
平成２７年度　事業報告
（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

事　業　概　況
　平成27年度の我が国経済をみると、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長

戦略を柱とした経済財政政策の推進により、雇用・所得環境が改善し、原油価格の低下等により交易

条件が改善する中で、緩やかな回復基調が続いているようだ。

　こうした状況の中、当会では公益法人として使命を全うするため、法人会の基本方針であるよき経

営者をめざすものの団体として、会員の積極的な自己啓発を支援し、納税意識の向上と企業経営およ

び社会の健全な発展に貢献する事業を行った。

　特に税知識の普及に注力し、その中でも日本の未来を担う子供たちに対する税の啓発「租税教育活

動」を実施、税の仕組み、税の大切さ、税の使われ方にも興味を持って国や地域社会を愛する気持ち

を醸成させて行くことに努めた。

　事業並びに会議等の実施内容は以下のとおりである。

（事　業）

１．税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業（公１）

（１）新設法人説明会　

開催日 参加人数
27. 9.28　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　田中　武志　氏

（２）法人税決算研修会

開催日 参加人数
27.10.20　講　師　伊野税務署　法人課税部門　 ４３名 すこやかセンター伊野

　　　　　　統括国税調査官　田中　武志　氏
28. 3.18　講　師　伊野税務署　法人課税部門　 ４０名 すこやかセンター伊野

　　　　　　統括国税調査官  田中　武志　氏

（３）租税教室　

開催日 参加児童数

税金とは？税の使い道を説明
税に関するビデオ視聴
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（４）青年部会税務研修会

開催日 参加人数
27. 9.10税務研修会（女性部会合同） １２名 土佐和紙工芸村くらうど

　　　演題「最近の税務行政について」
　　　講師　伊野税務署
　　　　　　署長　　　高尾　太　氏

（５）女性部会税務研修会　

開催日 参加人数
27. 9.10税務研修会（青年部会合同） １０名 土佐和紙工芸村くらうど

　　　演題「最近の税務行政について」
　　　講師　伊野税務署
　　　　　　署長　　　高尾　太　氏

12.12税務研修会 １２名 魚菜稲月
　　　演題「マイナンバー会社の実務対応」　
　　　講師　　町田社会保険労務士事務所　
　　　　　　社会保険労務士　町田　憲一　氏

（６）支部税務研修会　

支部名 開催日 参加人数
全支部 27. 8.21マイナンバー制度の概要と税務（共催） １１４名 すこやかセンター伊野
日　高 9. 8消費税増税後の対応とマイナンバー制度における税務上の実務対応 １０名 日高村商工会館
土　佐 10.28平成２７年度税制改正及びマイナンバー制度について ２７名 三陽荘
全支部 11. 4平成２７年度税制改正研修会 ３１名 すこやかセンター伊野
仁淀川 11.26平成２７年度税制改正及びマイナンバー制度について 　７名 仁淀川町商工会仁淀支所
い　の 12. 7平成２７年度税制改正及びマイナンバー制度について １２名 暮らしのかけ橋交流館なないろ

（７）税を考える週間広報活動

開催日
27.11.14税金クイズ サニーアクシスいの店

租税教育用クイズ「クイズだゼイ！」を一般来場者５０名に実施
11.16税を考える週間広報用ティッシュ３００個を管内量販店３か所 サニーアクシスいの店

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

（８）税に関する作文等の表彰

開催日
27.11.30税に関する作文の表彰 いの町立伊野南中学校
28. 2.22税に関する作品展の表彰　毛筆の部 日高村立日下小学校
2.22　　　〃　　　　　　　　毛筆の部 仁淀川町立別府小学校
2.23　　　〃　　　　　　　　毛筆の部 土佐市立高岡中学校
2.23　　　〃　　　　　　　　ポスターの部 土佐市立戸波中学校
2.24　　　〃　　　　　　　　ポスターの部 いの町立枝川小学校
2.24　　　〃　　　　　　　　毛筆の部 いの町立伊野中学校

開催場所

事　業　内　容

開催場所

テーマ及び講師
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テーマ及び講師

開催場所

開催場所

開催場所



（９）税に関する絵はがきコンクール

開催日
27.12月 管内６小学校を対象に税に関する絵はがきを募集 高岡第一・高岡第二・波介

～28. 1月 高石・伊野南・枝川小学校

28. 1.27税に関する絵はがきコンクール選考会 割烹玉杯
2.19税に関する絵はがきコンクール優秀作品の表彰（金賞） 土佐市立波介小学校
2.26税に関する絵はがき応募作品の展示(１７９点） サンプラザ　土佐ショッ
～3. 6 ピングセンター

3.7～3.31税に関する絵はがき応募作品の展示(１７９点） 伊野税務署

（１０）租税教育用の紙芝居の読み聞かせ

開催日
27.11.25保育園児に税に関する紙芝居 勝賀瀬多恵子、井上桂子枝川保育園
28. 1.14    　 〃 勝賀瀬多恵子、岡村和子長者保育所

（１１）広報誌及びホームページによる税情報の発信

実施日
27. 9.16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
9.16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
10.29税に関する作文を広報誌「ほうじんいの」第２１号に掲載
10.29「消費税期限内納付」を広報誌「ほうじんいの」第２１号表紙へ印刷
10.29「平成２８年度税制改正に関する提言」を広報誌「ほうじんいの」第２１号へ掲載

28. 2. 9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
適時更新 全法連提供のホームページ簡易ツールにより税情報が適時更新される

（１２）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
27. 4. 6税制委員対象に「平成２８年度税制改正」に関するアンケート調査と集計
10. 8法人会全国大会（徳島大会）へ出席、「平成２８年度税制改正要望事項」採択
11.24土佐市長・議会議長に「平成２８年度税制改正要望書」を持参するとともに、ホーム

ページに掲載し周知した。

（１３）全国青年の集い

実施日
27.11.19 公益財団法人全国法人会総連合が主催し毎年開催している。税制・財政及び地域社会の
～11.20健全な発展と法人会の目的の達成に向け、租税教育や教育問題について事例発表なども

行い、その中からノウハウや解決すべき実施上の問題点を学び、今後の活動に生かすた
め情報・意見交換並びに議論を行った。本年度は茨城県で開催し当会青年部会の代表者
が参加した。

（１４）全国女性フォーラム

実施日
27. 4.16公益財団法人全国法人会総連合が主催し毎年開催している。税制・財政及び地域社会の

健全な発展と法人会の目的の達成に向け、租税教育や教育問題について事例発表なども
行い、その中からノウハウや解決すべき実施上の問題点を学び、今後の活動に生かすた
め情報・意見交換並びに議論を行った。本年度は福岡県で開催し当会女性部会の代表者
が参加した。

事　　業　　内　　容

開催場所参加者内　容

事　　業　　内　　容

事　　業　　内　　容

事　　業　　内　　容

事　業　内　容 開催場所



（１５）税の啓発用まんが本の配布

実施日
27.12月～ 税の学習テキスト「クイズだゼイ！」を租税教室にて配布
28. 1月

２．地域の経済社会環境の整備改善等を図るための事業（公２）

（１）実務・経営セミナー

開催日 参加人数
27. 7. 8パソコンセミナー グランディール

①テーマ「基礎から学ぶエクセル講座（エクセル基礎講座）」 １２名
②テーマ「業務効率アップエクセル小技講座」 １２名
講　師　（株）ブレーン専任講師　中村　和彦　氏

8.26経理の実務手ほどき講座（初級編） 　６名 ちよテラホール
講　師　中小企業診断士　石川　麻子　氏

8.27経理の実務手ほどき講座（中級編） 　７名 ちよテラホール
講　師　中小企業診断士　石川　麻子　氏

10. 9マイナンバー制度実務対策講座 ５２名 グランディール
講　師　特定社会保険労務士　小島　信一　氏

27 4月～ インターネットセミナー 当会ホームページ
28. 3月 アクセス数 5,171件

一般ログイン数 　４１件
会員ログイン数  ８４８件

（２）講演会の開催

開催日 参加人数
2７.6.12通常総会記念講演会　 １０５名 グランディール

テーマ「大きく変革しているがんの治療法
～最新の放射線療法から内視鏡・ロボット手術～」
講　師　高知医療センター名誉院長
　　　　医学博士　堀見　忠司　氏

11. 1仁淀地区モラロジー生涯学習セミナー ８３名 仁淀総合支所
テーマ「心新たに生きる」 仁淀多目的研修施設
講　師　公益財団法人モラロジー研究所　社会教育講師
　　　　正木　文男　氏、山元　勇治　氏

28. 1. 7土佐支部新春懇談会講演会　 ９５名 グランディール
テーマ「笑いで土佐を活性化」　
講　師　お笑い芸人　ツーライス　氏

1.21青年・女性部会新春講演会　 １９名 土佐和紙工芸村くらうど
テーマ「心豊かに生きる」
講　師　たんぽぽ教育研究所　所長　大﨑　博澄　氏

 2. 3新春講演会 ５１名 グランディール
テーマ「童謡詩人　金子みすゞの生涯」を語る
講　師　講談師　一龍齋　春水　氏

（３）清掃活動

開催日 参加人数
27. 5.16青年部会クリーンキャンペーン　 ３３名 いの町鹿敷河川敷
28. 1.17県下一斉清掃・法人会クリーンデー ６５名 土佐市バイパス

事　　業　　内　　容

テーマ及び講師

事　業　内　容 開催場所

開催場所

開催場所テーマ及び講師



（４）保育園に絵本並びに手作り雑巾の寄贈

開催日
27.11.25絵本・女性部会手作り雑巾の寄贈 枝川保育園
28. 1.14　　　　〃 長者保育所

（５）青少年の健全な育成事業

支部名 開催日
土　佐 27.11. 5百人一首等の寄贈 高岡第一小学校
い　の 11.11カラープリンター等の寄贈 神谷小学校
日　高 11.27衣類乾燥機等の寄贈 日下保育園能津分園
仁淀川 28. 2. 3グランドタープセット等の寄贈 仁淀中学校

３．会組織の充実を図ること及び全国各地の法人会との連携強化を図る事業、会員支援のための

　　親睦・交流等に関する事業（他１）　

（１）部会会員研修交流会　

開催日
27. 9.10青年・女性部会合同税務研修交流会議 土佐和紙工芸村くらうど

（２）女性部会視察見学会　

開催日
27. 4.23女性部会研修交流会 ドラゴン広場
11. 9女性部会日帰り研修 愛媛県

（３）支部会員交流会　

開催日
27. 9. 8日高支部交流会議 日高村商工会館
10.28土佐支部交流会議 三陽荘
11.26仁淀川支部交流会議 仁淀川町商工会　仁淀支所

12. 7いの支部交流会議 暮らしのかけ橋交流館なないろ

（４）支部新春懇談会　

開催日
28. 1. 7土佐支部新春懇談会 グランディール

（５）理事、監事、委員会委員、支部役員、部会役員の懇談会

開催日
27. 4.27青年部会役員会 土佐和紙工芸村くらうど
6.18厚生委員会(福利厚生制度連絡協議会） グランディール
8.20組織委員会 魚菜稲月
11.16正・副会長、委員長、部会長会議 割烹玉杯

28. 2.25厚生委員会(大型保障制度促進懇談会） グランディール

（６）チャリティーゴルフ大会

開催日
27.10.21法人会チャリティーゴルフ大会 錦山カントリークラブ

開催場所

開催場所
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事　業　内　容

事　業　内　容 開催場所
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事　業　内　容 開催場所


