
平成 30 年度事業報告 

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで 

Ⅰ. 概 況 

平成 30 年度の日本経済は夏に相次いだ自然災害により、個人消費や輸出を中心に一時的に押	 		
し下げられたが、政府は、一連の自然災害の被災地の復旧・復興を全力で進めるため、補正
予算を編成し緊急対策に速やかに着手するなどし、また各種政策の効果もあって、企業の稼
ぐ力が高まり、雇用・所得環境も改善し、所得の増加が消費や投資の拡大につながるという
「経済の好循環」が着実に回った一年であった。	
県内でも公共工事が増加し個人消費も明るい動きが見られ、穏やかに回復していることが示
されておりますが、人手不足は潜在化されております。										
持続的な景気回復につながるか見通せない状況であり先行きの警戒感もあります。	
このような経済状況下、当会は公益社団法人として 7 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ました。	
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たちに対する税の啓発「租
税教育活動」を実施、「税の仕組み」、「税の大切さ」「税の使われ方」にも興味をもって国や
地域社会を愛する気持ちを醸成していくことに努めました。税に関する各種研修会も大変好
評でした。	
また、久々に高知市で開催する法人会寄席ではたくさんの市民の皆様にご参加頂くとともに
寄席を通じて本会の趣旨をご理解いただく機会となりました。	

事業並びに会議等の実施内容は以下のとおりである。	

Ⅱ. 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礎となっています。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併せて、

タイムリーに研修会を開催しました。また、今期で１７回目の「税務大学」は法人税の基

本を網羅的に開設するものとして好評を得ました。 
開催日	 研	 修	 内	 容	 開催場所	

H30.4.24	 法人税決算研修会	 70 名	
テーマ「法人税決算・消費税軽減税率研修会」	

講	 師	 高知税務署	 法人課税部門	

審理専門官	 倉本	 幸芳	 氏	

ちより街テラス	

	 6.	5	 税務研修会	 12 名	
テーマ「平成 30 年度税制改正等及び法人会	

ｻﾞ	ｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ新阪急高知	



提言活動報告における主な実現事項について」	

講	 師	（株）P.D.C.A.マネジメント	

代表取締役	 中嶋	 司	 氏	

8.	6	 支部税務研修会	 35 名	

テーマ「平成 30 年度税制改正等について	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第六部門	

	 	 	 	 	 	 	 	 統括国税調査官	 竹田	 剛一	 氏	

城西館	

8.22	 支部税務研修会	 17 名	

テーマ「平成 30 年度税制改正等について	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第四部門	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

統括国税調査官	 山﨑	 吉純	 氏	

サウスブリーズホテル	

9.	4	 支部税務研修会	 21 名	

テーマ「平成 30 年度税制改正等について」	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第六部門	

	 	 	 	 	 	 	 	 統括国税調査官	 竹田	 剛一	 氏	

オリエントホテル高知	

9.12	

	 	

税務研修会	 37 名	

テーマ「消費税の軽減税率制度について」	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第一部門	

統括国税調査官	 井上	 順次	 氏	

ｻﾞ	ｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ新阪急高知	

9.13	

	 	

支部税務研修会	 30 名	

テーマ「平成 30 年度税制改正等について	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第四部門	

統括国税調査官	 山﨑	 吉純	 氏	

	

ﾎﾃﾙ日航高知旭ﾛｲﾔﾙ	

	 9.14	

	 	
支部税務研修会	 32 名	

テーマ「平成 29 年度税制改正等について」	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第三部門	 	 	 	 	 	 	 	

統括国税調査官	 西村	 伸一	 氏	

ファミリー温泉	湯川	

	 9.18	

	 	

支部税務研修会	 28 名	

テーマ「平成 30 年度税制改正等について	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第六部門	

統括国税調査官	 竹田	 剛一	 氏	

国民宿舎	桂浜荘	

9.19	 支部税務研修会	 44 名	

テーマ「平成 30 年度税制改正等について」	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第二部門	

統括国税調査官	 森	 紀人	 氏	

サウスブリーズホテル	

	 	 9.27	 税制改正研修会	 53 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	 須賀	 永行	 氏	

ラ・ヴィータ	

10.19	 支部税務研修会	 27 名	

テーマ「平成 30 年度税制改正等について」	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第二部門	

統括国税調査官	 森	 紀人	 氏	

土佐御苑	

10.24	 支部税務研修会	 42 名	

テーマ「平成 30 年度税制改正等について」	

三翠園	



講	 師	 高知税務署	 法人課税第二部門	

統括国税調査官	 森	 紀人	 氏	

11.13	 税務大学（１回目）	 75 名	

テーマ「年末調整のしかた」	

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	

講	 師	 高知税務署	 管理運営第一部門	

濱田	 笙野	 氏	

ラ・ヴィータ	

11.20	 支部税務研修会	 21 名	

テーマ「平成 30 年度税制改正等について」	

講	 師	 南国税務署	 法人課税部門	

統括国税調査官	 倉本	 幸芳	 氏	

フォーラム末広	

	 11.22	 青年女性部会合同税務研修会	 17 名	

テーマ「平成 30 年度税制改正等について」	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第一部門	

統括国税調査官	 井上	 順次	 氏	

城西館	

11.29	 税務大学（２回目）	 29 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	 高田	 早苗	 氏	

ラ・ヴィータ	

	 12.	4	 税務大学（３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	 吉岡	 余扶子	 氏	

ラ・ヴィータ	

12.	7	

	 	

税務大学（４回目）	 27 名	

テーマ「法人税のあらまし」	

講	 師	 高知税務署	 法人課税部門	

上席調査官	 高田	 早苗	 氏	

ラ・ヴィータ	

31.1.29	 法人税決算・確定申告研修会	 24 名	

テーマ「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	 福家	 孝二	 氏	

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	 須賀	 永行	 氏	

ラ・ヴィータ	

2.	5	

2.	6	

2.14	

法人税確定申告書の書き方研修会（３日間）	 57 名	

テーマ「法人税確定申告書の書き方」	

講	 師	 税理士	 小谷	 眞由美	 氏	

高知商工会議所	

3.	7	 優良申告法人部会税務研修会	 34 名	

テーマ「消費税軽減税率制度について」	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第一部門	

統括国税調査官	 井上	 順次	 氏	

三翠園	

3.11	 卸団地部会税務研修会	 23 名	

テーマ「消費税軽減税率制度について」	

テーマ「平成 31 年度税制改正の概要」	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第一部門	

高知卸商センター会館	



統括国税調査官	 井上	 順次	 氏	

3.12	 税務研修会	 36 名	

テーマ「消費税軽減税率制度について」	

講	 師	 高知税務署	 法人課税第一部門	

統括国税調査官	 井上	 順次	 氏	

三翠園	

	

○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、9 中学校、25 小

学校において、2,481 名の児童生徒を対象に開催しました。	

	

◇中学校 
	 開催日	 中学校名	 受講生徒数	 講	 師	

1	 H30.11.13	 高知聾学校中等部	 3 名	 橋本	峰人	

2	 11.30	 高知国際中学校	 60 名	 橋本	峰人	

3	 12.	4	 春野中学校	 103 名	 橋本	峰人	

4	 12.	6	 城東中学校	 110 名	 橋本	峰人	

5	 H31.1.17	 南中学校	 30 名	 橋本	峰人	

6	 1.29	 青柳中学校	 	93 名	 橋本	峰人	 宮村	武志	

7	 					1.30	 附属中学校	 	67 名	 宮村	武志	

8	 	 	 	2.	8	 西部中学校	 140 名	 橋本	峰人	 宮村	武志	

9	 	 	 	2.22	 城北中学校	 76 名	 橋本	峰人	

	

◇小学校 
	 開催日	 小学校名	 受講児童数	 講	 師	

1	 H30.11.22	 江の口養護学校小学部	 2 名	 橋本	峰人	

2	 12.17	 旭東小学校	 62 名	 三好	貴士	 公文	隆司	

3	 12.18	 高須小学校	 112 名	 益岡	美智子	 公文	隆司	

4	 12.20	 第四小学校	 60 名	 公文	隆司	

5	 H31.	1.15	 大津小学校	 96 名	 公文	隆司	

6	 					1.15	 春野西小学校	 30 名	 門田	弘子	

7	 					1.15	 神田小学校	 	89 名	 弘田	哲也	

8	 					1.16	 横浜小学校	 78 名	 山本	良司	 公文	隆司	

9	 					1.17	 鴨田小学校	 133 名	 川渕	大亮	 杉村	勝正	 公文	隆司	

10	 					1.18	 三里小学校	 	46 名	 眞鍋	大補	 三好	貴士	

11	 					1.18	 一宮東小学校	 	58 名	 門田	弘子	 五藤	博子	

12	 					1.21	 潮江東小学校	 68 名	 弘田	哲也	 三好	貴士	

13	 					1.22	 横内小学校	 	90 名	 宮村	武志	 三好	貴士	 公文	隆司	



14	 					1.23	 鏡小学校	 		8 名	 公文	隆司	

15	 					1.24	 初月小学校	 120 名	 眞鍋	大補	 宮村	武志	 公文	隆司	

16	 					1.24	 朝倉第二小学校	 134 名	 川渕	大亮	 杉村	勝正	 三好	貴士	

山本	良司	

17	 					1.25	 介良潮見台小学校	 	25 名	 公文	隆司	

18	 					1.28	 土佐山学舎小学校	 12 名	 山﨑	真人	

19	 					1.29	 はりまや橋小学校	 	33 名	 公文	隆司	

20	 					1.30	 昭和小学校	 120 名	 橋本	峰人	 西川	義章	

21	 					1.31	 一宮小学校	 93 名	 山﨑	真人	 川渕	大亮	 弘田	哲也	

22	 					2.	7	 江陽小学校	 	64 名	 橋本	峰人	

23	 					2.18	 附属小学校	 110 名	 公文	隆司	

24	 					2.21	 横浜新町小学校	 80 名	 山本	良司	 公文	隆司	

25	 					2.25	 潮江小学校	 	76 名	 川渕	大亮	 眞鍋	大補	 弘田	哲也	

	

○税ウォッチング 

	 税金はどのように使われているか、今年度は江陽小学校の生徒を対象に公共施設などを視

察した。 
	 	 開催日：平成 30 年 7 月 26 日	 参加人数：9名	

	 	 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た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 8 校より合計 569 通の応募があり、 優秀賞・高知法人会会長

賞・女性部会長賞・高知税務署長賞などの表彰を行いました。 
 
○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 31 年 3 月 1 日	 朝倉くすのき保育園、若葉保育園	 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、税に関する作品展、税の啓発用チラシ配布、法人会

寄席を開催いたしました。 
 



	 	 開催日：平成 30 年 11 月 3～4 日	 イオンモール高知	 	 税に関する作品展（税の啓発用

チラシ配布）	

	 	 開催日：平成 30 年 11 月 12 日	 ラ・ヴィータ	 	 法人会寄席	

	 確定申告期間に、会場となる高知税務署に生け花や、税に関する絵はがきコンクール受賞

作品を展示いたしました。	

	 	 開催日：平成 31 年 2 月 18 日～3月 15 日	 高知税務署	 	 確定申告会場	

 
○税の広報 

	 税に関する作品展（高知市租税教育研究会主催）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65・66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」のシールを張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 31 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

出された要望事項を取りまとめ 9月 20 日開催の理事会で決議し、10 月 11 日開催の「法人

会全国大会（鳥取大会）」において提言趣旨説明が行われました。	

 
○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。 
 

地方自治体に対する要望活動の実施状況 
要望活動先 要望活動実施者 

実施日 
要望活動 
方法 対 象 

自治体 
対象者の 
役職名 

面接者の氏名 役職／氏名 

高
知
市 

市	 長 岡 﨑 誠 也 

会	 	 	 長	 	 青	 木	 章	 泰 
副	 会	 長	 	 角	 	 	 裕	 和 
税制委員長	 	 山	 﨑	 一	 寛 
専務理事 	 	 伊与木	 久	 春 

H30.11.19	 面談 

議	 長 高 木	 	 妙 

会	 	 	 長	 	 青	 木	 章	 泰 
副	 会	 長	 	 角	 	 	 裕	 和 
税制委員長	 	 山	 﨑	 一	 寛 
専務理事 	 	 伊与木	 久	 春 

H30.11.5	 面談 

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・支部役員会次には各種小冊子を配布しました。 
 
○経済・経営セミナー 

開催日	 開	 催	 内	 容	 開催場所	

H30.4.5~6	

4.12~13 
第１回	 平成 30 年度新入社員研修講座（共催）167 名	

第２回	 平成 30 年度新入社員研修講座（共催）	

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～	

「基本マナー」・「職場マナー」・「ビジネスマナー応用編」	

講	 師	 オフィス K&K	 北村	 和代	 氏	

講	 師	 Y グローリー	 近藤	 由枝	 氏	

高知商工会館 

4.25 テーマ「報・連・相研修」	 27 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 

三翠園 

5.28 青年・女性部会交流会議記念講演会	 155 名	
テーマ「夢の叶え方とゴルフゲームの共通点」	

講	 師	 一般社団法人ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ	ｱｽﾘｰﾄ	ｱｿｼｴｰｼｮﾝ理事	

プロゴルファー	 中嶋	 千尋	 氏	

三翠園 

6.13 通常総会記念講演会	 255 名	
テーマ「歴史の中に見る	女性活躍さきがけの人」	

講	 師	 作家	 玉岡	 かおる	 氏 

ﾎﾃﾙ日航高知旭ﾛｲﾔﾙ 

7.18 テーマ「雇用トラブル対策セミナー」	 50 名	
講	 師	 特定社会保険労務士	 経営士・ＤＣアドバイザー 	

荒木	 康之	 氏	

ちより街テラス 

8.6 テーマ「『新国家』坂本龍馬の書簡について」	 35 名	
講	 師	 全国龍馬社中	 会長	 橋本	 邦健	 氏	

城西館 

8.21 テーマ「経理の実務手ほどき初級編」	 58 名	
講	 師	 中小企業診断士	 石川	 麻子	 氏	

ちより街テラス 

8.22 テーマ「経理の実務手ほどき中級編」	 46 名	
講	 師	 中小企業診断士	 石川	 麻子	 氏	

ちより街テラス 

8.22 テーマ「高知の魅力を伝えるシゴト」	 17 名	
講	 師	 季刊高知	発行・編集人	 株式会社クリケット	

代表取締役	 野並	 良寛	 氏	

ｻｳｽﾌﾞﾘｰｽﾞﾎﾃﾙ	

9.7 テーマ「やさしくわかる総務・庶務の実務」	 132 名	
講	 師	 ㈱人事サポートプラスワン	

代表取締役	 松本	 健吾	 氏	

ラ・ヴィータ 

9.13 テーマ「オーテピアエリアに県都の物語性を見る」	 30 名	 ﾎﾃﾙ日航高知旭ﾛｲﾔﾙ 



講	 師	 高知みらい科学館	 館長	 高橋	 信裕	 氏	

9.14 テーマ「オーテピア図書館の魅力について」	 32 名	
講	 師	 高知市教育委員会	 図書館・科学館	 担当理事	

高知市民図書館	 館長	 貞廣	 岳士	 氏 

ファミリー温泉湯川	

9.18 テーマ「がんを知るセミナー」	 150 名	
講	 師	 東京大学医学部附属病院	

放射線科准教授/緩和ｹｱ診療部長	 中川	 恵一	 氏	

ちより街テラス	

9.18 テーマ「美酒探しの旅へ」	 28 名	
講	 師	 特定医療法人	 仁泉会	 朝倉病院	

日本酒クラブ	 審酒会	 会長	 籠尾	 博章	 氏	

国民宿舎	 桂浜荘	

9.19 テーマ「働き方改革推進センター」	 44 名	
講	 師	 高知県働き方改革推進支援センター	

コーディネーター	 森澤	 正守	 氏	

ｻｳｽﾌﾞﾘｰｽﾞﾎﾃﾙ	

9.19	 テーマ「大人の租税教室」	 44 名	

講	 師	 橋本峰人税理士事務所	 税理士	 橋本	 峰人	 氏	

ｻｳｽﾌﾞﾘｰｽﾞﾎﾃﾙ	

10.5 テーマ「新入社員研修講座で学んだﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰの復習とｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ能力アップ研修」	 73 名	

講	 師	 オフィス K&K	 北村	 和代	 氏	

講	 師	 Y グローリー	 近藤	 由枝	 氏	

高知商工会館	

10.11 テーマ「助成金活用のコツ教えます」	 44 名	
講	 師	 	社会保険労務士	 秋山	 直也	 氏	

ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ高知	

10.19 テーマ「県内の接遇について」	 24 名	
講	 師	 土佐流おもてなし塾	 金山	 久里子	 氏 

土佐御苑 

10.24 テーマ「軽減税率対策補助金について」	 42 名	
講	 師	 高知県よろず支援拠点	

チーフコーディネイター	 小松	 宗二	 氏	

三翠園 

10.24 テーマ「地域と共に 65 年～そのとき役立つために～」	 42 名	
講	 師	 株式会社高知放送	 アナウンサー	 井津	 葉子	 氏 

三翠園 

11.12	 法人会寄席	 220 名	

寄席ばやし(森吉あき	氏)、漫才(ホンキートンク)、紙切り(林家

二楽	氏)、落語(柳家小んぶ	氏・古今亭文菊	氏・柳家喬太郎	氏)	

ラ・ヴィータ	

11.20 テーマ「日本の財政について」	 21 名	
講	 師	 四国財務局	 高知財務事務所	 所長	 西岡	 和宏	 氏	

フォーラム末広 

11.20 テーマ「ブドウ農家のワイン造りへの挑戦」	 21 名	
講	 師	 ミシマファームワイナリー	 園主	 山中	 敏雄	 氏	

フォーラム末広 

11.21 テーマ「日本の財政について」	 22 名	
講	 師	 四国財務局	 高知財務事務所	 所長	 西岡	 和宏	 氏	

希満里 

12.5 テーマ「2019 年のグローバル相場展望と投資戦略」	 50 名	 大和証券高知支店 



講	 師	 大和証券㈱投資情報部シニアストラテジスト	

石黒	 英之	 氏	

H31.1.16 テーマ「中小企業も今すぐできる!情報ｾｷｭﾘﾃｨ対応力向上セミナー」71 名	
講	 師	 ｱﾏｿﾞﾝｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾌﾞ	ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｾﾝﾀｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部	

ｼﾆｱｾｷｭﾘﾃｨｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ代表取締役	松本	照吾	 氏 

高知共済会館 

2.4 テーマ「経営戦略として進める健康経営」	 61 名	
講	 師	 特定非営利活動法人	健康経営研究会	

理事長	 岡田	 邦夫	 氏	

高新文化ホール 

2.7 新春講演会	 232 名	
テーマ「ダニエル・カールの日本見聞録」	

講	 師	 タレント・山形弁研究者	 ダニエル・カール	 氏 

ザ	クラウンパレス

新阪急高知 

2.26 テーマ「日本の財政について」	 13 名	
講	 師	 四国財務局	 高知財務事務所	 所長	 西岡	 和宏	 氏	

高知ｻﾝﾗｲｽﾞﾎﾃﾙ 

3.1 テーマ「日本の財政について」	 20 名	
講	 師	 四国財務局	 高知財務事務所	 所長	 西岡	 和宏	 氏	

ホテル SP-haruno- 

 
	

○パソコンセミナー 

開催日	 開	 催	 内	 容	 開催場所	

H30.7.3	 テーマ「ワード活用講座」	 32 名	

講	 師	 ㈱ブレーン	 専任講師	 中村	 和彦	 氏	

高知市立自由民権記念館	

7.4	 テーマ「エクセル活用講座」	 34 名	

講	 師	 ㈱ブレーン	 専任講師	 中村	 和彦	 氏	

高知市立自由民権記念館	

	

○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。	 ( アクセス総数 ２０，７８８ ) 
 
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「青い鳥 de 愛イベント」を 1回開催し、当該イベントに

おいてマッチングした男女を引合せ、交際フォローをすることにより、結婚を支援しまし

た。	

	 	 開催日：平成 30 年 6 月 16 日	 場所：三翠園	

 
○法人会クリーンデー 



	 清掃活動事業として 23 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 31 年 1 月 27 日	 清掃場所：中央公園	 参加人数：170 名	

	

○絵本贈呈 

	 女性部会が毎年 3 月 3 日の桃の節句に、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 3月 1日に下記 3園に贈呈しました。	

	 	 開催日：平成 31 年 3 月 1 日	

	 	 贈呈園：朝倉くすのき保育園、若葉保育園、大川村つぼみ保育園	

	

○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「ニンジャマックス」を開催

しました。 
	 	 開催日：平成 30 年 7 月 26 日	 開催場所：江陽小学校	 参加人数：33 名	

 
○支部・部会等すべての社会貢献事業 

区分	 開催日	 実施支部等	 事業内容	

清
掃
活
動	

31.	4.	4	

	

5.25	

10.21	

11.	7	

11.14	

	

12.	9	

31.	1.27	

2.13	

3.16	

城南支部	

	

城西支部	

桂浜春野支部	

土佐郡支部	

城南支部	

	

潮江支部	

本部	

東部支部	

土佐郡支部	

春の神田地区植栽事業・献血活動	

（主催：高知市神田事業主協会）	

支部管内清掃活動（福井町周辺）	

桂浜花海道清掃活動	

早明浦マラソンにあわせた清掃活動	

秋の神田地区植栽事業・献血活動	

（主催：高知市神田事業主協会）	

桟橋電車通り沿線清掃活動	

法人会クリーンデー	

龍馬マラソンにあわせた清掃活動	

嶺北クリーンデー（南国法人会との合同開催）	

寄	

贈	

30.	7.	6	

10.	3	

11.12	

10.20	

11.	2	

31.	3.30	

3.	1	

江の口支部	

東部支部	

北山しなね支部	

中央支部	

江の口支部	

城南支部	

女性部会	

高知駅前の花壇の手入れと花の植樹	

介良潮見台小学校「砂場の砂の補充」	

一宮東小学校「砂場枠の改修及び砂の補充」	

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	

朝倉くすのき保育園「砂場の砂の入替」	

絵本贈呈	 朝倉くすのき保育園・若葉保育園、	

大川村つぼみ保育園	

生け花	 確定申告期間	 女性部会	 確定申告会場へ生け花（4 回）	



節電啓発	

活動	
夏・冬	 女性部会	

当会 HP にて節電啓発「いちごプロジェクト」推進	

会員企業へのチラシ配布	

献血活動	 30.	5.28	 青年部会・女性部会	 交流会議開催時に献血の実施（36 名）	

交通安全

教室	

10.31～11.	

1	

桂浜春野支部	 交通安全教室（主催：交通安全母の会）	

春野西保育園・春野仁西保育園	

協	

賛	

30.3.3~5.6	

5.28	

7.21	

7.21	

7.21	

8.10	

8.10	

31.	3.24	

本部	

江の口支部	

本部	

本部	

北山しなね支部	

北山しなね支部	

中央支部	

城南支部	

高知公園一帯へのボンボリ点燈協賛	

江ノ口社明運動共催	

よさこいバリアフリーチーム「てんてこ舞」協賛	

よさこい祭り協賛	

みかづき祭り協賛	

よさこいチーム「万々歳」協賛	

よさこいチーム「上町よさこい鳴子連」協賛	

和霊神社と龍馬脱藩際協賛（龍馬脱藩祭実行委員会）	

 

Ⅲ． 共益関係 

１．会員支援事業 

	 組織委員会は、新年を迎えるにあたり地域の経営者が交流することを目的として、新春講

演会後に行われる会員交歓会を開催しました。 
 

○会員交歓会 
	 	 開催日：平成 31 年 2 月 7 日	 会場：ザ	クラウンパレス新阪急高知	 参加人数 113 名	

	

○福利厚生制度の推進 

	 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㈱】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （平成 31 年 3 月 31 日） 

会員数 加入企業数 会員加入率 役員企業数 
加入役員 
企業数 

役員加入率 

3,161	 710	 22.5％	 61	 48	 78.7％	

 
(2)ビジネスガード【ＡＩＧ損害保険㈱】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （平成 31 年 3 月 31 日）	

単位会名	 会員数	
加入	

企業数	
加入率	

新規企業	 請求保険料【千円】	

目標	 実績	 達成率	
前年度	

実績	
実績	 進捗率	

高	 知	 3,161	 472	 14.8％	 37	 87	 235.1％	 151,892	 192,905	 127.0％	



 
(3)がん・医療・その他保険制度【アフラック】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (平成 30 年 12 月 31 日) 

会員数 
全商品（千円） 会員加入状況(累計) 

目標年間 
換算保険料 

実績保険料 達成率 加入法人数 加入率 

3,193	 16,982	 18,309.7	 107.8%	 1,173	 36.7%	

 

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、今年度も加入勧奨活動を行いまし

た。今年度も、各金融機関本部及び支店の多大なるご協力のもと、9 月から 12 月を強化月

間と定め、前年度以上の加入数、役員一人一社以上の獲得を目標に組織委員・支部役員が

一丸となり加入勧奨を行った結果、 終的に 98 社が加入し、法人会員数 3,161 社、個人会

員数 148 名、法人加入率 48.3％となりました。	

 

○支部別加入状況	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

支部名 
所管数 
（社） 

会員数 
（社） 

内	 	 訳 
加入率 

個人会員数 
（人） 正会員 

正会員以外

の法人会員 
中	 央	 997	 503	 443	 60	 50.5％	 26	

城	 東	 806	 421	 390	 31	 52.2％	 10	

東	 部	 1,019	 477	 445	 32	 46.8％	 7	

北山しなね	 662	 318	 290	 28	 48.0％	 15	

城	 南	 750	 357	 323	 34	 47.6％	 28	

城	 西	 505	 205	 191	 14	 40.6％	 15	

桂浜春野	 514	 243	 230	 13	 47.3％	 20	

潮	 江	 649	 293	 276	 17	 45.1％	 10	

江の口	 514	 235	 215	 20	 45.7％	 9	

土佐郡	 66	 49	 48	 1	 74.2％	 3	

管	 外	 60	 60	 0	 60	 100.0％	 5	

合	 計	 6,542	 3,161	 2,851	 310	 48.3％	 148	

 

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、税制税務を主体としそ

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。 
	 また、青年部会、女性部会では独自に経営関連、その他ニーズに応じた研修会も開催した。

特に青年部会では呉法人会青年部会との交流も行い、平成30年 7月に広島県で発生した「平

成 30 年７月豪雨」では呉法人会への支援物資（100,330 円相当）を寄贈した。また、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。 
 
５．青年部会・女性部会会員状況 

○部会員加入状況（平成 31 年 3 月 31 日現在）	

	 会員数	

青年部会	 223 名	

女性部会	 	75 名	

 
６．他法人会との交流事業 

○呉法人会青年部会との交流会	

	 公益社団法人呉法人会とは平成 7 年 11 月 16 日に姉妹締結を調印しています。これまで、

両会は毎年交流会を行っており、今年度は、広島県で交流をいたしました。	

	 	 	 	 	

開催日：平成 30 年 10 月 31 日（水）	

場	 所：クレイトンベイホテル	参加者 10 名	


