
平成２９年度事業報告書 
(平成 29年 4月 1日から平成 30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・度会町・大紀町・单伊勢町及び各町議 

会に提出した。 



《事業詳細》 

【本会】 

事業名 日程 内  容 

税制アンケート 29.4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 29.7.16(日) 河崎天王祭にて法人会ブースを設け税金クイズ 

税に関する 

絵はがきコンクール 

29.7月 

～9.29(金) 
作品募集 

第２９８回 

税務経営研究会 
29.9.29(金) 

・消費税軽減税率制度について 

～軽減税率の対象となるものはなに？～ 

・事業承継税制について 

～会社の事業継承について、後継は決まっていますか？～ 

伊勢税務署資産課税部門、法人課税第一部門の職員 

・伊勢市空家バンク制度について 

伊勢市建築住宅課の職員 

志摩支部研修会 29.10.13(金) 

平成２９年度税制改正 

～医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と 

配偶者控除～ 

伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

        辻井 辰也氏 

税制改正要望書提出 29.11月～12月 国会議員、各市町、市・町議会へ税制改正要望持参 

税金展 29.11.5(日) 
税に関する絵はがきコンクール展示・表彰式、税に関する習

字・作文の表彰式 

城田支部研修会 29.11.16(木) 

平成２９年度税制改正 

～医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と 

配偶者控除～ 

伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

     辻井 辰也氏 

大紀支部研修会 30.1.17(水) 

・平成２９年度税制改正 

～医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と 

配偶者控除～ 

伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

     辻井 辰也氏 

・事業承継税制について 

～会社の事業継承について、後継は決まっていますか？～ 

伊勢税務署資産課税部門統括国税調査官  渡辺 守央氏 

広報活動 
29.4月 広報誌『勾玉』第１２号 

29.9月 広報誌『勾玉』第１３号 



事業名 日程 内  容 

広報活動 
30.1月 広報誌『勾玉』第１４号 

適宜実施 新聞等による広告掲載 

 

【青年部会】 

事業名 日程 内  容 

合同事業(高柳) 29.6.3(土) 小学生対象の税金クイズと税制クイズ大会のＰＲ 

第５回 

税制クイズ大会 
30.2.3(土) 小学生対象の税金〇×クイズ 

 

【女性部会】 

事業名 日程 内  容 

夏休み親子映画会 
29.8.21(月) 

8.24(木) 
小学校の高学年を対象に税金○×クイズ 

グループ別 

税務研修会 
29.12.4(月) 

①交際費等 ②寄附金 ③修繕費 ④所得税 ⑤相続税 

⑥減価償却費 

伊勢税務署 署長            浅井 清貴氏 

個人課税第一部門統括国税調査官 

 栗山 裕介氏 

資産課税部門統括国税調査官 渡辺 守央氏 

法人課税第一部門統括国税調査官 

    辻井 辰也氏 

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 

    伊藤 康至氏 

法人課税第一部門総括上席国税調査官 

洞口 卓也氏 

法人課税第一部門上席国税調査官 

佐藤 哲也氏 

小学校での租税教室 30.1月 

小学校６校(７クラス)で実施 

伊勢市：早修小学校、中島小学校、大湊小学校 

鳥羽市：安楽島小学校  志摩市：鵜方小学校 

玉城町：有田小学校 

広報誌発刊 
29.9月 Ｆｏｒ ｙｏｕ Ｎｏ.５０ 

30.1月 Ｆｏｒ ｙｏｕ Ｎｏ.５１  

 

 



《事業を達成するために必要な会議》 

会議等名称 日程 内  容 

広報委員会 

29.4.13(木) ・２年間の反省について 

29.6.14(水) 

・副委員長の選出について 

・広報委員会 事業計画(案)について 

・広報誌「勾玉 第１３号」(平成２９年９月発行)について 

29.8.7(月) ・広報誌「勾玉 第１３号」(平成２９年９月発行)について 

29.10.4(水) 
・広報誌「勾玉 第１４号」(平成３０年１月発行)について 

・広報活動について 

29.12.7(木) 
・広報誌「勾玉 第１４号」(平成３０年１月発行)について 

・広報誌「勾玉」のアンケートについて 

29.2.1(木) 
・平成３０年度委員会計画・予算(案)について 

・広報誌「勾玉 第１５号」(平成３０年４月発行)について 

29.3.5(月) 
・広報誌「勾玉 第１５号」(平成３０年４月発行)について 

・広報活動について 

 

 

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、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》 

【本会】 

事業名 日程 内  容 

志摩支部研修会 29.7.16(日) 志摩市商工会夏まつりにて「わなげ」イベント開催 

志摩支部研修会 29.10.13(金) 冠婚葬祭のお役立ちマナー       江本 美華氏 

有緝支部研修会 29.10.25(水) 高齢者との交流会(ふれあい食事会、フラダンス) 

城田支部研修会 29.11.16(木) 
夢を叶えるわくわく講座 

一般社団法人日本わくわく協会  理事長 柴田 美香氏 



事業名 日程 内  容 

税を考える週間 

記念事業 
29.12.10(日) 

伊勢の中学生がおくるウィンターコンサート 

出演校：≪太鼓≫北浜中学校 

≪合唱≫五十鈴中学校、城田中学校、倉田山中学校、 

厚生中学校、港中学校 

≪吹奏楽≫伊勢宮川中学校、小俣中学校、倉田山中 

学校、豊浜中学校、二見中学校 

玉城支部研修会 30.2.4(日) 
うた屋４人ぼっち with荒木まどか(ハープ)による 

コンサート 

二見支部研修会 30.2.5(月) 伊勢夫婦岩パラダイス 伊勢シーパラダイス 見学 

第２９９回税務経営 

研究会・志摩支部研

修会 

30.2.11(日) 松本城洲夫＆アンサンブル・サビーナ コンサート 

広報活動 適宜実施 おかげベンチＰＲ 

 

【青年部会】 

事業名 日程 内  容 

七夕大そうじ 29.7.2(日) 勢田川周辺の草抜き、ごみ拾い 

エコキャップ回収 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。 

 

【女性部会】 

事業名 日程 内  容 

夏休み親子映画会 
29.8.21(月) 

 8.24(木) 
映画：ペット 

 

《事業を達成するために必要な会議》 

会議等名称 日程 内  容 

研修委員会 30.1.24(水) 
・第２９９回税務経営研究会について 

・平成３０年度 研修委員会担当事業について 

ウィンターコンサー

ト実行委員会 
29.9.15(金) 

・出演校について 

・スケジュールについて 

・事前準備等の確認事項について 

 

 

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》 

【本会】 

事業名 日程 内  容 

生活習慣病健康検診 

29.10.24(火) 

～10.27(金) 

29.11.29(水) 

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 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 日程 内  容 

支部長・組織・厚生 

合同委員会 
29.6.23(金) 

・組織の拡充について 

・福利厚生制度推進について 

 

 

２．会員の交流に資するための事業(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した。 

 

《事業詳細》 

【本会】 

事業名 日程 内  容 

会員拡大 29.6月～12月 各支部加入勧奨依頼 

北豊支部研修会 29.7.26(水) ・平成２９年度税制改正 



事業名 日程 内  容 

～医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と 

配偶者控除～ 

伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

辻井 辰也氏 

・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 

有緝・港・御薗支部 

合同研修会 
29.9.25(月) 

・平成２９年度税制改正 

～医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と 

配偶者控除～ 

伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

 辻井 辰也氏 

・アフリカの教育事情を視察して感じたこと 

世古口 あい氏 

小俣支部研修会 29.10.12(木) バス研修  ダイフク、コキアパーク 

宮川支部研修会 29.10.26(木) 

・平成２９年度税制改正 

～医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と 

配偶者控除～ 

伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

     辻井 辰也氏 

・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 

度会支部研修会 29.11.9(木) 

バス研修 

カップヌードルミュージアム大阪池田、寿長生の郷 

三井アウトレットパーク滋賀竜王 

鳥羽支部研修会 29.12.5(火) 

・税にまつわる？よもやま話Ⅱ 

伊勢税務署 副署長          掛橋 誠司氏 

・配偶者控除について 

 伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

                    辻井 辰也氏 

二見支部研修会 30.2.5(月) 

平成２９年度改正税法及び平成３０年度改正税法の概要 

 伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

                    辻井 辰也氏 

单伊勢支部研修会 30.2.13(火) 
・税にまつわる？よもやま話 

伊勢税務署 副署長          掛橋 誠司氏 



事業名 日程 内  容 

单伊勢支部研修会 30.2.13(火) 

・平成２９年度税制改正と平成３０年度税制改正大綱 

 伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

                    辻井 辰也氏 

Ａブロック研修会 30.2.16(金) 

・平成２９年度税制改正 

～医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と 

配偶者控除～ 

伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

     辻井 辰也氏 

・消費税軽減税率制度と平成３０年度の税制改正大綱 

伊勢税務署法人課税第一部門上席国税調査官 

  佐藤 哲也氏 

 

【青年部会】 

事業名 日程 内  容 

講演会＆ 

卒業セレモニー 
29.5.11(木) 

平成２９年度税制改正について 

伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

  片岡 秀介氏 

卒業セレモニー 

スポーツ交流会 29.9.7(木) 女性部会・税務署と合同  風船ダーツ 

税務研修会 29.12.18(火) 

・税にまつわる？よもやま話Ⅱ 

伊勢税務署 副署長          掛橋 誠司氏 

・税務職員としての体験談 

伊勢税務署法人課税第一部門統括国税調査官 

     辻井 辰也氏 

事業報告・ 

卒業セレモニー 
30.3.6(火) 事業報告と卒業セレモニー 

部会員手帳発行 29.6月  

会員増強 随時実施  

 

【女性部会】 

事業名 日程 内  容 

報告・食事会 29.5.15(月) 

平成２８年度事業報告・決算報告 

任期満了に伴う役員改選 

平成２９年度事業計画・予算報告 

スポーツ交流会 29.9.7(木) 青年部会・税務署と合同  風船ダーツ 

バス研修 29.9.21(木) 
三重ナルミ工場、サミット記念館サミエール、 

伊良子清白の家・門野幾之進記念館 



事業名 日程 内  容 

署長講話・親睦会 30.2.15(木) 
署長講話  ｢ある調査官が見た経理の現場｣ 

 伊勢税務署長             浅井 清貴氏 

会員増強 随時実施  

 

《事業を達成するために必要な会議》 

会議等名称 日程 内  容 

支部長・組織・厚生 

合同委員会 
29.6.23(金) 

・組織の拡充について 

・福利厚生制度推進について 

組織委員会 

29.6.23(金) 

・過去４年間の入退会状況について 

・平成２９年度支部加入目標について 

・入会勧奨について 

・税金展及び支部イベントへの参加について 

29.11.27(月) 
・会員増強月間(９月～１２月)の取り組みについて 

・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 日程 内  容 

通常総会 29.5.22(月) 

平成２８年度事業報告承認の件 

平成２８年度収支決算報告承認の件 

任期満了に伴う役員改選案承認の件 

平成２９年度事業計画報告の件 

平成２９年度収支予算報告の件 

理事会 

29.4.26(水) 

平成２８年度事業報告承認について 

平成２８年度収支決算報告承認について 

通常総会の〔委任状〕回収のお願いについて 

29.8.3(木) 
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 

30.3.29(木) 

平成３０年度事業計画・収支予算案承認について 

平成３０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 

関税会に対しての協力について 

就業規則(定年)について 

パート職員の最低賃金について 



会議等名称 日程 内  容 

理事・評議員会 29.8.3(木) 

本会・青年部会・女性部会報告 

伊勢税務署長講話 

福利厚生事業について 

監査会 29.4.18(火) 平成２８年度会計(決算)監査 

総務委員会 29.11.22(水) 
就業規則(定年)について 

パート職員の最低賃金について 

総務委員会 30.1.22(月) 
平成３０年度通常総会について 

平成３０年度事業計画・収支予算(案)について 

 

【支部】 

会議等名称 日程 内  容 

Ａブロック役員会 29.7.12(水) 

ブロック長の選出と今後の持ち回りについて 

２９年度支部研修会について 

会員増強について 

宮川支部役員会 29.7.4(火) 

支部研修会について 

本会委員会の選出について 

会員増強について 

有緝支部役員会 29.6.14(水) 

河崎天王祭について 

支部研修会について 

本会委員会の選出について 

会員増強について 

港・御薗支部役員会 29.7.3(月) 

２９年度支部研修会について 

本会委員会の選出について 

会員増強について 

北豊支部役員会 

29.6.5(月) 
支部研修会について 

会員増強について 

29.10.13(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 29.6.12(月) 

支部研修会について 

本会委員会の選出について 

会員増強について 

二見支部役員会 

29.6.26(月) 

支部研修会について 

本会委員会の選出について 

会員増強について 

30.2.5(月) 
研修会、懇親会打合せ 

平成３０年度支部活動について 



会議等名称 日程 内  容 

小俣支部役員会 

29.6.22(木) 
支部研修会について 

会員増強について 

29.9.4(月) 
支部研修会について 

会員増強について 

鳥羽支部役員会 29.6.28(水) 

支部研修会について 

本会委員会の選出について 

会員増強について 

玉城支部役員会 

29.7.6(木) 

支部研修会について 

本会委員会の選出について 

会員増強について 

29.12.6(水) 
支部研修会について 

会員増強について 

度会支部役員会 29.7.10(月) 

新役員について 

支部研修会について 

会員増強について 

单伊勢支部役員会 

29.6.2(金) 

平成２８年度事業報告・決算について 

平成２９年度事業計画について 

本会委員会の選出について 

会員増強について 

30.1.11(木) 

平成２９年度支部研修会について 

平成３０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 29.7.5(水) 

支部研修会について 

本会委員会の選出について 

会員増強について 

志摩支部役員会 

29.6.1(木) 

支部研修会について 

本会委員会の選出について 

会員増強について 

29.9.12(火) 

支部研修会(10/13)について 

税務経営研究会・志摩支部研修会(2/11)について 

会員増強について 

29.11.14(火) 
税務経営研究会・志摩支部研修会(2/11)について 

会員増強について 

 

 

 

 



【青年部会】 

会議等名称 日程 内  容 

役員会 29.4月～30.3月 毎月１回 計１２回開催  事業実施に関する協議 

 

【女性部会】 

会議等名称 日程 内  容 

役員会 29.4月～30.3月 
５月、１２月を除く毎月１回 計１０回開催 

事業実施に関する協議 

総務委員会 29.4月～30.3月 事業実施に関する協議を年４回開催 

組織委員会 29.4月～30.3月 事業実施に関する協議を年２回開催 

税制委員会 29.4月～30.3月 事業実施に関する協議を年２回開催 

広報委員会 29.4月～30.3月 事業実施に関する協議を年５回開催 

研修委員会 29.4月～30.3月 事業実施に関する協議を年５回開催 

厚生委員会 29.4月～30.3月 事業実施に関する協議を年５回開催 

組織・税制委員会 29.4月～30.3月 事業実施に関する協議を年３回開催 

研修・厚生委員会 29.4月～30.3月 事業実施に関する協議を年１回開催 

 


