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　報告事項　第１項
平成３０年度　事　業　計　画

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

１．基本方針
　公益財団法人全国法人会総連合の運営基本方針に基づき、「健全なる経営」「正しい納税」「社会貢献」を三
大テーマとし、関係諸団体と緊密に連絡を取りながら、地域社会から理解され、会員であることに「大きな誇り」
を持てる団体を目指します。

２．公益社団法人木更津法人会の事業方針
　公益社団法人として、基本方針に鑑み、次に掲げる３つの事業を重点的に展開して参ります。まず最初に、
人会の活動の根幹を成す「申告納税制度の普及・啓蒙」を、国税当局、並びに地元行政機関と密接に連絡を
取りながら努めて参ります。
　第２に、会員企業の経営支援を行うことであり、研修や講演会を行うとともに会員企業のビジネスチャン
スを創出していきます。そして第３に、地元地域における社会貢献活動の充実であります。継続性があり、
地域の財産となる事業を企画・実施し、地域社会とともに発展していくことを目指します。

３．公益事業１－１税知識の普及啓蒙
　申告納税制度の普及啓蒙活動の一環として、青年部会による中学校での出前授業「租税教室」は継続事業
として２０年以上にわたり実施されています。今年度も木更津税務署、千葉県木更津県税事務所、並びに四
市行政機関と連携を図りながら計画を推進する予定で、次代を担う子どもたちにとって大切な時間となりま
す。また、木更津税務署との共催による、決算法人説明会、新設法人説明会、年末調整説明会等の各種説明
会や税制改正の研修会、特に消費税の改定に備えた研修会も継続して行う予定です。
　税制委員会による税制セミナーの開催、全法連による税制セミナーへの参加を予定し理解を深める予定で
す。各支部においても、少人数で理解しやすい研修会を細やかに実施することとします。

４．公益事業１－２　納税意識の高揚
　研修委員会の主管により「税を考える週間」のメイン事業として公開講座を実施します。来場者の方々に、
著名な講師の講演を聴講できる機会を創出するとともに、税制改正の資料など「税」についての啓発資料を
配布することにより、年に一度、税の在り方、使われ方について考えていただく機会とします。
　青年部会では、「税を考える週間」のプレイベントとして地域のショッピングセンターで行う「やさしい税
金クイズ大会」を継続事業として実施します。女性部会も同週間の街頭キャンペーンを四市各所で実施します。
　また、法人会の活動を広く市民の方々にご理解頂くとともに、税の広報の一環として、タイムリーな告知
案内ができるようにホームページの充実を図ります。　また、紙媒体である広報誌「法人きさらづ」を、年
４回（５月、８月、１１月、２月）季刊誌として発行する予定です。

５．公益事業１－３　税制の研究と改正提言の作成
　少子高齢化社会にむけてわが国の税の在り方を検証し、中小企業の事業承継等に配慮した税制度の構築に
向けた提言を税制委員会の主導のもと行うものとします。更に、千葉県税理士会木更津支部と協力しながら、
税制の在り方や税制改正研修会の実施、e－Ｔａｘ、マイナンバーの普及キャンペーンを実施し、啓蒙活動
も行います。
　また、税制改正要望や租税教室の発表の場である全国大会、全国女性フォーラム、全国青年の集いへの参
加を予定しています。

６．公益事業２　地域企業の健全な発展に資する事業
　セミナーレンタルビデオサービスの活用により、会社や家庭に於いて居ながらにして研修会が可能となる
ほか、インターネットを利用して支部単位による研修会を推奨し、積極的な活動に努めます。
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７．公益事業３　地域社会貢献事業の実施
　社会貢献委員会では、９年目となる「芝生化プロジェクト」を継続して行い、６月に公園や保育園で芝生
を植え込む予定です。　
　女性部会では、先述の「公開講座」を企画、実施するとともに、災害復興支援のためのイベントを同時開
催する予定です。　また、租税教室を実施し、その感想を絵はがきにまとめた「税に関する絵はがきコンクー
ル」を四市の小学校で実施する予定です。
　青年部会では、２０２０年東京オリンピック開催を念頭に、スポーツ振興に取り組み、若年競技者の育成
や大人の生涯スポーツへの取り組みを増やすことで「健康」に理解のある都市の実現を目指します。また、
東京パラリンピック開催を機会に、障害者スポーツにも理解のある地域づくりの研究調査を行い、継続可能
な支援事業の実施にむけて努力してまいります。
　各地区においても地域の環境浄化活動や、それぞれの地元団体と相談しながら、地域の活動に根差した協
働事業が展開される予定です。支部活動においても、地域の清掃や美化、地域イベントの支援などが挙げら
れます。

８．収益事業等（収益事業１）福利厚生事業の普及推進　　
　会員企業の福利厚生と経営の安定を図るために、提携保険会社と「経営者大型総合保障制度」を始めとす
る各種厚生制度の普及に努めます。また、会員企業の経営者はじめ従業員、家族のために「生活習慣病健診」
「脳ドック検診」などの実施、更に近隣のレジャー施設、研修施設等の割引協定制度を拡充していく方針です。

９．収益事業等（その他１）会員交流事業の充実
　まず、木更津法人会の組織の基盤となる支部の交流活動を活性化させ、４地区それぞれが支部をサポートし
ていく体制を再確認します。各支部は支部総会を開催したうえで、年間事業計画のもとに支部事業を実施します。
　また、会員同士の異業種交流の促進のために、６月に厚生委員会主管による会員親睦チャリティゴルフ大
会と、秋に組織委員会主管による会員親睦研修旅行の実施を予定しています。　

１０．収益事業等（その他１）組織の充実・強化
　厳しい経済状況が続く中でなかなか会員増強、組織強化を図ることは難しいのですが、現在の会員の皆様が、
納得のできる会員サービスを受け、会員としての誇りを持てる地域社会貢献活動を展開できるよう、会員増
強活動を進めて参ります。また、法人会に対して功績のあった役員の表彰も実施します。

【平成３０年度　　事業の体系】

【公益事業】 ●公１　 （１）税知識の普及啓蒙　　

税知識の普及と納税
意識の高揚、並びに
税制の提言に関する
事業

１．新設法人説明会

２．決算法人説明会

３．青年部会・租税教室「税を考え議論する授業」

４．年末調整説明会

５．源泉部会年末調整説明会

６．税制委員会　税制セミナーの実施

７．全法連　税制セミナーへの参加

８．実務研修会の実施

９．女性部会・租税教室・「税に関する絵はがきコンクール」実施

（２）納税意識の高揚　　　

１．納税表彰式　

２．きみさらづ女性部会への参加
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３．税を考える週間の広報活動

４．青年部会「やさしい税金クイズ大会」の実施

５．税を考える週間の公開講座・実務研修会

６．ホームページによる税の広報

７．広報誌による税の広報

（３）税制改正に関する調査研究並びに提言

１．税制改正の提言

２．不動産部会の研修会

３．千葉県税理士会木更津支部との協議会

４．全国大会・全国青年の集い・全国女性フォーラムへの参加

●公２　　 １．実務セミナー（消費税等）

地域企業の健全な発
展に資する事業

２．青年部会経営セミナー

３．セミナービデオレンタル　　セミナーオンデマンド

●公３　　 １．各種公開講座

地域社会への貢献を
目的とする事業

２．芝生化プロジェクト

３．青年部会による社会貢献活動

４．女性部会による社会貢献活動

５．支部による地域社会貢献活動

６．地区による地域社会貢献活動

７．会員親睦チャリティゴルフ大会のチャリティ金を日赤に寄託

【収益事業等】 ●収１　　 １．経営者大型保障制度の推進

会員の福利厚生に
資する事業

２．がん保険制度の普及推進

３．生活習慣病健診の実施

４．脳ドック検診の実施

５．周辺の施設との会員割引制度の契約　

●他１　　 １．賀詞交歓会の実施

会員の交流　並びに
健全な発展を支援す
る事業

２．理事会終了後の懇親会の実施

３．金融機関との懇談会の実施

４．会員交流事業の実施（会員親睦ゴルフ大会・会員親睦研修旅行）

５．支部　会員交流事業

６．地区　会員交流事業

７．青年部会　会員交流事業　　

８．女性部会　会員交流事業

９．不動産部会　会員交流事業

【法人会計】 総会 １．本会・青年部会・女性部会

理事会

青年部会役員会

女性部会役員会
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【委員会の事業計画】

【部会の事業計画】

委　員　会　名 主　な　事　業　計　画

総 務 委 員 会
定時総会の開催　　　　　　　　　　　年６回の理事会の開催
登記事項 ･事務局の管理　　　　　　　賀詞交歓会の開催
各種団体との渉外　　　　　　　　　　公益社団法人としての諸規則・規定の整備

広 報 委 員 会
年４回の広報誌の発行　　　　　　　　ホームページの毎月の更新管理
e-Tax・マイナンバーの普及拡大の広報活動の実施　　　　　　　

研 修 委 員 会
「税を考える週間」メイン事業・公開講座のサポート
税務、経営等の実務研修会の実施　　　セミナービデオレンタルサービスの管理
決算法人説明会・新設法人説明会・年末調整説明会の開催

税 制 委 員 会
税制セミナーの実施　　　　　　　　　税制改正要望の提出・アンケート実施　　　
e-Tax・マイナンバーの普及拡大のための研修会の実施
全法連税制セミナーへの参加

社会貢献委員会 「芝生化プロジェクト」の実施　

厚 生 委 員 会
「会員親睦チャリティゴルフ大会」の実施　　　　福利厚生制度の普及拡大
年２回の脳ドック検診、生活習慣病健診の実施

組 織 委 員 会 会員増強月間（８～１２月）の実施　　　　　　「会員親睦研修旅行」の実施

青 年 部 会

中学校での租税教室「税を考え議論する授業」の実施
税を考える週間「やさしい税金クイズ大会」の実施
社会貢献事業の実施　　　　　　　　　　　全国青年の集いへの参加
部会親睦事業（研修旅行・交流会・研修会・忘年会など）の実施

女 性 部 会

小学校での租税教室・税に関する絵はがきコンクールの実施
社会貢献事業の実施　　　　　　　　　　　きみさらづ女性部会への参加　
全国女性フォーラムへの参加
部会親睦事業（研修旅行・賀詞交歓会など）の実施

源 泉 部 会 年末調整説明会の実施もしくは資料冊子の配布　

不 動 産 部 会 税の研修会の実施　　　　　　　　　　　　部会親睦事業の実施
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【平成３０年度　月別事業計画】

　　○定例正副会長会議　原則毎月第３月曜日 １７：３０～　木更津ビューホテルにて実施予定

月 行　事　予　定 実務研修　広報誌 全法連　県法連　税務懇話会

４月
 4/13　監査会　　　（事務局）
 4/19　第 1 回　理事会（商工会館・富士屋季眺）
 4/20　青年部会 定例総会　　（ホテル千成）

4/12 新設法人説明会 4/12 全国女性フォーラム

５月
 5/17　女性部会 通常総会（木更津ビューホテル）
 5/24　第 44 回　定時総会（木更津ビューホテル）

広報誌発行（春号）
5/16 決算法人説明会

5/15 県連・理事会① 
5/28 租税教育推進協議会　総会

６月
 6/ 8 　会員親睦チャリティゴルフ大会 　
 6/16「芝生化プロジェクト」植込 　

6/14 新設法人説明会 6/ 7 木更津税務懇話会　総会
6/20 県連・定時総会

７月

 7/ 7 　木更津地区公益事業①
　●君津地区公益事業  ①
 7/26　第 2 回　理事会（木更津商工会館）　旅行・会員増強
 7/28　富津地区公益事業　（富津市民花火大会　共催）

7/24 決算法人説明会 7/ 7 木更津中央支部
「富士見通り花植え」①
税務懇話会新旧連絡協議会

８月

　●会員増強月間スタート（8 月～ 12 月）
　●青年部会 社会貢献事業
　●税制セミナー　（四市開催）　　 
　●金融機関との懇談会（木更津・君津・富津・袖ケ浦）

広報誌発行（夏号）
8/23 新設法人説明会

９月
 9/ 9 ～ 10  会員親睦研修旅行　  
 9/21　第 3 回　理事会（オークラアカデミアパーク）

9/13 決算法人説明会

10月

10/14　木更津地区一斉環境浄化活動
　　　 木更津地区公益事業②
10/21　アクアラインマラソン給水所ボランティア

10/18 新設法人説明会 10/11 全国大会　（鳥取市）
10/14 木更津中央支部

「富士見通り花植え」②
10/15 県連・理事会②

11月

【税を考える週間　11/11 ～ 17】　　
　●女性部会・街頭キャンペーン
　●青年部会・やさしい税金クイズ大会　　
　●青年部会　租税教室（～２月）
　●女性部会　租税教室・税に関する絵はがきコンクール（～1月）
11/21　第 16 回公開講座
　　　（かずさアカデミアホール　落語会予定）
11/27　第 4 回理事会（木更津商工会館）
　　　（役員改選＝会長・支部長）  
　●君津地区公益事業②

広報誌発行（秋号）
11/7 年末調整説明会
11/8 年末調整説明会
11/9 年末調整説明会
11/14 年末調整説明会
11/22 決算法人説明会

11/9   全国青年の集い（高知
市）
11/16   納税表彰式

（木更津ビューホテル）

12月 　●袖ケ浦地区公益事業「袖ケ浦駅前イルミネーション」支援 12/13 新設法人説明会

１月
 1/24　第 5 回　理事会　
　●賀詞交歓会（木更津ワシントン H）
　　　（H31 年度事業計画・予算協議　役員改選＝本会理事）

決算法人説明会 ●県連　賀詞交歓会
●税務懇話会賀詞交歓会

２月
　●青年部会　社会貢献事業 広報誌発行（冬号）

新設法人説明会
●全法連税制セミナー

３月
 3/20　第 6 回　予算理事会　（木更津商工会館）
　　　（H31 年度事業計画・予算案　審議）
　●木更津地区公益事業 ③

決算法人説明会
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