
平成 30年 4月 1日 から平成 31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 30年度は 6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 30年度における諸事業の実施状況は次のとお りです。

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)軽減税率制度説明会及び決算期別研修会

開催 日 会 場 講  師 参加者数

5  29 うずしお会館 鳴門税務署担当官 延べ 30名

8  27 うずしお会館 鳴門税務署担当官 延べ 39名

11. 28 うずしお会館 鳴門税務署担当官 延べ 15名

2  26 うずしお会館 鳴門税務署担当官 延べ 39名

(2)ス カイフェスタ松茂 2018の 「税金クイズ」は、台風 24号のため中止

平成 30年 9月 29～ 30日 、月見ヶ丘海浜公園で開催予定のスカイフェスタ松茂 2018

は、台風 24号のため中止 しました。

(3)子 どものまちフェスティバルで「チャレンジ !税金クイズ」を開催

平成 30年 10月 21日 、鳴門ウチノ海総合公園で第 16回子どものまちフェスティバ

ルが開催されました。この「子どものまちフェスティバル」は、鳴門ウチノ海総合公

園まつ りのイベン トの一つであり、「鳴門のまつ り」と併せて開催 されました。

「チャレンジ !税金クイズ」のブース前には、行列ができる盛況さで、300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Jを楽 しんでいただきました。



(4)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、2,534点の作品の応募があり、鳴門法人会から参加賞を贈

呈しました。

また、「小学生の作文」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。

平成 30年 11月 2～ 11日 にはパワーシティー鳴門で、平成 30年 H月 13～ 25日 に

はゆめタウン徳島で、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。

(5〉 租税教育活動

①租税教室

開催 日 学校名 講  師 対象者数

7.  2 桑島小学校 松浦部会長、事務局 32名

7  17 松島小学校 中岸副部会長、朝野理事、事務局 29′名

7  18 北島小学校 中岸副部会長、事務局 95名

1.  10 喜来小学校 林副部会長、朝野理事、事務局 39名

1  10 鳴門東小学校 朝野理事、三居理事、事務局 11名

1  18 板野西小学校 松浦部会長、中岸副部会長、事務局 22′名

1. 22 里浦小学校 松浦部会長、事務局 25名

1. 23 藍住西小学校 松浦部会長、事務局 94名

1  30 藍住東小学校 中岸副部会長、森本理事、事務局 69′名

2.   8 東光小学校 松浦部会長、中岸副部会長、事務局 18名

(平成 30年度租税教室 10校 17ク ラス 434名 )

②租税教育活動プレゼン研究

月 日 項事施実 所場

4月 11日

5月 9日

1月 28日

2月 27日

平成 32年度の 「法人会全国青年の集い」において、四

国の代表 として「租税教育活動プレゼンテーション」を

するための調査・研究   (各 国青年部会員 4～6名 )

・プレゼンコンセプ トの検討

・前年度のプレゼン DVD視聴、プレゼンコンセプ ト検討

・租税教室の全校開催のコンセプ トと開催依頼の確認

・租税教室の全校開催の確認 と未開催校への依頼報告

亀井組徳島本店

亀井組徳島本店

うずしお会館

うずしお会館

(6)広報紙 (年 2回発行 9・ 2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、軽減



税率制度、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。

(7〉 支部別税務講習会

開催 日 支 部 会 場 講 習 内 容 出席者数

10 17 静
板野．
助

みちよ亭

(藍住町)

「軽減税率制度及び平成 30年度税制

改正について」

鳴門税務署法人課税第 1部門統括官

「会社を元気にする助成金の使い方・

厚生労働省関係」

社会保険労務士 杉本典子 氏

19名

10. 19 1鳥 Fヨ うず しお会館
同   上

21名

10.30 松茂・

北島

三木重

(松茂町)

同   上
24名

(8)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 30年 11月 30日 (金 )、 鳴門市役所を訪問し、「平成 31年度の税制改正」ならび

|こ 「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

(鳥取大会)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 31年 2

月 5日 (火 )、 和処とみますに於いて会員 20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。

今回は特に軽減税率制度について、多くの質問がありました。

また、インボイス制度、確定申告、税制、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 13回法人会全国女性フォーラム「山梨大会」

4月 12日 (木)ア イメッセ山梨   出席者 4名

(4)第 35回法人会全国大会 「鳥取大会」

10月 11日 (木)と りぎん文化会館  出席者 2名

(5)第 32回法人会全国青年の集い 「岐阜大会」

11月 8～9日 (木 。金)長 良川国際会議場他 出席者 6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 参カロ者数

6 18 ルネッサンス リソ―゙ト

ナルト

演 題  「鳴門の第九と国際交流」

講 師  全 日本 「第九を歌 う会」連合会

名誉会長 亀井 俊明 氏 (元鳴門市長 )

97′名

76 冨士ファニチ

ア00
研修会(工場見学)藍住・板野・上板支部主催

研修内容  「消費者志向の高級家具の製造工程

の見学 。視察」

案  内 冨士ファニチア(株)担当者

17名

7 10 モ アナ コー ス

ト

研修テーマ 「両親への思いと気づき」

講 師  富田製薬株式会社

代表取締役 富田 純弘 氏

(鳴門法人会会長)

27名

7 13 森正(株 )、

く有)森正工芸

研修会(工場見学)松茂・北島支部主催

研修内容  「徳島の伝統的工法で造る唐木仏壇

の製造工程の見学・視察」

案  内  (有)森正工芸担当者

29′名

9.6～

115

うずしお会館 「商業簿記 基礎研修講座」 延 18回開講

講 師 岡 寛之 氏 (岡寛之税理士事務所)

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

809件

一 般

ログイン数

75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

(2)新春講演会

開催 日 会 場 演 題 。 講 師 参加者数

1. 29 うず しお会館 演 題  「日本を取 り巻く国際情勢」

講 師  辺 真一 氏

(コ リア・レポー ト編集長、ジャーナリス ト)

106名

(3)地域イベントヘの協賛

①平成 30年 6月 2日 、平成 30年 11月 10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 30年 7月 28日 、あいずみ商工会納涼祭実行委員会が主催する「あいずみ商工

会納涼祭」に協賛。

③平成 30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おどり」

に協賛。

④平成 30年 9月 2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 10回 あさんウォーキングフェスタ inいたのに協賛。

⑤ (平成 30年 9月 29～30日 、松茂町商工会が主催する「スカイフェスタ松茂 2018」

に協賛しましたが、台風 24号のため中止)

⑥平成 30年 10月 28日 、まつしげまるしえ実行委員会が主催する「まつしげまるしえ」

に出店。

⑦平成 31年 3月 20日 、一般社団法人ジャパンブルー上板 (上板町・技の館)が本県の

特産品である「藍」の知名度の向上及び販売促進のため、技の館の藍作品展示事業に

協賛。

(4)寄附・寄贈事業

①平成 30年 7月 21日 、第 13回青年部会主催チャリティーゴルフ大会を開催。

・会場 鳴門カントリークラブ  参カロ者 26名

大会参カロ費の中から捻出させていただいた浄財 38,000円 については、平成 30年

7月 豪雨災害の義捐金として、日本赤十字社へ寄附いたしました。

開催 日 会 場 演 題 ・ 講 師 参加者数

11. 16 うず しお会館 演

　
　
講

題 「どうなる今後の 日本経済 ～国際情勢

と日本経済～」

師  森本 敏 氏

(拓殖大学総長、第 11代防衛大臣)

50ノ名



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 30年 7月 10日 (火) 会場 モアナコース ト 出席者 27名

(2)支部会員交流会

・藍住・板野・上板支部

平成 30年 7月 6日 (金) 会場 みちよ亭 出席者 15名

。松茂・北島支部

平成 30年 7月 13日 (金) 会場 福助   出席者 26名

(3)支部講習会の会員交流会

・藍住・板野・上板支部

平成 30年 10月 17日 (水)会 場 みちよ亭 出席者 16名

・松茂 。北島支部

平成 30年 10月 30日 (火〉 会場 三木重  出席者 25名

(4)女性部会研修視察旅行

。平成 30年 7月 11日 ～12日  山陰方面   出席者 15名

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 31年 3月 末日現在)

法人会員数   加入企業数

1,205社     171社   カロ入率  14.2%

(2)ビ ジネスガー ドの普及推進 (AIC) 案内・周知

《ビジネスガー ド》            (平 成 31年 3月 末日現在〉

ビジネスガー ド 176社   加入率  146%
任意労災プラン 91社   加入率  7.6%

(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 31年 3月 末日現在)

加入会員    195件   加入率  162%
《法人会医療保険会員加入状況》

加入会員    126件   加入率  105%



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 31年 3月 31日 現在)1,205社
内 訳 (正会員 1,039社、 特別会員 166社 )

加入率  所管法人数 2,581社    46.7%

入  会 42社
退   会 44社

(内 訳 ) 休業・廃業 14社

利用 していない・ メ リッ トな し 5社

営業不振・経費削減 ―社

転 出 ―社

会費未納による整理 ―社

所在不明 ―社

その他 (都合) 25ネ土

8 その他(法人の目的を達成するために必要な事業 )

(1)諸会議等開催

①第 6回通常総会

・平成 30年 6月 18日 (月 )    会場 ルネッサンスリソ―゙トナルト    出席者 97名

②理事会

。第 1回 平成 30年 5月 9日 (木) 会場 ホテル ア ド・イン鳴門  出席者 27名

・第 2回 平成 30年 10月 24日 (水)会場 和処 とみます     出席者 25名

。第 3回 平成 31年 3月 13日 (水)会 場 ホテル ア ド・イン鳴門  出席者 23名

③正副会長会

・平成 31年 1月 29日 (火)    会場 和処 とみます     出席者 8名

④委員会

・税制委員会

平成 30年 5月 24日 (木)    会場 ホテルファース トシーズン 出席者 3名

・事業研修 。広報合同委員会

平成 30年 7月 24日 (火)    会場 和処 とみます      出席者 9名

⑤青年部会 。女性部会合同役員会

平成 30年 4月 26日 (木)    会場 にし野         出席者 10名

⑥藍住・板野・上板支部・役員会

平成 30年 4月 18日 (水)    会場 アクリエ        出席者 4名

⑦松茂・北島支部・役員会

平成 30年 4月 20日 (金)    会場 松茂町商工会館     出席者 8名



(2)関係機関諸会議等

(―社)徳島県法人会連合会

。第 6回通常総会

平成 30年 6月 26日 (火 )

。理事会

第 1回 平成 30年 5月 28日 (月 〉

第 2回 平成 30年 10月 16日 (火 )

第 3回 平成 31年 3月 27日 (水 )

四国法人会連合会

・第 46回通常役員総会

平成 30年 10月 31日 (水 )

会場 阿波観光ホテル

場

場

場

〈
バ
　
△
〓
　
〈
バ

阿波観光ホテル

ホテルク・ラントバ
゜
レスタぎ苫語

ホテルク
゛
ラントバ・レス4ぎ善寺

出席者 10名

出席者 5名

出席者 2名

出席者 2名

会場 」Rホテルクレメン ト高松 出席者―名

業務執行体制等

平成 30年 4月 16日 、平成 29年度の事業報告書、決算関係書類及び監事監査方法等

について、公認会計士 田中里佳 氏による外部監査を受け、いずれも適正である旨、

代表理事に報告があつた。

平成 30年 4月 19日 、次の事項等について、監事による監査を受け、いずれも適正

である旨、代表理事に報告があつた。

・理事及び職員の職務の執行が、法令、定款、諸規定に適合 していること。

・理事会が、法令、定款及び理事会運営規則等に従い、重要事項を決定するととも

に、理事の職務の執行を監督 していること。

・理事の職務執行に係る情報が、理事会運営規則等に基づき、理事会議事録に記録

され、その記録の保存・管理が事務処理規程等に基づき適切に保存及び管理 され

ていること。

事業報告の附属明細書

平成 30年度事業報告には、「一般法人法施行規則」第 34条第 3項 に定められている

「事業報告の内容を補足する重要な事項」がないため、事業報告の附属明細書は作成 し

ていない。


