
【第 1号議案】平成 23年度事業報告承認の件 

社団法人岡山西法人会 第３５回通常総会議案書 

 

平成２３年度（第３４期）事業報告 

自 平成２３年４月１日 

至 平成２４年３月31日 

 

Ⅰ．概  況 

 公益法人制度改革への対応を最重要課題と位置づけ、公益社団法人の認定に向けてその準備を進

めた。 

 事業活動の面においては「公益性」を意識し、会員以外にも活動の幅を広げることに努めつつ、

「三本柱」である研修活動の充実、税知識の普及や建設的な税制改正の提言、地域社会における幅

広い貢献活動などに積極的に取り組んだ。 

 社会貢献活動については、地域に密着した活動を各地において展開し、地域社会に貢献するとと

もに法人会活動の公益性および存在感を一層高めた。特に小学５・６年生・中学生を対象とした租

税教室を２５校で実施した。 

 

 

Ⅱ．公益関係 

１．税知識の普及及び広報事業 

（１）税務に関する研修会の開催 

イ．法人決算説明会 

  内容：決算時における留意点について 

開催月日 場 所 講 師 出席者 

H23.6.16 生涯学習センター 岡山西税務署法人課税各担当官 ７名 

H23.10.5 生涯学習センター 岡山西税務署法人課税各担当官 １０名 

H24.1.27 生涯学習センター 岡山西税務署法人課税各担当官 中止 

H24.3.21 生涯学習センター 岡山西税務署法人課税各担当官 ９名 

 

ロ．新設法人説明会 

H23.12.2  生涯学習センター   岡山東・西税務署担当官  （参加者20名） 

 

ハ．年末調整説明会 

H23.11.22 岡山市民会館   岡山東・西税務署担当官  （参加者664名） 

 

ニ．税務研修会等 

開催月日 研修会 場 所 参加者 

H23.5.18 女性経営者対象/研修会 租税学習センター (参加者 35 名) 

内容：税務研修会 

講師：岡山西税務署法人課税担当官 

H23.5.30 若手経営者対象/研修会 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 (参加者 55 名) 

内容：税務研修会 

講師：岡山西税務署法人課税担当官 

H23.6.16 興除支部地区/報告・研修会 う越新 (参加者 14 名) 

内容：税務研修会 

講師：岡山西法人会 事務局長 

H23.9.1 津高支部地区/報告・研修会 泉水 (参加者 30 名） 



内容：税務研修会 

講師：岡山西税務署担当官 

H23.10.5 一宮支部地区/報告・研修会 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび (参加者 15 名) 

内容：税制改正について 

講師：岡山西税務署法人課税担当官 

H23.10.11･18･.24･11.1 税務大学講座 租税学習センター (参加者のべ 70 名) 

内容：法人税・消費税・源泉所得税・e-Tax・印紙税・身近な税情報 

講師：岡山西税務署法人課税・個人課税・資産課税各担当官 

H23.11.17 女性経営者対象/座談会・研修会 税務署新館２Ｆ (参加者 27 名) 

内容：税務研修会 

講師：岡山西税務署法人課税担当官 

H23.11.24 第 39 回 税務講習会 生涯学習センター (参加者 41 名) 

内容：法人税・消費税・印紙税・e-Tax 

講師：岡山東税務署・岡山西税務署担当官 

H24.1.23 女性経営者対象/研修会 ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 (参加者 37 名) 

内容：税務の職場アラカルト 

講師：岡山西税務署 署長 

 

ニ．自主研修教材の配付 

「会社の決算・申告の実務」「新設法人のための会社の税金ガイドブック」「税制改正のあら

まし」「会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ」「生命保険と税金の知識」「平成２３年度税制改正

のポイント」 

 

（２）租税教室の実施状況 

 

児童・生徒を対象とした租税教室を行うにあたり、岡山西税務署統括国税調査官を講師に招き開催

する講師養成研修講座を実施し、本年度受講者はのべ７２名だった。また岡山市租推協主催の講師養

成研修講座を受講した。 

H23.8.24 青年部・女性部/『租税教室講師養成講座』 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 (参加者 27 名) 

内容：租税教室の進め方について“デモンストレーション” 

講師：岡山西税務署担当官 

H23.922 青年部・女性部/『租税教室講師養成講座』 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 (参加者12名) 

内容：租税教室の進め方について“デモンストレーション” 

講師：岡山西税務署担当官 

H23.10.13 青年部・女性部/『租税教室講師養成講座』（模擬） 生涯学習ｾﾝﾀｰ ( 参加者 15 名) 

内容：リハーサル 

講師：青年部員・女性部員  

H23.10.14 岡山市租推協/租税教室講師養成研修 租税学習ｾﾝﾀｰ ( 参加者 1 名) 

内容：租税教室講師養成研修 

講師：岡山東税務署担当官 

H23.11.2 青年部・女性部/『租税教室講師養成講座』 租税学習ｾﾝﾀｰ ( 参加 7 名) 

内容：租税教室の進め方について“デモンストレーション” 

講師：岡山西税務署担当官 

H23.12.6 青年部・女性部/『租税教室講師養成講座』（模擬） 大同生命ﾋﾞﾙ ( 参加者 11 名) 

内容：リハーサル 

講師：青年部員・女性部員  

 



租税教育推進協議会の協力のもと、中学生および小学５・６年生を対象に租税教室を開催した。 

開催月日 学校名 ｸﾗｽ､時間 講師名 生徒 

H23.12.7 
吉備高原希望中学校 

(1～3年) 
3 ｸﾗｽ､1時間 女性部 二嶋部長 20名 

H23.12.13 
吉備中央町立上竹荘小学校 

(複式5・6年) 
1 ｸﾗｽ､1時間 女性部 二嶋部長 10名 

H24.1.16 
吉備中央町立御北小学校 

(複式5・6年) 
1 ｸﾗｽ､1時間 青年部 石井部員 16名 

H24.1.19 
吉備中央町立下竹荘小学校  

(5・6年合同) 
2 ｸﾗｽ､1時間 女性部 二嶋部長 17名 

H24.1.20 吉備中央町立豊野小学校 1 ｸﾗｽ､1時間 女性部 三垣副部長 11名 

H24.1.20 岡山市立御南小学校 4 ｸﾗｽ､2時間 
青年部 高木常任委員 

青年部 栗田常任委員 
137名 

H24.1.24 岡山市立石井小学校 2 ｸﾗｽ､1時間 青年部 工藤常任委員 54名 

H24.1.24 岡山市立興除小学校 1 ｸﾗｽ､1時間 女性部 波夛副部長 40名 

H24.1.25 吉備中央町立円城小学校 １ｸﾗｽ､1時間 女性部 二嶋部長 8名 

H24.1.25 岡山市立芳田小学校 4 ｸﾗｽ､2時間 
青年部 深美部員 

青年部 梶原部長 
110名 

H24.1.26 吉備中央町立津賀小学校 1 ｸﾗｽ､1時間 女性部 二嶋部長 10名 

H24.1.26 岡山市立第一藤田小学校 1 ｸﾗｽ､1時間 青年部 黒木部員 41名 

H24.1.27 岡山市立曽根小学校 1 ｸﾗｽ､1時間 女性部 頼定副部長 18名 

H24.1.30 岡山市立灘崎小学校 2 ｸﾗｽ､2時間 
女性部 三垣副部長 

女性部 二嶋部長 
68名 

H24.1.31 岡山市立大野小学校 2 ｸﾗｽ､1時間 青年部 山田部員 68名 

H24.1.31 岡山市立妹尾小学校 2 ｸﾗｽ､2時間 
青年部 石本部員 

青年部 岩本副部長 
77名 

H24.2.1 岡山市立大元小学校 4 ｸﾗｽ､1時間 青年部 秋山常任委員 156名 

H24.2.2 
岡山市立馬屋上小学校 

 (複式5・6年生) 
1 ｸﾗｽ､1時間 青年部 髙田常任委員 14名 

H24.2.3 岡山市立伊島小学校 4 ｸﾗｽ､1時間 青年部 髙谷副部長 128名 

H24.2.6 岡山市立芳明小学校 4 ｸﾗｽ､2時間 青年部 石井部員 113名 

H24.2.7 私立朝日塾小学校 4 ｸﾗｽ､1時間 青年部 上原常任委員 108名 

H24.2.8 岡山市立御野小学校 3 ｸﾗｽ､1時間 青年部 小林部員 116名 

H24.2.10 岡山市立三門小学校 1 ｸﾗｽ､1時間 青年部 林部員 39名 



H24.2.17 吉備中央町立吉備高原小学校 1 ｸﾗｽ､1時間 青年部 遠藤部員 13名 

H24.2.22 岡山市立芳泉小学校 6 ｸﾗｽ､3時間 

青年部 深美部員 

青年部 楢村監事 

青年部 石井部員 
235名 

１中学校24小学校 57ｸﾗｽ 32時間 生徒1626名 延べ講師32名,補助講師68名 

上記の内5校の租税教室が報道機関に紹介された。 

 

 

地元町内会長の協力を得て、学童保育クラブに通う児童を対象に租税教室を開催した。 

開催月日 学童保育クラブ名 講師 児童数 

H23.8.24 （加茂小学校）かもっちクラブ 青年部 3 名 9 名 

H23.8.30 （庄内小学校）庄内ひかりクラブ 青年部 2 名  39 名 

H24.3.26 （鹿田小学校）鹿田バンビクラブ 女性部 7 名  99 名 

3 クラブ  のべ講師 12 名  児童 147 名 

 

地元大学にて、大学生を対象に租税教室を開催した。 

開催月日 大学名 講師 学生数 

H23.4.28 岡山理科大学 岡山西法人会 会長  130 名 

H23.11.14 就実大学 岡山西法人会 会長  73 名 

2 大学 のべ講師 2 名 学生 203 名 

 

（３）税法・税務の普及広報事業 

イ．国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ）の利用推進活動 

・法人会のスローガン 

法人会のスローガン「会員企業e-Tax利用率80％」を目指して、会員企業から関与税理士に「e

-Tax」の利用拡大の文書並びに税務署の広報チラシを送付した。 

・啓発用団扇の作成 

「e-Tax」利用を啓発する団扇800本を作成し、地域祭りイベント時に一般に配布した。 

ロ．税の啓発用マンガ本の配付 

全法連作成「税金ってなんだ？」（水木しげる作）5,600冊を岡山西税務署管内の小学校、大

学、会員に配布し、税に対する知識の向上に努めた。 

ハ． ホームページによる税情報の広報 

税制改正など、財務省・国税庁で発表された税に関する情報を随時掲載し、税知識の普及に努

めた。 「ほうじん」「県法連会報」の閲覧用リンクを作り、会報の広報に努めた。 

ニ． 広報誌の発行等の広報 

「ほうじん」（全法連発行：年4回） 

「岡山西」（岡山西法人会発行：年2回） 

 「岡山西」については、県立・市立図書館、公民館、中国銀行・おかやま信用金庫・トマト

銀行に寄贈し、会員以外の一般を対象に税知識の普及に努めた。 

   開催会議等 

H23.6.27 第１回 広報委員会 ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 ( 出席者 10 名) 

H23.11.21 第２回 広報委員会 ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 ( 出席者 10 名) 

 

（４）納税意識の高揚活動 

イ．小学生の税に関する絵はがきコンクール 



租税教室訪問経歴のある小学校の児童を主対象として、女性部員が各校を訪問の上、コンクール

実施説明を実施し、絵はがき作品を募集した。また応募者全員に参加賞を贈呈した。 

優秀賞受賞作品は岡山市租税教室推進協議会作成カレンダーへ掲載された。受賞作品は吉備中央

町ロマン高原かよう総合会館（H23.11.1~10）、天満屋地下アートスペース（H23.11.9~14）に

展示され、また県法連によりママカリフォーラム（H24.2.3~H24.3.15）に展示された。 

 参加校 21校、出品作品数 368枚＜吉備中央町 38枚、岡山市 330枚＞ 

（うち優秀賞1名、会長賞1名、女性部長賞2名、金賞5名、銀賞10名、銅賞15名） 

H23.6.14 第１回 絵はがきコンクール実行委員会 大同生命ﾋﾞﾙ (出席者 18 名) 

H23.7.4 第２回 絵はがきコンクール実行委員会 大同生命ﾋﾞﾙ ( 出席者 13 名) 

H23.10.12 第３回 絵はがきコンクール実行委員会（審査） 桃の箸 ( 出席者 15 名) 

H23.11.11 吉備中央町租推協/習字・税に関する絵はがき表彰 下竹荘公民館 ( 出席者 33 名) 

H23.12.21 女性部/絵はがき表彰式 芳泉小学校 ( 出席者 6 名) 

H24.1.24 県法連/絵はがきコンクール審査会 県連事務局 ( 出席者 1 名) 

ロ．小学生の税に関する書道展 

岡山市・吉備中央町租税教室推進協議会主催で、小学生を対象に書道を募集し、優秀な作品につ

いて表彰した。 

（岡 山 市）応募数 7512点 入賞作品のうち1名に岡山西法人会長賞を授与した。 

（吉備中央町）応募数 187点 入賞作品のうち1名に岡山西法人会長賞を授与した。 

H23.11.12 吉備中央町租推協主催/習字・税に関する絵はがき表彰 会場 (下竹荘公民館) 

H23.11.24 岡山市租推協主催/習字表彰式 会場(岡山市立吉備小学校) 

ハ．中学生の税に関する作品（書道・作文）表彰 

岡山西納税貯蓄組合総連合会主催で、中学生を対象に書道・作文を募集し、優秀な作品について

表彰した。 

書道（岡 山 市）応募数16校63点 入賞作品のうち1名に岡山西法人会長賞を授与した。 

 （吉備中央町）応募数 3校84点  

作文（岡 山 市）応募数17校434点 入賞作品のうち1名に岡山西法人会長賞を授与した。 

 （吉備中央町）応募数 2校22点  

H23.9.12 岡山西納税貯蓄組合連合会/中学書道審査会 会場（岡山西税務署） 

H23.11.29 岡山西納税貯蓄組合連合会主催/作文・習字表彰 会場（石井中学校・桑田中学校） 

 

ニ．優良申告法人表敬訪問 

税に関する正しい認識と適正な申告で期限内納税をされてきたことにより、岡山西税務署によ

る表敬を受けた会員企業へ記念の楯を贈呈しました。 

H23.11.24 表敬訪問 優良申告法人：岡部機械株式会社 

 

ホ．地域イベントでの税金クイズ 

地域の祭り会場において関係団体・国税当局と協力し、税金クイズを実施し、税知識の普及と

向上に努めた。 

開催月日 イベント・会議 場 所 参加者 

H23.4.29 灘崎支部/なださきふるさとまつり 岡山ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ  2 名 

H23.6.29 青年部/社会貢献委員会 ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 17 名 

H23.7.24 一宮支部/ももたろうフェスティバル 吉備津彦神社  6 名 

H23.7.30 青年部/浪漫ティック奉還祭 奉還町商店街  25 名 

H23.7.30 吉備支部/おかやま木堂ふるさと祭り 吉備中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ  8 名 

H23.7.30 御津支部/夏まつり inみつ 2011 岡山市立御津公民館  5 名 

H23.8.20 興除支部/興除夏まつり 興除中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ  10 名 

H23.8.27 藤田支部/藤田傳三郎まつり 藤田錦ｽﾎﾟｰﾂ広場  5 名 



H23.8.28 妹尾支部/せのお夏祭り 妹尾小学校第２ｸﾞﾗﾝﾄﾞ  24 名 

H23.9.18 津高支部/津高ふれあいマスカット祭り 岡山空港東  6 名 

H23.10.16 足守支部/足守メロン祭り 近水園  14 名 

H23.10.30 高松支部/高松まほろば祭り 備中高松城址公園  19 名 

 

 

２．税制提言活動 

 わが国においては、東日本大震災の被害から早急に復興を果たし、低迷する景気を回復基調

に乗せることが優先課題となっている。加えて、財政再建と持続可能な社会保障制度を構築す

るために社会保障と税の一体化改革に着実な筋道をつけることが求められる。 

 このほか、少子高齢化やグローバル化の進展など社会構造の変化への対応など、山積する諸

課題に広く対処していく必要がある。 

 こうした情勢を踏まえ、地域経済の担い手である中小企業の活性化に資する税制をはじめ、

税のオピニオンリーダーとしてわが国の将来を展望した建設的な提言に努める。 

 平成24年度税制改正に向けては、国、地方を通じて行財政改革の躍進と震災復興と社会保

障制度の財源確保について要望事項やアンケート結果を踏まえ、要望事項を取りまとめ、実現

を地域の衆議院議員、岡山県知事、岡山県議会議長、岡山市長、岡山市議会議長に強く訴えた。 

また、税を考える週間に当会女性部と岡山西税務署幹部との座談会で税制の提言を行った。 

・開催会議等 

H23.5.11 第１回 税制委員会 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 (出席者 10 名) 

H23.11.17 女性部/座談会・研修会 税務署新館２Ｆ (出席者 27 名) 

 

３．経営支援活動 

（１）講演会・企業セミナー等企業経営に関する研修会等の開催 

   （一部支部の研修会以外は、会員以外も参加可能） 

H23.4.22 新入社員研修 岡山商工会議所 ( 参加者 41 名) 

内容：新人基礎ビジネス力速習講座 

講師：㈱HOPE 代表取締役 澤田良雄 氏 

H23.5.12 第１回 経営実務セミナー 大同生命ﾋﾞﾙ (参加者 8 名) 

内容：社会保険・労働保険の手続き実務のポイント 

講師：㈱日本ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾘｻｰﾁ講師 御園富士夫 氏 

H23.5.25 通常総会公開記念講演会 全日空ホテル ( 162 名) 

内容：お茶一杯から始まった『はとバス』の経営革新 

講師：㈱はとバス（元）社長 宮端清次 氏 

H23.6.15 妹尾支部/研修会 しげゆう (参加者 12 名) 

内容：社会貢献活動について 

講師：キミセ醤油㈱ 代表取締役 会長 永原國夫 氏 

H23.7.21 第２回 経営実務セミナー 大同生命ﾋﾞﾙ ( 参加者 6 名) 

内容：赤字経営脱却！利益の上がる会社を目指せ！ 

講師：㈱日本ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾘｻｰﾁ講師 富田英太 氏 

H23.8.2~5 簿記講座 大同生命ﾋﾞﾙ (参加者 33 名) 

内容：初心者のための実務簿記講座 

講師：中国税理士会岡山西支部会員 玄古真祥 氏 

H23.9.1 津高支部/研修会（総会） 泉水 (参加者 30 名)うち一般３名 

内容：公庫の窓口からみた景気動向について 

講師：日本政策金融公庫担当者 

H23.9.21 第３回 経営実務セミナー 大同生命ﾋﾞﾙ ( 参加者 5 名) 



内容：月次決算のポイントと進め方 

講師：㈱日本ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾘｻｰﾁ 井澤直樹 氏 

H23.10.21 第４回 経営実務セミナー 大同生命ﾋﾞﾙ ( 参加者25名) 

内容：総務・経理担当者に必要な法律知識 

講師：㈱日本ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾘｻｰﾁ  中城剛志 氏 

H24.1.13 吉備支部/研修会 包味ちどり (参加者 17 名) 

内容：経営革新セミナー「新しいことに取り組もう」 

講師：中小企業診断士 松本直也 氏 

H24.1.20 法人会新春講演会 岡山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ ( 参加者 159 名) 

内容：一瞬の出会い～お客様を感動へ導くﾋﾞｼﾞﾈｽﾃｸ～ 

講師：㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ 齋藤泉 氏 

H24.1.30 市内三法人会研修会 えきまえミヨシノ (参加者 26 名) 

内容：企業の現在的危機の対処法 

講師：弁護士 小林裕彦 氏 

（２）自主研修教材の配布 「労務管理のポイント」「経理スキルアップ術」 

（３）広報活動 

イ．ホームページに各研修の開催要領を随時掲載し、研修会の情報を周知した。 

ロ．地元経済情報誌等に開催要領を掲載してもらった。 

 

４．地域発展活動 

法人会が地域とともに歩み、地域に密着した活動を通じて広く社会に貢献していくことを目指し、

種々活動を展開した。 

（１）Hey!Say!Cafe!の共催 

婚活活動「Hey!Say!Cafe!」(主催：同実行委員会 共催：YEG・岡山西法人会)に共催し、岡山

市民の日（6月1日）の実施に向けて準備した。6月1日には岡山市民の日式典に参加し、Hey!Sa

y!Cafe!を開催した。当日は事前登録した約220名の男女が参加した。少子化対策の社会貢献事業

として本年度もより積極的に取り組む。 

（２）支部地域におけるイベントへの協賛事業・会議等開催状況 

H23.7.23 福田支部/ふくだ夏祭り 福田小学校 (参加者 5 名) 

H23.8.2 一宮支部/御田植祭 吉備津彦神社 (参加者 2 名) 

H23.9.16 御津支部/社会貢献事業会議 美津葉 (参加者 7 名) 

H23.10.9 一宮支部/一宮地区住民ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 県立一宮高等学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (参加者 2 名) 

H23.10.20 御津支部/献血活動  ﾊﾋﾟｯｼｭ金川店駐車場 (参加者 7 名) 

H23.10.30 福田支部/ふくだ秋祭り 福田小学校 (参加者 19 名)  

H23.11.10 御津支部/社会貢献活動会議 大学寿司 (参加者 7 名) 

H23.7~11 
イチゴプロジェクト（節電） 

屋台の出店 
各イベント会場 (応募者 83 名)   

（３）女性部いちごプロジェクトの実施 

東日本大震災を発端とする原発事故をきっかけに、資源エネルギー庁は企業や家庭に１５％の

節電を要請する旨を発表した。法人会では『東日本大震災からの復興に向けて』という声明を

緊急アピールし、「計画停電または意図せざる停電を阻止するため、企業、家庭ともに総力を

あげて使用電力の節減に取り組んでいく」という旨を盛り込んだ。その活動具現化にあたり、

女性部が“核”となり広く会員に節電行動とその情宣を推し進めた。 

・節電を促すパンフレットを配布し、節電に取り組んだ。 

・推進マグネットを貼り、意識高揚を促した。 

・各イベント会場にて、来場児童を対象に節電について考える絵はがき（小学生のいちごプ

ロジェクト）を描いてもらった。（全法連ホームページに50枚掲載された） 



（４）募金活動の実施 

東日本大震災に被害を被った方々への募金、物資供給を募り、送金発送した。 

 また、全法連の作成した「がんばろう日本」Tシャツの購入により、作成費をのぞいた売上が

被災地へ寄付された。岡山西法人会および会員は５５枚購入した。 

  H23.4.4  物資 ３社より依頼を受け、全法連を通して被災地法人会へ発送した。 

H23.4.12   募金 800,000円（28社および事務局）を全法連を通して寄付した。 

H23.7.27   募金  65,000円（ 4社）を日本赤十字社を通して寄付した。 

  H24.3.28  ワンコイン（一口５００円）募金  42,500円を全法連を通して寄付した。 

 

（５）営利を目的としない団体へ広告提供 

ＮＰＯ法人へ広告提供を行い、当会の公共性について広報するとともに、広告掲載料を納付した。 

 

（６）地球にe-税クリーン作戦 

岡山駅前から岡山市役所筋・西川緑道公園を清掃活動するボランティア活動であるが、本年は雨

天により中止となった。 

H23.11.19 地球に e-税ｸﾘｰﾝ作戦（中止） 市役所通り・西川緑道公園 

 

Ⅲ．収益関係 

１．広告チラシの配付事業 

本年度11月より、会員企業のビジネス支援として広報紙等（全法連会報誌「ほうじん」、岡山

西法人会広報誌「岡山西」）発送時に1枚1円（消費税別途）にて、広告チラシを封入する事業

を開始した。 

 ＜実績＞ 12月……3社、1月……2社、3月……４社 

Ⅳ 共益関係 

１．会員増強の推進 

 期末             平成24年3月末 会員数2480社 内準会員数310社 

（平成23年3月末 会員数2485社 内準会員数333社） 

全法人数   8002社 

加入率 31.0％ 

岡山商工会議所地域の加入が低迷していたため組織委員、同地域支部長および青年部員女性

部員、協力会社を中心とした会員増強プロジェクトチームを結成し、会員メリットを模索す

る会議の実施を行い、同地域企業を重点的に会員勧奨し、２６社の入会を得た。 

H23.9.28 商工会議所地域支部長・青年部/会員増強委員会 国際交流会館 (出席者 10 名) 

H23.12.5 商工会議所地域支部長・青年部/会員増強委員会 岡山ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ (出席者 19 名) 

H23.2.27 
商工会議所地域支部長・青年部女性部/ 

会員増強委員会 
ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 (出席者 27 名) 

２．福利厚生制度事業 

（１）「経営者大型保障制度」進捗状況 平成24年3月31日現在  

   岡山西法人会会員 加入数 574社（加入率  23.2％） 

（２）「ビジネスガード」進捗状況 平成24年3月31日現在  

   岡山西法人会会員 加入数 239社（加入率  9.68％） 

（３）「がん保険制度・医療保険制度」平成24年3月31日現在  

   岡山西法人会会員 加入数 288社（加入率 11.62％） 

H23.11.30 第１回 福利厚生委員会 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 ( 出席者 22 名) 

３．健康管理促進事業 

本年度より会員が特別料金にて利用できる施設を紹介し、生活習慣病の予防として、国の財政

負担を圧縮する社会貢献のひとつとする。 



・【（社医）鴻仁会】人間ドック会員特別メニューを安価にて利用できる。 

・【岡山スポーツ会館（ＯＳＫ）】法人会員入会金半額、個人会員入会金無料にて施設を利用

できる。 

４． 会員支援事業 

会員には以下のメリットを設置している。支援策は会員増強委員会にて提案し、役員の承認を

得て実施することとなった。 

・研修会、名刺交換会、ビジネス交流会への参加 

・会員企業広告チラシの配布 

・広報誌「岡山西」の会員企業広告コーナーの利用（当面は新入会員を優先する） 

・健康診断・健康促進施設の会員特別価格による紹介 

名刺交換会の開催状況 

H23.9.22 青年部・女性部/名刺交換会 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 ( 参加者 29 名) 

５．支部活動状況 

 支部組織の現状 

期末（平成24年3月31日現在）：13支部 

H23.6.17 灘崎支部地区/報告・研修会 一聲おかだ (参加者 9 名) 

H23.8.28 足守支部地区/合同研修会 民宿小川 (参加者 20 名) 

H23.12.12 高松支部地区/報告・研修会 稲荷山健康ｾﾝﾀｰ (参加者 21 名) 

H24.1.13 御津支部/互礼会 岡山北商工会館 ( 参加者 13 名) 

H24.1.29 妹尾支部/新春 3団体視察研修会 京都 (参加者 33 名) 

H24.2.7 御津支部/新年互礼会反省会議 岡山北商工会館 (出席者 6 名) 

６．青年部・女性部活動状況 

期末（平成24年3月31日現在）：青年部会員数120名、女性部会員数51名 

青年部 

H23.6.8 西大寺法人会青年部会創立２０周年記念式典 ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 (参加者 7 名) 

H23.9.22 青年部・女性部/名刺交換会 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 ( 参加者 29 名) 

H24.1.30 青年部対象/市内三法人会研修会 えきまえﾐﾖｼﾉ (参加者 26 名) 

女性部 

H23.9.17 女性部/観劇（KOOZA） 
 

( 参加者 17 名) 

H23.9.22 青年部・女性部/名刺交換会 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 ( 参加者 29 名) 

H24.1.23 女性部/新年懇親会 ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 ( 参加者 37 名) 

 

Ⅴ 管理関係 

公益法人制度改革に向けて会における課題や、今後の対応について諸会議で具体的に検討を行った。 

 新公益法人会計基準に対応するため、新基準に則した「法人会決算処理の手引き」「法人会仕訳

の手引き」に基づく決算処理に心がけた。 

 インターネットによる情報公開については、引き続き推進に努めた。 

１．規程整備 

  新公益法人制度改革に伴い、公益法人移行申請に必要な諸規程の整備を行った。 

２．諸会議 

（１）通常総会 

H23.5.25 第３４回 通常総会 (出席者 137 名) 

場所  全日空ホテル 
 

１ 議事録署名人選任について 
 

２ 平成 22 年度事業報告承認について 
 

３ 平成 22 年度収支決算報告承認について 
 



４ 平成 23 年度事業計画（案）について 
 

５ 平成 23 年度収支予算（案）について 
 

６ 任期満了に伴う役員改選（案）承認について 
 

H23.5.30 青年部/総会 (出席者 55 名) 

場所 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 
 

１ 平成 22 年度青年部事業報告及び決算報告について 
 

２ 平成 23 年度青年部事業計画（案）及び予算（案）について 
 

３ 役員改選について 
 

（２）役員会 

H23.5.11 第１回 役員会議 ( 出席者 50 名) 

場所 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 
 

１ 第 34 回通常総会について 
 

２ 役員改選について 
 

３ 公益法人制度改革について 
 

４ 役員等の 75歳定年制の導入について 
 

５ その他 
 

H23.10.20 第２回 役員会議 (出席者 44 名) 

場所 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 
 

１ 会員増強について 
 

２ 公益法人の認可について 
 

３ その他 
 

H24.2.24 第３回 役員会議 (出席者 42 名) 

場所 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 
 

１ 平成 24 年度予算（案）について 
 

２ 平成 24 年度事業計画について 
 

３ 公益法人認定に向けての各種規程について 
 

４ 会員増強の施策について 
 

５ その他 
 

（３）正副会長会議 

H23.4.19 第１回 正副会長会議 ( 出席者 9 名) 

場所 ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 
 

１ 第 34 回通常総会について 
 

２ 役員改選について 
 

３ 公益法人制度改革について 
 

４ 役員等の 75歳定年制の導入について 
 

５ その他 
 

H23.9.9 第２回 正副会長会議 ( 出席者 8 名) 

場所 ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 
 

１ 会員増強について 
 

２ 公益法人の認可について 
 

３ その他 
 

H24.2.9 第３回 正副会長会議 ( 出席者 10 名) 

場所 ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 
 

１ 平成 24 年度予算（案）について 
 

２ 平成 24 年度事業計画について 
 

３ 公益法人認定に向けての各種規程について 
 

４ 会員増強の施策について 
 

５ その他 
 

（４）その他の会議 



イ 支部関係 

H23.10.20 第１回 支部長会議 ﾗｳﾞｨｰﾙ岡山 ( 出席者 26 名) 

H24.3.27 灘崎支部/役員会 悠喜 （出席者 9 名) 

ロ 青年部関係 

H23.5.13 青年部/正副部長会議 岡山ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ (出席者 8 名) 

H23.5.13 青年部/役員会議 岡山ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ (出席者 23 名) 

ハ 女性部関係 

H23.5.9 女性部/正副部長会議 ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 (出席者 12 名) 

H23.5.18 女性部/研修報告 租税学習ｾﾝﾀｰ ( 出席者 35 名) 

１ 税務研修会 
  

２ 平成 22年度女性部事業報告及び決算報告について 
  

３ 
平成 23年度女性部事業計画（案） 
及び予算（案）について   

４ 役員改選について 
  

H24.1.17 女性部/臨時 正副部長会議 天満屋 (出席者 8 名) 

ニ 事務局関係 

H23.7.11 商工会地区  支部事務局会議 大同生命ﾋﾞﾙ (出席者 15 名) 

H23.9.26 商工会事務局長・支援課長との協議会 大同生命ﾋﾞﾙ (出席者 17 名) 

（５）関係機関の会議研修等 

イ 県法連関係 

H23.5.12 県法連/理事・監事会 岡山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

H23.5.17 県法連/青年部連絡協議会 総会  えきまえﾐﾖｼﾉ 

H23.5.19 県法連/第１回 税制委員会 岡山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

H23.5.20 県法連/女性部連絡協議会 役員会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山 

H23.6.21 県法連/第１９回 総会 岡山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

H23.7.13 県法連/事務局会計研修 大同生命ﾋﾞﾙ 

H23.7.22 県法連/事務局長会議 後楽ﾎﾃﾙ 

H23.8.23 県法連/総務委員会 全日空ホテル 

H23.9.2 青連協/親善ゴルフ大会 岡山ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 

H23.9.2 青連協/新旧役員会議 えきまえﾐﾖｼﾉ 

H23.9.6 県法連/第１回 組織委員会 岡山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

H23.9.6 県法連/事務局長会議 岡山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

H23.9.8 県法連/第１回 福利厚生委員会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山 

H23.9.14 県法連/第１回 広報委員会 岡山全日空ﾎﾃﾙ 

H23.9.16 県法連/第１回 研修委員会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山 

H23.10.18 県法連/理事・監事会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山 

H23.10.18 広島国税局長講演会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山 

H23.10.18 広島国税局長との座談会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山 

H23.10.25 女連協/第６回 女性ｾﾐﾅー児島大会 児島せとうちホテル 

H23.10.28 青連協/第 28 回 岡山県青年の集い『新見大会』 新見市総合福祉センター 

H23.11.12 県法連/第３回親善ゴルフ大会 帯江ｺｰｽ 

H23.11.29 県法連/事務局長会議 大同生命ﾋﾞﾙ 

H23.12.14 県法連/事務局長会議 大同生命ﾋﾞﾙ 

H23.12.16 県法連/女性連絡協議会 役員会 全日空ホテル 

H23.12.22 県法連/事務局長会議 大同生命ﾋﾞﾙ 

H24.2.16 県法連/第２回 福利厚生委員会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山 

H24.2.20 県法連/理事・監事会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山 

H24.2.22 県法連/第２回 広報委員会 岡山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

H24.2.24 県法連/第２回 研修委員会 ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 



H24.3.6 県法連/第２回 組織委員会 全日空ホテル 

H24.3.13 県法連/第２回 総務委員会 全日空ホテル 

H24.3.22 県法連/第２回 税制委員会 岡山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

ロ 中法連関係 

H23.9.20 中法連/総会 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島 

H23.10.26 中法連/PCA 会計研修 全日空ホテル 

H23.12.12 中法連/会計研修会 大同生命ビル 

ハ 全法連関係 

H23.4.21 第６回全国女性フォーラム「みやぎ大会」 仙台国際ｾﾝﾀｰ(中止) 

H23.6.9 全法連/税制委員会 全法連会館 

H23.7.7 全法連/税制委員会 全法連会館 

H23.9.6 全法連/税制委員会 全法連会館 

H23.11.17 全国青年の集い/第 25 回みえ大会 伊勢市観光文化会館 

H23.11.18 全法連/第 25 回全国青年の集い「みえ大会」 三重県営ｻﾝｱﾘｰﾅ 

H24.2.15 全法連/税制セミナー ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京 

H24.2.16 全法連/税制委員会 全法連会館 

H24.3.8 全法連/事務局セミナー ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京 

ニ その他 

H23.5.23 岡山市租税推進協議会 総会 ほっとﾌﾟﾗｻﾞ 

H23.6.1 吉備中央町租税推進協議会 総会 吉備中央町農業振興ｾﾝﾀｰ 

H23.6.13 岡山西間税会 総会 岡山商工会議所 

H23.6.13 岡山西納税貯蓄組合連合会 総会 岡山西商工会 

H23.6.15 岡山東法人会/総会 ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ岡山 

H23.8.26 岡山西青色申告会/総会 租税学習センター 

H23.11.10 岡山西税務署/納税表彰式 岡山西税務署 

H23.12.2 
岡山西納税貯蓄組合連合会  

 西税務署との連絡協議会 
岡山西商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全法連モデル 



 
                      議 事 次 第              <注１> 

 

  １．議 長 選 出 

 ２．定足数の確認                                      <注２> 

 ３．議事録署名人の選定 

 ４．議    事 

      第１号議案  平成○年度決算報告承認の件       <注３> 

    第２号議案  役員選任案承認の件               <注４> 

        第３号議案  常勤役員に対する報酬総額承認の件    <注５> 

 

 

  <注１> 議事の前後に会長挨拶等を加え、「総会次第」することも可 

   <注２> 定足数の確認は総会の議事が成立するかどうかの判定、議事に 

      入った後、議長が確認 

    <注３> 事業報告を定款で総会承認とした場合は、第１号議案に追加 

   <注４> 役員改選年(奇数年)でない年においては、「役員一部変更の件」 

  <注５> 常勤の専務理事等がいる場合 

    <注６> 事業計画・予算は理事会承認、総会では報告事項 

 

 

 【第１号議案】平成○年度決算報告承認の件 

平成○年度決算報告 

 
 １．正味財産増減計算書 

  ２．正味財産増減計算書内訳表 

 ３．貸借対照表  <注７> 

 ４．財務諸表に対する注記 

 ５．附属明細書（基本財産及び特定資産の明細、引当金の明細） 

 ６．財産目録 

 

  <注７> 収益事業等の利益額を５０％超繰り入れる場合は「内訳表」が必要 

 

 

 【第２号議案】役員選任案承認の件 

役 員 選 任（案） 

   

   

 【第３号議案】常勤役員に対する報酬総額承認の件 

常勤役員に対する報酬総額（案） 



 
 平成○年度における常勤役員に対する報酬の総額は○○○○○○円とする。 

 

 なお、具体的な支給額等については、「役員報酬等規程」による。 

 

 

平成○年度収支予算 

 
 １．収支予算書                                       <注９> 

 ２．収支予算書内訳表 

 ３．資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類     <注１０> 

 

  <注  ９> 損益ベース（正味財産増減計算書と同じスタイル）とする 

  <注１０>「借入金」の増減などを記載、該当ない場合は省略可 

    <注１１>「特定資産」等の積立・取り崩しについては、別途、下記のような 

      「資金計画表」に記載する 

 

資 金 計 画 表 

    項    目  期首残高  増加額  減少額  期末残高  備  考  

 退職給付引当資産      

 ○○○○引当資産      

         ：      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全法連モデル 



平成○年度事業計画 

 
 １．基本方針・重点事項 

   中長期的な「事業活動基本方針」並びに当該年度の「重点事項」 

  （項目毎の箇条書きも可） 

 ２．主な事業計画 

      税の啓発事業、経営支援事業など、事業区分に沿って記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度（第３５期）事業計画 



自 平成２４年４月１日 

至 平成２５年３月31日 

 

Ⅰ 基本方針・重点事項 

   新公益法人制度への対応とe-Tax普及推進活動を最重要課題と位置付けることとする。 

   早期の「公益法人」の認定を目指し、定款改正、諸規程の改正・整備を図り、申請のた 

めの諸準備を進める。 

 事業面においては。法人会の原点である「税」に関する活動に従来通り重点を置いた事業活

動を積極的に推進する。また、引き続き組織強化・財政基盤の再構築を図るために、会員増強

に最大限の力を入れる。 

 e-Tax普及推進活動については、“役員企業１００％、会員企業８０％の利用を目指す”を

スローガンにあらゆる機会をとらえてe-Taxの普及推進に努めることとする。 

 

Ⅱ．公益関係 

１．税の啓発活動 

（１）税務に関する研修会の開催 

法人決算説明会、新設法人説明会、税務研修会等の開催と内容の充実に努めるとともに、

研修教材の配付を行う。 

（２）租税教室・広報等の実施状況 

税の啓発については、全法連が作成した租税教育用教材などを活用し、租税教育につい

ては、租税推進協議会が作成した租税教育副教材、当会が作成した「岡山県版税に関する

下敷き」などを活用する。 

租税教室の開催、小学生の税に関する絵はがきコンクール、小学生の税に関する書道 

展、中学生の税に関する作品（書道・作文）表彰、地域イベントでの税金クイズの充実 

に努める。 

ホームページによる税情報の広報の充実に努めるとともに、 広報誌の公共機関等へ 

の配布先の拡大に努める。 

（３）国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ）の利用推進及び消費税の期限内納付推進運動

のPR活動を行う。 

 

２．税制提言活動 

    日本経済の再生には、地域経済と雇用の担い手である中小企業の活性化対策は極めて重 

要です。政府は震災復興に全力で取り組むとともに「円高への総合的対策」を迅速に実行 

する必要があります。また、わが国は少子高齢化、財政の健全化という構造問題は密接に 

つながっており、改革の実行に向けた道筋を示すことが求められています。このため、当会

の「よき経営者を目指すものの団体」としての基本理念に沿って税制改正を提言するこ 

とで中小企業と景気の回復を実感できるよう取り組んでまいります。 

 

３．経営支援活動 

   講演会・企業セミナー等企業経営に関する研修会等の開催強化を図り、研修参加人員の 

増大を図る。また、研修教材については、費用対効果や会員のニーズ、利便性を考慮して 

その活用を図る。 

なお、新公益法人制度改革を踏まえて、会員企業に加えて一般市民等にも対象を広げた 

  講演会・研修会等を実施しているが、広報の改善を図ってより公益性の高めていくことと  

 する。 

４．地域発展活動 



地域社会との「共生」を目指し、地域の実情に即した多彩な社会公益貢献活動として、 

広く一般の企業及び市民を対象とした地域経済の活性化、企業経営向上・健康維持、環境改

善、防犯活動、災害復旧支援、少子化対策、美化運動などに関する事業を積極的に展開して

いく。 

また、地域イベントなどへの協賛活動を通して、地域企業の活性化、住民との交流、環境

対策、寄付・寄贈事業に貢献するとともに、地域の小中学校、文化団体、体育団体への贈呈

などを積極的かつ継続的に実施する。 

 

Ⅲ．収益関係 

１．福利厚生事業 

   経営者大型保障制度、個人のためのがん保険等保障制度を取扱い会社との連携を一層強 

化して、福利厚生制度の円滑な運営と財政基盤の安定化を図る。 

２．健康管理促進事業 

    企業の福利厚生の一環として、法人会健康診断等の斡旋事業を行う。 

３．広告チラシの配付事業 

    会員企業の広告チラシを配布し、企業の広報の一翼を廉価で応援する。 

 

Ⅳ 共益関係 

１．会員増強の推進 

   組織部内の会員増強委員会で組織の充実と活性化を推進し、未加入法人の加入勧奨と脱会防

止を図る。 

２．会員支援事業 

   親睦事業に併せて異業種・同業種交流の機会を提供し、事業活動の支援を行う。 

３．支部活動状況 

   支部独自の事業の支援を行うとともに、公益事業のとしての位置付けから積極的に地域イ 

ベント等に参加する。 

４．青年部・女性部活動状況 

   年次報告会、組織部内との合同委員会、部員の増強、全国大会、県法連の集いなどに積極 

的に参加する。 

 

Ⅴ 管理関係 

１． 規程整備 

 新公益法人改革を踏まえ、諸規程の整備と適正な会計処理を行うとともに、法令に基づく情

報開示に努める。 

２．諸会議 

（１）通常総会 

    第35回通常総会を開催する。 

（２）役員会 

    年３回開催する。 

（３）正副会長会議 

    年３回開催する。 

（４）その他の会議 

イ 本会関係 

  総務部委員会、組織部委員会、研修部委員会、税制部委員会、広報部委員会、福利厚生 

部委員会、 

ロ 社会貢献関係 



   随時、実行委員会を開催する。 

ハ 会員増強関係 

   組織委員会、支部長会議、会員増強委員会 

ニ 支部関係 

   報告会・研修会、社会貢献実行委員会 

ホ 青年部関係 

   報告会・研修会、社会貢献実行委員会、租税教育関連事業 

ヘ 女性部関係 

報告会・研修会、社会貢献実行委員会、租税教育関連事業 

ト 事務局関係 

   事務局長会議、事務局セミナー、会計研修会 

（５）関係機関の会議研修等 

    上部団体（全法連、中法連、県法連への協力）及び関係団体行事への協力 

（６）その他 

    会員に必要な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


