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平成27年度事業報告
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

　西尾法人会は、公益社団法人として「法人会の理念」に則り、税知識の普及、納税意識の高揚など「税」
に関する活動の充実を図るとともに地域企業の健全な発展並びに地域社会への貢献を目的とした活動
を展開しました。

１　税知識の普及を目的とする事業
　　�　税務会計の知識や改正税法の解説など税知識の普及に関する研修を実施しました。
　　�　税務会計セミナー、支部、青年部会・女性部会での税務研修会、マイナンバー制度に関する講
演会、明光税務署長による「税を考える週間」での講演会。

　　�　また、名古屋国税局吉村調査部次長による「調査部所管法人税務研修会」を刈谷法人会との合
同開催で実施しました。これらは自己啓発を支援するための重要な事業であり、広く一般の企業
や市民の参加を得て実施しました。

２　納税意識の高揚を目的とする事業
　　⑴　�平坂中校区における交通安全等推進大会、一色商工祭、仁吉祭り、吉良まつり、佐久島夏体

験、サンタが夢の町にやってくる、はずストーンカップなど地域イベント会場において、「税
金クイズ」の実施とともに税に関するパンフレット等を参加者に配布しました。

　　⑵　�「税を考える週間」では、「税に関する絵はがき」コンクール表彰式、税金クイズ、税に関す
る小冊子の配布、似顔絵コーナーなど青年部会や女性部会が西尾税務署と一体となって活動
しました。

　　　　�会場では、「税に関する絵はがきコンクール」優秀作品の展示、西尾納税貯蓄組合連合会の
主催(国税庁共催)で募集された税に関する小学生の習字、中学生の作文、西尾税務署が募集
した高校生の作文の展示もあり、大変盛況でした。

　　⑶　�「西尾税務署管内租税教育推進協議会」の一員として、西尾税務署の支援を受け、租税教室
の講師に青年部会員・女性部会員が、西尾市内小学校8校の6年生を対象に、税の大切さや税
の役割を伝える租税教育活動の一端を担うことができました。

　　⑷　�税に関する「第4回絵はがきコンクール」では女性部会が中心となり西尾市内・全26校の小
学校6年生を対象に募集しました。21校1,090名の応募があり、年々応募者は増加し定着して
まいりました。

　　⑸　�その他　西尾市駅伝大会には「税金クイズ」コーナーで参加し、西尾税務署の絶大な協力を
得て、600名の次代を担う子供達に対して、クイズを通じた納税意識の高揚を目的とした活
動を実施しました。

３　税制及び税務に関する調査並びに提言に関する事業
　　�　アンケート調査や税制委員会における協議検討を重ね、「平成28年度税制及び税務に関する提
言」をとりまとめ全国法人会総連合、愛知県法人会連合会へ報告しました。さらに各連合会では、
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全国の単位会からの報告をとりまとめ「提言書を作成し全国大会で採択の上、国会議員や首長な
どに提出しました。当会では、これを西尾市長はじめ関係各機関に提出しました。28年度税制改
正事項では法人実効税率の20％台の実現等、提言が取り入れられた改正部分がありました。

４　地域企業、地域社会への貢献を目的とする事業
　　�　地域経済の発展や活性化に資するため政治経済・海外情勢・労務対策など各種テーマで講演会
を7回開催し、会員をはじめ、一般の企業や市民からも多数の参加を得て、公益性の高い事業活
動が実施できました。

　　�　また、西尾警察署、西尾市役所周辺での「春」・「秋」の交通安全運動人波作戦では行政機関と
企業など地域一体となって取り組み、法人会も積極的に参加しました。

　　�　清掃活動では、名鉄電車3つの駅周辺を年末恒例行事として主催、実施しました。
　　�　女性部会が中心となった「西尾市産業物産フェア」での市民茶会では、2,000人を超える来場
者に対して、市内中学校の茶道部員と一緒に抹茶接待活動を実施しました。

５　福利厚生事業の推進
　　�　経営者と従業員の保障・健康管理を支援するため、割引など会員メリットがある団体扱いの各
種保障制度、経営支援サービスの取引信用保険等の広報を充実し、企業のリスクを協力保険会社
とともにサポートしてまいりました。

　
６　会員拡大事業
　　�　会員増強については、活動の基本方針の一つとして取組みました。各支部では、組織拡大強化
期間を設けるなどし、新規加入法人会員数は13件となりましたが、厳しい経済情勢下、廃業・休業・
転出等の事由から退会が増加し、加入率の低下は全国的な傾向であり、本会も同様、会員数は年々
減少傾向にあります。平成28年3月末の会員数は1,508、加入率は56.1％となり前年比1.0ポイント
の低下となりました。

平成27年度に実施した本会・支部・部会等の事業並びに会議等の活動状況は次項以降のとおりです。
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公益目的事業
1　税知識の普及を目的とする事業
事業区分 開催日 行事名・内容等 備　考

税　務
税　法
研修会

２７. ９.１６ 税務会計セミナー（第１回）
会社の経理と法人税の取扱

講師：税理士法人高須光税理士事務所
　税理士　大嶽　法央�氏

西尾市文化会館
会議室

２７.１０.２８ 税務会計セミナー（第２回）
税務調査に慌てないために

２７.１１.１８ 税務会計セミナー（第３回）
大きく変わる労働関係の法律

２７.１２.１６ 税務会計セミナー（第４回）
会社の決算と法人税の申告

２８. １.２０ 税務会計セミナー（第５回）
消費税への対応

２８. ２.１７ 税務会計セミナー（第６回）
新税制を先取り税制改正項目

２７.１１.１８ 調査部所管法人研修会
（刈谷・西尾法人会合同）

・これからの税務行政の方向性
・申告書自主点検について

・ＴＰＰの概要　等

講師：名古屋国税局調査部
　調査部次長　　　吉村　文男�氏
　審理課課長補佐　小山　太郎�氏

財務省関税局　　　谷　　信雄�氏
財務省関税局　　　東海　梨香�氏
名古屋税関　　　　高見公太郎�氏

刈谷市産業振興
センター

２７. ７.３１ 青年部会・税務研修会 講師：西尾税務署　法人課税部門
　第一統括官　　　片岡　嗣雄�氏

西尾信用金庫
中央支店会議室

２７. ９. ８ 税務署長を囲む会
青年部会・女性部会合同
税務研修会「税について語る」

講師：西尾税務署
　税務署長　　　　明光　幸和�氏
　第一統括官　　　片岡　嗣雄�氏

三河湾リゾート
リンクス

２７.１１.１３ 南支部・税務研修会 講師：西尾税務署
　第一統括官　　　片岡　嗣雄�氏

福地ふれあい
センター

２８. ２.２３ 女性部会・税務研修会 講師：西尾税務署
　第一統括官　　　片岡　嗣雄�氏

こばやし屋

２８. ３.２５ 青年部会・税務研修会 講師：西尾税務署
　第一統括官　　　片岡　嗣雄�氏

西尾文化会館
会議室

講演会 ２７. ９.１５ 社会保障・番号制度セミナー
「マイナンバー制度・影響と実務対策」

講師：税理士　　　深谷　裕寿�氏 西尾文化会館
小ホール

２７.１１.２７ 税を考える週間特別講演会 講師：西尾税務署
　税務署長　　　　明光　幸和�氏
　第一統括官　　　片岡　嗣雄�氏

西尾商工会議所
大会議室
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2　納税意識の高揚を目的とする事業
事業区分 開催日 行事名・内容等 備　考

税の啓発活動 ２７．６．７ 税金クイズ
の実施

吉良支部 「仁吉まつり」に協賛、会場にて実施

２７．１１．７
～

２７．１１．８

吉良支部
幡豆支部

「きらまつり」に協賛、スタンプウォークラリー
会場各チェックポイントにて税金クイズを実施
税金広報パンフレット等配布

２７．１１．１ 一色支部 商工まつりに協賛、会場にて実施
税金広報パンフレット等配布

２７．１２．２０ 青年部会
幡豆支部

「にしお駅伝フェスティバル2015」に協賛
会場にて実施の他
メンバー表・実施要領冊子に税金クイズを掲載

224チーム
来場3,000名

（２７．４．５） （青年部会）（緑川さくらまつり雨天により中止）

２７．１１．１５ 「税を考える週
間」税金展

青年部会
女性部会

税連協

西尾税務連絡協議会主催「税金展」会場にて
税金クイズ、似顔絵、各コーナーの設置運営
「税に関する絵はがきコンクール」優秀作品の展
示及び表彰式
小学生の習字、中学生の作文の作品展示

ヴェルサ
ウォーク

２７．１１．２０ 「納税表彰」 西尾税務署 「平成２７年度納税表彰式」
名古屋国税局長表彰　　鈴木　孝子�氏
西尾税務署長表彰　　　鈴木　敏彦�氏
西尾税務署長表彰　　　石川　輝雄�氏
西尾税務署長感謝状
　　　　　　公益社団法人西尾法人会

西尾市役所
会議室

【広　　報】 広報誌 「西尾法人会」3回発行

２７．４．２５ №132 税に関する各種情報を掲載� （全会員に郵送配布） 1,550部

２７．９．１５ №133 税に関する各種情報を掲載� （全会員に郵送配布） 1,550部

２８．１．１５ №134 税に関する各種情報を掲載� （全会員に郵送配布） 1,550部

� （その他関係各機関に持参） 300部

船内壁新聞 「西尾法人会」２回掲示

２７．５．２５ №5 税に関する各種情報、法人会活動を掲載
市営佐久島渡船内に掲示

２８．２．２９ №6 税に関する各種情報、法人会活動を掲載
市営佐久島渡船内に掲示

通年 ホームページ 税情報の発信　ホームページにより税情報を発信
（セミナーオンデマンドを含む）

【租税教室】 ２７．９．２５ 租税教室講師養成研修 青年部会員・女性部会員 税務署会議室

２７．１１．２５ 講師養成研修模擬教室 青年部会員・女性部会員 西尾信用金庫
中央支店会議室

学校名 講師 講師補助

２７．１１．２６ 1　西尾市立東幡豆小学校 青年部会員 女性部会員 6年生対象

２７．１１．２７ 2　西尾市立吉田小学校 青年部会員 女性部会員 6年生対象

２７．１２．１ 3　西尾市立一色東部小学校 青年部会員 6年生対象

２７．１２．７ 4　西尾市立一色西部小学校 青年部会員 6年生対象

２７．１２．１６ 5　西尾市立平坂小学校 青年部会員 女性部会員 6年生対象

２７．１２．１８ 6　西尾市立西野町小学校 青年部会員 女性部会員 6年生対象

２８．１．２６ 7　西尾市立一色南部小学校 青年部会員 6年生対象

２８．１．２８ 8　西尾市立津平小学校 青年部会員 6年生対象
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事業区分 開催日 行事名・内容等 備　考

税に関する
絵はがき
作品募集

　２７．５．８ 女性部会 税に関する「絵はがきコンクール」　後援依頼 西尾市教育委員会

西尾市教育委員会に作品募集に関し、学校あて周知
と後援依頼
（小学6年生対象）

～ ２７．６．３０ 女性部会 市内26小学校全校長を訪問、募集要項説明・参加依頼 各小学校

　２７．９．１８ 女性部会 募集締め切り　応募総数1,090作品

　２７．１０．１０ 女性部会 第1次審査 文化会館

　２７．１０．２２ 女性部会 第2次審査 法人会事務局

　２７．１０．２３ 女性部会 最終審査 西尾税務署

　２７．１１．１５ 女性部会 表彰式及び優秀作品の展示 ヴェルサウォーク

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
事業区分 開催日 行事名・内容等 備　考

税制改正の
提言

～ ２７．４ 提言案収集 理事、税制委員会委員などに対してアンケート

基礎情報を収集

　２７．４．３ 税制委員会 28年度税制改正提言案を集約、協議検討 文化会館会議室

　２７．５．８ 税制委員会 西尾法人会意見のとりまとめ

愛知県連を経由し全法連へ提言案を提出

要望書提出 自治体首長等へ提言書を手交
（平成28年度税制改正提言書）

　２７．１１．１３ 西尾市長 西尾市長室

　２７．１１．１３ 西尾市議会　議長・副議長 議長室

　２７．１１．１４ 西尾商工会議所・みなみ商工会・一色商工会 各会事務局

4　地域企業・地域社会への貢献を目的とする事業
事業区分 開催日 行事名・内容等 備　考

社会貢献 　２７．５．１５ 東支部・
中支部

春の交通安全・「人波作戦」に参加 ＪＡ本店周辺歩道
　

　２７．８．２ 一色支部 「わくわく西尾体験夏」佐久島・一色支部デー 佐久島

　２７．８．９ 幡豆支部 はずストーンカップチャレンジレース2015 東幡豆海岸

　２７．９．２９ 一色支部 交通安全お守り（瓢箪）活動 一色中部小学校

（一色中部小学校6年生との合同活動） 正門前

　２７．９．２５ 東支部・
中支部

秋の交通安全・「人波作戦」に参加（雨天のため中止）

　２７．９．３０ 西1・西2
支部

平坂中校区／交通安全・非行防止・防犯推進大会 矢田小学校体育館

　２７．１０．１０ 女性部会 呈茶活動／にしお産業物産フェア・西尾の抹茶の日 西尾市文化会館

（市内中学校茶道部等との合同活動）

　２７．１２．１７ 北支部 公共施設などの周辺／清掃活動 駅周辺（3駅）

　２７．１２．２４ 吉良支部 「サンタクロースが夢の町きらにやってくる」 吉良・幡豆町内

幡豆支部 （みなみ商工会協賛） 40世帯
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事業区分 開催日 行事名・内容等 備　考

健康・文化・
芸術に関す
る講演会研
修会等

２７．１１．３ 南支部 園芸講習会 講師：憩いの農園 福地ふれあいセンター

２７．１２．１０ 女性部会 ガーデニング講習会 講師：憩いの農園 福地ふれあいセンター

２８．１．２５ 女性部会 国宝見学（犬山城・如庵）講師：田中税理士事務所

２８．３．２５ 女性部会 健康促進料理教室 講師：畔柳 中央ふれあいセンター

視察研修 ２７．６．２０ 女性部会 名古屋大学「減災館」 講師：名大スタッフ 名古屋大学

２７．７．９ 一色支部 独立行政法人国立印刷局 彦根工場

２７．１０．１３ 吉良・幡豆
支部

本多電子株式会社 講師：研修先会社・
　　　役員、技術者

豊橋市本社

２７．１１．５ 北支部 メッセ名古屋　参加企業事業内容の研究 名古屋市

２７．１２．１１ 西1・西2
支部

岩崎模型製造株式会社 郡上市

講演会 ２７．５．１５ 総会記念 青年部会・女性部会合同
「�ビジネスや日常生活で役立つウソ（人間心理）の
見抜き方」
　講師：警察庁元幹部　森　透匡�氏

Ｆ＆Ｇシーズン

２７．５．１９ 総会記念 「笑って自然に触れて免疫力を高めよう」
　講師：東京医科歯科大学名誉教授　
　　　　　　　　　　　藤田紘一郎�氏

Ｆ＆Ｇシーズン

２７．７．１５ 支部合同講演会
北支部・南支部
・ひまわり会

「人の心動かすコミュニケーション術」
　講師：プレゼンテーションプランナー
　　　　　　　　　　　山本衣奈子�氏

文化会館　会議室

２８．１．２５ 経済講演会 「今年の経済展望」
　講師：信金中央金庫地域・中小企業研究所
　　　　主任研究員　　斉藤　大紀�氏
　

西尾信用金庫
本店会議室

２８．２．８ 支部合同講演会
吉良・幡豆支部

「�イライラしがちな私を変える気持ちのコントロー
ル術」
　講師：人材育成プロジェクト・ノイエ代表　
　　　　　　　　　　　飯島　敬子�氏

三河湾リゾート
リンクス

広報誌 ２７．８．２５ 広報誌取材

№１３２ 企業トップに聞く　（三河淡水魚㈱　　柴崎　忠義�氏） 企業本社

№１３３ 署長インタビュー　　西尾税務署長　　明光　幸和�氏 西尾税務署

№１３３ 企業トップに聞く　（プリ・テック㈱　高井　英和�氏） 企業本社

№１３４ 企業トップに聞く　（㈱高須組　　　　高須　誠一�氏） 企業本社

実務研修 ２７．１０．１
２７．１０．８
２７．１０．１５
２７．１０．２９
２７．１１．５
２７．１１．１１

税務簿記研修会第１回
税務簿記研修会第２回
税務簿記研修会第３回
税務簿記研修会第４回
税務簿記研修会第５回
税務簿記研修会第６回

【簿記初級講座】
仕訳～決算及び税務上の留意点
講師：西尾税務署　
　　　上席国税調査官
　　　　　　山下　俊郎�氏

西尾市文化会館
会議室
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5　会員企業並びに従業員の福利厚生に関する事業
事業区分 開催日 行事名・内容等

保険事業 通　年 簡易生命保険団体保険料
払込制度に係る集金業務

㈱かんぽ生命保険

労働災害上乗せ保険集金業務 豊田通商保険パートナーズ

通　年 各種保険制度の普及推進（案内、周知）
　　　　大型保障制度
　　　　ビジネスガード
　　　　がん・医療保険制度
　　　　貸倒保障制度
　　　　従業員医療共済

大同生命・ＡＩＵ・アフラック
大同生命・ＡＩＵ・アフラック
大同生命・ＡＩＵ・アフラック
三井住友海上火災保険
愛知県中小企業共済協同組合

福利厚生 通　年 名鉄グループ／「福利厚生倶楽部」の普及推進（案内、周知）

広告 年３回 会報誌「西尾法人会」を利用し、各種保険制度等の周知、案内を兼ね
広告掲載料の負担をお願いしている。

その他の事業

６　会員の交流に資するための事業
開催日 行事名・内容等

２７．４．１６ 第１０回　全国女性フォーラム「福岡大会」　懇談会

２７．６．２０ 女性部会　移動研修会　懇談会　

２７．７．３１ 青年部会　税務研修会　懇談会

２７．８．６ 理事会　懇談会

２７．１１．２０ 第２９回全国青年の集い「茨城大会」　懇談会

２８．３．８ 厚生委員会・支援会合同会議　懇談会

２８．３．２５ 青年部会　税務研修会　懇談会


