
 

平成２８年度事業報告 

 

概要 

 

 平成２８年度は、税に関する公益社団法人として、地域社会の発展に貢献すべく活発な事業

活動を進めてまいりました。実施にあたり会員皆様方の深いご理解と温かいご協力をいただき、

適正な申告納税の推進と納税道義の高揚を図るため、税務当局との連携を深め、税務行政の円

滑な運営に寄与すべく、納税協会の目指す役割を果たしてまいりました。 

 加えて、関係税務当局及び関係団体のご支援を得て、改正税法研修をはじめとする地域納税

者のニーズに合った各種研修会、税の講演会等を開催し、税に対する啓蒙活動と正しい税知識

の普及に努め、魅力ある納税協会をめざし事業活動の充実に努めてまいりました。 

 特に、協会の活性化と財政基盤の充実を図るため、法人部会、個人部会の各支部の事業活動

を通じて、役員の皆様には、会員の加入勧奨を積極的かつ継続的に実施していただきました。 

 今後とも、なお一層、公益法人としての認知度と評価を高める努力を傾注していくことで、

更なる組織の活性化とともに会員増強が図れるよう努めてまいります。 

 ここに、多大なるご支援を賜りました会員皆様方に改めまして心より感謝申し上げます。 

 以下、具体的事業内容につきましてご報告します。 

 

具体的内容 
 

１．税務指導と税務相談等の実施 

 本年は、確定申告期における署の地区相談は廃止されましたが、新たに開設されました申告

書等の提出会場におきましては、個人部会各支部役員の皆様の献身的なご支援により、円滑な

会場運営を図ることができました。 

 また、期間中には当会議室において、税理士会の支援による申告相談の実施、さらには e-Tax

コーナーを設けるなど、ICT を利用した申告の普及拡大と適正申告の指導に努めました。 

 更に、本年より確定申告時に記載すべき事項となりました「マイナンバー」への対応は、会

員の皆様のご理解とご協力を得て適切に行うことができました。 

 加えて、本年は税理士会と連携して一般納税者を対象とした無料相談会を実施するなど、新

たに公益性の高い事業に取り組みました。 

 

【 公－１ 】 

 

２．改正税法等説明会及び講演会 

 関係税務当局及び関係団体のご支援により、各種税法説明会を適期に開催するとともに会員

の皆様に有益な情報を提供すべく講演会も実施してまいりました。 

実施日 行 事 名 場 所 等 

2月 10・13～15日 地区申告受理  広畑・網干市民センター 香寺事務所 

2月 8・10・13～15日 確定申告無料相談会 協会３階会議室     （１８７名） 

2月 24日 申告納税相談  広畑市民センター     （６０名） 

3月 1日 申告納税相談  網干市民センター     （４５名） 

3月 3日 申告納税相談  東市民センター      （２１名） 

2月 20日～3月 10日 申告納税相談 協会３階会議室     （４４５名） 



【 公－２－(１) 】 

実施日 行 事 名 場 所 人 数 

4月 19日 税務研修 姫路キヤッスルホテル ４４名 

6月 22日 記帳説明会 協会３階会議室 １４名 

9月 14日 経理担当者研修会 姫路キヤッスルホテル ６４名 

10月 25日 改正法人税法説明会 姫路市文化センター ６１７名 

10月 28日 記帳説明会 協会３階会議室 ４６名 

10月 31日 記帳説明会 協会３階会議室 ４３名 

11月 24日 年末調整説明会 姫路市文化センター 1,015名 

12月 15日 記帳説明会(決算) 協会３階会議室 ８８名 

2月 6日 合同研修会〔相生・龍野〕 姫路キヤッスルホテル ９３名 
 

【 公－２－(２) 】 

実施日 行 事 名 場 所 人 数 

8月 23日 租税教育セミナー ドーンセンター ２名 

10月 5日 
秋季講演会 
㈱BCPJAPAN 代表取締役ＣＥＯ・防災士 山口 泰信氏 
「大災害から生き残る７つの法則」  

姫路キヤッスルホテル ４５名 

 1月 25日 

新春講演会 
◎ 健康社会学者 河合 薫  氏 
「上司と部下の力学 
  ～やる気を起こす組織づくりのヒント～」 
◎ 姫路市長 石見 利勝 氏 
「 幸せ 感動 夢ある姫路(まち) 」 

姫路キヤッスルホテル １１０名 

2月 2日 個人還付申告説明会 労働会館 １５名 

 

３．簿記・パソコン・租税教室等の開催 

 国税当局が取り組んでいる e-Tax及び ICT を利用した申告の普及拡大は、時代に即応した対

応であることから、その基礎知識の習得にむけ、簿記・パソコン教室を通年に実施しました。 

 また、租税教育の重要性を改めて強く認識し、納税貯蓄組合連合会と連携し、租税教育推進

協議会を通じて、幼稚園や保育所への紙芝居や歌『みんなのちから(税)』などをテーマとした

租税教室の開催は、かつてない回数を重ねることができました。 
 

【 公－２－(３) 】 

実施日等 行 事 名 場 所 人 数 

5月 9日～13日 パソコン教室 協会３階会議室 ４７名 

6月 10日・17日・24日 第 1回簿記教室 3日間(金)コース 協会３階会議室 ２０名 

6月 28日・7月 5日・12日 第 2回簿記教室 3日間(火)コース 協会３階会議室 ２２名 

8月 1日～5日 パソコン教室 協会３階会議室 ３８名 

11月 1日・2日・7日・8日 パソコン教室 協会３階会議室 ３１名 

11月 2日 個人網干支部 簡単！パソコンを使って確定申告書作成！  網干市民センター １０名 

11 月 4日 やさしい e-Tax操作研修会 協会３階会議室 １０名 

11月 7日 個人広畑大津支部 簡単！パソコンを使って確定申告書作成！  広畑市民センター １１名 

11月 11日・18日・25日 第 3回簿記教室 3日間(金)コース 協会３階会議室 １３名 

11月 8日 個人西部・川東支部 簡単！パソコンを使って確定申告書作成！  労働会館 １６名 

11月 21日 個人北部・飾磨支部 簡単！パソコンを使って確定申告書作成！ 協会３階会議室 １４名 
11月 28日 個人中南部・灘  

姫路西・東部支部 
簡単！パソコンを使って確定申告書作成！ 協会３階会議室 １８名 

12月 6日・13日・20日 第 4回簿記教室 3日間(火)コース 協会３階会議室 １４名 

1月 30日～2月 3日 パソコン教室 協会３階会議室 １８名 



【 公－２－(４) 】  

実施日 行 事 名 場 所 人数 

5月 9日 租税教室研修会  協会１階会議室 １９名 
 

 租税教室 紙芝居 ｢しあわせのあおいふうせん｣｢ダナの森ものがたり｣ 

      合唱 ｢みんなのちから(税)｣ 

実施日 場 所 参加人数 

 

実施日 場 所 参加人数 

5/13 砥堀こども園  ７０名 10/14 花田保育所 ３２名 

5/18 やながせ保育園 ５６名 10/18 網干保育園 ３２名 

5/19 城陽保育所 ４４名 10/24 市川台保育所 ５８名 

5/25 城東保育所 ２５名 10/25 山田こども園 ２４名 

5/31 飾磨保育所  ６１名 11/8 前之庄保育所・幼稚園 ２１名 

5/31 萩学園 ８０名 11/9 めぐみ保育所 ２８名 

6/2 林田こども園 ３０名 11/30 寺前小学校 ４４名 

6/3 若草保育所 １３９名 12/12 安富中・西保育所 ５７名 

6/6 溝口保育所 ３７名 12/13 四郷和光保育所 ３１名 

6/7 御着保育所  ２７名 1/12 船津こども園 ６２名 

6/9 大塩保育所 ３９名 1/13 香呂こども園 ５８名 

6/13 飾磨西保育所  １８名 1/16 瑠璃こども園 ２１４名 

6/14 高浜保育所  ２７名 1/17 的形こども園 １２２名 

6/14 中央保育所  ６０名 1/20 野里小学校 ５７名 

6/15 すごう保育園  ５０名 2/24 広西保育所 １８名 

10/12 高岡保育所 ４４名 3/16 まるやま保育園 ４６名 
 

４．会報誌・機関誌・小冊子等の配布 

 納税月報や税法関係小冊子の配布を行うなど、税知識の普及に努めるほか、姫路納税貯蓄組

合連合会との共同発行による広報紙「しらさぎ」の内容を充実すべく工夫をし、事業活動の紹

介並びに税に関する情報の発信に努めました。 

 

【 公－３－(１) 】 

 

 

【 公－３－(２) 】 

 

 

 

 

５．税務広報の実施 

 姫路駅前電光掲示板を利用した協会ＰＲ及び確定申告書の早期提出の推進広報を実施しまし

た。また、青年部会の早朝駅前広報活動として、確定申告ＰＲ用ポケットティッシュ・マスク

等を配布するなど、協会の事業活動のＰＲに努めたほか、税知識の普及活動の一環として福崎

町、神河町、市川町の商工祭りに参加し、税金クイズなどを行い、地域住民の方々に積極的な

税のＰＲ活動を実施しました。 

 さらに、姫路納税貯蓄組合連合会が実施している「中学生の税についての作文」及び「小学

生の税に関する書道・ポスター」の表彰として、「納税協会会長賞」を選考し賞状を贈呈しまし

た。加えて、作品カレンダーを作製するとともに、会報にも掲載しました。また、本年も引続

・広報紙「しらさぎ」発行（7月・11月・2月） 計 19,500部 

・納税月報 61,002部 ・協会ニュース 34,259部 ・税金ア･ラ･カルト 5,797部 
・ふれあい(夏･秋･冬･春）計 19,900部 ・ＮＫダイアリー 150部 
・源泉早見表 3,100部 ・源泉徴収税額表 3,100部 ・主要税法取扱便覧 3,100部 
・その他小冊子等 5,250 部  



き書道作品の路線バス車内吊りや確定申告期の広報をバスフロントマスクに掲出するとともに 

会員企業店舗にポスター張り出しの協力をいただくなど多方面にわたる税務広報に努めました。 

 なお、作品募集に際しては各小学校に広報用の置傘を提供しました。 

 

【 公－４－(１) 】 

実施日 行 事 名 場 所 人 数 

11月 11日 青年部会 早朝広報活動 ＪＲ姫路駅南・北 １９名 

2月 9日 青年部会 早朝広報活動 ＪＲ姫路駅南・北 ２４名 

 

【 公－４－(２) 】 

 

 

 

 
 

 

【 公－４－(３) 】 

 

 

 

【 公－４－(４) 】 

実施日 行 事 名 場 所 備 考 

5月 20日～22日 第 67回姫路お城まつり協賛 大手前通り 他 白鷲の新たな歴史を君の手で 

6 月 4日 第 22回三左衛門堀･川まつり 
三左衛門堀橋 
周辺公園 

e-Tax 風船を持って園児達
がパレード 

8月 4日 第 63回網干川まつり 網干大橋南 
協会ＰＲ花火(仕掛･早打) 
うちわ･ティッシュ等配布 

8月 9日 第 68回お夏・清十郎まつり 野里商店街 うちわ･ティッシュ等配布 

8月 27日 第 32回網干駅前納涼夏まつり 網干駅前 うちわ･ティッシュ等配布 

10月 29日 
福崎町 
「平成 28年度産業祭」 

福崎町エルデホール 
イベント広場 

税金クイズ参加 400名 
ヘリウム風船 500 
ティッシュ･小冊子等配布 

11月 6日 
神河町 
「第４回かみかわ商工祭」 

神河町役場本庁前広場 

ふるさと広場 

税金クイズ参加 250名 
ヘリウム風船 300 
ティッシュ･小冊子等配布 

11月 13日 
市川町 
「第 10回いちかわ商工祭」 

市川町文化センター 
芝生広場 

税金クイズ参加 300名 
ヘリウム風船 500 
ティッシュ･小冊子等配布 

 

【 公－４－(５) 】 

 

【 公－４－(６) 】 
 

【 公－４－(６) 】 

 

 

 

・中学生の｢税についての作文｣･･･協会会長賞 １名 

・小学生の｢税に関する書道・ポスター｣･･･協会会長賞 書道 3 名 ポスター２名 

・｢広報ひめじ｣ 広告(毎月約 215,000世帯) ・税に関する作品カレンダー (300)  
・消火栓広告  ・姫路駅前電光掲示板広告（11/1～11/17･2/1～3/15） 
・路線バス車内に｢税の書道｣掲出 （2/16～3/31）・路線バスフロントマスク(3/1～3/15) 
・その他の広告  税理士会支部報ひめじ・夢前川川まつり・網干川まつりボンボリ 

         福崎町産業祭・新年交礼会名簿・姫路市福祉マップ 

・うちわ(600) ・ボールペン(1,596) ・置傘(690) ・しおり(15,000) 
・風船(500) ・ヘリウム風船(1,200) ・ポケットティッシュ(4,000)   
・クリアホルダー(2,000) ・花の種(1,000)  ・マスク(1,000) 

姫路納税貯蓄組合連合会 

 (1)租税教育事業   (2)税務広報事業 



 

６．図書の販売・税にかかわる物品等のあっせん 

 各税の申告の手引き、個人の会計帳簿、会計ソフト等、会員のニーズに合った各種図書の購

入斡旋を行うなど、税知識の普及に努めました。 

【 収１－１ 】【 収１－２ 】 

 

 
 

７．事務受託及び不動産の賃貸 

 事務受託については、併設団体「姫路納税貯蓄組合連合会」及び「白鷺会」「友青会」の経理

処理を受託しました。不動産の賃貸については、３階会議室を税理士会等に貸与しました。 

【 収１－３ 】 

 

 

【 収１－４ 】 

 
 
 

８．福祉制度の推進 

 納税協会会員の福祉制度の一環として、また財政基盤の大きな一助として重要性が増してき

ました「経営者大型総合保障制度」の勧誘は受託会社（大同生命保険、AIU 損害保険）とともに

「会員の増強」と併せて推進してまいりました。 今後も会員の皆様のご理解、ご協力のもと

更に積極的かつ強力に推進活動を継続してまいります。改めてご協力いただきました会員の皆

様には感謝申し上げます。 

【 収２－１ 】 

実施日 行 事 名 場 所 人 数 

7月 26日 経営者大型総合保障制度プロジェクト
チーム発足会議 

森富 ９名 

8月 30日 福祉制度委員会 姫路キヤッスルホテル １８名 

1月 19日 経営者大型総合保障制度プロジェクト
チーム打合せ会議 森富 １０名 

1月 19日 福祉制度委員会 森富 １９名 

 

９．組織の充実と強化 

 組織の活性化及び財政基盤の確立を維持していくためには、会員の増強を図ることが極めて

重要であることから、当協会の支部役員会においては、主要議題を会員の加入勧奨とし、役員

皆様方が高い意識を有していただき、継続して意欲的に取り組んでまいりました。 

 その結果、厳しい経済環境の中、法人部会会員数の減少は、底打ち感を示してまいりました。

引き続き最重要課題として、組織の充実と強化を確立すべく従前にも増して一層の努力を継続

してまいります。 

 今後も、法人部会、個人部会の積極的な事業活動はもとより、活力ある青年部会の活動、と

りわけ連合会青年部会連絡協議会の共通テーマとなりました「租税教育活動」を着実に取り組

んでいくこととしております。併せて、併設団体である「白鷺会」「友青会」の活動を組織の中

核として位置づけ、さらに活発な事業活動の展開を図ってまいります。 

 

 

・近畿税理士会姫路支部 ・兵庫県西税理士協同組合 他 

・姫路納税貯蓄組合連合会 ・白鷺会 ・友青会 

・図書の販売 ・路線価コピー ・ソリマチ会計ソフト 



 

【 他１－１ 】 

実施日 行 事 名 場 所 人 数 

11月 16日 納税表彰式 姫路キヤッスルホテル ９８名 
 

【 他１－２－(１) 】 

 
 
 

【 他１－２－(２) 】 

 

 

 
 

【 他１－３－(１) 】 

実施日 行 事 名 場 所 人 数 

4月 19日 法人加入勧奨事績検討会 姫路キヤッスルホテル ４４名 

4月 19日 法人加入勧奨事績検討会意見交換会 姫路キヤッスルホテル ３９名 

4月 20日 個人正副地区長会 まねき食品 ４９名 

4月 20日 個人正副地区長意見交換会 まねき食品 ４２名 

5月 9日 個人広畑大津支部役員意見交換会 森重 ８名 

5月 24日 定時社員総会意見交換会 姫路キヤッスルホテル ９０名  

6月 13日 法人姫路東支部役員会・意見交換会 千寿 ２０名 

6月 14日 法人北東支部役員会・意見交換会 姫路商工会議所 １８名 

6月 15日 法人南部支部役員会・意見交換会  千寿 １７名 

6月 16日 法人灘支部役員会・意見交換会 てつや ２３名 

8月 2日 全体役員会 姫路キヤッスルホテル １３０名 

8月 2日 役員意見交換会 姫路キヤッスルホテル １０５名 

8月 24日 法人姫路東支部役員交流会 生野高原 １３名 

8月 30日 法人支部長会議 姫路キヤッスルホテル ２７名 

8月 30日 法人支部長意見交換会 姫路キヤッスルホテル ２１名 

9月 7日 個人支部長会議 協会 3階会議室 ２４名 

9月 7日 個人支部長意見交換会 竹善 １７名 

9月 12日 法人西部支部役員会・意見交換会 姫路商工会議所清交倶楽部 １９名 

9月 13日 淡路・播磨青連協総会 ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ東条湖 姫路 ４名  

9月 21日 法人姫路北支部役員会・意見交換会 姫路商工会議所清交倶楽部 １９名 

10月 5日 青年役員会 協会１階会議室 １１名 

10月 19日 法人飾磨支部役員会・意見交換会 姫路キヤッスルホテル ２２名 

11月 2日 個人網干支部役員会 網干市民センター  １０名 

11月 7日 個人広畑大津支部役員会 広畑市民センター  １４名 

11月 8日 個人西部・川東支部役員会 労働会館 １４名 

11月 11日 青年早朝税務座談会 姫路キヤッスルホテル １６名 

11月 21日 個人北部・飾磨支部役員会 協会 3階会議室 １２名 
      

・メールマガジン・・・ ８６８配信 

・４月 納税協会統一会員章の配付・・・ 4,950枚 
・９月 法人会員申告書添付シールの配付・・・ 2,523枚 
・１月 個人会員決算書添付シールの配付・・・ 2,201枚 



 

実施日 行 事 名 場 所 人 数 

11月 25日 

第９回「青年の集い」北近畿大会 
「繁盛させたければ、お客様の声を聞け」 
カレーハウス CoCo 壱番屋創業者 
      宗次 徳二氏 

舞鶴市総合文化会館 
赤れんがイベントホール 

姫路 
１０名 

11月 28日 個人中南部・灘・姫路西・東部支部役員会 協会 3階会議室 １６名 

12月 5日 法人広畑支部役員会・意見交換会 丸よし １６名 

12月 6日 法人網干支部役員会・意見交換会 ﾎﾃﾙ ｼｰｼｮｱ･ﾘｿﾞｰﾄ １７名 

1月 6日 合同研修会 打合せ会〔相生・龍野〕 協会１階会議室･百太郎 ９名 

1月 19日 法人支部長会議 森富 １９名 

1月 19日 法人支部長意見交換会 森富 １９名 

1月 26日 新年意見交換会 姫路キヤッスルホテル ８８名 

2月 6日 合同研修会 意見交換会〔相生・龍野〕 姫路キヤッスルホテル ６３名 

2月 9日 青年早朝税務座談会 姫路キヤッスルホテル ２１名 
 
【 他１－３－(２) 】『ＮＫメンバーズツアー（「企業経営税務研修ツアー」から改称）』 
 

実施日 行 事 名 場 所 人 数 

6月 18日～20日 第１回ＮＫメンバーズツアー 利尻・礼文 ２７名 

6月 19日～21日 第１回ＮＫメンバーズツアー 利尻・礼文 ８名 
 
 役員会行事 他 

 
 
 ※代議員選挙を下記のとおり実施いたしました。 

代議員選挙の実施に関する告示日 ７月１日(金) 

立候補・推薦届出受付期間 ７月１日(金)から７月１１日(月)まで 

代議員候補者と投票に関する告示日 ７月１９日(火) 

投票期間 ８月１日(月)から８月１０日(水)午後 3時まで 

開票日時 投票期間終了後 ８月１０日(水)午後 3時 即日開票 

代議員選挙の当選者に関する告示 ９月１日(木)  212人社 (法人 176社 個人 36人) 

 
   平成 28 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」 
   第 34 条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在 
    しないので作成しない。   
                             平成 29 年  公益社団法人姫路納税協会 
 

実施日 行 事 名 内 容 場 所 人 数 

4月 18日 監査 平成 27年度事業及び決算の監査 協会１階会議室 ６名 

4月 25日 合同正副会長会 理事会付議事項について 協会１階会議室 １８名 

4月 25日 第 16回理事会 平成 27年度事業報告･決算承認 他 協会３階会議室 ５２名 

5月 24日 
第 6回 
定時社員総会 

平成 27年度事業報告･決算承認 
役員選任 定款の一部変更 

姫路 

キヤッスルホテル 
１２５名 

5月 24日 第 17回理事会 役員選定について 
姫路 

キヤッスルホテル 
５６名 

7月 27日 合同正副会長会 事業報告と今後の事業活動について ミレ １９名 

2月 7日 正副会長会 理事会付議事項について 協会１階会議室 １７名 

2月 7日 第 18回理事会 平成 29年度事業計画・収支予算 他 協会３階会議室 ４６名 


