
 

 

    

 

平成３０年度事業報告書 

 

１．概 況 

公益法人制度改革を法人会本来の理念と活動に立ち戻る機会と捉え、法人会の原点である「税」

に関する活動に軸足を置きながら、組織・財政基盤の再構築を図るために会員増強に力を入れ

るとともに、地域の活性化に配慮しつつ、「よき経営者を目指すものの団体」として納税意識

の向上と企業経営および社会の健全な発展に貢献する活動をした。 

 

２．公益関係 

(1) 税知識普及事業 

① 税制・税務研修会 

平成３０年 ４月１８日 

 

 

 

税務研修会（女性部会）       参加者１２名 
テーマ：「税に関するよもやま話」 

講 師：庄原税務署 署長 横田 光幸 氏 

平成３０年 ５月３０日 

 

 

税務研修会 (青年部会)           参加者１９名 

テーマ：「税に関するよもやま話」 

講 師：庄原税務署 署長 横田 光幸 氏 
 

平成３０年 ６月 ７日 

 

 

税務研修会                参加者４８名 

テーマ：「事業承継について」 

講 師： 庄原税務署 統括国税調査官 大山 治久 氏 

平成３０年 ７月 ９日 

 

税務研修座談会            参加者１３名 

テーマ：「租税教室の現況について」 

講 師：庄原税務署 統括国税調査官 大山 治久 氏 

平成３０年１１月 ８日 税務研修座談会            参加者１４名 

テーマ：「税に関するよもやま話」 

講 師：庄原税務署 署長 加藤 正志 氏 

平成３０年１１月１３日 
          第１部 

 

       第２部 

税務研修会(庄原会場)         参加者４８名 
テーマ：消費税の軽減税率制度について 
講 師：庄原税務署 統括国税調査官 大山 治久 氏 
テーマ：平成３０年度税制改正等について 

講 師： 税理士 岡村 元治 氏 

 

平成３０年１１月１４日 

         第１部 

 

         第２部 

税務研修会(東城会場)         参加者２４名 
テーマ：消費税の軽減税率制度について 
講 師：庄原税務署 統括国税調査官 大山 治久 氏 
テーマ：平成３０年度税制改正等について 

講 師： 税理士 岡村 元治 氏 

 

 

 

 



 

 

    

 

平成３０年１１月２２日 

 

税務座談会（青年部会・女性部会合同）参加者１９名 

テーマ：「税務に関する座談会」 

講 師：庄原税務署 署長 加藤 正志 氏  

 

平成３０年１２月１３日 

 

 

 

税務研修会（役員）        参加者２０名 

テーマ：「自主点検チェックリストの活用について」 

講 師：庄原税務署 統括国税調査官 大山 治久 氏 

平成３１年 ２月 ５日 

 
 

税務研修会（会員）         参加者２０名 
テーマ：「自主点検チェックリストの活用について」 
講 師：庄原税務署 統括国税調査官 大山 治久 氏 

平成３１年 ２月 ７日 

 
 

税務研修会（女性部会）      参加者１３名 
テーマ：「自主点検チェックリストの活用について」 
講 師：税理士 青木 照和 氏 

 

 

 

② 租税教室の開催 

平成３０年 ６月１２日 川北小学校   参加者１０名  講師２名(青年部) 

平成３０年 ６月１９日 高 小学校   参加者１０名  講師２名(青年部) 
平成３０年 ６月２０日 峰田小学校   参加者１０名  講師２名(青年部) 

平成３０年 ６月２６日 東城小学校   参加者３３名  講師２名(青年部) 

平成３０年 ６月２９日 庄原小学校   参加者４７名  講師２名(青年部) 

平成３０年 ７月 ４日 西城小学校   参加者１８名  講師２名(青年部) 

平成３０年 ７月 ５日 永末小学校   参加者 ７名  講師２名(青年部) 

平成３０年 ７月１１日 美古登小学校  参加者 ６名  講師２名(青年部) 
平成３０年 ９月 ６日 総領小学校   参加者 ７名  講師２名(青年部) 

平成３０年 ９月１９日 八幡小学校   参加者 ８名  講師２名(青年部) 
平成３１年 １月１６日 比和小学校   参加者 ９名  講師２名(青年部) 

平成３１年 １月１８日 山内小学校   参加者１０名  講師２名(青年部) 

平成３１年 １月２１日 高野小学校   参加者１２名  講師２名(青年部) 

平成３１年 １月２３日 口南小学校   参加者１１名  講師２名(青年部) 

平成３１年 １月２８日 板橋小学校   参加者３１名  講師２名(青年部) 

平成３１年 １月２９日 東 小学校   参加者２０名  講師２名(青年部) 

  
 計 １６校       参加者２４９名  講師３２名 

 

 



 

 

    

 

 ◇ 会報の発行 

 「法人会報」年２回 会員に送付する他、庄原税務署、庄原市役所本庁および各支所、

金融機関、自治振興ｾﾝﾀｰ外２２ヶ所に配布。 

   №５３号 秋季号 ６３０部発行 

   №５４号 新春号 ６３０部発行 

   ○ (公財)全法連発行「ほうじん」を年４回、会員宛送付。 

   ○ (一社)広島県連発行「法人ひろしま」を年１回、役員･委員宛送付。 

 ◇ ホームページ 

          情報公開及び広報活動の充実を図るため、各種の税情報や研修会・講演会等の参加 

要領を掲載した。 

 ◇ 税に関する小冊子等の配布 

          全法連が作成した税の啓発用マンガ本・法人会で作成した税啓発用クリアホルダー

等を租税教室、税を考える週間、地域のイベントで参加者に配布した。 

 

 

(2) 納税意識高揚事業 

① 税に関する絵はがきコンクール 

募集活動： ６月・７月に管内全１９小学校へ募集活動。 

応募実績： 庄原・東・永末・高・峰田・総領・比和・高野・西城・口南・口北 

東城・小奴可・粟田小学校 

              計１４校 １８３点の出品 

審  査： ９月 水庄会会員 青木 照和氏・庄原税務署署長 加藤 正志氏・ 

庄原市教育委員会教育部教育指導課指導係指導主事 赤木 一成氏・ 

庄原法人会会長 三宅 康文氏・庄原法人会女性部会長 赤木ひろみ氏

の５名で、５１作品を入賞決定。 

展  示： 平成３０年１１月から３１年１月まで、庄原市役所本庁および各支所・ 

      ジョイフルなど９ヶ所で展示。 

表  彰： 庄原ジョイフル店内で、「税に関する絵はがき・作文・習字」等 

納税貯蓄組合連合会・公益社団法人庄原法人会・庄原間税会の３団体 

主催の表彰式を実施。（今年は庄原法人会が総合司会担当） 

                    ＊優秀賞５点を広島県連主催の「絵はがきコンクール」へ出品。 

              その結果、銅賞 １点 ・ 入選 ２点が入賞しました。 

 



 

 

    

 

(3) 税制提言活動 

    平成３１年税制改正に関するアンケートを税制委員をはじめとし、会員企業に対して実

施税制提言をとりまとめた。また、全国大会で決議された「平成３１年度税制改正に関

する提言」を、平成３０年１２月庄原市長・庄原市議会議長に、三宅会長・光永税制委

員長・定丸事務局長で持参し、提言活動を行った。 

 

(4) 地域企業発展事業 

平成３０年 ９月 ５日 

 

 

 

地域活性化セミナー          
 

テーマ：第７回庄原の宝さがし講演会 
    「ふるさとの宝をさがして」 
 
場 所：庄原市立庄原中学校体育館 
 

講 師：中国電力陸上部   清谷 匠  氏  
    フリーアナウンサー 山田 真紀 氏 
    ２名によるトーク式講演会  
 
参加者：庄原中学校生徒・教職員と、保護者 

会員を含む一般市民の皆さん 
約６２０名が聞き入った 

 
 

(5) 地域社会貢献事業 

◇平成３０年１２月６日  

（女性部会） 庄原市高町 特定非営利活動法人「かすたねっと」へ 

      寄贈品：「プリンター インクジェット複合機」１台  

 

 

３．共益関係 

・会員交流事業 

  
平成３０年 ８月 １日 

  

料理教室（女性部会）               参加者１２名 

講 師：料理インストラクター  大谷 朱美 氏 
 

平成３０年 ８月１３日 
平成３０年 ８月１５日 
平成３０年 ８月２５日 
 
 

庄原よいとこ祭りパレード参加（青年部会）参加者１２名 
協賛参加 （女性部会）                 
税啓発用「ポケットティッシュ」等を、参加者に配布した 
また、庄原市・西城町・東城町・各地域の夏祭りの参加者

へ節電用「うちわ」を配付。 
 



 

 

    

 

 ・会員増強推進事業 

  平成３０年１１月 ８日  庄原税務署周辺 花植栽        参加者１４名 

               ｢税を考える週間(11 月 11日～17日)｣広報事業 

 

(2) 福利厚生事業 

 役員・厚生委員会及び引受保険会社３社により、経営者大型総合保障制度・ 

ビジネスガード・がん保険制度の加入推進・広報に努めた。 

 

◇ 経営者大型総合保障制度（大同生命、ＡＩＧ） 

 

◇ ビジネスガード（シリーズ）（ＡＩＧ） 

 

◇ がん保険（アフラック） 

   

 

(3) 会員増強事業 

会員増強運動期間を昨年度同様９月から１２月の４ヶ月間とし、役員・委員・税理士・

引受保険会社等から、未加入法人への積極的な入会の呼びかけを行い、会員 3 社、賛助

会員 1 名入会され、退会はなかった。 

 

期首（平成３０年６月末日現在） 

 正会員数２７１社  所管法人数６１４社  加入率４４．１０％ 

     賛助個人   ４名 

 青年部会員２１名  女性部会２６名 

 

期末（平成３０年１２月末日現在） 

 正会員数２７４社  所管法人数６１５社  加入率４４．６０％ 

     賛助個人   ５名 

 青年部会員２３名  女性部会２６名 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

４．管理関係 

◇総 会 

第６回通常総会 
 

 

 

 

 

 

 

開催日 平成３０年６月７日       出席者４８名 

場 所 かんぽの郷庄原 

議 事 1. 平成29年度決算報告承認の件  

      

報告事項１. 平成29年度事業報告 
     2. 平成30年度事業計画 

     3. 平成30年度収支予算 

 

◇役員会 

1. 第１回 監査会 

 

 

2. 第１回 

常任理事会･理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 第２回  

常任理事会・理事会 

 

 

 
 

 

4. 第１回正副会長会 
 
 
 
5. 第３回 

常任理事会･理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 平成３０年５月 ９日    出席者  ４名 
場 所 庄原商工会議所会議室 

 

開催日 平成３０年５月１０日    出席者２１名 
場 所 庄原商工会議所会議室 
議 事 1. 平成29年度決算報告承認の件 
報告事項１. 平成29年度事業報告 

     2. 平成30年度事業計画 

     3. 平成30年度収支予算 
      
協議事項１．通常総会の日程･会場･提出議案について 

     2. 表彰について 
     3. 第1部；税務研修会について 

 

開催日 平成３０年８月３０日        出席者２３名 
場 所 庄原市総合体育館 第２会議室 

議 事 1. 県連通常総会等の概況報告 

     2. 平成30年度県連各委員会の概況報告 

     3. 平成30年度事業計画推進について 
        4. 厚生制度推進について 

 

開催日 平成３０年１２月１３日    出席者  ４名  
議 事 役員改選に伴う(案) 
 
開催日 平成３１年 ３月１４日    出席者１７名 

場 所 庄原市総合体育館 第２会議室 

報告事項1. 平成30年度事業概況報告   

     2. 平成30年度収支概況報告 

議 事  1. 平成31年度事業計画(案)承認の件 

    2. 平成31年度収支予算 

協議事項 1. 理事会・通常総会の日程･会場･提出議案について 
2. 表彰について 

3. 第1部；税務研修会について 

4. その他 



 

 

    

 

 

◇委員会 

第１回 

e-Tax導入推進委員会 

 

 

 

 

第１回組織委員会 

 

 

 

 

第１回 

福利厚生制度 
推進連絡協議会 
第１回 支部委員会 
 
 
第１回 広報委員会 

 

 

 

 

 

 

第１回 研修委員会 

 

 

 

開催日 平成３０年１０月２５日    出席者１８名 

場 所 (株)庄原グランドホテル 

議 事 1. e-Tax導入推進状況について 

     2. e-Taxソフト(Web版)を利用して会員･非会員 

      に向けた利用促進の取り組みについて 

 

開催日 平成３０年１０月２５日     出席者２５名    
場 所 (株)庄原グランドホテル 
議 事 1. 会員増強の取り組みについて 

     2. 受託保険会社３社から各商品の紹介並びに推進 

      状況の報告と協力についてお願い 

開催日 平成３０年１０月２５日 

場 所 (株)庄原グランドホテル 

議 事 1. 福利厚生事業の推進について 

      各受託保険会社３社から推進状況の報告と推進 

  2. 支部活動の取り組みについて（各支部） 

 

開催日 平成３０年１２月 ７日    出席者  ５名 
場 所 かんぽの郷庄原 

議 事 1. 県連広報委員会報告について 

     2. 会報№53号の反省について 

     3. 平成30年度事業基本計画協議について 

     4. 会報№54号の発行について 

 

開催日 平成３０年 ９月 ３日      出席者  ６名 

場 所 庄原商工会議所 

議 事 1. 9月5日講演会、基本協議・会場確認等 

◇青年部会 

第１回 役員会 

 

 

 

開催日 平成３０年 ５月３０日      出席者１５名 
場 所 じねん 

議 事 １. 平成30年度租税教室講師派遣日程調整について   

    

第１回 全体会議 

 

 

 

税務研修座談会  

 

 

開催日 平成３０年 ５月３０日      出席者１５名 
場 所 じねん 

議 事  1. 平成30年度租税教室講師派遣日程調整について   

 
開催日 平成３０年 ５月３０日         出席者１７名 
場 所 じねん  
    「税に関するよもやま話」 
    庄原税務署長 横田 光幸 氏 
開催日 平成３０年１１月２２日        出席者１７名   
場 所 庄原グランドホテル 

    「税に関する座談会」 女性部会合同    

     庄原税務署長 加藤 正志 氏 

 



 

 

    

 

◇女性部会 

第１回 役員会 

 

 

 

第２回 役員会  

 

 

 

 

 

第３回 役員会  

 

 

 

 

第１回 連絡協議会 

 

 

 

第２回 連絡協議会 
 

 

 

 

 

第３回 連絡協議会 

開催日 平成３０年４月１８日      出席者１０名 

場 所 ㈱庄原グランドホテル 

議 事 1.平成30年度事業計画推進について 

        

開催日 平成３０年６月１２日      出席者１２名 
場 所 庄原グランドホテル 

議 事 1. 税絵はがきコンクール募集各小学校 

配付役割分担について 

    2．平成30年度事業計画推進について 

 

開催日 平成３１年 ２月 ７日       出席者 １３名 

場 所 庄原グランドホテル 

議 事 1. 平成30年度事業報告について 

    2．役員改選について 

     
開催日 平成３０年４月１８日      出席者１０名 
場 所 庄原グランドホテル 

議 題  1. 平成30度事業計画について 

        

開催日  平成３０年６月１２日        出席者１２名 

場 所 庄原グランドホテル 

議 事 1. 税絵はがきコンクール募集各小学校 

      配付役割分担について       

        2. 平成30年度事業計画推進について 
 
開催日 平成３１年 ２月７日      出席者１３名 
場 所 庄原グランドホテル 
議 題 1．平成30年度事業報告について 
    2．役員改選について 

◇全法連･県法連･関係団体の会議等 

＜全法連＞ 
第35回 法人会全国大会 
   （鳥取大会）   

全国青年の集い 
（岐阜大会） 
 

＜中法連・県法連等＞ 
県連理事会     

    

県連第１回税制委員会 

 

県連第６回通常総会 

        

県連第１回広報委員会

         

県連第１回総務委員会

         

 
開催日 平成３０年１０月１１日    出席者 ２名 

場 所 とりぎん文化会館 

開催日 平成３０年１１月 ９日    不参加 

場 所 長良川国際会議場 

 
 
開催日 平成３０年 ５月２２日     出席者 ２名 

場 所 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島  

開催日 平成３０年 ６月１１日     出席者 １名 
場 所 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 

開催日 平成３０年 ６月２２日     出席者 ４名 

場 所 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ広島 

開催日 平成３０年 ７月２６日     出席者 １名 

場 所 ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ21広島 

開催日 平成３０年 ８月 ２日     出席者 １名 
場 所 ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ21広島 



 

 

    

 

県連第１回組織委員会 
 
県連第１回研修委員会 
 
県連第１回厚生委員会 
 
県連大型保障制度推進

連絡協議会 

中法連第４３回通常 
総会 
県連第２回厚生委員会

         
県連第２回広報委員会

         

県連第２回研修委員会

         

県連第２回総務委員会

         

県連第２回組織委員会

         

県租税推進協議会 

租税教室講師研修会 

 

（青年部会） 

県連青連協第１回 

理事会 

県連青連協第２回 

理事会        

県連青連協第３回 

理事会  
    

県連広島県青年の集い 
第１回実行委員会 

県連広島県青年の集い 

第２回実行委員会 

県連広島県青年の集い 

第３回実行委員会 

県連広島県青年の集い 

第４回実行委員会 

県連広島県青年の集い 

第５回実行委員会 

 

（女性部会） 
県連第１回女性部会 

理事会        

県連第２回女性部会 

理事会 
 
 

開催日 平成３０年 ８月 ９日      欠 席 
場 所 ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ21広島 

開催日 平成３０年 ８月２２日      出席者 １名 
場 所 ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ21広島 

開催日 平成３０年 ８月２８日      出席者 １名 

場 所 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ広島 

開催日 平成３０年 ８月２８日      出席者 ３名 

場 所 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ広島 

開催日 平成３０年 ９月２７日      出席者 ３名 

場 所 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島 

開催日 平成３１年 ２月１３日      出席者 １名 
場 所 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 

開催日 平成３１年 ２月１８日      出席者 １名 

場 所 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 

開催日 平成３１年 ２月２２日      出席者 １名 

場 所 鞆の浦 鷗風亭 
開催日 平成３１年 ２月２８日      出席者 １名 

場 所 ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ21広島 

開催日 平成３１年 ３月１２日      欠 席 
場 所 ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ21広島 

開催日 平成３０年 ９月２８日      出席者 １名 
場 所   三次合同庁舎 

 
 
開催日 平成３０年 ６月１８日     出席者 ２名 

場 所 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ広島 

開催日 平成３０年 ９月１２日     出席者 ２名 

場 所 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ広島 

開催日 平成３１年 ３月 ５日     出席者 ３名 

場 所 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ広島 

 

開催日 平成３０年 ８月 ６日      出席者 １名 

場 所 大同ビル会議室 

開催日 平成３０年 ９月 ５日      出席者 １名 

場 所 大同ビル会議室 

開催日 平成３０年１１月１４日      出席者 １名 

場 所 大同ビル会議室 

開催日 平成３０年１２月１１日      出席者 １名 

場 所 大同ビル会議室 

開催日 平成３１年 ２月 ４日      出席者 ５名 

場 所 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ広島 

  

 

開催日 平成３０年 ６月２６日       出席者 ２名 
場 所 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 

開催日 平成３１年 ３月２０日      出席者  ２名 
場 所 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 
 



 

 

    

 

（事務局） 
県連第１回事務局長 
会議 
公益法人に係る研修会

         

県連事務局全体会議 
 
第３５回事務局 

セミナー 
 

 

開催日 平成３０年 ９月 ７日           出席者  １名 

場 所 大同ビル会議室 

開催日 平成３０年 ４月 ９日           出席者  １名 
場 所 広島県庁本庁講堂 
開催日 平成３０年１２月１４日          出席者  １名 

場 所 ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ21  

開催日 平成３１年 ３月 ４日          出席者 １名 
場 所 ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京 

 


