
平成２７年度事業報告書 
(平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで) 

 

概況 

当会は、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、事業活動を展開した。 

本年度は、「公益社団法人としての目的に即した事業」や「更に魅力ある法人会づくり」についてなど、

公益活動を主体とした事業活動に積極的に取り組んだ１年であった。 

また、法人会の本来の目的・使命を再確認し「税」に関する活動の充実を図るとともに地域社会に貢

献する活動を積極的に推進し、会員のみならず一般社会においても期待される法人会像を目指し取り組

んだ。 

 

以下に、本年度に実施した事業活動の概要を記載する。 

 

 

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) 

(１)税知識の普及を目的とする事業 

   各研修会等で、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、また、当 

   会の広報誌「勾玉」(年３回発行)で、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、情報発信を行った。また、伊勢税務署統括官を招いて講演会を行った。 

 

(２)納税意識の高揚を目的とする事業 

    ①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 

     して開催する法人会全国大会、全国青年の集いや全国女性フォーラムなどに参加し、全国の 

租税教育活動などについて学び、情報交換、意見交換を行った。 

②租税教育活動として、青年部会は「税制クイズ大会」を実施し、女性部会は「夏休み親子映画

会」において租税教育を実施した。「税に関する絵はがきコンクール」を積極的に推進した。

その他、伊勢税務署管内の６つの小学校においては租税教室の講師を務めた。さらに、伊勢税

務署協力のもと身近な税の疑問を討論し合う「グループ別税務研修会」を実施した。 

また、支部では地域イベントに参加して、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った。 

③「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 

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、玉城町に提出した。 

 



《事業詳細》 

事業名 区分 日程 内  容 

税制改正要望 

アンケート 
公 1 27.4月 

税制改正要望アンケート実施 

(対象 税制委員・理事) 

有緝支部研修会 公 1 27.7.19(日) 河崎天王祭にて法人会ブースを設け税金クイズ 

志摩支部研修会 公 1 27.7.19(日) 志摩市商工会夏まつりにて税金○×クイズ大会 

税に関する 

絵はがきコンクール 
公 1 

27.7月 

～9.30(水) 
作品募集 

女性部会 

夏休み親子映画会 
公 1 

27.8.20(木) 

8.24(月) 
小学校の高学年を対象に税金○×クイズ 

第 293回 

税務経営研究会 
公 1 

27.8.25(火) 

  8.27(木) 

わかりやすい相続税 

伊勢税務署  

資産課税部門統括国税調査官  三浦 正義氏 

資産課税部門上席国税調査官  加藤 泰之氏 

マイナンバー制度って何？ 概要と法人番号 

伊勢税務署  

個人課税第一部門統括国税調査官 

   河合 博光氏 

個人課税第一部門上席国税調査官 

   矢田 佳孝氏 

法人課税第一部門統括国税調査官 

             福田 正人氏 

法人課税第一部門総括上席国税調査官 

 真下 義明氏 

法人課税第一部門上席国税調査官 高瀬 一氏 

度会支部研修会 公 1 27.9.28(月) 

わかりやすい相続税 

伊勢税務署  

資産課税部門統括国税調査官  三浦 正義氏 

資産課税部門上席国税調査官  加藤 泰之氏 

マイナンバー制度って何？ 概要と法人番号 

伊勢税務署  

個人課税第一部門上席国税調査官 

   矢田 佳孝氏 

法人課税第一部門統括国税調査官 

             福田 正人氏 

法人課税第一部門総括上席国税調査官 

 真下 義明氏 

法人課税第一部門上席国税調査官 高瀬 一氏 



事業名 区分 日程 内  容 

有緝・港支部 

合同研修会 
公 1 27.10.5(月) 

自然災害とマイナンバー制度について 

伊勢税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 

                福田 正人氏 

税制改正要望書提出 公 1 27.11月,12月 
国会議員、各市、市議会、玉城町へ 

税制改正要望持参 

税金展 公 1 27.11.1(日) 

税に関する習字・作文の表彰式、 

税に関する絵はがきコンクール展示・表彰式、 

税金クイズ 

小俣支部研修会 公 1 27.11.8(日) おばた参宮市にて税金クイズ 

城田支部研修会 公 1 27.11.18(水) 

税制改正とマイナンバー制度について 

伊勢税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 

                福田 正人氏 

女性部会 

グループ別 

税務研修会 

公 1 27.12.14(月) 

①交際費、営業経費 ②福利厚生費 ③固定資産 

④期末仕掛品 ⑤所得税 ⑥相続税 

伊勢税務署 

 署長             澤田 美春氏 

個人課税第一部門統括国税調査官  

河合 博光氏 

資産課税部門統括国税調査官  三浦 正義氏 

法人課税第二部門統括国税調査官  

平田 幸伸氏 

法人課税第三部門統括国税調査官 野崎 剛氏 

法人課税第一部門統括国税調査官 

福田 正人氏 

法人課税第一部門総括上席国税調査官 

真下 義明氏 

法人課税第一部門上席国税調査官 高瀬 一氏 

女性部会 

小学校での租税教室 
公 1 

28.1月 

～28.2月 

小学校 6校(9クラス)で実施 

船越小学校、明倫小学校、浜郷小学校、 

北浜小学校、安楽島小学校、度会小学校 

青年部会 

第 3回 

税制クイズ大会 

公 1 28.1.23(土) 小学生を対象とした税金〇×クイズ 

広報活動 公 1 
27.4月 広報誌『勾玉』第 6号 

27.9月 広報誌『勾玉』第 7号、For you No.46発行 



事業名 区分 日程 内  容 

広報活動 公 1 

28.1月 広報誌『勾玉』第 8号、For you No.47発行 

適宜実施 おかげベンチＰＲ 

適宜実施 新聞等による広告掲載 

 

《事業を達成するために必要な会議》 

会議等名称 区分 日程 内  容 

税制委員会 公 1 27.5.11(月) 
・平成 28年度税制改正要望事項について 

・税制改正アンケートについて 

広報委員会 公 1 

27.6.19(金) 

・副委員長の選任について 

・広報誌『勾玉』第 7号(平成 27年 9月発行)に 

ついて 

・第 3回摂社末社めぐりについて 

・伊勢新聞皇學館大学野球部応援、鳥羽まちなみ 

水族館広告について 

27.10.14(水) 

・広報誌『勾玉』第 8号(平成 28年 1月発行)に 

ついて 

・第 4回摂社末社めぐりについて 

・新聞広告掲載について 

27.12.15(火) 

・広報誌『勾玉』第 8号(平成 28年 1月発行)に 

ついて 

・広報誌『勾玉』第 9号(平成 28年 4月発行)に 

ついて 

・第 5回摂社末社めぐりについて 

・新聞広告掲載について 

28.2.19(金) 

・広報誌『勾玉』第 9号(平成 28年 4月発行)に 

ついて 

・第 5回摂社末社めぐりについて 

・広告掲載について 

・カメラの購入について 

 

 

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) 

(１)地域社会への貢献を目的とする事業 

①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実施し、鑑賞の機会を提供した。 

 

②地域におけるボランティア活動 

   支部は、地域住民が安全・安心な暮らしができるようにさまざまな活動を実施したり、小学 

校のトイレ掃除や他団体と合同で講演会などを実施した。 

青年部会は、伊勢市が主催する勢田川周辺の清掃活動を実施したり、エコキャップ(ペットボ 

トルのキャップ)の回収活動などのボランティア活動を積極的に実施した。 

 

《事業詳細》 

事業名 区分 日程 内  容 

青年部会 

七夕大そうじ 
公 2 27.7.12(日) 勢田川周辺の草抜き 

Ｂブロック研修会 公 2 27.7.22(水) 

マイナンバー制度について 

伊勢税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 

福田 正人氏 

ＡＥＤ講習会 

応急手当の必要性、心肺蘇生法及びＡＥＤについて 

伊勢市消防本部  消防課 

女性部会 

夏休み親子映画会 
公 2 

27.8.20(木) 

8.24(月) 
映画：アナと雪の女王 

南伊勢支部研修会 公 2 27.8.22(土) 南勢中学校 トイレ清掃 

税を考える週間 

記念事業 
公 2 27.11.15(日) 

伊勢の高校生がおくるオータムコンサート 

出演校：伊勢高等学校、伊勢学園高等学校 

    伊勢工業高等学校、宇治山田高等学校 

 皇學館高等学校 

有緝支部研修会 公 2 27.12.16(水) 
高齢者との交流会 

(ふれあい食事会、伝統芸能 大蔵流狂言披露) 

志摩支部研修会 公 2 28.1.20(水) 

伊勢志摩サミットおもてなし講演会 

サイバー犯罪対策 

 三重県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課 

          課長補佐  飯田 真琴氏 

サービスから「ホスピタリティ」時代へ 

 日本ホスピタリティサポート代表・ホスピタリ 

ティコーディネーター     中村 次雄氏 

二見支部研修会 公 2 28.1.26(火) 

伊勢の偉人・尾崎行雄の信念と生き方に学ぶ 

一般財団法人尾崎行雄記念財団 

理事・事務局長       石田 尊昭氏 



事業名 区分 日程 内  容 

玉城支部研修会 公 2 28.1.29(金) レディース ブラスによるコンサート 

第 294回税務経営 

研究会・志摩支部 

研修会 

公 2 28.2.27(土) 
ダ・カーポによるコンサート 

～野に咲く花のように～ 

青年部会 

エコキャップ回収 
公 2 適宜実施 

会員及び一般市民からペットボトルのキャップを

回収し、エコキャップ推進協会へ提供。 

(リサイクル事業者に再生プラスチック原料として

売却したお金で発展途上国の子供たちにワクチン

を購入し贈る) 

 

《事業を達成するために必要な会議》 

会議等名称 区分 日程 内  容 

研修委員会 公 2 

27.6.1(月) 

税務経営研究会について(第 293回・第 294回) 

税を考える週間記念事業 

(オータムコンサート)について 

(女)30周年記念講演会について 

27.10.28(水) 

税を考える週間記念事業 

(オータムコンサート)について 

第 294回税務経営研究会・志摩支部研修会について 

(女)30周年記念講演会(共催：第 295回税務経営 

研究会)について 

 

 

Ⅱ 収益事業等 

１．会員の福利厚生等に資する事業(収益(収１)) 

(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た。 

 

(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した。 

 



《事業詳細》 

事業名 区分 日程 内  容 

生活習慣病健康検診 収益 

27.10.28(水) 

～10.31(土) 

27.12.10(木) 

会員と企業の従業員を対象に生活習慣病健康検診 

貸倒保障制度 収益 適宜実施 会員並びに役員への普及促進 

 

《事業を達成するために必要な会議》 

会議等名称 区分 日程 内  容 

支部長・組織・厚生 

合同委員会 
収益 27.7.15(火) 

組織の拡充について 

福利厚生制度推進について 

 

 

２．会員の資する事業(共益(他１)) 

(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し、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を防止するように努力した。 

 

(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 

    と開催すると共に、参加者の交流を深めるために事業を実施した。 

    青年部会は、会員の親睦を深めるため税務研修会や会員交流会などを実施した。 

  女性部会は、会員の親睦を深めるため親睦会、バスを利用してのバス研修を実施、また、他部 

会との交流会を行い情報交換と交流を行った。 

 

《事業詳細》 

事業名 区分 日程 内  容 

摂社末社めぐり 共益 27.6.13(土) 

河原淵神社、河原神社、志宝屋神社、御食神社、 

月夜見宮・高河原神社、外宮(宮域内各社・１０社) 

田上大水神社・田上大水御前神社、山末神社、度会

大国比賣神社・伊我理神社(同・井中神社) 

女性部会 バス研修 共益 27.6.17(水) 
三重県総合博物館ＭｉｅＭｕ見学、高田本山専修 

寺法話、境内及び寺内町見学 

青年部会 

講演会＆ 

卒業セレモニー 

共益 27.6.17(水) 

法人税調査と所得税調査 

伊勢税務署 副署長     小阪井 教行氏 

卒業セレモニー 



会議等名称 区分 日程 内  容 

青年部会  

マリンレジャー＆ 

ＢＢＱ大会 

共益 27.8.2(日) 釣り・ジェット・ＢＢＱ 

青年部会・女性部会 

スポーツ交流会 
共益 27.9.15(火) カローリング 

北豊支部研修会 共益 27.9.27(日) 

バス研修 

(うなぎパイファクトリー見学、エアーパーク(航空 

自衛隊浜松広報館)、はままつフルーツパークとき

のすみか(ワイン工場見学) 

摂社末社めぐり 共益 27.10.3(土) 

小俣神社、湯田神社、神麻続機殿神社(域内・神麻

続機殿神社末社 8所)、神服織機殿神社(域内・神服

織機殿神社末社 8所)、宇須乃野神社(同・縣神社) 

Ａブロック研修会 共益 27.10.19(月) 
バス研修 

(花の窟神社参拝、熊野古道・丸山千枚田) 

度会支部研修会 共益 27.11.5(木) 

バス研修 

(メッセナゴヤ 2015 見学、大須観音参拝、大須商店

街散策) 

宮川支部研修会 共益 27.11.11(水) 

マイナンバー制度について 

伊勢税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 

                福田 正人氏 

大紀支部研修会 共益 27.11.20(金) 

バス研修 

(多度大社参拝、六華苑減額、みえリーディング産

業展見学) 

鳥羽支部研修会 共益 27.11.25(水) 

税務調査の現状(Ｐａｒｔ２) 

伊勢税務署 副署長     小阪井 教行氏 

そうだったのか！マイナンバー制度 

 伊勢税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 

         福田 正人氏 

会員拡大 共益 27.12月 各支部加入勧奨依頼 

青年部会 

税務研修会 
共益 27.12.7(月) 

署の立ち位置 

伊勢税務署 副署長     小阪井 教行氏 

雑感 

～もし、あなたが税務職員だったら…Ｐａｒｔ２～ 

伊勢税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 

                福田 正人氏 



会議等名称 区分 日程 内  容 

女性部会 

Ｄブロック交流会 
共益 28.1.14(木) 

ミニ研修 マイナンバー制度について 

伊勢税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 

                福田 正人氏 

交流会、食事会 

摂社末社めぐり 共益 28.1.30(土) 

瀧原宮・瀧原竝宮・若宮神社・長由介神社(同・川

島神社)、多岐原神社、久具都比賣神社、園相神社、

川原神社、志等美神社・大河内神社・打懸神社、草

奈伎神社・大間国生神社 

女性部会 

３０周年記念式典 
共益 28.2.4(木) 

式典(感謝状贈呈)、あゆみ上映、 

パネルディスカッション 

青年部会 

事業報告＆納会 
共益 28.2.12(金) 事業報告と懇親会 

女性部会 

Ｃブロック交流会 
共益 28.2.19(金) 

ミニ研修  

マイナンバー制度と 

自主点検ガイドブックについて 

伊勢税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 

                福田 正人氏 

交流会、食事会 

女性部会 

Ａブロック交流会 
共益 28.2.26(金) 

ミニ研修 マイナンバー制度について 

伊勢税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 

                福田 正人氏 

交流会、食事会 

女性部会 

Ｂブロック交流会 
共益 28.3.7(月) 

ミニ研修 マイナンバー制度について 

伊勢税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 

                福田 正人氏 

交流会、食事会 

 

《事業を達成するために必要な会議》 

会議等名称 区分 日程 内  容 

支部長・組織・厚生 

合同委員会 
共益 27.7.15(火) 

組織の拡充について 

福利厚生制度推進について 

厚生支部役員会 共益 27.12.10(木) 会員増強について 

 

 



Ⅲ その他 

  本会の目的を達成するために必要な会議 

会議等名称 区分 日程 内  容 

通常総会 法人 27.5.25(月) 

平成 26年度事業報告承認の件 

平成 26年度収支決算報告承認の件 

任期満了による役員改選案承認の件 

平成 27年度事業計画報告の件 

平成 27年度収支予算報告の件 

理事会 法人 

27.4.20(月) 

平成 26年度事業報告承認について 

平成 26年度収支決算報告承認について 

任期満了に伴う役員改選案承認について 

旅費規程・慶弔規程の改定について 

通常総会の〔委任状〕回収のお願いについて 

27.5.25(月) 会長、副会長、委員長等選任について 

27.8.5(水) 
委員会、部会活動計画・経過について 

各支部活動計画・経過について 

28.3.22(火) 

平成 28年度事業計画・収支予算案承認について 

平成 28年度通常総会のスケジュール等について 

役員表彰等各種表彰候補者選定について 

個人番号に関する諸規程(案)について 

理事・評議員会 法人 27. 8.5(水) 

本会・青年部会・女性部会の活動報告について 

福利厚生事業について 

伊勢税務署長講話 

監査会 法人 27.4.13(月) 平成 26年度会計(決算)監査 

総務委員会 法人 28.1.18(月) 

副委員長の選任について 

平成 28年度通常総会について 

平成 28年度委員会事業計画・予算(案)について 

個人番号に関する諸規程(案)について 

 

《支部》 

会議等名称 区分 日程 内  容 

Ａブロック役員会 法人 

27.6.26(金) 

支部研修会について 

委員会構成について 

会員増強について 

27.9.10(木) 
【支部長のみ】 

支部研修会について 



会議等名称 区分 日程 内  容 

宮川支部役員会 法人 27.7.2(木) 

支部研修会について 

委員会構成について 

会員増強について 

有緝支部役員会 法人 27.6.23(火) 

支部活動について 

河崎天王祭について 

社会貢献活動について 

会員増強について 

北豊支部役員会 

法人 27.6.9(火) 

支部研修会について 

委員会構成について 

会員増強について 

法人 27.9.4(金) 
支部研修会について 

会員増強について 

城田支部役員会 法人 27.7.13(月) 

支部研修会について 

委員会構成について 

会員増強について 

二見支部役員会 法人 

27.6.15(月) 

支部研修会について 

委員会構成について 

会員増強について 

28.1.26(火) 
石田尊昭氏講演会、懇親会打合せ 

平成 28年度支部活動について 

小俣支部役員会 法人 

27.6.11(木) 
支部研修会について 

会員増強について 

27.10.2(金) 
支部研修会について 

会員増強について 

鳥羽支部役員会 法人 27.6.19(金) 

支部研修会について 

委員会構成について 

会員増強について 

玉城支部役員会 法人 

27.7.6(月) 

支部研修会について 

委員会構成について 

会員増強について 

27.9.25(金) 
支部研修会について 

会員増強について 

27.11.26(木) 
支部研修会について 

会員増強について 

度会支部役員会 法人 27.6.29(月) 

支部研修会について 

委員会構成について 

会員増強について 



会議等名称 区分 日程 内  容 

南伊勢支部役員会 法人 27.4.17(金) 

平成 26年度事業報告・決算について 

役員改選について 

平成 27年度事業計画について 

会員増強について 

大紀支部役員会 法人 27.7.3(金) 

支部研修会について 

委員会構成について 

会員増強について 

志摩支部役員会 法人 

27.4.16(木) 

志摩支部新役員体制(顔合わせ) 

事業計画について 

通常総会について 

会員拡大(増強)について 

27.6.9(火) 

支部研修会について 

委員会構成について 

会員増強について 

28.8.27(木) 

税務経営研究会・志摩支部合同研修会について 

おもてなし講演会について 

会員増強について 

 

 

《部会》 

会議等名称 区分 日程 内  容 

青年部会 役員会 法人 
27.4月 

 ～28.3月 

毎月 1回 計 12回開催 

事業実施に関する協議 

女性部会 役員会 法人 
27.4月 

 ～28.3月 

毎月 1回 計 12回開催 

事業実施に関する協議 

 


