
A015895 (公社)南国法人会 

平成 28 年度事業報告 
自 平成28年４月 １日 

至 平成29年３月３１日 

 

 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 

サザンシティホテル 

 

参加１１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 

サザンシティホテル 

 

参加２８名 

 

3） 青年部会税務研修会 

開催日 事業内容 開催場所 

１２月１４日 

テーマ「税務あれこれ」 

講 師 南国税務署  

署 長  近藤 洋輔 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 ８名 

 

4） 女性部会税務研修会 

開催日 事業内容 開催場所 

 １２月２２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 １３名 

 

5） 建設部会税務研修会 

未実施 

 

6） 医療部会税務研修会 

未実施 

 

7） 支部税務研修会 

 開催日 事業内容 開催場所 

香南 ２月 ９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 

一寿司会館 

 

参加１６名 

香美 ２月 ３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 

香美市商工会 

 

参加１３名 



本山 

大豊 
 １２月２２日  

合同研修 

テーマ「平成２９年度 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９名 

 

8） その他税務研修会 

開催日 事業内容 開催場所 

４月２１日 

テーマ法人会税務研修会～決算改正税制～ 

講 師 南国税務署 法人課税部門 

 統括国税調査官 吉田 直樹 氏 

南国市商工会館 

 

４月２２日 

テーマ法人会税務研修会～決算改正税制～ 

講 師 南国税務署 法人課税部門 

 統括国税調査官 吉田 直樹 氏 

香美市商工会館 

のいちふれあいセンター 

 

9） 「税を考える週間」税の作品表彰 

   応募９０５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２７日 
いちむじんコンサート （チャリティ公演 ） 

 出 演 いちむじん 

香美市中央公民館 

 参加 ２０２名 

 
チャリティ募金：122,803円 

募金全額を管内用保育園へ絵本を寄贈。 

２９年１月 管内新成人（約１０８０人）への配布 

 

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28年11月 なんこくvol.38 （１２００部）発行 

 特集記事：香美市 

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） 

 

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１３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 

開催日 事業内容 開催場所 

１２月１３日 講 師 青年部会 南国市立 日章小学校   １クラス  ３３名 

１月２３日 講 師 青年部会 香美市立 香長小学校   １クラス  １２名 

１月２６日 講 師 青年部会  南国市立 長岡小学校   １クラス  ３９名 

１月３０日 

講 師 青年部会 

女性部会 

協 力 南国税務署 

香南市立 野市小学校   ３クラス １１６名 



１月３１日 講 師 青年部会  南国市立 大湊小学校   １クラス ９名 

２月 ６日 講 師 女性部会  香南市立 佐古小学校   １クラス  ４０名 

２月１０日 講 師 青年部会  南国市立 後免野田小学校 １クラス  ２３名 

２月１３日 講 師 青年部会  香美市立 山田小学校   ２クラス  ７８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 ７日 

絵はがきコンクール選考会 

 募集期間１月末日迄／応募点数 ２２１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１５日 優秀作品展示 （確定申告期間の展示） 南国税務署内 

 ３月 ８日 表彰状授与 南国市日章小学校 

 ３月 ８日 応募全作品展示（展示期間 3月14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２３日 

訪問施設 

高知大学海洋コア研究センター 

土佐山田ショッピングセンター 

租税教室・税金クイズ 

南国市立 

長岡小学校４年生 

 

 

16） 税の啓発用まんが本等の配布 

開催日 内 容 

 ２月２３日 南国市立 長岡小学校 ４年生 

１２月～２月 租税教室実施 ８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２０日 

法人会全国大会「長崎大会 」 

第一部 記念講演 

演 題「地方が生き残るために 

～長崎その歴史その魅力その未来～」 

講 師 長崎総合科学大学 

教 授 ブライアン・バークガフニ氏 

第二部 大会式典 

長崎ブリックホール 

 

 参加 ２名 

１２月 ２日 

税制改正要望書の関係機関への提出 

 南国市：橋詰壽人市長・西岡照夫市議会議長 

 法人会：会長杉村信夫 

南国市市長室 



 

18） 全国青年の集い～北海道大会～ 

開催日 事業内容 開催場所 

９月 ８日 
第３０回法人会全国青年の集い北海道大会 

租税教育活動プレゼンテーション 

旭川市民文化会館大ホール 

 参加 ４名 

９月 ９日 

部会長サミット 

「税の使い道」について考えてもらう「新しい租税教育活動」の構築 

～「次代の良き納税者」を育成する「Be Ambitious! Do Action!」～ 

  

旭川グランドホテル

参加 １名 

９月 ９日 

第３０回法人会全国青年の集い「北海道大会」 

講演会 

演 題 『夢は、努力でかなえる』 

講 師  葛西 紀明 氏 

旭川大雪アリーナ 

 参加 ６名 

 

19） 全国女性フォーラム福島大会 参加 

開催日 事業内容 開催場所 

４月１４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 

 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 ５日 
｢基礎から学ぶエクセル講座｣ 

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１２名 

７月 ５日 
｢業務効率アップエクセル小技講座｣ 

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 ７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 ６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 ６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６０名 

１１月２４日 

「 クラウドファンディング～地域を変えるその可能性～」 

講師 高知大学 地域連携推進センター 

地域コーディネーター 特任助教 梶 英樹 氏 

フォーラム末広 

参加 ８名 

１２月２２日 
「フラワーアレンジメント」 

講師 池上 京子 

グドラック 

参加 １３名 

２月 ３日 

「 クラウドファンディング～地域を変えるその可能性～」 

講師 高知大学 地域連携推進センター 

地域コーディネーター 特任助教 梶 英樹 氏 

香美市商工会 

参加１５名 



２月２２日 

テーマ「病院施設の危機管理」 

講 師 近森病院危機管理室 室長 上村 和宏 氏 

(株)ドッドウエル ビー･エム･エス広島支店 

    鈴木 淳介氏 

グレース浜すし 

参加１１名 

 

インターネットセミナー（アクセス状況 アクセス数 6,975） 

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 

618 742 516 408 578 510 562 662 551 510 682 636 6,975 

 

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「中国の政治経済情報と日中関係」 

 講 師 石 平 氏 

グレース浜すし 

参加１５９名 

１月２０日 

新春講演会 

演 題「2017年の高知県経済の展望と課題」 

講 師 日本銀行高知支店長 大谷 聡 氏 

すし正 

参加 ３６名 

 

3） 清掃活動 

開催日 事業内容 開催場所 

１月１５日 県下一斉 法人会クリーンデー 
道の駅 南国 

参加 ６２名 

３月 ８日 クリーンデーin嶺北 
道の駅 さめうら 

参加  ９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２７日 
お遍路さんへのお接待（女性部会） 

※約１２０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１５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 ５名 

 

6） 地域イベントへの協力 

開催日 事業内容 開催場所 

８月６日 「第２８回土佐のまほろば祭り」 吾岡山文化の森 

 

7） チャリティゴルフ大会 

開催日 事業内容 開催場所 

１０月６日 
チャリティゴルフ大会（熊本地震被災支援チャリティ） 

募金額 65,000円 

土佐CC 

    参加２４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２０日 異業種交流・名刺交歓会 
すし正 

参加 ４２名 

 

2） 理事、監事、委員会委員、の懇談会  

平成28年 9月27日 場所 グレース浜すし 

平成29年 3月21日 場所 サザンシティホテル 

 

3） 部会員研修交流会 

開催日 事業内容 開催場所 

６月１６日 女性部会 交流会 
たえちゃんの食卓 

参加１０名 

７月 ７日 青年部会 交流会 
グレース浜すし 

参加 ６名 

２月２１日 医療部会 研修及び交流会 
グレース浜すし 

参加 １１名 

 

4） 支部会員交流会議 

開催日 事業内容 開催場所 

１１月２４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 ８名 

２月 ３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１２名 

２月 ９日 香南支部 役員会・交流会議 
一寿司会館 

参加１８名 

 

 

４． 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28年 6月17日(木) 場所 アンジェブラン 

第１号議案 平成27年度決算報告承認の件 

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 

平成27年度事業報告・平成 28年度事業計画及び収支予算 

報告事項(2)全法連・県連特別功労表彰 ・新入会員紹介 

 

2） 正副会長会 

 平成28年5月 19日 場所 アンジェブラン 

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２７年度事業報告及び収支決算報告書承認 

第２号議案 理事・委員変更承認 

第３号議案 通常総会の開催日程・議案の決定 

第４号議案 定期提出書類 

報告事項(１)表彰について 

報告事項(２)代表理事・業務執行理事の職務執行状 

報告事項(３)特定資産定期預金の一時流用について 

報告事項(４)その他 （事前送付資料・熊本地震寄付金等） 



2. その他  （委任状・総会資料（簡易版）） 

 

 平成28年9月 27日 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（「パートタイマー就業規則」） 

第2号議案 今後の事業及び法人会活動について 

第3号議案 広報誌広告料変更について 

第４号議案 利益相反取引について 

報告事項（１）代表理事・業務執行理事の職務執行状況について 

報告事項（２）特定資産一時取り崩しについて 

2. その他 

 

 平成28年1月 13日 場所 グレース浜すし 

1. 役員改選について 

2. 全法連功労者表彰候補について 

3. 県連役員について 

4. その他 

 

 平成28年3月 21日 場所 サザンシティホテル 

1. 理事会に上程する議案書について 

第１号議案 平成29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・県連役員改選案について 

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 青年の集い高知大会鏡割り銘柄推薦について 

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)代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告 

2. その他 

 

3） 理事会 

   平成28年5月 19日  場所 アンジェブラン 

第１号議案 平成２７年度事業報告及び収支決算報告書承認 

第２号議案 理事・委員変更承認 

第３号議案 通常総会の開催日程・議案の決定 

第４号議案 定期提出書類 

報告事項(１)表彰について 

報告事項(２)代表理事・業務執行理事の職務執行状 

報告事項(３)特定資産定期預金の一時流用について 

報告事項(４)その他 （事前送付資料・熊本地震寄付金等） 

 

平成28年 9月27日(木) 場所 グレース浜すし 

第１号議案 規定の整備について（「パートタイマー就業規則」） 

第2号議案 今後の事業及び法人会活動について 

第3号議案 広報誌広告料変更について 

第４号議案 利益相反取引について 

報告事項（１）代表理事・業務執行理事の職務執行状況について 

報告事項（２）特定資産一時取り崩しについて 

 

平成29年 3月21日(火)  場所 サザンシティホテル 

第１号議案 平成29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・県連役員改選案について 

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 青年の集い高知大会鏡割り銘柄推薦について 

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)代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告 

 

4） 会計監査 

平成28年 5月12日   場所 当会事務局 

 

5） 総務委員会 

平成28年 4月26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27年度事業報告及び決算報告承認の件 

第２号議案 役員変更の件 

第３号議案 主管庁への定期提出書類の件 

その他（協力3社優秀代理店・営業職員表彰） 

3. その他 

 

平成29年 1月23日   場所 グドラック 

1. 高知県の立入検査についての報告 

2. 平成２８年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

3. 平成２８年度全法連助成金申請について 

4. 功労者表彰について 

5. 諸規定の整備について 

6. その他 (理事会の開催・利益相反 ) 

 

 

6） 広報委員会 

平成28年 9月5日 場所 グドラック 

1. 広報誌「なんこくNo37」発刊について 

2. 広報誌の構成について 

 

平成28年 9月26日 場所 グドラック 

1. 「なんこくNo37」記事誌面構成について 

 

平成28年 10月19日 所 グドラック 

1. 「なんこくNo37」最終校正確認 

 

7） 厚生委員会 

平成28年 7月4日   場所 駱駝 

1. 福利厚生制度の推進状況について 

2. その他 

 

平成28年 9月27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28年 8月24日  場所 グドラック 

1. 会員増強運動計画について 

2. 会員加入状況について 

 

9） 事業研修委員会 

平成28年 8月30日 場所 グレース浜すし 

1. 28年度事業活動について 

2. その他 

 

平成28年 9月7日 場所 グレース浜すし 

1. 今後の事業活動について 

2. 税を考える週間事業について 

 

10） 税制委員会 

平成28年 5月25日 場所 グレース浜すし 

1. 平成２９年度税制改正要望に関する意見について 

 

11） 青年部会 役員会等 

平成28年 5月13日 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. ２８年度事業について 

3. その他  

 

平成28年 10月4日 場所 グレース浜すし 

1. 小学生の企業施設訪問 

2. 青年の集い高知県大会について 

 

12） 女性部会 役員会等 

 

平成28年 4月7日  場所 グドラック 

1. ２８年度女性部会連絡協議会研修会（主管事業について） 

2. けんたグッズについて 

3. 女性フォーラム福島大会について 

4. その他 

 

平成28年 7月22日 場所 グドラック 

1. ２８年度女性部会連絡協議会研修会（主管事業について） 

 

平成28年 10月4日  場所 グドラック 

1. ２８年度女性部会連絡協議会研修会（主管事業について） 

 

平成28年 10月18日  場所 グドラック 

1. ２８年度女性部会連絡協議会研修会（主管事業について） 

 

平成29年 2月7日 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 

 

13） 支部役員会等 

平成28年 10月11日 本山支部役員会 場所 フォーラム末広 



平成28年 10月24日 本山・土佐郡支部合同交流会議 場所 フォーラム末広 

平成29年 2 月 3 日 香美支部役員会 場所 香美市商工会館 

平成29年 2 月 9 日 香南支部役員会 場所 一寿司会館 

 

（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28年 7月29日 四国の事務局長会議  高松 

平成28年 7月22日 四国の法人会青年部会長サミット 高知 

平成28年 9月28日  四国の法人会女性部会長サミット 高松 

平成28年 10月11日 四法連・役員総会    

 

2） 県連会議 

平成28年 4月19日 組織委員会 吉萬 

平成28年 4月25日 厚生委員会 ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成28年 4月27日 総務委員会 高知商工会館 

平成28年 5月12日 県下事務局会議 大同生命ビル 

平成28年 5月18日 理事会  ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成28年 6月1日 税制委員会 三翠園 

平成28年 6月22日 定期総会  ザクラウンパレス新阪急高知 

平成28年 8月1日 事業研修委員会 城西館 

平成28年 8月3日 広報委員会 ザクラウンパレス新阪急高知 

平成28年 8月4日 総務委員会 ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成28年 8月26日 組織委員会 希満里 

平成28年 10月24日 正副会長・委員長・連協会長会会議 ／すし正 

平成28年 12月16日 県下事務局会議 大同生命ビル 

平成29年 1月30日 正副会長会 得月楼 

平成29年 2月27日 総務委員会 高知商工会館 

平成29年 3月14日 理事会  ホテル日航高知旭ロイヤル 

平成29年 3月22日 組織委員会 高知プリンスホテル 

 

（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28年 4月6日 実行委員会 全体会 中村商工会議所 

平成28年 4月15日 青連協 役員会  三翠園 

平成28年 4月15日 実行委員会 全体会 三翠園 

平成28年 5月10日 実行委員会 全体会 ザクラウンパレス新阪急高知 

平成28年 6月8日 青連協 交流会議  三翠園 

平成28年 7月22日 実行委員会 役員会 ザクラウンパレス新阪急高知 

平成28年 8月12日 実行委員会 大役会 三翠園 

平成28年 9月8・9日 北海道大会 視察  旭川市 

平成28年 10月28日 実行委員会 役員会 三翠園 

平成28年 10月28日 実行委員会 決起集会 三翠園 

平成28年 11月25日 実行委員会 大役会 三翠園 

平成28年 12月6日 実行委員会 本部会議 三翠園 

平成28年 12月20日 実行委員会 大役会 三翠園 

平成29年 1月23日 実行委員会 正副会長会 三翠園 

平成29年 2月16日 実行委員会 全体会 三翠園 

平成29年 3月13日 実行委員会 正副会長会 ザクラウンパレス新阪急高知 

平成29年 3月29日 実行委員会 全体会 三翠園 

 

2） 女連協役員会・研修会 



平成28年 4月21日 女連協 役員会  土佐ノ國二十四万石 

平成28年 6月8日 女連協 交流会議  三翠園 

平成28年 7月27日 女連協 役員会  土佐ノ國二十四万石 

平成28年 10月18日 女連協 研修会     （主管：南国法人会） 

平成29年 2月9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28年 3月31日現在 平成29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 535 247 536 246 45.9％ 

香美支部 257 127 251 125 49.8％ 

香南支部 292 159 288 158 54.9％ 

本山支部 45 27 44 26 59.1％ 

大豊支部 52 37 50 36 72.0％ 

合 計 1181 597 1169 591 50.5％ 

 

◇部会加入状況  （平成 29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 22 20 10 2 1 42 

女性部会 14 11 18 0 1 44 

建設部会 4 10 5 1 5 25 

医療部会 6 3 1 0 0 10 

 


