
公益社団法人米沢法人会 平成 30 年度事業計画     
 

 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

Ⅰ 法人会理念 

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。 

 

Ⅱ 基本方針 

 「良き経営者をめざすものの団体」として、税知識の普及と納税意識の高揚に努め、税制・税務

に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄

与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。 

 

Ⅲ 具体的基本方針 

(1) 組織の充実強化と財政基盤の確立 

  健全な納税者団体として事業の公益性を高めるとともに、会員増強キャンペーンを実施し、積

極的に会員増強を推進し組織基盤を強化する。会員の積極的な自己啓発の支援と事業活動の充

実をはかる。会員親睦交流事業を実施し会員の親睦を諮る。 

(2) 税制改正に向けた提言・要望意見の提出 

  「今後の望ましい税制のあり方」を基本テーマに適正公平な税制と税負担の合理化を図るとと

もに、中小企業の活性化に資する税制の確立のために、税のオピニオンリーダーとして、県法

連・全法連を通じて税制改正の提言を行いその実現に努める。 

(3) 税務行政への協力及び啓発活動 

  公益事業の柱「国政の健全な運営の確保に資する」事業として、税務行政の円滑な運営に協力

するとともに、街頭広報や会報を通じて申告納税制度の普及発展に寄与する。国税電子申告・

納税システム(e-Tax)及び地方税電子申告システム(eL-Tax)の普及拡大に協力する。 

(4) 税及び会社決算・経営・労務・人材育成に関する各種研修会の開催 

税務当局、東北税理士会米沢支部のご協力のもと、税務・決算・経営・労務・人材育成セミナ

ーの開催や当会ホームページを利用したインターネットセミナーの利用拡大を推進する。 

(5) 地域社会の健全な維持発展に寄与する 

地域の公共施設の清掃を行い参加者に花苗をプレゼントする「ｸﾘｰﾝ＆ｸﾞﾘｰﾝ作戦」、米沢南陽道

路開通記念に植樹した側道の「桜」保全作業、地域の福祉施設に新品タオルのプレゼント事業

を行い、地域社会の健全な維持発展に貢献する。 

(6) 税の広報活動の積極的推進 

  4 月・7 月・10 月・1 月発行の「法人会だより」を通じて、税の広報活動を積極的に推進する。

ホームページを活用し税の広報や情報の発信に努める。 

 (7) 会員サービス事業福利厚生制度の推進 

  会員企業の福利厚生制度充実のため、法人会の、経営者大型総合保障制度・ビジネスガード・

がん保険・中小企業向け貸倒保障制度の推進に協力する。 

  法人会会員の金利優遇制度の推進、会員サービスを提供する。 

 

 

 



 

 

1. 会議関係 

(1) 総会の開催 

(2) 正副会長会議の開催 

(3) 理事会の開催 

(4) 委員会の開催 

(5) 支部会議の開催 

(6) 顧問会議の開催  

(7) 税務当局との懇談会の開催  

(8) 税務当局・税理士会との懇談会の開催 

  

2. 組織関係 

(1) 会員の増強拡大 

(2) 法人会活動の基盤となる支部・委員会活動の充実と部会活動の支援と育成 

 

3．税知識の普及を目的とする事業 

(1) 新設法人説明会(2 回) 

  (2) 決算法人説明会(4 回) 

(3) 改正税法説明会(随時) 

(4) 消費税軽減税率制度セミナー 

(5) 税務研修会 

 (6) 支部税務懇談会 

(7) 年末調整説明会  

(8) 小学生・中学生・高校生を対象とした租税教育 

 

4．納税意識の高揚を目的とする事業 

 (1) 「税を考える週間」税の広報活動 

 (2) 「税を考える週間」新聞広告掲載 

 (3)  小学生の税に関する絵はがきコンクール 

 (4) 小学生・中学生に税のまんが本プレゼント事業 

 (5) 高校生の税に関する作文コンクール 

(6) e-Tax と eL-Tax の普及拡大と利用促進  

   (7) ホームページ(通年)・会報(4 月・7 月・10 月・1 月)による税の広報 

 

5．税制及び税務に関する調査研究並びに提言による税情報の発信 

 (1)  税制に関するアンケート調査の実施 

  (2)  税制改正要望全国大会鳥取大会・税制改正の提言  

 (3)  税制改正提言書を関係機関へ提出 

   (4)  法人会全国青年の集い岐阜大会 

(5)  法人会全国女性フォーラム山梨大会 

 

 



6．地域企業の健全な発展に資する事業 

 (1) 総会記念講演会・青年部会講演会・女性部会講演会 

(2) 税を考える週間記念講演会  

(3) 新入社員研修・ビジネスマナー 

(4) 複式簿記夜間講座(15 回) 

(5) 経営計画・経営分析・経営改善等研修会 

(6) 営業力・売上アップセミナー 

(7) 労務対策セミナー 

(8) 健康セミナー 

(9) 普通救命セミナー 

(10) 新春講演会・新春セミナー 

(11) 健康経営セミナー 

(12) インターネットセミナー(通年)  

(13)  自主点検チェックシート・自主点検ガイドブック配布 

 

7．地域社会への貢献を目的とする事業 

(1) 地域清掃活動(クリーン＆グリーン作戦) 

 (2) 米沢南陽道路側道の桜の木保護事業 

 (3) 福祉施設に新品タオル寄贈事業 

(4) コンサート 

(5) 地域イベントへの参加 

 

8．会員交流に資するための事業 

(1) 会員親睦交流会 

(3) 役員懇談会 

(4) 税務懇談会  

(5) 東北税理士会との懇談会  

(6) 他法人会との部会間交流会 

   

9．会員支援・会員の福利厚生等に関する事業 

(1) 優良経理担当者表彰 

(2) 経営者大型保障制度の普及推進 

(3) 経営保全プランの普及推進  

(4) 法人会ビネスガード 

(5) がん保険制度の普及推進 

(6) 貸倒保障制度(取引信用保険)の普及推進 

(7) PET/CT による「がん検診」 

(8) 会員金利優遇制度 

(9) 会員クーポン券発行 

(10) 大型保障制度推進キャンペーン表彰 

(11) その他会員の福利厚生に資する事業  

 

10．その他本会の目的を達成するために必要な事業 



平成 30年度 事業等計画(案) 

月 種  類 内     容 

4 

社員研修 新入社員研修会 カラボーレーション代表 鳥沢久美子氏 4/12 

総会講演 女性部会通常総会  

総会講演 青年部会通常総会・講演会 (租税教室プレゼン)  

5 

税務研修 法人税決算説明会① 米沢税務署担当官 5/11 

税務研修 新設法人説明会① 米沢税務署担当官 5/11 

講  演 第 6回通常総会・記念講演会 5/21 

社会貢献 第 22回クリーン＆グリーン作戦 5/27 

6 

移動研修 女性部会移動セミナー                       

税務研修 消費税軽減税率制度セミナー 

社会貢献 米沢南陽道路側道桜の保全作業  

7 
社員研修 ビジネスマナー NTT東日本山形 遠藤ひさよ氏  

講  演 青年部会経営セミナー         

8 

税務研修 法人税決算説明会② 米沢税務署担当官  

税務研修 e-TAX体験教室 

救命研修 普通救命講習会 消防署救急隊員  

9 

健  康 健康経営セミナー 

税務研修 平成 30年度税制改正セミナー 

簿記研修 複式簿記夜間講座 15回 米沢商業高等学校教諭 【共催事業】 

10 

税務懇談 南陽支部税務懇談会 高畠支部税務懇談会 川西支部税務懇談会  

社会貢献 社会貢献コンサート 

租税教育 小学校 6年生・中学校 3年生へ税のマンガ本プレゼント  

11 

講  演 税を考える週間講演会  

税務懇談 米沢支部税務懇談会  

税務研修 年末調整説明会①②③ 米沢税務署担当官  

社会貢献 女性部会福祉施設にタオルプレゼント  

12 

税務研修 法人税決算説明会③ 米沢税務署担当官  

税務研修 新設法人説明会② 米沢税務署担当官  

租税教育 小学校 6年生に出前租税教室  

1 

講  演 青年部会・女性部会合同新春セミナー       

租税教育 小学校 6年生に出前租税教室  

租税教育 女性部会税に関する絵はがきコンクール 

2 
講  演 東北税理士会米沢支部・米沢法人会新春講演会  

税務研修 法人税決算説明会④ 米沢税務署担当官  

3 労務研修 労務対策セミナー 社会保険労務士  

随時 
IT研修 インターネットセミナー  

租税教育 税の絵はがき展示 確定申告会場、金融機関・置賜総合支庁・市町ロビー 

上記のほか、商工会議所・商工会との共催により情勢に対応する講習会を開催いたします。 


