
[報告事項] 理事会承認事項 

平成３０年度事業報告  

１．概   況 

    公益社団法人である宇和島法人会は企業経営と地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、

社会的な役割と責任を果たすため、事業計画に従い公益性を持った事業を継続実施しました。 

    地域貢献活動の一環として平成３０年７月豪雨災害の被災地に支援物資をお届けし、宇和島市に復興

支援金を贈呈しました。また第３３回川淵カップ宇和島サッカーフェスティバルは、３１チームが参加

運営資金の一部を支援し、各チームに記念品を贈呈しました。研修事業活動につきましては、各支部を

主に役員会・各部会会議の後、税務署統括官による「消費税の軽減税率制度について」「自主点検チェッ

クシート有効活用について」の研修会を実施しました。 

会の根幹をなす組織の強化については、全国的に会員数が減少している中、役員が一体となり、会員

増強と退会者防止に努め、更に、地元の金融機関のご支援のもと、会員数維持に努めました。 

会運営の基礎となる支部活動については、会員企業相互の情報交換を図るため、異業種交流事業を積極

的に展開しました。また企業の事務効率化に資するよう e-Tax,eLTAX制度の普及に努め、インターネッ

トバンキングの利用を推進しました。 

福利厚生制度の推進については、会員皆様のご理解を得て、経営者大型保障制度、ビジネスガード、

がん保険制度を中心に普及推進を図りました。 

    部会活動では税の啓発活動として、青年部による租税教室や女性部会による「税の絵はがきコンクール」

を実施し、税についての理解と意識啓発の推進を行いました。 

 

２． 主な事業活動 

公益目的事業 

公１ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業 

（１） 税に関する研修会等 

  ①新設法人研修会 

       新たに新設された法人と無申告法人に対し、法人税務上及び社会保険料の留意点について理解し

てもらう目的で、宇和島税務署管内の全法人を対象として宇和島税務署講師と宇和島年金事務所

講師による法人税、消費税、源泉所得税及び健康保険料、健康保険、厚生年金保険の適用について

の研修会を開催しました。 

  １）平成３０年１０月９日    宇和島税務署           出席者 １０名 

②消費税軽減税率説明会 

 地域企業の健全な発展と地域社会への貢献活動を目的として、宇和島税務署管内の全事業所を対象

に、宇和島商工会議所との共催により税務研修会を開催しました。 

 １）平成３０年１１月９日     宇和島商工会館３F          出席者 ４１名 

③自主点検チェックシート有効活用セミナー 

 内部チェックにより不祥事の防止対策になる自主点検チェックシートの各項目について、 

宇和島税務署森田統括官により調査事例をおりまぜながら、有効活用セミナーを開催しました。 

  １）平成３１年１月２９日    宇和島商工会館３F           出席者 ８名 

      ④法人税・消費税決算別研修会 

 地域企業の健全な発展と地域社会への貢献活動を目的として、宇和島税務署管内の全事業所を対象



に、税務研修会を開催しました。 

  １）平成３１年１月２９日   宇和島商工会館３F            出席者  ５名  

⑤源泉所得税年末調整説明会 

企業における源泉所得税の処理並びに年末調整については、適正な処理を目的として、宇和島税

務署講師による説明会を開催しました。 

１）平成３０年１１月１３日・１４日 鬼北町 愛南町 

２０日     津島町（宇和島市対象）     出席者２０４名 

⑥役員税務研修会 

税に関する理解と知識を深めることを目的として、宇和島法人会の役員を対象に理事会開催後に

宇和島税務署森田統括官による税務研修会を開催しました。 

１）平成３０年 ４月１９日  宇和島自動車会館３F         出席者  ３１名 

２）平成３０年１１月２６日  かどや駅前店             出席者  ４１名 

３）平成３１年 ３月１２日  宇和島自動車会館３F         出席者 ２７名 

  ⑦優良申告法人部会税務研修会 

税に関する理解と知識を深めることを目的として、宇和島税務署森田統括官による研修会を

開催しました。 

１）平成３０年６月２７日  リストランテエビス                出席者  ６名 

                テーマ 「平成３０年度税制改正のあらまし」 

２）平成３０年１２月１２日  和日輔                       出席者   ８名  

                テーマ 「適格請求書等について」 

⑧青年部会・女性部会税務・労務研修会 

税及び社会保険に関する理解と知識を深めることを目的として、宇和島税務署管内の全法人の

青年経営者・女性経営者及び従業員を対象に宇和島税務署長、宇和島税務署森田統括官による

税務研修会と特定社会保険労務士による労務研修会を開催しました。 

    １）平成３０年６月５日  きさいや広場                  出席者 ３１名 

            税務研修 テーマ 「自主点検チェックシート有効活用について」 

            労務研修 テーマ 「働き方改革の対応について」 

    ２）平成３０年６月２１日 かどや駅前店                  出席者 １３名 

            税務研修 テーマ 「税務行政の将来像」 

  ⑨第２４回南予ブロック女性部会合同税務研修会 

    南予の３法人会の女性部会員相互の交流を目的とした日帰り合同研修会に、宇和島法人  

    会が主管として宇和島税務署長による税務研修会を開催しました。 

     １）平成３０年１０月２８日 真珠会館                 出席者 ３８名 

                 テーマ 「事業承継税制のあらまし」 

⑩地域支部税務・経営研修会 

税及び経営に関する理解と知識を深めることを目的として、各地域支部管内の全法人を対象に

宇和島税務署統括官森田敏由氏、日本政策金融公庫支店長森田達也氏による税務研修会と経営

研修会を開催しました。 

１）吉田支部税務研修会  平成３０年６月７日 吉田町商工会館   出席者  １３名 

              テーマ 「自主点検チェックシート有効活用について」 

２）津島支部税務研修会   平成３０年６月８日 津島町商工会館  出席者 １６名 

              テーマ 「自主点検チェックシート有効活用について」 



３）三間支部税務研修会  平成３０年６月２２日 三間町商工会館  出席者  １０名 

              テーマ 「自主点検チェックシート有効活用について」 

４）鬼北支部税務研修会  平成３０年６月２５日 鬼北町商工会館   出席者  １８名 

              テーマ 「自主点検チェックシート有効活用について」 

５）愛南支部税務・経営研修会 平成３０年６月２６日 愛南町商工会  出席者  ２６名 

              テーマ 「自主点検チェックシート有効活用について」 

              テーマ 「地域の経済金融情勢について」 

        ⑪青年部会租税教室事業 

宇和島税務署管内の小学校を対象に、青年部会の役員等が講師となり、税の大切さ、税が私

たちの生活にどのように役立っているかを認識してもらうことを目的として、租税教室を開

催しました。 

実施日 学校名 対象者 講 師 出席数 

３０年６月１９日 

６月２５日 

６月２６日 

  〃 

７月 ３日 

３１年１月１８日 

番城小学校 

鶴島小学校 

和霊小学校 

〃 

明倫小学校 

宇和津小学校 

６年生 

６年生 

６年生 

６年生 

６年生 

６年生 

畑中貴博 

兵頭岩見 

木下裕介 

下田雄二郎 

土居信明 

山中健二 

７８名 

４０名 

４０名 

４０名 

９３名 

３２名 

 

（２） 税に関する広報事業 

平成３０年度豪雨災害復興支援事業として「宇和島特産応援フェスタ」が開催されました。  

宇和島地区税務連絡協議会が共催し、宇和島法人会青年部会・女性部会役員が、e-Taxのチラシ

配布と花の苗６００鉢を無料でプレゼントしました。宇和島税務署長・職員、（公社）宇和島法人

会、宇和島税務署管内納税貯蓄組合連合会、宇和島税務署管内青色申告会連合会、四国税理士会

宇和島支部、宇和島間税会の各役員の方にも応援をいただきました。 

１）平成３１年１月２０日   宇和島市新町商店街   参加者 ８名（法人会関係） 

 

（３） ホームページ並びに広報誌等による税情報の発信 

ホームページで各種研修会、講演会、地域イベントの開催要項を掲載するとともに、国税と地方税

の税関連情報を掲載しました。広報誌「ほうじん」は年１回発行し、国税に関する情報、改正事項

等を掲載し、会員のみならず、公共機関・金融機関等に配布して、広く一般への周知を行いました。 

（４） 税に関する表彰事業 

①税に関する作文表彰 

宇和島税務署管内納税貯蓄組合連合会を後援し、将来を支える若者にさらなる税についての理解

と意識啓発機会を提供することを目的として、宇和島税務署管内の中学校の生徒を対象に税をテ

ーマとした作文を募集し、女性部会の役員もその選考に参加、優れた作品を宇和島法人会会長賞

として表彰しました。 

②税に関する絵はがきコンクール 

宇和島税務署管内の租税教室に参加した小学校を対象に、租税教室の一環として、女性部会が主

体となり、「税に関する絵はがきコンクール」を実施しました。２５１点の応募作品の中から優秀

な作品（最優秀作品ほか各賞１０点、入選５点）を選定、全作品をフジ北宇和島店、伊予銀行、

宇和島商店街、宇和島税務署、宇和島信用金庫に展示し、各小学校にて表彰式を行いました。 



 

（５） 法人会全国大会及び税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出 

全法連では、全国各法人会会員から税制に関する意見要望を取りまとめて、税制改正の提言を決

議し、法人会全国大会で発表後、関係機関に対し要望活動を行っています。当会でも、法人会全

国大会で発表された税制・税務に関する提言を、地元選出の国会議員、宇和島市に提出するとと

もに、ホームページ、並びに広報誌を通じ広く一般に周知しました。 

１）平成３０年１０月１１日 第３５回法人会全国大会参加（鳥取大会）   出席者 ４名 

  平成３０年１１月１２日 要望書提出 宇和島市役所          出席者 ３名 

  平成３０年１１月１２日  〃   山本公一事務所          出席者 ３名 

 

（６） その他税に関する啓発事業等 

①全国青年の集い 

全国の青年経営者及び従業員が集い、税制、財政及び地域社会の健全な発展等法人会の目的を達

成するための情報交換、意見交換並びに議論を行いました。当会から青年部会員が参加しました。 

１）平成３０年１１月８・９日 第３１回法人会全国青年の集い（岐阜大会） 出席者 ４名 

②全国女性フォーラム 

全国の女性経営者及び従業員が集い、税制、財政及び地域社会の健全な発展等法人会の目的を達

成するための情報交換、意見交換並びに議論を行いました。当会から女性部会員が参加しました。 

 １）平成３０年４月１２日 第１３回法人会全国女性フォーラム（山梨大会） 出席者 ６名 

 

公２ 地域企業の健全な発展と地域社会への貢献を目的とする事業 

（１）事業者研修・指導・講演会等 

①通常総会記念講演会 

地域企業の健全な発展と地域社会への貢献活動を目的として、会員のみならず広く一般による

参加を募り、通常総会後に講演会を開催しました。 

 １）平成３０年５月２４日     宇和島自動車会館５F         出席者 ９５名 

     テーマ「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 

②中小企業会計啓発・普及セミナー 

中小企業の自己啓発支援と「中小企業の会計に関する基本要領」の普及拡大を目的として、中小

企業基盤整備機構の協力を得てセミナーを開催しました。 

１）平成３０年 1０月１６日  宇和島自動車会館３F            出席者  １５名 

    テーマ「企業の経営力強化をめざす会計」 

講 師  税理士 山内実氏  

      ③働き方改革関連法説明会 

       労務管理に関する理解と知識を深めることを目的として、働き方改革関連法の概要について、 

宇和島税務署管内の全法人を対象に宇和島商工会議所と共催し、セミナーを開催しました。 

 １）平成３０年１１月９日 宇和島商工会館３F                     出席者 ２４名 

      講 師 労働基準監督官 今村 匠氏 

 ④パソコン研修会 

       中小企業の業務効率化と IT化を支援することを目的として、宇和島税務署管内の全法人を 

対象に、エクセル・パワーポイントの研修会を開催しました。 



 １）平成３０年１１月１４日・１１月２１日 宇和島バスセンター２F    出席者 ９名 

     内 容 エクセル実用コース、パワーポイント入門コース 

     講 師 シニア情報アドバイザー 

⑤支部新春講演会 

地域企業の健全な発展と地域社会への貢献活動を目的として、吉田支部管内の全法人を対象

に、講演会を開催しました。 

１）平成３１年１月１５日 吉田町商工会                    出席者 １１名 

   テーマ 「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 

   ⑥女性部会新春講演会                            

地域企業の健全な発展と地域社会への貢献活動を目的として、宇和島税務署管内の全法人の女

性経営者及び従業員を対象に、講演会を開催しました。 

１）平成３１年１月２８日 東洋軒 風人月下               出席者 ２１名 

     テーマ 「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  

 

  ⑦経理担当養成講座－社会保険実務コース 

  新たに経理業務に携わる方、基礎から勉強したい方向けの、社会保険、労働保険の実務目的と

して、宇和島税務署管内の全事業所を対象にセミナーを開催しました。 

  １）平成３１年２月８日、２月１９日宇和島商工会館３F 講師 木村倫人    出席者 １５名 

 

⑧新春講演会 

 地域企業の健全な発展と地域社会への貢献活動を目的として、宇和島税務署管内の全事業所を

対象に、講演会を開催しました。 

 １）平成３１年２月 ５日  宇和島商工会館３階ホール        出席者 ４６名 

     テーマ「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 重松 栄治氏 

⑨インターネットセミナー 

地域企業の健全な発展を目的として、企業経営に関する研修を支援するためインターネットを

活用した講演会、セミナーの配信を行いました。 

（２）その他事業者支援事業等 

①融資制度の普及推進 

中小企業並びに個人事業所の資金調達の円滑化を目的として、愛媛県法人会連合会連が地元金融機関

愛媛県信用保証協会と提携している融資制度『トライアングル１０００』及び法人会・税理士会によ

る『コラボレーションローン』の融資制度の積極的な広報を図り、普及推進を行いました。 

 

(３)  地域社会貢献事業 

①地域イベントへの参加 

 ・第６５回南予剣道大会への寄付 

 １）平成３０年５月２７日 宇和島市総合体育館              参加者 ３５０名 



 ・吉田支部がライオンズクラブ主催の献血事業に参加 （献血者に景品としてカップ麺を提供） 

１）平成３０年１０月１６日 吉田町役場             参加者９名（献血者５３名） 

 ・おかえりコンサート２への協賛   

１）平成３１年１月２０日 宇和島市南予文化会館             参加者１１６０名  

「・坊ちゃん劇場」復興特別公演ミュージカル「誓いのコイン」への協賛 

１）平成３１年３月３０日 宇和島市南予文化会館             参加者１６２３名 

 

②第３３回川淵カップ宇和島サッカーフェスティバル開催  

宇和島法人会青年部会と宇和島市サッカー協会が主催し、宇和島市・愛南町・鬼北町の小学生３１チ

ームが参加、運営資金の一部を支援し、各チームに記念品を贈呈しました。 

１）平成３０年７月１日 丸山公園陸上競技場                  参加者 ４５０名 

 

     ③平成３０年７月豪雨災害の被災地を訪問しました。 

     宇和島法人会からの支援物資と AIG損害保険(株)・アフラック生命保険(株)様からの支援物資と併せ

て被災地をお見舞いし、支援物資をお届けしました。     吉田町・松野町・鬼北町計 ４７件 

     ④宇和島市に復興支援金を贈呈しました 

     １）平成３０年８月２２日  宇和島市役所  支援金１００万円         出席者 ４名 

     ２）平成３１年１月３１日宇和島市役所支援金２１万円（愛媛県連よりの寄付金）  出席者 ３名 

（４）行政等からの委託事業等の推進 

① 働く家族の介護力強化事業の推進 

経営者の方、現在働いている家族の介護に携わるっている方、またこれから家族の介護について考え

て行こうとされている方を対象に「介護離職」への備えをするための目的として、愛媛県連が愛媛県

より受託している事業を支援しました。 

 

その他の事業 

他１会員の交流と会員の福利厚生等に資する事業 

（１）会員間の交流に資するための事業 

①会員交流会 

会員相互の情報交換、異業種交流により今後の経営に役立てる目的で開催しました。 

また宇和島法人会役員との親睦を深めることを目的として開催しました。 

１）通常総会後の会員交流会  平成３０年５月２４日 宇和島自動車会館５F 出席者 ６７名    

２）新春講演会後の会員交流会 平成３１年２月 ５日 宇和島商工会館３F  出席者 ２３名 

    

②支部異業種交流会 

各支部において、会員が情報交換、異業種交流を行い、会員相互の一層の親睦を深めることを目的

として開催しました。 

１）吉田支部交流会 平成３０年６月 ７日  吉田町商工会館      出席者  ８名 

２）鬼北支部交流会 平成３０年６月２５日  鬼北町商工会館       出席者 １５名             

３）愛南支部交流会 平成３０年６月２６日  お食事処なにわ        出席者 １８名  

 ③青年部会・女性部会交流会 

青年部会・女性部会において、部会員が情報交換、異業種交流を行うことを目的として開催しまし



た。 

１）平成３０年 ６月  ５日      きさいや広場            出席者 ２９名 

２）平成３０年 ６月２１日    かどや駅前店    （役員含む） 出席者 １３名 

３）平成３０年１２月 ６日    かどや弁天町店           出席者 ３０名 

 ④女性部会日帰り研修旅行での交流会 

八幡浜法人会・大洲喜多法人会・宇和島法人会の各女性部会が持ち回りにて開催、本年度は宇和島

法人会が主管しました。部会員相互の交流を深めることを目的に税務研修会・部会員交流会を開催、

研修事業として、宇和島闘牛大会の見学を行いました。 

１）平成３０年１０月２８日  真珠会館・宇和島闘牛場      出席者 ３８名 

⑤優良法人申告法人部会交流会 

優良申告法人部会において、部会員が情報交換、異業種交流を行うことを目的として開催しました。 

１）平成３０年 ６月２７日     ビストロエビス          出席者 ６名 

１）平成３０年１２月１２日    和日輔               出席者 ６名 

 ⑥拡大組織委員会交流会 

正副会長と地元金融機関支店長を含む組織委員会との情報交換、異業種交流会、会員増強期間

での会員増強推進の目的で開催しました。 

１） 平成３０年９月２６日     かどや駅前店         出席者 １３名 

⑦厚生委員会・理事会後の交流会 

厚生委員会・理事役員との情報交換、異業種交流会、福利厚生制度の推進等の目的で開催しま

した。 

１） 平成３０年１１月２６日     かどや駅前店         出席者 ４０名 

 

   （２）会員の福利厚生等に資する事業 

①コラボレーションローンの普及推進 

地域企業の資金調達の円滑化を目的として、愛媛県連が地元金融機関、四国税理士会愛媛県支部連

合会と提携している当該融資制度の普及推進を行いました。 

②インターネットバンキング特別割引制度の普及推進 

地域企業の業務効率化や利便性の向上を目的として、愛媛県連が地元金融機関、四国税理士会、愛

媛県支部連合会と提携している当該制度の普及推進を行いました。 

③大型保障制度の普及推進 

企業経営の安定と防衛を目的とし、法人会会員企業の福利厚生制度として推進しました。 

④ ビジネスガードシリーズの普及推進 

企業経営のリスクをカバーする損害保険を目的とし、法人会会員企業の福利厚生制度として推進し

ました。 

⑤がん保険制度の普及推進 

企業の経営者・社員の健康に関連した保険で、法人会会員企業の福利厚生制度として推進しました。 

 

（３）その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

①会員増強事業として拡大組織委員会を開催 

９月から１２月を会員増強月間として、各支部に目標数を設定し、役職員はもとより、福利厚生協

力会社とも連携を深め、高い成果を上げるべく増強運動を展開して、あらゆる退会防止策もあわせ

講じました。今年度も地元金融機関の強力な支援をいただき、会員拡大に努めました。 



 

 

宇和島法人会組織関係 

 平成３０年３月末 平成３１年３月末 

所管法人数  １，９８４    １，９８４ 

法人会員数   ９９９      ９９９ 

加入率 ５０，３５％ ５０，３５％ 

個人会員数   １７６  １５５ 

総会員数 １，１７５    １，１５４ 

 

青年部会組織関係 

平成３０年３月末会員数 ４５ 

入会数 ０ 

退会数 ０ 

平成３１年３月末会員数 ４５ 

 

女性部会組織関係 

平成３０年３月末会員数 ３０ 

入会数 ３ 

退会数 ０ 

平成３１年３月末会員数 ３３ 

 

 

 

 

（４）諸会議 

   ① 総会・理事会・監査会 

年月日 会議名 内     容 会  場 出席者 

30.4.13 監査会 平成 30年度会計監査 事務局     2名 

30.4.19 

 

 

 

第１回理事会 

 

 

 

議事 

１.平成 29年度事業報告並びに決算報告 

の承認について 

２.理事候補者の選任について 

宇和島自動車

会館３F 

 

   35名 

 

 

 

30.5.24 通常総会 議事 

１.平成 29年度決算報告承認について 

２.理事の選任について 

３.理事会承認事項 

平成 29年度事業報告 

平成 30年度事業計画 

平成 30年度収支予算 

宇和島自動車

会館 5F 

   89名 



30.8.10 

 

臨時理事会 

 

議事 

1.豪雨災害の義援金について 

2．理事の選任、退任について 

宇和島自動車

会館 3F 

   33名 

 

30.11.26 第２回理事会 1．30年度事業報告及び収支状況 

2．会員の増強運動について 

かどや駅前店    40名 

31.3.12 

 

第３回理事会 議事 

1.平成 31年度事業計画・収支予算（案）

承認 

2.第 7回通常総会、記念講演会について 

宇和島自動車 

会館３F 

   33名 

 

 ② 役員会・委員会 

年月日 会議名 内  容 会  場 出席者 

30.4.10 第１回 

正副会長会議 

議事 

1.平成 29年度事業報告・決算報告 

2．理事候補者選任・退任について 

事務局     6名 

30.8. 3 第 2回正副会長委

員長会議 

1.豪雨災害の義援金について 

2.臨時理事会開催について 

事務局    5名 

30.9.26 拡大組織委員会 会員の増強について かどや駅前店     13名 

30.11. 6 第 3回 

正副会長会議 

議事 

1.平成 30年度事業報告・収支状況 

2.第２回理事会開催について 

事務局     5名 

30.11.26 第１回 

厚生委員会 

議事 

1.福利厚生制度中間報告について 

2.福利厚生制度推進策について 

かどや駅前店     13名 

30.12.13 第１回広報委員会 第 68号広報誌発行について 事務局 4名 

年月日 会議名 内  容 会  場 出席者 

30.12.26 第２回広報委員会 第 68号広報誌発行、掲載内容について 事務局 4名 

31. 2.19 第 4回 

正副会長会議 

議事 

1.平成 30年度事業計画・収支予算（案） 

2.第 7回通常総会他 

事務局 6名 

 

③ 支部会 

年月日 支 部 名 内    容 会   場 出 席 

30. 6. 7 

30. 6. 8 

30. 6.22 

30. 6.25 

30. 6.26 

吉田支部 

津島支部 

三間支部 

鬼北支部 

愛南支部 

29年度事業報告承認の件他 

29年度事業報告承認の件他 

29年度事業報告承認の件他 

29年度事業報告承認の件他 

29年度事業報告承認の件他 

商工会館 

商工会館 

商工会館 

商工会館 

商工会館 

  13名 

16名 

  10名 

  18名 

  26名 

 

④ 優良申告法人部会 

年月日 会 議 名 内    容 会  場 出 席 



30. 6.27 

30.12.12 

第 3回交流会議 

第 4回交流会議 

29年度事業報告収支決算承認の件 

優良申告法人部会研修視察の件 

ビストロエビス 

和日輔 

 6名 

 6名 

 

⑤ 青年部会 

年月日 会 議 名 内      容 会  場 出 席 

30. 5.17 

30. 6. 5 

30. 7. 2 

30. 9. 7 

30. 9.26 

30.11.29 

30.12. 6 

30.12.19 

31. 1.25 

31. 3.18 

第 1回役員会 

第６回会員交流会議 

定時連絡協議会役員会 

県連絡協議会宇摩大会 

四法連部会長サミット 

第 2回役員会 

合同例会 

県青連協役員会 

租税教室慰労会 

第 3回役員会 

第 6回会員交流会ついて他 

29年度事業報告収支決算承認他 

29年度事業報告、収支決算 

技術研究所紙産業技術センター見学 

定時連絡協議会 

租税教室について 

事業中間報告について 

平成 29年度の事業進捗について他 

今後の租税教室の取組について 

平成 31年度予算、事業計画について 

事務局 

きさいや広場 

明倫館 

四国中央市 

松山市 

事務局 

かどや弁天町店 

松山市 

銀 

事務局 

6名 

14名 

２名 

２名 

２名 

6名 

13名 

   2名 

  8名 

   5名 

 

⑥ 女性部会 

年月日 会 議 名 内      容 会   場  

30. 5.17 

30. 6. 5 

30. 6. 7 

30. 8.21 

30. 9.25 

30.10. 5 

30.10.28 

30.11.29 

30.12. 6 

31. 1.17 

31. 1.28 

31. 2. 7 

31. 3.13 

第１回合同役員会 

第 6回会員交流会議 

南予ブロック会議 

女性部会連絡協議会議 

四連協部会長サミット 

第２回役員会 

南予ブロック税務研修会 

女性部会連絡協議会議 

合同例会 

第３回役員会 

女性部会新春講演会 

女性部会連絡協議会議 

第４回役員会 

第６回会員交流会議について 

29 年度事業報告について 

南予ブロック女性部会研修会について 

第１回女性フォーラム愛媛実行委員会 

グループ討議 

絵はがきコンクールについて他 

税務研修会・宇和島闘牛観光 

第２回女性フォーラム愛媛実行委員会 

事業中間報告について 

「全国女性フオーラム」について 

「事業承継税制のあらまし」 

第３回女性フォーラム愛媛実行委員会 

31 年度事業計画・予算他 

事務局 

きさいや広場 

かどや弁天町 

松山市 

高知市 

事務局 

真珠会館 

松山市 

かどや弁天町店 

事務局 

東洋軒 

松山市 

バスセンター 

7名 

11名 

10名 

3名 

２名 

7名 

38名 

3名 

10名 

5名 

 30名 

2名 

9名 

 

（５）全法連・四法連・愛媛県連事業への参加他 

① 全法連・四法連・県連 

年月日 会 議 名 内     容 会  場 出 席 



30. 4.26 

30. 5.11 

30. 6.12 

30. 6.18 

30. 7. 4 

30. 8.27 

30.8.30 

30. 9.19 

30.9.27 

30.9.28 

31. 2. 6 

31. 1.29 

31. 2. 7  

31. 2.12 

31.2.27 

31. 3.11 

31. 3.14 

31.3.26 

第１回厚生委員会 

第 13回理事会 

第 6回通常総会 

第１回税制委員会 

第１回事業研修委員会 

第１回組織委員会 

第１回事業研修委員会 

第１回総務委員会 

第２回厚生委員会 

第１回正副会長会議 

第 3回厚生委員会 

第 2回正副会長会議 

第 2回事業研修委員会 

第 2回組織委員会 

第 2回事業研修委員 

３０年度広報委員会 

第 2回総務委員会 

正副会長会議 

福利厚生制度推進結果報告 

事業報告決算報告承認 

平成 29年度決算報告承認 

平成 29年度税制改正要望事項 

平成 29年度研修加入員等 

会員増強の現況について他 

県連の研修事業の実施状況・計画 

全法連総務委員会の審議事項 

福利厚生制度進捗状況 

今後の法人会運営について 

全法連厚生委員会報告他 

全国専務理事会議の報告 

研修事業に関する活動報告 

会員の増強の現況について 

研修事業の実施状況他 

平成 29年度広報活動について 

全法連総務委員会の審議事項他 

31年度事業計画収支予算 

ふなや 

東京第一ホテル 

東京第一ホテル 

東京第一ホテル 

東京全法連会館 

松山全日空ホテル 

東京第一ホテル 

東京第一ホテル 

東京第一ホテル 

東京第一ホテル 

東京第一ホテル 

東京第一ホテル 

東京全法連会館 

東京第一ホテル 

東京第一ホテル 

東京第一ホテル 

東京第一ホテル 

東京第一ホテル 

清家会長他 2名 

清家会長他 2名 

清家会長他 9名 

猪野副会長 

清家会長 

戸田副会長 

清家会長 

松為理事 

村重副会長 

清家会長 

村重副会長 

清家会長 

清家会長 

兵頭常任理事 

清家会長 

岡田理事 

松為理事 

 清家会長 

 

② その他会議 

年月日 会 議 名 内    容 会 場 出 席 

30. 7.27 

30.12.27 

31. 3. 4 

四法連事務局会議 

県下事務局会議 

全法連事務局セミナー 

四法連事業活動について他 

全法連助成金の勉強会 

[管理者のための立入検査のポイント」他 

クレメント  

ホテルサンルート 

東京西新宿 

１名 

１名 

１名 

      

③ 友誼団体 

年月日 団   体 名 行  事 会 場 出席者 

30. 4.24 

30. 5.21 

30. 8.29 

30. 9.11 

30.10.18 

30.12. 3 

四国税理士会 

宇和島地区租税教育推進協議会 

宇和島間税会 

宇和島地区青色申告会連合会 

第１４回宇和島地区税務連絡協議会 

宇和島税務署管内納税貯蓄組合連合会 

定期総会 

定期総会 

通常総会 

通常総会 

定例協議会 

定期総会 

クレメントホテル 

宇和島税務署 

宇和島自動車会館 

商工会館 

宇和島自動車会館 

商工会館 

清家会長 

清家会長 

戸田副会長他 

戸田副会長他 

清家会長他 

清家会長他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


