12：00－13：55　出席８名　会場　法人会事務所

　　平成２３年９月９日（金）　12：00－13：30　出席６名　会場　法人会事務所

８）公益事業推進委員会

　　平成２３年９月２６日（月）　12：00－13：30　出席５名　会場　まなべ

青青青青　　　　年年年年　　　　部部部部　　　　会会会会 女女女女　　　　性性性性　　　　部部部部　　　　会会会会

平成２４年３月３１日現在

支部名

平成２３ 年４月１日現在



９）青年部会

　①監査

　　平成２３年４月１３日（水）　1１：00－12：00　出席３名　会場　法人会事務所

　②役員会

　　平成２３年４月１５日（金）　14：30－15：20　出席９名　会場　土佐和紙工芸村くらうど

　③通常総会

　　平成２３年４月１５日（金）　15：30－16：20　出席１４名　会場　土佐和紙工芸村くらうど

10）女性部会

　①監査

　　平成２３年４月５日（火）　1１：00－12：00　出席３名　会場　法人会事務所

　②役員会

　　平成２３年４月１５日（金）　14：30－15：20　出席１０名　会場　土佐和紙工芸村くらうど

　③通常総会

　　平成２３年４月１５日（金）　15：30－16：20　出席１３名　会場　土佐和紙工芸村くらうど

11）土佐支部

　①役員会

　　平成２３年５月１６日（月）　12：30－13：00　出席１２名　会場　グランディール

　②通常総会

　　平成２３年５月１６日（月）　13：00－13：50　出席２６名　会場　グランディール

12）いの支部

　①通常総会

　　平成２３年７月２９日（金）　16：00－17：00　出席３１名　会場　土佐和紙工芸村くらうど

13）日高支部

　①通常総会

　　平成２３年６月２９日（水）　16：00－17：00　出席１８名　会場　日高村商工会館

14）仁淀川支部

　①通常総会

　　平成２３年７月６日（水）　15：30－16：30　出席２３名　会場　ゆの森


