
 

税の広報・提言事業  

10/11 全国大会（鳥取大会）                          

会  場：とりぎん文化会館  

全国法人会総連合が主催の「全国大会」が行われ、  

宇和島法人会からは、清家会長、戸田副会長、  

村尾副会長、岡本事務局長が出席しました。  

大会後、愛媛県下法人会関係者での意見交換会が行われました。  

11/12 「平成３１年度税制改正要望書」を提出   

提出先：宇和島市役所  市民環境部  部長  田邑  高浩氏、  

           市民環境部  税務課課長  三好  覚氏  

    山本公一事務所  事務局長  萩森  盛一氏  

 

 全国大会で決議された「平成３１年度税制改正要望書」を、  

宇和島法人会の清家会長、村尾副会長が  

宇和島市役所、衆議院議員山本公一事務所に訪問し、提出しました。  

  

12/13 中学生「税についての作文」表彰式  

会 場：宇和島商工会館３階大ホール 

主 催：宇和島税務署管内納税貯蓄組合 

共 催：宇和島地区租税教育推進協議会・四国税理士会宇和島支部・（公社）宇和島法人会、 

    宇和島税務署管内青色申告会連合会・宇和島地区税務連絡協議会・宇和島間税会 

 

平成 30年度中学生の「税についての作文」表彰式が行われました。 

宇和島法人会長賞には、宇和島市立津島中学校３年生 田村 帆乃香さんの 

作品、「税金の意味を考える」が選ばれました。 

 

1/20 うわじま特産応援フェスタ           

会 場：宇和島商店街 

主 催：宇和島地区税務連絡協議会 

平成３０年７月豪雨災害復興支援事業として、 

「うわじま特産応援フェスタ」が開催されました。 

宇和島法人会は、宇和島地区税務連絡協議会の中で、 

税のチラシと花の苗３００個の無料配布、絵はがきコンクールの作品展示をしました。 

清家会長や木下青年部会長、亀岡女性部会長、他５名が参加しました。 

参加者：（宇和島法人会から）８名 

平成３０年度 活動報告          公益社団法人 宇和島法人会 
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講演会・研修会  

4/19 第１回 理事会 税務研修会 （宇和島自動車会館） 

演  題：『印紙税について』  

講  師：宇和島税務署法人課税第一部門   

統括国税調査官  森田  敏由氏  

（参加者  ３１名）  

 

5/24 通常総会 記念講演会 （宇和島自動車会館） 

演  題：『日本経済の近未来と課題―今日やるべきこと』  

講  師： (株 )時事総合研究所客員研究員  石井  正  氏  

 

 

6/5 第６回 会員交流会議 税務研修会・労務研修会 （きさいや広場） 

≪労務研修会≫  

演   題：『働き方改革の対応について』  

講  師：特定社会保険労務士  

    行政書士  岡部  五郎  氏  

≪税務研修会≫  

演   題：『自主点検チェックシートの活用について』  

講  師：宇和島税務署  法人課税第一部門  

    統括国税調査官  森田  敏由  氏  

  

6/7 吉田支部 税務研修会                  6/8津島支部 税務研修会 

（※同内容で実施）  

演  題：『自主点検チェックシートの活用について』  

講  師：宇和島税務署  法人課税第一部門  

統括国税調査官  森田  敏由氏   

（吉田支部  参加者  １３名）  

（津島支部  参加者  １６名）  

6/21 青年部会・女性部会役員 税務研修会 

会  場：かどや駅前店  

演  題：『税務行政の将来像』  

講  師：宇和島税務署長  山口  正人氏  

（参加者  １３名）  
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6/22 三間支部 税務研修会                6/25 鬼北支部 税務研修会 

（※同内容で実施）  

演  題：『自主点検チェックシートの活用について』  

『税制改正のあらまし』  

講  師：宇和島税務署  法人課税第一部門  

統括国税調査官  森田  敏由氏  

（三間支部  参加者  １０名）  

（鬼北支部  参加者  １８名）  

 

6/26 愛南支部 税務研修会・経営研修会 

会  場：愛南町商工会館３ F 

（参加者  ２６名）  

≪税務研修会≫  

演   題：『自主点検チェックシートの活用について』  

講  師：宇和島税務署  法人課税第一部門  

    統括国税調査官  森田  敏由  氏  

≪経営研修会≫  

演   題：『地域の経済金融情勢について』  

講  師：日本政策金融金庫  宇和島支店  

    支店長  森田  達也  氏  

 

6/27 優良申告法人部会 税務研修会 

会  場：ビストロ  エビス  

演  題：『平成３０年度  税制改正について』  

講  師：宇和島税務署  法人課税第一部門  

統括国税調査官  森田  敏由氏  

（参加者  ６名）  

 

10/28 第２４回南予ブロック女性部会合同研修会での講演会 

 

会  場：真珠会館  

演  題：『事業承継税制のあらまし』  

講  師：宇和島税務署長  山口  正人  氏  

（参加者  ３８名）  
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年末調整説明会 

宇和島税務署が主催の、年末調整説明会が行われました。 

≪鬼北町・松野町≫ 

日 時：１１月１３日（火） 

会 場：鬼北町近永公民館  （参加者 ３０名） 

≪ 愛 南 町 ≫ 

日 時：１１月１４日（水） 

会 場：愛南町役場       （参加者 ４２名） 

≪ 宇 和 島 市 ≫ 

日 時：１１月２０日（火） 

会 場：宇和島市立岩松公民館 

参加者：（個人の部） ４２名 （法人の部） ９０名 

 

1/15 吉田支部 新春経済講演会 

吉田支部で、新春経済講演会を開催しました。 

会 場：吉田三間商工会会館 ２階研修室 

演 題：『今年の景気見通し＋α』 

講 師：(株)いよぎん地域経済研究センター  

調査部部長 二宮 秀介 氏 （参加者 １１名） 

   

1/29 法人税・消費税 決算期別研修会 

会 場：宇和島商工会館 ３階ホール 

講 師：宇和島税務署 法人課税第一部門 

    統括国税調査官 森田 敏由 氏 

    

決算時の留意事項や法人税法、消費税法の改正について学ぶ研修会を行いました。 

今回は、決算月が１２月～６月の方を対象に行いました。(参加者 ５名) 

 

2/5 新春講演会 「２０１９年 デジタル革命の衝撃と地域ビジネス」 

 

演 題：「２０１９年 デジタル革命の衝撃と地域ビジネス」   

講 師：（株）いよぎん地域経済研究センター 

     代表取締役社長 重松 栄治 氏 

（参加者 ４６名） 

少子高齢化がもたらす、企業の人手不足の現状について、 

AI（人工知能）や IOT（モノのインターネット）を使った企業経営と、 

それによって企業に起こる変化を、いくつかの事例を挙げてわかりやすく解説していただきました。 
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講座・セミナー  

10/9 新規設立法人を対象とした法人税及び社会保険等の説明会 
 

演  題：『法人税について』  『消費税について』  『源泉所得税について』  

講  師：宇和島税務署  統括国税調査官  森田  敏由氏  

           上席調査官    秦  博和氏  

 

演  題：『健康保険・厚生年金保険の適用について』  

講  師：宇和島年金事務所  厚生年金適用調査課長  山口  琴美氏  

 

演  題：『中小企業への支援策について』（融資制度・ EB 特別割引制度）  

講  師： (一社 )愛媛県法人会連合会   業務指導員  西野  栄一氏  

     

新たに設立された法人の方を対象に、法人税や社会保険等の適用について、  

正しい申告と手続きをご理解いただくための説明会を行いました。  

 (参加者  １０名 )   

10/16 中小企業会計啓発・普及セミナー 

演  題：『企業の経営力強化を目指す会計』  

講  師：税理士  山内  実  氏  

     

中小企業の経営者、財務・経理担当の方を対象に、  

事業計画の策定・実現について説明するセミナーを行いました。  

(参加者  １５名 )  

 

11/9 消費税軽減税率制度説明会 

講  師：宇和島税務署  法人課税第一部門  

    統括国税調査官  森田  敏由  氏      

日々の業務で対応が必要となる事項や、  

消費税の申告方法について説明しました。 (参加者  ４１名 )  

 

11/9 働き方改革関連法説明会 

講  師：宇和島労働基準監督署  

    労働基準監督官  今村  匠  氏      

     

労働基準監督署の担当官を講師にお呼びし、  

時間外労働の上限規制、年次有給休暇の確実な取得について、説明しました。  

(参加者  ２４名 )  
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11/14,21  パソコン講座 

 

会  場：宇和島バスセンター２階  

パソコン講座を開催しました。  

今年は「エクセル 2010 実用コース」と、  

「パワーポイント 2010 入門コース」を行いました。  

 

1/29 自主点検チェックシート有効活用セミナー 

講  師：宇和島税務署  法人課税第一部門  

    統括国税調査官  森田  敏由  氏  

 

「自主点検チェックシート※」の活用方法についての  

セミナーを行いました。（参加者  ８名）  

※法人会が日本税理士会連合会の監修、国税庁の後援のもと作成した、  

「法人事業概況説明書」の社内監査欄にご記入いただける書類です。  

 

2/8,2/19 経理担当者養成講座 -社会保険実務コース- 

講  師：社会保険労務士  木村  倫人  氏  

内  容：（１日目）社会保険・労働保険事務の基礎知識  

    （２日目）実務への応用・各種助成金の基礎   

     

経理担当者養成講座を実施しました。  

社会保険・労働保険の実務について、  

保険の対象者や手続き等を教えていただきました。 (参加者  １４名 )  

 

地域貢献活動  

7/1 第３３回川淵カップ宇和島サッカーフェスティバル２０１８ 

宇和島法人会青年部会と、宇和島市サッカー協会が主催となり、  

今年も川淵カップ宇和島サッカーフェスティバルが行われました。  

宇和島市内の小学２年生～６年生、計１２チームが参加しました。  

また、宇和島法人会から、各チームに折りたたみベンチを寄贈しました。  

     

会  場：丸山公園多目的グラウンド・陸上競技場  

主  催： (公社 )宇和島法人会青年部会  ごあいさつ  

    宇和島市サッカー協会  

後  援：宇和島市教育委員会、  宇和島市ケーブルテレビ株式会社  

協  賛：キリンビバレッジ株式会社    
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平成３０年７月豪雨で被災された吉田町の会員様に支援物資をお届けしました 

宇和島法人会では、この度の豪雨により被災された  

吉田町の会員様３８件（郵送含む）の元に、  

お見舞いに行くとともに、僅かではありますが支援物資を  

お届けしました。  

物資は宇和島法人会事務局で購入したものと、  

AIG 損害保険（株）様、アフラック生命保険（株）様から  

事務局へお送りいただいた物資を合わせてお配りしました。  

 

8/22 宇和島市長と面会し、復興支援金を贈呈 

宇和島法人会の清家会長、村尾副会長、戸田副会長は、  

８月２２日に宇和島市長と面会し、  

平成３０年７月豪雨の復興支援金として、  

宇和島市に１１３万６６９４円を寄付しました。  

支援金の使途については、宇和島市の歳入として  

災害復旧に係る事業に対する負担金、市が行う  

災害復旧事業の財源とするとのことでした。  

また、この様子は愛媛県の地方紙  

「愛媛新聞」にて掲載されました。  

 

 10/16 吉田支部が「献血事業」に参加 （吉田町役場） 

吉田支部が、献血事業に参加しました。  

「金ちゃんヌードル」６０個を、景品として提供しました。  

主  催：吉田町ライオンズクラブ  

参加者：（宇和島法人会から）９名   献血者：５３名  

 

1/31 愛媛県法人会連合会が、宇和島市に復興支援金を贈呈 

 平成３０年７月豪雨の復興支援金として、  

愛媛県法人会連合会から宇和島市へ２１万円を寄付しました。  

 宇和島法人会  清家会長は、  

「今回の支援金２１万円は、愛媛県法人会連合会で集まった支援金  

（大分、熊本法人会、福利厚生社３社等）を南予地区の３法人会  

（大洲喜多、八幡浜、宇和島）に等分し、贈ることになった」と説明。  

 岡原市長は、  

「災害後半年が経過して査定が終わりつつあるが、本当はこれからでスタートを切ったとは  

言い難いところもある。ただ被災地でのミカンの収穫量もそこそこ獲れて、値段も悪くなかっ

た。今後も被災地から復興地に切り替え、行政でやれる事をきっちりやっていく」と述べられ

た。  
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会議・委員会  

第１回 理事会  （宇和島自動車会館） 

今年度最初の理事会を開催しました。  

平成２９年度の事業報告・決算報告、  

平成３０年度の理事候補者の選任について  

承認可決されました。（参加者  ３１名）  

 

5/24 第６回 通常総会 （宇和島自動車会館） 

宇和島法人会  第６回通常総会を行いました。  

昨年度から就任された清家会長の挨拶から始まり、  

ご来賓を代表して、宇和島税務署  山口署長、宇和島市  岡原市長より祝辞を賜りました。  

岡原市長は昨年宇和島市長に就任され、通常総会には初めてのご参加となりました。  

総会後は石井  正  氏による講演会、その後は会員の交流会を開催し、盛大に賑わいました。  

 

出席者：５６５名 （委任状含む）  

議  事：  

第一号議案  平成２９年度決算報告承認の件  

第二号議案  理事選任（案）承認の件  

 

≪功労者表彰≫  

宇和島法人会功労者表彰  

宇和島器械  有限会社     吉田  淳  様  

宇和島漬物食品  株式会社  武田  元介  様  

 

会員増強表彰  

株式会社  伊予銀行  宇和島支店・吉田支店    

宇和島支店長  久米  良樹  様  

宇和島信用金庫  南宇和支店・吉田支店         

理事長  村尾  明弘  様  

 

福利厚生制度表彰  

銅賞  

大同生命保険  株式会社    黒田  惠子  様  

大同生命保険  株式会社    向田  惠子  様  
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６/１2愛媛県法人会連合会 第６回 通常総会 

愛媛県法人会連合会の通常総会が東京第一ホテル松山にて開催されました。  

全法連功労者表彰を松為理事、県連功労者表彰を程内副会長、西崎理事が受賞されました。  

来賓として中村県知事が祝辞を述べられ、懇親会も盛大のうちに終了しました。  

     

表  彰：  

≪功労者表彰≫（宇和島法人会で表彰のあった方）  

全国法人会総連合  会長表彰  

松為  教輔  様  

     

愛媛県法人会連合会  会長表彰  

程内  覚  様  

西﨑  徹  様  

    

福利厚生制度功労表彰  

『平成２９年度において顕著な成果を挙げた単位会』  

ダイヤモンド賞   宇和島法人会  

 

6/27 第５回 優良申告法人部会 交流会議 

優良申告法人部会が、会員交流会議を行いました。  

平成２９年度の事業報告・決算報告、  

平成３０年度の事業計画と予算報告を行い、  

今年度の研修視察について話し合いました。  

（参加者  ６名）  

 

8/10  臨時理事会 

宇和島法人会  臨時理事会を行いました。  

豪雨災害に対する宇和島法人会からの義援金について、  

また、理事候補者の選任について、承認可決されました。  

 

11/16  納税表彰式にて、村尾副会長が表彰されました 

宇和島税務署にて、国税の申告と納税及び租税教育の普及発展に  

努めた人の功績を称える納税表彰式が行われ、  

宇和島法人会の村尾  明弘  副会長が、表彰されました。  
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11/26  第１回厚生委員会 

第１回  厚生委員会を行いました。  

大同生命保険 (株 )、 AIG 損害保険 (株 )、  

アフラック生命保険 (株 )の３社より、  

平成 30 年度福利厚生制度の推進状況の中間報告や、  

今後の推進策について話していただきました。（参加者  １３名）  

 

11/26  第２回理事会 

第２回  理事会を行いました。  

今年度の事業報告および収支状況の中間報告、  

会員の増強運動について報告を行いました。  

会議後、宇和島税務署  森田統監による税務研修会と、  

交流会を行いました。（参加者  ４１名）  

 

12/12 第６回 優良申告法人部会 会員交流会議 

優良申告法人部会が交流会議を行いました。  

平成３０年度事業報告・収支実績について、  

優良申告法人部会研修視察の件について、話し合いました。  

（参加者  ８名）  

 

各支部会  

6/7 吉田支部会              6/8 津島支部会           6/22 三間支部会 

会  場：吉田町商工会          会  場：津島町商工会館    会  場：三間町商工会  

参加者  １３名               参加者  １６名        参加者  １０名  

 

 

 

 

6/25 鬼北支部会                  6/26 愛南支部会 

会  場：鬼北町商工会            会  場：愛南町商工会館  

参加者：                  参加者：  

（会  議）９名               （会  議）２７名   
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