
令和３年度（第３１期）事業報告書 
               自 令和３年 4 月 １日 

               至 令和４年 3 月３１日 

 

Ⅰ．概 況 

 新型コロナウイルス感染症の長期的な大流行により、令和３年度も引き続き未曽有ともいえ

る危機的事態が継続している。 

 例年行われていた会議・事業・イベント等も多くが引き続き中止や非開催となるなど自重傾

向にあり、高梁法人会におきましても、各種研修活動や税知識の普及活動、地域社会貢献活動

など多くの事業がやむなく中止を強いられる厳しい一年の延長となりました。 

 

 

Ⅱ．公益関係 

１．税の啓発活動 

（１）税に関する研修会の開催 

   税務研修会等 

      Ｒ３．１０．２８  「広島国税局長特別講演会」（※リモート開催） 

         １１．１０  「税務署長講演会」（高梁商工会議所） 

 

（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 

      Ｒ３． ４．２８  高梁市立福地小学校１クラス  児童数  ５名 

          ６．２２  高梁市立高梁小学校２クラス  児童数 ４５名 

          ７．１２  高梁市立落合小学校１クラス  児童数 ３２名 

          ７．１４  高梁市立津川小学校１クラス  児童数 １１名 

     「一日租税教室」自衛隊見学会  ※コロナのため取り止め 

   ロ．租税教育用の下敷き「ペットも家族！もっと！知っておこう！」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 ５校   出品作品数 １２２点 

      Ｒ３． ９． ９  審査会  優秀作品１３点 

   ニ．中学生の税についての作文展 

     租税教育推進協議会主催で、中学生を対象に作文を募集 

                 出品作品数 ８８点 

   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１１号を 1,400 部発行 

   へ．ホームページによる情報提供の実施（年間） 

 

 

 



   ト．改正税法等の周知 

     ・インボイス制度説明会について（高梁税務署からのお知らせ） 

     ・税制改正のあらまし（速報版） 

     ・わかりやすい年末調整実務のポイント 

     ・「年末調整のしかた」申込用チラシ 

     ・税務ブックダイアリーの斡旋 

 

（３）参考資料の配賦 

 冊子「税制改正のあらまし」「インボイス導入の準備ガイドブック」 

「税務調査ガイド」「年末調整のポイント」「改正電子帳簿保存法」を全会員及び一般に配布 

 

２．税制提言活動 

 我が国経済は新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により未曽有ともいえる危機的事

態に陥ったが、来年度には流行の収束がみこまれているほか、企業収益をはじめとして経済社

会もコロナ前の状態に戻りつつある。このため、ポストコロナに向けた戦略をどう構築し実行

していくかが最も問われている。 

 それにはコロナ禍によってもたらされた問題や課題を冷静に分析し解を見出す必要がある。

その意味で最重要と言えるのは、莫大なコロナ対策費の財源を賄った国債、つまり厖大な借金

をどう返済するかであろう。先進国の多くはこうした借金について返済計画の大枠を示してお

り、我が国も東日本大震災の復興計画などを参考に具体的な方策を早急に策定すべきである。 

 今回のコロナ禍は国際経済の枠組みにも影響を与えた。その代表例は法人税の国際的な最低

税率設定で各国が合意したことだろう。国債の返済財源確保が発端になったわけだが、近年の

法人税率引き下げ競争に歯止めをかける意味でも明確な潮流変化と言える。また、喫緊の課題

となった温室効果ガス削減を目指す脱炭素化は、産業界にとって重荷であると同時に成長のカ

ギとなろう。 

 さらに強調したいのは、たとえコロナ禍が収束に向かったとしても、その後遺症は小さくな

いということである。とくに中小企業は長期にわたってコロナ禍の影響を直接的に受け、対応

は限界に達している。地域経済と雇用を担う中小企業が立ち直れなくなれば、我が国経済は土

台から揺らぐことになる。税財政や金融面からの実効性ある対策が急務である。 

 以上のような状況を踏まえ、ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指した税財政改革の

実現、適正な負担と給付の重点化・効率化による持続可能な社会保障制度の確立、コロナの影

響が残る深刻な打撃を受ける中小企業への実効性ある対策、中小企業にとって重要な課題であ

る事業承継に対する本格的な税制の創設などを目指し、地元選出の衆議院議員、高梁市長、高

梁市議会議長に「令和４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 

   Ｒ３．１１．２４   「年末調整セミナー」（高梁支部）（参加者 １８名） 

              講 師  江草清税理士事務所・所長 江草 清  氏 

              会 場  高梁商工会議所 

      １１．２９   「インボイス制度まるわかり講習会」（参加者 ２２名） 

              講 師  （株）GLOCAL 代表取締役・大倉 宏治  氏 

              会 場  高梁国際ホテル 



   Ｒ４． ３．１４   「接客接遇マナー講座」（高梁支部）（参加者 ８名） 

              講 師  フリーアナウンサーオフィス 

                    Faith 代表 山田 響子  氏 

              会 場  高梁商工会議所 

 

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 

    Ｒ３．１１． ４  高梁市成羽地域局・下原バイパス街路灯修繕（LED 化） 

              へ寄付（成羽支部） 

    Ｒ４． ２．２１  「方谷さんを広める高梁の会」へ寄付 

                （高梁支部・30 周年記念事業） 

        ３．２３  「（社福）高梁市社会福祉協議会」へ寄付 

                （社団化３０周年記念事業） 

              「吉備国際大学シャルム岡山高梁」へ寄付 

                （社団化３０周年記念事業） 

    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 

    Ｒ３．１２．２２  「寄せ植え講習会」 （女性部会）（参加者 ３１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 

   ・「稲荷大祭」 

   ・「遠州流茶道全国大会」「小堀遠州の世界 2021」 

   ・「マンガ絵ぶたまつり」   （※コロナのため取り止め） 

   ・「有漢町納涼ふるさと祭り」 （※コロナのため取り止め） 

   ・「風ぐるまフェスタ」    （※コロナのため取り止め） 

   ・「備中ふるさと祭り」    （※コロナのため取り止め） 

 

 

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。 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中、福利厚生制度の推進については大変厳しい 

  状況であった。依然として感染収束の見通しが不透明な状況ではあるが、取扱い三社との 

  連携を一層強化しつつ、可能な範囲で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。 

 

   福利厚生制度 協力会社 

     ・大同生命保険（株） ・AIG 損害保険（株） ・アフラック生命保険（株） 



２．会員支援事業 

    Ｒ３・１０．２０  青年部会新旧役員会（参加者 １１名） 

               場 所 オモニ亭 

 

３．会員増強の推進 

   期末（令和４年３月３１日現在） 

     会 員 数     ２４２社（うち賛助会員４） 

     全法人数     ６２９社  加入率 ３７．９％ 

 

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（令和４年３月３１日現在） 青年部会会員数３０名 女性部会会員数３８名 

 

 

Ⅳ．管理関係 

１．諸会議 

 イ．通常総会 

   Ｒ３． ６．１８  令和３年度通常総会（出席者２５名、委任状１３２名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

 ロ．役員会 

   Ｒ３． ５．２６  第１回役員会（※書面決議） 

       ６．１８  臨時役員会（出席者 １７名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

      １１．１０  第２回役員会（出席者 １６名） 

              場 所 高梁国際ホテル 

   Ｒ４． ３．１１  第３回役員会（※書面決議） 

 ハ．その他の会議 

   Ｒ３． ５．１３  高梁支部・役員会及び報告会（高梁国際ホテル） 

       ８．１７  女性部会・女性ｾﾐﾅｰ《高梁大会》実行委員会（高梁商工会議所） 

       ８．１９  成羽支部・役員会（※書面決議） 

       ８．３１  青年部会報告会（※書面決議） 

       ９． ９  女性部会・税の絵はがきコンクール審査会（高梁商工会議所） 

      １０．２０  青年部会新旧役員会（オモニ亭） 

      １１．１０  福利厚生制度推進会議（高梁国際ホテル） 

   Ｒ４． １．１９  青年部会理事会（高梁商工会議所） 

 ニ．関係機関の会議・研修等 

 [県法連関係] 

   Ｒ３． ５．２５  第１回理事会（※書面決議） 

 

 



   Ｒ３． ６．２４  第９回定時総会（岡山プラザホテル） 

              ・全法連会長功労者表彰  池田 英貴 （理 事） 

              ・県連会長功労者表彰   黒川 健一郎（監 事） 

       ７． ９  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） 

       ８． ５  第１回青年部会連絡協議会役員会（岡山プラザホテル） 

       ８．２５  第１回広報委員会（岡山プラザホテル） 

       ９．１３  第１回事務局長会議（※リモート開催） 

       ９．１４  第１回組織委員会（岡山プラザホテル） 

       ９．２９  第１５回岡山県法人会女性セミナー《井笠大会》（※ﾘﾓｰﾄ開催） 

      １０．２８  第２回理事会（※リモート参加） 

      １１．２７  令和４年度税制会議要望会議（岡山プラザホテル） 

      １２．１０  第２回青年部会連絡協議会役員会（岡山プラザホテル） 

   Ｒ４． １．１３  第２回事務局長会議（ANA クラウンプラザホテル岡山） 

       ２． ９  第２回女性部会連絡協議会役員会（リモート参加） 

       ２．１７  第３７回岡山県法人会青年の集い《つやま大会》（※ﾘﾓｰﾄ開催） 

       ３． ８  第２回広報委員会（岡山プラザホテル） 

       ３．２２  第３回理事会（岡山プラザホテル） 

 

 [全法連関係] 

   Ｒ３．１１．２５  第３５回全国法人会青年の集い《佐賀大会》 

        ～２６ 

 

 [そ の 他] 

   Ｒ３． ５．１８  高梁税務署管内納税貯蓄組合連合会 定期総会（※書面決議） 

       ６． ３  第３３回高梁市租税教育推進協議会 定期総会（※書面決議） 

      １１．１１  租税作品表彰式（高梁市図書館） 

      １１．    令和３年度高梁税務署納税表彰（※個別訪問） 

              ・高梁税務署長表彰   赤木 義典（理 事） 

              ・高梁税務署長感謝状  大月  彰（理 事） 

   Ｒ４． ２．２８  高梁学生応援協力会 通常総会（※書面決議） 


