
(報告事項 1 平成 28年度事業報告 について )

〈平成 29年 5月 11日 開催の理事会で承認済〉

平成 28年度 事 業 報 告

平成 28年 4月 1日 か ら平成 29年 3月 31日 まで

鳴門法人会は、平成 25年 4月 1日 、公益法人制度改革のもとで新 しく「公益社団法

人鳴門法人会」としてスター トし、平成 28年度は 4年 目でありました。

法人会は「税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援 し、地域の振興に寄与

し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体である」とい う法人会の理念に則 り、公益

法人 として納税意識の高揚、地域企業の健全な発展及び幅広い社会貢献活動を積極的

に展開するとともに、会員の積極的な自己啓発を支援 し、各種交流会を開催 し、会の組

織拡充を図 りました。

また、これまでよリー層、公益事業にスタンスをとり、地域に根 ざす団体 として地域

企業または地域社会への貢献 と健全な発展に資する活動に力を入れて取 り組みま した。

以下、平成 28年度における諸事業の実施状況は次のとお りです。

1税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業 (公 益事業 )

(1)決算期別研修会

開催 日 会  場 講  師 参加者数

5.  24 うず しお会館 鳴門税務署担当官 11名

8. 29 うず しお会館 鳴門税務署担当官 10名

11.  29 うず しお会館 鳴門税務署担当官 8名

2. 24 うずしお会館 鳴門税務署担当官 20ノ名

(2)ス カイフェスタ松茂 2016で 「税金クイズ」開催

平成 28年 9月 24～ 25日 、月見ヶ丘海浜公園でスカイフェスタ松茂 2016が 開催 さ

れ、600名 の参加者に「税」への関心や 「税」の意義や役割について理解を深めるた

め、「税金クイズと抽選」を楽 しんでいただいた。

(3)税 に関する作品の募集及び表彰

鳴板租税教育推進協議会主催による鳴門税務署管内の小中高から「税に関する作

品」を募集 したところ、40校 、2,508点 の作品の応募があり、鳴門法人会から参カロ

賞を贈呈 しました。

また、「ノト学生の作文」と平成 25年度から実施 している「税に関する絵はがき」

の優秀作品については、鳴門法人会から賞状、副賞を贈呈 しました。
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平成 28年 H月 10～ 16日 にはゆめタウン徳島で、平成 28年 H月 18～ 24日 には

パワーシティー鳴門で、優秀作品の展示を行いました。

3月 には「税に関する作品集」を刊行 し、各小中高校 。官公庁等に配布 しました。

(4)租税教室

開催 日 学校名 講  師 対象者数

7.   7 明神小学校 三居青年部理事他 1名 36′名

7.  8 藍住南小学校 村澤事務局長他 1名 115名

7。  12 桑島小学校 森本青年部理事他 1名 30名

7.  14 北島北小学校 中岸青年部監事他 1名 57ζ名

7.  15 高志小学校 朝野青年部会長他 1名 23名

7。  19 北島南小学校 中岸青年部監事他 1名 78`名

1.  10 藍住北小学校 中岸青年部監事他 1名 81名

1.  17 板野西小学校 中岸青年部監事他 1名 10名

1. 23 松茂小学校 中岸青年部監事他 1名 103`名

1.  27 藍住西小学校 中岸青年部監事他 1名 90′名

2.   6 喜来小学校 三居青年部理事他 1名 42′名

2.  10 里浦小学校 朝野青年部会長他 3名 25′名

(平成 28年度租税教室 12校 26ク ラス 690名 )

(5)広報紙 (年 2回発行 902月 )及びホームページによる税情報の発信

広報紙 「法人なると」は、鳴門税務署提供の国税に関する情報、税制改正事項、確

定申告情報、e― Tax等の掲載を積極的に行いました。

ホームページでは、各種研修会、講演会、セ ミナー、地域イベン トの開催要領を掲

載 し、参加の募集を行 うとともに、当会の情報公開 。広報情宣活動を強化 し、タイム

リーな更新に努めました。 さらに、国税庁・公益財団法人全国法人会総連合 。関係団

体などのホームページヘの リンクを行い、適宜必要な税に関する情報を提供 しました。

(6)支 部別税務講習会

開催 日 支 部 会  場 講  師 出席者数

10. 12 藍住・板

野 。上板

みちよ亭(藍住町) 鳴門税務署担当官 18名

10.27 松茂・

北島

三木重 (松茂町) 鳴門税務署担当官 24`名

11.2 1烏 Fl うず しお会館 鳴門税務署担当官 19名
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(7)e―Taxの利用推進についての情宣活動

研修会・ホームページ・広報紙を通 じて、利用促進を呼びかけました。

2 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 (公 益事 業 )

(1)税制改正要望書の提出

平成 28年 H月 9日 、鳴門市役所を訪問 し、「平成 29年度の税制改正」ならびに「行

財政改革の推進」について、提言活動を行いました。

鳴門市長及び鳴門市議会議長に対 し、全国法人会総連合がまとめ、10月 の全国大会

(長崎大会)で採択 された提言書を手交 し、実現に向けての協力 とともに、さらなる行

財政改革の取 り組みを要請 しました。

(2)鳴門税務署 と青年部会・女性部会 との座談会

鳴門法人会青年部会 。女性部会主催による「鳴門税務署 との座談会」を平成 29年 1

月 25日 (水 )、 ホテル ア ド 0イ ン鳴門で会員 16名 の参加を得て開催 し、鳴門税務署

から幹部職員の方々の出席がありました。

消費税、租税教育、相続税、税一般等についての意見交換会を行い、和やかな雰囲

気で座談会を終えました。

(3)第 H回法人会全国女性フォーラム 「ふ くしま大会」

4月 14日 (木)ビ ッグパ レッ トふ くしま  出席者 3名

(4)第 30回法人会全国青年の集い 「北海道大会」

9月 8～ 9日 (木 0金)旭 川大雪ア リーナ他 出席者 5名

(5)第 33回法人会全国大会 「長崎大会」

10月 20日 (木)長 崎ブ リックホール    出席者 3名

3 地域企業の健全な発展に資する事業 (公 益事業 )

(1)部会・支部研修会、公開講演 (研修)会等

開催 日 会  場 演 題 ・ 講 師 参加者数

4.26 うず しお会館 テーマ 「売上を変 えず に会社にお金 を残す 3

つの方法」

講 師  (株 )エ フアン ドエム

本部長 清水 篤 氏

15名

6.15 ルネッサンス リソ
゛

ナルト

―ト 演 題  「女へんの経済 男へんの経済

～やわらかな社会を次の時代に

つなぐため～」

98`名
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講 師  (株 )ク ラッシー

代表取締役社長 植田 貴世子 氏

7.13 モアナコース

ト

研修テーマ 「南海 トラフ巨大地震に備えて」

講 師 徳島県危機管理部 防災人材育成センター

課長補佐 平山 康史 氏

23ζ名

7.21 大鵬薬品工業

北島工場

研修会 (工場見学)藍 住・板野・上板支部主催

研修内容 「北島町に建設 された近代的な製

薬工場の見学」

案内 大鵬薬品工業北島工場担当者

20′名

7.25 大鵬薬品工業

北島工場

研修会(工場見学)松 茂 。北島支部主催

研修内容  「北島町に建設 された近代的な製

薬工場の見学」

案内 大鵬薬品工業北島工場担当者

34′名

9.8～

11.7

うずしお会館 「商業簿記基礎研修講座」 延 18回開講

四国進学会 講師 兼中京子 氏

11名

年  間 パ ソコン等 インターネ ットセ ミナー

鳴門法人会ホームページから、パ ソコン・スマ

ー トフォン・タブ レッ トからアクセスし、様々

な経営情報等のセ ミナーを映像 コンテンツで

視聴できるサービスの実施

会員 ロク
゛
イン

数  980イ牛

一般 ロク
゛
イン

数  73件

4 地域社会への貢献を目的とする事業(公益事業 )

(1)「税を考える週間」記念講演会

開催 日 会  場 演 題 ・ 講 師 参加者数

11。 15 うず しお会館 演 題 「真田幸村から学ぶ

リーダーの資質 と人間形成」

(株 )パ スエイ ド

代表取締役社長 佐藤 敏彦 氏

講 師

54多名

(2)新春講演会

開催 日 会  場 演 題 ・ 講 師 参加者数

1. 25 うずしお会館 演 題 「日本経済ダメ論 とウ

講 師 (株 )経世論研究所

所長 三橋 貴明

ソ 」

氏

80′名

14



(3)地域イベン トヘの協賛

①平成 28年 6月 4日 、平成 28年 11月 19日 、鳴門 100円 商店街実行委員会が主催す

る大道銀天街の 「100円 商店街」に出店。

②平成 28年 7月 30日 、藍住町商工会が主催する 「あいずみ納涼祭」に協賛。

③平成 28年 8月 14日 、北島町商工会が主催する「きた じまひょうたん阿波踊 り」に

協賛。

④平成 28年 9月 13日 、上板町観光物産協会が観光振興のため、「技の館」に設置す

る情報発信事業に協賛。

⑤平成 28年 9月 24～ 25日 、松茂町商工会が主催する「スカイフェスタ松茂 2016」 に

協賛。

⑥平成 28年 11月 20日 、あさんウォーキングフェスタ inいたの実行委員会が主催す

る「第 8回あさんウォーキングフェスタ inいたの (熊本地震チャリティーイベン

ト)」 に協賛。

(4)寄附・寄贈事業

①平成 28年 6月 25日 、第 11回チャリティーゴルフ大会 (熊本地震チャリティーゴル

フコンペ)を 開催。

会場 鳴門カン トリークラブ 参カロ者 19名  義援金 30,000円

5 会員の交流に資するための事業 (共益事 業 )

(1)青年部会 。女性部会合同会員交流会

・平成 28年 7月 13日 (水) 会場 モアナコース ト 出席者 23名

(2)支部会員交流会

。藍住・板野 。上板支部

平成 28年 7月 21日 (木) 会場 みちよ亭 出席者 20名

・松茂 。北島支部

平成 28年 7月 25日 (月 ) 会場 福助   出席者 34名

(3)支部講習会での会員交流会

・藍住・板野・上板支部

平成 28年 10月 12日 (水)会 場 みちよ亭 出席者 18名

。松茂・北島支部

平成 28年 10月 27日 (木)会 場 三木重  出席者 24名

(4)女性部会研修視察旅行

・平成 28年 7月 4日 ～5日  東京・巣鴨方面  出席者 9名
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6 会員の福利厚生等に資するための事業(共 益事業 )

(1)経営者大型保障制度の普及推進 (大 同生命)案 内 。周知

《経営者大型総合保障制度》       (平 成 29年 3月 末 日現在 )

法人会員数   加入企業数    加入率

1,208社      175社     14.5%

(2)ビ ジネスガー ドの普及推進 (AIU) 案内・周知

《ビジネスガー ド》           (平 成 29年 3月 末 日現在 )

ビジネスガー ド 96社   加入率  7.9%
任意労災プラン  53社   加入率  4.4%

(3)がん保険・医療制度の普及推進 (ア フラック)案 内・周知

《がん保険制度会員加入状況》      (平 成 29年 3月 末 日現在 )

加入会員   196件   加入率  16.2%
《法人会医療保険会員力日入状況》

加入会員   127件   加入率  10.5%

7 法人会の活動を支援することを目的とする事 業(共 益事 業 )

(1)組織の強化・充実 (会員増強運動 )

鳴門法人会 会員数  (平成 29年 3月 31日 現在)1,208社
内 訳  (正会員 1,041社、 特別会員 167社 )

加入率  所管法人数 2,540社    47.6%

8 その他 (法 人の 目的を達成するために必要な事業 )

(1)公益法人 としての諸規程の整備

平成 28年度第 1回理事会 議案上程・承認

入   会 40社

退   会 37社

(内 訳 ) 休業・廃業 8社

利用 していない 。メ リッ トな し ―社

営業不振 0経費削減 ―社

転 出 4社

会費未納による整理 9社

所在不明 1社

その他 (都合 ) 15社
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(2)諸会議等開催

①第 3回通常総会

。平成 28年 6月 15日 (水)    会場 ルネッサンスリソ―゙トナルト    出席者 87名

②理事会

。第 1回 平成 28年 5月 11日 (水)会 場 ホテル ア ド・イン鳴門  出席者 25名

。第 2回 平成 28年 11月 18日 (金)会場 和処 とみます     出席者 24名

・第 3回 平成 29年 3月 15日 (水)会 場 ホテル ア ド・イン鳴門  出席者 25名

③正副会長会

・平成 29年 1月 31日 (火)    会場 ホテルファース トシーズン 出席者 6名

④委員会

・税制委員会

平成 28年 5月 25日 (水)    会場 ホテルファース トシーズン 出席者 5名

。事業研修・広報合同委員会

平成 28年 8月 3日 (水)    会場 ホテルファース トシーズン 出席者 7名

⑤青年・女性部会合同会議

・役員会

平成 28年 4月 21日 (木)    会場 にし野         出席者 13名

⑥松茂・北島支部

。役員会

平成 28年 4月 22日 (金)    会場 阿波之里        出席者 3名

⑦藍住・板野・上板支部

。役員会

平成 28年 4月 27日 (水)    会場 アクリエ        出席者 4名

③関係機関等

・ (一社)徳島県法人会連合会

第 4回通常総会

平成 28年 6月 23日 (木)   会場 阿波観光ホテル     出席者 8名

理事会

第 1回 平成 28年 5月 23日 (月 )会場 阿波観光ホテル     出席者 3名

第 2回 平成 28年 6月 23日 (木)会場 阿波観光ホテル     出席者 3名

第 3回 平成 28年 9月 28日 (水)会場 阿波観光ホテル     出席者 2名

第 4回 平成 28年 3月 28日 (火)会場 阿波観光ホテル     出席者 1名

・四国法人会連合会

第 44回通常役員総会

平成 28年 10月 11日 (火)  会場 」Rホテルクレメント高松    出席者―名
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