
 4 

第 2 号議案 平成 25 年度事業報告並びに収支決算報告承認の件 
 
 

平成２５年度事業報告 

（平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日） 

 

Ⅰ．概 況 

平成２５年４月１日付で移行し公益社団法人桑名法人会として 1年が経過しました。 

これまで当会の趣旨に賛同いただいた会員の皆様や関係諸団体のご支援・ご協力の賜物と 

感謝いたします。 

当会は、刻々と変化する社会情勢の下、法人会の基本指針である「健全な納税者の団体」 

「よき経営者をめざすものの団体」「地域社会に貢献する団体」の理念に基づき税知識の 

普及啓発・納税意識の高揚など「税」に関する事業や地域社会に貢献する事業を積極的に 

展開しました。 

   主な事業活動のうち、公益関係は「税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業」と 

して税に関する研修会・セミナー、講演会、租税教育、税の広報、税の調査研究及び提言 

の各事業を実施しました。 

  また、「地域の経済社会環境の整備改善等を図るための事業」として講演会・セミナー・ 

研修視察・地域社会貢献として健康推進活動や防災支援活動を実施しました。 

  共益関係は、「会員の交流に資するための事業」として会員のための親睦・異業種交流を図 

り組織の強化、広報活動、青年部会・女性部会活動の活性化に努めました。 

「会員の福利厚生等に資する事業」として会員企業の福利厚生の向上に資することを目的 

とした事業に取り組みました。 

  法人管理関係は諸会議及び公益事業推進体制の確立に努めました。 

Ⅱ主な事業報告 

【公１】税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業 

１．税知識の普及を目的とする事業 

気になる税制改正のポイントを知る 25.08.29 精義公民館 
有限会社 IMC経営センター  

所長 石川裕史氏 
32名 女性部会 

相続税の初歩 25.09.18 ﾚｽﾄﾗﾝ Rocca 桑名税務署長 33名 女性部会 

非課税所得について 

くすぐり産業とオバマ大統領の確定申告 
25.11.26 魚城 

桑名税務署長 

桑名税務署統括官 
19名 第 4 ﾌﾞﾛｯｸ 

非課税所得について 

くすぐり産業とオバマ大統領の確定申告 
25.12.06 桑名ｼﾃｨﾎﾃﾙ 

桑名税務署長 

桑名税務署統括官 
18名 青年部会 

非課税所得について 

くすぐり産業とオバマ大統領の確定申告 
25.12.16 歌行燈 

桑名税務署長 

桑名税務署統括官 
18名 第 1 ﾌﾞﾛｯｸ 

非課税所得について 

くすぐり産業とオバマ大統領の確定申告 
25.12.19 たけの古屋 

桑名税務署長 

桑名税務署統括官 
24名 第 2 ﾌﾞﾛｯｸ 
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税に関する誤りやすい事例 

くすぐり産業とオバマ大統領の確定申告 
26.02.14 桑名市民会館 

桑名税務署上席調査官 

桑名税務署統括官 
29名 女性部会 

非課税所得について 

くすぐり産業とオバマ大統領の確定申告 
26.02.14 たけの古屋 

桑名税務署長 

桑名税務署統括官 
13名 第 6 ﾌﾞﾛｯｸ 

非課税所得について 

税に関する誤りやすい事例 
26.03.06 六石高原ﾎﾃﾙ 

桑名税務署長 

桑名税務署統括官 
27名 第 5 ﾌﾞﾛｯｸ 

「ｅ－Ｔａｘ」での申告について 
25.08.26 

  09.19 
桑名ｼﾃｨﾎﾃﾙ 桑名税務署統括官  

桑名ロータリー

クラブ 

桑名北ロータリ

ークラブ 

広報誌並びにホームページ 

による税情報の発信 
  

広報誌（桑名法人会ニュ

ース）を年２回発刊、桑

名税務署提供の国税に関

する情報、改正事項等を

掲載し、税知識の普及に

努めた。 

ホームページでは、各種

の開催要領を掲載すると

ともに、消費税、法人税、

相続税、資産税等国税を

中心に解説記事を掲載し

た。さらに、桑名税務署

や公益財団法人全国法人

会総連合のホームページ

へリンクし、適宜税に関

する必要な情報を提供し

た。 

25.09には桑名法人会ニ

ュース 94号を、26.02に

は 95号を発刊 

  

 

２．納税意識の高揚を目的とする事業 

第２３回子ども税金 

クイズ大会 
25.11.16 桑名市民会館 

国税庁の「税を考える週

間」に合わせて、次代を

担う児童を対象として、

税金クイズ大会を実施し

た。平成２５年度で２３

回を数える。桑名税務署

管内の教育委員会、PTA

連絡協議会等の後援、桑

名税務連絡協議会の協賛

を得て実施。 

500名 青年部会 
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租税教室   

租税教育の推進を図るた

めに設けられた「租税教

育推進協議会」の活動の

一環を担うため、研修を

受けて委任された当会役

員や青年部・女性部会員

が講師となり、次代を担

う児童･生徒に正しい税

知識と納税の大切さを理

解してもらうことを目的

として桑名税務署管内小

学校・中学校にて実施し

ました。 

25校

1170名 

役  員 

青年部会 

女性部会 

税に関する絵はがき 

コンクール 
  

租税教育の一環として次

代を担う子どもたちに税

を正しく理解してもらう

ために桑名税務署管内の

小学生高学年を対象にし

て、「税に関する絵はがき

コンクール」を実施した。

応募作品の中から、優秀

作品を選考し入選作品は

当会広報誌やホームペー

ジに掲載、また「税を考

える週間」の行事開催会

場でも展示した。 

17校 

705名 
女性部会 

「税を考える週間」 

広報・啓発活動 
25.11.11 アピタ桑名店 

毎年１１月「税を考える

週間」行事の一環として、

桑名税務署担当官、当会

役員及び桑名税務連絡協

議会役員等が、税につい

ての理解と納税意識の高

揚を目的として税の啓発

用小冊子４～５００部を

配布した。 
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３．税制及び税務に関する調査並びに提言に関する事業 

 
 
 

税制改正要望運動 
25.11.11 

25.12.03 

桑名市役所 

いなべ市役所 

毎年税制改正についての

アンケートを会員等に行

い、その意見・要望をもと

に税制改正をとりまとめ

た上で県連、全法連と連携

して国レベル、県連レベ

ル、単位会レベルで関係機

関等に対して要望活動を

行っている。 

  

全国青年の集い広島大会 25.11.08 
広島グリーン 

アリーナ 

全国の青年部会員が集い、

税制、財政及び地域社会の

健全な発等法人会の目的

を達成するための情報交

換、意見交換並びに討論を

行う。租税教育等の創意工

夫に富んだ事例発表から、

ノウハウや問題点を学ぶ

ため開催された。 

 青年部会 

全国女性フォーラム愛知大会 25.04.11 
ウェスティン 

ナゴヤキャッスル 

全国の女性部会員が集い、

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、意見交換並びに討論

を行う。租税教育等の創意

工夫に富んだ事例発表か

ら、ノウハウや問題点を学

ぶため開催された。 

 女性部会 

(一社)三重県法人会連合会 

青年部会第２７回情報交換会 
25.11.12 津都ホテル 

三重県内の８単位会の青

年部会員が集い、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

見交換を行った。 

 青年部会 

(一社)三重県法人会連合会 

女性部会第１回 ATM交流会 
25.10.11 津大同生命ビル 

三重県内の８単位会の女

性部会員が集い、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

見交換を行った。 

 女性部会 
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【公２】地域の経済社会環境の整備改善等を図るための事業 

１．地域企業の健全な発展に資する事業 

講演会 

（経済・経営セミナー） 
25.06.10 桑名ｼﾃｨﾎﾃﾙ 

｢ヨーロッパ鉄道一人旅｣ 

大藤株式会社 塚本順夫氏 
40名 

青年部会 

女性部会 

講演会 

（経済・経営セミナー） 
25.11.27 桑名市民会館 

「報道の現場からこれから

の日本を考える」 

～朝ズバ！の裏話から政治

経済のゆくえまで～ 

TBSテレビ  杉尾秀哉氏 

250名  

研修視察 25.11.30  
海上自衛隊  

舞鶴地方隊見学 
57名 

間税会と 

共催 

研修視察 26.03.18  伊勢神宮外宮特別参拝 46名  

２．地域社会への貢献を目的とする事業 

健康推進活動 

25.08.29.30.31 
大山田ｺﾐｭﾆﾃｨ 

ﾌﾟﾗｻﾞ 
生活習慣病予防検診 104名 

 
25.10.23 桑名市民会館 

放射線診断（PET‐CT検

査）セミナー 
59名 

25.11.16 桑名市民会館 健康チェック 524名 

演奏会 25.06.30 
大山田ｺﾐｭﾆﾃｨ 

ﾌﾟﾗｻﾞ 
桑名弦楽合奏団演奏会 300名 

合奏団と

共催 

防災活動 年間を通して 管内随所 
避難場所誘導案内看板

設置 
33ヶ所  

【収１】会員の福利厚生等に資する事業 

経営者の大型総合保障制度 

の普及推進 
 

経営者や従業員の病気・事故による死亡、高度障害、

入院等を保障し、企業存亡の危機から守るための制度

の普及推進に努めた。 

  

 

経営保全プランの普及推進 

 
 

地域企業経営の安定化のため政府労災保険の上乗せ

補償制度の普及推進に努めた。 
  

 簡易生命保険団体保険料払込 

制度に係る集金業務 
 

株式会社かんぽ生命保険料払込制度に係る集金業務

で、当会はその集金保険料に応じた手数料を得た。 

取扱保険料総額   １０４,３８１,７３５円 

取扱事務手数料      ２,９９４,６６５円 

  

がん保険制度の普及推進  
「法人会がん保険制度」からなる公益財団法人全国法

人会総連合の制度の普及推進に努めた。 
  

貸倒保障制度（取引信用保険） 

の普及推進 
 

企業活動に伴い発生する貸倒損失に備える保険制度

で一般社団法人三重県法人会連合会の制度の普及推

進に努めた。 
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【他Ⅰ】会員の交流に資するための事業  

（１）女性部会研修旅行を開催した。 

（２）会員懇親会・懇談会を開催した。 

 

【その他】その他法人会の目的を達成するための事業 

（１）会員の増減 

 前年度末会員数 期中入会 期中退会 本年度末会員数 

会  員 １９９７社 ５２社 ７１社 １９７８社 

青年部会 ７９名 ２ ７名 ７４名 

女性部会 ７９名 ５ １名 ８３名 

 

【管理関係】 
１．事務運営体制の確立 
 公益法人としての健全な運営を確保するため努めた。 
 
２．諸会議 
 （１）通常総会 
   開催日 平成２５年 ５月３０日 
   場 所 ホテル花水木 
   出席者数 １，２３６名（委任状含む） 
   審議事項 

第１号議案 平成２４年度事業報告並びに収支決算承認の件 
    第２号議案 任期満了に伴う役員改選（案）承認の件     

報告事項 
    平成２５年度事業計画並びに収支予算の件 
 
 （２）理事会 
   開催日 平成２５年 ５月１３日 
   場 所 桑名シティホテル  
   出席者数 ５３名 
    第１号議案 第１回通常総会・創立６０周年式典について 
    第２号議案 第１回通常総会議案書について 
    第３号議案 その他 
 
   開催日 平成２５年 ９月 ５日 
   場 所 桑名シティホテル    

出席者数 ５５名 
    第１号議案 各委員会報告と今後の事業について 
    第２号議案 その他 

 
開催日 平成２６年 １月２９日 
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   場 所 桑名シティホテル    
出席者数 ４６名 

    第１号議案 定款の一部補足について 
    第２号議案 欠格事項確認書提出のお願い 
 第３号議案 各委員会報告と次年度委員会活動について 
    第４号議案 その他 
 
   開催日 平成２６年 ３月２６日 
   場 所 桑名シティホテル    

出席者数 ３４名 
    第１号議案 平成２６年度事業計画（案）・収支予算（案）承認について 
    第２号議案 第２回通常総会について 
 第３号議案 全法連・県連表彰について 
    第４号議案 その他 
     
 （３）常任理事会 
   開催日 平成２５年 ６月２１日 
   場 所 桑名シティホテル    

出席者数 １７名 
    第１号議案 委員会活動について 
    第２号議案 その他 
 
   開催日 平成２６年 ３月２６日 
   場 所 桑名シティホテル    

出席者数 １５名 
    第１号議案 平成２６年度事業計画（案）・収支予算（案）承認について 
    第２号議案 第２回通常総会について 
 第３号議案 全法連・県連表彰について 
 第４号議案 その他 
 
（４）会計監査会  

   開催日 平成２５年 ５月 ８日 
   場 所 桑名シティホテル    

出席者数  ３名 
     平成２４年度事業報告・収支決算監査 
 
（５）その他の会議 
 部会報告会 

   開催日 平成２５年 ６月１０日 
   場 所 桑名シティホテル    

出席者数 ３２名 
報告事項 
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     青年部会平成２４年度活動報告並びに平成２５年度活動計画について 
   女性部会平成２４年度活動報告並びに平成２５年度活動計画について 
  「記念講演会」 演 題  「ヨーロッパ鉄道ひとり旅」 
    講 師    大藤株式会社 塚本 順夫 氏 
   
（６）関係機関の会議研修等 
 
イ．全法連関係 

平成２５年 ４月１１日 女性フォーラム 愛知大会 ウェスティンナゴヤキャッスル 
      ６月１９日 総会（評議員会・理事会） 帝国ホテル 
     １０月 ３日 第２９回全国大会青森大会 リンクステーションホール青森 
     １１月 ８日 第２７回「青年の集い」広島大会 広島グリーンアリーナ 
平成２６年 １月１６日 新年賀詞交歓会 帝国ホテル 

    ３月１８日 理事会 全法連会館 

 
ロ．東海法連関係 

平成２５年 ７月 ２日 青年部会連絡協議会 定時総会・情報交換会 ホテルキャッスルプラザ 
       ９月１２日  第２５回定時総会 名鉄グランドホテル 

平成２６年 ３月 ４日 第６８回東海法人会連合会大会 ホテルセンチュリー静岡 
        ２０日 青年部会連絡協議会常任理事会 名古屋大同生命ビル 

 
ハ．三重県連関係 

平成２５年 ４月 ３日 研修委員会 津大同生命ビル 
         ９日 税制委員会 津大同生命ビル 
        １２日 厚生委員会 津大同生命ビル 

５月１５日         総務委員会 津大同生命ビル 
      ６月 ３日 正副会長会議・第１回理事会 プラザ洞津 

    ５日 税制委員会 津大同生命ビル 
 １３日 第１回定時総会・第２回理事会 津都ホテル 

        ２０日   青年部会連絡協議会役員会 津大同生命ビル 
        ２６日 女性部連絡協議会役員会 津大同生命ビル 
      ７月２３日 研修委員会 津大同生命ビル 

      ２４日 厚生委員会 津大同生命ビル 
        ２６日 広報委員会 津大同生命ビル 

８月 ２日 青年部会連絡協議会打合せ会 津大同生命ビル 
        ２０日 女性部連絡協議会 津大同生命ビル 
        ２２日 総務委員会 津大同生命ビル 
        ２３日 組織委員会 津大同生命ビル 
        ２７日 専務理事・事務局長会議 津大同生命ビル 
      ９月 ６日 正副会長会議・第３回理事会 プラザ洞津 
        ２５日  研修委員会 津大同生命ビル 
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     １０月１１日  第１回女性部会連絡協議会 ATM 交流会 津大同生命ビル 
        １７日 税制委員会 津大同生命ビル 

１１月１２日 青年部会連絡協議会第 27 回情報交換会 津都ホテル 
     １９日 女性部会連絡協議会反省会 津大同生命ビル 

        ２１日 厚生委員会 津大同生命ビル 
        ２６日 組織委員会 津大同生命ビル 
        ２８日 国税庁調査部所管法人研修会 津都ホテル 
     １２月 ３日 総務委員会 津大同生命ビル 
平成２６年 ２月 ６日 女性部会連絡協議会臨時役員会 津大同生命ビル 

１２日 研修委員会 津大同生命ビル 
 １３日 厚生委員会 津大同生命ビル 

３月 ７日    総務委員会 津大同生命ビル 
   １１日 組織委員会 津大同生命ビル 
 ３月１４日        正副会長会議・第４回理事会 プラザ洞津 

 
ニ．桑名税務連絡協議会 

平成２５年 ６月１７日 

総 会 
１．平成２４年度事業報告 
２．平成２５年度事業計画 
第１回定例会議 
１．各種構成団体の現状について 
２．e-Tax の普及拡大に向けた取り組みについて 
３．その他 

 

８月２１日 

第２回定例会議 
１．各種構成団体の現状について 
２．e-Tax の普及拡大に向けた取り組みについて 
３．当面の行事予定について 
４．その他 

 

     １０月２４日  

第３回定例会議 
１．各種構成団体の現状について 
２．e-Tax の普及拡大に向けた取り組みについて 
３．当面の行事予定について 
４．その他 

 

     １１月２９日 
桑名税務連絡協議会 
親睦ボウリング大会 

 

平成２６年 ２月 ５日 

第４回定例会議 
１．各種構成団体の現状について 
２．e-Tax の普及拡大に向けた取り組みについて 
３．その他 
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