
（２）理事会承認事項報告

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ.　基本方針

貢献を果たす。

申告納税意識の高揚を図るための事業を実施する。この事業も広く地域に公開する。

Ⅱ.　事業計画

　　実施する。

　１．組織関係

　（１）会員増強運動の推進

　（２）法人会活動の一般への紹介

　（３）各種委員会の活動と機能の強化

　（４）支部相互の連絡協調

　（５）青年部会活動の推進

　（６）女性部会活動の推進

　２．研修関係

　（１）税務・経営・経理に関する研修会・講習会の開催

イ 事業継承

ロ 自主点検チェックシート

ハ 決算書の読み方

ニ 消費税

ホ 年金制度

　（２）政治・経済・教育等に関する講演会の開催

　（３）関係団体との共催事業（研修会等）の実施

　（４）地域社会貢献活動の継続実施

　３．税制関係

　（１）税制改正要望を行い、実現を期する

　（２）税制に関する調査研究

　（３）税務行政に関する要望意見の具申

　（４）税務当局との懇談会等の開催

　（５）税務署・税理士会・法人会の連携

　（6）税務行政機関、税務協力団体との協調連携

　（7）各種税務関係資料、参考図書の配布

　４．ｅーTaxの普及推進

　（１）役員企業の利用割合１００％を目指す

　（２）会員企業の利用割合８０％以上を目指す

平成３０年度事業計画
自　平成３０年４月１日　　　至　平成３１年３月３１日

本会は、会員企業の健全な発展に向けて、必要とする研修の機会を積極的に設け、各種情報を提供

する事を目的とする、また、公益社団法人としてこれらの研修を広く地域にも公開し、地域社会への

また本会は税務関連団体の一員であり、税のオピニオンリーダーとして税知識の向上と、公平公正な

基本方針に基づき、本会の事業が円滑に行えるよう努力し、重点事業として、下記事項を積極的に



　（３）インターネットを活用した確定申告の推進

　（４）ｅーＴａｘ利用拡大に向けた、広報活動及び研修事業を推進する

　（５）税理士会等の他団体と協調し、会員及び会員企業の利用率向上のため、各種施策を推進する

　５．厚生関係（財政基盤の確立）

　（１）会員の各種福利厚生制度の推進

イ．経営者大型保障制度（大同生命保険株式会社）

ロ．ビジネスガード（ＡＩＧ保険会社）

ハ．がん・医療保険（アメリカンファミリー生命保険会社）

　６．広報関係

　（１）広報誌「ほうじんナウ」の発行配布（年３回）

　（２）全国法人会総連合発行の「ほうじん」の配布（年４回）

　（３）税制改正速報版配布

　（４）法人会基本的指針の周知

　（５）その他各種資料の配布

　７．その他の事業

　（１）会員支援のための親睦・交流等に関する事業

Ⅲ.　主要事業計画

１．税知識の普及を目的と租税教室事業

　（1）決算期別説明会

目的 決算期を迎えた法人に、決算申告上の説明及び税制改正事項等の留意点を説明し、適正

な法人税等の申告が行われることを目的として実施

対象 本庄税務署管内の決算期を迎えた全法人を対象、年６回開催

　（2）税制改正説明会

目的 税制改正をテーマに取り上げ、税制の変更点を中心に説明会を行い正しい税知識を理解

する。講師は本庄税務署課税部門担当官に依頼。

対象 本庄税務署管内の全法人を対象、年１回開催

　（3）租税教室（青年部会）

目的

対象 小学校６年生

　（4）新設法人説明会

目的 新たに設立された法人に、税務上必要な申請・届け出の手続きをはじめ、事業の開始に際

しての法人税法上の留意点等について理解を促すことを目的として実施

対象 本庄税務署管内の新たに設立された全法人を対象、年１回開催

　（５）税務研修会（女性部会）

目的 様々な税を研修テーマに取り上げ、税に関する理解と知識を深めるとともに、正しい税知識

を身につける。

対象 本庄税務署管内の女性経営者を対象、年１回

２．納税意識の高揚を目的とする事業

本庄児玉地区租税教育推進協議会に加入し、本庄税務署管内の各小学校で、正しい税知
識の普及のため、青年部会会員が講師となり租税教室で、税金クイズや税のマンガ本を配
布し、税の大切さを感じてもらうことを目的として実施



　（１）青年部会出張租税教室

目的 本庄税務署管内５か所の商工祭に出向き、会場に参加している一般の子供と父兄を対象に

全法連作成の紙芝居、税金クイズを実施するとともに、税のマンガ本を配布。

税を身近なものに感じてもらう機会を提供し、税の大切さと正しい税知識の普及推進を図る。

講師は青年部会会員

対象 本庄税務署管内の子供たち、一般の方対象、年５回開催（各会場２回）

　（２）女性部会税に関する絵はがきコンクール

目的 小学生に “税の大切さ” や “税の果たす役割” について学んでもらい、その知識や感想を

絵はがきにすることで、より理解を深めてもらうことを目的とする。

対象 管内小学生高学年とする。

　（３）ホームページ並びに広報誌による税情報の発信

目的 ホームページでは各種研修会、講習会等の開催要項を掲載するとともに、国税庁や関東

信越国税局ホームページへのリンクを行い、適宜必要な国税・地方税に関する情報を提供

している。広報誌「ほうじんナウ」は本庄税務署提供の国税に関する情報、県税事務所提供

の地方税の情報、改正事項等を積極的に掲載し、またホームページに掲載して多くの一般

の方が閲覧できる。

対象 会員・一般の方対象、広報誌「ほうじんナウ」は年３回発行

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

　（１）税制改正の提言

目的 公益財団法人全国法人会総連合においては、毎年、全国の中小企業の租税負担の軽減と

合理・簡素化及び適正公平な税制・税務に関する提言を行うため、全国各地から税制に関

する意見要望を取りまとめて、税制改正の提言を決議し、全国大会で発表後、関係機関に

対し要望活動を行っている。当会においても会員からアンケート調査により、税制に関する

意見要望を取りまとめ、一般社団法人埼玉県法人会連合会、公益財団法人全国法人会

総連合に上申している。

対象 役員・税制委員・会員

　（２）税制改正要望書の関係機関への提出

目的 公益財団法人全国法人会総連合では、毎年税制改正要望大会を開催し、決議された要望

事項を有効なものとするため国レベル、県レベル、単位会レベルで関係機関等に対し要望

活動を行っている。当会においても管内の市・町を訪問し要望活動を行っている。

対象 管内の市長・町長・市議会議長・町議会議長

　（３）三者懇談会

目的 本庄税務署、関東信越税理士会本庄支部と当会は、税知識の普及、納税意識の高揚に

関する活動のあり方並びに電子申告納税システム（ｅーTax）利用率向上の推進方法や問題

解決を目的に意見交換を行う。

対象 本庄税務署幹部、関東信越税理士会本庄支部役員、当会役員が出席し、年１回開催

４．地域企業の健全な発展に資する事業

　（１）企業経営（決算書の見方）研修会

目的 研修委員会が主催し経営者や経理責任者・後継者を対象に、経営者として会社の経営

内容を知るため決算書の読み方を研修し、企業経営に役立てる。

対象 会員・一般



　（２）事業承継研修会

目的 青年部会が主催し経営者と後継者を対象に、企業にとっての中長期的な経営課題である

事業承継へ向けて何をすべきかをテーマに研修します。

対象 会員・一般

５．地域社会の健全な発展に貢献する事業

　（１）公開講演会

目的 経営者や一般を対象に、経営者として知識・見識を深めることを目的に、経済・経営・危機

管理・健康・一般教養等をテーマとした公開講演会を開催する。

対象 会員・一般

　（２）地域社会貢献運動「落語爆笑会」

目的 地域性もあり、なかなか生の落語を観賞する機会のない高齢者に笑いを提供し明るい社会

づくりの一助とすることを目的に落語爆笑会を開催するる。

対象 管内の特別養護老人ホームの入居者、老人クラブ・東日本大震災の被災者・会員家族を

対象、年１回開催

　（３）公開演奏会

目的 会員とその家族また、一般の方に生の演奏を楽しんでいただき、あわせて税に関するＰＲ

活動を行う。演奏は、歌・楽器演奏・踊り等みなさんに楽しんでいただけるものを開催する。

対象 会員・一般

　（４）緑のトラスト募金

目的 埼玉の優れた自然や貴重な歴史的環境を県民共有の財産として末永く保存するという主旨

に賛同し、理事会・講演会・イベントなどの機会をとらえ募金活動を続け、チャリティを含め寄

付を継続する。

対象 会員・一般

　（５）支部活動

（研修・会員交流事業）

目的

対象 各支部会員

（地域貢献活動）

目的

対象 各支部会員

ごみのない地域・きれいな町づくり・安全な町づくりを目的として、各役場周辺の清掃活動を
実施する。

支部活動の研修として、税務研修会・自主点検チェックシート研修会・経営研修会を開催
し、税務の知識の向上と会員交流事業で支部における異業種交流を推進する。
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実施月

（組織関係）

1 会員増強活動 随時 加入勧奨を行い組織の充実を図る

（説明会・研修会関係）

1 決算期別研修会 奇数月 法人税及び消費税申告書作成上の留意点等

2 総会公開講演会 ５月２２日 定時総会記念講演会

3 企業経営（決算書の見方）研修会 ６月 税理士会本庄支部に講師をお願いし実施

5 税制改正説明会 ６月２９日 本庄税務署担当官に講師をお願いし実施

6 新設法人説明会 １０月 法人税及び消費税等の説明

7 公開演奏会 １２月 講師を招き一般公開する演奏会と税のＰＲ活動を実施

（税制改正要望）

1 税制改正アンケート調査 ４月 全会員にアンケート実施

2 税制改正要望活動 １１月 一市三町を役員が訪問し要望活動を実施

（広報関係）

1 広報発行 ５月・９月・１月 広報誌を年３回発行し情報の発信を図る

2 法人会活動のＰＲ 随時 ホームページ等で会活動を公開し周知を図る

（福利厚生事業関係）

大同生命保険㈱の協力を得て制度の周知と
加入促進を図る

ＡＩＧ保険会社の協力を得て制度の周知と
加入促進を図る

ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険会社の協力を得て制度の
周知と加入促進を図る

（地域社会貢献活動）

1 落語爆笑会 １０月２４日 老人クラブ・福祉施設入所者・会員家族を対象に実施

（支部事業）

1 事業報告会 ５月・６月 本庄・児玉・上里・神川・美里支部実施

2 公開税務研修会 ５月 児玉支部実施

3 公開研修会 ６月 上里支部実施

4 町内公共施設等清掃実施 １０月 上里支部実施

5 支部研修会 ９月・２月 神川支部・美里支部実施

6 公開講演会 １１月 本庄支部実施

7 税務署長講演会 １１月 本庄支部実施（間税会と共催）

8 ふれあいまつり参加 １１月 上里支部実施

9 視察研修会 １１月 上里支部実施

10 賀詞交歓会 １月 本庄・児玉・上里・神川・美里支部実施

11 三会合同研修会 ２月 上里支部実施

12 合同ボーリング大会 ２月 神川支部実施

ビジネスガードの推進

ガン・医療保険制度の推進

随時

随時

随時

平成３０年度月別事業計画

事　業　項　目 摘　　　　　要

1

2

3

経営者大型保障制度の推進
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実施月

（青年部会事業）

1 青連協ゴルフコンペ 4月18日 鴻巣カントリークラブ

2 事業報告会 ５月１８日 平成２９年度の事業等報告会

3 海外研修視察 ６月１４日 株式会社三光（タイ工場）・商業施設

4 事業継承研修会 ８月・９月 税理士齊藤安正氏

5 チャリティーゴルフコンペ ９月 交流とチャリティー募金を目的に実施

6 四法人会合同研修会 ９月 県北四法人会合同で実施

7 租税教室（５回） １０月・１１月 「ゲゲゲの鬼太郎」紙芝居・税金クイズ・マンガ本配布

8 全国青年の集い【岐阜大会】 １１月９日 全国青年の集い参加

9 四法人会租税教室 12月22日 加須市で実施

10 新年会 １月 会員の交流と情報交換を図る

11 租税教室（３回） １月・２月 小学校６年生

（女性部会事業）

1 全国女性ﾌｫｰﾗﾑ（山梨大会） ４月１２日 全国女性ﾌｫｰﾗﾑ参加（～１３日）

2 税務署長との懇談会 ５月２５日 消費税をテーマ

3 四法人会租税教室 8月19日 小学生を対象に四法人会で開催

4 健康教室 ８月９月 本庄商工会議所女性会と合同で実施

5 税に関する絵はがきコンクール １１月 小学生高学年を対象に実施

6 視察研修 １１月 工場視察研修等

7 フラワーアレンジメント講習会 １２月 正月用生け花の講習会

（その他）

1 税関係資料の配布 随時

2 緑のトラスト基金募金活動 随時

3 ｅーＴａｘ推進運動 随時

4 関係機関等との意見交換会 １０月

役員会・委員会

　正副会長会議 　５月・９月・３月

　常任理事会 　５月・９月・３月

　理事会 　５月・９月・３月

　総務委員会 　４月・７月・９月・２月・３月

　税制委員会 　6月・９月・11月・３月

　研修委員会 　５月・７月・９月・１１月・１月・３月

　組織委員会 　6月・８月・１０月・１２月

　広報委員会 　４月・７月・８月・１１月・１２月・１月

　厚生委員会 　５月・９月・１１月・２月

摘　　　　　要

開　　催　　月

役員会・委員会予定表

事　業　項　目
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