
平成２８年度（第２６期）事業報告書 
               自 平成２８年 4 月 １日 

               至 平成２９年３月３１日 

 

Ⅰ．概 況 

 平成２８年度は、「公益社団法人高梁法人会」として４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により、引き続

き組織・財政ともに厳しい一年となりました。 

 

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 

     Ｈ２８．１０．３１  「広島国税局長特別講演会」に参加 

     Ｈ２８．１１． ９  「税務署長講演会」 

     Ｈ２８．１１．１８  「年末調整説明会」 

   ロ．個別相談会 

     Ｈ２９． ２． ７  「消費税転嫁対策」個別相談会（川上支部） 

          ２．１４  「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 

     Ｈ２８． ６．２０  高梁市立成羽小学校１クラス  児童数 ３２名 

          ８．２４  「一日租税教室」自衛隊見学会 参加者 ３７名 

     Ｈ２９． １．１６  高梁市立高梁小学校２クラス  児童数 ６１名 

          ２．１３  高梁市立津川小学校１クラス  児童数  ９名 

   ロ．租税教育用の下敷き「災害から身を守る」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１５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 ２校   出品作品数   ７１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 

                 出品作品数  １６５点 

   ホ．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 

   へ．会報の発行等の広報 

報告事項① 

 



     ・「ほうじん」全法連発行：年４回（春・夏・秋・冬号） 

     ・「城下町」第６号を 1,000 部発行 

   ト．ホームページによる情報提供の実施（年間） 

   チ．改正税法等の周知 

     ・税制改正のあらまし 

     ・消費税の軽減税率制度について 

     ・法人番号の利活用 

 

（３）参考資料の配賦 

 冊子「平成２８年秋・税制改正のポイント」「会社経営の法律トラブル」を全会員及び一般に

配布 

 

２．税制提言活動 

 我が国経済は緩やかな回復基調を続けているが、安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」

が“曲がり角”に差しかかったとの指摘がなされている。アベノミクス最大の効果といわれた

円安・株高の流れに変調をきたしており、企業業績や個人消費へ悪影響を及ぼすことが懸念さ

れているからである。 

 その背景にあるのは、アベノミクスの中心的役割を果たしてきた日銀による「異次元緩和」

が限界にきたとの見方である。マイナス金利導入というまさに異次元の金融政策に踏み込んだ

にもかかわらず、依然として２％の物価目標達成が不透明だからである。 

 こうした中で、デフレ脱却を目指す安倍政権がとったのは、消費税率１０％への引き上げ再

延期と大規模な経済対策の策定である。しかし、これらは税財政政策の重大な変更であり、国

家的課題である財政健全化への悪影響が懸念される。 

 このままでは２０２０年度の基礎的財政収支黒字化という健全化目標の達成は極めて危う

い。これは国民の将来不安を増幅し成長の阻害要因ともなる。ここは改めて健全化目標達成に

向けて、歳出・歳入一体による強固な改革工程表を策定し、明確な道筋を示す必要があろう。 

 アベノミクスの柱である成長戦略のさらなる強化も求められる。法人実効税率は「２０％台」

が実現したが、その引き下げ効果を確実に発揮させねばならない。成長戦略の中核を担うべき

規制改革では息切れが指摘されており、岩盤規制にさらに切り込む必要がある。 

 地域経済と雇用の担い手である中小企業には、依然としてアベノミクス効果が浸透していな

いとの声が多い。相乗効果が期待された地方創生との関連でも、その効果を目に見える形で示

していくべきだろう。 

 このような状況において、経済の再生と財政健全化、持続可能な社会保障制度の確立、中小

企業活性化に資する税制措置の拡充、本格的な事業承継税制の創設等の実現を目指し、地元選

出の衆議院議員、高梁市長、高梁市議会議長に「平成２９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 

   Ｈ２８． ７．１２   経営セミナー（高梁支部）（参加者 ４４名） 

               演 題 「モチベーション向上術」 

               講 師  Leap Creation 前田京子事務所 代表 

                     前 田 京 子  氏 



   Ｈ２８． ７．２０  接遇応対セミナー（高梁支部）（参加者 1８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 

   Ｈ２８．１２． ９   経営セミナー（高梁支部）（参加者 １１名） 

               演 題 「リーダーとしての資質１５カ条」 

               講 師  （株）ジーアンドエス 代表取締役 

                     萩 原 扶未子  氏 

   Ｈ２９． １．２７   経営セミナー（高梁支部）（参加者 ３１名） 

               演 題 「部下のほめ方・叱り方」 

               講 師  （有）島田教育総合研究所 代表取締役 

                     島 田 義 也  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 

   Ｈ２８． ６． ６  熊本地震義援金 （山陽新聞社） 

   Ｈ２８． ８．１４  “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 

   Ｈ２８．１１．２２  備中松山城大手門 VR 再現装置設置のための 

               拠出金を高梁市へ寄贈 （高梁支部） 

   Ｈ２９． １．２４  備中高梁駅東口 花スタンド（３基）植栽 （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 

 

（２）市民講演会等の開催 

   Ｈ２８．１２．１３  「寄せ植え講習会」 （女性部会）（参加者 ３９名） 

               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」 

   ・「風ぐるまフェスタ」 

   ・「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には大きいものがある。 

   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２９年３月３１日現在 

       加入企業数      ３８社  加入率 １４．５％ 

       役員加入企業数    １１社  加入率 ３４．４％ 

   （２）「ビジネスガード」推進状況 平成２９年３月３１日現在 

       新規加入企業  目標  ９社  実績 ２社  達成率 ２２．２％ 

       加入企業数      ２０社  加入率  ７．６％ 

   （３）「がん保険・医療保険制度」推進状況 平成２９年３月３１日現在 

       がん保険 加入企業数  ４２社  加入率 １６．０％ 

       医療保険 加入企業数  １９社  加入率  ７．３％ 

       ＷＡＹＳ 加入企業数   ３社  加入率  １．１％ 

 

２．会員支援事業 

   Ｈ２８． ６．１６  青年部会報告会懇談会（参加者 １２名） 

               オモニ亭 

   Ｈ２８．１２． ８  青年部会忘年会（参加者 １１名） 

               オモニ亭 

 

３．会員増強の推進 

   期末（平成２９年３月３１日現在） 

     会 員 数     ２６１社（うち賛助会員３） 

     全法人数     ５４４社  加入率 ４７．９％ 

 

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２９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 

  Ｈ２８． ６．２１  平成２８年度通常総会（出席者２８名、委任状１３５名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

 ロ．役員会 

  Ｈ２８． ５．２０  第１回役員会（出席者 １９名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

  Ｈ２８．１１． ９  第２回役員会（出席者 １６名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

  Ｈ２９． 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 

  Ｈ２８． ６．１６  青年部会報告会 （オモニ亭） 

      １１． ９  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] 

  Ｈ２８． ５．２４  第１回理事会 （岡山プラザホテル） 

       ６．１４  第１回税制委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ６．２４  第４回県連定時総会 （岡山プラザホテル） 

       ７． ４  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． ６  第１回女性部会連絡協議会役員会 

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

       ７． ８  第１回事務局長会議 （後楽ホテル） 

       ８． ５  第１回総務委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ８．２３  第１回広報委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ８．３１  第２回税制委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

      １０．３１  第２回理事会 （ホテルグランヴィア岡山） 

      １１．１０  第１１回岡山県法人会女性セミナー《岡山東大会》 

                       （ホテルグランヴィア岡山） 

      １２．１９  第２回事務局長会議 （後楽ホテル） 

  Ｈ２９． ２． ８  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） 

       ２．２８  第３回税制委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ３． ７  第２回組織委員会 （岡山プラザホテル） 

       ３．１０  第２回広報委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ３．１６  第２回青年部会連絡協議会役員会 

             第３３回岡山県法人会青年の集い《真庭大会》 

                       （勝山文化センター） 

       ３．３０  第３回理事会 （岡山プラザホテル） 

 [全法連関係] 

  Ｈ２８． ９． ８  第３０回全国法人会青年の集い《北海道大会》 

         ～９ 

 [そ の 他] 

  Ｈ２８． ５．１９  高梁税務署管内納税貯蓄組合連合会 座談会 （備北信用金庫） 

       ５．２６  第２８回高梁市租税教育推進協議会 定期総会 （高梁税務署） 

       ５．１９  高梁税務署管内納税貯蓄組合連合会 税務署長座談会 

                             及び役員会 （高梁税務署） 

      １１．１１  租税作品表彰式 （高梁市役所 市民ホール） 

      １１．１５  平成２８年度税務署長表彰式 （高梁税務署） 

              ・高梁税務署長感謝状  井上重利（理事） 

             消費税期限内完納推進共同宣言式 （高梁税務署） 


