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第 1 号議案 平成 26 年度事業報告並びに収支決算報告承認の件 

 

平成２６年度事業報告 

（平成 26年 4月 1日～平成 27年 3月 31日） 

Ⅰ．概 況 

「公益社団法人桑名法人会」として、法人会の基本理念のもと、納税意識の向上、会員企業

の健全なる発展、そして地域社会への貢献を図り、公益社団法人として課せられた使命を達成

するため各種事業を展開した。 

主な事業活動のうち、「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、次代を担う児童・生徒への租税教育活動、税に関する広報活動、税の調査研究及び 

税制改正要望活動の各種事業を実施した。 

  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」として経済講演会、研修視察、 

地域社会貢献として健康推進活動、演奏会や防災支援活動を実施した。 

  「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や異業種交流を図り組織の強化 

青年部会・女性部会活動の活性化に努めた。 

「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んだ。 法人管理関係は諸会議及び公益事業推進に努めた。 

 

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 

 

税よもやま話 

 

26.9.9 ﾚｽﾄﾗﾝ Rocca 桑名税務署長 26名 女性部会 

 

税よもやま話 

 

26.10.3 
なばなの里 

かわせみ 
桑名税務署長 15名 第 6 ﾌﾞﾛｯｸ 

 

税よもやま話 

 

26.12.9 桑名ｼﾃｨﾎﾃﾙ 桑名税務署長 15名 青年部会 

 

税よもやま話 

 

26.12.18 デパール 桑名税務署長 21名 第 2 ﾌﾞﾛｯｸ 

 

税よもやま話 

 

27.1.27 歌行燈 桑名税務署長 46名 
第 1 ﾌﾞﾛｯｸ 

第 2 ﾌﾞﾛｯｸ 

 

税よもやま話 

 

27.1.29 魚駒 桑名税務署長 21名 第 3 ﾌﾞﾛｯｸ 
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税よもやま話 

 

27.2.4 六石高原ﾎﾃﾙ 桑名税務署長 

 

36名 第 5 ﾌﾞﾛｯｸ 

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、 

国税局提供の税に関する

情報発信等、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国税

局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。9月には桑名法人会

ニュース 96号と 2月には

97号を発刊した。 

 広報委員会 

 

２．納税意識の高揚を目的とする事業 

   いなべファミリー 

   税金クイズ大会 
26.10.26 

いなべ市北勢

市民会館 

桑名市内で毎年開催して

いる子供税金クイズ大会

をいなべ市において小学

校児童とその家族を対象

に開催し、税金クイズと

いなべクイズを出題し

た。 

いなべ市、いなべ市商工

会、いなべ市・東員町教

育委員会、員弁郡いなべ

市 PTA 連合会の後援、桑

名税務連絡協議会の各団

体の協賛を得て実施。 

167名 

＋家族 

組織委員会 

特別委員会 

青年部会 

女性部会 

「税を考える週間」 

広報活動 
26.11.11 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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第２４回子ども税金 

クイズ大会 

 

 

 

26.11.16 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 26年度で 24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

税務連絡協議会の各団体

の協賛を得て実施。 

450名 青年部会 

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

員や青年部会・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 

25校 

1,087

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

場でも展示し税金クイズ

大会の壇上で表彰した。 

19校 

719名 
女性部会 
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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 

 

 

 

 

全国女性フォーラム香川大会 

 

26.4.11 
サンポートホール

高松 

全国の女性部会員が集い、

税制、財政及び地域社会の

健全な発展と租税教育活

動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 

(一社)三重県法人会連合会 

女性部会連絡協議会 

情報交換会 

26.10.31 
尾鷲 

熊野古道センター 

三重県内の８単位会の女

性部会員が集い、今回は尾

鷲法人会女性部会が有意

義な活動事例や活動報告

を行い部会活動について

情報交換、意見交換を行っ

た。 

 女性部会 

全国青年の集い秋田大会 26.11.21 秋田県民会館 

全国の青年部会員が集い、

税意識の高揚、税知識の普

及啓蒙という理念の下、青

年部会の租税教育活動の

実施等の目的を達成する

ための情報交換、意見交換

並びに討論を行う。租税教

育活動等の創意工夫に富

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 

税制改正要望活動 26.11.25 
桑名市役所 

いなべ市役所 

毎年税制改正についての

アンケートを行い、その意

見・要望をもとに税制改正

要望をとりまとめた上で

県連、全法連と連携して国

レベル、県レベル、単位会

レベルで関係機関等に対

して要望活動を行った。 

 税制委員会 

(一社)三重県法人会連合会 

運営研究会 
27.2.6 ホテル「花水木」 

三重県内の８単位会の代

表が集い法人会活動につ

いて公益性の高い有意義

な事例発表を行う。 

今年度は桑名が当番で「租

税教育活動」について発表

した。 
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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） 
26.6.16 桑名ｼﾃｨﾎﾃﾙ 

｢町の元気応援!きらきら☆ 

助成事業」 

三重県条例指定 

認定 NPO法人第１号 

みえきた市民活動センター 

 理事長 小笠原まき子氏 

35名 
青年部会 

女性部会 

研修視察 26.10.07  
日本たばこ産業(株)東海工

場・大塚製薬(株)袋井工場 
27名 

間税会と 

共催 

講演会 

（経済・経営セミナー） 
26.11.16 桑名市民会館 

「日本の未来を明るくする

ヒント」 

獨協大学教授・経済アナリ

スト   森永 卓郎 氏 

340名 研修委員会 

講演会 

（経済・経営セミナー） 
27.2.18 桑名ｼﾃｨﾎﾃﾙ 

「もしも女性経営者が学芸

員の話を聴いたら」地域の

歴史に学ぶビジネスチャン

ス 

桑名市博物館 主任学芸員  

杉本  竜 先生 

35名 

 

桑名商工会

議所女性部

と共催 

 

 

２．地域社会への貢献を目的とする事業 

 

 

 

健康推進活動 

 

 

 

26.7.2・3・4 

 

大山田ｺﾐｭﾆﾃｨ 

ﾌﾟﾗｻﾞ 
生活習慣病予防検診 91名 

厚生委員会 

 

26.11.16 

 

桑名市民会館 

健康チェック 

・骨密度測定 

・ストレス測定 

・血管推定年齢チェック 

・からだバランス測定 

・血液さらさらチェック 

495名 

演奏会 

26.9. 7 
いなべ市大安

公民館 

地域巡回コンサート 2014 452名 
桑名弦楽合

奏団と共催 

26.9. 7 
桑名市桑部 

公民館 

26.9.21 
長島ふれあい

学習館 

26.9.21 
桑名市はまぐ

りプラザ 

防災活動 

 

年間を通して 

 

管内随所 
災害時避難場所誘導案内

看板設置 

33ヶ

所 
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【他Ⅰ】会員の交流に資するための事業  

 

（１）研修旅行を開催した。 

（２）ブロック会員研修会・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 1978社 14社 58社 1934社 

青年部会 74名 1名 2名 73名 

女性部会 83名 4名 7名 80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。 

 

 

【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 
 

公益財団法人全国法人会総連合の制度で地域企業が

安定して繁栄するための福利厚生制度の普及推進に

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、公益財団法人全国法人

会総連合の経営保全プランの普及推進に努めた。 
  

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。 

  

 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    78,686,071円 

取扱事務手数料     2,262,236円 
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２．諸会議 

 

 （１）通常総会 

   開催日 平成２６年 ５月２９日 

   場 所 ラ・メゾン・デ アンボワーズ 

   出席者数 １３２９名（委任状含む） 

   審議事項 

第１号議案 定款の一部変更案承認の件 

第２号議案 平成２５年度事業報告並びに収支決算承認の件 

報告事項 

    平成２６年度事業計画並びに収支予算の件 

 

 （２）理事会 

   開催日 平成２６年 ５月１５日 

   場 所 桑名シティホテル  

   出席者数 ３４名 

    第１号議案 総会議案書審議 

    第２号議案 総会の役割分担 

    第３号議案 その他 

 

   開催日 平成２６年 ９月 ２日 

   場 所 桑名シティホテル    

出席者数 ３３名 

    第１号議案 各委員会報告 

    第２号議案 今後の事業について 

第３号議案 その他 

 

開催日 平成２７年 １月２１日 

   場 所 桑名シティホテル    

出席者数 ３３名 

    第１号議案 次年度事業について 

    第２号議案 総会までのスケジュール 

 第３号議案 その他 

     

   開催日 平成２７年 ３月１７日 

   場 所 桑名シティホテル    

出席者数 ３４名 

 第１号議案 年会費の見直し(案)と会費見直しに伴う会費規程の一部変更(案)について 

 第２号議案 役員改選に伴う規程の一部変更について 

    第３号議案 平成２７年度事業計画（案）・収支予算（案）承認について 

    第４号議案 第３回通常総会開催について 

 第 5 号議案 全法連・県連表彰について 
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    第 6 号議案 その他 委員会事業報告 

           

 （３）常任理事会 

   開催日 平成２６年 ３月１７日 

   場 所 桑名シティホテル    

出席者数 １３名 

 第１号議案 年会費の見直し(案)と会費見直しに伴う会費規程の一部変更(案)について 

 第２号議案 役員改選に伴う規程の一部変更について 

    第３号議案 平成２７年度事業計画（案）・収支予算（案）承認について 

    第４号議案 第３回通常総会開催について 

 第 5 号議案 全法連・県連表彰について 

 

 

（４）会計監査会  

   開催日 平成２６年 ５月１２日 

   場 所 桑名シティホテル    

出席者数  ３名 

     平成２５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２６年 ６月１６日 

   場 所 桑名シティホテル    

出席者数 ３５名 

報告事項 

     青年部会平成２５年度活動報告並びに平成２６年度活動計画について 

   女性部会平成２５年度活動報告並びに平成２６年度活動計画について 

  「記念講演会」 演 題  『 町の元気応援 ! きらきら ☆ 助成金 』 

    講 師    三重県条例指定・認定 NPO 法人第１号 

                みえきた市民活動センター 理事長 小笠原 まき子 様 

 

（６）関係機関の会議研修等 

 

イ．全法連関係 

 

２６年 ４月１０日(木) 

    ６月１８日(金) 

   １０月１６日(木) 

   １１月２０日(木) 

      ２１日(金) 

２７年 ２月１９日(木) 

全国女性フォーラム（香川大会） 

広報委員会 

法人会全国大会（栃木大会） 

青年部会連絡協議会 

全国青年の集い（秋田大会） 

広報委員会 

ｻﾝﾎﾟｰﾄﾎｰﾙ高松 

全法連会館 

栃木県総合文化ｾﾝﾀｰ 

秋田キャッスルホテル 

秋田県民会館 

全法連会館 
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ロ．東海法連関係 

 

２６年６月２７日(金) 

８月  ６日(水) 

   ９月１２日(金) 

２７年３月 ６日(金) 

     ２０日(金) 

青年部会連絡協議会 定時総会・情報交換会  

女連協代表者会議 

第２６回定時総会  

東海法人会連合会大会 

青年部会常任理事会 

キャッスルプラザ 

名古屋大同生命ビル 

名鉄グランドホテル 

岐阜グランドホテル 

名古屋大同生命ビル 

 

ハ．三重県連関係 

 

２６年 ４月 ７日(月) 

８日(火) 

    ６月 ３日(火) 

     〃 

       ５日(木) 

            １９日(木) 

      ２４日(火) 

      ２７日(金) 

    ７月２３日(水) 

２４日(木) 

２９日(火) 

３１日(木) 

    ８月 ４日(月) 

       ５日(火) 

        ９月 ９日(火) 

     〃 

            １８日(木)

                〃 

      ２７日(月) 

            ３１日(金) 

   １１月１７日(月) 

１２月１１日(木) 

２７年 １月１６日(金) 

    ２月 ６日(金) 

      １３日(金) 

            ２４日(火) 

            ２７日(金) 

    ３月 ４日(水) 

      １０日(火) 

      １１日(水) 

     〃 

厚生委員会              

税制委員会                  

正副会長会             

第５回理事会             

税制委員会             

第２回定時総会           

女性部会連絡協議会役員会      

青年部会連絡協議会役員会      

研修委員会             

厚生委員会             

女性部会連絡協議会         

広報委員会             

総務委員会             

組織委員会             

正副会長会             

第６回理事会            

研修委員会             

専務理事・事務局長会議       

税制委員会             

女性部会第２６回情報交換会     

組織委員会             

女性部会連絡協議会役員会      

青年部会連絡協議会         

運営研究会             

厚生委員会             

広報委員会             

研修委員会             

総務委員会             

組織委員会             

正副会長会             

第７回理事会            

津大同生命ビル 

〃 

プラザ洞津 

〃 

津大同生命ビル 

津センターパレスホール 

津大同生命ビル 

ホテルキャッスルプラザ 

津大同生命ビル 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

プラザ洞津 

〃 

津大同生命ビル 

〃  

津大同生命ビル 

三重県立熊野古道ｾﾝﾀｰ 

津大同生命ビル 

津大同生命ビル 

〃 

ホテル「花水木」 

津大同生命ビル 

〃 

〃 

〃 

〃 

プラザ洞津 

〃 

 



 13 

ニ．桑名税務連絡協議会 

 

平成２６年 ６月１１日 

総 会 

１．平成２５年度事業報告 

２．平成２６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 

 

９月 ２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．会則の改正について 

５．その他 

 

     １０月２２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２７日 
桑名税務連絡協議会 

親睦ボウリング大会 

 

平成２７年 １月２７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 

 

 


