平成２８年度事業報告

Ⅰ．概

自

平成２８年 ４月 １日

至

平成２９年 ３月３１日

況

本年度は、法人会の原点である「税」に関する活動（税知識の普及、納税意識の高揚、
税制及び税務に関する調査研究並びに提言）を柱として、地域企業の健全な発展に資
するための各種研修事業及び地域社会への貢献を目的とした啓発活動を掲げ、税のオ
ピニオンリーダーとしてまだまだ不十分ではあるが、社会的責任を果たすことが出来
た。また、活動を活性化させるための会員交流・部会交流を通して、会員増強運動や
財政の根幹となる福利厚生制度への加入等、次に掲げる事業活動を積極的に推進した。

Ⅱ．主な活動
１．税知識の普及を目的とする事業
（改正税法、申告事務、税務研修、租税教室）
・平成２８年 ５月２５日

税務研修会 「税制改正のあらましについて」

講師 観音寺税務署法人課税部門統括官（於：観音寺商工会議所）
・平成２８年 ６月１４日

租税教室講師派遣（青年部会役員）
観音寺市立観音寺小学校 ３クラス

・平成２８年 ８月２４日

税務研修会「消費税について」

講師 観音寺税務署法人課税部門担当官（於：観音寺商工会議所）
・平成２８年１１月２２日 税務研修会「相続税について」
講師 観音寺税務署個人課税部門統括官 (於：観音寺商工会議所)
・平成２８年１１月２５日

租税教室講師派遣（女性部会役員）
観音寺市立大野原小学校 ３クラス

・平成２８年１２月 ２日

租税教室講師派遣（女性部会役員）
三豊市立二の宮小学校 １クラス

・平成２８年１２月１６日

租税教室講師派遣（女性部会役員）
三豊市立吉津小学校

１クラス

・平成２９年 １月１１日 租税教室講師派遣（女性部会役員）
三豊市立比地大小学校 １クラス
・平成２９年 １月１６日

租税教室講師派遣（女性部会役員）
三豊市立麻小学校

・平成２９年 １月１９日

１クラス

租税教室講師派遣（女性部会役員）
三豊市立大見小学校

１クラス

・平成２９年 １月１９日 租税教室講師派遣（青年部会役員）
一ノ谷小学校
・平成２９年 ２月２２日

２クラス

税務研修会「決算と消費税について」

講師 観音寺税務署法人課税部門担当官（於；観音寺商工会議所）
・平成２９年 ２月１９日 租税教室＆税金クイズ（青年部会）
講師 青年部会役員
なお、講師を育成するために平成２８年８月３０日開催の講師養成講座に青
年部会・女性部会役員を派遣した。
２．納税意識の高揚を目的とする事業
・
「税を考える週間」
（１１月１１日から１７日までの一週間）広報活動
１１月１１日、１２日、１３日、１４日の４日間、管内のスーパー等５店舗
の店頭でｅ－Ｔａｘ普及推進用のぼりを立て、啓発ロゴを入れたグッズを配布
し広く納税意識の高揚を図った。また、観音寺税務署管内の小学６年生に全法
連女性部会が推進している「税に関する絵はがき」を募集した。４８４点の応
募があり、最優秀賞１点、税務署長賞１点、法人会長賞１点、優秀賞５点を選
び表彰状を贈った。なお、応募作品を管内の大型店において１１月１１日から
１７日の間、観音寺市立図書館に１１月２４日から１２月１日まで展示を行い
税の啓発に努めた。一方、観音寺税務署管内納税貯蓄組合連合会が募集した中
学生の「税に関する作文」のうち、観音寺法人会長賞に対して１１月１６日会
長より表彰状を授与するとともに１２月２３日のクリスマスコンサートにおい
て発表した。
・地域イベントでの税の広報活動
４月２日（三豊市財田町諶之丞まつり）、７月９日（三豊市祇園まつり）、７
月３１日（一の宮サマーフェスティバル）
、７月３１日（三豊市比地大花火大会）
、
９月２２日（大野原萩まつり）、１１月１３日(観音寺福祉まつり)、１２月２３
日（クリスマスコンサート）、平成２９年３月２６日（三豊市弥谷まつり）の会
場において、税の啓発用のぼり（ｅ－Ｔａｘ推進）を設置し税グッズの配布を
行い、税に対する理解と法人会活動のアピールに努めた。
・ホームページ・広報誌・ＣＡＴＶ等による税情報の発信
ホームページでは各種研修会、講習会の開催要領を掲載し、国税を中心に国
税庁ホームページへリンクを行うとともに、適宜、税に関する情報を提供した。
また、年４回（４月、７月、１１月、１月）発行の広報誌「法人かんおんじ」
では、法人税や消費税等の国税、地方税に関する改正事項等の情報を掲載し、
会員はもとより道の駅、商工会及び市役所各支所に備え付けるとともに、ホー

ムページにて一般の方にも閲覧できるよう税情報の提供と啓発に努めた。
次に、観音寺市及び三豊市が運行している巡回バスの車外・車内にｅ－Ｔａ
ｘ利用推進の広告を掲示し、地元ＣＡＴＶにもバス同様のｅ－Ｔａｘ利用推進
と法人会の事業目的・加入案内をスポットにして広報に努めるとともに、ホー
ムページや市広報誌にも各種情報提供と広報を掲載し、納税意識の高揚に努め
た。
３．税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
平成２９年度税制改正要望事項については、全法連の基本方針に則り、中小企業
の租税負担の軽減と合理化・簡素化及び適正公平な税制・税務に関する提言を行う
ため、アンケート調査を実施し、税制委員及び役員より提出された事項を取りまと
め、県連に提出し県連がまとめて全法連に上申した。全法連では、全法人会の改正
要望事項をとりまとめ、政府関係機関に要望した。また、当会でも１１月２４日、
会長及び税制委員長が観音寺市、三豊市の市長・議長に提言書を提出し要望活動を
行いました。
４．地域企業の健全な発展に資する事業
平成２８年度のインターネット配信サービス事業は、講座コンテンツ（政治、経
済、経営一般、社員研修、健康、文化等）を紹介し無料配信により誰もが利用する
ことができるもので、この一年間に８,６１８件のアクセスが有り、企業経営等に有
効利用された。
次に、企業経営に関する研修会として下記の事業を実施した。
・平成２８年４月５日
～

６日

新入社員研修講座 （於：観音寺商工会議所）４４名
主催 観音寺商工会議所 当会共催

・平成２９年１月１６日 初級簿記講習会（於：観音寺商工会議所） １２名
～２月２０日

主催 観音寺商工会議所 当会共催

５．地域社会への貢献を目的とする事業
①平成２８年 ７月 ３日 旧観音寺支部、旧大豊支部清掃奉仕活動
（道路・河川・海岸）
７月３１日 旧三豊北支部

３１名
約７００名

②平成２８年 ６月１８日 社会貢献事業一般公開講演会
（於：観音寺グランドホテル）９１名
講師 池田

清彦氏「しなやかに生きる」

③平成２８年 ９月１３日 一般公開講演会(於：観音寺グランドホテル)
講師 樫原

禅澄氏

「女性の方が長生き」 １６１名
④平成２８年１１月２４日 三豊市にＡＥＤを寄贈した。
⑤平成２８年１２月２３日 第１６回クリスマスコンサート開催
（於：詫間町マリンウェーブ） 延８００名
⑥平成２９年 １月２６日

一般公開講演会 （於：大豊商工会館）
講師 社会福祉士 三瀬 誠氏

９名

「認知症の理解と成年後見制度の活用について」
⑦平成２９年 ２月 ７日 確定申告会場への鉢花寄贈（於：観音寺税務署内）
⑧平成２９年 ２月２１日 一般公開巡回講演会（於：観音寺グランドホテル）
講師 お笑い理学療法士 日向亭 葵氏
「生涯現役を目指す・健康術」

１７６名

６．会員の福利厚生等に資するための事業
昭和４３年から、会員企業の福利厚生制度を支援するために拠出型企業年金保険
に加入しているが、加入者も定年により減少し、事業継続が困難となっていること
から今年で終了した。現状打開のため新しい福利厚生制度の導入について厚生委員
会で検討してきた。
しかしながら、景気低迷による経営状況の悪化もあり、導入について賛否両論の意
見を踏まえ、継続して検討することとした。
７．会員の交流に資するための事業
①支部会
平成２８年

６月３０日 観音寺支部交流会 ３８名

平成２８年１０月１９日 観音寺支部役員会（会員増強）２３名
平成２８年１１月１８日 三豊支部交流会

３０名

税務署長による税務研修会
平成２８年

９月９日～１０日 観音寺支部研修旅行 １２名
支部役員会 ５回

②青年部会
平成２８年 ５月 ９日 交流会

１９名

平成２８年 ９月 ８日～１０日 役員研修旅行（北海道方面）１５名
平成２８年 ９月１３日 税務研修会
講師 観音寺税務署長・法人課税第一統括官 １７名
平成２９年 １月１８日 新春講演会 （琴弾荘）１６名
講師 高木 知巳氏
「ケーススタディーとは」

役員会及びスタッフ会 ９回
③女性部会
平成２８年 ６月２２日

交流会・研修旅行（大阪方面）３５名

平成２８年 ９月１３日 税務研修会
講師 観音寺税務署長・法人課税第一統括官 ３４名
平成２９年２月２６日～２７日 役員研修旅行 (奈良・京都方面) １２名
その他役員会 ４回
④本部役員会
平成２９年２月９日～１０日 本部役員研修旅行 (出雲方面)
（ワイナリー・漁港見学）１７名
８．その他本会の目的を達成するために必要な事業
（１）諸会議
監査会

５月 ９日

観音寺商工会議所

第１回理事会

５月２４日

第一会館

第４回通常総会

６月１６日

観音寺グランドホテル

第２回理事会

９月１５日

翠明殿

常任理事会

２月２０日

晩翠

第３回理事会

３月 ８日

観音寺グランドホテル

委員会 研修委員会

３月１５日

晩翠

（２）会員数
平成２８年 ４月 １日 １,３２９社

加入率 ６４.２％

（所管法人数 ２,０７０社）
平成２９年 ３月３１日 １,３０７社

加入率 ６２.９％

（所管法人数 ２，０７８社）
入会

９ 社

退会 ３１ 社（うち休・廃業 ２５社）

青年部会員数 ６１名

女性部会員数 ２０３名

（３）研修参加者数
本部研修回数

６回

参加者数

１２９名

支部研修回数

３回

参加者数

７７名

部会研修回数

３回

参加者数

６９名

計

１６回

（４）その他関連機関の主な会議等
４月 ５日 県連広報委員会（１名）

２７５名

４月 ７日 県連組織委員会（１名）
４月 ８日 県連研修委員会（１名）
４月１１日 県連厚生委員会（１名）
４月１４日 全国女性フォーラム福島大会（８名）
４月１８日 県連総務委員会（１名）
４月２６日 県青連協役員会（２名）
５月１７日 県連理事会（１２名）
６月 ２日 県連総会（１２名）
６月 ９日 県連税制委員会（１名）
７月 ８日 県青連交流会（７名）
７月１４日 県女連協役員会（２名）
７月２１日 四女連協連絡協議会（１名）
７月２２日 四青連協部会長サミット（２名）
８月 ９日 県女連協交流会（１０名）
９月 ９日 全国青年の集い旭川大会（２名）
９月２８日 四女連協部会長サミット（５名）
１０月１１日 四法連役員会（４名）
１０月２０日 全法連全国大会長崎大会（２名）
１月２４日 県連厚生委員会（１名）
１月２７日 県連総務委員会（１名）
２月 ６日 県連理事会（１３名）
２月１４日 全法連税制セミナー（１名）
２月２３日 全法連広報委員会（１名）
３月２３日 県連理事会（１０名）
以上の会議に、会長ほか関係役員が出席した。

