
平成２９年度（第２７期）事業報告書 
               自 平成２９年４月 １日 

               至 平成３０年３月３１日 

 

Ⅰ．概 況 

 平成２９年度は、「公益社団法人高梁法人会」として５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、継続事業として更なる充実を図ってまいりました。 

 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 

     Ｈ２９．１０．１６  「広島国税局長特別講演会」に参加 

     Ｈ２９．１１． ７  「税務署長講演会」 

     Ｈ２９．１１．１７  「年末調整説明会」 

   ロ．個別相談会 

     Ｈ３０． ２． ６  「消費税転嫁対策」個別相談会（川上支部） 

          ２．１４  「消費税転嫁対策」個別相談会（川上支部） 

          ２．２０  「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 

     Ｈ２９． ８．２５  「一日租税教室」自衛隊見学会 参加者 ２９名 

     Ｈ３０． １．２４  高梁市立落合小学校２クラス  児童数 ３８名 

          １．２５  高梁市立高梁小学校２クラス  児童数 ７０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 

     Ｈ２９．１１． ９  高梁商工会議所 参加者 ９名 

   ハ．租税教育用の下敷き「全国の郷土料理」の作成配付 

   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 ５校   出品作品数  １００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  ９０点 

   ヘ．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 

報告事項① 

 



   ト．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７号を 1,３00部発行 

   チ．ホームページによる情報提供の実施（年間） 

   リ．改正税法等の周知 

     ・税制改正のあらまし 

     ・e-tax を使った納税証明のオンライン請求活用について 

     ・国税のダイレクト納付の活用について 

 

（３）参考資料の配賦 

 冊子「助成金活用のポイント」「消費税の軽減税率対策 Q&A」を全会員及び一般に配布 

 

２．税制提言活動 

 我が国経済は引き続き緩やかな回復基調にあるが、依然として力強さを欠いている。日銀の

長期にわたる「異次元緩和」にもかかわらず、2％の物価目標達成が 6回も先送りされるなど、

安倍政権の宿願であるデフレ脱却も不透明なままである。 

 アベノミクス最大の効果といわれた円安・株高の流れにはブレーキがかかり、政権が異例の

要請を行った賃金引き上げも、強まる人手不足感や良好な企業業績の割には低調で個人消費へ

の波及は鈍い。消費税率 10％への引き上げ再延期と大規模な経済対策による効果も定かでは

ない。このため、政権の経済財政運営に疑問が呈されている。 

 とりわけ財政規律の緩みに対する懸念はこれまで以上に強まっている。「骨太の方針 2017」

は 2020 年度までの基礎的財政収支黒字化という財政健全化目標を維持したが、同時に債務

残高対 GDP（国内総生産）比の安定的引き下げを目指すとの文言を新たに盛り込んだ。 

 基礎的財政収支黒字化の目標達成が困難になる中、債務残高対 GDP比の引き下げならば名

目成長率と長期金利の水準からみて達成が容易なことから、財政健全化目標未達成への批判を

回避できるとの狙いがあるとみられている。ここは改めて歳出・歳入一体による厳しい改革工

程の策定と実行を求めたい。 

 アベノミクスの柱である成長戦略の中核を担うべき規制改革では、農業や医療などの岩盤規

制へもっと切り込む必要があり、「20％台」が実現した法人実効税率引き下げ効果も顕在化さ

せねばならない。また、地域経済と雇用の担い手である中小企業対策では地方創生戦略との相

乗効果なども視野に入れて着実な成果を示していくことが肝要である。 

 世界経済は、誕生したトランプ米政権の保護主義的な動きなどにより主要国の政策協調に軋

みが生ずるなど、急速に不確実性を増している。我が国はこうした局面でこそ、易きに流れぬ

厳しい改革の断行によって経済財政の基盤をしっかり固め、将来に備えておく必要があろう。 

 このような状況を踏まえ、国・地方とも行財政改革の徹底、社会保障制度での適正な負担と

大胆な受益の抑制、地域経済と雇用の担い手である中小企業へ活力を与える税制措置、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３０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 

   Ｈ２９． ６． ７  接遇応対セミナー（高梁支部）（参加者 1３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 

 



   Ｈ２９． ７．１３   経営セミナー（高梁支部）（参加者 ２２名） 

               演 題 「お金がまわる経営の仕組み」 

               講 師  ヒューマン・ハーバー 代表 

                     井 澤 直 樹  氏 

   Ｈ２９．１２．１２   経営セミナー（高梁支部）（参加者 １７名） 

               演 題 「現代社会の素顔とホンネ！」 

               講 師  お悩み解決プロジェクト 代表 

                     大 徳 ナオミ  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 

   Ｈ２９． ６． ７  備中高梁駅 花の植え替え （女性部会） 

   Ｈ２９． 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 

   Ｈ２９．１１．２４  備中高梁駅 花の植え替え （女性部会） 

   Ｈ３０． １．１６  富家小学校へ学習用教材を寄贈 （備中支部） 

   Ｈ３０． ２．    成羽花火の駐車場看板・提灯を寄贈 （成羽支部） 

              有漢町街路灯 LED化工事に寄付 （有漢支部） 

    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 

   Ｈ２９．１２．１３  「寄せ植え講習会」 （女性部会）（参加者 ３５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３０年３月３１日現在 

       加入企業数      ３５社  加入率 １３．５％ 

       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３０年３月３１日現在 

       新規加入企業  目標  ５社  実績 ３社  達成率 ６０．０％ 

       加入企業数      ２４社  加入率  ９．３％ 

   （３）「がん保険・医療保険制度」推進状況 平成３０年３月３１日現在 

       がん保険 加入企業数  ４１社  加入率 １５．８％ 

       医療保険 加入企業数  １８社  加入率  ６．９％ 

       ＷＡＹＳ 加入企業数   ３社  加入率  １．２％ 

 

２．会員支援事業 

   Ｈ２９． ５．１５  青年部会報告会懇談会（参加者 １２名） 

               オモニ亭 

   Ｈ２９．１２．２０  青年部会忘年会（参加者 １０名） 

               オモニ亭 

 

３．会員増強の推進 

   期末（平成３０年３月３１日現在） 

     会 員 数     ２６０社（うち賛助会員４） 

     全法人数     ５４３社  加入率 ４７．１％ 

 

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３０年３月３１日現在） 青年部会会員数１８名 女性部会会員数４０名 

 

Ⅳ．管理関係 

１．諸会議 

 イ．通常総会 

  Ｈ２９． ６．２２  平成２９年度通常総会（出席者２３名、委任状１３５名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

 ロ．役員会 

  Ｈ２９． ５．２０  第１回役員会（出席者 １７名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

  Ｈ２９．１１． ７  第２回役員会（出席者 １８名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

  Ｈ３０． ３．２２  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 

  Ｈ２９． ５．１５  青年部会報告会 （オモニ亭） 

       ５．１６  高梁支部報告会 （高梁商工会議所） 

       ７． ３  青年部会執行部会議 （高梁商工会議所） 

       ７．２０  青年部会臨時会議 （高梁商工会議所） 

       ９．１３  成羽支部社会貢献事業打合せ会議 （備北商工会） 

      １０．２５  備中支部社会貢献事業打合せ会議 （備北商工会・備中支所） 



      １１． ７  福利厚生制度推進会議 （高梁国際ホテル） 

  Ｈ３０． ２． ８  有漢支部社会貢献事業打合せ会議 （ふれあい漢江屋敷いろり） 

 ニ．関係機関の会議・研修等 

 [県法連関係] 

  Ｈ２９． ５．２２  第１回理事会 （岡山プラザホテル） 

       ６．２７  第５回県連定時総会 （岡山プラザホテル） 

       ７． ７  第１回事務局長会議 （アークホテル） 

       ７．２４  第１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） 

       ７．２５  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） 

       ８． ４  第１回事業研修委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ８．２５  第１回広報委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ８．２９  第２回税制委員会 （ホテルグランヴィア岡山） 

       ９． ８  女性部会情報交換会 （ANAクラウンプラザホテル岡山） 

       ９．２７  第１２回岡山県法人会女性セミナー《新見大会》 

                       （まなび広場にいみ） 

      １０．１６  第２回理事会 （岡山プラザホテル） 

      １０．３０  第３４回岡山県法人会青年の集い《瀬戸大会》 

                       （サンバース・美晴旅館） 

      １２．２２  第２回事務局長会議 （アークホテル） 

  Ｈ３０． ２． ６  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． ９  第２回青年部会連絡協議会役員会 （ラヴィール岡山） 

       ３． １  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） 

 [全法連関係] 

  Ｈ２９．１１． ９  第３１回全国法人会青年の集い《高知大会》 

        ～１０           （高知県民文化ホール等） 

 [そ の 他] 

  Ｈ２９． ５．３０  第２９回高梁市租税教育推進協議会 定期総会（高梁税務署） 

       ６．１９  高梁税務署管内納税貯蓄組合連合会 定期総会（備北信用金庫） 

      １１．１４  租税作品表彰式（高梁市役所 市民ホール） 

      １１．１５  平成２９年度税務署長表彰式（高梁税務署） 

              ・高梁税務署長感謝状 赤木義典（理事） 

  Ｈ３０． ２． ４  高梁市青年経済協議会 創立 50周年記念式典（高梁国際ホテル） 

  Ｈ３０． ２．１７  高梁地域づくり交流会 創立 25周年記念式典（高梁市図書館） 


