
平成２８年度事業計画書 
(平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで) 

 

基本方針 

公益社団法人伊勢法人会は、税務・経理・経営に関する正しい知識の普及・向上を図るため、法人会

の原点である「税」に関する活動に軸足を置きながら、さまざまな研修や講演会を開催している。また、

演奏会や映画会などのイベントを通して、地域の活性化にも貢献している。 

さらに、観賞会や視察旅行など楽しみながら会員相互の親睦を図りつつ、組織・財政基盤の再構築を

図るために会員増強に力を入れて、以下に掲げる諸施策に取り組む。 

 

Ⅰ 公益目的事業 

１．税を巡る諸環境の整備改善等を図ることを目的とする事業(公１) 

 【趣旨】 

  当会は、名古屋国税局長より社団法人の許可を受け、創設以来平成２４年度にいたるまで、正しい

税知識の普及、納税意識の高揚並びに法人企業及び個人に相応しい税制確立のための提言等の活動を

行ってきたが、平成２５年３月２１日三重県知事より公益認定を受け、平成２５年４月１日公益社団

法人として移行し、今までの事業を継続しつつ公益事業をより一層念頭に置いた活動を行うものであ

る。 

 当会では、上記のような趣旨から「(１)税知識の普及を目的とする事業」、「(２)納税意識の高揚を 

目的とする事業」及び「(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」を行っている 

が、これらは税を巡る諸環境の整備、改善等を図ることを目的とする事業として相互に関連している 

ため、１つの事業としてまとめている。 

 【内容】 

(１)税知識の普及を目的とする事業 

  国税及び地方税に係る官公署等との連絡協調のもと、健全な納税者団体として税に関する研修会 

 や講演会などを通じて「税知識の普及」に努めることで、税務行政の円滑な執行に寄与し、もって 

国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業である。 

   具体的な事業内容は次の通りであり、各研修会等では、税知識の普及のため、税に関するパンフ 

  レットや書籍を適宜配布している。また、当会の広報誌「勾玉(まがたま)」(年３回発行)では、税 

知識の普及を目的とする事業に付随して、税に関する情報を適宜掲載し、情報発信を行う。 

 

  ①研修会 

   時宜に合せて税制改正、法人税の申告や確定申告・年末調整の解説、税務調査のポイントなど正 

しい税知識の普及に関して、伊勢税務署の担当官や税理士などの税の専門家による研修会を開催す 

る。 

 

  ②税務署長等による講演会 

   税金は、非常に身近なものであるにも関わらず、複雑かつ難解で、敷居が高いと感じる納税者が 



多いため、伊勢税務署の署長や副署長、担当官等による税をテーマにした講演会を開催し、税知識 

の普及を図る。 

 

(２)納税意識の高揚を目的とする事業 

   当会は、健全な納税者団体として税金の仕組みや税の使われ方を教育する租税教育活動を通じて 

  納税意識の高揚に努めることで、税務行政の円滑な執行に寄与し、もって国政の健全な運営の確保 

に資することを目的とする事業を行う。 

  また、公益財団法人全国法人会総連合が主催し、傘下の各都道県法人会連合会が持ち回りで主管 

 として開催する全国青年の集いや全国女性フォーラムなど関連団体が主催する発表会・研修会等に 

参加し、全国の租税教育活動などについて創意工夫に富んだ発表事例を研究し、当会の租税教育活 

動の企画・運営に生かしている。 

 

 ①租税教育活動 

   一般市民、次世代を担う児童生徒に税の仕組みなどを理解してもらうため、租税教育・租税教室 

の充実に努める。 

   青年部会では「税制クイズ大会」を実施し、女性部会では「税に関する絵はがきコンクール」を

積極的に推進すると共に、伊勢税務署管内の小学生を対象として租税教育推進協議会が推進する租

税教室の講師を務める。 

   また、納税貯蓄組合と共催し、伊勢税務署管内の小学生を対象として「税に関する習字」、中学生

を対象として「税についての作文」コンクール開催により、税の推進に努める。               

さらに、伊勢税務署管内で行われる市民まつり等の地域イベントに際して、来場者への税金クイ

ズの実施、税に関するパンフレットの配布などを行い、税に対する関心と納税意識の高揚を図る活

動を行う。 

 

②「税を考える週間」における租税教育活動・表彰式 

 国税庁が毎年１１月１１日から１１月１７日までの間に行う「税を考える週間」に合わせて、当 

会を含む伊勢税務連絡協議会を通じて小学生の税に関する絵はがき・習字の表彰式や税金クイズな 

どを実施する。 

 

(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 

税のオピニオンリーダーとして会員から税制に関する意見要望を取りまとめると共に、公益財団 

  法人全国法人会総連合が各法人会から取りまとめた税制・税務に関する提言書を国会議員、伊勢市・ 

  鳥羽市・志摩市及び各市議会に提出している。 

   法人会全国大会、全国青年の集い、全国女性フォーラムでは、税制、財政及び地域社会の健全な 

  発展等法人会の目的を達成するための情報交換、意見交換並びに議論を行う。 

 

２．地域の経済社会環境の整備改善等を図ることを目的とする事業(公２) 

 【趣旨】 



  当会では、地域に根ざす法人会の活動の重要な柱の１つとして、「企業経営及び社会の健全な発展に 

貢献」することを基本的指針に掲げ、伊勢税務署管内の地域企業の経営に役立つ研修会を通じた「地 

域企業の健全な発展を目的とする事業」を実施し、また、法人企業単独では難しい企業の社会的責任 

を果たすため、団体としての組織力を活用し、「地域社会への貢献を目的とする事業」を行う。 

  当会では、上記のような趣旨から「(１)地域企業の健全な発展に資する事業」及び「(２)地域社会 

への貢献を目的とする事業」を行っているが、これらは地域の経済社会環境の整備改善等を図ること 

を目的として、相互に関連しているため、１つの事業としてまとめている。 

 【内容】 

(１)地域企業の健全な発展に資する事業 

  当会が存する伊勢税務署管内を中心とした地域経済の活性化を図るために、その地域に存する地 

 域企業の健全な発展が必要不可欠といえる。そのため、次の活動を行うことによって地域企業の健 

全な発展を促し、納税や雇用機会を確保することで、地域社会の不特定多数の者の利益の増進に寄 

与することを目的とする。 

①経済・経営講演会 

   地域経済の中核を担う地域企業の健全な発展を図るためには、常に国内外の経済情勢の動向に注 

意を怠らないで、その変化に対応する適切な施策を検討することが肝要となるため、地域企業の経 

営者等に対して経済・経営・時事問題の精通者を招き、経済・経営講演会の機会を提供する。 

 

②地域企業向けの研修会 

 地域企業の役員や従業員を主な対象者とし、社会保険労務士による労務研修など、企業経営に役 

立つ各種研修会を行う。 

 

(２)地域社会への貢献を目的とする事業 

  当会が存する伊勢税務署管内を中心とした地域住民に対して、健康、文化及び芸術等に関する講 

演会や研修会を企画・開催し、講演や研修の機会の提供を通じて、地域社会の健全な発展を目的と 

する事業である。 

①健康、文化及び芸術に関する講演会及び研修会 

当会会員を含む地域住民を対象として、文化や芸術に関する講演会や研修会を企画・開催し、講 

演や研修の機会を提供することを通じて、地域社会への貢献を目的とする。 

 

②文化及び芸術等に関する鑑賞会 

当会会員を含む地域住民を対象として、「コンサート」や「夏休み親子映画会」など、文化や芸術 

  等に関する鑑賞会を主催公演し、鑑賞の機会を提供することを通じて、地域社会への貢献を目的と 

する。 

 

③地域におけるボランティア活動 

 伊勢税務署管内における学校や河川等の公共的施設・場所の清掃活動を実施する。 

 エコキャップの回収活動などのボランティア活動を通じて、地域社会への貢献を目的とする。 



 

Ⅱ 収益事業等 

１．会員の福利厚生等に資する事業(収１) 

 【趣旨】 

  会員の福利厚生制度を推進するための保険事業並びに企業保全を目的とした制度の普及及び推進を 

行う。 

 【内容】 

(１)保険事業 

団体加入による優遇制度を利用した当会会員企業・経営者等への経営者大型保障制度やガン保険 

制度への加入を推進している。当会会員企業は、団体保険料により格安な保険料で加入することが 

できる。 

 保険事業は、公益財団法人全国法人会総連合、一般社団法人三重県法人会連合会が提携保険会社 

と連携して行う。 

 

(２)健康増進事業 

当会会員企業の経営者・従業員等を対象として健康な日々を送るため、一般財団法人全日本労働 

福祉協会三重県支部による生活習慣病検診を実施する。 

 

２．会員の資する事業(他１) 

 【趣旨】 

  他業種で構成された会員のため、様々な情報交換等の交流に資するための事業を行う。 

 【内容】 

(１)会員増強事業 

   組織基盤強化・維持を図るため、組織目標の設定や諸施策を実施する。また、役員の率先した参 

画や指導のもと新規加入の推進を行うと共に退会防止策を講じる等、より効果的な対策を展開する。 

 

  (２)会員支援事業 

   支部は、会員並びに地域住民を対象にした身近なテーマを取り上げ、様々なジャンルの研修会を 

開催すると共に、参加者の交流を深めることを目的に事業を実施する。 

   青年部会は、それぞれ税務研修や経営研修を行い、会員の交流を深めることを目的に事業を実施 

する。 

 女性部会は、バスなどを利用し、施設等の見学会を行うなど、税に関する知識を深めると共に会 

員の交流を深めることを目的に事業を実施する。 

 

 



Ⅲ その他 

 

会議･事業関係 

開催年月 
事 業 名 

会 議 等 
本会 青年部会 女性部会 

平成 28年 

4月 

広報誌発行 

税務経営研究会(9日) 

摂社末社めぐり(16日) 

 

30周年記念講演会 

(9日) 

サミット歓迎 

花植え活動(24日) 

監査会(13日) 
研修委員会(19日) 

理事会(26日)  

   5月 通常総会(20日) 
講演会＆卒業 

セレモニー(12日) 
報告・食事会(13日) 研修委員会(25日) 

   6月 
税務経営研究会 

(13日、23日) 

税制・会員交流・ 

社会貢献委員会 

合同事業(4日) 

 

組織委員会(3日) 

組織・厚生・支部長 

合同会議(3日) 

広報委員会 

   7月  七夕大そうじ(3日)  

総務委員会 

理事会 

評議員会 

   8月   
夏休み親子映画会 

(20日、24日) 
 

   9月 広報誌発行 合同スポーツ交流会   
合同スポーツ交流会   

広報誌発行 

税制委員会 

研修委員会 

  10月 
税制改正要望 

摂社末社めぐり 
  広報委員会 

  11月 

税金展 

税を考える週間 

(オータムコンサート) 

生活習慣病検診 

税金展 税金展 組織委員会 

7月～11月 税に関する絵はがきコンクール(主催：本会 主管：女性部会)  

  12月  税務研修会 ｸﾞﾙｰﾌﾟ別税務研修会  

平成 29年 

1月 

広報誌発行 

新春税務講演会 

税制クイズ大会 

(22日) 

広報誌発行 

広報誌発行 

小学校での租税教室 
研修委員会 

2月 税務経営研究会 事業報告会＆納会 署長講話・懇親会 広報委員会 

   3月    

正副会長会議 

総務委員会 

理事会 

 



支部関係 

    支部役員会 

    ※次の日程以外に平成２９年１、２月に役員会を開催予定 

支部名 日程 支部名 日程 

Ａブロック ６月２４日(金) 小 俣 ６月 ３日(金) 

宮 川 ７月 ４日(月) 鳥 羽 ６月２３日(木) 

有 緝 ６月１５日(水) 玉 城 ７月 ５日(火) 

港 ７月 １日(金) 度 会 ６月２７日(月) 

北 豊 ６月 ７日(火) 南伊勢 ４月１２日(火) 

城 田 ７月１１日(月) 大 紀 ７月 ６日(水) 

二 見 ６月２８日(火) 志 摩 ６月１０日(金) 

    支部研修会…支部役員会にて日程及び内容を検討する。 

 

 

法人会連合会関係 

組織等名称 開催年月 会議等名称 

(一社)三重県法人会連合会 

東海法人会連合会 

(公財)全国法人会総連合 

28. 4. 7 

14 

(木) 

(木) 

3年 10億円増収計画推進会議 

全国女性フォーラム・福島大会 

 5. 16 

31 

(月) 

(火) 

総務委員会 

理事会 

  6. 1 

16 

(水) 

(木) 

税制委員会 

第 4回通常総会 

  7. 13 

26 

28 

(水) 

(火) 

(木) 

厚生委員会 

研修委員会 

広報委員会 

  8. 26 (金) 組織委員会 

  9. 9 

13 

(金) 

(火) 

全国青年の集い・北海道大会 

研修委員会 

  10. 20 

25 

26 

(木) 

(火) 

(水) 

全国大会・長崎大会 

税制委員会 

女性部会連絡協議会 情報交換会 

 29. 3. 9 (木) 第 71回東海法人会連合会大会 

 


