
①（第１号議案） 平成３０年度・事業報告 承認の件  
 

平成３０年度 事業報告 
Ⅰ 平成３０年度の事業活動概況 

平成３０年度の事業活動は、基本的な事業計画に沿い、納税意識の向上と税知識の

普及、税制に対する調査研究と要望活動（税の提言に関する事業）を推進した。 

また、経営者としての資質の向上を図り、地域社会への貢献を目的とする事業を幅広く

展開した。 

 

Ⅱ 主な事業報告 

１.納税意識の向上と税知識の普及、税の提言に関する事業報告 

  事業活動を通じて、納税意識の向上と税知識の普及はもとより、異業種間の情報交換

の場として各種研修会、講演会、実務講座などを活発に開催した。 

春と秋の２回「税務研修会」を行い、「中野法人会経営塾として３回の研修会」を行なっ

たが、継続して行なってきている「事業承継セミナー」に関しては、参加者が異常に少

なく、次年度は、開催時間を遅らせるなど、検討を要する結果となった。 

税制等の調査･研究を行い、会員に周知し、税制に関して会員の意見を集約し、関

係機関に対して要望活動を展開した。 

   

２.親会・部会・支部の公益事業（社会貢献活動）の報告 

  公益社団法人として、従来の事業を見直しながら、公益性のある事業を実施した。「中

野通り桜まつり」「中野にぎわいフェスタ」では、多くの皆様の応援を得て、『税金クイズ』

を実施した。約2,000名の方に対して、税知識の普及などのPRに努め、中野法人会の

知名度の向上を図った。 

源泉研究部会は、「第７回税の川柳コンクール」を実施し、２３７作品の応募があった。

青年部会は、区内小学校６年生を対象に、１２校で「租税教室」を実施する事ができた。 

女性部会は、「CO2削減メニュー３３」を、春と秋、計2,000名に配布した。７月と１２月「い

ちご週間」のPRを行なった。「第９回税に関する絵はがきコンクール」を行い、中野区内

の小学校５校から１３１作品の応募があった。 

各支部においては、全支部が「社会貢献活動」を実施した。 

 

３.厚生共益事業及び福利厚生制度普及促進の報告 

安心してより良い企業経営に専念できるよう、各種共済制度の促進に努めた。 

特に、受託３社共有施策として計画する「福利厚生制度２年２万社純増運動」の推進に

積極的に協力し、財政基盤の強化に貢献した。 

又、日帰りバス研修会、親睦ゴルフコンペ、親睦ボウリング大会等、福利厚生事業を

３回実施し、大好評に終える事ができた。支部においては、今年度も、大変活発に福利

厚生事業を展開した。 

 

４．組織の充実・強化の報告 

  組織強化の一環として、本年度も皆様の協力により、新入会員として、７５社を獲得す

る事ができた。特に、１０月からの強化月間には、役員及び受託会社の協力を得て、

『未加入法人』を廻って頂いたが、残念ながら目標達成には至らなかった。 



 

主な事業活動の概要 

 

●Ⅰ【公益目的事業１～３】 ※（公益１の事業は、１･２･３まであります。） 

①．（公益１－１･２･３）税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業 

 

◎１．（公益１－１）税知識の普及を目的とする事業 

（１）「新設法人説明会」（６回開催）（延：１１０名参加） 

（於：法人会館２階会議室又は中野税務署別館会議室２階） 

   講師：東京税理士会中野支部税理士様＆中野税務署審理担当官様 

内容：（担当＝税理士会）①法人の記帳と税金＆ 

②源泉所得税について（担当＝中野税務署審理官他） 

５月１７日（１８名）：７月１９日（９名）：９月２０日（２６名）：１１月１６日（２５名） 

１月２４日（２０名）：３月２９日（１２名） 

 

（２）「決算法人説明会」（１０回開催）（延：２５９名参加） 

（於：法人会館２階会議室又は中野税務署別館会議室２階） 

講師：中野税務署審理担当官様 

内容：①税制改正のﾎﾟｲﾝﾄ＆法人税について ②消費税・印紙税 ③源泉所得税等 

４月１８日（１７名）：５月１６日（２１名）：６月２０日（１７名）：７月１８日（１８名） 

８月２２日（２０名）：９月１８日（３６名）：１０月１７日（１８名）：１２月１９日（３６名） 

１月２３日（１９名）：３月２８日（５７名） 

  

（３）「法人税・消費税申告書の書き方説明会」（４回開催）（延：４６名参加）（於：法人会館） 

講師：中野税務署審理担当官様 

内容：①法人税申告書記載要領（具体例による説明と作成）②主要な税制改正点等 

４月３日（１５名）：６月４日（７名）：１０月９日（１３名）：２月５日（１１名） 

 

（４）「税務研修会」（社員総会の後段で開催）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ１３F）（１４３名参加） 

開催日：５月１０日 

演題：「平成３０年度・税制改正」 

講師：斎藤会計事務所 齋藤英一先生 
   

（５）「第26回法人税・第27回源泉所得税実務講座」（１回開催）（於：署別館）（２９名参加） 

   開催日：１０月３０日       講師：中野税務署審理担当上席様 

 

（６）「年末調整説明会」（中野区・中野税務署・法人会の共催）（３日間） 

１１月５･６日（中野ｾﾞﾛ小ﾎｰﾙ）、１１月７日（野方区民ﾎｰﾙ）（延：６２１名参加）   

 

（７）「署長講演会」（新年賀詞交歓会の前段で開催）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ１３F）（１４８名参加） 

開催日：平成３１年１月１０日 

演題：「税務署ここだけ話」 

講師：中野税務署長 小田 満明様 



 

（８）「支部税務研修会」 

●「春（４月）の支部別・税務研修会」（８回開催） 

講師：中野税務署・山元第1統括官様・支部担当統括官様 

内容：平成３０年度税制改正のあらまし（講師：馬場審理上席様） 

（延：１６６名参加）                      ※参考（昨年度：２３１名参加） 

 

４月 ９日「第７支部研修会」  （於：西武信金・東中野支店）     （１８名出席） 

４月１０日「第８支部研修会」  （於：西武信金・本店８階会議室）    （２０名出席） 

４月１１日「第１１支部研修会」 （於：西京信金・南中野支店）      （１０名出席） 

４月１１日「第１２支部研修会」 （於：西京信金・南中野支店）       （８名出席） 

４月１２日「第１支部研修会」  （於：西武信金・鷺宮支店）        （２１名出席） 

４月１３日「第９支部研修会」  （於：西武信金・本町通支店）      （２１名出席） 

４月１３日「第１０支部研修会」 （於：西武信金・本町通支店）      （１５名出席） 

４月１６日「第２支部研修会」  （於：西京信金・沼袋支店）        （１４名出席） 

４月１７日「第４支部研修会」  （於：法人会館２階）             （６名出席） 

４月１７日「第５支部研修会」  （於：法人会館２階）             （９名出席） 

４月１７日「第６支部研修会」  （於：法人会館２階）             （９名出席） 

４月１８日「第３支部研修会」  （於：西京信金・野方支店）       （１５名出席） 

 

●「秋（１０月）の支部別・副署長講話＆税務研修会」（８回開催） 

講師：中野税務署・渕野副署長様・今野第1統括官様・（支部担当統括官）様 

内容：「国税査察官の仕事」（講師：渕野副署長様） 

内容：「消費税の軽減税率制度他」（講師：馬場審理上席様） 

（延：１４７名参加）                      ※参考（昨年度：１６６名参加） 

 

１０月 ３日「第１１支部研修会」 （於：西京信金・南中野支店）     （１０名出席） 

１０月 ３日「第１２支部研修会」 （於：西京信金・南中野支店）     （１０名出席） 

１０月 ９日「第８支部研修会」  （於：西武信金・本店８階）         （１８名出席） 

１０月１５日「第３支部研修会」  （於：西京信金・野方支店）       （１５名出席） 

１０月１６日「第１支部研修会」  （於：西武信金・鷺宮支店）       （１６名出席） 

１０月１８日「第２支部研修会」  （於：西京信金・沼袋支店）       （１４名出席） 

１０月１９日「第４支部研修会」  （於：法人会館２階）            （５名出席） 

１０月１９日「第５支部研修会」  （於：法人会館２階）            （７名出席） 

１０月１９日「第６支部研修会」  （於：法人会館２階）            （１１名出席） 

１０月２２日「第７支部研修会」  （於：西武信金・東中野支店）      （１５名出席） 

１０月２３日「第９支部研修会」  （於：西武信金・本町通支店）      （１７名出席） 

１０月２３日「第１０支部研修会」 （於：西武信金・本町通支店）      （１０名出席） 

 

（９）「部会の税務研修会」 

「源泉研究部会」 

４月 ５日「平成３０年度･税制改正」講師：中野税務署・今川審理調査官（９名参加） 

６月 ７日「平成３０年度・税制改正」講師：斎藤会計事務所・齋藤英一先生（１３名参加） 



１１月 １日「平成30年度・年末調整」講師：中野税務署・今川審理調査官（２５名参加） 

１月１０日「サラリーマンの確定申告」講師：中野税務署・松田審理上席 （１５名参加） 

２月 ７日「必ず成功する【経営計画】の立て方」 講師：斎藤会計事務所・齋藤英一先生（10名参加） 

 

「青年部会」 

４月 ６日「平成30年度・税制改正」講師：中野税務署・馬場審理上席 （２３名参加） 

６月 ８日「平成30年度・税制改正」講師：斎藤会計事務所・齋藤英一先生（１７名参加） 

１２月 ７日「租税教室養成講座」 講師：渋谷税務署・齊藤広報公聴官 （２３名参加）  

２月 ８日「必ず成功する【経営計画】の立て方」 講師：斎藤会計事務所・齋藤英一先生（１９名参加） 

 

「女性部会」 

４月 ４日「平成30年度税制改正」講師：中野税務署・馬場審理上席  （２７名参加） 

６月 ４日「平成30年度税制改正」講師：斎藤会計事務所・齋藤英一先生 （１５名参加） 

２月 ６日「必ず成功する【経営計画】の立て方」 講師：斎藤会計事務所・齋藤英一先生（２２名参加） 

 

 

 

 

◎２．（公益１―２）納税意識の高揚を目的とする事業 

（１）「平成３０年度・事業報告（社会貢献活動）」 

（親会・支部） 

（親会） ４月７日～８日「第３２回・中野通り桜まつり」“税金クイズ”を実施（対象500名） 

       ※青年部会主催の小・中学生（500名を対象）に“税金クイズ”を実施 

（支部） ８月４日「鷺宮盆踊り」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（対象：150名） 

（支部） ８月５日「鍋横夏祭り：小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（青年部会・女性部会他）（対象：200名） 

（支部） ８月２４日「川島・夜店市」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（対象：150名） 

（支部） ９月１４日「中野・氷川神社祭礼」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（対象：100名） 

（親会）１０月６・７日「中野にぎわいﾌｪｽﾀ2018」（四季の森公園）   （対象：1,500名） 

※青年部会主催の小・中学生（1,500名を対象）に“税金クイズ”を実施 

（支部）１０月２０日「野方地区まつり」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（対象：150名） 

（支部）１０月２1日「丸山塚子供ﾜｲﾜｲ広場」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（対象：150名） 

（支部）１１月 4日「上高田子供まつり」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（対象：150名） 

（親会）１１月１２日「“税を考える週間”冒頭駅頭ＰＲ活動」（ＪＲ中野駅周辺） （対象：750名） 

（親会） ２月１８日「“確定申告期”冒頭駅頭ＰＲ活動」（ＪＲ中野駅周辺）（対象：26名） 

 

（源泉研究部会）「第７回税の川柳コンクール」 

※ 今年度の応募総数：２３７作品（昨年度の応募総数：２３３作品） 

 

（青年部会）「租税教室」 

４月２２日（東法連第4ブロック）「一斉税金ｸｲｽﾞｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ」（於：としまえん）を実施（対象：1,000名） 

５月１３日（他会主催：後援・青年部会）「第41回わんぱく相撲大会」（於：中野体育館） 

                               “税金クイズ”を実施（小学生対象：623名） 

９月１２日（東法連第4ブロック）「租税教室“税金ｸｲｽﾞ”」（於：愛児の家）を実施   （２名参加） 



１０月２７日（東法連第4ブロック）「租税教室“税金ｸｲｽﾞ”」（於：ﾏﾊﾔﾅ学園）を実施  （４名参加） 

１１月１０日「上鷺宮小学校・租税教室（2ｸﾗｽ別：64名）」            （１１名参加） 

１１月１３日（東法連青連協）「“税を考える週間”駅頭PR活動」（於：新宿駅）を実施 （2名参加） 

１１月１５日（東法連青連協）「“税を考える週間”TAXWEEK“」（於：ｷｯｻﾞﾆｱ東京）を実施（4名参加） 

※（11/14：小池東京都知事、11/16：藤城東京国税局長）視察 

１２月 ７日「租税教室・講師養成研修会」                   （２３名参加） 

１２月 ８日「江古田小学校・租税教室（2ｸﾗｽ別：44名）」            （１６名参加） 

 １月１２日「上高田小学校・租税教室（1ｸﾗｽ：33名）」             （７名参加） 

 １月１２日「北原小学校・租税教室（2ｸﾗｽ合同：45名）」        （１８名参加） 

                 ※（酒井区長＆荒木議員も参加） 

 １月１２日「江原小学校・租税教室（2ｸﾗｽ別：69名）」            （６名参加） 

 １月１２日「緑野小学校・租税教室（2ｸﾗｽ別：78名）」            （５名参加） 

 １月２１日「桃花小学校・租税教室（3ｸﾗｽ別：85名）」          （１６名参加） 

 ２月 ８日「白桜小学校・租税教室（2ｸﾗｽ別：58名）」           （１０名参加） 

 ２月 ９日「谷戸小学校・租税教室（2ｸﾗｽ別：53名）」           （１２名参加） 

 ２月 ９日「桃園第二小学校：租税教室（2ｸﾗｽ合同：48名）」         （６名参加） 

 ２月 ９日「桃園小学校・租税教室（2ｸﾗｽ合同：64名）」         （１２名参加） 

３月 ５日「向台小学校・租税教室（1ｸﾗｽ：33名）」            （９名参加） 

 

※《区内小学校：１２校、６年年生対象＝６７４名、派遣講師＝延・１９６名》  

 

●（租税教室事前打合せ：１２回）（部会長・根本様・佐藤専務理事・三國課長他） 

●（租税教室事前デモ：数回） 

 

 

（女性部会）「第９回税に関する絵はがきコンクール」 

※今年度の応募総数：５校、１３１作品 （内訳：４年生４２名、５年生２２名、６年生６７名） 

 （昨年度の応募総数：９校、７８作品） 

 

 （２）平成２９年度・事業報告（広報誌“なかの”及びﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる税情報の発信 

 広報誌“なかの”ＮＯ．220号（5月1日号） ◎新入会員特別研修会特集号他 

 

 広報誌“なかの”ＮＯ．221号（7月1日号） ◎第７回通常総会特集号他 

 

 広報誌“なかの”ＮＯ．222号（9月1日号） ◎中野税務署定期異動特集号他 

 

 広報誌“なかの”ＮＯ．223号（11月1日号）◎役員合同会議・社会貢献活動他 

 

 広報誌“なかの”ＮＯ．224号（1月1日号） ◎新春対談・貢献活動他 

 

 広報誌“なかの”ＮＯ．225号（3月1日号） ◎新年賀詞交歓会特集号他 

   

●（編集会議：６回 別途掲載） 



◎３．（公益１―３）税制及び税務関する調査研究並びに提言に関する事業 

 

（１）「税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出」（全国大会の次第の中で････・） 

・理事及び税制税務委員、他税理士先生による研修会後、アンケート提出して頂いた。 

「第３５回法人会全国大会（鳥取大会）」（平成30年10月11・12・13日）   （１３名参加） 

 

（２）「第３２回全国青年の集い（岐阜大会）」開催日：１１月９日          （３名参加） 

  （３名参加） 

 

（３）「第１３回法人会全国女性フォーラム（山梨大会）」開催日：４月１２日      （３名参加） 

 

（４）「中野税務懇談会」（会長・専務理事他出席）（会場：中野税務署別館会議室） 

  ４月２０日、６月７日、８月７日、１０月１０日、１１月２７日（臨時）、１１月１５日（懇談会）、

１月１６日 

 

（５）「中野租税教育推進協議会」（会長、青年部会長、女性部会長、専務理事出席） 

６月５日「中野区租税協推進懇談会」（会場：中野税務署別館会議室） 

 

 

２．（公益２）地域企業の健全な発展に資する事業 

（１）「第41回初歩の簿記講習会」 ６月11・12・13・14・15日（於：法人会館・5日間） 

講師：東京税理士会中野支部 吉田信康先生             （延：86名参加） 

 

（２）中野区：ﾃﾗﾊｳｽＩＣＡとの共催：7月12日「初心者のための講座」 

＆12月20日「初心者向けｽﾏｰﾄﾌｫﾝ講座」 

（於：専門学校東京ﾃｸﾆｶﾙｶﾚｯｼﾞ）（7月12日＝41名参加）（12月20日）＝36名参加） 

 

（３）「はじめてのパソコン会計入門（弥生会計）１１月１６日（於：弥生㈱秋葉原ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ） 

講師：東京税理士会中野支部 吉田信康先生             （延：１４名参加） 

 

 

３．（公益３）地域社会貢献事業 

（１）（共益公益事業委員会主催）「第19回春の講演会」４月１９日（於：中野サンプラザ１1Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ） 

   「健康を見直そう～食事・運動・睡眠～」講師：河崎幹雄氏（病院長） （６５名参加） 

 

（２）（源泉研究部会主催：共益公益事業委員会共催） 

「中野法人会経営塾第一弾“年金あれこれ”」９月６日（於：法人会館） 

    講師：中野社会保険事務所 土屋所長他 （１７名参加） 

 

（３）（支部）『“税を考える週間“「セーフテイ教室＆落語」』１１月１７日  （於：区立塔山小学校）  

              講師：中野警察署・三遊亭金也師匠  （１６０名参加）  

 

（４）『“税を考える週間“「秋の特別講演会」』１１月２７日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ１4Ｆｸﾚｾﾝﾄﾙｰﾑ） 



「明治維新の立役者～西郷どん～」講師：神田山緑氏  （６０名参加）  

（５）（共益公益事業委員会・税制税務委員会共催）「中野法人会経営塾第二弾“法律セミナー”」 

１１月２２日（於：法人会館）「外国人雇用のルールと対策」講師：宮川 学氏（弁護士）（１９名参加） 

 

（６）「中野区成人の集い」１月１４日（於：サンプラザホール）       （約１５００人参加） 

 

（７）（共益公益事業委員会主催）「中野法人会経営塾第三弾“事業承継セミナー”」２月１４日（於：法人会館）     

講師：斎藤会計事務所 齋藤英一先生  （８名参加） 

 

（８）（他会との共催）「中野ランニングフェスタ2019」３月１７日（於：四季の森公園周辺他） 

 

（９）東京都地球温暖化対策報告書制度への取り組み       （事務局+３７社提出） 

 

（１０）平成３０年度・事業報告（社会貢献活動）（親会・支部・部会） 

（女性部会）「中野通り桜まつり」４月7・8日（ＣＯ2削減メニューの配布：対象500人） 

（第4・5・6支部）「新井薬師駅前環境美化キャンペーン」６月２１日      （１７名）  

（第9・10支部）「青梅街道七夕まつり」（７月１日～７月９日）（協賛） 

（親会）「社会を明るくする運動：駅頭PR活動」７月1日を中心に開催    （１７名） 

（女性部会）（東法連：女連協）「いちご週間」７月１日～９月３０日  

（第9・10支部）「鍋横夏まつり」８月４・５日「使用済切手＆不要タオル、ｶｰﾄﾘｯｼﾞ回収（60名） 

（女性部会）「中野にぎわいﾌｪｽﾀ2018」１０月6・7日（ＣＯ2削減メニューの配布：対象1,500人） 

（第4・5・6支部）「新井薬師駅前環境美化キャンペーン」１１月１４日     （１３名）  

（女性部会）（東法連：女連協）「いちご週間」１２月１日～３月３１日  

 

Ⅱ．収益事業 

（１）キリンビバレッジ（自販機設置）             収益金  （合計 １０４，４６０円） 

 

≪その他の事業≫ 

（２）生活習慣病健診の普及推進 

   平成30年7月18・19日（146名受診）＆平成31年3月4・5・6日（１７５名受診） 

（会場：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ７F） 事務手数料（合計 ６７７，３７０円）         

（３）PET－CTがんドッグ健診の普及推進 

   （随時）（於：中野区江古田・総合東京病院）    事務手数料（合計 １０，８００円） 

（４）東京ガス：電気斡旋                    事務手数料（合計  ６，０００円） 

 

Ⅲ．会員の交流に資するための事業（共益） 

（１）貸倒保証制度（取引信用保険）の普及推進（適宜実施） 

（２）経営者大型総合保障制度の普及推進（適宜実施） 

（３）経営保全プランの普及推進（適宜実施） 

（４）がん保険制度の普及推進（適宜実施） 

（５）「ホットラインの活用」 

（６）図書の無料配布（適宜実施） 

（７）東法連・福利厚生事業の推進（適宜実施） 



（８）東法連・“ほうじん”の配布（年４回実施） 

（９）無料法律相談の実施（月１回）基本的に第2水曜日に実施（合計 ２件） 

 4月2日（－）、5月9日（２件）、6月4日（－）、7月4日（－）、8月1日（－）9月5日（－）、 

10月3日（－）、11月7日（－）、12月5日（－）、１月11日（－）、2月4日（－）、3月6日 

 

（10）「その他の福利厚生事業」 

   ９月２７日「日帰りバス研修会」（羽田：国際ﾀｰﾐﾅﾙ＆クロノゲート見学会）（２３名参加） 

  １１月 ６日「チャリテイゴルフコンペ」（於：平成倶楽部鉢形城ｺｰｽ）    （５５名参加） 

   ２月１５日「チャリテイボウリング大会」（於：中野サンプラザボウル）    （７６名参加） 

   

（11）「支部主催の福利厚生事業」 

４月１２日（第9・10支部）「定時総会後：懇親会」（於：トレビス）         （２１名参加） 

４月１８日（第３支部）「定時総会後：懇親会」（於：慶和楼、みつぼし）    （１２名参加） 

５月15・16日（第４支部）「親睦ゴルフコンペ」（於：葛城GC）        （１０名参加） 

６月 ７日（第9・10支部）「役員会後：懇親会」（於：ケヤキガーデン）     （３２名参加） 

７月 ７日（第３支部）「親睦ＢＱＱ大会」（於：宮島物産㈱屋上）     （４７名参加） 

１０月１５日（第３支部）「副署長講話・税務研修会後：懇親会」（於：慶和楼） （１２名参加） 

１０月２３日（第9・10支部）「副署長講話・税務研修会後：懇親会」（於：ﾄﾚﾋﾞｽ）（２３名参加） 

１１月 ８日（第11支部）「日帰りﾊﾞｽ研修会“猿島：横浜中華街方面」（於：大珍楼新館） （１８名参加）

１１月１３日（第1・2支部）「日帰りバス研修会“ｴﾌﾟｿﾝ水族館＆大井競馬場見学”」 （２２名参加） 

１１月１６日（第７支部）「“税を考える週間“JAZZﾞﾊﾞﾝﾄﾞ＆ﾃﾞｲﾅｰ」（於：ｳｪｽﾄﾌｨﾌﾃｲｰｻｰﾄﾞ・日本閣） （５９名参加） 

１１月１７日（第9・10支部）「セーフテイ教室＆落語後：懇親会」（於：ｹﾔｷｶﾞｰﾃﾞﾝ） （２６名参加） 

１１月１９日（第３支部）「“SL大樹”乗車体験ツアー」（鬼怒川方面）     （１４名参加） 

１１月２９日（第4・5・6支部）「日帰りバス研修会“大宮・氷川神社＆鉄道博物館”」（於：ごだいご） （２２名参加） 

１１月２９日（第８支部）「見学会：三菱UFJ銀行システム本部」（懇親会：とり鉄） （３０名参加） 

３月２３日（第9・10支部）「日帰りバス研修会“鹿島神社他”」（於：浅草・貞千代）（３６名参加） 

 

（12）「委員会の福利厚生事業」 

   １月１１日（広報委員会）「委員会終了後：懇親会」（於：ｳｪｽﾄﾌｨﾌﾃｲｰｻｰﾄﾞ・日本閣）   （９名参加）    

 

（13）「部会主催の福利厚生事業」 

「源泉研究部会」 

   （その他）４月５日、１月９日研修会後・懇親会を開催 

         ７月１２日、１２月６日、３月７日役員会後・懇親会を開催  

「青年部会」 

７月１６日「チャリテイゴルフコンペ」（於：小田原湯本ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ）     （９名参加） 

１０月２５日「チャリテイボウリング大会」（於：中野サンプラザボウル）    （２１名参加） 

３月１２日「チャリテイゴルフコンペ」（於：レイク相模カントリークラブ）    （８名参加） 

   （その他）４月６日、６月８日、９月７日、１２月７日、２月８日の研修会後懇親会を開催 

        ７月１６日「管外研修会後」開催、１月１８日「新年初顔合わせ会」を開催 

「女性部会」 

６月２５日「親睦事業」（谷村新司チャリテイコンサート）（於：ｵｰﾁｬｰﾄﾞﾎｰﾙ）  （１６名参加） 

１１月２６日「親睦事業」（日帰りﾊﾞｽ研修会：御殿場ｱｳﾄﾚｯﾄ・時之栖ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ見学）（３３名参加） 



（その他）４月４日、２月６日研修会後：懇親会を開催 

Ⅳ.会議等開催状況 

 

（１）『正副会長会』 

４月１９日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ）                  （５名参加） 

５月１０日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「総会前の役員会」       （６名出席） 

８月２３日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ）                   （７名参加） 

１１月２７日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ14Ｆｸﾚｾﾝﾄﾙｰﾑ）                  （５名参加） 

１月１０日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「新年賀詞交歓会前の役員会」  （６名参加） 

１月１５日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ20Ｆﾚｽﾄﾗﾝ）                     （７名参加） 

３月１８日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ）                   （６名参加） 

 

（２）『支部長・部会長懇談会』（常任理事会） 

５月２２日（於：法人会館） ※支部長・部会長以上             （２０名出席） 

（３）『理事会』 

４月１９日（於：中野サンプラザ１1Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ）（理事３５名/４４名）    （４５名参加） 

６月２１日（於：法人会館）（理事２６名/４４名）                （３０名参加） 

８月２３日（於：中野サンプラザ１１Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ）（理事３２名/４４名）    （９０名参加） 

１１月２７日（於：中野サンプラザ１４Ｆｸﾚｾﾝﾁﾙｰﾑ）（理事２９名/４４名）  （３９名参加） 

３月１８日（於：中野サンプラザ１１Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ）（理事３２名/４４名）    （４２名参加） 
 

（４）『第７回通常総会』 

５月１０日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）（113社参加）（※委任状842社）（正会員数1,801社） 

 

（５）『新年賀詞交歓会』 

１月１０日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）                 （２３２名参加） 

 

（６）『委員会開催』「※組織委員会（地区長合同会議）含む」 

「総務組織委員会」 

４月 ６日（於：法人会館）「2９年度収支決算報告＆30年度予算：会員増強の報告」   （１６名出席） 

５月１０日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「総会前の役員会」        （８名出席） 

７月１３日（於：法人会館）「平成30年度収支中間報告＆会員増強」    （１８名参加） 

１０月２６日（於：法人会館）「平成30年度収支中間報告＆会員増強」    （１９名参加） 

  １月１０日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「新年賀詞交歓会前の役員会」 （８名参加） 

３月 ５日（於：法人会館）「30年度収支決算報告＆2019年度予算：会員増強の報告」  （２２名参加） 

 

※（組織・厚生：合同会議） 

６月２１日（於：法人会館）「平成30年度会員増強及び保険の推進について」 （３０名参加） 

※（地区長合同会議） 

８月２３日（於：中野サンプラザ11Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ）（拡大理事会終了後）    （９０名参加） 

 

 

「監査会」 



４月 ７日（於：法人会館）「平成２９年度・会計他監査」             （６名参加） 

「厚生共益公益事業委員会」（内容：受託三社との連絡協議会含む） 

５月１０日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「総会前の役員会」（事業のみ） （７名出席） 

７月１１日（於：法人会館）「保険推進及び事業の中間報告」         （２７名出席） 

１０月２５日（於：法人会館）「保険推進及び事業の中間報告」         （２６名出席） 

  １月１０日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｽｶｲﾙｰﾑ）「新年賀詞交歓会前の役員会」（事業のみ） （８名出席） 

３月 ６日（於：法人会館）「保険推進及び事業の中間報告＆2019年度事業計画」（２５名出席） 

 

※（組織・厚生：合同会議） （ 同上 ）                     （３０名参加） 

 

「税制税務委員会」 

７月１２日（於：法人会館）「税制改正案のまとめと今後の税制改正要望活動」  （９名出席） 

３月 ８日（於：法人会館）「税制改正アンケート・専門化との意見交換会」 （１０名出席） 

 

「広報委員会」 

４月２７日（於：法人会館）「７月１日号編集会議」                （１２名出席） 

７月 ６日（於：法人会館）「９月１日号編集会議」                （１２名出席） 

９月 ７日（於：法人会館）「１１月１日号編集会議」               （１４名出席）  

１１月 ２日（於：法人会館）「1月１日号編集会議」                （１２名出席） 

１月１１日（於：ｳｪｽﾄﾌｨﾌﾃｲｰｻｰﾄﾞ日本閣）「３月１日号編集会議」      （１３名出席） 

３月 ４日（於：法人会館）「５月１日号編集会議」                （１４名出席） 

 

（７）支部定時総会＆支部役員会等 

４月 ９日「第７支部・定時総会」（於：西武信金・東中野支店）       （１８名出席） 

４月１０日「第８支部・定時総会」（於：西武信金・本店８Ｆ）          （２０名出席） 

４月１１日「第11支部・定時総会」（於：西京信金・南中野支店）       （１０名出席） 

４月１１日「第12支部・定時総会」（於：西京信金・南中野支店）        （８名出席） 

４月１２日「第１支部・定時総会」（於：西武信金・鷺宮支店）         （２１名出席） 

４月１３日「第９支部・定時総会」（於：西武信金・本町通支店）        （２１名出席） 

４月１３日「第10支部・定時総会」（於：西武信金・本町通支店）       （１５名出席） 

４月１６日「第２支部・定時総会」（於：西京信金・沼袋支店）         （１４名出席） 

４月１７日「第４支部・定時総会」（於：法人会館２階）              （６名出席） 

４月１７日「第５支部・定時総会」（於：法人会館２階）              （９名出席） 

４月１７日「第６支部・定時総会」（於：法人会館２階）               （９名出席） 

４月１８日「第３支部・定時総会」（於：西京信金・野方支店）         （１５名出席） 

６月 ７日「第9・10支部役員会」（於：ケヤキガーデン）              （３２名出席） 

９月 ３日「第２支部役員会」（於：藤乃）                     （１４名出席） 

９月 ４日「第１１支部役員会」（於：今是）                     （１２名出席） 

９月 ６日「第６支部役員会」（於：魚々楽）                    （１３名出席） 

９月１０日「第３支部役員会」（於：慶和楼）                    （１３名出席） 

９月１１日「第９支部役員会」（於：ラウンジ欅）                 （１７名出席） 

９月１１日「第１０支部役員会」（於：ラウンジ欅）                （９名出席） 

９月１３日「第１２支部役員会」（於：トロワ・フェザン）              （１０名出席） 



９月１４日「第８支部役員会」（於：すず木）                    （１２名出席） 

９月１８日「第１支部役員会」（於： hajime）                       （１５名出席） 

９月２０日「第７支部役員会」（於：ｳｪｽﾄﾌｨﾌﾃｲｰｻｰﾄﾞ日本閣）        （１６名出席） 

９月２１日「第５支部役員会」（於：松寿司）                   （１１名出席） 

２月 ４日「第８支部役員会」（於：すず木）                    （１６名出席） 

２月 ５日「第１支部役員会」（於：ピアノ・ピアノ）                （１１名出席） 

２月１２日「第２支部役員会」（於：藤乃）                     （１４名出席） 

２月１３日「第４支部役員会」（於：月忠）                      （８名出席） 

２月１４日「第６支部役員会」（於：魚々楽）                    （１２名出席） 

２月１９日「第３支部役員会」（於：慶和楼）                    （１４名出席） 

２月２０日「第５支部役員会」（於：松寿司）                   （１２名出席）

２月２１日「第７支部役員会」（於：ｳｪｽﾄﾌｨﾌﾃｲｰｻｰﾄﾞ・日本閣）       （１７名出席） 

２月２２日「第11支部役員会」（於：今是）                    （１１名出席） 

２月２２日「第12支部役員会」（於：今是）                     （４名出席） 

２月２６日「第10支部役員会」（於：ラウンジ欅）                 （１７名出席） 

２月２７日「第９支部役員会」（於：トレビス）                   （１９名出席） 

  

（８）部会役員会 

「源泉研究部会」 

6月7日（7名出席）、7月12日（13名出席）、11月1日（11名出席）、12月6日（12名出席） 

2月7日（６名出席）、3月7日（１１名出席） 

 

「青年部会」 

8月3日（13名出席）、11月2日（16名出席）、3月8日（ 名出席）、（他正副部会長会：数回） 

 

「女性部会」 

4月4日（10名）、6月4日（8名出席）、2月6日（７名出席）、3月7日（１０名出席） 

 

（９）「中野区経済団体連絡会議」（情報交換）（会場：商工会館）（専務理事出席） 

  ４月１０日、６月１９日、９月１１日、１０月１６日、１２月１７日、２月５日 

 

（１０）「東法連第４ブロック合同会議」（担当：中野法人会） 

１１月 １日（於：ｳｪｽﾄﾌｨﾌﾃｲｰｻｰﾄﾞ･日本閣）                  （５名出席） 

 

（１１）「新入会員・特別研修会（組織・共益事業委員会共催）」３月１８日（中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Ｆﾌﾞﾛｯｻﾑﾙｰﾑ）（７５名参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅴ．東法連・全法連研修会・会合等の開催報告 

 

（全法連）「新任局長セミナー」６月２３日（於：全法連会館４階）        （－） 

（東法連）「“税を考える週間”東法連講演会」１０月２４日（於：TRK市ヶ谷ｶﾝﾌｧﾚｽｾﾝﾀｰ） （４名参加） 

（東法連）「局調査部所管法人セミナー」１２月１１日（於：ﾍﾞﾙｻｰﾚ飯田橋）     （－） 

（全法連）「税制セミナー」２月１３日（於：新宿ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ）       （５名参加）

（東法連）「局調査部所管法人セミナー」２月２６日（於：渋谷ｴｸｾﾙ東急）  （７名参加） 

（全法連）「事務局セミナー」３月４日（於：新宿ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ）     （２名参加） 

（東法連）「税制講演会」３月６日（於：京王プラザホテル）            （６名参加） 

※（その他：全法連・東法連関係の会合参加） 

（東法連・理事会）（東法連・特退共評議員会）（宮島会長） 

（東法連・通常総会）（東法連・新年賀詞交歓会）（宮島会長） 

（東法連青連協役員会：連絡協議会等）（安田部会長） 

（東法連青連協：ゴルフコンペ）（安田部会長他） 

（東法連青連協：ボウリング大会）（安田部会長他） 

（東法連青連協：第４ブロック役員会等）（安田部会長他） 

（東法連青連協：第４ブロックゴルフコンペ）（安田部会長他） 

（東法連青連協：第４ブロックボウリング大会）（安田部会長他） 

（東法連女連協役員会：連絡協議会等）（髙野部会長） 

（東法連専務理事・事務局長会議）（6/25）＆（12/17）（佐藤専務理事） 

 

 

 

 

 

※（その他：全法連・東法連関係の会合参加） 

（東法連総務組織委員会）（担当者：横山副会長） 

（東法連厚生（共益）委員会）（担当者：谷口副会長） 

（東法連公益事業委員会）（担当者：矢島副会長） 

（東法連税制税務委員会）（担当者：大月副会長） 

（東法連広報委員会）（担当者：木村副会長） 

 
 

 

※（全法連）「アンケート調査システムの推進」（１０４名） 

 
 

※（国税庁）「自主点検チェックシートの活用の推進」 

 

 

 


