令和元年度事業報告書
１．概況
公益法人の理念を念頭に、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、地域
の活性化にも配慮しつつ、積極的な活動を展開してまいりました。
「税制改正に関する提言」や
「租税教室」
「絵はがきコンクール」｢税金クイズ｣等の開催、
「税を考える週間」行事としての
柳井駅での広報活動、献血活動など事業の充実を図りました。今年度初めて柳井市の平郡東小学
校と周防大島町の浮島小学校の離島での租税教室を開催しました。
組織基盤・財政基盤の強化にも取り組み、組織委員会を中心に会員増強の推進、厚生委員会
を中心に福利厚生制度における大型保障制度等の推進を行いました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、青年部会・女性部会の研修会を中止いた
しました。また第４回理事会に於いても、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６
条及び定款第３０条の規定により文書による審議を行うこととなりました
２．公益関係
（１）税の啓発活動
① 税制・税務・経営に関する研修会等の実施状況
会員及び一般の経営者や経理担当者を対象に税を中心とした説明会、研修会を開催した。
・令和元年

５月３０日（金）

軽減税率制度ついて

８６名参加

・令和元年６月１１日（火）
租税教育活動について

１５名参加

・令和元年６月２８日（金）
軽減税率制度研修会

４１名参加

・令和元年７月１日（月）
軽減税率制度研修会

１１３名参加

・令和元年９月１０日（火）
自主点検チェックシート 研修会

２７名参加

・令和元年１１月１１日（月）１１月１２日（火）
女性部会「税の座談会」
・青年部会「税の座談会」

２８名参加

・令和元年１１月１９日（火）
年末調整・軽減税率制度説明会

４２名参加

・令和元年１１月２０日（水）
年末調整・軽減税率制度説明会

１２１名参加

・令和元年１１月２７日（水）
経理・経営研修会

１７名参加

・令和２年２月４日（火）
電子申告研修会

１１名参加

② 租税教室
青年部会の事業として、柳井市・周防大島町の次代を担う児童や生徒を対象に租税室を
開催している。小学校は租税教育用のビデオを教材として使用すると共に、身近な事例
をパネル写真等で解説し、税の仕組み、税の使い道、税が私たちの暮らしにどのように
役立っているかなど 税の大切さや必要性について授業を展開した。中学校の租税教室
に於いては、グループワーク形式にて授業を展開した。

租税教室開催学校名
学

校 名

年

月 日

対

象 者

中学校
東和中学校

令和 １年 ７月 ９日

１学級

柳井南中学校

令和 １年１１月２１日

１学級

柳井西中学校

令和 １年１２月 ２日

１学級

久賀中学校

令和 １年１２月 ４日

１学級

柳井中学校

令和 １年１２月１１日

５学級

安下庄中学校

令和 １年１２月１８日

１学級

大島中学校

令和 ２年 １月２３日

１学級

三蒲小学校

令和 １年 ６月 ５日

１学級

明新小学校

令和 １年 ６月 ５日

１学級

沖浦小学校

令和 １年 ６月 ５日

１学級

油田小学校

令和 １年１０月１１日

１学級

森野小学校

令和 １年１０月１１日

１学級

城山小学校

令和 １年１０月１１日

１学級

柳井小学校

令和 １年１２月 ６日

３学級

新庄小学校

令和 １年１２月 ９日

２学級

大畠小学校

令和 １年１２月１０日

１学級

小田小学校

令和 １年１２月１２日

１学級

柳東小学校

令和 ２年 １月 1６日

２学級

浮島小学校

令和 ２年 １月１７日

１学級

安下庄小学校

令和 ２年 １月１７日

１学級

柳井南小学校

令和 ２年 １月２１日

１学級

久賀小学校

令和 ２年 １月２９日

１学級

平郡東小学校

令和 ２年 １月２９日

１学級

柳北小学校

令和 ２年 ２月 ６日

１学級

小学校

③ 青年部会・女性部会「税の座談会」
経営者及び次世代経営者、幹部及び職員を対象に様々な税を研修テーマに取り上げ、税に
関する理解と知識を深めるとともに、正しい税知識を身につけることを目的に座談会を開
催した。横村税務署長を講師に「税のアレコレ」と題し、多方面からお話し頂き、質疑応
答等 大変有意義な時間を過ごした。
④ 税金クイズ
１１月の柳井まつりでは、税金のしくみや税の役割などの理解を促すことを目的として、
柳井市の体育館に於いて、１,３００人を対象に税金クイズを開催した。参加者の年齢層は
広く、まつり会場らしく楽しみながらクイズに挑戦してもらった。
２月の税理士会主催の税の相談会場（ゆめタウン柳井）では２００人を対象に税金クイズ
にチャレンジしてもらった。参加者は両会場で１,５００名。
⑤ 税に関する「絵はがきコンクール」等
柳井市・周防大島町の小学校の全学年を対象に第１７回「絵はがきコンクール」を開催し
た。税を正しく理解してもらい、税が私たちの生活にどのように役立っているかを知って
もらうためのものである。管内２１校全ての学校が参加、５６７点の応募があった。
⑥ 会報及びホームページ
会報「法人会だより」を１月に発行した。絵はがきコンクール・税に関する作文・習字、
租税教室及び税金クイズの様子、また消費税や確定申告に関する情報を掲載した。ホーム
ページは全法連の統合プラットホームシステムを利用して作成している。研修 会や事業
の案内及び活動報告等その都度必要と思われる情報を随時発信した。
⑦「税を考える週間」の広報活動
税についての理解と意識啓発を促すことを目的に、税の使途を明示した広報用のティッシ
ュを、青年部会・女性部会、柳井税務署幹部と一緒にＪＲ柳井駅において通勤通学の駅の
利用者に１，０００人に配布した。また新聞紙上においても広報掲載した。
（２）税制提言活動
① 税制改正に関するアンケート調査
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などの税制改正
要望事項について、様々な業種の中小企業経営者を対象に２５名よりアンケートに協力い
ただいた。アンケート結果及び各人の税制に関する要望等を税制委員会にて取りまとめ、
柳井法人会として県連に提出した。
② 国会議員・柳井市長・周防大島町長・柳井市議会議長対する陳情
「令和２年度税制改正に関する提言」を地元選出国会議員・市長・町長・市議会議長と面談
して提言の要請をした。
令和元年１１月２７日

国会議員

岸

信夫（秘書）吉永 隆史 氏

柳井市長

井原健太郎 氏

柳井市議会議長 藤沢 宏司 氏
令和元年１２月 ２日

周防大島町長

椎木

巧 氏

（３）地域社会貢献活動
① 講演会
令和元年５月３０日（木）
新しい『令和』の時代に向けて 人生いろどり もうヒトハナ咲かそう
横石 知二 氏

１３１名参加

令和元年６月２８日（金）
「天の岩戸・ヤマタノオロチ」古事記より
画
檜垣 圭子 氏
語り 弘田 裕子 氏

４１名参加

② 献血活動
本会の組織力を活かした社会貢献活動の一環として献血活動を実施した。柳井税務署の駐車
場にて１０月１７日開催。台風１９号により被災地域を中心に約６，０００人分の献血確保
ができていないとの緊急協力依頼があるなか、会員企業の皆さんや柳井税務署の皆さんのご
協力を頂き、当日の目標人数を達成した。

８５名参加

③寄付金事業
今年度は柳井・大島地域に於いて寄付金事業を行う重大な災害の発生はなし。
３．共益関係
（１）福利厚生事業
福利厚生事業を取り巻く環境は依然厳しい状況ではあります。ＡＩＧ損害保険会社とアフラ
ック生命保険㈱においては前年を上回る好結果となりましたが、大同生命保険㈱とにおいて
は残念ながら前年度を上回る事が出来ませんでした。
令和元度待福利厚生制度保険料収入実績
① 大同生命保険㈱
② ＡＩＧ損害保険
対前年度比 93.9％
対前年度比 119.5％
（２）会員増強推進

③ アフラック生命保険㈱
対前年度比 105.6％

会員増強は、組織の強化拡充の根幹です。厳しい条件下にありますが、組織委員会・理事
一丸となって増強に励みました。
所管法人数（社） 会員数（社）
加入率（％）
期首会員数
８０７
４２８
５３．０
期末会員数
８０７
４２９
５３．２
(３) 青年部会・女性部会
税に対する基礎知識や企業経営全般について研修会を開催し、資質の向上と法人会活動の
充実・活性化に努めた。青年部会は、昭和５７年５月設立
・青年部会においては「山口県青年の集い 下関大会」に７名参加し、県内部会員相互の親
睦・交流を図った。
「全国青年の集い 大分大会」に３名参加した。
・女性部会においては「租税教育活動シンポジウム 柳井大会」を主管で開催し、１４２名に
ご参加頂き、部会員一丸となって対応した。女性部会は、平成８年６月設立
４．管理関係
（１）諸会議
① 通常総会の開催
② 理事会の開催（決算理事会・臨時理事会・中間報告理事会・予算理事会）
③ 正副会長会議の開催
③ 委員会及び部会の開催

