
公益社団法人倉吉法人会 平成 27 年度事業報告書 
平成 27年 4月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

１．公益目的事業の推進 
（１）税知識の普及を目的とする事業  （公益事業 1） 

年月日 事    業 出  席  者  及  び  内  容 場    所 

27． 5．18 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度説明会 講師 倉吉税務署 署長 中尾 豊 氏 

80名出席（内 非会員 10名） 

倉吉シティホテル 

6．24 研修委員会 井中委員長他 2名､事務局 1名出席 

平成 26年度研修実施状況について 

平成 27年度事業について 

倉吉商工会議所 

8． 7 西部支部 税務研修会 ﾃｰﾏ ｢平成 27年度ことしの税制改正｣ 

講師 税理士 石賀伸行 氏 

11 名出席 

石見会館 

9． 3 税務研修会 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度ｾﾐﾅｰ 

講師 いなば総合法律事務所 所長 上田雅稔 氏 

66名出席（内 非会員 4名） 

倉吉シティホテル 

主催:倉吉商工会議所 

10． 6 中央支部 税務研修会 ﾃｰﾏ ｢税制改正のポイント｣ 

講師 税理士 石賀伸行 氏 

23 名出席 

倉吉シティホテル 

11．10 法人決算説明会 講師 倉吉税務署 上席国税調査官 岡 浩之 氏 

22 名出席 

倉吉シティホテル 

 

（２）納税意識の高揚を目的とする事業  （公益事業 1） 
年月日 事    業 出  席  者  及  び  内  容 場    所 

27．10． 1 租税教育活動 倉吉税務署を通して租税教育テキスト 1200 部を配布 県内中部の小学校 

10． 9 青年部会 理事会 松本部会長他 8名､事務局 1名出席 

「学生のための税金クイズ」について 

平成 27年度後期事業について 

倉吉商工会議所 

10．15 税金クイズ打合せ 青年部会 松本部会長他 3名､事務局 2名出席 

倉吉税務署 西村総務課長他 2 名出席 

実施要項及び担当について 

進行要領（案）について 

問題の検討について 

倉吉税務署 

10．15 租税教育活動 ｢租税教室｣開催校へ税の標語入り蛍光ペンを配布 

小学校 27校 960名 

県内中部の小学校 

11． 2 女性部会 ｢絵はがきコンク

ール｣参加依頼 

小学校 27校へ参加依頼文書を発送 県内中部の小学校 

11． 9 ｢租税教室｣講師講習会 西部支部 1 名､青年部会 5名､事務局 1名出席 倉吉商工会議所 

11．13 

～1． 8 

女性部会 ｢絵はがきコンク

ール｣参加依頼 

1 月末までの「租税教室」開催校に対象を絞り、女性部会役員

が応募用紙を持参して小学校を訪問 

聖郷小学校ほか 14校 

11．17 「第 20 回学生のための税金

クイズ」 

解答者：鳥取短期大学 1年生 109 名 

企画・運営：青年部会スタッフ 8名､事務局 1名 

鳥取税務署 三村広報広聴官他 1名､新藤副会長出席 

租税教室と税金クイズ 

鳥取県法連主催「税金クイズ」チラシ配布 

第 20回の開催を記念し、新藤副会長より鳥取短期大学へ感謝

状と記念品を贈呈 

鳥取短期大学 

共催：倉吉税務署 

鳥取短期大学 

11．19 青年部会 全国青年の集い 

（茨城大会） 

松本部会長参加 

【租税教育活動プレゼンテーション】 

【部会長ウェルカムパーティ】 

ホテルテラス・ザ・ガー

デン水戸 他 

主催：（公財）全国法人

会総連合 



11．20 〃 松本部会長参加 

【部会長サミット（円卓会議）】 

ﾃｰﾏ 「青年部会活動充実のための部会員増強～更なる活

動に必要な多くの仲間、部会員の拡大と定着」 

水戸プラザホテル 

〃  〃 松本部会長他 1名参加 

【大会式典】 

租税教育活動プレゼンテーション結果発表及び表彰 

租税教育活動最優秀会の事例発表 

【記念講演】 「いのちの絆を宇宙に求めて」 

講師 JAXA名誉教授 的川泰宣 氏 

茨城県立県民文化セン

ター 他 

11．30 中学生の「税についての作

文・習字」表彰式 

谷岡会長出席 

応募作品 作文 7校 446点､習字 12校 842点 

倉吉法人会会長賞 作文・習字 各 2名表彰 

中部総合事務所 

主催：鳥取県中部納税

貯蓄組合連合会 

28． 1．26 西部支部 租税教室 

女性部会 ｢絵はがきコンク

ール｣参加依頼 

講師 福井支部長､種子副支部長､内田女性部会員 

同行 事務局 1名 

対象 6年生 18名 

上北条小学校 

共催：鳥取県中部地区

租税教育推進協議会 

2． 3 青年部会 租税教室 講師 川本顧問､川本会員､山内会員 

同行 事務局 1名 

対象 6年生 24名 

成徳小学校 

共催：鳥取県中部地区

租税教育推進協議会 

2．12 女性部会 第 3回｢税に関す

る絵はがきコンクール｣審査

会 

審査員：谷岡会長、倉吉税務署駿同署長・西川統括官､松本

青年部会長､女性部会役員 12名 

応募作品 9 校 284作品の中から入賞作品 4点を選考 

㈱ヨシダ 

2．19 

～29 

女性部会 第 3回｢税に関す

る絵はがきコンクール｣表彰

状・参加賞持参 

女性部会役員が応募校へ表彰状及び参加賞を持参 応募小学校 9校 

2．16 青年部会 租税教室 講師 松本部会長､江原理事､橋岡会員 

同行 事務局 1名 

対象 6年生 61名 

社小学校 

共催：鳥取県中部地区

租税教育推進協議会 

3． 1 

～5．中旬 

女性部会 第 3回｢税に関す

る絵はがきコンクール｣作品

展示 

確定申告会場(倉吉税務署) H28．3． 1～3．15 

倉吉交流プラザ H28．3．24～4． 7 

倉吉信用金庫各店  H28．4．10頃～5月中旬 

倉吉税務署 他 

共催：鳥取県中部地区

租税教育推進協議会 

 

（３）税制提言事業  （公益事業 1） 
年月日 事    業 出  席  者  及  び  内  容 場    所 

27． 6．11 税制委員会 野口委員長他 2名､事務局 1名出席 

平成 28年度税制改正要望事項作成 

倉吉商工会議所 

10． 8 第 32回法人会全国大会｢徳

島大会｣ 

福井副会長､中原理事参加 徳島県立産業観光交

流センター 

主催：（公財）全国法人

会総連合 

11．13 税制改正要望書提出 野口税制委員長､事務局 1名出席 

石田倉吉市長訪問 

倉吉市役所 

11．17 税制改正要望書提出 野口税制委員長､事務局 1名出席 

高田市議会議長訪問 

倉吉市役所 

 

（４）経営支援事業  （公益事業 2） 
年月日 事    業 出  席  者  及  び  内  容 場    所 

27． 4．14 

15 

新入社員研修 講師 ㈱ｲﾝﾀｰﾌﾟﾛｽ ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 吉田由佳 氏 

59名出席（内 非会員 8名） 

倉吉未来中心 

主催:倉吉商工会議所 

6． 8 女性部会 総会記念講演会 ﾃｰﾏ ｢いつまでも自分磨きを｣ 

講師 ㈱鳥取銀行 取締役 山脇彰子 氏 

38名聴講（内 非会員 2名） 

倉吉シティホテル 



6． 9 西部支部 正副支部長会 福井支部長他 3名､事務局 2名出席 

平成 27年度実施事業について 

石見会館 

7． 3 中央支部 正副支部長会 新藤支部長他 3名､事務局 2名出席 

平成 27年度事業計画について 

倉吉商工会議所 

8．21 女性部会 研修会 ﾃｰﾏ ｢美味しく学ぶ日本料理講座｣ 

講師 倉吉北高等学校 調理科教諭 川本徹也 氏 

31名出席（内 女性部会 29名､非会員 2名） 

倉吉シティホテル 

9．10 経営者のための研修会 ﾃｰﾏ ｢売上を変えずに会社にお金を残す方法｣ 

講師 ㈱エフアンドエム 西日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 

部長 岡本裕也 氏 

39名出席（内 非会員 2名） 

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾊﾟﾚｽ倉吉 

共催：大同生命保険㈱ 

10． 6 中央支部 研修会 ﾃｰﾏ ｢三徳山・三朝温泉の日本遺産登録決定までの 

道のりと未来展望｣ 

講師 三朝町教育委員会社会教育課 

課長 西田寛司 氏 

16 名出席 

倉吉シティホテル 

10．14 

15 

電話応対レベルアップセミ

ナー 

講師 ㈱才感知創研究所 代表取締役 肥田木恭子 氏 

52名出席（内 非会員 4名） 

倉吉未来中心 

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾊﾟﾚｽ倉吉 

主催:倉吉商工会議所 

10．23 西部支部 講演会 ﾃｰﾏ ｢ローソンの再建に学ぶ 

消費者の変化を踏まえた企業経営｣ 

講師 ㈱都築経営研究所 代表取締役 都築冨士男 氏 

22 名聴講 

ホテル東伯イン 

10．26 中央支部 参考図書配布 小冊子｢会社がもらえる助成金活用のポイント｣配布 全会員 

10．26 中央支部 経済講演会 ﾃｰﾏ ｢人のこころのつかみ方｣ 

講師 ㈲志縁塾 代表取締役 大谷由里子 氏 

78名出席（内 非会員 17名） 

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾊﾟﾚｽ倉吉 

主催:倉吉商工会議所 

11．11 

～13 

第 1回パソコン教室 年賀状作成講座（昼の部・夜の部） 

13名出席（3日間延べ 34名） 

ほうき塾 

11．20 コトＰＯＰ作成講座 講師 ㈱山口茂デザイン事務所 代表取締役 山口茂 氏 

28名出席（内 非会員 4名） 

倉吉シティホテル 

主催:倉吉商工会議所 

28． 1．13 アピール力向上セミナー 講師 岩世 麗 氏 

25名出席（内 非会員 3名） 

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾊﾟﾚｽ倉吉 

主催:倉吉商工会議所 

1．27 経営革新計画作成セミナー 講師 ㈱ネクストフェイズ 代表取締役 東川 仁 氏 

23名出席（内 非会員 4名） 

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾊﾟﾚｽ倉吉 

主催:倉吉商工会議所 

2． 1 経理業務セミナー 講師 ㈲マスエージェント 代表取締役 林 忠史 氏 

39名出席（内 非会員 4名） 

倉吉シティホテル 

主催:倉吉商工会議所 

2． 9 西部支部 研修会 ﾃｰﾏ ｢人の異動によるﾏｲﾅﾝﾊﾞｰに関する手続き実務｣ 

講師 熊谷事務所 所長 熊谷朋子 氏 

25 名出席 

ホテル東伯イン 

2．17 

～19 

第 2回パソコン教室 給与計算ソフトコース 

7名出席（3日間延べ 19名） 

ほうき塾 

3． 7 青年部会 研修会 ﾃｰﾏ ｢フランスから学ぶ企業経営のコツ｣ 

講師 日本銀行 鳥取事務所 所長 大山陽久 氏 

33名出席（内 青年部会 14 名､本部 18名､非会員 1名） 

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾊﾟﾚｽ倉吉 

 

（５）社会貢献事業  （公益事業 2） 
年月日 事    業 出  席  者  及  び  内  容 場    所 

27． 4． 1 

～12．31 

中央支部 豊田亭歴史講談 倉吉の歴史講談会 

年間来場者 950名 

豊田家住宅 

主催：豊田亭 



11．15 青年部会 エコバック推進運

動 

松本部会長他 4名､事務局 1名参加 

エコバック 400 個配布 

鳥取県法連主催「税金クイズ」チラシ配布 

パープルタウン 

 

（６）広報活動  （公益事業 1） 
年月日 事    業 出  席  者  及  び  内  容 場    所 

27． 4． 1 ほうじん発送 全法連冊子｢ほうじん｣春号、平成 27 年度税制改正のあらまし

(速報版)発送 

広報紙｢くらよし法人会ニュース｣第 18号発刊 

全会員 

7．10 ほうじん発送 全法連冊子｢ほうじん｣夏号発送 

広報紙｢くらよし法人会ニュース｣第 19号発刊 

全会員 

8． 5 広報委員会 清水委員長他 2名､事務局 2名出席 

会報第 28号の発行について 

倉吉商工会議所 

10．26 会報、ほうじん発送 倉吉法人会会報誌第 28号｢くらよし｣発刊 

全法連冊子｢ほうじん｣秋号発送 

広報紙｢くらよし法人会ニュース｣第 20号発刊 

県法連 県内統一事業「税金クイズ」チラシ発送 

全会員 

28． 1． 4 ほうじん発送 全法連冊子｢ほうじん｣新年号､鳥取県法人会連合会会報｢県

連だより｣第 56号発送 

広報紙｢くらよし法人会ニュース｣第 21号発刊 

全会員 

 

 

２．収益事業の推進 
（１）組織の強化・充実 

年月日 事    業 出  席  者  及  び  内  容 場    所 

27． 5．22 組織委員会 川本委員長他 3名､事務局 2名出席 

来賓 倉吉税務署 西川統括官 

会員加入状況について 

平成 27年度法人会員数目標達成のための会員増強運動およ

び脱会防止の具体的施策について 

倉吉商工会議所 

9． 1 

～12．31 

会員増強キャンペーン 役員を中心として会員増強キャンペーンを実施 

新規加入 35 社 

 

 

（２）支部・部会活動の充実 
年月日 事    業 出  席  者  及  び  内  容 場    所 

27． 9．26 青年部会 親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 松本部会長他 7名､事務局 1名出席 

大同生命保険㈱山陰支社 井上課長､AIU 損害保険㈱大崎支

店長出席 

倉吉ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

10．14 女性部会 企業視察研修 春木部会長他 15名､事務局 1名出席 

ヒガシマル醤油､姫路城を見学 

兵庫県 

10．22 

～1．15 

女性部会 新年会打合せ 各チームによる打合せ ㈱ヨシダほか 

10．23 西部支部 会員親睦会 会員 13名出席 ホテル東伯イン 

12． 9 青年部会 忘年会 松本部会長他 15名､事務局 1名出席 

大同生命保険㈱山陰支社 井上所長出席 

牛焼肉 尾園 

28． 1．19 女性部会 新年会 春木部会長他 33名､事務局 1名出席 

税金クイズ他親睦 

望湖楼 

1．30 

～2． 5 

女性部会 新年会反省会 各チームによる反省会 夢倉ほか 

3． 7 青年部会 会員親睦会 松本部会長他 13名､事務局 1名 ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾊﾟﾚｽ倉吉 

 

 



（３）福利厚生制度の推進 
年月日 事    業 出  席  者  及  び  内  容 場    所 

27． 6．18 厚生委員会 菅埜委員長他 3名､事務局 2名出席 

大同生命保険㈱山陰支社 井上課長､アフラック 横田支社長

出席 

研修会・福利厚生制度推進連絡協議会について 

福利厚生制度表彰規定の見直しについて 

役員企業加入率推進について 

福利厚生制度 各社の現況及び推進について 

倉吉商工会議所 

9．10 福利厚生制度推進連絡協

議会 

役員他 18名､事務局 3名出席 

大同生命保険㈱山陰支社 砂田支社長・井上課長､ＡＩＵ保険

会社 大崎支店長､アフラック 横田支社長出席 

保険制度の説明と推進について 

福利厚生事業推進成績優良表彰 

優秀賞：大同生命保険㈱ 内田推進員 

努力賞：大同生命保険㈱ 西村推進員､反甫推進員､ 

小谷推進員 

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾊﾟﾚｽ倉吉 

12． 9 青年部会 福利厚生制度推

進連絡協議会 

松本部会長他 14名､事務局 1名出席 

大同生命保険㈱山陰支社 井上所長､井上課長出席 

牛焼肉 尾園 

 

３．諸会議 
年月日 事    業 出  席  者  及  び  内  容 場    所 

27． 4． 9 監査会 監事 2名､事務局 2名出席 倉吉商工会議所 

4．14 総務委員会 春木委員長他 2名､事務局 3名出席 

平成 26年度事業報告について 

平成 26年度決算について 

顧問の選任について 

退任役員功労者表彰候補について 

平成 27 年度代表理事及び執行理事の職務執行状況につい

て 

定時総会及び臨時理事会の開催日程について 

倉吉商工会議所 

4．15 第 1回理事会 理事 15 名､監事 2 名､顧問 1 名､ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 1 名､事務局 3 名

出席 

【決議事項】 平成 26年度事業報告について 

【協議事項】 平成 26年度決算について 

【承認事項】 顧問の選任について 

退任役員功労者表彰候補について 

【報告事項】 平成 27年度代表理事及び執行理事の 

職務執行状況について 

定時総会及び臨時理事会の 

開催日程について 

倉吉商工会議所 

5．18 平成 27年度定時総会 正会員 53名､賛助会員 2名､委任状 487名出席 

来賓 石田倉吉市長､中尾倉吉税務署長他 8名 

【議案審議】  平成 26年度 決算承認の件 

役員選任(案)承認の件 

【報告事項】  会長(代表理事)及び副会長 

(業務執行理事)の選定について 

平成 26年度 事業報告 

平成 27年度 事業計画 

平成 27年度 収支予算 

平成 27年度 顧問の選任 

【退任役員感謝状贈呈】 馬野副会長、山本監事 

倉吉シティホテル 

5．18 臨時理事会 理事 18名､監事 2名､顧問 2名､事務局 3名出席 

【決議事項】 代表理事(会長)及び 

業務執行理事(副会長)の選定について 

倉吉シティホテル 



5．22 女性部会 第 1回役員会 吉田部会長他 14名､事務局 1名出席 

平成 26年度 事業報告及び収支決算について 

平成 27年度 事業計画及び収支予算について 

総会の日程について 

役員改選について 

今後の事業予定について 

㈱ヨシダ 

6． 5 青年部会 理事会 松本部会長他 7名､事務局 1名出席 

平成 27年度総会日程について 

次期役員改選について 

倉吉商工会議所 

6． 8 女性部会 通常総会 

（第 15期） 

部会員 33名出席､委任状 11名､事務局 3名出席 

来賓 中尾倉吉税務署長､谷岡会長他 4名 

平成 26年度 事業報告及び収支決算の報告 

平成 27年度 事業計画及び収支予算の報告 

役員改選(案)承認について 

女性部会会則の一部改定について 

倉吉シティホテル 

6．10 女性部会 第 2回役員会 春木部会長他 13名､事務局 1名出席 

8月研修会について 

企業視察研修について 他 

石井旅館 

7． 1 青年部会 定時総会 

（第 26期） 

部会員 25名､事務局 2名出席 

来賓 倉吉税務署 西川統括官､谷岡会長他 3名 

平成 26年度 事業報告及び収支決算の報告について 

平成 27年度 事業計画及び収支予算の報告について 

新規会員について 

役員改選について 

倉吉シティホテル 

10． 9 女性部会 第 3回役員会 春木部会長他 13名､事務局 1名出席 

第 3回｢税に関する絵はがきコンクール｣について 

新年会について 

全国女性フォーラム｢福島大会｣について 

倉吉商工会議所 

28． 1．28 正副会長会 谷岡会長､副会長 3名､事務局 3 名出席 

平成 28年度事業計画・収支予算（案）について 

規程・規則・要領の新設及び改定について 

定時総会・理事会の開催日程について 

理事会の開催日程について 

全法連・県法連表彰者の推薦について 

倉吉商工会議所 

2．12 女性部会 第 4回役員会 春木部会長他 11名､事務局 1名出席 

第 3回｢税に関する絵はがきコンクール｣について 

平成 28年度事業計画及び収支予算について 

総会日程について 

㈱ヨシダ 

3．17 第 2回理事会 理事 19 名､監事 1 名､顧問 1 名､ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 2 名､事務局 2 名

出席 

【承認事項】 

平成 28年度事業計画(案)について 

平成 28年度収支予算(案)について 

規則･規程･内規･要領の改定と新設の承認 

平成 28年度資金調達及び設備投資(案)について 

顧問の選任について 

平成 28年度定時総会及び理事会開催日程について 

【報告事項】 

平成 27年度代表理事及び執行理事の 

職務執行状況について 

倉吉信用金庫うつぶき

ホール 

 

 

４．関係機関等への出席 
年月日 事    業 出  席  者  及  び  内  容 場    所 

27． 4．20 税務関係団体と倉吉税務署

の情報交換会 

谷岡会長､事務局 1名出席 倉吉税務署 

主催：倉吉税務署 



5．27 鳥取県中部地区租税教育

推進協議会総会 

谷岡会長､事務局 1名出席 倉吉税務署 

主催：鳥取県中部地区

租税教育推進協議会 

10．19 税務関係団体と倉吉税務署

の情報交換会 

谷岡会長､事務局 1名出席 倉吉税務署 

主催：倉吉税務署 

11．11 税の啓発活動作品交付式 豊田副会長出席 

鳥取中央育英高等学校書道部による税の啓発活動作品交付

式 

鳥取中央育英高校 

主催：倉吉税務関係団

体協議会 

11．11 納税表彰式 来賓 谷岡会長出席 

倉吉税務署長感謝状  青年部会 

倉吉税務署長感謝状  福井副会長 

倉吉未来中心 

主催：倉吉税務署 

11．18 倉吉税務関係団体協議会

総会 

谷岡会長､事務局 1名出席 倉吉商工会議所 

主催：倉吉税務関係団

体協議会 

28． 1．18 平井鳥取県知事への要望

活動 

倉吉商工会議所 倉都会頭､倉吉法人会 谷岡会長他 5 団体

参加 

鳥取県立美術館の中部地区への建設に関する要望 

鳥取県庁 

 

 

５．附属明細書 
附属明細書に記載する事項なし 


