
報告事項 ( 理事会承認事項 ) 

平 成 ３０ 年 度 事 業 報 告 

自 平成３０年４月  １日 

至 平成３１年３月３１日 

  

概 況 

平成３０年度は法人会の理念のもと、税に関するオピニオンリーダーとして地域社会・地域企業の発展に

貢献するため積極的に事業活動を展開しました。 

事業の実施に当たっては、法人会の原点である「税」に関する事業を中心に様々な活動に取り組みました。

税知識の普及を目的とする事業では、租税教室の開催と講師派遣、税に関する絵はがきコンクール等を実施

し、税制に関する提言の取りまとめと、地元自治体等への提言活動、税情報の発信、子ども税金クイズ等の

開催による納税意識の高揚と啓蒙活動に努めました。 

特に租税教育活動では、高松国税局長より感謝状を頂き、今後の租税教育活動を実施するに当たり大変励

みになりました。また、新たに追加作成した「センタックス」の資料による租税教室を開催したところ、小

学校側、児童からも大変好評でした。 

組織基盤の構築を目指した会員増強については、１２月末の会員数が前年より純増の結果となり、加入率

は全国１位を維持しました。会員各位のご協力と関係機関のご支援、ご協力にお礼申し上げます。 

  

事業活動 

１．税知識の普及を目的とする事業 

（１）決算法人説明会・税務研修 

税に関する情報を提供して、理解と知識を深め正しい税知識を身につけることを目的に開催し 

ました。 

決算法人説明会・消費税軽減税率制度説明会 

平成３０年  ６月 ７日（木）13：30～15：00 大川オアシス 

内 容  自主点検チェックシートの活用について 

     平成３０年度税制改正について 

      決算・申告の実務 

      消費税等の軽減税率制度について 

 講 師  長尾税務署 法人課税部門統括国税調査官・法人課税部門上席調査官 

出席者  ２５名 

 

平成３０年１２月 ６日（木）13：30～15：00 大川オアシス 

内 容  自主点検チェックシートの活用について 

     決算・申告の実務 

      消費税等の軽減税率制度について 

 講 師  長尾税務署 法人課税部門統括国税調査官・法人課税部門上席調査官               

 出席者  ３１名 

 

（２）租税教室並びに租税教育活動 

租税教室講師派遣 

  平成３１年  １月１０日（木）さぬき市立石田小学校     6年生1クラス  26名 

        １月１６日（水）さぬき市立長尾小学校    6年生3クラス  76名 

        １月１７日（木）さぬき市立造田小学校     6年生1クラス    31名 

        １月１７日（木）さぬき市立さぬき南小学校  6年生2クラス    44名 

 １月１９日（土）東かがわ市立大内小学校    6年生2クラス   68名 

        １月２３日（水）さぬき市立さぬき北小学校   6年生2クラス    37名 

        １月２４日（木）東かがわ市立引田小学校   6年生2クラス  49名 

        １月２５日（金）東かがわ市立本町小学校   6年生1クラス  36名 

２月  ７日（木）東かがわ市立白鳥小学校   6年生1クラス   19名 

                                                              合 計   386名 



租税教育委員会の開催 

   平成３０年１１月２１日（水） 19：00～   (株)ダイコープロダクト   

   内 容  センタックス資料作成について 

        平成３０年度租税教室担当者割り振り 

        次回委員会開催日程について 

   出席者  ５名 

 

   平成３０年１２月２５日（火） 18：30～   桃煌 

   内 容  平成３０年度租税教室・センタックスについて 

        高松国税局長から感謝状をいただいた報告 

   出席者  １５名 

   

税の絵はがきコンクール作品募集（１２月 ３日～１月１５日） 

  さぬき市、東かがわ市内の小学校１０校から２０６点の応募があり、長尾税務署署長、統括官、

法人会会長、社会貢献活動委員会、青年部会・女性部会役員による審査の結果、最優秀賞１点、法

人会長賞１点、女性部会長賞１点、長尾税務署長賞１点、優秀賞１点を選びました。また、佳作も

５点を選び各小学校で表彰しました。応募者には全員に「けんたグッズ」の参加賞を贈りました。 

 

（３）女性部会税務研修会 

      平成３０年１１月２１日（水）13：00～14：00   東かがわ市交流プラザ 

内 容 「税のよもやま話」 

講 師  長尾税務署 署長 沼田  睦 氏 

出席者  ２４名 

 

（４）年末調整説明会 

      長尾税務署の年末調整資料に基づいて、適正な申告と税に関する情報を提供する目的で開催し、

当会は会場にて税に関する冊子を無料で配布する等、税知識の普及に努めました。 

 平成３０年１１月１５日（木）13：30～15：30        さぬき市役所3階会議室 

                  （15：30～16：00 軽減税率制度等説明会） 

内 容  「平成３０年分年末調整実務について」 

講 師  長尾税務署  

     出席者  １１０名 

     

     平成３０年１１月１６日（金）13：30～15：30         東かがわ市交流プラザ 

                  （15：30～16：00 軽減税率制度等説明会） 

     内 容  「平成３０年分年末調整実務について」 

講 師  長尾税務署  

     出席者  ８５名 

 

２．納税意識の高揚を目的とする事業 

（１）「税を考える週間」広報活動 

      税を考える週間中に一般公開の講演会を開催。法人会の税に関する活動状況等をＰＲし、納税

意識の啓発を促すチラシ等を配付。会場には、小学生の習字「税に関する作品」と｢絵はがきコン

クール｣応募全作品を掲示しました。 

      平成３０年１１月１４日（水） 14：00～16：00     ベッセルおおち 

（２）子ども税金クイズ 

税を考える機会を持ち、税の大切さを理解することで納税意識の高揚を図ることを目的に開催し

ました。エントリー制を無くして、開催時間間際にカウントダウンで参加者を募り、より沢山の子

どもが参加できるようにしました。 

   平成３０年 ６月１０日（日） 14：30～  ツインパルながお どんと恋まつり会場 

 参加人数   １５０名 



（３）ホームページ等による税情報の発信 

      法人税、消費税等、国税を中心に国税庁ホームページへのリンクを行うとともに、適宜税に関

する情報の提供に努めました。 

     広報誌「あしなみ」の誌面では税に関する情報、改正事項等の掲載を積極的に図り、広く一般に

対し税の啓発やｅ－Ｔａｘの普及に資するためのＰＲ活動、消費税軽減税率制度の周知など、税

関連広報を掲載しました。146号（総会号）、147号（新年号）各 1,500部発行。市役所、金融関

係、公民館等のロビーへ配置し、一般公開の行事等でも広く配付しました。また、確定申告期を

迎えるにあたって、納税おおかわ発行会が確定申告用チラシを作成し、さぬき市および東かがわ

市全戸へ配布する事業を助成しました。 

３．税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 

（１）税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出 

     平成３１年度税制改正に関するアンケートを実施して、（公財）全国法人会総連合へ提出しました。

また、税制委員会で提言事項を取りまとめて（一社）香川県法人会連合会へ提出し、全国から提 

出された提言を全法連が取りまとめ、その実現を目指して当会においても地元自治体、市議会に提言 

活動を行いました。 

    平成３０年１１月２７日（火） 於：さぬき市役所     さぬき市長  議会事務局長 

     平成３０年１１月２８日（水） 於：東かがわ市役所  東かがわ市長 議会副議長 

なお、提言事項はホームページ並びに広報誌を通じて広く一般に周知しました。 

４．地域社会への貢献を目的とする事業 

（１）チャリティーバザー収益金による社会貢献活動 

      さぬき市、東かがわ市の社会福祉協議会と協議し、チャリティーバザーの収益金で希望商品を購 

入して両市の各施設へ寄贈しました。贈呈式で施設利用者の方々より感謝の言葉をいただきました。 

平成３０年 ６月２１日（木）13：30～ ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰ準備会  大川オアシス  15名参加 

平成３０年 ６月２２日（金）12：30～14：15 ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰ  大川オアシス 173名参加 

平成３１年 ２月  ７日（木）贈呈式 社会福祉法人 東かがわ市社会福祉協議会へ 

平成３１年 ２月１２日（火）贈呈式  社会福祉法人 さぬき市社会福祉協議会へ       

                    チャリティーバザー収益金贈呈  326,000円      

（２）環境問題取り組み 

      女性部会員を中心に一般の参加者も募集し、ＥＭ菌を活用した家庭で手軽に使える活性液などを

作りました。専門家講師の助言を受けながら、自然にある材料を使い、環境保全の意識啓発を行う

研修会を実施しました。 

        また、女性部会において節電対策の「いちごプロジェクト」（家庭における使用電力の 15%削減運動）

に取り組み、全法連作成のグッズを購入して地域のイベント等にて広く配布しました。 

 平成３０年１１月 ８日（木） 13：30～  さぬき市大川公民館  

内 容 EM研修会（洗濯に使える活性液 ＥＭボカシなど） 

講 師 EM環境学習アドバイザー 伊藤 彰子 氏       

出席者 ２０名 

（３）一般公開の講演会 

     女性部会による講演会、総会時の講演会、税を考える週間中の講演会、香川県連との共催による

巡回講演会を開催しました。誰でも参加でき、地域のどなたにも喜んでもらえる講師を迎えて一般

公開の講演会を実施。案内は新聞広告、当会のホームページ、チラシ等にて広く募集しました。 

 

 

 



     平成３０年 ６月１４日（木）   15：30～17：00   三本松ロイヤルホテル 

     講 師  有限会社 産業情報化新聞社 代表取締役 竹原 信夫 氏 

内 容  「元気経営のヒミツはこれだ！」～第一線現場取材から掴んだ“活力経営の秘密”～ 

     出席者  １８０名 

     平成３０年  ６月２２日（金）  14：30～16：00   大川オアシス 

     講 師  近畿大学 生物理工学部 准教授 谷本 道哉 氏  

     内 容  「老化のスピードを変える！学術的に正しい若い体のつくり方」 

        ～なぜあの人だけが老けないのか？～ 

     出席者  １７３名 

     平成３０年１１月１４日（水）  14：30～16：00   ベッセルおおち 

     講 師  タレント 山田 雅人 氏 

内 容  「山田 雅人かたりの世界」 

     出席者  ４３７名 

平成３１年  ２月２１日（木）   14：00～15：30  寒川農村環境改善センター  

     講 師  西郷隆盛氏の曾孫 西郷 隆夫 氏 

     内 容  「子孫から見た西郷隆盛」 

     出席者  １４５名 

（４）地域イベントへの参加 

     各支部地域におけるイベントに、該当地区の支部が参加し、地域振興と居住者の交流を目的とし

て地域社会に貢献しました。 

    平成３０年 ７月１５日（日）引田支部 風の港まつり参加    うちわ 配布 

    平成３０年 ７月２１日（土）志度支部 ｻﾏｰﾒﾓﾘｱﾙﾌｪｽ2018参加    うちわ 配布 

        平成３０年 ７月３１日（火）女性部会 白鳥神社夏越参加    うちわ 配布 

    平成３０年 ８月１８日（土）津田支部 津田夏祭り参加     うちわ 配布 

    平成３０年 ９月１６日（日）寒川支部 さぬき寒川亭参加    うちわ 配布 

    平成３０年 ８月中     ツインパルながお              うちわ 配布 

５．地域企業の健全な発展に資する事業 

（１）中小企業会計啓発・普及セミナー 

      (独法)中小企業基盤整備機構と共催して、中小企業会計への理解と促進を図る目的でセミナーを 

開催し、知識の提供に努めました。 

    平成３１年 ２月１４日（木） 13：30～15：30 大川オアシス 

    講 師  岡本税理士事務所 税理士 岡本 正雄 氏 

    内 容  平成３０年度中小企業会計啓発・普及セミナー ～企業の経営力強化を目指す会計～ 

    出席者  ２０名 

６．会員の交流に資するための事業 

   会員の自己研鑽と異業種交流、地域交流を図るため親会・部会・支部が目標実現に向けて意思統一を 

行うとともに、交流を図ることを目的に開催。 

（１）支部企業交流会 

    津田支部交流会 平成３０年１２月１３日（木）18：30～  大川オアシス      20名参加 

    大川・寒川・長尾支部交流会  

平成３１年  ２月１６日（土）18：30～  いろは        58名参加 

白鳥支部交流会 平成３１年  ２月２２日（金）18：00～  まるきん寿司      23名参加 



（２）青年部会・女性部会企業交流会 

     青年部会 

     平成３０年  ８月  ９日（木）19：00～    大川オアシス                14名参加 

第７回会員交流会    

報告事項 平成２９年度事業・収支報告 

平成３０年度事業計画・予算報告 

        研 修 会 テーマ 「消費税改正と経営への影響を考える」 

              講 師 岡本税理士事務所 岡本 正雄 氏 

     女性部会 

     平成３０年  ５月２１日（月）一日研修旅行 伊予灘ものがたり・砥部方面      35名参加 

       伊予灘ものがたり（双海編）乗車、砥部焼絵付け体験 

（３）部会施設見学会 

     青年部会 

     平成３０年１１月１０日（土）～１１日（日）    名古屋方面           7名参加 

       トヨタ産業技術記念館視察  熱田神宮参拝     

     女性部会 

     平成３０年１１月２１日（水）10：30～11：30   

東かがわ・つばさキャビアセンター見学                              24名参加 

（４）視察研修旅行 

     平成３０年１０月２１日（日）～２２日（月）      呉・広島方面         14名参加 

       厳島神社、広島世界遺産航路、おりづるタワー、平和記念公園 

マツダミュージアム見学 

７．その他、本会の目的を達成するために必要な活動  

     会活動を充実させるために組織基盤の強化を図り、福利厚生制度の円滑な運営による財政基盤の安 

定化を図りました。 

また、公益財団法人全国法人会総連合、一般社団法人香川県法人会連合会、四国法人会連合会事業 

にも積極的に参加し、当会では通常総会、理事会、正副会長常任理事会、各委員会、青年・女性部会 

による役員会、支部役員会等を開催し、事業計画の円滑な実施に努めました。 

全法連事業への参加 

平成３０年   ４月 １２日（木） 第１３回法人会全国女性フォーラム山梨大会 

平成３０年   ６月   ４日（月） 理事会 

平成３０年   ８月   ３日（金） 組織委員会 

平成３０年  ９月 ２０日（木） 理事会 

平成３０年 １０月 １１日（木）  第３５回法人会 全国大会 鳥取大会 

平成３０年 １１月  ９日（金）  第３２回全国青年の集い 岐阜大会 

平成３１年   ２月 ２１日（木） 組織委員会 

平成３１年   ３月  ４日（月） 事務局職員セミナー 

平成３１年  ３月 ２０日（水） 理事会 

四法連事業への参加 

 平成３０年 ９月 ２６日（水）  青年部会長サミット（愛媛） 

 平成３０年 ９月 ２５日（火）  女性部会長サミット（高知） 

  平成３０年１０月 ３１日（水） 第４６回通常役員総会 

香川県連事業への参加 

 平成３０年  ５月 １８日（金）  理事会 

 平成３０年 ６月  ６日（水） 第６回定時総会 

 平成３０年  ７月 ２４日（火）  青連協会員交流会 



 平成３０年  ８月 ９日（木）  女連協会員交流会 

 平成３０年１０月２６日（金）  理事会 

 平成３１年  ２月 ６日（水）  理事会 

 平成３１年 ３月２８日（木） 理事会 

 諸会議 

      ・第７回通常総会 平成３０年  ６月１４日（木） 14：00～18：30 

                                            三本松ロイヤルホテル 会員出席者180名 

           議案審議  第一号議案  平成２９年度決算報告承認の件 

        報告事項  平成２９年度事業報告  

平成３０年度事業計画  

平成３０年度収支予算  

           記念講演  演 題 「元気経営のヒミツはこれだ！」 

                  ～第一線現場取材から掴んだ“活力経営の秘密”～ 

             講 師  有限会社 産業情報化新聞社 代表取締役社長 竹原 信夫 氏 

      ・第１回理事会 平成３０年  ４月２７日（金）15：00～15：50 

                                                    ツインパルながお  出席者51名 

        議     案 平成２９年度決算報告並びに事業報告承認の件 

             第７回通常総会関係事案について 

             その他 

        ・第２回理事会 平成３０年１０月３０日（火）15：30～16：30 

                                                    大川オアシス   出席者50名 

           報告事項  平成３０年度中間収支決算報告並びに監査報告  

平成３０年度事業並びに業務執行状況の報告 

（代表理事、業務執行理事、各委員会、部会より職務執行状況の報告） 

      ・第３回理事会 平成３１年  ３月１３日（水）13：00～14：00  

                                                      大川オアシス   出席者48名 

議    案 平成３０年度事業並びに業務執行状況の報告 

（代表理事、業務執行理事、各委員会、部会より職務執行状況の報告） 

平成３１年度事業計画(案)・収支予算(案)承認について 

公益社団法人大川法人会第８回通常総会日程等(案)について 

役員改選について 

            全法連会長、県連会長功労者表彰候補者について 

             その他 

・中間監査  平成３０年１０月１７日（水）11：00~12：00   事務局        出席者11名 

            監事３名、会長、総務・財務の役員による中間決算及び中間事業報告の監査 

・決算監査  平成３０年  ４月２０日（金）10：30~12：00  事務局        出席者8名 

            監事３名、会長、総務・財務の役員による決算及び事業報告の監査 

      ・税制委員会    平成３０年  ５月２４日（木）17：00～  大川オアシス       出席者7名 

             議  案  平成３１年度税制改正要望事項について 

 ・組織委員会  平成３０年  ６月１２日（火）17：00～    いせだ        出席者16名 

         議  案 平成３０年  ６月１１日現在支部別会員加入状況 

              支部別未加入加入推進について 



        ・広報委員会   平成３０年  ６月２７日（水）11：00～   大川オアシス     出席者9名 

             議  案 あしなみ１４６号編集について 

 

      ・組織委員会（支部代表者会議） 平成３０年 ７月 ４日（水）11：00～ 事務局 出席者13名 

・研修委員会   平成３０年  ７月  ６日（金）13：00～    事務局       出席者  8名 

             議  案 平成３０年度の研修委員会事業 

・研修委員会   平成３０年 ７月 １２日（木）11：00～   事務局       出席者10名 

             議  案 平成３０年度役員研修視察旅行について 

・社会貢献活動委員会  

              平成３０年  ７月１２日（木）13：00～  事務局       出席者10名 

         議  案 「税を考える週間」行事の講演会について 

        ・厚生委員会   平成３０年 ８月 ２１日（火）16：30～  大川オアシス     出席者21名 

             議  案 平成３０年度大型保障制度推進目標について 

              平成３０年度経営者大型保障制度  

平成３０年度「ふやそう２万社GOGOキャンペーン」 

 ・組織委員会   平成３０年 ８月２９日（水）17：00～  まるきん寿司    出席者15名 

議  案 全法連組織委員会報告 

平成３０年  ８月２８日現在支部別会員加入状況について 

 ・正副会長・常任理事会  

平成３０年１０月１９日（金）16：00～ 大川オアシス     出席者24名 

             議  案 平成３０年度中間決算報告並びに監査報告 

                  平成３０年度事業実施状況について   

      ・福利厚生制度推進連絡協議会   

平成３０年１０月３０日（火）16：30～ 大川オアシス     出席者65名 

      ・社会貢献活動委員会 

              平成３０年１１月 ６日（火）12：30～  大川オアシス     出席者12名 

          議  案 「税を考える週間」行事講演会について 

平成３０年度巡回講演会講師について 

・税制委員会    平成３０年１１月 ７日（水）17：00～  いせだ       出席者8名 

             議  案 税制改正に関するアンケート調査結果 

                    平成３１年度税制改正に関する提言について 

              平成３１年度地方自治体への提言活動日程について 

       ・広報委員会    平成３０年１１月 ９日（金）11：00～ 事務局        出席者11名 

             議  案 あしなみ１４７号新年号編集について 

         ・組織委員会    平成３０年１１月２１日（水）17：00～ プレッソ古川     出席者12名 

議  案 平成３０年１２月末加入率報告に向けての推進状況について 



 ・組織委員会（支部代表者会議） 平成３０年１２月１１日（火）12：30～ 事務局 出席者17名 

    議  案 平成３０年１２月末加入率報告に向けての支部別推進状況 

・社会貢献活動委員会 

              平成３１年  １月２４日（木）12：30～  事務局        出席者13名 

         議  案 第８回通常総会記念講演会講師について 

              巡回講演会について 

・正副会長及び常任理事会 総務・財務委員会合同会議 

平成３１年  ２月１９日（火）13：00～  プレッソ古川    出席者31名 

議  案  第８回通常総会日程等（案）について 

役員改選について 

公益社団法人大川法人会平成３１年度事業計画（案）・収支予算（案）について 

              全法連会長、県連会長功労者表彰候補者について 

     ・青年部会 

                 部会全体会議  平成３０年 ４月２５日（水）19：00～  

                              (株)カワブ産業さぬき営業所 出席者7名 

         議  案 平成３０年度事業について 

            役 員 会 平成３０年  ５月１７日（木） 19：00～    いせだ         出席者8名 

                 議  案 平成３０年度事業について 

     ・女性部会 

         役 員 会 平成３０年  ４月  ６日（金）14：00～   事務局       出席者18名 

         議  案 平成３０年度事業計画 

            役 員 会  平成３０年１０月 １２日（金）13：30～   事務局      出席者14名 

           議  案 今後の事業活動について 

役 員 会 平成３０年１２月  ７日（金）11：00～    事務局        出席者18名 

議  案 平成３０年度中間事業実施報告 

              平成３１年度事業計画について 

         役 員 会 平成３１年  ２月２６日（火） 14：00～   事務局    出席者13名 

         議  案 女性部会役員改選について 

              一日研修旅行（３０年度報告会）の日程、行先について 

              チャリティーバザー・講演会の日程、講師について 

         正副部会長会  平成３１年 ３月 ６日（水） 14：00～  事務局   出席者6名 

         議  案  女性部会役員改選について 

 


