
 
 

 

報告事項報告事項報告事項報告事項        平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度    事業報告事業報告事業報告事業報告     

 
平成３０年度事業報告書 

 

自 平成３０年４月 １日 

至 平成３１年３月３１日 
 

ⅠⅠⅠⅠ．概．概．概．概        況況況況    
    

  平成３０年度の事業実施に当たっては、刻々と変化する時代の中にあって終始一貫、法

人会の理念と指針に則り、『地域社会への貢献と地域企業の発展』を目指し“公益活動を行

う組織”として様々な分野に向けて積極的に活動した。 

 税に関する事業としては、地元行政等への提言活動をはじめ、租税教育活動、税情報の収

集・発信、e-Tax の利用拡大など納税意識の向上と税知識の普及啓発に努め、また、次年度秋

からの軽減税率制度の実施に備え制度説明会を適宜実施した。 

社会貢献活動としては、一般を対象とした講演会の開催や研修会の実施、及び各地域で行

われるイベントへの協賛等、会員相互の協力と関係団体との連携のもと、公益法人としての

役割を自覚し、地域の特性を生かした有意義な貢献活動に取り組んだ。 
 

以下、平成３０年度の活動について記す。 

 
Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．事業活動事業活動事業活動事業活動    
    

１．税知識の普及を目的とする事業１．税知識の普及を目的とする事業１．税知識の普及を目的とする事業１．税知識の普及を目的とする事業    
 

(1) 租税教室講師派遣等 

平成３０年 ９月１３日 租税教室講師養成研修 丸亀税務署大会議室       ７名 

平成３１年 １月１６日 女性部会 善通寺市立吉原小学校  6年生 1クラス ２２名 

２１日 女性部会 多度津町立四箇小学校   6年生 2クラス ６１名 

２３日 青年部会 善通寺市立中央小学校   6年生 1クラス ２８名 

２８日 本部役員 丸亀市立城南小学校    6年生 3クラス ９３名 

２月 ６日 本部役員 丸亀市立富熊小学校    6年生 2クラス ３９名 
 

(2) 期別決算説明会開催 

  e-Ｔａｘ、改正法人税、マイナンバー、消費税等について下記の日程で研修会を実施した。 
    

平成３０年 ６月１１日 琴平・まんのう・善通寺支部  決算説明会   出席者１９名 

         ６月１２日 丸亀・多度津・飯綾支部   決算説明会   出席者２１名 

         ９月１３日 琴平・まんのう・善通寺支部 決算説明会   出席者１９名 

         ９月１４日 丸亀・多度津・飯綾支部   決算説明会   出席者 ９名 

        １１月２７日 琴平・まんのう・善通寺支部 決算説明会   出席者 ９名 

１１月２８日 丸亀・多度津・飯綾支部   決算説明会   出席者１５名 

平成３１年 ２月２５日 琴平・まんのう・善通寺支部 決算説明会   出席者１９名 

２６日 丸亀・多度津・飯綾支部   決算説明会   出席者３５名 
 

(3) 消費税軽減税率制度説明会開催 
      

平成３０年 ６月１１日 琴平・まんのう・善通寺支部  説明会     出席者１０名 

         ６月１２日 丸亀・多度津・飯綾支部   説明会     出席者１０名 

         ９月１３日 琴平・まんのう・善通寺支部 説明会     出席者１４名 



         ９月１４日 丸亀・多度津・飯綾支部   説明会     出席者 ５名 

 

 

        １１月２７日 琴平・まんのう・善通寺支部 説明会     出席者 ５名 

１１月２８日 丸亀・多度津・飯綾支部   説明会     出席者１４名 

平成３１年 ２月２５日 琴平・まんのう・善通寺支部 説明会     出席者１６名 

２６日 丸亀・多度津・飯綾支部   説明会     出席者１６名 

 

(4) 税務研修会 

平成３０年８月２４日 女性部会税務研修会 オ－クラホテル丸亀 

演題 「IT 化が進む中国社会」 

講師 丸亀税務署長 堀田 陽平氏 

出席者２８名 

 

平成３０年１２月１０日 丸亀支部税務研修会 渡  

演題 「軽減税率制度について」 

講師 丸亀税務署法人第一部門統括官 山田 薫氏 

出席者 ２０名 

 

平成３１年１月２２日 女性部会税務研修会 中津万象園 懐風亭 

演題 「そうだったのか軽減税率制度」 

講師 丸亀税務署法人第一部門統括官 山田 薫氏 

出席者２９名 

 

平成３１年１月２８日 新春税務講話 オ－クラホテル丸亀 
                

演題 「消費税導入の経緯と税率引き上げの歴史」 

講師 丸亀税務署長 堀田 陽平氏 

出席者７５名         

 
２．納税意識の高揚を目的とする事業２．納税意識の高揚を目的とする事業２．納税意識の高揚を目的とする事業２．納税意識の高揚を目的とする事業    

 

(1) 地域イベント参加税金クイズ 

   ① 丸亀お城まつり協賛税金クイズ（丸亀支部主催・丸亀税務関係団体懇話会共催） 
  

日 時 平成３０年５月３日～４日 

       場 所 丸亀お城まつり会場 

       参加者 約７,３００名 

 

② 多度津商工会議所商工フェアー協賛税金クイズ（多度津支部） 
 

     日 時 平成３０年６月１０日 

     場 所 多度津町民体育館 

     参加者 約４３０名 

 

③ 働く車フェス２０１８ 

～働く車 withスポーツチャレンジ～ 協賛 親子で楽しむ税金クイズ 

（青年部会・（公社）さぬき青年会議所共催） 

日 時 平成３０年１０月１４日 

場 所 国営讃岐まんのう公園内 竜頭の丘ドラ夢広場 

参加者 約２，０００名 

 

④ 税金クイズ inあやうたふるさとまつり（飯綾支部） 
 

日 時 平成３０年１１月４日 

場 所 丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス 



参加者 約３５０名 

 
 

 

⑤ 総本山善通寺大会陽協賛税金クイズ（善通寺支部） 
 

日 時 平成３１年２月２４日 

場 所 総本山善通寺 

参加者 約９６０名 

 

(2) ｢税を考える週間」広報活動 

平成３０年１１月１２日 税を考える週間 税の啓発チラシ配布（丸亀市商店街・駅前周辺） 

 

(3) ｢税の作文コンクール」への支援 

第５２回 中学生の「税についての作文」表彰 
 

≪丸亀法人会会長賞授与≫ 

平成３０年１１月２１日   善通寺市立東中学校    ３年 末澤薫子さん 

           ２８日  多度津町立多度津中学校  １年 松尾谷駿さん 

３０日  丸亀市立西中学校     １年 渡邊夏帆さん 

 

(4) ｢税に関する絵はがきコンクール｣ 

平成３０年 ６月２８日・７月２日・５日  管内小学校にコンクール作品応募依頼 

９月２８日          コンクール作品審査（全６０２点） 

１０月１８日・２４日      当会管内代表作品表彰 

１１月１４日          丸亀税務署長賞他表彰（多度津町立四箇小学校） 

１１月１０～１８日      作品展示（丸亀市立資料館） 

平成３１年 ２月１５日         香川県連より表彰 

                     丸亀市立飯山北小学校６年 福家 亮さん 

 

  (5) ホームページ、広報誌による税情報の発信 
 

   当会ホームページに各種研修会・講習会の開催要領を適宜掲載すると共に、法人税、消費 

税等、国税を中心に国税庁 HP へのリンクを行い、税に関する情報を広く提供した。 

   また、広報誌を発行(年 1 回)し、同誌に「丸亀税務署からのお知らせ」のページを設け、 

  税務署より提供される税に関する情報や改正事項等を掲載し、公共の施設等に配布するなど 

  して企業や個人一般に関わる税情報の発信に努めた。 

 
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) 税制改正要望大会参加（法人会全国大会） 

       日 時 平成３０年１０月１１日 

場 所 とりぎん文化会館 

出席者 ４名 

 

(2) 税制改正要望書の関係機関への提出 

 丸亀法人会管内２市３町の首長及び議会議長に対する提言書提出 

   ・税制改正提言に係るアンケートの実施 

   ・税制委員会にてアンケートを取りまとめ県連へ提出 



   ・税務関係団体懇話会にて税制に関する情報交換 

 
 

 

平成３０年 ６月２１日（例会）    オークラホテル丸亀 出席者 １６名 

      ８月２２日（例会）    オークラホテル丸亀 出席者 ２１名 

１１月１５日（例会）    丸亀税務署     出席者 ２０名 

 

   ・｢税制改正要望大会宣言｣に基づき、管内各行政機関へ提言書を提出 

平成３０年 １０月２５日  琴平町長・議長        （琴平支部より） 

１１月 １日  善通寺市長・議長        （善通寺支部より） 

１１月 ２日  多度津町長公室・議会事務局  （多度津支部より） 

１１月 ９日  まんのう町長・議会事務局    （まんのう支部より） 

１１月２８日  丸亀市長・議長        （丸亀支部より） 

 

(3) 全国青年の集い 

平成３０年１１月９日 第３２回法人会全国青年の集い岐阜大会 出席者 ５名 

（租税教育に向けて） 

(4) 全国女性フォーラム 

        平成３０年４月１２日 第１３回法人会女性フォーラム山梨大会 出席者 ６名 

（租税教育に向けて） 

  
４．地域企業の健全な発展に資する事業４．地域企業の健全な発展に資する事業４．地域企業の健全な発展に資する事業４．地域企業の健全な発展に資する事業    

(1) ＨＰからのインターネット配信講座 

      当会ホームページ上で、企業経営に有益と考えられる研修や講演をはじめ、生活する

うえで役立つ情報の紹介や趣味に関する事柄など様々なコンテンツを掲載し、広く一般

に公開している。平成２４年より配信を始め今年で７年目となるが、閲覧件数は順調な

推移を見せている。なお、当年度のアクセス数は１０，５７１件。 

 

(2) 簿記講習会 

① 善通寺支部開催（共催） 

日 時 平成３０年４月１６日～ ５月２５日（第１回初級） 

平成３０年９月２１日～１１月 １日（第２回初級） 

場 所 善通寺商工会議所 会議室 

出席者 延２０４名 

講 師 合田耕作氏 

 

② 多度津支部開催（共催） 

日 時 平成３０年１０月１０日～１１月１２日（初級） 

場 所 多度津商工会議所 会議室 

出席者 延１００名 

講 師 福岡洋一氏 

 

(3) ＰＣ記帳講習会 

① 善通寺支部開催（共催） 

日 時 平成３０年４月１０日～平成３１年３月１２日（毎月第２火曜実施） 

場 所 善通寺商工会議所 会議室 

出席者 ３０名 

講 師 善通寺商工会議所職員 

 

(4) その他の研修会（共催） 



① 多度津支部開催（共催） 

 
 

 

日 時 平成３０年 ９月２６日 

場 所 多度津商工会議所 会議室 

演 題 「軽減税率導入に向けた事前準備と実務対策 

～全ての業種で知っておきたい、価格転嫁・軽減税率制度・インボイス制度～ 

出席者 ２３名 

講 師  税理士法人トリプル・ウイン顧問、税理士、行政書士 

 星 叡氏 

 

② 女性部会開催 

日 時 平成３０年 ９月２６日 

場 所 (株)富士クリーン 研修室（綾川町） 

演 題  「バイオマスプラントについて」 

出席者 １６名 

講 師  富士クリーン取締役 大林建夫氏 

 
５．地域社会への貢献を目的とする事業５．地域社会への貢献を目的とする事業５．地域社会への貢献を目的とする事業５．地域社会への貢献を目的とする事業    

 

(1) 一般公開の講演会 

① 本部開催 

日 時 平成３１年 ２月１９日 

       場 所 オークラホテル丸亀  

       演 題 ｢マジックが教えてくれた自分を変える魔法  

～夢・人・絆が生まれるマジック～｣ 

       講 師 （株）マジカルハートビート代表  ナカノ・マクレーン氏 

参加者 ７５名 

 

(2) 地域イベントへの協賛 

    ① 丸亀支部 

まるがめ婆娑羅まつり 

       日 時 平成３０年８月１８日・１９日 

場 所 丸亀市中心市街地 

参加者 約１６５，０００名 

 

(3) 施設に対する奉仕活動 

    ① 飯綾支部 

もちつき奉仕活動 

       日 時 平成３０年１２月４日 

場 所 福祉施設香川県ふじみ園 

参加者 １００名 

 

(4) 公共施設の美化活動 

    ① 女性部会 

丸亀税務署確定申告会場鉢花設置 

       日 時 平成３１年２月１８日～３月１５日 

場 所 丸亀税務署 

 
６６６６．事務業務受託事業．事務業務受託事業．事務業務受託事業．事務業務受託事業    

  外部団体「丸亀市工業振興協議会」より委託を受け、運営に関する事務業務を行った。 



 

 

 

 

７７７７．会員の交流に資するための事業．会員の交流に資するための事業．会員の交流に資するための事業．会員の交流に資するための事業    

会員の自己研鑚と異業種交流・地域交流の場の提供に努め、会員の親睦を図ると共に法人会

活動についての意見交換などを行いました。 
 

(1) 支部会員交流会 

① 丸亀支部役員会      平成３０年１２月１０日 

② 善通寺支部第１回役員会  平成３０年１１月  ２日 

③ 善通寺支部第２回役員会  平成３１年 ２月 ８日 

④ 多度津支部会員会議    平成３０年 ９月２６日 

⑤ 飯綾支部第１回役員会   平成３０年１２月 ４日 

⑥ 飯綾支部第２回役員会   平成３１年 ２月１５日 

⑦ 琴平支部役員会      平成３１年 ２月２０日 

 

(2) 青年部会 

① 会員交流会議       平成３０年 ８月３０日 

② 厚生制度研修会      平成３１年 ２月 ４日 

 

(3) 女性部会 

① 会員交流会議       平成３０年 ８月２４日 

② 企業見学・懇親会食    平成３０年 ９月２６日 

③ 新春研修会        平成３１年 １月２２日 

 
その他その他その他その他本会の目的を達成するために必要な活動等本会の目的を達成するために必要な活動等本会の目的を達成するために必要な活動等本会の目的を達成するために必要な活動等    

    

１．１．１．１．会員増強活動会員増強活動会員増強活動会員増強活動    
 

組織委員会が中心となり会員数の純増を目標に会員増強・組織の充実に努めた。 

（１０月２３日 会員増強活動協議会開催 出席者３４名） 
 

上記協議会の実施を踏まえ、年末にかけて勧誘活動を強化し新規入会２０社を獲得した。 

その結果、全法連統一基準日の１２月末において、会員数については若干の減少、加入率につ

いては５０％超の維持を継続することとなった。 

 
２２２２．会員の福利厚生に資するための．会員の福利厚生に資するための．会員の福利厚生に資するための．会員の福利厚生に資するための活動活動活動活動    

 

会員の福利厚生制度の充実と当会の財政基盤の強化を図るため、厚生事業協力３社と一層の 

  連携強化を図りながら制度の推進につとめた。  （１０月３日 厚生事業連絡協議会 開催） 

 

(1) 経営者大型保障制度の推進 

引受保険会社の大同生命保険株式会社と連携し、地域企業の福利厚生制度の充実と経 

    営の安定化のため普及推進につとめた。 

 

(2) ビジネスガードの推進 

引受保険会社のＡＩＧ損害保険株式会社と連携し、ハイパー任意労災、個人情報漏洩 

    対策プラン、地震対策プラン等、会員企業の経営の安定のため普及推進につとめた。 

 

(3) がん保険制度の推進 

引受保険会社のアフラックと連携し、法人会に加入する企業で働く個人のためのがん 



    保険医療保険制度の普及推進につとめた。  

    

    

    

３．３．３．３．諸会議諸会議諸会議諸会議    
 

 (1) 諸会議の開催 

通常総会                     平成３０年 ６月１９日 オークラホテル丸亀 

第１回 理事会                   平成３０年 ５月１５日 丸亀商工会議所会館 

第２回 理事会                   平成３０年１０月 ３日 オークラホテル丸亀 

第３回 理事会                   平成３１年 ３月１５日 丸亀商工会議所会館 

第１回 正副会長会                 平成３０年 ５月１５日 丸亀商工会議所会館 

第２回 正副会長会                 平成３１年 ３月１５日 丸亀商工会議所会館 

正副会長会・総務委員会会議         平成３１年 １月２８日 オ－クラホテル丸亀 

正副会長・委員長・部会長会議      平成３０年１２月１８日 善通寺 魚七 

監査会                 平成３０年 ４月２５日 丸亀法人会事務所 

広報委員会               平成３０年１０月１９日 丸亀商工会議所会館 

厚生委員会（厚生事業連絡協議会）    平成３０年１０月 ３日 オ－クラホテル丸亀 

組織委員会（会員増強活動協議会）    平成３０年１０月２３日 丸亀商工会議所会館 

青年部会・女性部会 各会員会議・役員会等 

 

(2) その他関連機関の会議出席等 

全法連理事会・委員会、四法連役員総会・正副会長会、香川県連総会・理事会・委員会、 

青連協・女連協各会議、事務局長会議、丸亀税務関係団体懇話会、その他 関係諸団体の 

会議等に役員及び事務局の出席 

 
その他その他その他その他資料資料資料資料    

 

(1) 支部別会員数 

平成３０年度 総会員数の推移 

支 部 名 ３１年３月３１日 ３０年１２月３１日 ３０年９月３０日 ３０年３月３１日 

丸亀支部 ６７６ 社  ６８０ 社  ６７６ 社  ６８１ 社  

善通寺支部 ２１９ 社  ２２１ 社  ２１５ 社  ２１８ 社  

多度津支部 １５８ 社  １６０ 社  １６０ 社  １６１ 社  

琴平支部 １２１ 社  １２４ 社  １２３ 社  １２６ 社  

まんのう支部 １２８ 社  １２８ 社  １２７ 社  １２３ 社  

飯綾支部 １５４ 社  １６０ 社  １５８ 社  １５９ 社  

計 １，４５６ 社  １，４７３ 社  １，４５９ 社  １，４６８ 社  

 

 

(2) 研修等参加者数 
 

本部研修回数  ２６回    ３８６名 （期別決算説明会等） 

支部研修回数   ６回    ３７７名 （簿記講習会等） 

部会研修回数   ４回     ７７名 （税務研修会等） 
                                                                                                                 

       合  計   ３６回    ８４０名 


