
平成２６年度（第２４期）事業報告書 
自 平成２６年 4 月 １日 

至 平成２７年３月３１日 

 

Ⅰ．概 況 

 平成２６年度は、「公益社団法人高梁法人会」として２年目を迎え、更なる研修活動の充実、

税知識の普及や建設的な税制改正の提言、地域社会貢献活動などに積極的に取り組み、小学生

を対象とした「租税教室」や「一日租税教室」《自衛隊見学会》、「税に関する絵はがきコンクー

ル」も、継続事業として定着してまいりました。 

 組織基盤の面においては、地域経済の低迷に起因し会員数の減少に歯止めがかからず、組織・

財政ともに厳しい状況が生じた一年となりました。 

 

Ⅱ．公益関係 

１．税の啓発活動 

（１）税に関する研修会の開催 

   イ．税務研修会等 

     Ｈ２６．１１．２１  「年末調整説明会」 

     Ｈ２６．１１．２６  「税務署長講演会」 

      

   ロ．個別相談会 

     Ｈ２７． ２．１２  「確定申告（電子申告）」個別相談（川上支部） 

          ２．２４  「確定申告（電子申告）」個別相談（川上支部） 

 

（２）租税教室・広報等の実施状況 

   イ．租税教室の実施状況 

     租税教育推進協議会の協力のもと、小学校５・６年生を対象に租税教室を実施。 

     Ｈ２６． ６．２５ 高梁市立高梁小学校２クラス  児童数 7０名 

     Ｈ２６． ７．２２ 『一日租税教室』自衛隊見学会 児童数 ４１名 

     Ｈ２７． １．２８ 高梁市立成羽小学校１クラス  児童数 ３７名 

     Ｈ２７． ２． ３ 高梁市立有漢西小学校１クラス 児童数  ９名 

   ロ．租税教育用の下敷き「世界の“新幹線”大集合」の作成配付 

   ハ．小学生の税に関する絵はがきコンクール 

     高梁市内の小学校１６校の５・６年生を対象に「税に関する絵はがき」を募集した。 

        参加校 ５校   出品作品数  １１９点 

   ニ．小学生の税に関する書道展 

     租税教育推進協議会主催で、小学生を対象に書道を募集した。 

                 出品作品数  １７８点 

報告事項① 

 



   ホ．会報の発行等の広報 

     ・「ほうじん」全法連発行：年４回（春・夏・秋・冬号） 

     ・「城下町」第４号を 1,000 部発行 

   ヘ．ホームページによる情報提供の実施（年間） 

   ト．改正税法の周知 

     ・消費税法の改正 

     ・教育資金の贈与税の非課税制度のあらまし 

     ・印紙税の非課税範囲の拡大 

 

（３）国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ）の利用促進活動 

 ｅ－Ｔａｘの利用拡大を図るとともに税務署や金融機関に出向くことなく、自宅やオフィス

から納付が可能ないわゆる「ダイレクト納付」を勧奨するチラシを全会員に配布 

 

２．税制提言活動 

 長引くデフレからの脱却と強い日本経済の再生を目指す安倍晋三政権による経済政策「アベ

ノミクス」が一定の効果をあげ、景気は回復基調にある。肝心なことはこれをどう持続的成長

につなげるかであり、まだまだ課題は山積している。 

 円安・株高をもたらした金融の「異次元緩和」は実体経済へ好影響を及ぼし、物価は着実に

上昇傾向を示している。昨年４月の消費税引き上げも景気への悪影響はほぼ一時的にとどまり、

価格転嫁も比較的スムーズに行われたといえよう。 

 ただ、異次元緩和による効果は一段落しており、今後は経済の自立的な好循環構造を構築す

ることが課題になる。それにはようやく始まった賃金上昇の持続や個人消費、設備投資の拡大

が必要であり、それらを後押しする実効性ある成長戦略が何より重要である。 

 政府は法人実効税率を数年で２０％台に引き下げる方針を示している。まずはこれを着実に

実行する必要がある。そして農業や医療、雇用分野などで打ち出した規制緩和策では、改革に

値するような制度設計を行うことが求められる。 

 また、国家的課題である持続可能な社会保障制度の確立と財政健全化の両立では、本年度の

基礎的財政収支赤字半減という第一段階の目標達成は可能になったものの、黒字化目標に向け

ての道筋は描かれていない。歳出・歳入一体で取り組む明確な改革行程を示すことが不可欠で

ある。 

 日本経済を取り巻く環境は中国経済の減速や続発する地政学リスクなど、依然として不透明

感が拭えない。そうした中で地域経済と雇用の担い手である中小企業には、アベノミクス効果

が十分に浸透していないうえ、エネルギーコストの上昇なども重荷になっており、さらなるき

め細かな対応が必要である。 

 このような状況下のもと、強い日本経済構築に向け、国・地方が一体となって取り組んでい

くよう地元選出の衆議院議員、高梁市長、高梁市議会議長に平成２７年度税制改正に関する提

言書を提出した。 

 

 

 



３．経営支援活動 

（１）講演会・企業セミナー等企業経営に関する研修会等の開催 

   Ｈ２６． ７． ９  接遇応対セミナー（高梁支部）（参加者 ２１名） 

               講 師  （有）イージス 人材育成コンサルタント 

                     佐 野 佐知子  氏 

 

   Ｈ２６．１２． １   経営セミナー（高梁支部）（参加者 ２５名） 

               演 題 「アンガーマネジメントセミナー」 

               講 師  フェイス代表 フリーアナウンサー 

                       山 田 響 子  氏 

 

   Ｈ２６．１２．１２   経営セミナー（高梁支部）（参加者 ２８名） 

               演 題「お金をかけずに繁盛店に変える」 

                         －１０００店を黒字化させたスペシャリストに学ぶ－ 

               講 師  （株）アチーブメントストラテジー社 

                     代表取締役  富 田 英 太  氏 

４．社会貢献活動 

（１）社会貢献活動・ボランティア活動の実施状況 

   Ｈ２６． ８．２３   マンガ絵ぶたまつり実行委員会に 

               チャッパ・篠笛などを寄贈      （川上支部） 

 

   年間を通じて「備中高梁駅花いっぱい運動」の実施       （女性部会） 

 

（２）市民講演会等の開催 

   Ｈ２６．１２．１１  「寄せ植え講習会」（女性部会）（参加者 ２４名） 

               講 師  妹 尾 節 子 氏 

 

   Ｈ２７． ３．１５   時局特別講演会（参加者 ７１名） 

               演 題 「中小企業の今後と日本経済」 

               講 師  獨協大学教授・経済アナリスト 

                      森 永 卓 郎  氏 

 

（３）協賛事業 

   ・「さくらまつり」ボンボリスポンサー 

   ・「伊賀祭」 

   ・「稲荷大祭」 

   ・「マンガ絵ぶたまつり」 

   ・「遠州茶会」 

   ・「有漢町納涼ふるさと祭り」 

   ・「備中ふるさと祭り」 



Ⅲ．共益関係 

１．福利厚生事業 

   組織を維持し活動するためには、会員の増強と財政の安定は不可欠であり、福利厚生活 

  動の如何が財政に与える影響が大きいものがある。 

   長引く景気低迷や会員企業の保険に対する意識等の変化により、法人会の福利厚生制度 

  を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いているが、取扱い三社との連携を一層強化 

  しつつ、福利厚生制度の円滑な運営を目指した推進活動を行った。 

   （１）「経営者大型総合保障制度」推進状況 平成２７年３月３１日現在 

       加入企業数      ３９社  加入率 １４．２％ 

       役員加入企業数    １３社  加入率 ４０．６％ 

   （２）「ビジネスガード」推進状況 平成２７年３月３１日現在 

       新規加入企業 目標  ５社  実績 ５社 達成率 １００．０％ 

   （３）「がん保険制度・医療保険制度」推進状況 平成２７年３月３１日保有 

       がん保険 加入企業数  ３６社  加入率 １３．１％ 

       医療保険 加入企業数  １６社  加入率  ５．８％ 

       ＷＡＹＳ 加入企業数   ２社  加入率  ０．７％ 

 

２．会員支援事業 

   Ｈ２７． １．３０  新年懇談会（青年部）        （参加者 １１名） 

               オモニ亭 

 

３．会員増強の推進 

   期末（平成２７年３月３１日現在） 

     会 員 数     ２７１社 

     全法人数     ５６０社  加入率 ４８．３％ 

 

４．支部等活動状況 

   支部組織の現状  ５支部（高梁・成羽・川上・備中・有漢支部） 

 

 

５．青年・女性部会活動 

   期末（平成２７年３月３１日現在） 青年部会会員数１７名 女性部会会員数４１名 

 

Ⅳ．管理関係 

１．諸会議 

 イ．通常総会 

   Ｈ２６． ６．１７  平成２６年度通常総会（出席者３６名、委任状１３２名） 

               場 所 高梁国際ホテル 



 ロ．役員会 

  Ｈ２６． ５．１５  第１回役員会（出席者 ２３名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

      １１．２５  第２回役員会（出席者 １７名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

  Ｈ２７． ３．２７  第３回役員会（出席者 １８名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

 

 ハ．その他の会議 

       ９．１２  有漢支部報告会 （有漢地域センター） 

      １１．２５  福利厚生制度推進会議 （高梁国際ホテル） 

 

 ニ．関係機関の会議・研修等 

 [県法連関係] 

  Ｈ２６． ５．２０  第１回理事・監事会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ６．１１  第１回税制委員会  （ホテルグランヴイア岡山） 

       ６．２５  第１回県連通常総会 （岡山プラザホテル） 

       ７． ２  第１回青年部会連絡協議会役員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ７． ４  第１回女性部会連絡協議会役員会 （岡山全日空ホテル） 

       ７．１８  第１回事務局長会議 （アークホテル岡山） 

       ８．２０  第１回組織委員会 （岡山プラザホテル） 

       ８．２７  第１回総務委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

      １０． ７  第３１回岡山県法人会青年の集い《岡山西大会》 

                      （岡山コンベンションセンター） 

      １１． ６  第９回岡山県法人会女性セミナー《津山・真庭大会》 

                            （津山国際ホテル） 

      １２．１８  第２回事務局長会議 （岡山大同生命ビル会議室） 

  Ｈ２７． ２． ６  第２回青年部会連絡協議会役員会 （ホテルグランヴイア岡山） 

       ２．１６  第２回女性部会連絡協議会役員会 （岡山全日空ホテル） 

       ３． ２  第２回広報委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ３．１７  第２回総務委員会 （ホテルグランヴイア岡山） 

 [全法連関係] 

  Ｈ２６．１１．２０  第２８回全国法人会青年の集い《秋田大会》 

        ～２１ 

 [そ の 他] 

  Ｈ２６． ５．２０  第２６回高梁市租税教育推進協議会定期総会（高梁税務署） 

      １１． ７  平成２６年度税務署長表彰式（高梁市文化交流館） 

      １１．１３  租税作品表彰式 （イズミゆめタウン高梁） 


