
平成２７年度（第２５期）事業報告書 
自 平成２７年 4 月 １日 

至 平成２８年３月３１日 

 

Ⅰ．概 況 

 平成２７年度は、「公益社団法人高梁法人会」として３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、地域経済の低迷が長引くことによる会員数の減少で、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 

     Ｈ２７．１０．２０  「広島国税局長特別講演会」に参加 

     Ｈ２７．１１．１６  「マイナンバー対応セミナー」 

     Ｈ２７．１１．１８  「税務署長講演会」 

     Ｈ２７．１１．２０  「年末調整説明会」 

   ロ．個別相談会 

     Ｈ２８． ２．１０  「消費税転嫁対策」個別相談会（川上支部） 

          ２．２３  「確定申告（電子申告）」個別相談会（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 

     Ｈ２７． ６．１５  高梁市立成羽小学校１クラス  児童数 ３９名 

          ６．２５  高梁市立高梁小学校２クラス  児童数 ５４名 

          ８． ３  『一日租税教室』自衛隊見学会 児童数 ４１名 

     Ｈ２８． １．１８  高梁市立落合小学校１クラス  児童数 ３３名 

          １．２５  高梁市立川上小学校１クラス  児童数 ２０名 

          １．２６  高梁市立有漢東小学校１クラス 児童数  ９名 

          １．２７  高梁市立巨瀬小学校１クラス  児童数 １３名 

          ２．１８  高梁市立津川小学校１クラス  児童数  ８名 

   ロ．租税教室講師養成研修会 

     高梁地区青色申告会連合会と共催により開催 

     Ｈ２７．１１．２５  高梁商工会議所 参加者 １４名 

   ハ．租税教育用の下敷き「遠くても近しい国」の作成配付 

 

報告事項① 

 



   ニ．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 

        参加校 ３校   出品作品数  ９７点 

   ホ．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 

                 出品作品数  ９２点 

   へ．税の啓発用マンガ本の配布 

     大蔵財務協会作成「おじいさんの赤いつぼ」を租税教室で 350 部配布 

   ト．税の紙芝居 

     H２７．１２．１９ 高梁ニコニコ市場 

   チ．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５号を 1,000 部発行 

   リ．ホームページによる情報提供の実施（年間） 

   ヌ．改正税法等の周知 

     ・税制改正のあらまし 

     ・自主点検チェックシート（入門編） 

 

（３）マイナンバー制度の周知・広報 

 「マイナンバー制度」を周知広報するため、ＨＰだけでなく、冊子「マイナンバーＱ＆Ａ」

「マイナンバー対応 規定・書式集」を全会員及び一般に配布 

 

２．税制提言活動 

 我が国経済は、安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」が一定の効果をあげ、緩やかな回

復基調を続けている。輸出は持ち直し傾向を見せ、雇用・所得環境が着実に改善しているほか、

個人消費も消費税引き上げの影響を脱して底堅く推移している。 

 こうした流れを受けて企業収益は大幅に改善、設備投資も増加基調に転じ始めるなど、景気

は好循環サイクルに入る動きを示しているとみられる。しかし、米国の金融政策や中国経済な

ど外部環境が不確実性を増しており、景気を着実な好循環軌道に乗せるには、まだまだ課題が

山積している。 

 肝心なデフレ脱却は、日銀による「異次元緩和」が円安・株高効果をもたらしているものの、

インフレ目標の達成時期が先送りされるなど道半ばである。着手した法人実効税率引き下げで

は、２０％代へのさらなる引き下げに向けた明確な道筋が示されておらず、成長戦略も中核を

成すべき規制改革で大胆さを欠けている。 

 国家的課題である財政健全化では、今年度の基礎的財政収支赤字半減目標こそ達成見込みと

なったが、２０２０年度の黒字化、債務残高対ＧＤＰ比引き下げという目標に向けては道筋が

不透明である。改めて歳出・歳入一体による改革工程を示す必要があろう。 

 また、アベノミクスによる効果は地域経済と雇用の担い手である中小企業にはまだ十分に浸

透していない。地方創生の取り組みを深化させつつ、多角的で実効性ある戦略が強く求められ

る。 

 このような状況下において、国・地方とも厳しい財政状況を踏まえた行財政改革の徹底、法

人の実効税率の早期引き下げ、中小企業の力強い成長や円滑な事業承継のための税制の創設な

どが実現するよう、地元選出の衆議院議員、高梁市長、高梁市議会議長に「平成２８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 

  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 

   Ｈ２７． ７．２２  接遇応対セミナー（高梁支部）（参加者 16 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 

   Ｈ２７．１２． ８   経営セミナー（高梁支部）（参加者 ２6 名） 

               演 題 「実践経営者に学ぶ！商いの心」 

               講 師  杉山フルーツ 店主 

                     杉 山   清  氏 

   Ｈ２７．１２． ８   経営セミナー（高梁支部）（参加者 ２9 名） 

               演 題 「“福”をもたらす人との接し方」 

               講 師  随筆家／元新橋 NO.1芸者 

                     千 代 里    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 

   Ｈ２７． ６．１３  “シャルム激励・親睦会”でおもてなし （女性部会） 

   Ｈ２７． ７．２７  花スタンドの設置（３基）       （女性部会） 

    年間を通じて「備中高梁駅花いっぱい運動」の実施 

   Ｈ２７． ８．１５  “松山踊り”で浴衣の着付け      （女性部会） 

         ～１６   及び“いちごプロジェクト推進”うちわ配布 

   Ｈ２８． ２．１２  国道 313 号（高梁市成羽町下原）へ 

               ソーラー式の温度表示板を設置    （成羽支部） 

 

（２）市民講演会等の開催 

   Ｈ２７．１２．１１  「寄せ植え講習会」 参加者 ３７名   （女性部会） 

               講 師  妹 尾 節 子 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２８年３月３１日現在 

       加入企業数      ３８社  加入率 １４．１％ 

       役員加入企業数    １１社  加入率 ３４．３％ 

   （２）「ビジネスガード」推進状況 平成２８年３月３１日現在 

       新規加入企業 目標  １０社  実績 ４社 達成率 ４０．０％ 

   （３）「がん保険制度・医療保険制度」推進状況 平成２８年３月３１日保有 

       がん保険 加入企業数  ３７社  加入率 １３．８％ 

       医療保険 加入企業数  １７社  加入率  ６．３％ 

       ＷＡＹＳ 加入企業数   ３社  加入率  １．１％ 

 

２．会員支援事業 

   Ｈ２７． ６．１２  青年部会懇談会（青年部会）（参加者 １０名） 

               オモニ亭 

 

３．会員増強の推進 

   期末（平成２８年３月３１日現在） 

     会 員 数     ２６４社（うち賛助会員２） 

     全法人数     ５５０社  加入率 ４８．４％ 

 

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２８年３月３１日現在） 青年部会会員数１９名 女性部会会員数３９名 

 

Ⅳ．管理関係 

１．諸会議 

 イ．通常総会 

  Ｈ２７． ６．２３  平成２７年度通常総会（出席者３１名、委任状１３０名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

 ロ．役員会 

  Ｈ２７． ５．２５  第１回役員会（出席者 １８名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

 



  Ｈ２７．１１．１８  第２回役員会（出席者 １８名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

  Ｈ２８． ３． ９  第３回役員会（出席者 １７名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

 ハ．その他の会議 

  Ｈ２７． ６．１２  青年部会報告会 （オモニ亭） 

       ６．１５  成羽支部役員会 （住友電工焼結合金 会議室） 

       ６．３０  成羽支部報告会 （備北商工会） 

      １１．１８  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] 

  Ｈ２７． ６．２６  第 3 回県連定時総会 （岡山プラザホテル） 

       ７． １  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． ８  第１回女性部会連絡協議会役員会 （岡山全日空ホテル） 

       ７．１０  第１回事務局長会議 （後楽ホテル） 

       ８．１９  第１回総務委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ８．３１  第１回広報委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

      １０．２０  第２回理事会 （ホテルグランヴィア岡山） 

      １０．２２  第３２回岡山県法人会青年の集い《井笠大会》 

                       （笠岡市民会館 ホール） 

      １１． ５  第１０回岡山県法人会女性セミナー《倉敷・玉島大会》 

                       （倉敷アイビースクエア） 

      １２．１８  第２回事務局長会議 （後楽ホテル） 

  Ｈ２８． ２． ３  第２回青年部会連絡協議会役員会 

                       （ホテルグランヴィア岡山） 

       ２．１０  第２回女性部会連絡協議会役員会 

                       （ANAクラウンプラザホテル岡山） 

       ２．１９  第２回厚生委員会 （ANA クラウンプラザホテル岡山） 

       ２．２６  第２回広報委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ３． ２  第３回税制委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ３．１５  第２回総務委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ３．２４  第３回理事会 （岡山プラザホテル） 

 [全法連関係] 

  Ｈ２７．１１．１９  第２９回全国法人会青年の集い《茨城大会》 

        ～２０ 

 [そ の 他] 

  Ｈ２７． ５．２６  第２７回高梁市租税教育推進協議会定期総会 （高梁税務署） 

      １１．１１  租税作品表彰式 （高梁市役所 市民ホール） 

      １１．１３  平成２７年度税務署長表彰式 （高梁税務署） 

              ・高梁税務署長表彰   池田英貴（理事） 

              ・高梁税務署長感謝状  徳田勝俊（理事） 

  Ｈ２８． １．２５  木谷忠義氏（県法連・副会長）受章祝賀会 （岡山国際ホテル） 


