公益社団法人高松法人会
平成２８年度事業報告
自
至

平成２８年４月 １日
平成２９年３月３１日

概況
本年度は、公益社団法人として五年目を迎え、新しい節目として法人会の新しい理念「法人会は税の
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」にもとづいて、公益社団法人としての社会的役割と責任を果たすため、税を柱とした
事業活動を積極的に展開して、広く社会に法人会活動を周知すると同時に地域社会に貢献できる会とな
れるようつとめています。
マイナンバー制度の施行にともない、その周知と情報提供につとめ、国の根幹である税について、税
のオピニオンリーダーとして積極的に研修会等を開催し、平成 29 年度税制改正の提言活動をおこない、
租税教育活動をとおして納税意識の高揚と税に対する啓発を推進しました。そのほか税情報の収集と提
供、e-Tax・eLTAX 普及促進（税理士による代理送信）、ダイレクト納付等電子納税の周知と促進、消費
税期限内納付推進運動、税理士による書面添付制度の活用、自主点検チェックシート（ガバナンスの確
立）の活用等をおこないました。特に自主点検チェックシートの活用については、あらゆる機会をとお
してチェックシートを配布して普及につとめています。
会員の自己研さんを目指して部会・支部活動を推進すると同時に、各種研修会や資料・情報の提供を
おこなう一方、広く社会に貢献するため講演会・イベント等を開催しました。また、法人会活動を広く
周知するため新聞・テレビ・ラジオ・ホームページ等を活用しています。具体的な活動は下記のとおり
です。

事業活動
１．

税知識の普及を目的とする事業

① 新設法人説明会
２月 ３日（金）１３：３０～１５：３０ ロイヤルパークホテル高松
内容 「法人税・源泉所得税・消費税・印紙税等について」
講師
高松税務署法人課税第三部門上席調査官・審理専門官
出席者 ７名（７社）
新設法人に対して税に関する知識の普及と適正な申告等を目的として説明会を開催。新設法
人にはがきとホームページで周知しました。

②

改正税法説明会
平成２８年度税制改正説明会
１０月１４日（金）１３：３０～１５：３０ リーガホテルゼスト高松
内容 「平成２８年度税制改正のあらまし並びに自主点検チェックシートの活用について」
講師
高松税務署法人課税第一統括官・審理担当調査官
出席者 １０３名（８３社）
全法連作成「平成２８年度税制改正のあらまし」
「自主点検チェックシート」により、税制改
正の周知と自主点検チェックシートによる税の啓蒙を目的として、はがき・ホームページによ
り周知しました。テキストについては会員全員に別途配布し、一般希望者に対しては、ホーム
ページに掲載しテキストの提供を呼びかけました。

1

③ 決算説明会
３月 ７日（火）１３：３０～１４：４０ リーガホテルゼスト高松
内容 「会社の決算・申告の実務について」
講師
高松税務署法人課税部門審理担当調査官
出席者 ６８名（５３社）
全法連作成「平成２８年度わかりやすい会社の決算・申告の実務」テキストにより、適正な申
告をはかるため研修会を開催しました。はがき・ホームページで周知しました。テキストについ
ては、ホームページに掲載して希望者に提供を呼びかけました。

④ 法人税実務並びに法人税申告書講座
３月１０日（金）１３：３０～１５：００ ロイヤルパークホテル高松
内容 「法人税申告書の実務について」
講師
高松税務署法人課税部門審理担当上席調査官
出席者 ４４名（３６社）
「平成２８年版わかりやすい法人税申告書の実務」テキストにより、テキスト代５００円（一
般１，０００円）で実施し、法人税実務の理解と適正な処理と申告を目指しました。はがき・
ホームページで周知。

⑤ 源泉所得税講座
３月２７日（月）１３：３０～１５：００ リーガホテルゼスト高松
内容 「源泉所得税の実務と e-Tax・eLTAX について」
講師
高松税務署法人課税第一統括官・第三部門上席調査官
出席者 ３１名（２６社）
全法連作成「源泉所得税実務のポイント」テキストにより日常の源泉所得税実務と e-Tax・
eLTAX の活用と適正な処理と申告を目指しました。はがき・ホームページにより周知し、テキ
スト希望者には、その提供を呼びかけました。

⑥ 年末調整説明会
１１月１１日（金）１３：３０～１５：００ リーガホテルゼスト高松
内容 「平成２８年度年末調整実務（マイナンバー・e-Tax）について」
講師
高松税務署法人課税第三部門統括官・管理運営第三統括官・個人第一統括官
出席者 １７５名（１３８社）
映像を活用し高松税務署の年末調整資料に基づいて、年末調整の間違いやすい点・e-Tax の活
用・マイナンバー制度への対応等を説明し適正な申告を目指しました。はがきとホームページで
周知。

⑦ 個人所得税申告並びに資産税関係説明会
２月 ２日（木）１３：３０～１４：３０ ロイヤルパークホテル高松
内容 「個人所得税確定申告について」
講師
高松税務署個人課税部門審理専門官
出席者 ３６名（３３社）
２月 ２日（木）１４：３０～１５：００ ロイヤルパークホテル高松
内容 「資産税課税について」
講師
高松税務署資産課税部門審理専門官
出席者 ３６名（３３社）
全法連作成「会社役員のための確定申告実務ポイント」テキストにより、個人の確定申告並び
に資産税関係申告について、適正な申告と税に関する情報を提供する目的で開催。はがきとホ
ームページで周知し、希望者にはテキストの提供を呼びかけました。
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⑧ 事業承継研修会
１２月 １日（木）１３：３０～１５：００ リーガホテルゼスト高松
内容 「落語で学ぶ相続・事業承継」
講師
こころ亭久茶・行政書士きざき法務オフィス代表 木崎海洋 氏
出席者 ６１名（３８社）
難しい事業承継について、落語をとおして分かりやすく研修してもらい税知識の普及を目的と
して開催。はがきとホームページをとおして周知しました。

⑨ e-Tax・eLTAX 研修会
申告実務と合わせて利便性を説明するため、３月２７日源泉所得税実務研修会及び１１月１１
日年末調整説明会等で、高松税務署担当官より説明を行い、導入を周知しました。はがきとホー
ムページで周知。

⑩

租税教育活動
高松讃岐地区租税教育推進協議会と連携して、高松税務署管内の小学校より講師派遣の依頼を
受けて、小学６年生を対象に「税の役割」について青年部会員が講師となり、租税教室を実施し
ました。授業を受けた児童からは感想文にかえて絵はがきを提出してもらいました。
参加児童 ２，１２４名（２４校７１クラス）
実施日
１１月 ６日林小学校
１１月２２日太田小学校
１１月２９日下笠居小学校
１２月 １日十河小学校
１２月 ５日塩江小学校
１２月 ７日庵治小学校
１２月１２日鬼無小学校
１２月１５日太田南小学校
１２月２０日三渓小学校
１月１２日多肥小学校
１月１６日仏生山小学校
１月１８日浅野小学校・牟礼小学校
１月２０日大野小学校
１月２３日円座小学校
１月２５日香南小学校
１月２７日牟礼南小学校
１月３１日亀阜小学校
２月 １日花園小学校
２月 ３日栗林小学校
２月 ７日牟礼北小学校
２月 ８日屋島東小学校
２月１６日檀紙小学校
２月２２日新番丁小学校
租税教室講師派遣について、租税教室講師事前説明会を開催しました。
青年部会１１月１６日（水）１９：００～２０：００ 大同生命ビル 出席者１７名
１２月１３日（火）１９：００～２０：００ つばめ家
出席者１０名

⑪ ビデオ・ＤＶＤの活用
税に関するＤＶＤを無料で貸出し、社内研修・支部研修会で活用しました。

⑫ 税に関する冊子等の配布
税に関する冊子を購入して研修会での利用と、タックスウォークラリー等のイベントで無料配
布し、税情報の提供に努めました。これらの冊子はホームページに掲載することにより希望者に
配布できるようにしています。
「平成２８年度税制改正のあらまし」４，５００部 「会社取引をめぐる税務」７００部
「助成金活用のポイント」２００部
「確定申告のポイント」 ５００部
「会社の決算申告の実務」３００部
「会社の税金ガイドブック」１００部
「わかりやすい法人税申告書の実務」９０部
「源泉所得税実務のポイント」３００部
「マイナンバーＱ＆Ａ」６００部
「Ｑ＆Ａどうなる？どうする？消費税の軽減税率」６００部
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⑬ 青年部会税務懇談会
２月１５日（水）１８：３０～２０：４０ リーガホテルゼスト高松
内容 「決算前自主点検チェックシートの活用について」
講師
高松税務署法人課税第一部門統括官 小 松
守 氏
参加者 ２８名
税に関する知識と理解を高める目的で開催しました。

⑭ 女性部会税務懇談会
日程の関係から年度内での実施ができませんでした。

⑮ 支部税務研修会
支部で開催した研修会に高松税務署等から講師を派遣してもらい、税に関する研修会（自主点
検チェックシートの活用）を開催して税についての啓発を行いました。また支部事業で自主点検
チェックシートを配布してその活用につとめました。
６月２４日庵治町支部
９月２１日塩屋福田八坂町支部 参加者合計３９名

２．納税意識の高揚を目的とする事業
① 「税を考える週間（１１／１１～１７）」にあわせた広報活動
四国新聞広告 １１月６日・１２日（タックスウォークラリー）
瀬戸内海放送テレビ１５秒ＣＭ １１月５日～１９日（タックスウォークラリー） ８回
西日本放送テレビ１５秒ＣＭ
１１月５日～１９日（タックスウォークラリー） ７回

② その他広報活動
広報誌「法人たかまつ」№６４（９月）
・№６５（１月）を発行して、会員並びに税務署・小売
店（銀行・書店）等や開催事業で配布し、ホームページ等でも公開して税情報の提供を行いまし
た。

③ 地域イベント等で税のチラシ等配布
地域で開催される行事等で、法人会ののぼりを立てたり、税に関するパンフレットやポスター・
チラシを配布したりして、税情報の提供に努めました。
８月７日（日）春日町夏まつり（春日神社）

④ ホームページによる税情報等の発信
法人会事業の開催、国税庁ホームページとリンクした税情報の提供、税制改正アンケートの実
施、税に関する冊子案内、研修用ＤＶＤの貸出し等を行い、情報の発信を行いました。
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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
① 税制改正要望活動
税制改正要望の提言をまとめるため、税制委員から要望事項の提出と税制改正アンケートを実
施し、６月３日に税制委員会を開催して、平成２９年度税制改正要望の提言事項を取りまとめて
香川県連に提出しました。最終的に全法連が各県連の要望を取りまとめた提言事項に基づき、高
松税務署管轄の自治体の首長・議会議長に対して提言活動を行いました。

② 消費税期限内納付推進運動、e-Tax・eLTAX 普及促進運動
e-Tax・eLTAX のチラシをタックスウォークラリー等のイベントで配布して周知と利用促進に努
めました。広報誌「法人たかまつ」に e-Tax の利便性や消費税期限内納付を掲載して周知しまし
た。市内巡回のことでんバスのボディーに e-TAX 広告を掲載して周知しています。

４．地域企業の健全な発展に資する事業
① 中小企業会計啓発普及セミナー
２月１６日（木）１３：３０～１５：３０ リーガホテルゼスト高松
内容 「平成２８年度中小企業会計啓発・普及セミナー 企業の継続的成長を目指す会計」
講師
㈱ＢＭＣ代表・中小企業診断士 立 川 敦 史 氏
参加者 ２８名（２４社）
中小企業基盤整備機構と共催して開催し、中小企業会計への理解と促進をはかりました。
はがき・ホームページにより周知し参加を呼びかけました。

② 企業経営に関する研修会
高松商工会議所・高松市と共催して、企業の活動や経営の健全な発展を目指して研修会を開催
しました。
５月１２日（木）１３：３０～１６：３０ 高松商工会議所会館
「基礎からわかる実践的労務管理対策」
出席者 ４５名
講師 社会保険労務士 佐藤秀樹 氏
５月１６日（月）～２７日（金）１８：３０～２０：３０ 高松商工会議所会館
「３級簿記講習会（１０日間）
」
出席者延べ３１５名
講師 公認会計士 岩村浩司 氏 税理士 山下隆司 氏
６月１６日（木）
・２３日（木）
・３０日（木）・７月７日（木）
・１４日（木）
「労働・社会保険実務講座（５日間）」 １３：３０～１６：３０ 高松商工会議所会館
講師 社会保険労務士 佐藤秀樹 氏
出席者延べ２７４名
６月２０日（月）１０：００～１６：００ 高松商工会議所会館
「新人・若手営業マン即戦力強化セミナー」
出席者 ３２名
講師 はたらこらぼ 代表 小林章子 氏
９月２６日（月）～１０月３１日（月）１８：３０～２０：３０ 高松商工会議所会館
「２級簿記講習会（１５日間）
」
出席者延べ２５７名
講師 公認会計士 岩村浩司 氏 税理士 山下隆司 氏
１０月２７日（木）１３：３０～１６：３０ 高松商工会議所会館
「セールスマンセミナー」
出席者２６名
講師 ZACCESS Consulting㈱代表取締役 鬼頭秀彰 氏
１月２３日（月）
・２月２８日（火）１４：００～１６：３０ 高松商工会議所会館
「法務セミナー基礎編・実践編」
出席者延べ７０名
講師 弁護士 植松浩司 氏
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３月２９日（水）・３０日（木）
９：３０～１６：３０ 高松商工会議所会館
「新入社員研修講座（２日間）
」
出席者延べ１１３名
講師 ㈱インソース 河野貴久代 氏

③

福利厚生制度取扱会社と連携した研修会
１１月２日（水）１４：００～１６：００高松国際ホテルにおいて「１０年先も勝ち残るため
に大切な三つのこと」と題して、講師に㈱エフアンドエムの小北真吾氏を招いて、大同生命保険
㈱と共催して開催しました。講師並びに内容については大同生命の協力により選定し、参加者は
１０４名となりました。はがき・ホームページで周知しました。

④ ビデオ・ＤＶＤによる研修
新しいＤＶＤを６本購入し、ホームページを活用して広く無料での貸出し（７２本）と活用を
周知しました。また、ホームページ上でセミナーオンデマンドサービスを行い、年間総アクセス
数は１６，７２６件（前年比８，４４５増）でした。

５．地域社会への貢献を目的とする事業
①

市民参加型税知識普及イベントの開催
イ．タックスウォークラリー２０１６
１１月２０日（日）１１：００～１５：００ 丸亀町グリーン
税金クイズ（参加者２８１名）
・習字展示・税の作文展示・税に関する絵はがき作品展示・税に
関する標語展示（間税会）
・税に関するパネル掲示・e-Tax と eLTAX 体験コーナー・租税教育用Ｄ
ＶＤ上映・１億円レプリカ体験・税に関する資料配布・法人会活動紹介・法人会関係資料や冊子・
広報誌配布・ライブ。本年も四国税理士会高松支部の参加を受け、無料相談コーナーを設置しま
した。高松税務署・法人会役員等が開催運営にあたり、税を考える週間行事として、広く一般に
税について理解してもらい、あわせて法人会活動を周知しました。
ロ．スポーツ税金鬼ごっこ in たかまつ２０１６
１１月１３日（日） ６：３０～１４：３０ 高松市立中央公園自由広場
小学生７名でチームを構成し、当日は７チームの総当たりのリーグ戦で優勝を争いました。各
試合での獲得ポイントをもとに税金クイズに挑戦し、各チームには税金クイズの順位も競っても
らいました。両部門の優勝・第二位・第三位に表彰状と副賞を贈呈いたしました。
ホームページ・新聞等により広く参加者を募り、開催運営は青年部会・高松税務署があたり、
スポーツ鬼ごっこと税金クイズを組み合わせて、小学生に楽しみながら税に関心を持ってもらう
ことを目的として開催しました。（参加者１５０名）

②

一般公開講演会
３月２２日（水）１４：００～１５：３５ リーガホテルゼスト高松
演題 「人生が楽しくなる心理学～心のため息がスーッと軽くなる話～」
講師
心理学者・臨床心理士 植木理恵 氏
出席者２６７名
新聞広告・ホームページにより広く一般に開催を周知し、出席者全員に法人会パンフ等を配付
し、法人会ポスターの掲示、税に関する冊子や資料の配布を行い、税の啓蒙と法人会活動のＰＲ
を図りました。
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③

第５回通常総会記念講演
６月 ８日（水）１６：３０～１７：４５ 高松国際ホテル
演題 「日本をとりまく国際情勢と日本の生き方」
講師
外交評論家 岡本行夫 氏
出席者２９４名
ホームページにより広く一般に開催を周知し、法人会活動のＰＲと税の啓蒙を図りました。

④

香川県法人会連合会巡回講演会
２月２３日（木）１３：３０～１５：００ リーガホテルゼスト高松
演題 「生涯現役を目指す！健康術～笑いと音楽で認知症予防～」
講師
お笑い理学療法士 日向亭 葵 氏
出席者１１７名
香川県連との共催により、新聞・ホームページで広く一般に開催を周知して、法人会活動の周
知と税の啓発を行いました。

⑤ 地域活性化に資する事業への支援
イ．高松冬のまつり支援
毎年１２月に開催されていました高松冬のまつりも今回が最後となりました。開催に協力して
法人会活動の周知と地域社会への貢献を目的に開催支援を行いました。
ロ．地域イベント等への支援
地域で開催されるイベントを支援するため、高松トライアスロン（７月３日）の開催を支援し、
法人会の周知を行いました。

６．会員の交流に資するための事業
① 支部事業活動
支部会員交流会議・研修会を開催して税を柱とした法人会活動の周知と理解、異業種交流の場
の提供を行いました。
支部役員会開催３０支部
支部会員交流会議開催３１支部
支部研修会開催３１支部

②

役員懇談会
今年は役員改選期ではなく役員に一部交代はあったが、新役員に対する懇談会を開催しなかっ
た。

③ 支部連絡協議会
１１月２９日（火）１７：００～２０：００ リーガホテルゼスト高松において支部長・副支
部長を対象として、支部事業活動・会員増強等への協力をお願いしました。
出席者５４名

④ 優良申告法人部会活動（管外研修旅行）
１１月 ８日（火）～１０日（木）第４１回管外研修旅行（山形・福島）

出席者１０名

⑤ 青年部会活動
８月 ５日（金）経営者笑顔セミナーをリーガホテルゼスト高松で講師にジョータツ㈱山本
敏也氏を迎えて開催しました。
出席者２８名
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９月８日（木）～９日（金）全国青年の集い北海道大会への参加に合わせ、研修旅行を北海道
で実施しました。
出席者１５名
１２月１７日（土）鮎滝ＣＣにおいて、ゴルフコンペを開催しました。
出席者２３名
１２月１７日（土）守破離において、会員交流会を開催しました。
出席者１９名
⑥ 女性部会活動
８月２０日（土）太洋ボウルにおいて、ボウリング大会を開催しました。
出席者３３名
３月２日（木）高松国際ホテルにおいて、講師に讃岐はだか麦本舗店主 高畑実代子氏を迎え
てテーブルマナー講習会を開催しました。
出席者３２名

７．その他本会の目的を達成するために必要な事業
① 四国税理士会を含めた関係民間団体と連携して、納税意識の高揚と税の啓蒙に努めました。

② 会員増強運動
組織基盤の構築をはかるため、全国の会員増強月間（９月～１２月）にあわせて会員増強月間
を展開し、会員増強にあたっては会員増強表彰を実施しました。

③ 諸会議
第５回通常総会 ６月 ８日（水）１５：００～１６：０５ 高松国際ホテル 出席者２９４名
議案審議 第一号議案 平成２７年度決算報告承認について
第二号議案 役員選任案承認について
報告事項 平成２７年度事業報告・平成２８年度事業計画・平成２８年度収支予算
第１回理事会 ５月１８日（水）１６：３５～１９：００ リーガホテルゼスト高松
議案１．第５回通常総会開催の承認について
出席者４６名
議案２．第５回通常総会提出議案の承認について
議案３．その他
第２回理事会 １月３０日（月）１６：３５～１９：５５ リーガホテルゼスト高松
議案１．理事会運営規則の改正承認について
出席者５０名
議案２．副会長（業務執行理事）の選任について
議案３．全法連・県連会長表彰候補者の推薦について
議案４．平成２８年度事業並びに業務執行状況報告について
議案５．その他
講話 講師 高松税務署長 遠藤正幸 氏
演題 「納税者サービスの充実にむけて」
第３回理事会 ３月１５日（水）１２：３０～１３：４０ ＪＲホテルクレメント高松
議案１．平成２８年度事業実施状況の報告について
出席者３９名
議案２．平成２９年度事業計画案承認について
議案３．平成２９年度収支予算案承認について
議案４．その他
監
査 ５月１２日（木）１２：００～１３：３０ 大同生命ビル
出席者 ４名
第１回総務委員会４月２６日（火）１２：００～１３：３０ 大同生命ビル
出席者 ９名
議題１．平成２７年度事業報告並びに決算について
議題２．第５回通常総会開催について
議題３．その他
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税制委員会
６月 ３日（金）１２：００～１４：１０ 大同生命ビル
出席者１０名
議題１．平成２８年度税制改正提言に関する活動報告について
議題２．平成２９年度税制改正に関する提言事項の取りまとめについて
議題３．その他
厚生委員会
７月 ６日（水）１２：００～１４：００ 大同生命ビル
出席者１７名
議題１．平成２７年度福利厚生制度推進報告について
議題２．平成２８年度福利厚生制度推進計画について
議題３．その他
第２回総務委員会９月１６日（金）１２：００～１３：００ 大同生命ビル
出席者１２名
議題１．香川県立入検査の結果について
議題２．理事会運営規則の一部改正について
議題３．タックスウォークラリー２０１６・スポーツ税金鬼ごっこの開催について
議題４．その他
第３回総務委員会１月２０日（金）１２：００～１３：０５ 大同生命ビル
出席者１３名
議題１．第２回理事会の開催について
議題２．理事会提出議案について
議題３．タックスウォークラリー２０１６・スポーツ税金鬼ごっこの結果について
議題４．その他
優良申告法人部会
４月２８日（木）役員会 １２：００～１３：００ 大同生命ビル
出席者１０名
青年部会
４月１５日（金）役員会 １９：００～１９：３０ 大同生命ビル
出席者１１名
５月１６日（月）租税教育活動委員会１９：００～２１：００ みや﨑
出席者 ７名
５月２４日（火）平成２８年度会員交流会議１８：３０～２１：００
出席者３５名
リーガホテルゼスト高松
研修会 講師 高松税務署法人課税第一統括官 吉岡義仁 氏
演題「平成２８年度税制改正について」
５月３０日（月）組織力向上委員会 １９：３０～２０：００大同生命ビル 出席者 ７名
９月２７日（火）租税教育活動委員会１９：００～２１：００シージャン 出席者 ７名
１０月 ５日（水）組織力向上委員会 １９：００～２０：００大同生命ビル出席者 ６名
１０月 ８日（土）会員交流委員会１８：３０～２０：００正起屋
出席者 ５名
２月２７日（月）新旧正副部会長会 １９：００～２１：００ミサゴ
出席者 ７名
３月２８日（火）租税教室講師派遣慰労会１９：００～２１：００とといち出席者２０名
女性部会
４月２２日（金）役員会 １２：００～１３：５０ 大同生命ビル
出席者１３名
２月 ３日（金）税に関する絵はがき選考会１６：１５～１７：００ 大同生命ビル
出席者１０名
④ 全法連事業への参画
統合プラットフォーム
税に関する絵はがきコンクール
いちごプロジェクト
自主点検チェックシート
法人会アンケート調査システム

⑤ 全法連・四法連・香川県連事業への参加
全法連
全国大会 長崎大会
１０月２０日（ ２名参加）
女性フォーラム 福島大会
４月１４日（ ３名参加）
青年の集い 北海道大会
９月 ９日（１５名参加）
税制セミナー
２月１４日（ １名参加）
9

四法連

通常役員総会（香川）
１０月１１日（ ５名参加）
青年部会長サミット（高知）
７月２２日（ ４名参加）
女性部会長サミット（香川）
９月２８日（ ９名参加）
香川県連 定時総会
６月 ２日（３０名参加）
青連協会員交流会議
７月 ８日（１４名参加）
女連協会員交流会議
８月 ９日（１５名参加）
※ 事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、附属明細書は作成していない。
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