平成29年度 事業計画
（自：平成２９年４月１日～至：平成３０年３月３１日）

Ⅰ.基本方針
1. 「公益法人制度改革」への対応として新社団法人へ移行し5 年目の本年度も一般法
人として引き続き「公益目的支出計画」に沿った事業を展開していきます。
2. 事業展開にあたっては、本年度も「税のオピニオンリーダーたる経営者の団体」とし
て、法人会活動の原点である『税』に軸足を置き、会員以外の一般の方々も対象とし
て『納税意識の向上』
『税制への建設的提言』
『自己研鑽機会の提供』
『地域社会
への貢献』など諸活動を親会・青年部会・女性部会が一体となって積極的に実施い
たします。
3. 経済情勢や法人会を取り巻く厳しい環境に十分配慮しながら、会員増強運動を展開
し、
『 組織基盤』並びに『財政基盤』のより一層の強化に努めます。

Ⅱ.主な事業計画
1.公益関係

（ 1 ）税知識普及事業
①.「税法・税務関係研修会の開催」
法人会は税法・税務関係の研修会は、
“公益性”
を高める基本的な研修会であり、地
域企業及び一般の方々を対象にして、三島税務署の支援を得て、税知識向上を図る
ために研修会を積極的に開催いたします。
②. 「租税教育活動の展開」
将来を担う子供たち、主に小学 6 年生を対象に『税』の理解を深めるため青年部会
会員による租税教室の出前授業を積極的に実施します。昨年度に引き続き高校生を
対象にキャリア教育を実施します。また第 3 1 回法人会全国青年の集い（高知大会）
で三島田方法人会青年部が、キャリア教育活動の発表を行います。
（ 2 ）納税意識高揚事業
③. 3 市 1 町の小学 5 年生・6 年生対象に「税」をテーマに、女性部会主催「第 6 回税
に関する絵はがきコンクール」
（国税庁・三島市教育委員会・伊豆の国市教育委員
会・伊豆市教育委員会・函南町教育委員会後援）を開催します。小学生より絵はが
きを募集し、税についての理解と意識啓発に努めます。
また、
「夏休み子ども税金教室」の開催や「税金に係る施設見学」等を行う。
夏休み子ども税金教室では≪税≫を身近に感じていただく為、
ファイナンシャルプラン
ナーの先生による「お金」の勉強と、女性部会研修委員による税金教室を行い、納税
の理解と意識高揚に努めます。
④. 税の広報事業
地域企業及び一般の方々を対象に、三島田方法人会の「のびゆく法人」広報誌及

び、三島田方法人会ホームページにて税についての様々な広報活動に努め、必要
に応じて関係資料を配布します。新たに静岡県独自の「法人会バッチ」の制作に際
し、法人会のPRに努めます。								
また“税を考える週間”には各地域の商工祭等に積極的に参加し、一般社団法
人三島田方法人会の知名度アップ、子供向け税金クイズ等の活動と「税」に関す
るパンフレット、チラシや小冊子の配布などを通じ、会員外の一般の方々も対象に含
めた『税』の啓蒙活動を実施します。さらに、消費税の「期限内納付推進運動」や
「e-Tax」をはじめとする『税』の電子申告・納税システムの推進、さらには昨年スター
トしたマイナンバー制度の厳正な取扱いと定着化にも協力していきます。

（ 3 ）税制提言事業
会員企業を対象に税制改正についてアンケートを行い、意見・要望をもとに一般社団法
人静岡県法人会連合会、公益社団法人全国法人会総連合と連携して税制改正要望
書を取り纏め、地方自治体並びに地元国会議員に陳情を行い、建設的な提言活動を行
います。
（ 4 ）地域企業発展事業
地域企業及び一般の方々を対象に会計・経営管理・労務問題・法律・危機管理・営
業等の幅広い講演会・講習会・セミナーを開催いたします。
（ 5 ）地域社会貢献事業
親会・青年部会・女性部会が一体となり、公益目的事業として地域に密着した地域貢
献活動を実施できるよう活動をいたします。会員以外の一般の方々も対象として『税』を
絡めた事業や法人会の存在を広く認知されるよう活動を行います。
2.共益事業
（ 1 ）福利厚生事業
福利厚生制度の推進の為、会員企業が一丸となり、また提携協力保険会社 3 社との
連携強化を通じて保険料収入目標の達成により、福利厚生制度推進表彰の受彰を目
指します。に経営者大型保障制度について新規契約企業数の増加とJタイプ型の契
約増加に努めます。財政基盤強化と会員企業経営の安定・保全と経営者又は従業
員の福利厚生制度の一層の充実を図ることを目的として、提携協力保険会社 3 社と連
携し法人会の福利厚生制度の推進をいたします。					
また、協力保険会社 3 社の協力を得て、親会・青年部会・青年部会OB会・女性部会
の徹底した会員確認手続きを通じて新規契約増加を目指し、また同時に会員増加にも
結び付けていきます。
（ 2 ）会員支援交流事業
①. 会員を対象に税制改正セミナー、経営セミナー、労務管理・リスクマネジメントセミナー
等の各種セミナーを企画し、会員の要望に添う研修を行います。

②. 会員サービス
イ. 法人会提携ローン
ロ.「早割電報」紹介サービス
ハ. インターネットでセミナー受講「セミナーオンデマンドサービス」
平成 2 3 年度からスタートさせたサービスとして、ホームページから会員・一般向けに
数多くのタイトルセミナーを提供します。
ニ.「法人会メリットカード」の周知と特約店が提供する『会員向け特典』を多くの会員
に利用してもらうようにPRしていきます。また同時に特約店の増加を推進いたします。
ホ. 中小企業向け貸倒保障制度（引受保険会社:三井住友海上火災保険会社）
③. 支部活動の充実
今後、支部独自の事業展開を図り、支部活動の活性化に結びつけます。会員相互の
事業発展と支部の意識高揚を図るよう努力頂きます。支部会員の連携・協力を進め
ていきます。
④. 社団化創立 3 0 周年記念大会の開催
会員の結束強化と会員増強の礎となるよう努めていきます。

（ 3 ）会員増強事業
①. 平成 2 8 年 1 2月末の会員数は2,9 4 3 社で組織委員会を中心に、平成 2 9 年度会員
増強推進計画を立て会員増加運動を展開します。また会員メリットを広く周知させるた
めのツールを増やして行きます。

管理関係
1.規程
定款や新諸規程の理解と適正な運用を行います。
2.諸会議
①. 総会
②. 理事会
③. 正副会長・監事会
④. 各委員会
⑤. 支部会
⑥. 青年部会の諸会議・女性部会の諸会議
⑦. その他必要な会議
3.事務処理
（1）. ガバナンス強化を含めた事務管理の厳正化を図ります。
（2）. 平成28年からスタートした「マイナンバー制度」に沿った適正な事務処理の
遂行を図ります。
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4

第1回 税制委員会（14日）
第1回 正副会長監事会議（25日）
第1回 理事会（25日）
会計監査（20日）

5

会

県連第1回 総務委員会（16日）
・理事会
県連第1回 税制・税務委員会（30日）
県連厚生委員会・推進連絡協議会
（25日）

女性部会
第1回 合同委員会（役員・総務）
（10日）
会計監査（10日）
全法連女性フォーラム鹿児島大会
（7日）
女連協正副会長会（25日）
第5回 定時総会・講演会（22日）
会報誌「ゆうすい」第19号
第1回 役員会
第1回 合同委員会役員・各委員会

6

第5回 定時総会・第2回 理事会（12日） 第5回 女連協定時総会（1日）
社団化30周年記念大会式典・祝賀会
県連第5回 定時総会（27日）
各委員会（組織・研修・厚生）
三島税連協第51回 通常総会
県連第2回 税制・税務委員会（8日）

7

第2回 正副会長監事会議
第1回 総務委員会
第1回 広報委員会
県連組織委員会
平成29年税制改正研修会（７日）
経営セミナー（19日）

8

9

会員増強合同会議・福利厚生推進会議
（青年部会・女性部会）
第2回 厚生委員会
会報誌「のびゆく法人」61号
東海法人会連合会総会
第3回 正副会長監事会議
第2回 研修委員会
県連広報委員会・事業研修委員会

10 全法連全国大会・福井大会（5日）
三島税務連絡協議会定例会
AIU・大同生命共催セミナー
（労務管理）
11 税を考える週間・街頭広報活動
県連会長表彰伝達式・講演会
第2回 広報委員会
県連調査部所管法人研修会（16日）
12 第4回 正副会長監事会議

青年部会
第1回 理事会（12日）
会計監査（12日）
青連協正副会長会（28日）
役員会（11日）

第5回 青連協定時総会（1日）
第3回 理事会
東海連青連協定時総会（23日）
租税教室説明会
環富士山交流担当者会議
第4回 理事会
第1回 OB会合同会員相互情報
交換会
県連第2回 常任理事会
環富士山交流担当者会議

夏休み子供税金教室
第2回 役員会

第2回 会員相互情報交換会
第5回 理事会
三島税務署表敬訪問

第1回 税経セミナー（税務研修会）

第6回 理事会 租税教室研修会
第１回 OB会合同税務研修会
第２回 OB会合同会員相互情報
交換会 環富士山交流会

第6回 税に関する絵はがき審査会
第7回 理事会
第2回 合同委員会（役員,総務,研修） 青連協情報交換会（26日）
女連協情報交換会（3日）

会員親睦会
女連協正副会長会（12日）

支部大会

第5回 定時総会・講演会（22日） 支部大会
第2回 理事会

女連協正副会長会（21日）
第1回 合同委員会（役員・研修）

第6回「税に関する絵はがき
コンクール」表彰式
第3回 役員会
税の啓蒙活動・街頭広報活動
（三島・函南・伊豆の国市・伊豆市）

その 他

会員増強
運
動

会員増強
運
動

第8回 理事会
会員増強
全国青年の集い高知大会（9・10 運
動
日）
4団体親睦ボーリング大会
第3回 OB会合同会員相互情報
交換会
第9回 理事会
キャリア教育（伊豆総合高校）

会員増強
運
動

1

会報誌「のびゆく法人」62号
イータックス研修会
第5回 正副会長監事会議
新年賀詞交歓会・講演会
県連第47回 運営研究会（30日）

第3回 合同委員会（役員,総務,研修） 第2回 OB合同研修会
新年賀詞交歓会
第10回 理事会、新年賀詞交歓会
県連第47回 運営研究会（30日）
県連第47回 運営研究会（30日）
租税教室の開催（支部）

2

全法連税制セミナー
新春特別講演会
県連（組織・広報・研修・厚生委員会）

第4回 役員会
第2回 税経セミナー

東部五署管内青年部情報会議
第11回 理事会
第2回 OB会合同研修会

支 部
役員会

3

第6回 正副会長監事会議
第3回 理事会
県連税制セミナー（15日）
第72回 東海法連大会（静岡 9日）
県連第2回 理事会・第2回 総務委員会
（22日）

第1回 広報委員会

第12回 理事会
会報誌「はばたけ未来人」発行
卒業生を送る会
地域貢献事業修善寺大掃除

支 部
役員会

