
 

平成２９年度事業報告 
自 平成２９年４月 １日 

至 平成３０年３月３１日 

 

Ⅰ．事業概況 

 (概 況) 

日本経済は、2012 年から緩やかな回復基調にあり、今回の景気回復の期間は戦後 2番目の長さになっ

たともいわれております。景気回復が長期化している背景には、企業の稼ぐ力が高まり、収益の改善に広

がりがみられていることと、雇用情勢が継続して改善していることが基調としてあります。 

2020年東京オリンピック・パラリンピックに大会に向けた関連施設の整備や都市部の再開発の動きなどを

反映して建設投資が継続して改善していることや、訪日外国人客の増加もあって地域経済においても広く

回復が及びつつあることも、持続的な景気回復を後押ししていると考えられます。 

県内でも、公共工事が増加し個人消費も明るい動きが見られ、穏やかに回復していることが示されており

ますが、人手不足は潜在化されております。持続的な景気回復につながるか見通せない状況であり、先行

きの警戒感もあります。 

 このような経済状況下、当会は公益社団法人として 6 期目を迎え、公益法人としての使命を全うするため、

全法連制定の「法人会の理念」の下、税のオピニオンリーダーたる経営者の団体として社会全体への貢献

をめざし、税を中心とした事業の一層の活性化を図るとともに適正功率的な組織運営に努めました。 

  特に税知識の普及には注力し、中でも日本の将来を担う子供たちに対する税の啓発「租税教育活動」を

実施し、「税の仕組み」「税の大切さ」「税の使われ方」に関心を寄せ国や地域社会を愛する気持ちを醸成し

ていくことに努めました。 

 全国青年の集い高知大会には開催地の法人会として、高知空港でのお出迎えや受付、記念行事や懇

親会の運営に全面的に協力し、全国から集まった青年部会員へのおもてなし、県下の法人会青年部会員

と相互の連携強化を図ることができました。 

事業会議の内容は以下の通りである。 

 

Ⅱ．主要事業計画 

１． 税を巡る諸環境の整備改善を図る為の事業 

1） 新設法人税務研修会  

開催日 事業内容 開催場所 

１２月７日 

テーマ「新設法人のための税務研修」 

講 師 南国税務署  

法人課税部門 統括国税調査官 松田 貢 氏 

グレース浜すし 

 

参加８名 

 

2） 決算研修会 

開催日 事業内容 開催場所 

１２月７日 

テーマ「決算研修会」 

講 師 南国税務署 

 法人課税部門 統括国税調査官 松田 貢 氏 

グレース浜すし 

 

参加３１名 

 

3） 青年部会税務研修会 

開催日 事業内容 開催場所 

１１月２１日 

テーマ「知っておきたい相続税」 

講 師 南国税務署  

署 長  相良  修 氏 

法人課税部門 統括国税調査官 松田 貢 氏 

グレース浜すし 

 

参加１４名 

 

 



4） 女性部会税務研修会 

開催日 事業内容 開催場所 

 １２月２１日  

テーマ「税務あれこれ」 

講 師 南国税務署 

 法人課税部門 統括国税調査官 松田 貢 氏 

サザンシティホテル 

 

参加 １１名 

 

5） 建設部会税務研修会 

未実施 

 

6） 医療部会税務研修会 

開催日 事業内容 開催場所 

 １０月２０日  

テーマ「税務あれこれ」 

講 師 南国税務署 

 法人課税部門 統括国税調査官 松田 貢 氏 

サザンシティホテル 

参加 ２２名 

 

7） 支部税務研修会 

 開催日 事業内容 開催場所 

南国 ２月１４日 

テーマ「税制改正等について」 

講 師 南国税務署 法人課税部門 

 統括国税調査官 松田 貢 氏 

サザンシティホテル 

参加１５名 

香美 ２月２３日 

テーマ「税制改正等について」 

講 師 南国税務署 法人課税部門 

統括国税調査官 松田 貢 氏 

香美市商工会 

参加１１名 

本山 

大豊 
 １１月２２日  

合同研修 

テーマ「 税制改正等について 」 

講 師 高知税務署 法人課税第四部門  

    統括国税調査官 西口 博之 氏 

フォーラム末広 

参加４名 

 

8） その他税務研修会 

開催日 事業内容 開催場所 

１０月１０日 
テーマ「税務あれこれ」 

講 師 南国税務署 署長 相良  修 氏 

グレース浜すし 

参加 ２４名 

１２月 ７日 

テーマ「源泉所得税等について」 

講 師 南国税務署 

 法人課税部門 統括国税調査官 松田 貢 氏 

グレース浜すし 

参加 ３２名 

 

9） 「税を考える週間」税の作品へ表彰（主催：租税教育推進協議会） 

   応募８８３点 南国法人会会長賞 ７点（小学生各学年１点・中学生１点） 

 

10） 「税を考える週間」等広報活動 

開催日 事業内容 開催場所 

１１月２４日 

税を考える週間協賛 チャリティ公演 

『法人会寄席』 

 出 演 林家木久蔵、江戸家小猫 

アンジェブラン 

 参加 ９０名 

 
チャリティ募金：56,150円 

募金全額を管内用保育園へ絵本を寄贈。 

 



11） 広報誌及びホームページによる税情報の発信 

 事業内容 

広報誌発行 
平成29年11月 なんこくvol.39 （１２００部）発行 

 特集記事：香南市、 地元企業の紹介：㈱住まいる高知  

ホームページ 
随時更新（確定申告・年末調整特集ページへのリンク等） 

オンデマンドセミナーの提供：各種研修・時事解説等（通年） 

 

12） 租税教室講師養成研修会への参加 

開催日 事業内容 開催場所 

１０月 ５日 租税教室講師養成講習会への参加 （主催：南国税務署） 
南国税務署 

参加 １名 

 

13）  租税教室 （９校１０コマ、児童４０５名） 

開催日 講師 開催場所 

７月 ５日 青年部会 立花智幸  南国市立 大篠小学校   １クラス  ３６名 

１月１５日 女性部会 安岡須磨子  香南市立 佐古小学校   ２クラス  ４０名 

１月１８日 
青年部会 

上島潤・有澤亮二  
香美市立 山田小学校   ２クラス  ８２名 

１月１８日 
女性部会 

安岡須磨子・浅野照  
香南市立 夜須小学校   １クラス  ２６名 

１月１９日 青年部会 西内俊二 南国市立 後免野田小学校 １クラス  ２１名 

１月２３日 青年部会 山本絢子 香南市立 吉川小学校   １クラス   ９名 

１月２５日 青年部会 掛水伸一 南国市立 日章小学校   １クラス  ３５名 

１月２６日 青年部会 西内俊二  南国市立 長岡小学校   １クラス  ４０名 

１月３０日 
青年・女性部会 ７名 

協力 南国税務署 
香南市立 野市小学校  ３クラス合同１１６名 

 

14） 絵はがきコンクールの開催 

開催日 事業内容 実施場所 

 ２月  ６日 

絵はがきコンクール選考会 

 募集期間１月末日迄／応募数 ８校２９０点 

（税務署長賞１名・法人会会長賞１名・女性部会長賞

１名・銀賞３名・入選２０名） 

グドラック 

 ２月１ ５日 優秀作品展示（入選以上） 南国税務署内 

 ３月  ５日 表彰状授与（税務署長賞） 南国市稲生小学校 

 ３月１ ５日 表彰状授与（女性部会長賞） 南国市夜須小学校 

 ３月１ ７日 応募全作品展示（展示期間 3月21日迄） サニーアクシス南国店 



 

15） 小学生の企業・施設訪問 

開催日 事業内容 実施学校 

 ２月 ９日 
訪問施設：㈲ハチロー染工場・穂岐山刃物㈱ 

租税教育DVD視聴・税金クイズ (講師：青年部会) 

香南市立 

佐古小学校４年生 

 

16） 税の啓発用まんが本等の配布 

開催日 内 容 

 ２月 ９日 香南市立 佐古小学校 ４年生 

７月～１月 租税教室実施 ９校 

 

17） 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 

開催日 事業内容  

４月 １日 税制改正アンケートの実施 全会員へ送付 

１０月 ５日 

法人会全国大会「福井大会 」 

第一部 記念講演 

演 題「今後の政治と経済の行方 」 

講 師 毎日新聞専門編集委員  与良正男 氏 

第二部 大会式典 

福井県産業会館 

 

 参加 ２名 

１２月 １日 

税制改正要望書の関係機関への提出 

 南国市：平山耕三市長・岡崎純男市議会議長 

 法人会：副会長 徳久衛、税制委員長 野本芳廣 

南国市市長室 

 

18） 全国青年の集い～高知大会～ 

開催日 事業内容 開催場所 

１１月 ９日 
法人会全国青年の集い 大会 

租税教育活動プレゼンテーション 

高知県民文化ホール 

 参加 １名 

１１月 ９日 

部会長サミット 

円卓会議 

テーマ「税の使い道を考える重要性について」 

ザクラウンパレス 

新阪急高知 

参加 １名 

１１月 ９日 

第３１回法人会全国青年の集い「高知大会」 

記念講演 

演 題：「走ることで伝える大切な事 ～夢・出会い・絆～」 

講 師： 間 寛平 氏 

高知県民文化ホール 

 参加１２名 

※大会運営スタッフとして

３日間のべ約40名 

 

19） 全国女性フォーラム鹿児島大会 参加 

開催日 事業内容 開催場所 

４月 ７日 

記念講演 

演題「明日の社会と税金を語る ～霞が関からワシントンまで～」 

講師 株式会社国際協力銀行 代表取締役専務取締役 

林 信光 氏 氏 

城山観光ホテル 

参加 ２名 

 



２． 地域の経済社会環境の整備改善を図るための事業 

1） 実務・経営セミナー 

開催日 事業内容 開催場所 

７月 ４日 
｢エクセル基礎講座｣ 

講師 (株)ブレーン 専任講師 中村 和彦 氏 

南国市商工会館 

参加 ４名 

７月 ４日 
｢エクセル検定対応講座｣ 

講師 (株)ブレーン 専任講師 中村 和彦 氏 

南国市商工会館 

参加 ４名 

８月２３日 
共催「１日でわかる経理セミナー【初級編】」 

講師 中小企業診断士  石川 麻子 氏  

ちより街テラス 

参加 ８名 

８月２４日 
共催「１日でわかる経理セミナー【中級編】」 

講師 中小企業診断士  石川 麻子 氏 

ちより街テラス 

参加 ５名 

１０月１３日 共催「助成金活用のコツ教えます～高齢者雇用のために～」 
ポリテクセンター高知 

参加４１名 

１０月２０日 

『発達障害と診断された方々と発達障害に似た特徴の 

ある方々への支援について』 

医療法人つくし会南国病院 精神科部長 玉元 徹 氏 

サザンシティホテル 

参加 ２２名 

１１月２２日 

「リゾート運営の経験を地域活性化へ活かすために」 

講師 一般社団法人 大川村ふるさとむら公社 

業務執行理事  平賀 洋司 氏 

 

フォーラム末広 

参加 ４名 

１２月２１日 
「フラワーアレンジメント」 

講師 池上 京子 

サザンシティホテル 

参加 １０名 

３月１９日 
『未来を切り拓く事業承継』 

講師 JBA税理士法人  四国支社長 合田 英昭 氏 

グレース浜すし 

参加 ２４名 

 

インターネットセミナー（アクセス状況 アクセス数 9,635／会員ログイン数 991 ） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

768 544 702 768 798 672 897 789 1059 753 863 1,022 9,635 

 

2） 講演会の開催 

開催日 事業内容 開催場所 

６月２３日 

総会記念講演 

 演 題『高知の経済の展望と地域活性化策』 

 講 師 関西大学名誉教授  宮本 勝浩 氏 

アンジェブラン 

参加 ９７名 

 

3） 清掃活動 

開催日 事業内容 開催場所 

１月２１日 県下一斉 法人会クリーンデー 
道の駅 南国 

参加 ７５名 

３月１９日 クリーンデーinれいほく （高知法人会合同開催） 
さくら市 

参加 ５名 

 

 



4） お遍路さんへのお接待 

開催日 事業内容 開催場所 

１０月３１日 
お遍路さんへのお接待（女性部会） 

※約１００名分のお接待を準備 

國分寺 

参加 ６名 

 

5） 確定申告会場への花鉢の寄贈 

開催日 事業内容 開催場所 

２月１４日 確定申告会場への花鉢の寄贈（女性部会） 
南国税務署 

参加 ６名 

 

6） 地域イベントへの協力 

開催日 事業内容 開催場所 

３０年１月 管内新成人（約１０００人）への配布 管内各市町 

 

7） チャリティゴルフ大会 

開催日 事業内容 開催場所 

３月 ２日 

チャリティゴルフ大会(協賛ダイドータケナカベンディング） 

 募金総額：67,032円  

寄付先：ドナルドマクドナルドハウスこうち 

土佐山田G.C 

    参加２７名 

 

 

３． 会組織の充実及び法人会連携強化を図る為の事業 

1） 異業種交流 

開催日 事業内容 開催場所 

１月２６日 異業種交流・名刺交歓会 
すし正 

参加 ３６名 

 

2） 理事、監事、委員会委員、の懇談会  

平成29年 10月10日 場所 グレース浜すし 

平成29年 11月27日 場所 グドラック 

 

3） 部会員研修交流会 

開催日 事業内容 開催場所 

１０月３１日 女性部会 交流会議 
ヴィラサントリーニ 

参加１０名 

１０月２０日 医療福祉部会 研修及び交流会議 
サザンシティホテル 

参加 ２２名 

１１月２１日 青年部会 座談会 
グレース浜すし 

参加１２名 

 

4） 支部会員交流会議 

開催日 事業内容 開催場所 

１１月２２日 土佐郡支部・本山大豊支部合同交流会議 
フォーラム末広 

参加 ４名 

２月１４日 南国支部 役員会・交流会議 
サザンシティホテル 

参加１４名 

２月２３日 香美支部 役員会・交流会議及び研修会 
香美市商工会 

参加１４名 



 

４． 会員の為の福利厚生事業 （会員数：588 ／平成29年12月31日現在）        

1） 経営者大型保障制度（大同生命保険(株)）  30年3月末現在 

加入企業数 加入率 役員企業数 役員加入企業数 役員加入率 

171 29.1% 38 34 89.5% 

 

2） ビジネスガード（ＡＩＧ損害保険(株)）    30年 3月末現在 

ビジネスガード 任意労災プラン 

新規加入 加入企業数 加入率 新規加入 加入企業数 加入率 

4 74 12.6% 3 49 8.33% 

 

3） 個人向福利厚生制度（アフラック） 29年12月末現在 

加入企業数 加入率 目標保険料 実績保険料 達成率 

121 24.3％ 4,583千円 1,953千円 42.6% 

 

５． その他本会の目的を達成する為に必要な事業等 

（１）諸会議 

1） 通常総会 

平成29年 6月20日(火) 場所 アンジェブラン 

1. 第１号議案 平成28年度決算報告承認の件 

2. 第２号議案 理事及び監事選任案承認の件 

報告事項(1)理事会承認事項 

1. 平成28年度事業報告 

2. 平成29年度事業計画及び収支予算 

報告事項(2)その他 

1. 全法連・県連特別功労表彰 ・新入会員紹介 

2. 会長表彰 

3. 新入会員紹介 

2） 正副会長会 

平成29年 5月23日(木) 場所 サザンシティホテル  

1. 理事会（通常総会）への提出議案について 

第１号議案 平成28年度事業報告及び収支決算報告書承認 

第２号議案 理事及び監事の選任に関する件 

第３号議案 通常総会の開催日程・議案の承認の件 

第４号議案 特別功労者表彰に関する件  

第５号議案 その他（顧問選任について） 

報告事項(１) 事業報告等に係る定期提出書類の行政庁への提出について 

報告事項(２)代表理事・業務執行理事の職務執行状について 

2. その他  （委任状・総会資料（簡易版）） 

平成29年 10月10日(火) 場所 グレース浜すし 

1. 理事会上程議案について 

第１号議案 規定の整備について 

第２号議案 特定資産について 

第３号議案 理事・委員退任について 

報告事項（１）今後の事業活動について 

報告事項（２）代表理事・業務執行理事の職務執行状況について 

2. その他 理事・委員会委員の選出について 



 

平成30年 3月19日(月) 場所 グレース浜すし 

1. 理事会に上程する議案書について 

第１号議案 平成30年度事業計画書案及び収支予算書案について 

第２号議案 役員・委員の変更について 

第３号議案 功労者表彰について 

第４号議案 利益相反取引について 

第５号議案 総会日程について 

第６号議案 チャリティゴルフ大会寄贈先について 

第７号議案 特定資産の取り崩しについて 

報告事項(１)平成29年度全法連・県連功労者表彰の報告 

報告事項(２) 理事会・通常総会等日程について  

報告事項(３) その他 

2. 役員。委員の変更について 

3. その他 

3） 理事会 

平成29年 5月23日(木) 場所 サザンシティホテル  

第１号議案 平成28年度事業報告及び収支決算報告書承認 

第２号議案 理事及び監事の選任に関する件 

第３号議案 通常総会の開催日程・議案の承認の件 

第４号議案 特別功労者表彰に関する件  

第５号議案 その他（顧問選任について） 

報告事項(１) 事業報告等に係る定期提出書類の行政庁への提出について 

報告事項(２)代表理事・業務執行理事の職務執行状について 

報告事項(３)その他 （事前送付資料等） 

平成29年 6月20日(火) 場所 アンジェブラン 

第１号議案 代表理事及び業務執行理事選任について 

平成29年 10月10日(火) 場所 グレース浜すし 

第１号議案 規定の整備について 

第２号議案 特定資産について 

第３号議案 理事・委員退任について 

報告事項（１）今後の事業活動について 

報告事項（２）代表理事・業務執行理事の職務執行状況について 

その他 

平成30年 3月19日(月) 場所 グレース浜すし 

第１号議案 平成30年度事業計画書案及び収支予算書案について 

第２号議案 役員・委員の変更について 

第３号議案 功労者表彰について 

第４号議案 利益相反取引について 

第５号議案 総会日程について 

第６号議案 チャリティゴルフ大会寄贈先について 

第７号議案 特定資産の取り崩しについて 

報告事項(１)平成29年度全法連・県連功労者表彰の報告 

報告事項(２) 理事会・通常総会等日程について  

報告事項(３) その他 

4） 会計監査 

平成29年 5月11日 場所 当会事務局 

5） 総務委員会 

平成29年 4月21日 場所 グドラック 

1. 規程の整備等について 

2. 理事会への提出議案について 



第１号議案 平成28年度事業報告及び決算報告承認の件 

第２号議案 役員改選の件 

第３号議案 主管庁への定期提出書類の件 

その他（確認書等） 

3. その他 

平成30年 1月16日   場所 グドラック 

1. 平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

2. 平成30年度全法連助成金申請について 

3. 功労者表彰について 

4. 規定の整備について 

5. その他  

6） 広報委員会 

平成29年 9月8日 場所 グドラック 

1. 広報誌「なんこくVol 39」発刊について 

2. 広報誌の構成について 

3. その他 

平成29年 9月15日 場所 グドラック 

1. 「なんこくVol39」記事校正について 

平成29年 10月6日 所 グドラック 

1. 「なんこくVol39」最終校正確認 

2. 委員会委員・委員長について 

3. その他 

平成29年 11月27日 場所 グドラック 

1. 広報誌「なんこくVol39」について 

2. その他 （新加入委員の紹介） 

7） 厚生委員会 

平成29年 8月3日(木)   場所 文蔵 

1. 福利厚生制度の推進状況について 

2. その他 

平成29年 10月10日  場所 グレース浜すし 

1. 大型保障制度の推進状況について 

2. その他 

8） 組織委員会 

平成29年 9月29日  場所 グレース浜すし 

1. 会員増強運動計画について 

2. 会員加入状況について 

3. その他 

9） 事業研修委員会 

平成29年 9月22日(金) 場所 グレース浜すし 

1. 今後の事業活動について 

2. その他  

平成30年 2月7日(水) 場所 グレース浜すし 

1. 今後の事業活動について 

2. その他 

10） 税制委員会 

平成29年 5月29日(水) 場所 グレース浜すし 

1. 平成30年度税制改正要望に関する意見について 

2. その他 

11） 青年部会 役員会等 

平成29年 4月14日(金) 場所 グレース浜すし 

1. 全国青年の集い（高知大会）について 



2. 大会実行委員会メンバーについて 

3. 29年度事業について 

4. その他  

平成29年 9月26日(火) 場所 グレース浜すし 

1. 青年の集い高知県大会について 

2. 29 年度事業について 

3. その他 

平成30年 3月2日(金) 場所 グレース浜すし 

1. 部会事業について 

2. 役員について 

3. その他 

12） 女性部会 役員会等 

平成29年 10月4日(水) 場所 グドラック 

1. 29 年度女性部会連絡協議会研修会について 

2. 部会事業について 

3. 青年の集い高知大会運営協力について 

4. その他 

平成30年 2月6日(火) 場所 グドラック 

1. 絵はがきコンクール応募作品選考会 

2. 絵はがきコンクール展示日程について 

3. 確定申告会場への花鉢寄贈について 

4. その他 

13） 支部役員会等 

平成29年 10月6日(金) 本山支部役員会  場所 さめうら荘 

平成29年 11月22日(水) 本山大豊土佐郡支部合同交流会議 場所 フォーラム末広 

平成30年 2 月14日(水) 南国支部役員会  場所 サザンシティホテル 

平成30年 2 月23日(金) 香美支部役員会  場所 香美市商工会館 

 

（２）全法連・四法連・県法連各会議への出席 

1） 全法連・四法連 

平成29年 9月20日 四国の法人会青年部会長サミット 阿波観光ホテル 

平成29年 9月22日  四国の法人会女性部会長サミット 東京第一ホテル松山 

平成29年 9月28日 四法連・役員総会  ホテル日航高知旭ロイヤル  

2） 県連会議 

平成29年 4月24日 県下事務局会議  大同生命ビル 

平成29年 4月25日 厚生委員会  ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成29年 4月27日 総務委員会  ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成29年 5月19日 理事会   ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成29年 6月8日 税制委員会  ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成29年 6月13日 定時総会   城西館 

平成29年 7月10日 厚生委員会  ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成29年 8月2日 広報委員会  ザクラウンパレス新阪急高知 

平成29年 8月9日 総務委員会  ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成29年 8月30日 組織委員会  希満里 

平成29年 9月1日 事業研修委員会  ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成29年 9月25日 役員会   ラ・ヴィータ 

平成29年 12月11日 県下事務局会議  大同生命ビル 

平成30年 1月30日 正副会長会  ザクラウンパレス新阪急高知 

平成30年 2月27日 総務委員会  高知商工会館 

平成30年 3月12日 理事会   ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成30年 3月15日 組織委員会  ＯＫＡＭＵＲＡビル 



 

（３）その他、必要な会議の開催と出席 

1） 青連協役員会・研修会 

平成29年 7月4日 青連協 役員会  ザクラウンパレス新阪急高知 

平成29年 7月27日 青連協 交流会議  三翠園 

平成30年 2月26日 青連協 役員会  ザクラウンパレス新阪急高知 

2） 全国青年の集い高知大会実行委員会 

平成29年 4月11日 正副会長会（大役会） ザクラウンパレス新阪急高知 

平成29年 4月18日 全体会議   三翠園 

平成29年 5月25日 全体会議   ザクラウンパレス新阪急高知 

平成29年 6月20日 全体会議   三翠園 

平成29年 7月 4日 正副会長会（大役会） ザクラウンパレス新阪急高知 

平成29年 7月18日 全体会議   三翠園 

平成29年 8月22日 全体会議   三翠園 

平成29年 9月4日 高知大会リハーサル  高知県民文化ホール・三翠園 

平成29年 10月10日 全体会議   三翠園 

平成29年 10月30日 全体会議   三翠園 

平成29年 11月6日 配布物封入作業  三翠園 

平成30年 3月13日 正副会長会（大役会） ザクラウンパレス新阪急高知 

平成30年 3月29日 全体会議及び解散式 ザクラウンパレス新阪急高知 

3） 女連協役員会・研修会 

平成29年 4月20日 女連協 役員会  土佐御苑 

平成29年 7月27日 女連協 役員会･交流会議 三翠園 

平成29年 10月13日 女連協 研修会     （主管：伊野法人会） 

平成30年 2月8日 女連協 役員会  土佐ノ國二十四万石 

 

Ⅲ．組織の状況 

  ◇加入状況（平成29年 3月31日現在） 

 
平成29年 3月31日現在 平成30年 3月31日現在 

所管法人数 法人会員数 所管法人数 法人会員数 加入率 

南国支部 536 245 534 244 45.9％ 

香美支部 251 125 258 125 49.8％ 

香南支部 288 158 291 159 54.9％ 

本山支部 44 26 44 25 59.1％ 

大豊支部 50 36 50 35 72.0％ 

合 計 1169 590 1177 588 50.5％ 

※個人会員：４ 

◇部会加入状況  （平成 30年 3月 31日現在） 

 南国支部 香美支部 香南支部 本山支部 大豊支部 合計 

青年部会 19 18 13 1 1 52 

女性部会 13 10 16 0 1 40 

建設部会 4 14 7 1 5 31 

医療部会 7 4 1 0 0 12 

 

 


