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令和４年度・事業計画 
Ⅰ 活動の基本方針 

一.公益社団法人として、また、健全な納税者団体として、事業の公益性を常に高めなが

ら、会員増強の推進に繋がるよう組織の拡大を図る。 

一.適正、公平な税制と租税負担の合理化を図るため、全国法人会総連合を通じ、政府

及び国会に対し強力な要望を行い、その実現を期す。 

一.税務当局との相互信頼を保持しつつ、税務行政の円滑な運営に協力をし、もって申

告納税制度の発展に寄与する。 

一.租税負担の合理化を図り、自主申告体制を確立するため、e－Tax、eLTAXの利用促

進に努める。 

一.経営の合理化、生産性の向上を図り、経営･経理・労務に関する研修会・講習会やセミ

ナーを開催する。 

一.地域企業の健全な発展と地域社会への貢献を目的とする事業の実施にあたっては、

引き続き感染予防に努め、様々に工夫を凝らしながら以下に掲げる諸施策に取組む。 

 

Ⅱ－１．重点施策（大要） 

１.納税意識の向上と税知識の普及に資するための施策の推進 

広く一般社会に目を向けながら、公益性の高い税知識の普及を目的とした事業を展

開する。また、税知識の普及向上はもとより、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、WEBを活用し活発に開催する。 

特に、インボイス制度、電子帳簿保存法等の周知活動に注力する。 

 

２.親会・部会・支部の公益事業（社会貢献活動）の推進 

公益社団法人として、要求に応え得る健全な運営と、効率的な発展を図る。親会の３

ﾂの社会貢献事業、「中野通り桜まつり」「社会を明るくする運動」「中野にぎわいフェス

タ」の中で「中野通り桜まつり」は、中止。「社会を明るくする運動」は、要請があれば参

加の予定、「中野にぎわいフェスタ」には参加をし、法人会の知名度のアップに努める。 

税制税務委員会主催の「税の川柳コンクール」、女性部会主催の「税に関する絵は

がきコンクール」、青年部会主催の「租税教室」などの活動を通し、社会貢献に努める。 

また、支部においては、｢地区まつり｣を実施する場合には、“税金クイズ”を通し、法人

会の知名度のアップに努める。 

 

３.厚生共益事業及び福利厚生制度普及の促進 

安心してより良い企業経営に専念できるよう、受託三社の各種共済制度（経営者大

型総合保障制度・ビジネスガード・がん保険等）の促進に努める。コロナ対策を万全に

しながら、積極果敢に推進し、法人会の財政基盤の強化に貢献する。 

また、ニーズにあった福利厚生事業を実施し、会員同士の親睦を図る。 

 

４．組織の充実・強化を推進 

組織強化・財政基盤の一環として、加入目標を明確にし、会員増強推進活動を行う。

今年度も、「未加入法人名簿」は、郵送による方法で対応する。また、「役員一人一社

以上獲得運動」を軸に推進していく。退会防止にも努め、組織強化・財政基盤を強化

する。青年部会、女性部会の部会員獲得にも力を入れる。 



Ⅱ－２ 各委員会・支部・部会の重点施策 

１.総務関係 

（1）法人会会計の総括的基準に沿った会務の運営に努め、共益費の削減、事業内容

の見直し等により、公益性を高める事業活動の充実を図り、活性化した法人会活動

を展開する。 

 

（2）公益認定後の会活動の充実と組織の活性化を図るため、会事業への積極的な参

画と、次代を担う次期役員の発掘に努める。 

 

２.組織関係 

（1）会員の減少傾向に歯止めをかけるため、「会員増強」を最重要課題として、全会一

丸となって取り組み、支部役員（地区長）、および受託三社を中心に、一人一人が率

先して地域企業との接触の機会を捉え、より一層の新規会員確保に努める。 

 

（2）コロナの影響で戸別訪問は厳しい現状にあり、未加入法人に対し、案内を郵送し勧

奨を促す。また、生活習慣病健診の案内を、年２回、未加入法人にも郵送する。 

 

３.厚生共益事業関係 

（1）各種共済保障制度等の厚生事業は、会務運営の大きな収入源であることを認識し、

広く現行の福利厚生制度の一層の周知に努める。 

 

（2）経営支援サービス・会員サービス事業の普及･利用促進を図り、企業の健全な発展

に貢献する。 

 

（3）会員を対象とした、「無料法律相談」｢ホットライン｣の一層の利用拡大を図り、身近

で気軽な法人・個人の問題解決に資する。 

 

（4）「チャリテイゴルフコンペ」「ボウリング大会」と、昨年度よりスタ－トした「ウｵ－クツア

－」を実施し、会員同士の親睦を図る。 

 

（5）コロナの影響で実施するのが厳しい状況ではあるが、可能な限り、管内の異業種事

業経営者同士の情報交換の場として、「交流会（懇親会）」を開催する。経営のノウハ

ウ、事業展開のヒントの機会を提供し、併せて、法人会の存在をアピールする。 

 

４.公益事業関係 

（1）法人会の基本理念に沿って、税法を中心とした研修会を実施するほか、経営者の

ための時期に応じた研修会を開催し、会員相互の自己啓発の支援を柱とする事業

の強化に努め、広く一般の地域企業の参加も見据えた研修会の展開を図る。 

“中野法人会経営塾”に関しては、特に税制税務委員会・青年部会・女性部会と連

携しながら推進に努める。 

 

（2）税法、経営、経理に関する講習会、説明会などを頻繁に開催し、地域企業従業員

の資質向上にも役立つ研修事業に配意し、関連資料や参考書の作成、配布を行う。 

 



（3）税知識の普及を目的とした「生徒・児童等への租税教育の実施」及び納税意識の

高揚を目的とした「絵はがきコンクール」を推進する。また、可能な限り、地域イベント

での「税金クイズの実施」等を、より一層推進し、社会貢献の積極的支援に努める。 

 

（4）東京都への「地球温暖化対策報告書」の提出を推進し、法人会の財政基盤の確保

に寄与する。 

 

（5）他団体の事業を協力して行い、社会貢献活動を展開するとともに、法人会の知名

度アップに努める。 

 

５.税制税務関係 

（1）税制改正要望に当たっては、税制のあり方を十分検討した上で、地域企業のニー

ズを踏まえた要望意見を取りまとめ、当会独自の税制改正要望を提出し、全法連が

中心となる「税制改正提言」に協力するとともに、政府および関係官庁に働きかける。 

 

（2）国税電子申告・納税システム「e‐Tax」並びに「eLTAX」については、税務当局及び

関連団体と連携しながら、より一層の利用向上に努める。当会においては、特に公

益事業委員会と連携しながら推進に努める。 

 

（3）「自主点検チェックシート」の活用を推進し、企業の税務コンプライアンス向上に努

める。特に、公益事業委員会と連携しながら推進に努める。 

 

（4）納税意識の高揚を目的とした「税の川柳コンクール」を、より一層推進し、地域の社

会貢献活動への積極的支援に努める。又、“中野法人会経営塾”に関しては、公益

事業委員会、青年部会・女性部会と連携しながら推進に努める。 

 

６.広報関係 

（1）公益社団法人中野法人会の広報誌を通じて、会員への情報提供を一層充実させ

るととともに、会員以外の地域企業および地域社会への広報誌としての位置づけを

視野に法人会の認知度向上を目指す。また、広報誌“なかの”の表紙に使用する写

真の募集にも尽力する。 

 

（2）広く一般に対しての税の啓発活動を中心とした税情報、社会貢献活動を中心とした

地域情報等、公益法人としての活動内容の広報に努める。 

 

（3）全法連の「アンケート調査システム」の新規加入、および回答の返信を通し、財政基

盤に寄与するとともに、法人会の知名度アップに尽力する。 

 

７.支部、青年部会・女性部会関係 

（1）支部活動は、地域企業にとって最も身近なものであることから、可能な限り、「支部

別研修会」「支部社会貢献活動」に、より一層の充実を図る。併せて、コロナの感染

状況を見ながら、できるところから「支部福利厚生事業」も実施する。 

 

（2）青年部会、女性部会の活動を活発に展開する。親会と連携し、更なる充実を図る。 



Ⅲ 具体的な事業計画 
（Ⅰ公益目的事業）（Ⅱ収益事業）（Ⅲ会員の交流に資する為の事業）（Ⅳ会議）（Ⅴ全法連・東法連）等 

 

●Ⅰ【公益目的事業】（１-１）（１-２）（１-３）＆（２）＆（３）→５種類あります、）下記参照の事 

（公益1－１）税知識の普及を目的とする事業 

（公益1－２）納税意識の高揚を目的とする事業 

（公益1－３）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 

（公益２）  地域企業の健全な発展に資する事業 

（公益３）  地域社会貢献事業（※公益の１･２以外の事業） 

 

①．（公益1‐1、1‐2、1‐3）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回開催予定）（会場：法人会館２階会議室又は中野税務署別館） 

   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 

５月１２日：７月７日：９月１５日：１１月１０日：１月１９日：３月２４日 

（２）「決算法人説明会」（１０回開催予定）（会場：法人会館２階会議室又は中野税務署別館） 

講師：中野税務署審理担当官様 

４月２０日：５月１１日：６月２２日：７月６日：８月１７日：９月１４日：１０月１９日＆ 

１２月１４日、１月１８日：３月２２日 

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

講師：中野税務署審理担当官様 

４月５日：６月７日：１０月４日：２月７日 

（４）「第30回法人税・第31回源泉所得税実務講座」（１回開催予定）（於：署別館） 

   開催日：１０月２７日（木） 

講師：中野税務署審理担当上席様 

（５）「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ｺｽﾓﾙｰﾑ） 

開催日：令和５年１月１２日（木）演題：「  未定  」  講師：中野税務署長様 

                                                              

（６）「主催：公益事業委員会」（共催：税制税務委員会・青年部会・女性部会） 

●「中野法人会経営塾第一弾“令和４年度・税制改正”」（共催：税制税務委員会・青年部会・女性部会） 

６月３日＆６日（於：法人会館+ＷＥＢ）   講師：税理士法人 アンシア 斎藤税理士 

●「中野法人会経営塾第二弾“令和４年度・年末調整”」（共催：税制税務委員会・女性部会） 

１１月２日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）           講師：中野税務署  源泉審理上席様 

●「中野法人会経営塾第四弾“令和４年度・確定申告”」（共催：税制税務委員会） 

２月２日（於：法人会館+ＷＥＢ）         講師：中野税務署  個人審理上席様 

                                                             

（７）「支部税務研修会」（オンラインセミナー）（２回開催予定）（会場15名枠+基本的にはＷＥＢ） 

「春（５月１３日＆５月１６日）税務研修会」「演題：令和４年度・税制改正」 

講師：中野税務署・逢坂審理上席様               

 

「秋（１０月○日＆１０月○日）の支部別・副署長講話＆税務研修会」「演題： 未定 」 

講師：中野税務署・副署長様・法人審理上席様 

                                                              

（８）「部会の税務研修会」（共催：6/3＆6/6＆11/2） 



「青年部会」 

４月 ８日「演題：令和４年度・税制改正」講師：中野税務署 逢坂審理上席 

６月 ３日「演題：令和４年度・税制改正」講師：税理士法人 アンシア 齋藤税理士 

２月 ３日「演題：租税教室講師養成講座」講師：渋谷税務署 広報公聴官様               

「女性部会」 

４月 ４日「演題：令和４年度・税制改正」講師：中野税務署 逢坂審理上席 

６月 ６日「演題：令和４年度・税制改正」講師：税理士法人 アンシア 齋藤税理士 

１１月 ２日「演題：令和４年度・年末調整」講師：中野税務署 源泉審理上席様  

                                                                                            

 

◎２．（公益１－２）納税意識の高揚を目的とする事業（下記は、要請があれば実施する） 

（２－１）「令和４年度・事業計画（社会貢献活動）（協賛のみの事業）」 

（支部）１０月１６日「東中野地区まつり」（協賛のみ）                          

（２－２）「令和４年度・事業計画（社会貢献活動）“税金ｸｲｽﾞを実施”」 （対象人数を明記） 

（親会） ４月２日～３日「第３６回・中野通り桜まつり」“税金クイズ”を実施 （対象500名） 

     ※小・中学生を対象に“税金クイズ”を実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中止！ 

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

（支部） ８月２６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 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） 

（支部）１０月１５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２３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 ６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１１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）１１月12・13日「中野にぎわいﾌｪｽﾀ」（四季の森公園）税金クイズ実施（対象：1,500名） 

※小・中学生を対象に“税金クイズ”を実施 

（親会） ２月１６日「“確定申告期”冒頭駅頭ＰＲ活動」（ＪＲ中野駅周辺）   （対象：750名） 

                                                               

（３）●「納税表彰式」１１月○日（於：中野税務署内）（申告・納税に顕著な個人等を顕彰） 

   ●「中野都税事務所感謝状贈呈式」１１月○日（中野都税事務所内）（申告・納税に顕著な個人を顕彰） 

                                                           

（４）（税制税務委員会）「第１１回税の川柳コンクール」※ 昨年度の応募総数：１７３作品 

（５）（納税貯蓄連合会との共催)｢高校生の税の作文コンクール｣ 

（６）部会の社会貢献活動 

（青年部会）「租税教室他」 

  ４月・５月・６月・７月 他（随時） 「租税教室」   

  ５月   （他会主催：後援・青年部会）「第46回わんぱく相撲大会」 （於：未  定） 

                    “税金クイズ”を実施（小学生500名対象）（担当：未定） 

９月   （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 

９月   （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 

１１月   （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 

１１月１１日～１７日（11/15)（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 

２月 ３日「租税教室講師養成講座研修会」                

（女性部会）「第１２回税に関する絵はがきコンクール」※（昨年度：１０校、３１２作品） 



（７）令和４年度・事業計画（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”ＶＯＬ．241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”ＶＯＬ．242号（９月1日号） ◎通常総会・署の異動特集号他 

広報誌“なかの”ＶＯＬ．243号（11月1日号）◎役員合同会議・地区長会議他 

広報誌“なかの”ＶＯＬ．244号（1月1日号） ◎新春対談・年頭所感他 

広報誌“なかの”ＶＯＬ．245号（3月1日号） ◎署長講演会・新年賀詞交歓会他 

※編集会議：５回（別途掲載）   ※連載：知っとくと得情報（税の豆知識：山岡税理士） 

                                   ※広報誌表紙掲載用写真の募集 

（８）「ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの税情報の発信」（随時）                                                                       

 

 ◎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実施） 

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く。 

全国要望大会終了後、衆議院議員、区長、議長に要望書を提出する。 

※「第３８回法人会全国大会（千葉大会）」（開催日：10月13日） 

（２）「第３６回全国青年の集い（沖縄大会）」（開催日：11月２5日）  

（３）「第１７回法人会全国女性フォーラム（静岡大会）」（開催日：4月14日）    

（４）「中野税務懇談会」（会長・専務理事他出席） 

  ４月１４日（中止）、６月１０日、８月○日、１０月○日、１１月○日（懇談会）、１月○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 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45回初歩の簿記講習会」 ６月13・14・15・16・17日    （於：法人会館・2ｺｰｽ別） 

講師：東京税理士会中野支部 吉田信康先生 

（２）「第５回はじめてのパソコン会計入門」（弥生会計ｿﾌﾄ)７月１３日    （於：法人会館）    

講師：東京税理士会中野支部 吉田信康先生 

（３）中野区：ﾃﾗﾊｳｽＩＣＡとの共催：12月○日（○）10：30～13：30～ 開催予定 

（内容）「初心者向けスマートフォン・LINE講座」 （於：専門学校東京ﾃｸﾆｶﾙｶﾚｯｼﾞ） 

                                                                    

 

３．（公益３）地域社会貢献事業  （主催：公益事業委員会） 

（１）「第23回春の講演会（健康ｾﾐﾅｰ）」６月２４日（金）（於：中野サンプラザ１3Ｆｽｶｲﾙｰﾑ） 
「演題：健康長寿の秘訣」  「講師：岩切理歌氏（東京都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ：高齢診療部長）」 

 

（２）●「中野法人会経営塾第三弾“法律セミナー”」（共催：税制税務委員会） 

１１月１７日（木）（於：法人会館+ＷＥＢ）「演題： 未    定 」講師：宮川 学氏（弁護士）                

 

（３）『“税を考える週間：特別企画』１１月２４日（木）   （於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ１1Ｆアネモルーム） 

「中野法人会“コントの夕べ”」 出演者：Gパンパンダを予定          (※要検討) 

 

（４）「中野区成人の集い」１月９日（月・祝）（於：サンプラザホール）※（２回に分けて開催）                        

 



（５）●「中野法人会経営塾第五弾“事業承継セミナー”」（共催：税制税務委員会） 

２月１４日（火）（於：法人会館+WEB）     講師：税理士法人 アンシア齋藤税理士     

 

（６）東京都地球温暖化対策報告書制度への取り組み     ※（目標：100社以上提出）                

 

（７）｢（親会・支部・部会）：社会貢献活動｣     ※（下記は、要請があれば実施する。）             

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

（第8・9支部）「青梅街道七夕まつり」（要請があれば行う）（７月１日～７月○日）（協賛）                

（親会）「社会を明るくする運動：駅頭PR活動」 ７月1日を中心に各地域で開催予定                

（女性部会）（東法連：女連協）「いちご週間」7月1日～9月30日＆12月1日～3月31日  

（女性部会）「中野にぎわいフェスタ」（ＣＯ2削減メニューの配布：1,500）１１/１２・１３ 

（第8・9支部）「ｾｰﾌﾃｲ教室」（11月○日） 

 
（注）｢いちご週間｣（“いちご”のネーミングは、2011年夏の節電目標｢15％｣に由来。また、“いちご”は、毎年実をつける多年草で、全国

各地で広く栽培されている。そのイメージを、全国的に継続して取り組む社会貢献活動に重ねてる。当会も平成27年より実施。） 

                                                                   

 

Ⅱ．収益事業 

（１）キリンビバレッジ（自販機設置）                                    

 

Ⅲ-１．会員の交流に資するための事業（共益）（中野法人会関係） 

（１）生活習慣病健診の普及推進 

   ７月12・13・14・15日＆令和5年3月13・14・15・16日に予定  （会場：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ7階） 

（２）PET－CTがんドッグ健診の普及     （随時）（於：中野区江古田・総合東京病院）     

（３）ミツウロコ：電気斡旋の推進 

 

Ⅲ-２．会員の交流に資するための事業（共益）（東法連＆中野法人会） 

（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」（適宜随時）      （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） 

  ・（新）東法連401K・ﾗﾌｫｰﾚ倶楽部・ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ・屋形船・四季倶楽部・東急ﾎﾃﾙｽﾞ 

  ・ｲﾝﾀﾈｯﾄｾﾐﾅｰ・ｾﾐﾅｰDVDﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ・貸倒保証制度・企業情報＆格付情報ｻｰﾋﾞｽ 

・クルマ関連ｻｰﾋﾞｽ・企業在庫買取＆販売ｻｰﾋﾞｽ・東京ｶﾞｽでんき・ｾｺﾑ健康くらぶ 

・ﾋﾞｼﾞﾈｽ誌の斡旋・帰宅支援ﾏｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸｻｰﾋﾞｽ・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ管理     他 

（８）東法連・“ほうじん”の配布（4・7・11・1月：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 

   ４月１日、５月９日、６月１日、７月１日、８月１日、９月１日、１０月３日、１１月１日、 

１２月１日、１月５日、２月１日、３月１日 

（10）「その他の福利厚生事業」 （主催：厚生共益事業委員会） 

【第一弾】 ９月○日「ウオークツアー」     （コース： 未定 ） 

【第二弾】１１月○日「チャリテイゴルフコンペ」（場所： 未定 ）（ ： ｽﾀｰﾄ １８組） 

【第三弾】 ２月 ９日「ボウリング大会」（於：中野サンプラザボウル）  

（11）「支部主催の福利厚生事業」※実施する場合は、９月末迄に計画書を提出する事。  



（12）「部会主催の福利厚生事業」 

「青年部会」7/○「チャリテイゴルフコンペ」10/27 「チャリテイボウリング大会」（サンプラザボウル） 

3/○「チャリテイゴルフコンペ」 ※（その他）6/3、9/2、12/9、2/3の研修会後予定 

＆1/20「新年初顔合わせ会」（中野サンプラザ13Fｽｶｲﾙｰﾑ） 他：研修会後 

                                                               

「女性部会」7/○「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） 

12/6「親睦事業=クリスマス夕べ」（於：中野サンプラザ13Fｽｶｲﾙｰﾑ） 

他:研修会後 

                                                                  

 

Ⅳ.会議等開催計画 

（１）『正副会長会』 

5/10（火）「理事会：事前打合せ他」於：法人会館） 

6/ 2（木）「通常総会:事前打合せ他」（於：中野サンプラザ13Fｺｽﾓﾙｰﾑ） 

8/25（木）「理事会：事前打合せ他」（於：中野サンプラザ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ） 

11/22（火）「監査会他」(於：法人会館)（会長、副会長、宮島顧問、監事、顧問税理士、事務局） 

2/20（月）「監査会他」(於：法人会館)（会長、副会長、宮島顧問、監事、顧問税理士、事務局） 

3/23（木）「理事会：事前打合せ他」(於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ） 

                                                                      

（２）『常任理事会』 

6/24（金）（於：中野サンプラザ13Fｽｶｲﾙｰﾑ）、他・随時開催予定 

                                                                                 

（３）『理事会』 

5/10（火）（於：中野サンプラザ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ） 

8/25（木）（於：中野サンプラザ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ） 

11/24（木）（於：中野サンプラザ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ） 

3/23（木）（於：中野サンプラザ11Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ） 

                                                                     

（４）『第１１回通常総会』 

６月２日（木）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｺｽﾓﾙｰﾑ） 

                                                                

（５）『新年賀詞交歓会』（終了後の懇親会は＝検討中） 

１月１２日（木）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆコスモルーム） 

                                                                        

（６）「監査会」 

４/２１（木）（於：法人会館）（会長・総務委員長・宮島顧問・監事・顧問税理士・中野税務署・事務局） 

８/２４（水）（於：法人会館）（顧問税理士・事務局） 

１１/２2（火）（於：法人会館）（会長・副会長・宮島顧問・監事・顧問税理士・事務局） 

２/２０（月）（於：法人会館）（会長・副会長・宮島顧問・監事・顧問税理士・事務局） 

３/２２（水）（於：法人会館）（顧問税理士・事務局） 

                                                                       

（７）『委員会開催』（※組織委員会は、地区長合同会議含む） 

①「総務委員会」 

４/21日（木）（於:法人会館）(令和３年度・収支決算報告) 



②「総務委員会・組織委員会」（共催） 

７/○（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）（令和４年度・収支中間報告） 

１０/○（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）（令和４年度・収支中間報告） 

３/○（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）（令和４年度・収支中間報告＆決算見込額） 

※（組織委員会・厚生共益委員会：合同会議） 

６/２４（金）「令和４年度会員増強及び保険の推進について」 

※８/２５（木）「地区長合同会議」（於：中野サンプラザ） 

                                                                   

③「厚生共益事業委員会・公益事業委員会」（共催）（内容：受託三社との連絡協議会） 

７/○（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）(令和４年度・事業中間報告等) 

１０/○（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）(令和４年度・事業中間報告等) 

３/○（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）（令和４年度・事業中間報告＆次j年度事業計画） 

※（厚生共益事業委員会・組織員会：合同会議） 

６/２４（金）「令和３年度会員増強及び保険の推進について」 

                                                                    

④「税制税務委員会」 

７/○（於：法人会館）(令和４年度・事業中間報告等) 

１１/○（於：法人会館）(令和４年度・事業中間報告&川柳コンクール最終審査会等) 

３/○（於：法人会館）「税制改正アンケート・専門化との意見交換会」 

                                                                   

⑤「広報委員会」 

７/８（金）（於：法人会館）「VOL.242号（９/１号）編集会議」 

９/２（金）（於：法人会館）「VOL.243号（１１/１号）編集会議」 

１１/4（金）（於：法人会館）「VOL.244号（１/１号）編集会議」 

１/６（金）（於：法人会館）「VOL.245号（３/１号）編集会議」 

３/３（金）（於：法人会館）「VOL.246号（５/１号）編集会議」 

                                                                     

（７）支部定時総会（４月）＆支部役員会（９月＆令和４年２月）要検討！ 

                                                                 

（８）部会役員会 

「青年部会」 

8月5日（金）（於：法人会館+WEB）、11月4日（金）（於：法人会館+WEB） 

3月3日（金）（於：法人会館+WEB） 

                                                                                      

「女性部会」 

4月4日（月）（於：法人会館）、9月12日（月）（役員懇談会後・署内） 

10月○日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ）、11月2日（水）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ14Fｸﾚｾﾝﾄﾙｰﾑ） 

3月○日（（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ） 

                                                                                     

（９）「中野区経済団体連絡会議」（会場：中野区産業振興ｾﾝﾀｰ+WEB）   （専務理事） 

                                                                      

（10）「東法連第４ブロック合同会議」（担当：新宿法人会）【開催日：11/8（火）】【会場：  ） 

                                                                

（11）「新入会員・特別研修会」（組織・厚生共益事業委員会）３月２３日（木）（中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Fﾌﾞﾛｯｻﾑﾙｰﾑ）  



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」８月○日（於：全法連会館）                  

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

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

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

（東法連）「局調査部所管法人セミナー」２月○日（於：渋谷ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ） 

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

  （東法連）「税制講演会」３月○日（於：京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ）        

 

※（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・第４ブロック会長会）（横山会長参加） 

（東法連・特退共評議員会）（担当：宮島顧問） 

（東法連・通常総会 6/10（金） 於：明治記念館）（横山会長・宮島顧問参加） 

（東法連・新年賀詞交歓会 1/20（金） 於：帝国ホテル） 

（東法連・青連協役員会：連絡協議会等）（渡邉部会長他） 

（東法連・青連協：ゴルフコンペ）（渡邉部会長他） 

（東法連・青連協：ボウリング大会）（渡邉部会長他） 

（東法連・青連協：第４ブロック役員会等）（渡邉部会長他） 

（東法連・青連協：第４ブロックゴルフコンペ）（渡邉部会長他） 

（東法連・青連協：第４ブロックボウリング大会）（渡邉部会長他） 

（東法連・青連協：ｷｯｻﾞﾆｱ東京：TAXWEEK）（渡邉部会長他） 

（東法連・女連協役員会：連絡協議会等）（大島部会長他） 

（東法連・専務理事・事務局長会議）（6/29&12/○＝ＷＥＢにて参加）（佐藤専務理事） 

 

（東法連・総務委員会）（担当者：矢島副会長） 

（東法連・組織委員会）（担当者：川村副会長） 

（東法連・厚生共益事業委員会）（担当者：宮治副会長） 

（東法連・公益事業委員会）（担当者：柴野副会長） 

（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」※（国税庁）「自主点検チェックシートの活用の推進」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考資料）「2023年度（令和５年度）：主な計画より」 

4/20（木）「監査会（令和４年度分）」、5/9（火）「理事会」、6/8（木）「第12回通常総会」 

6/22（木）「常任理事会」、8/24（木）「役員合同会議（拡大・理事会）」 

11/21（火）「理事会」、1/11（木）「新年賀詞交歓会」、3/21（木）「理事会」 


