
第一号議案 平成 26 年度事業報告及び収支決算承認の件

平 成 2 6 年 度 事 業 報 告

自平成 26年 4月１日～自平成 27年 3月 31 日

1. 概況

平成 26年度の事業活動につきましては、会員企業・地域企業がより適正な申

告と納税が行われること、地域社会への貢献・会員企業の発展に資する事業

を推進いたしました。

関係当局並び関係諸団体のご協力と、役員はじめ会員各位のご協力を得て概

ね計画の事業は達成することができました。

1. 公益目的事業

【事業の趣旨】

地域企業により適正な申告と納税が行われるよう研修会・説明会・講習会・広

報活動並びに税制提言活動を行い、税務行政が円滑に執行されることを目的と

して、実施しました。

(1) 税務支援事業

【事業の内容】

1．決算法人説明会

[内容]:決算期を迎えた法人企業に対し、3 ヶ月に 1 度のペースで、税制改正事

項等決算手続きを行うに当たり留意点等を説明し、適切な税務申告が行

われることを目的として実施しました。

[実施時期] 5月 21 日、8月 27 日、12 月 9 日、3月 4日

[平成 26 年度実績] 91 名     会員 62名    非会員 29 名

[募集方法]郵送

[講師]中之条税務署上席調査官

[会場]ツインプラザ・長野原商工会議所

2．新設法人説明会

[内容]:管内の新設法人を対象として、中之条税務署職員を講師に、税務を中心

に説明を行い、正しい税務申告を行えることを目的に実施しました。

[実施時期] 年 1回 11 月 14 日

[平成 26 年度実績] 5名

[募集方法]郵送

[講師]中之条税務署上席調査官

[会場]中之条税務署会議室



3．年末調整説明会

[内容]: 企業の経営者、経理担当者を対象として、中之条税務署職員を講師に

税務に関する研修会を行い、年末調整の説明など税知識の普及と正しい

税務申告を行えることを目的に開催しました。

[実施時期] 年 2回 11 月 19 日・20日

[平成 26 年度実績] 180 名

[募集方法] 郵送

[講師] 税務署担当官

[会場] バイテック文化ホール・長野原町山村開発センター

(2) 税の啓発・提言事業

4．税の作文コンクール

[内容]「税を考える週間」行事の一環として、中学生を対象に税を考える機会

を提供するとともに税についての理解、意識啓発を促すことを目的とし

て作品募集及び表彰を行う。

[実施時期] 11 月 13 日

[平成 26 年度実績] 80 名

[募集方法] 団体広報・関係者学校訪問

[講師] 税務署長

[会場] 中之条町商工会館

5．青年部会租税教室

[内容] 小学校 6年生を対象に税務に関する研修会を開催して、税知識の普及と

正しい税の使い道について理解を深めることを目的に実施しました。

[実施時期] 年 5回 11 月 11 日・11 月 19 日・12 月 10日・１月 30日・2月 6日

[平成 26 年度実績] 225 名

[募集方法] 郵送

[講師] 青年部会役員

[会場] 長野原小・草津小・中之条小・沢田小・坂上小

6．女性部会租税教室

[内容] 小学校 6年生を対象に税務に関する研修会を開催して、税知識の普及と

正しい税の使い道について理解を深めることを目的に実施しました。

[実施時期] 年 1回 11 月 13 日

[平成 26 年度実績] 59 名

[募集方法] 郵送

[講師] 女性部会役員

[会場] 東吾妻町立原町小学校



7．税の絵はがきコンクール

[内容] 「税に関する絵はがき」の募集を行い、優れた作品を表彰。表彰式には

関係者の出席をいただき、応募作品を掲示・優秀作品を選別し、将来の

社会を支える児童・生徒達にさらなる税についての理解と意識啓発の機

会を提供することを目的に実施しました。

[実施時期] 年 3回 11 月 13 日・ 11月１9 日・12 月 10日

[平成 26 年度実績] 178 名

[募集方法] 租税教室実施後、生徒に依頼

[講師] 女性部会役員

[会場] 草津小学校・原町小学校・中之条小学校

8．HP 及び広報誌による税情報の発信

[内容] 税制・税務の普及広報として、広報誌「法人あがつま」の発行・配布を

行うとともに、全法連機関紙「ほうじん」並びにホームページにより税

制・税務の普及啓発行うことを目的に実施しました。

[実施時期] 年 2回(8 月 30 日・1月 31 日)、全法連年 4回(3・6．9.12 月)

[平成 26 年度実績] 1800 名

[配布方法] 会員・関係者に郵送配布

9．税制アンケート実施事業

[内容] 企業経営者の税に関する意見・要望を国の税制に反映させるため法人会

税制委員を中心に税制アンケート調査を実施しました。

[実施時期] 4月

[平成 26 年度実績] 30 名

[募集方法] 郵送

10．法人会全国大会(栃木大会)

[内容] 法人会全国大会で、税制改正事項の提言内容の発表、税制改正等に係る

活動事項の決議を行う。

[実施時期] 10 月 16 日

[平成 26 年度実績] 2名

[募集方法] 全法連からの開催通知を役員に郵送

[会場] 全国各地を持ち回り

11．全国青年の集い(秋田大会)

[内容] 全国青年の集い

次代を担う若手経営者を中心に企業経営・租税教室等についての意見交

換、租税教育活動の推進を計る。

[実施時期] 11 月 20 日～21日



[平成 26 年度実績] 2名

[募集方法] 全法連からの開催通知を役員に郵送

[会場] 全国各地を持ち回り

12．税務署、県税事務所、税理士会等との意見交換会

[内容] 税務団体連絡協議会を開催し、税に関する団体同士での意見交換を行い、

税に関する知識の共有を図る。

[実施時期] 年 1回  11 月１3日

[平 26 年度実績] 32 名

[募集方法] 郵送で通知

[会場] 藤美会議室

(3)地域社会貢献事業

地域に根ざす法人会として、一企業では難しい、「地域企業の健全な発展

に資する事業・地域社会への貢献を目的とする事業」を実施しました。

13. 時局講演会

[内容] 税務団体連絡協議会を開催し、税に関する団体同士での意見交換を行い、

税に関する知識の共有を図る。

[実施時期] 年 1回 11 月 13 日

[平 26 年度実績] 32 名

[募集方法] 郵送で通知

[会場] 中之条町商工会館会議室

14. 市民講演会

[内容] 講演会を開催、地域社会への貢献と併せて法人会の認知を目的として

実施しました。

[実施時期] 年 2回  5 月 29 日 6月１0日

[平 26 年度実績] 125 名 ( 91 名  34 名 )

[募集方法] 郵送で通知

[会場] ツインプラザ会議室・山口館

15. 寄付・寄贈業

[内容] 当会が町中マラソン大会・に協賛し、社会貢献を目的に実施しました。

[実施時期] 年 1回 12 月

[平 26 年度実績] 1729 名

[募集方法] チラシ等で通知

[会場] 中之条町



16. 寄付・寄贈業

[内容] 中之条町「町の日」記念イベント「人権フェスティバル」に協賛し、社

会貢献を目的に実施しました。

[実施時期] 年 1回 4月

[平 26 年度実績] 1303 名

[募集方法] チラシ等で通知

[会場] 中之条町

Ⅱ.共益事業

(1)福利厚生事業

① 企業経営が安定して発展することを目的として、企業経営者及びその従

業員のリスクをカバーするため、法人会福利厚生制度としての保険契約

の提供に係る事業の加入拡大促進を行いました。

○ 経営者大型総合保険制度の普及促進

○ がん保険制度の普及促進

(2)会員の増強・交流に資する事業

多業種で、構成された会員のため、様々な情報交換等の交流に資するため

の事業を行いました。

① 親睦ゴルフ大会

    親会・青年部会・未加入企業等で交流を目的に草津カントリークラブで

開催しました。

    参加者 60 名

② 青年部会研修旅行

企業経営に関する知識を深めると共に、参加者の交流を深めることを目的

に今年度はキリンビール神奈川工場を見学しました。 参加者 10名

③ 女性部会研修旅行

女性部会では、宝塚 100周年記念公演を見学いたしましたが、車中で税に

関する DVD を上映し、税に関する知識を深めると共に参加者の交流を行い

ました。

④ 総会・役員会終了後、会員同士のきずなを深めることを目的に交流会を開

催しました。

⑤ 青年部会総会終了後、会員同士のきずなを深めることを目的に交流会を開

催しました。

⑥ 8月 5日理事会において当年度の活動方針・重点施策・会員増強について

意思統一をいたしました。


