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第 1 号議案 平成 29 年度事業報告並びに収支決算報告承認の件 

平成２９年度事業報告 

（平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） 

Ⅰ．概 況 

公益社団法人 桑名法人会は、法人会の理念「税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支 

 援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体である」に則り、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。特に今年度は「消費税軽減税率への対応」についての研修会 

を開催した。 

  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 
 

消費税軽減税率制度研修会 

「知っておきたい！消費税軽減

税率制度への対応」 

29. 9. 26 
桑名シティ 

ホテル 
税務署担当官 94名 研修委員会 

国税査察官の仕事 

消費税軽減税率メモ 
29.10.23 DEPART 

桑名税務署長 

税務署担当官 
27名 第 2 ﾌﾞﾛｯｸ 

国税査察官の仕事 

消費税軽減税率メモ 
29.10.24 歌行燈 

桑名税務署長 

税務署担当官 
15名 第 6 ﾌﾞﾛｯｸ 

国税査察官の仕事 

消費税軽減税率メモ 
29.11.1 魚 城 

桑名税務署長 

税務署担当官 
15名 第 4 ﾌﾞﾛｯｸ 

国税査察官の仕事 

消費税軽減税率メモ 
29.11.7 

エンディング

サポート桑名 

桑名税務署長 

税務署担当官 
20名 第 3 ﾌﾞﾛｯｸ 

国税査察官の仕事 

消費税軽減税率メモ 
29.11.20 歌行燈 

桑名税務署長 

税務署担当官 
21名 第 1 ﾌﾞﾛｯｸ 
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２．納税意識の高揚を目的とする事業 

国税局と税務署 29.11.20 精義公民館 税務署担当官 22名 女性部会 

国税査察官の仕事 

消費税軽減税率メモ 
29.11.21 六石高原ホテル 

桑名税務署長 

税務署担当官 
19名 第 5 ﾌﾞﾛｯｸ 

国税査察官の仕事 29.12.18 
桑名シティ 

ホテル 

 

桑名税務署長 

 

20名 青年部会 

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 102号と 1月に

は 103号を発刊した。 

 

 広報委員会 

 いなべファミリー 

    税金クイズ大会 

29.10.29 

 

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。 

251名

＋家族 

実行委員会 

青年部会 

女性部会 
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第２７回子供税金 

クイズ大会 

 

29.11.12 NTN ｼﾃｨﾎｰﾙ 

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 29年度で 27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。 

630名 青年部会 

「税を考える週間」 

広報活動 
29.11.13 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。 

  

租税教室 29.7～30.3 管内小中学校 

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

1,007名 

親会役員 

青年部会 

女性部会 

税に関する絵はがき 

コンクール 
29.7～30.3 管内小学校 

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。

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

イズ大会の壇上でも表彰

した。 

17校 

686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鹿児島大会 

 

29. 4. 7 城山観光ホテル 

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

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 

全国大会（福井） 29.10. 5 福井県産業会館 

税制改正提言等についての理解

を深めると共に、法人会活動に

ついての情報交換のために会員

が集い研修会を開催した。また、

参加後には市長、議会議長に税

制改正提言活動を実施した。 

 親会役員 

(一社)三重県法人会連合会 

   女性部会連絡協議会 

 第 3回 ATM 交流会 

29.10.27 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、県下法人会部会活動

等についての情報交換、また次

世代の育成等を目標にしての事

業活性化研修会を開催した。 

 女性部会 

全国青年の集い高知大会 29.11.10 
高知県民 

文化ホール 

 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 

（一社）三重県法人会連合会 

青年部会連絡協議会 

第 29回情報交換会 

29.11.17 四日市都ホテル 

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 

税制改正要望活動 29.11.29 

桑名市役所 

いなべ市役所 

議会事務局 

東員町 

木曽岬町 

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 
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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） 
29. 6. 7 桑名ｼﾃｨﾎﾃﾙ 

『一瞬の出会い』 

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 齋藤 泉氏 

69名 

 

青年部会 

女性部会 

桑名商工会議所

女性部会 

 

講演会 

（経済・経営セミナー） 

 

29.11.12 NTN ｼﾃｨﾎｰﾙ 
「日本人の底力」 

作 家  竹田 恒泰氏    
512名 研修委員会 

研修視察 29.11.28 鳥 羽 鳥羽水族館 40名 
桑名間税会と 

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 

 

 

 

29.8.29・30 

 

大山田ｺﾐｭﾆﾃｨ 

ﾌﾟﾗｻﾞ 
生活習慣病予防検診 78名 

厚生委員会 

 

29.11.12 

 

NTN ｼﾃｨﾎｰﾙ あなたの健康チェック 406名 

 

演奏会 

 

29. 5.20 NTN ｼﾃｨﾎｰﾙ 定期演奏会 2017 700名 

桑名弦楽合

奏団と共催 
29.10. 7 

桑名市福祉ｾﾝﾀｰ 

桑名市多度公民館 
地域巡回コンサート

2017 
350名 

29.10. 9 

いなべ市 

ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟﾗｻﾞ 

桑名市城東公民館 

（はまぐりﾌﾟﾗｻﾞ） 

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 
32ヶ所  
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【他１】会員の交流に資するための事業  

（１）研修会・研修旅行開催 
 

研 修 会 

「私 の 体 験 談」 
29. 9.11 ﾚｽﾄﾗﾝ Rocca 桑名税務署長 36名 女性部会 

研 修 旅 行 
 

29. 9.27 

 

飛騨高山「国史跡高山陣屋」 

 

24名 

 

女性部会 
 

研 修 会 

「ヨ ガ 研 修」 
30. 2.22 

NTN ｼﾃｨﾎｰﾙ 

ﾘﾊｰｻﾙ室 
講師 水谷 さわ子氏 18名 女性部会 

 

研 修 会 

「仮 想 通 貨 と 税」 
30. 2.28 桑名ｼﾃｨﾎﾃﾙ 税務署担当官 18名 青年部会 

 

（２）ブロック研修会後の懇談会を開催した。 

 

【その他】その他法人会の目的を達成するための事業 

 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 1703社 17社 55社 1665社 

青年部会 70名 2名 8名 64名 

女性部会 80名 1名 2名 79名 

【管理関係】 

 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    25,115,500円 

取扱事務手数料       747,204円 
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２．諸会議 

 （１）通常総会 

   開催日 平成２９年 ５月２９日 

   場 所 ラ メゾン デ アンボワーズ 

   出席者数 １,０５０名（委任状含む） 

   審議事項 

第１号議案 平成２８年度事業報告並びに収支決算報告承認の件 

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２９年度事業計画並びに収支予算の件 

 

 （２）理事会 

   開催日 平成２９年 ５月 ９日 

   場 所 桑名シティホテル  

   出席者数   ３５名 

    第１号議案 平成２８年度事業報告並びに収支決算報告承認の件 

    第２号議案 総会議案書審議 

    第３号議案 総会開催について 

 

   開催日 平成２９年 ８月２５日 

   場 所 桑名シティホテル    

出席者数   ３７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３０年 １月３０日 

   場 所 桑名シティホテル    

出席者数   ３７名 

    第１号議案 次年度事業について 

    第２号議案 各委員会報告 

 第３号議案 その他 

     

   開催日 平成３０年 ３月２０日 

      場 所 桑名シティホテル 

   出席者数   ３４名  

 第１号議案 平成３０年度事業計画（案）・収支予算（案）承認について 

 第２号議案 第６回通常総会開催について 

    第３号議案 その他 
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（３）会計監査会  

   開催日 平成２９年 ４月２６日 

   場 所 桑名シティホテル    

出席者数  ５名 

     平成２８年度事業報告・収支決算監査 

 

（４）その他の会議 

部会活動報告会 

   開催日 平成２９年 ６月 ７日 

   場 所 桑名シティホテル    

出席者数  ６９名 

報告事項 

     青年部会平成２８年度活動報告並びに平成２９年度活動計画について 

   女性部会平成２８年度活動報告並びに平成２９年度活動計画について 

  「記念講演会」 演 題  『一瞬の出会い』 

    講 師  ㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ  ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 齋藤 泉 様 

 

  

（５）関係機関の会議研修等 

 

イ．全法連関係 

 

２９年 ４月 ７日(金) 

    ７月 ５日(水) 

    ８月２３日(水) 

   １０月 ５日(木) 

   １１月１０日(金) 

３０年 １月２２日(月) 

    ２月 １日(木) 

    ３月 ２日(金) 

 

 

全国女性フォーラム（鹿児島大会） 

厚生委員会 

新任事務局セミナー 

全国大会（福井大会） 

全国青年の集い（高知大会） 

新年賀詞交歓会 

厚生委員会 

事務局セミナー 

 

城山観光ホテル 

全法連会館 

全法連会館 

福井県産業会館 

高知県立県民文化ホール 

帝国ホテル 

全法連会館 

ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京 

 

 

ロ．東海法連関係 

 

２９年 ６月２３日(金) 

    ９月 ６日(水) 

３０年 ３月 ９日(金) 

 

 

青連協 定時総会・情報交換会   

第２９回定時総会         

第７２回東海法人会連合会大会 

 

 

ホテルキャッスルプラザ 

名鉄グランドホテル  

ホテルセンチュリー静岡 
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ハ．三重県連関係 

 

２９年 ４月１１日(火) 

    ５月１８日(木) 

      ２６日(金) 

       〃 

    ６月 ６日(火) 

      １５日（木） 

             〃 

      ２１日(水) 

      ２３日(金) 

    ７月２０日(木) 

 〃 

            ２１日(金) 

      ２７日(木) 

    ８月 ４日(金) 

      １０日(木) 

      ２８日(月) 

    ９月２２日(金) 

      ２７日(水) 

             〃 

   １０月１０日(火) 

         １６日(月) 

      ２７日(金) 

      １１月 ２日(木) 

         １３日(月) 

１７日(金) 

      ２８日(火) 

１２月 １日(金) 

３０年 １月１７日(水) 

      ２６日(金) 

    ２月１４日(水) 

      １９日(月) 

          ２７日(火) 

      ２８日(水) 

      ３月  ２日（金） 

        ６日（火） 

      １２日（月） 

      ２８日（水） 

       〃 

 

厚生委員会 

総務委員会           

正副会長会議            

第１５回理事会          

税制委員会             

第５回通常総会            

第１６回理事会 

女性部会役員会           

青年部会新旧役員会        

厚生委員会         

福利厚生制度推進委員会      

女性部会連絡協議会   

研修委員会             

総務委員会             

組織委員会        

広報委員会             

研修委員会       

正副会長会議  

第１７回理事会     

厚生委員会      

全国大会 第１回実行委員会 

女性部会 ATM 交流会        

税制委員会 

組織委員会        

青年部会情報交換会         

調査部所管研修会 

女性部会役員会          

全国大会 第２回実行委員会 

運営研究会             

研修委員会             

広報委員会 

税制委員会             

青年部会役員会           

総務委員会             

組織委員会            

厚生委員会 

正副会長会議 

第１８回理事会 

 

津大同生命ビル 

〃 

プラザ洞津 

  〃 

津大同生命ビル 

プラザ洞津 

〃   

津大同生命ビル 

ホテルキャッスルプラザ 

プラザ洞津 

〃   

津大同生命ビル 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃  

プラザ洞津 

  〃 

津大同生命ビル 

津市産業スポーツセンター 

津大同生命ビル 

  〃 

  〃 

四日市都ホテル 

プラザ洞津 

津大同生命ビル 

  〃 

東長島公民館 

津大同生命ビル 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

プラザ洞津 

  〃 
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 ニ．桑名税務連絡協議会 

平成２９年 ６月 ６日 

 

総 会 

１．平成２８年度事業経過報告及び決算報告について 

２．平成２９年度事業計画及び収支予算について 

第１回定例会議 

１．各種構成団体の現状について 

２．e-Tax の普及拡大及び消費税軽減税率制度の導入に向け 

  た取り組みについて 

３．その他 

 

 

９月１２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 の普及拡大及び消費税軽減税率制度の導入に向け 

  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３１日  

 

第３回定例会議 

１．各種構成団体の現状について 

２e-Tax の普及拡大及び消費税軽減税率制度の導入に向け 

  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 

 

 

    １２月 ５日 

 

桑名税務連絡協議会 

親睦ボウリング大会 

 

 

平成３０年 １月１８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 の普及拡大及び消費税軽減税率制度の導入に向け 

  た取り組みについて 

３．その他 

 

 

 


