
第１号議案　平成２５年度事業報告及び収支決算報告の承認

１．概　況

２．公益関係

（１）納税意識の高揚と税知識の普及

　法人会は、発足以来、納税意識の高揚と税知識の普及をメインテーマとして各種活動を展開してき

　ました。これは法人会活動における要であり存立基盤となっています。公益法人制度改革を踏まえ

　広く一般市民にも目を向けながら、納税意識の高揚と税知識の普及に資する下記事業を行いました。

　

　 ○税制・税務研修会

　税知識の普及・税に関する実務のスキルアップを目的とし、また税制改正関連に合わせて、タイム

　リーに研修会を開催しました。また、今期で１３回目の「税務大学」は法人税の基本を網羅的に解

　説するものとして好評を得ました。

1） 平成２７年４月２７日 法人税決算研修会

40名 テーマ「法人税決算と申告の留意事項について」

講　師　高知税務署 法人課税部門

　　上席調査官　小嶋　崇広　氏

2） ６月１１日 税務研修会

19名 テーマ「平成27年度税制改正の概要」

講　師　(有)Ｐ.Ｄ.Ｃ.Ａ.マネジメント

　　代表取締役/税理士　中嶋　 司　氏

3） ７月２９日 税務研修会

52名 テーマ「平成２７年度税制改正とマイナンバー制度について」

講　師　高知税務署 法人課税第六部門

　　統括国税調査官　堅田　好彦　氏

平成27年度　事業報告
自　平成２７年４月　１日

至　平成２８年３月３１日

ラ・ヴィータ

ホテル日航高知旭ロイヤル

城西館

  平成27年度の我が国経済をみると、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦
略を柱とする経済財政政策の推進により、雇用・所得環境が改善し、原油価格の低下等により交易条件
が改善する中で、緩やかな回復基調が続いている。ただし、年度前半には中国をはじめとする新興国経
済の景気減速の影響等もあり、輸出が弱含み、個人消費及び民間設備投資の回復に遅れが見られた。政
府は、「希望を生み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、[安心につながる社会保障」の実現 
に向け、平成27年11月に「一億総活躍社会の実現に向けての緊急に実施すべき対策」を取りまとめた。
雇用・所得環境が改善する中、緊急対策等の効果もあって、景気は穏やかな回復に向かうことが見込ま
れる。地方にも経済の好循環のさらなる拡大を期待するものである。 
 このような事業環境の中、当会は公益社団法人として4期目を迎え、公益法人としての使命を全うする
ため、全法連が新たに制定した「法人会の理念」の下、税のオピニオンリーダーたる経営者の団体とし
て社会全体への貢献をめざし、税を中心とした事業の一層の活性化を図るとともに適正効率的な組織運
営に努めた。 

 特に税知識の普及には注力し、その中でも日本の将来を担う子供達に対する税の啓発「租税教育活を

実施、税の仕組み・税の大切さ、税の使われ方にも興味を持って国や地域社会を愛する気持ちを醸成さ

せていくことに努めた。 
  事業並びに会議等の実施内容は以下のとおりである。 



4) ８月２１日 税務研修会 高知プリンスホテル

31名 テーマ「平成27年度税制改正について」

講　師　高知税務署　法人課税第四部門

　　統括国税調査官　西口　博之　氏

5） ９月３日 税務研修会

35名 テーマ「平成27年度税制改正とマイナンバー制度について」

講　師　高知税務署 法人課税第三部門

　　統括国税調査官　山本　力　氏

6） ９月４日 税務研修会

26名 テーマ「平成27年度税制改正について」

講　師　高知税務署 法人課税第六部門

　　統括国税調査官　堅田　好彦　氏

7) ９月１５日 税務研修会

25名 テーマ「平成27年度税制改正とマイナンバー制度について」

講　師　高知税務署 法人課税第二部門第六部門

　　統括国税調査官　堅田　好彦　氏　　

8） ９月１７日 税務研修会

56名 テーマ「マイナンバー制度について」

講　師　高知税務署 法人課税第二部門

　　統括国税調査官　小島　一彦　氏

9） ９月１８日 税務研修会

26名 テーマ「平成27年度税制改正とマイナンバー制度について」

講　師　高知税務署 法人課税第四部門

　　統括国税調査官　西口　博之　氏

10） ９月２９日 税務研修会

88名 テーマ「税制改正研修会」

講　師　高知税務署 法人課税部門

　　審理専門官　後藤　昭二　氏

11） ９月３０日 税務研修会

38名 テーマ「平成27年度税制改正について」

講　師　高知税務署 法人課税第二部門

　　統括国税調査官　小島　一彦　氏

12） １０月２日 税務研修会

25名 テーマ「平成27年度税制改正について」

講　師　高知税務署 法人課税第二部門

　　統括国税調査官　小島　一彦　氏

13） １１月１７日 青年・女性合同税務研修会 得月楼

30名 テーマ「相続税・贈与税とマイナンバー制度について」

講　師　高知税務署　資産課税第一部門

　　　　　統括国税調査官　小林　幸生　氏

講　師　高知税務署　法人課税第一部門

　　統括国税調査官　中屋　知佐　氏

14） １１月７日 税務研修会

25名 テーマ「平成27年度税制改正について」

講　師　高知税務署 法人課税第四部門

　　統括国税調査官　西口　博之　氏

15） １１月２４日 税務大学（１回目）

38名 テーマ「法人税のあらまし」

講　師　高知税務署 法人課税第三部門

　　上席調査官　澤田　路子　氏

講　師　高知税務署 管理運営第三部門

　　統括徴収官　北添　隆広　氏

フォーラム末広

高知サンライズホテル

鶴巴良

ホテル南水

サウスブリーズホテル

ラ・ヴィータ

ドリーマーベイシャトー

城西館

ホテル高砂

ちより街テラス



16） １１月２５日 税務大学（２回目）

41名 テーマ「消費税のあらまし」

講　師　高知税務署 法人課税部門

　　上席調査官　小嶋　崇広　氏

17） １２月２日 税務大学（３回目）

48名 テーマ「年末調整のしかた」

講　師　高知税務署 管理運営部門

　　統括徴収官　北添　隆広　氏

　 講　師　高知税務署 法人課税第三部門

　　上席調査官　吉岡　余扶子　氏

18） １２月３日 税務大学（４回目）

30名 テーマ「源泉所得税のあらまし」

講　師　高知税務署 法人課税第三部門

　　上席調査官　澤田　路子　氏

19） 平成２８年１月２８日 法人税決算・確定申告研修会 ラ・ヴィータ

23名 テーマ「法人税決算における留意事項について」

講　師　高知税務署 法人課税部門

　　審理専門官　後藤　昭二　氏

テーマ「法人税決算と役員さんの確定申告等について」

講　師　高知税務署 個人課税部門

　　審理専門官　松永　正人　氏

20） 法人税確定申告書の書き方研修会（３日間）

３日・９日 テーマ「法人税確定申告書の書き方」

45名 講　師　税理士　小谷　眞由美　氏

21） ２月９日 税務研修会

26名 テーマ「税務あれこれ」

講　師　高知税務署　法人課税第一部門

　　統括国税調査官　中屋　知佐　氏

22） ３月２日 優良申告法人部会税務研修会

23名 テーマ「税のあれこれ」

講　師　高知税務署　署長　内藤　宜彦　氏

　 ○租税教室

　将来の納税者である子供たちに、納税意識の向上を図っていく目的で、小学校を対象に「租税教室」

　開催をすすめ、青年部会・女性部会員を中心とした講師により、29小学校、5中学校、1高校において

　1高校において、2,908名の児童生徒を対象に開催しました。

1) 城東中学校 119名  橋本 峰人

2） １１月２０日 城西中学校 96名  橋本 峰人

3） 神田小学校 86名  弘田 哲也  三好 貴士  公文隆司

4） 朝倉中学校 164名  橋本 峰人 

5） 行川小学校 8名  公文 隆司

6） 高知工業高校 255名  橋本 峰人

7） 愛宕中学校 159名

8） 介良中学校 112名  橋本 峰人 

9） 潮江南小学校 74名  三好 貴士

10） １月１４日 旭小学校 79名  堀口 高寛　公文 隆司

２月２日 

 橋本 峰人　眞鍋 大補

１２月１８日 

平成２８年１月１３日 

平成２７年１１月６日 

１２月１１日 

１２月１６日 

１２月１０日 

１２月１０日 

１２月　５日 

高知商工会館

高知卸商センター(協)会館

ちより街テラス

城西館

ちより街テラス

ちより街テラス



11） １月１５日 一宮小学校 76名  公文 隆司

12） １月１５日 江陽小学校 77名  橋本 峰人 

13） １月１９日 長浜小学校 87名  山﨑 真人　眞鍋 大補　公文 隆司

14） １月２１日 春野東小学校 100名  五藤 博子　細木 日出子

15） １月２１日 初月小学校 135名  三好 貴士　公文 隆司

16） １月２２日 介良潮見台小学校 42名  三好 貴士　公文 隆司

17） はりまや橋小学校 62名  橋本 峰人

18） 朝倉第二小学校 158名  川渕 大亮　橋本 峰人　三好 貴士　公文 隆司

19） 秦小学校 116名  橋本 峰人　山﨑 真人　川渕 大亮　公文 隆司

20） 土佐山小学校 10名  公文 隆司

21） 高須小学校 125名  川渕 大亮　橋本 峰人　西川 亮　公文 隆司

22） 浦戸小学校 9名  眞鍋 大補

23） ２月２日 春野西小学校 44名  川渕 大亮　公文 隆司

24） ２月２日 昭和小学校 93名  橋本 峰人

25） ２月４日 横内小学校 83名  公文 隆司

26） ２月４日 鏡小学校 15名  公文 隆司

27） ２月５日 介良小学校 85名  公文 隆司

28） ２月９日 一宮東小学校 70名  五藤 博子

29） ２月９日 久重小学校 9名  眞鍋 大補

30） ２月１６日 横浜小学校 71名  公文 隆司

31） ２月１６日 一ツ橋小学校 49名  公文 隆司

32） ２月１７日 潮江東小学校 67名  眞鍋 大補　公文 隆司

33） ２月２０日 朝倉小学校 40名  弘田 哲也

34） ２月２５日 横浜新町小学校 85名  公文 隆司

35） ３月１４日 高知小学校 48名  公文 隆司

１月２７日 

１月２８日 

１月２９日 

１月２５日 

１月２６日 

（児童生徒合計2，908名）

１月２２日 



　 ○税ウォッチング

　税金はどのように使われているか、今年度は初月小学校の生徒を対象に公共施設等を視察した。

　　　開催日:平成２７年７月２９日　

　　　視察先：高知税務署・高知地方裁判所・高知市総合あんしんセンター

 　○税に関する絵はがきコンクール

　税金は毎日の生活の中でどのように役に立っているのか理解と関心を深めてもらうために、小学生を

　対象に開催。管内6校より合計455通の応募があり、最優秀賞・高知法人会会長賞・女性部会長賞など

　の日表彰を行いました。

　 ○税に関する紙芝居

　将来の納税者である子供たちに納税意識の向上を図っていく目的で、保育園を対象に「税に関する

　紙芝居」の読み聞かせを行いました。

　　　開催日：平成２８年３月３日　春野弘岡中保育園・春野弘岡上保育園　　園児100名

　 ○「税に関する作品展」への協賛

　高知市租税教育研究会主催による小中学生を対象とした「税に関する作品展」に協賛し、優秀作品に

　会長賞等を授与しました。

　 ○税に関する啓発活動

「税を考える週間」の協賛事業として、税の啓発用チラシ配布、税に関する作品展を開催いたしました。

 また、(一社)落語協会の落語家4名と曲芸師2名による「法人会寄席」開催時に、チラシ配布等を行いま

 した。

　　　開催日：平成27年11月14～15日　イオンモール高知  税の啓発用チラシ配布

        　　　　　　　11月24日　　　弁天座  法人会寄席

　 ○税の広報

　税に関する作品展（高知市租税教育推進委員会主催）の広告や、国税電子申告・納税システム「e-Tax」

 「eLTax」の普及・利用案内等を広報誌「ほうじん高知」第60・61号に掲載しました。

 「税について学べる本」を租税教室開催時に児童生徒に配布しました。 

　研修会資料等に「消費税期限内納付推進」のシールを貼るなど啓発活動を行いました。

　税務研修会案内を当会ホームページに随時掲載し、一般事業所に周知を行いました。

（２）税制提言活動

　 ○税制等に関する提言

　平成28年度税制改正に向け、当会の税制要望を県連に提出しました。全法連は県連より提出された要

　望項を取りまとめ、9月16日開催の理事会で決議し、10月8日開催の「法人会全国大会」において提言

　趣旨説明が行われました。

参加人数：９名



　 ○税制改正要望活動

　全法連では、政府・政党・関係行政省庁に、県連は地元選出の国会議員等に要望活動を展開しました。

　当会においても、高知市長・高知市議会議長に対し、行財政改革の徹底見直しを要望しました。

青　木　章　泰

角　　　裕　和

手　嶋　邦　彦

青　木　章　泰

角　　　裕　和

手　嶋　邦　彦

（３）経営支援活動

　 ○経営に関する資料の配布

　総会・会員交流会議・支部役員会時には各種小冊子を配布しました。

　 ○経済・経営セミナー

1） 平成27年４月　２日 平成27年度　新入社員研修講座（共催）

 ～３日 テーマ「新入社員に期待すること」

189名 講　師　高知商工会議所　会頭　青木　章泰　氏

テーマ「激励の言葉」

講　師　高知市長　岡﨑　誠也　氏

テーマ「ビジネス基礎力養成」

 　　　　～フレッシャーズのビジネスマナー～

講　師　Office Takemura　竹村　麻美　氏

講　師　オフィスK&K　北村　和代　氏

テーマ「ビジネスマナー応用編」

講　師　Office Takemura　竹村　麻美　氏

講　師　オフィスK&K   　 北村　和代　氏

2） ４月２２日 テーマ「報・連・相　研修」

39名 講　師　アビリティーセンター（株）研修グループ　小濱 裕子 氏

3） ６月４日 青年・女性部会交流会議記念講演会

138名 テーマ「はやぶさからはやぶさ２へ」

　～宇宙と私たちの未来～

講　師　宇宙航空開発機構JAXA名誉教授　的川　泰宣　氏

4） ６月２４日 通常総会記念講演会

321名 テーマ「地政学で読み解く国際情勢」

～マネーとパワーで世界がわかる～

対象者の
役職名

要望活動先

高
知
市

面接者の
氏名

岡　﨑　誠　也

竹　村　邦　夫 面談

地方自治体に対する要望活動の実施状況

H27.11.24

市　長

議　長

対象
自治体

講　師　キヤノングローバル戦略研究所　研究主幹

　副会長

三翠園

高知商工会議所

三翠園

要望活
動方法

三翠園

役職／氏名

　副会長

　会　長

面談

実施日
要望活動実施者

H27.11.24

  　　  立命館大学客員教授           宮家　邦彦　氏

　税制委員長

　会　長

　税制委員長



5） ７月２９日 テーマ「新しい博物館～県新資料館構想の紹介」 城西館

52名 講　師　(公財)土佐山内家宝物資料館　館長　渡部　淳　氏

6） ８月２１日 テーマ「マイナンバー制度について」 高知プリンスホテル

31名 講　師　　税理士　　坂本　有彦　氏　　　

7） ８月２６日 テーマ「経理の実務手ほどき」初級編

98名 講　師　中小企業診断士　石川　麻子　氏

8） ８月２７日 テーマ「経理の実務手ほどき」中級編

75名 講　師　中小企業診断士　石川　麻子　氏

9） ９月　３日 テーマ「景気の現状と見通し」

35名 講　師　日本銀行　高知支店長　河合　祐子　氏

10） ９月４日 テーマ「マイナンバー制度について」

26名 講　師　税理士　坂本　有彦　氏

11） ９月１５日 テーマ「旭・福井・小高坂の歴史」 ホテル南水

25名 講　師　講談師　　小浜亭　馬楽　氏

12） ９月１７日 テーマ「JAL再建と人生の方程式」

56名 講師　日本航空㈱　高知支店長　五十嵐　武　氏

13） ９月１８日 テーマ「高知大学地域協働学部設置の趣旨と教育内容」

26名 講　師　高知大学　地域協働学部長　上田　健作　氏

14） ９月３０日 テーマ「南海トラフ巨大地震に備えるｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ堤防」

38名 講　師　㈱技研製作所　工法推進課　課長　高田　慶　氏

15） １０月２日 テーマ「新しい博物館～県新資料館構想の紹介～」 ホテル高砂
25名 講　師　(公財)土佐山内家放物資料館　館長　渡部　淳　氏

16） １０月６日 テーマ「会社がもらえる助成金活用のポイント」

12名 講　師　社会保険労務士　秋山　直也　氏

17） １０月８日 テーマ「マイナンバー制度実務対策講座」

197名 講　師　特定社会保険労務士　小島　信一　氏

18） 10月２１日 平成27年度新入社員フォローアップセミナー

100名 講　師　Office Takemura　竹村　麻美　氏

講　師　オフィスK&K    　北村　和代　氏

19） １１月２４日 法人会寄席

123名 出演者　　柳家　緑太　　林家　正楽　　三遊亭　歌奴

　　鏡味仙三郎社中　　柳家　三三

20） １２月２日 テーマ「マイナンバー制度について」

25名 講　師   税理士  　坂本　有彦　氏

テーマ「マイナンバー制度に関する犯罪及び防止策について」

講  師　高知東警察署　生活安全課

　 警部補　  田村　雅之　氏

ちより街テラス

ドリーマーベイシャトー

ラ・ヴィータ

フォーラム末広

高知サンライズホテル

ちより街テラス

鶴巴良

サウスブリーズホテル

ポリテクセンター高知

城西館

弁天座

高知商工会館



21） 平成２８年２月５日 テーマ「中小企業のためのﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度の実務対策について」

21名 講　師　税理士　坂本　有彦　氏

22） ２月１２日 テーマ「職場におけるマイナンバー制度対応」

25名 講　師　社会保険労務士　大崎　悠司　氏

23） ２月１８日 新春講演会

220名 テーマ「四国アイランドリーグ開幕前に大いに語る!!」

講　師　高知ファイティングドックス監督　駒田　徳広　氏

　 ○パソコンセミナー

1） 平成27年７月７日 テーマ「基礎から学ぶエクセル講座」 自由民権記念館

32名 テーマ「業務効率アップエクセル小技講座」

講　師　(株)ブレーン　専任講師　中村　和彦　氏

2） 随時開催 （株）高知ソフトウェアセンターと共催により「エクセル」「ワード」などパ

18名  ソコン研修を開催

　 ○インターネットセミナー
　高知法人会ホームページ上にて、「セミナーオンデマンドサービス」により研修・セミナーを随時

　開催。

（４）社会貢献活動の推進

　本年度も法人会の社会性、公益性を認識し社会への貢献活動を積極的に展開しました。

 　○結婚支援事業「青い鳥」

　少子化対策としての結婚支援事業を高知県の少子対策課からも支援を受け、「青い鳥de愛イベン

　ト」を8回を開催し、合計36組のカップルが成立しました。

　また、女性部会ではカップルサポーター活動も行った。

　　●イベント

平成27年4月19日(土) ホテル日航高知旭ロイヤル 男性 15名 女性 16名

5月31日(日) フジトラベルサービス 男性 17名 女性 20名

8月27日(金) 三翠園 男性 13名 女性 15名

8月30日(日) 三翠園 男性 30名 女性 29名

9月12日(日) 鶴巴良 男性 14名 女性 15名

9月23日（土） 月の蔵 男性 10名 女性 9名

　　　9月27日（日） ホテル日航高知旭ロイヤル 男性 12名 女性 11名

　　12月5日(日) 土佐ノ國二十四万石 男性 9名 女性 12名

　　●カップルサポーター活動（カップルサポーター5名登録）

平成27年8月27日(金) 三翠園
8月30日(日) 三翠園

　　　9月27日（日） ホテル日航高知旭ロイヤル
　　12月5日(日) 土佐ノ國二十四万石

　 ○法人会クリーンデー

　本部の清掃活動事業として19回目となりました。高知県内の6法人会がそれぞれの地域で一斉環境美化活

　動を行いました。

　　開催日:平成28年1月17日　　清掃場所：中央公園　　　参加人数：120名

開　催　日

開　催　日

五藤博子、細木日出子

　3組　　

五藤博子、細木日出子

　6組　　

参加者数（計236名）

五藤博子

　ファミリー温泉湯川

　5組　　

門田弘子、益岡美智子

三翠園

会　　場

　3組　　

カップリング

　4組　　

　1組　　

　4組　　

会　　場

アンジェブラン

　10組　　

参加者名



　 ○絵本贈呈

　女性部会が3月3日ひなまつりの日にあわせて、子どもの健やかな育成を願って、役員や青年部会の協

　力を得てチャリティゴルフ、チャリティボウリングの収益金を本の購入資金にあて、絵本贈呈を行っ

　ています。今年度は下記4園に贈呈しました。

　　開催日：平成28年3月3日　鏡川保育園　鴨部わかば保育園　春野弘岡上保育園　春野弘岡中保育園

　 ○小学校で体力増進活動

　体力増進活動としてテレビで人気番組の「サスケ」の子供版「コスケ」を開催しました。

　　開催日：平成27年7月29日　　開催場所：初月小学校　　参加人数：53名

　 ○支部・部会等全ての社会貢献事業

区分

5.16  城西支部

 桂浜花海道清掃活動

11.1  城西支部  城西公園周辺

 桟橋電車通り沿線清掃活動

 法人会クリーンデー

 高知駅前の花壇の手入れと花の植樹

10.14  東部支部  高須小学校「砂場の砂の入替え」

10.27  北山しなね支部  まるばし保育園「砂場の砂の入替え」

 坂本龍馬生誕の地周辺の花壇に花の植樹

 高知駅前の花壇の手入れと花の植樹

 朝倉木の丸保育園「砂場の砂の入替え」

生け花  確定申告会場へ生け花（5回）

節電啓
発活動

 当会HPにて節電啓発「いちごプロジェクト」推進

献血
活動

 交流会議開催時に献血の実施（28名）

交通安全教室

 高知公園一帯へのボンボリ点燈協賛

 江ノ口社明運動寄付

 みかづき祭り賛助

 よさこい祭り寄付

 とさっ子タウン2016協賛

 よさこいチーム「上町よさこい鳴子連」協賛

 よさこいバリアフリーチーム「てんてこ舞」協賛

 よさこいチーム「万々歳」協賛

28.2.1  桂浜春野支部  どろんこ祭り協賛

27.4.7 

 城南支部

 潮江支部

27.7.10 

 城南支部

 本部

28.2.27 

11.6 

11.5 

 江の口支部

 江の口支部

事業内容

 早明浦マラソンにあわせた清掃活動

 城南支部

 桂浜春野支部

 旭町周辺

 土佐郡支部

 中央支部10.31 

28.1.17 

12.6 

 秋の神田地区花いっぱい運動・献血活動
（主催：高知市神田事業主協会）

 春の神田地区花いっぱい運動・献血活動
（主催：高知市神田事業主協会）

 春野弘岡上保育園・春野弘岡上保育園　

清
掃
活
動

10.30 

寄
贈

10.18 

 交通安全教室（主催：交通安全母の会）
 春野弘岡上保育園・春野弘岡中保育園

9.18 

8.27 

 城南支部  和霊神社と龍馬脱藩祭広告(龍馬脱藩際実行委員会)

 北山しなね支部

 中央支部

 本部

　　3.22 

7.21 

7.21 

10.29～30 

 北山しなね支部

 江の口支部

 本部
寄
付
及
び
協
賛

8.6 

 本部

 女性部会

 本部

 青年部会・女性部会

夏・冬 

 女性部会

27.6.4 

3. 3 

確定申告期間 

 桂浜春野支部

27.3.20～5.6 

実施支部等開催日

 女性部会

6.19 

6.19 

 絵本贈呈　鏡川保育園・鴨部わかば保育園



３．共益関係

（１）会員支援事業

　組織委員会は、会員を対象とした事業として、例年行っている法人会・税理士会親睦ゴルフコンペ

　新春講演会後に行われる会員交歓会に加え、視察研修会（高知大神宮宮司と行く出雲大社）を行い

　ました。

　　　視察研修会　高知大神宮宮司と行く出雲大社

　　　　　開催日：平成28年3月12日～13日　視察先：出雲大社　　参加人数　41名

　　　法人会・税理士会親睦ゴルフコンペ

　　　　　開催日：平成27年10月23日　　会　場：グリーンフィールゴルフ倶楽部　　参加人数　35名

　　　会員交歓会

　　　　　開催日：平成28年2月9日　　　会　場：三翠園　　参加人数：120名

　厚生委員会や福利厚生制度連絡協議会の開催により、協力会社との緊密な連携を図り、目標達成に向

　け、協力会社ともども積極的な推進に努めました。

　　福利厚生制度の実績は次表の通り。

　　①経営者大型保障制度【大同生命保険(株)】 （平成27年12月31日）

　　②ビジネスガード【ＡＩＵ損害保険(株)】 （平成27年12月31日）

　　③がん保険制度【アフラック】 （平成27年12月31日）

（２）組織の充実強化

　 ○会員の増強

　組織の維持拡大は法人会活動の基盤をなすものであり、組織率前年度プラス3％以上の達成・前年度

　以上の加入数を目標に、特に9月から12月を強化月間と定め、組織委員・支部役員による加入勧奨を

　行いました。

　最終的に会員3,176社、個人賛助会員112名、加入率 50.0％となりました。

　

79%

6%

会員加入状況

9%

118%

加入率(％)

18

加入企業数

がん・医療・介護・特約（千円）

22,392

役　員
加入率(％)

加入役員
企業数

加入法人数

会　員
加入率(％)

役　員
企業数

新規

779 61

20%

18542

加入率(％)

48

会員数
(27年12月末)

加入法人数

291

3,194

3,194

24%

新規

会員数
(27年12月末) 目標年間

換算保険料

会員数
(27年12月末)

3,194

実績保険料

19,001

任意労災プラン

加入率(％)

653

加　入
企業数

ビジネスガード

達成率(％)



（３）部会活動関係

　優良申告法人部会、卸団地部会、青年部会、女性部会においては、税制税務主体としそれぞれの部会

　会員のニーズに応じた研修等の活動を行いました。

　特に青年部会、女性部会でも独自に税制、経営関連、その他ニーズに応じた研修会や他県法人会との

　交流会を積極的に行うとともに、本部との連携の基にクリーンデー、チャリティ事業等社会貢献活動

　に積極的に取り組みました。

（４）支部活動関係

　組織委員と支部長との合同会議を開催するなど、支部相互の情報交換を密にし、支部活動の活性化と

　主体的活動の促進を図りました。10支部においては、税務当局の支援・協力による税務研修を中心に

　地域の関心事をテーマとする研修会や視察研修会、異業種交流会あるいは地域社会貢献活動など、会

　員に一番近い存在として法人会活動はもとより、会員加入勧奨のうえでも重要な役割を果たしていま

　す。

支部別加入状況　　 （平成28年3月31日）

（５）青年部会・女性部会会員状況

部会員加入状況

所管数(社)

192

225桂浜春野

城　西 179

12

376

北山しなね

728 33

4

52.1%

213

298

996

0

325 27

245

47.8%

343

49.8%

285

7

正会員

内　訳

111

51.6%

41.3%

31

1

21

9

50.0%

12

76.5%

19

加入率(％)

正会員以外
の法人会員

城　東

中　央 519

土佐郡

301

430

471東　部

城　南

1

225

40

1

40

47.6%

47.9%26445

406

潮　江

0

支部名 会員数(社)

464

100.0%

47.6%江の口

16

20

51

2,909合　計 6,351 2673,176

管　外

52

女性部会

平成２８年３月３１日現在

８６名

７８名

40

青年部会

個人会員数
(人)

24

13

53.8%799

68

633

983

471

515

465

653

6

55


