
 

２０１８年度事業報告書 
２０１８年４月１日より２０１９年３月３１日まで 

 
                                               
Ⅰ．概  況 
      2013年（平成25年）4月1日、「公益社団法人瀬戸法人会」としてスタートし、６年目を迎

えた年となりました。 

事業活動の面では「公益性」を意識し、会員以外にも活動の輪を広げるため関係団体との

共同開催による研修活動の充実、税知識の普及や建設的な税制改正への提言、地域社会への

貢献活動など積極的に取り組んでいます。 

組織基盤の面においては全国的な潮流ですが、会員数及び加入率共に減少傾向にあり、組

織的に厳しい状況が続いています。 

 

Ⅱ．公益関係 
１．税の提言活動 

(1)税制改正要望活動 

       ①全法連が実施する平成30年度税制改正要望に関するアンケート調査への協力と

取りまとめ 

          2018年 4月 税制委員並びに役員に対しアンケート調査の実施   

          ＊「今後の望ましい税制のあり方」をテーマに中小企業の活性化に資する 

税制をはじめ税のオピニオンリーダーとして我が国の将来を展望した建 

設的な提言に努めた。 

平成30年度の税制改正に向けては国・地方を通じた徹底した行財政改 

革の推進と併せ、提出された要望事項やアンケート結果を取りまとめ会

員の総意としてその実現を強く訴えた。 

②法人会全国大会（鳥取大会）への参加（6名出席）（兼、税制改正要望大会） 

2018年10月11日～12日  於 とりぎん文化会館 

         ③地元選出国会議員並びに地方自治体に税制改正要望書を提出 

地元選出国会議員 阿部俊子氏   2018年11月 8日 

赤磐市長 友實武則氏       2018年11月 7日 

赤磐市議会議長 金谷文則氏    2018年11月 7日 

             
    ２．税務に関する研修会等の開催 

  (1)源泉年末調整説明会（出席者：294名） 

     2018年11月15日・16日  於 瀬戸公民館 

     講 師：瀬戸税務署 源泉所得税担当官 

   

３．税法・税務の普及広報事業 

税法・税務に関する情報提供並びに研修会・セミナー事業について当法人会ホーム 

ページや広報紙「せと」、地域の広報紙、チラシ等作成し広く市民や一般企業へ参加 

を呼びかけた。 

     (1)広報紙「せと」の発行（第59号） 

2019年 1月発行   2,000部 

      (2)その他税の広報活動の実施 

     ・岡山市電子申告・納税推進連絡協議会が実施したｅ-Ｔａｘ及びｅＬＴＡＸ広 

報用ティッシュ配布への協力 

2019年 2月 4日 於 ＪＲ岡山駅 

・ホームページによる情報提供の実施 

         ・全法連発行の機関誌「ほうじん」の配布 

  ４．税の啓発及び租税教育事業 

     (1)租税教育活動への取り組み 



 

①東備租税教育推進協議会が実施する管内小学校を対象とした租税教室への協力 

法人会として税の啓発グッズを配布する。平成28年度より、主体となって講

師役を務めるなど、取組内容を充実させている。 小学校7校 児童数234名。 

    ・女性部会の取り組み状況    小学校6校 児童数136名 

2019年1月24日  佐伯小学校   児童数 17名 

1月25日  吉永小学校   児童数 26名 

2月 4日  香登小学校   児童数 20名 

2月 5日  日生西小学校  児童数 14名 

2月 7日  伊里小学校   児童数 33名 

                 2月12日  片上小学校   児童数  26名 

 

    ・青年部会の取り組み（瀬戸法人会劇団によるもの） 

税について演劇により分かりやすく楽しく理解してもらうため、瀬戸法

人会劇団「税ゆうぞう一座」を平成21年度に立上げ継続的に実施。 

本年度活動状況は以下の通り 小学校１校 児童数98名 

2019年2月5日  江西小学校  児童数 98名 

 

②第8回税に関する絵はがきコンクールの実施 

女性部会が中心となり、夏休み終了後、管内の全小学校に応募用紙を配布。

各小学校を会長、役員など数名で訪問し応募依頼を行った。応募作品は管内の

公民館やショッピングモールにて展示を行った。 

応募者数：22校 495名 

審査会：2018年10月22日 

表彰：税務署長賞2点、会長賞2点、女性部会長賞2点、入選20点。 

展示：2018年11月 5日～11月11日 ゆめタウン山陽店 

            11月 9日～11月12日 イオンモール岡山 

11月13日～11月18日  和気町中央公民館 

11月20日～11月26日  備前瀬戸郵便局 

11月27日～12月 3日  備前市市民センター 

 

③移動租税教室の実施 

青年部会が中心となり、税金で運用されている施設を見学し、税金の使われ

方について学ぶと共に、バス車内で税金の仕組みや納税の重要性を説明。税金

クイズなども行い、税について理解を深めた。 

2019年 3月16日 於 大阪・万博記念公園（太陽の塔） 

参加者数：45名 

④法人会全国女性フォーラム山梨大会への参加（4名出席） 

               2018年 4月12日～ 13日 於 アイメッセ山梨 

  ⑤法人会全国青年の集い岐阜大会への参加（5名出席） 

               2018年11月8日～9日 於 長良川国際会議場 

⑥岡山県法人会女性セミナー児島大会への参加（13名出席） 

               2018年10月30日  於 倉敷せとうち児島ホテル 

⑦岡山県法人会青年の集い西大寺大会への参加（6名出席） 

               2018年10月19日  於 国立診療所長島愛生園 

 

５．地域発展活動 

(1)地域イベントへの協賛 

①備前市産業フェスタへの協力 



 

地域活性化イベントに協賛し会場にて来場者に税の啓発を行った。 

 

６．経営支援活動 

  (1)講座・講演会・セミナー事業 

 ①総会記念公開講演会（99名出席） 

2018年6月19日 於 和気商工会館 

講師：国際ジャーナリスト モーリー・ロバートソン氏 

②ビジネス英会話初級教室（延38名出席） 

2018年9月4日～25日（4日間） 於 備前商工会館 

講師：ウィルソン・ライアン氏 

③経営セミナー「会社を変える！かたづけの力」（19名出席） 

2018年9月11日 於 備前商工会館 

講師： スッキリ・ラボ 代表 小松 易 氏 

④日商簿記３級合格を目指す講習会（延164名出席） 

2018年10月2日～11月8日（12日間） 於 備前商工会館 

講師：税理士 森末 英敬氏 

⑤経営セミナー「営業・販売力強化セミナー」（44名出席） 

2018年10月4日 於 備前商工会館 

講師：(株)新規開拓 代表取締役社長 朝倉 千恵子 氏 

⑥消費税軽減税率対策セミナー「財務分析セミナー」（16名出席） 

2018年10月5日 於 備前商工会館 

講師： 税理士 島原 実 氏 

⑦経営セミナー「業務効率化セミナー」（9名出席） 

2018年11月15日 於 備前商工会館 

講師： (株)はたらこらぼ 日下 章子 氏 

⑧経営セミナー「夢を叶える脳」（65名出席） 

2019年2月5日 於 備前商工会館 

講師：(株)人間性脳科学研究所 澤口 俊之 氏 

⑨経済講演会「～宗次流！経営術～夢を持つな！目標を持て！」（44名出席） 

2019年3月8日 於 備前商工会館 

講師：カレーハウスCoCo壱番屋 創業者 宗次 德二 氏 

 

Ⅲ．共益関係 
１．福利厚生事業 

    会員減少傾向のため、法人会の福利厚生制度を取り巻く環境は厳しい状況が続いて

いるが取扱三社との連携を密にし福利厚生制度の円滑な推進に努めた。 
①福利厚生制度連絡推進協議会の開催 

                     2018年10月31日 於 メルパルク岡山 

②経営者大型総合保障制度の加入推進(2019年3月31日現在 ) 

                  加入法人数 183社（加入率 19.1％・前年対比   104.5％） 

         ③ビジネスガード等の加入推進(2019年3月31日現在 ) 

     加入法人数 195社（加入率 20.88％・前年対比 118.18％） 

       ④がん保険・医療保険制度等の加入推進(2019年3月31日現在 ) 

            がん保険   加入法人数 139社（加入率 14.9％・前年対比 108.6％） 



 

医療保険   加入法人数  67社（加入率 7.2％・前年対比 104.7％） 

ＷＡＹＳ   加入法人数  13社（加入率  1.4％・前年対比  92.9％） 

⑤その他各種福利厚生制度の加入推進 

 

２．会員増強推進 

会員状況 

           2018年4月1日現在の会員数             ８７６社 

                   期間中における入会会員数           １３社 

                   期間中における脱会会員数            ２８社 

          2019年3月31日現在の会員数            ８６１社（加入率４６％） 

（賛助会員６４社を除く）  

支所別会員数の動き 

支所名 期首会員数 期中入会数 期中退会数 期末会員数 

備前 ２５８ ３ １１ ２５０ 

備前東 ２２６ ４ ４ ２２６ 

和気   １０５ １ １ １０５ 

赤磐 ２８７ ５ １２ ２８０ 

合計 ８７６ １３ ２８ ８６１ 

         

      ・青年部会の会員状況 

2018年4月1日現在の会員数            ３６社 

                   期間中における入会会員数           １社 

                   期間中における脱会会員数            ２社 

          2019年3月31日現在の会員数            ３５社 

      ・女性部会の会員状況  

2018年4月1日現在の会員数           １０５社 

                   期間中における入会会員数           １社 

                   期間中における脱会会員数            ４社 

          2019年3月31日現在の会員数          １０２社 

 

３．会員支援事業 

    (1)各種研修会・講習会等の開催 

        公益関係 経営支援活動欄に記載のとおり 

(2)各種資料配布 

・「会社役員のための確定申告実務ポイント」 

・「平成30年版税制改正のあらまし」等資料の配布 

    

  ４．青年部会活動（青年部会が実施した公益事業関連は公益関係欄に記載）       

  (1)岡山県法人会青年の集い（西大寺大会）への参加 （6名出席） 

          2018年10月19日  於 国立診療所長島愛生園 

     

        

  ５．女性部会活動（女性部会が実施した公益事業関連は公益関係欄に記載） 

  (1)岡山県法人会女性セミナー(児島大会)への参加（13名出席） 

          2018年10月30日  於 倉敷せとうち児島ホテル 

 

  ６. 支所活動(支所が実施した公益事業関連は公益関係欄に記載) 

           

 

 



 

Ⅳ．管理関係 

  １．諸会議 

     (1)会議の開催 

① 第6回定時総会（出席者：507名 内、委任状出席464名） 

             ・2018年 6月19日  於 和気商工会館  

                議題・平成29年度財務諸表承認の件 

        

② 理事・監事会 

    ・2018年 5月11日  於  備前商工会館 (出席者：16名) 

      議題・平成29年度事業報告承認について 

・平成29年度決算報承認について 

        ・第6回定時総会開催当日のスケジュールについて 

    ・2018年10月31日  於 メルパルク岡山 （出席者：16名） 

                議題・各委員会の今後の事業について 

           ・2019年 3月25日  於  備前商工会館 (出席者：15名) 

     議題・本年度の事業実施概況について 

・2019年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の承認について 

       ・資金調達及び設備投資見込みについて 

       ・2019年度第1回理事監事会並びに第7回定時総会開催について 

③ 総務・組織・研修・税制・広報・厚生合同委員会（出席者：16名） 

           ・2018年10月31日  於 メルパルク岡山 

議題・各委員会の今後の事業について 

④ 会計監査会（出席者：3名） 

          ・2018年 4月26日  於 備前商工会館 

⑤ 青年部会諸会議 

            第6回通常総会 

             ・2018年 5月29日  於 ピュアリティまきび（出席者：10名） 

議題・平成29年度事業報告並びに決算報告について 

・平成30年度事業計画（案）並びに予算（案）について 

・その他 

役員会 

          ・2018年 5月29日  於 ピュアリティまきび （出席者：10名） 

議題・平成29年度事業報告並びに決算報告について 

・平成30年度事業計画（案）並びに予算（案）について 

                            ・役員の交替について 

・その他 

        

⑥ 女性部会諸会議 

第6回通常総会 

     ・2018年 6月 7日  於 Café du Grace（出席者：21名） 

     議題・平成29年度事業報告並びに決算報告について 

       ・平成30年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

役員会 

          ・2018年 6月 7日  於  Café du Grace（出席者：13名） 

            議題・平成29年度事業報告並びに決算報告について 

              ・平成30年度事業計画（案）並びに予算（案）について 

          ・2018年 7月27日  於 備前商工会館 

            議題・租税教室、絵はがきコンクールへの取組について 

絵はがきコンクール審査会 

・2018年10月22日  於  瀬戸税務署（出席者：6名） 

議題・絵はがきコンクール入賞者選考について 



 

 

     (2)関係機関会議・研修会等への出席  

       ・東備租税教育推進協議会総会 

          2018年 5月28日   於  赤磐市役所 

・岡山県法人会連合会第1回理事会 

          2018年 5月25日  於 岡山プラザホテル 

       ・岡山県法人会連合会定時総会 

                2018年 6月27日   於  岡山プラザホテル 

       ・岡山県法人会連合会女性部会連絡協議会役員会 

          2018年 7月25日   於  ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山 

              ・岡山県法人会連合会青年部会連絡協議会役員会 

          2018年 7月26日  於  ホテルグランヴィア岡山 

       ・岡山県法人会連合会事業研修委員会 

          2018年 8月2日    於  ホテルグランヴィア岡山 

       ・岡山県法人会連合会厚生委員会 

          2018年 8月7日   於 ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山 

・岡山県法人会連合会組織委員会 

2018年 8月9日   於   ホテルグランヴィア岡山 

・岡山県法人会連合会税制委員会 

2018年 8月21日   於  ホテルグランヴィア岡山 

・岡山県法人会連合会総務委員会 

                2018年 8月23日    於  ホテルグランヴィア岡山 

・岡山県法人会連合会組織委員会 

                2018年 8月29日    於  岡山プラザホテル 

・岡山県下法人会事務局長等会議 

          2018年 9月 4日  於  アークホテル岡山 

       ・広島国税局長特別講演会 

          2018年10月15日  於 ホテルグランヴィア岡山 

・租税教室講師養成研修  

   2018年10月17日～19日 於 岡山西税務署 租税学習センター 

       ・納税表彰式 

          2018年11月 8日  於 瀬戸税務署 

       ・岡山県下法人会事務局長等会議 

          2018年12月21日  於  アークホテル岡山 

       ・税務指導連絡協議会 

          2018年 1月16日  於  和気商工会館 

・岡山県法人会連合会女性部会連絡協議会役員会 

          2019年 2月 5日   於 ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山 

       ・岡山研法人会連合会青年部会連絡協議会役員会 

          2019年 2月14日  於 ホテルグランヴィア岡山 

・岡山県法人会連合会厚生委員会 

          2019年 2月14日   於 ホテルグランヴィア岡山 

・岡山県法人会連合会広報委員会 

                2019年 2月21日    於 ホテルグランヴィア岡山 

・岡山県法人会連合会事業研修委員会 

                2019年 2月26日    於 ホテルグランヴィア岡山 

 ・岡山県法人会連合会税制委員会 

                2019年 3月 1日  於 ホテルグランヴィア岡山 

・岡山県法人会連合会総務委員会 

   2019年 3月 7日  於 ホテルグランヴィア岡山 

・岡山県法人会連合会女性部会連絡協議会役員会 



 

          2019年 3月12日   於 ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山 

             ・岡山県法人会連合会組織委員会 

          2019年 3月13日  於 岡山プラザホテル 

・岡山県法人会連合会第3回理事会 

   2019年 3月27日  於 岡山プラザホテル 

 

      (3)受 賞 

       ・全国法人会総連合会会長功労者表彰       2018年 6月27日 

         ＊延藤眞康副会長受賞 

          ・岡山県法人会連合会会長功労者表彰       2018年 6月27日 

         ＊大田原憲一理事受賞 

       ・岡山県法人会連合会会員増強表彰        2018年 6月27日 

         ＊高加入率を長期間維持している単位会として受賞 

       ・国税庁長官感謝状               2018年10月31日 

                  ＊利守忠義理事受賞 

       ・広島国税局長表彰               2018年11月 9日 

                  ＊増永雅嗣監事受賞 

 ・瀬戸税務署署長表彰               2018年11月 9日 

         ＊金谷優子女性部会理事受賞 

       ・瀬戸税務署署長感謝状             2018年11月 9日 

         ＊芦野静子女性部会理事、佐崎肇青年部会理事受賞 

       

(4)加入団体 

         全国法人会総連合                   

中国地方法人会連合会          

         岡山県法人会連合会            (理  事) 

        瀬戸税務署管内税務団体協議会  (副 会 長) 

        東備租税教育推進協議会    (賛助会員） 

 


