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Ⅰ.概　況
　公益社団法人としての使命を達成するために、税知識の普及、納税意識の高揚とｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・
納税システム）の普及推進、税制提言事業、経営支援事業、地域社会貢献事業等、公益目的事業に主軸を置き
様々な活動を展開して参りました。
　また、会組織の強化、財政基盤強化のため、本会・青年部会・女性部会一体となって会員拡充に努めました。

Ⅱ.主な活動は次のとおりです。
＜公益目的事業＞
　１．税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業
　 （１）税制・税務に関する研修会・講演会・セミナー事業

　会員をはじめ広く一般の企業及び市民を対象として、税制・税務を中心とした研修会・講演会・セ
ミナーを、専門的知識を有する講師により実施し、税知識の普及による納税意識の高揚に努めました。

　 （２）税制・税務の普及広報事業
　税制・税務に関する研修会・講演会・セミナーの充実を図るとともに、「藤枝法人会報」No104・
No105・No106の発行・配布及び全法連機関紙「ほうじん」春号・夏号・秋号・新年号を配布しました。
　また、ｅ－Ｔａｘの利用拡大につきましては、藤枝税務署と連携協調を図りながら、本会が開催す
る会議、研修会、講演会、会報を通し、積極的利用を呼びかけました。また当会ホームページ上にも
ｅ－Ｔａｘ等のバナーを設置し一般の企業及び市民に対する税務の普及啓発活動に努めました。

　 （３）税の啓発及び租税教育事業
　次世代を担う児童や生徒に税金への理解と関心を深める目的で、小学生対象の夏休み親子税金教室、
大学生対象の租税教室を実施しました。また、小学生対象に「税に関する絵はがきコンクール」を実
施しました。

　 （４）税制改正への提言事業
①全法連において、全国の中小企業に租税負担の軽減と合理・簡素化及び適正公平な課税、税制・税
務に関する提言を行うため、全国各法人会から税制に関する要望意見を取りまとめて、税制改正の提
言を決議し、法人会全国大会で発表後、関係機関等に対し要望活動を実施しました。
②会員をはじめ広く一般の企業及び市民を対象として、当会にて作成した税制要望アンケートを実施
し、税制に関する意見要望を取りまとめ、一般社団法人静岡県法人会連合会、公益財団法人全国法人
会総連合に上申しました。

　２．地域の経済社会環境の整備改善等を図るための事業
　 （１）講座・講演会・セミナー事業

　会員をはじめ広く一般の企業及び市民を対象として、経済・経営、法律、文化・教養をテーマとし
た講演会・セミナーを、専門的知識を有する講師により実施しました。

　 （２）地域社会への貢献事業
①地域イベント「藤まつり」への参加
②家庭内におけるピーク時間の使用電力削減を目指した「いちごプロジェクト」の推進
③地域福祉団体「おのころ島」への協賛
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＜収益事業等＞
　１．会員の福利厚生等に資する事業
　 （１）財政基盤強化のため、大同生命保険株式会社、ＡＩＵ損害保険株式会社、アメリカンファミリー生命

保険会社と連携を密にし、また、福利厚生制度収入「3年10億円増収計画」特別委員会を中心に、更
なる法人会の福利厚生制度の推進に努めました。

　 （２）地元医療機関（藤枝平成記念病院・西焼津健診センター・志太医師会検診センター）と提携し会員の
健康管理をアシストしました。

　 （３）中小企業向け貸倒保障制度を推進しました。（引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社）
　 （４）簡易保険払込制度を利活用しました。

　２．会組織の充実を図ること及び全国各地の法人会との連携強化を図る事業、会員支援のための親睦・交流
等に関する事業

　 （１）会員支援事業
以下の、会員サービスのＰＲ、利用促進に努めました。
①協力弁護士制度
②広告チラシ同封配布サービス
③講演放送局
④ネットで学習ｅラーニング「らくらく仕事塾」
⑤法人会提携ローン
⑥ウィークリーメールマガジン「社会・経済のうごき新聞（通称：どっと読む）」の無料配信
⑦「早割電報」紹介サービス
⑧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」
⑨事業承継支援制度
⑩会員特典カード「法人会メリットカード」の利用及び特約店募集

　 （２）会員親睦事業
　会員相互の親睦や異業種交流を目的に、観劇会、研修旅行、意見交換会、賀詞交歓会等の親睦事業
を行いました。

　 （３）組織の充実・強化
　組織基盤強化のために、平成28年度会員拡充推進計画を立案し、本会・支部役員・各部会が一体
となり会員増強運動を展開しました。その結果、3月末における会員数は、2,912社・個人賛助会員
18名となりました。

　 （４）諸会議の開催
①定時総会の開催
②理事会の開催
③各委員会の開催
④福利厚生制度収入「3年10億円増収計画」特別委員会の開催
⑤その他必要な会議の開催

　 （５）法人会相互の連絡協調
①一般社団法人静岡県法人会連合会の事業運営への協力
②東海法人会連合会との連携
③公益財団法人全国法人会総連合との連携

　３．管理関係
　 （１）定款や諸規程の適正な運用に努めました。
　 （２）事務運営体制等の充実を図りました。

SUZUKI
長方形



−13−

　４．表彰関係（順不同・敬称略、役職は表彰時で記載）
　 （１）平成28年度公益財団法人全国法人会総連合　功労者表彰
　　　　(公社)藤枝法人会　　理事　　㈱長谷川鐵工所　　代表取締役社長　長谷川 政敏
　　　　(公社)藤枝法人会　　理事　　㈱マルハン　　　　代表取締役社長　若林 達朗
　 （２）平成28年度一般社団法人静岡県法人会連合会 特別功労役員等表彰
　　　　(公社)藤枝法人会　　理事　　㈱藪崎新聞店　　　常務取締役　　　石川 準
　 （３）平成28年度一般社団法人静岡県法人会連合会会長表彰
　　　<功労法人表彰>
　　　　㈱共立アイコム 代表取締役会長 小林 正敏
　　　　㈱コヤマ 取締役会長 小山 明良
　　　　㈱清和不動産 代表取締役 清水 みさ代
　　　　大一運送㈱ 代表取締役 山本 雅義
　　　　丸石㈱ 代表取締役社長 大石 秀和
　　　　㈲めぐみ自動車販売 代表取締役 奥山 光浩
　　　　㈱柳屋本店 代表取締役社長 村松 康範
　　　　㈱山田組 代表取締役 山田 寿久
　　　<会員たる法人の役職員表彰>
　　　　㈱いちまる 専務取締役 大井 達也
　　　　㈱カネトモ 取締役総務部長 小長谷 茂
　　　　㈱共水 代表取締役社長 片岡 征哉
　　　　賛栄設備工業㈱ 代表取締役 小出 勝三　※故人
　　　　丸天淡水魚㈱ 取締役会長 天野 武夫
　 （４）平成27年度全法連・県連単位会表彰<藤枝法人会関係>
　　　<全法連　福利厚生制度推進>
　　　　福利厚生制度推進表彰(収入保険料大同・ＡＩＵ・アフラック3社計の対前年比103％以上)
　　　<県連　会員増強表彰>
　　　　努力賞（加入率60％以上を3年間維持）
　　　<県連　福利厚生制度推進>
　　　　福利厚生制度推進優秀賞(収入保険料：大同生命100％以上、ＡＩＵ115％以上)
　　　<県連　福利厚生制度重点項目推進特別表彰>
　　　　ビジネスガード推進表彰(収入保険料伸展率第2位)
　　　　がん保険推進表彰(新規契約年換算保険料伸展率第1位)

平成28年度事業報告　附属明細書

　平成28年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定す
る附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

平成29年5月
公益社団法人藤枝法人会
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事業関係付表
１．公益目的事業

事業名 内容
参加人数 実施日

会場 主催
会員 非会員 年 月 日

新入社員
研修講座

社会人と税
藤枝税務署　副署長　矢澤昇氏 42 0 28 4 26 焼津文化会館 本会

(公益事業推進委員会)

税務講習会

ここが変わる！平成28年度税制改正　
藤枝税務署
法人課税第一部門上席国税調査官　鈴木栄治氏

30 0 28 6 17 焼津文化会館 本会
(税制・税務委員会)

私たちの暮らしと税金
静岡県藤枝財務事務所　所長　渡辺直巳氏 9 0 28 9 7 焼津文化会館 本会

(税制・税務委員会)
(1)平成28年度税制改正(法人税関係)(2)自主点検
チェックシート・ガイドブック活用について
藤枝税務署
法人課税第一部門上席国税調査官　鈴木栄治氏

9 0 28 9 7 焼津文化会館 本会
(税制・税務委員会)

①消費税改正について②税のトピックス③自主点
検チェックシート・ガイドブック活用について
藤枝税務署
法人課税第一部門上席国税調査官　鈴木栄治氏

16 0 28 10 18 焼津文化会館 本会
(税制・税務委員会)

会社の決算と申告
東海税理士会藤枝支部 税理士　森 祐輔氏 19 1 29 1 24 焼津文化会館 本会

(税制・税務委員会)
税務調査等における目のつけどころ
藤枝税務署　副署長　矢澤昇氏 19 2 29 2 8 焼津文化会館 本会

(税制・税務委員会)

新設法人
説明会

(1)法人税の基本的事項(2)源泉徴収の仕方(3)消
費税の仕組みと手続(4)印紙税の基本的事項(5)自
主点検チェックシート・ガイドブック活用について
藤枝税務署
法人課税第一部門上席国税調査官　鈴木栄治氏

1 17 28 6 24 焼津文化会館 藤枝税務署

(1)法人税の基本的事項(2)源泉徴収の仕方(3)消
費税の仕組みと手続(4)印紙税の基本的事項(5)自
主点検チェックシート・ガイドブック活用について
藤枝税務署
法人課税第一部門上席国税調査官　鈴木栄治氏

0 9 28 11 11
藤枝市

生涯学習
センター

藤枝税務署

税金教室

夫婦と税金
藤枝税務署
資産課税部門統括国税調査官　山下　功氏

20 6 28 6 14 藤枝市
文化センター 青年部会

税金あらかると
藤枝税務署
法人課税第一部門統括国税統括官　石原等氏

20 3 29 2 3 焼津文化会館 女性部会

公1－（１）研修相談事業

公1－（3）租税教育事業

公1－（2）税の広報事業

事業名 内容
参加人数 実施日

会場 主催
会員 非会員 年 月 日

第6回税に関する絵はがきコンクール (応募総数)752通 28 7月～ 9月 － 女性部会
第6回税に関する絵はがきコンクール審査会 (審査員)11名 28 9 27 藤枝商工会議所 女性部会

第15回
夏休み
親子税金教室

(1)税金のお話(2)租税教育ＤＶＤ「マ
リンとヤマトの不思議な日曜日」上映
(3)税金クイズ
藤枝税務署 法人事務官　赤根零菜氏

12 51 28 8 3 焼津文化会館 女性部会

第5回
租税教室

第1部　給与明細の見かたとマイナン
バー制度について
藤枝税務署
法人課税第一部門統括官　石原 等氏
第2部　キャッシュフローゲームセミ
ナー
FPI㈱　代表取締役　中山　猛氏
第3部　若手企業家との交流会

15 12 28 11 26 静岡産業大学 青年部会

事業名 内容 主催

藤枝法人会報発行 6月（104号）・12月（105号)・2月（106号） 本会(広報委員会)
ほうじん発送 春号・夏号・秋号・新年号 (公財)全国法人会総連合
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公１－（4）税制提言事業

事業名 内容
参加人数 実施日

会場 主催
会員 非会員 年 月 日

新入社員
研修講座

社員の心得
㈱フィールドデザイン
代表取締役　中山佳子氏

58 0 28 4 26 焼津文化会館 本会
(公益事業推進委員会)

記念講演会

プロ野球名選手に学ぶ、人生成功の
十ヶ条
元ＮＨＫ静岡放送局キャスター・フ
リーアナウンサー　渡辺弥生氏

29 10 28 5 12 松風閣 女性部会

伝統産業の生き残りをかけて
㈱志太泉酒造
代表取締役　望月雄二郎氏

40 9 28 5 17 小杉苑 青年部会

安倍政権の課題とこの国の行方
政治アナリスト　伊藤惇夫氏 121 31 28 5 19 松風閣 本会

(総務厚生委員会)

営業セミナー
プレゼン力向上セミナー
㈱ナレッジステーション
代表　伊藤誠一郎氏

29 3 28 7 13 焼津文化会館 本会
(公益事業推進委員会)

実務講座 メンタルヘルス対策セミナー
社会保険労務士　安中繁氏 10 2 28 8 19 焼津文化会館 本会

(公益事業推進委員会)

弁護士講習会
会社にまつわる思わぬトラブル事例
と対策
弁護士　青山雅幸氏

22 0 28 9 2 焼津文化会館 本会
(公益事業推進委員会)

法人会の
パソコン
セミナー

クラウドの現状と今後の可能性
㈱スプラム　代表取締役　中小企業
診断士　竹内幸次氏

11 0 28 10 21 焼津文化会館 本会
(公益事業推進委員会)

記念講演会
世界の動きと静岡経済への影響
日本経済新聞社　静岡支局
支局長　柴山重久氏

44 31 28 11 2 松風閣 本会
(総務厚生委員会)

教養講座

産業医（産業保健スタッフ）に依存し
ない、現場の力でメンタルヘルス 
対策
働く人の心の保健室「あとむらぼ」
代表・産業カウンセラー
橋野由利子氏

14 0 28 12 7 焼津文化会館 女性部会

新春講演会

のうだま ～やる気の秘密～
東京大学薬学部教授　池谷裕二氏 84 93 29 1 17 松風閣 本会

(総務厚生委員会)
クラッシック音楽の調べ～ショパン
の作品と共に～
ピアニスト　久保山菜摘氏

31 20 29 1 19 松風閣 女性部会

会社造り・人造り
静岡トヨペット㈱
代表取締役社長　平光敬和氏

35 42 29 1 23 小杉苑 青年部会

勉強会
町工場のおやじ電気自動車に挑む！
㈱淀川製作所
代表取締役　小倉庸敬氏

17 2 29 2 14 小杉苑 青年部会

事業名 内容
参加人数 実施日

会場 主催
会員 非会員 年 月 日

藤まつり 税のＰＲ活動 12 (配布物)
200 28 4 23 蓮華寺池公園 女性部会

いちご
プロジェクト 夏の節電・冬の節電ＰＲ － － 28 7月～ 3月 － 女性部会

地域福祉団体「おのころ島」への協賛 － － 28 9月 － 本会
(総務厚生委員会)

公２－（1）経営支援事業

公２－（2）社会貢献事業

事業名 内容
実施日

主催
年 月 日

税制陳情 国会議員(井林辰憲氏)地方自治体(藤枝市長/北村
正平氏・藤枝市議会議長/水野明氏) 28 11 10 本会(税制・税務委員会)
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事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

理事会

<審議事項>第1号議案 平成27年度事業報告及び決算承認の件/監査報告 第2号
議案 理事選任の件　第3号議案　第4回定時総会の招集の決定の件(1)総会の日
時及び場所(2)付議議案①決議事項　第1号議案　平成27年度決算承認の件/監査
報告　第2号議案　理事選任(案)承認の件　②報告事項　イ.平成27年度事業報告
ロ.平成28年度事業計画及び収支予算　ハ.平成29年度税制改正要望について
<報告事項>1.平成29年度税制改正要望について　2.代表理事・業務執行理事
の職務執行状況報告　3.職員永年勤続表彰について　4.その他

理事35
監事2 28 4 21 焼津文化会館

<審議事項>第1号議案　運営研究法人会指定に伴う実行委員会設置の件　第
2号議案　役員選考委員会設置の件
<報告事項>(1)平成28年度会員拡充結果について(2)㈱ケイシーシー経営研
究所との顧問契約更新について(3)代表理事・業務執行理事の職務執行状況報
告(4)その他

理事36
監事3 29 1 17 松風閣

<審議事項>第1号議案　平成29年度事業計画(案)及び収支予算(案)並びに資
金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(案)承認の件
第2号議案　初年度会費徴求の件
<報告事項>(1)「3年10億円増収計画」進捗状況について(2)その他

理事30
監事2 29 3 17 焼津文化会館

青年部会
理事会

＜審議事項＞・平成27年度事業報告及び収支決算承認の件・監査報告
＜検討事項＞(1)全体会の役割分担について(2)税金教室の日程、テーマにつ
いて(3)研修旅行の日程・内容について
＜報告事項＞(1)会員増強について(2)その他

16 28 4 12 小杉苑

<検討事項>研修旅行について
<報告・確認事項>(1)全体会の役割担当について(2)税金教室について(3)会
員増強について(4)その他

16 28 5 17 小杉苑

<検討事項>(1)研修旅行について(2)租税教室について
<報告・確認事項>(1)税金教室について(2)会員増強について(3)その他 12 28 6 14 藤枝市

文化センター
<検討事項>租税教室の日程・内容について
<報告・確認事項>(1)研修旅行の視察内容について(2)会員増強について(3)
その他

21 28 7 12 小杉苑

＜検討事項＞(1) 勉強会の日程及び内容について(2) 新春講演会の日程及び
内容について
＜報告・確認事項＞(1) 租税教室の日程及び内容について(2) 会員増強につい
て(3) その他

17 28 9 13 小杉苑

＜検討事項＞新春講演会の日程及び講師について
＜報告・確認事項＞(1) 租税教室について(2) 勉強会について(3)会員増強に
ついて(4) その他

12 28 10 11 小杉苑

＜審議事項＞役員選考委員会の設置について
＜報告・確認事項＞(1)租税教室について(2)勉強会について(3)新春講演会に
ついて(4)会員増強について(5)その他

20 28 11 8 小杉苑

＜検討事項＞勉強会について
＜報告・確認事項＞(1)租税教室について(2)新春講演会について(3)会員増強
について(4)その他

15 28 12 5 藤枝市
文化センター

＜検討事項＞全体会並びに記念講演会の日程・会場について
＜報告・確認事項＞(1)新春講演会について(2)勉強会について(3)会員増強に
ついて(4)その他

15 29 1 23 小杉苑

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

第4回
定時総会

(1)決議事項　第1号議案　平成27年度決算承認の件/監査報告　第2号議
案　理事選任(案)承認の件
(2)報告事項　①平成27年度事業報告　②平成28年度事業計画及び収支
予算　③平成29年度税制改正要望について

110
(委任状
1,428)

28 5 19 松風閣

全体会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

青年部会
第4回全体会

(1)平成27年度事業報告及び収支決算報告について/監査報告(2)平成28
年度事業計画及び収支予算について 40 28 5 17 小杉苑

女性部会
第4回全体会

(1)平成27年度事業報告及び収支決算報告について/監査報告(2)平成28
年度事業計画及び収支予算について 28 28 5 12 松風閣

２．会議他

理事会

定時総会

SUZUKI
長方形
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事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

青年部会
理事会

＜審議事項＞平成29年度・30年度 新役員(案)承認の件
＜検討事項＞全体会の日程及び記念講演会の講師について
＜報告・確認事項＞(1) 平成29年度の事業計画(案)について(2) 勉強会
について(3) 会員増強について(4) その他

18 29 2 14 小杉苑

＜審議事項＞平成29年度事業計画(案)並びに収支予算(案)承認の件
＜検討事項＞(1) 卒業予定者への感謝状及び卒業記念品について(2) 6月
開催 税金教室の日程・内容について(3) 9月開催 研修旅行の日程・内容
について
＜報告・確認事項＞(1) 平成28年度の事業報告並びに収支決算予想につ
いて(2) 第5回全体会並びに記念講演会の日程・講師について(3) 会員増
強について(4) その他

18 29 3 14 小杉苑

女性部会
理事会

(1)第4回全体会報告書について①平成27年度事業報告及び収支決算報告
承認の件/監査報告②平成28年度事業計画及び収支予算承認の件(2)部会
員増強について(3)その他

13 28 4 7 焼津文化会館

理事会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日
正副会長、監事、
委員長、部会長会

(1)平成28年度会員増強について(2)平成28年度、29年度の静岡県法人会運
営研究会の指定について(3)28年度事業及び収支状況について(4)その他 13 28 7 28 ホテルオーレ

正副会長会

(1)小出副会長逝去に伴う組織体制について(2)1月理事会上程議案(予定)
(3)平成28年度会員増強について(4)福利厚生制度推進について(5)第28
回東海法人会連合会定時総会報告(6)平成28年度上期事業報告について
(7)平成28年度下期事業計画について(8)平成28年度9月末会計報告(9)
その他

4 28 11 2 松風閣

青年部会
新正副会長会

(1) 平成29年度の事業計画及び行事担当について(2) 平成29年度の全法
連・静岡県連等の会合スケジュールについて(3) その他 5 29 2 10 事務局

女性部会
正副会長・
顧問会

(1)第4回全体会・記念講演会・意見交換会について(2)役割分担について
(3)今後の予定について(4)その他 6 28 5 12 松風閣

(1)今後の事業活動について①観劇会②いちごプロジェクト③第6回税に
関する絵はがきコンクール④第15回夏休み親子税金教室⑤第6回税に関
する絵はがきコンクール審査会について⑥教養講座日程及び講師⑦新春
講演会日程及び講師(2)部会員拡充について(3)その他

7 28 6 6 藤枝
商工会議所

<確認事項及び検討事項>(1)今後の事業活動について①第6回税に関す
る絵はがきコンクールについて②第6回税に関する絵はがきコンクール審
査会について③(一社)静岡県法人会連合会女性部会連絡協議会第26回情
報交換会について④税に関する作品表彰式について⑤教養講座について
⑥新春講演会について⑦税金教室について⑧租税教室講師養成研修会の
開催について(2)会員拡充について①本会②女性部会(3)役員改選につい
て①選考委員会の設置について
<報告事項>(1)(公社)沼津法人会青年部会・女性部会合同創立30周年記
念式典(2)(公社)清水法人会女性部会設立40周年記念式典(3)その他①法
人会メリットカードについて②今後の研修等について

7 28 9 27 藤枝
商工会議所

<確認事項>(1)1月新春行事について(2)税金教室について
<検討事項>(1)第12回法人会全国女性フォーラム鹿児島大会について
(2)4月理事会日程調整について(3)5月全体会日程並びに記念講演会講師
について(4)その他

4 28 12 7 焼津文化会館

<確認事項>(1)4月理事会について(2)5月全体会日程並びに記念講演会
について(3)役割分担について①4月理事会及び5月全体会共通
<その他>(1)今後の研修等について

5 29 1 19 松風閣

<検討事項>(1)平成28年度女性部会事業報告並びに収支決算予想につい
て(2)平成29年度女性部会事業計画(案)並びに収支予算(案)について(3)
観劇会について(4)女性部会会員拡充について
<報告事項>(1)役員改選について
<確認事項>(1)4月理事会について(2)第5回女性部会全体会並びに記念
講演会について(3)理事会・全体会役割分担について(4)その他

4 29 3 6 藤枝
商工会議所

正副会長会

SUZUKI
長方形
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総務厚生委員会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

総務厚生
委員会

(1)平成27年度事業報告及び決算承認の件(2)理事選任の件(3)4月21日開催理事会審議
事項・報告事項について<審議事項>第1号議案 平成27年度事業報告及び決算承認の
件/監査報告　第2号議案　理事選任の件　第3号議案　第4回定時総会の招集の決定の
件(1)総会の日時及び場所(2)付議議案①決議事項　第1号議案　平成27年度決算承認
の件/監査報告　第2号議案　理事選任(案)承認の件②報告事項イ．平成27年度事業報
告ロ．平成28年度事業計画及び収支予算ハ．平成29年度税制改正要望について<報告
事項> １．平成29年度税制改正要望について　２．代表理事・業務執行理事の職務執
行状況報告　３．職員永年勤続表彰について　４．その他①福利厚生制度収入「3年10
億円増収計画」について②今後の研修等について

6
委任状2 28 4 18

藤枝
商工

会議所

<検討事項>(1)本会・青年部会・女性部会役員合同事業報告会並びに意見交換会
日程について　(2)（一社）静岡県法人会連合会長表彰状伝達式並びに講演会・意見
交換会日程並びに講演会講師について　(3)1月開催　理事会・新春講演会・会員
交流会日程並びに講演会講師について
<報告事項>(1)福利厚生制度収入「3年10億円増収計画」第2回県連推進会議につい
て(2)第33回法人会全国大会(長崎大会)について(3)(一社)静岡県法人会連合会運
営研究会について(4)第71回東海法人会連合会大会について(5)その他

5
委任状3 28 6 23 焼津

文化会館

<検討事項>(1)11月開催正副会長会・(一社)静岡県法人会連合会長表彰状伝達式並び
に記念講演会・意見交換会(懇親会)について①内容②表彰候補社(者)の選定について
③記念品について④運営について(2)1月開催 理事会・新春講演会・会員交流会(懇親会)
について①内容②運営について③会員交流会(懇親会)への新規加入会員の対応につい
て(3)3月開催理事会日程について①内容②運営について(4)法人会運営研究会指定に
伴う実行委員会設置について(5)役員改選について
<報告事項>(1)ＡＩＧ Japan設立70周年記念式典について(2)静岡新聞(朝刊)掲載 の
びゆく郷土シリーズ2016 協賛広告掲載の件について(3)第33回法人会全国大会(長崎
大会)について(4)(一社)静岡県法人会連合会第46回運営研究会について(5)第71回東
海法人会連合会大会について(6)8月末財務状況について(7)福利厚生制度推進につい
て(8)その他①会員増強について②メリットカードについて③今後の研修等について

6
委任状2 28 9 15

藤枝
商工

会議所

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日
（一社）静岡県法人会連合会長表彰状伝達式 42 28 11 2 松風閣
平成28年度　税に関する作品表彰式 87 28 11 15 藤枝市生涯学習センター

表彰式

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日
第1回
役員選考委員会

(1)選考委員について(2)役員選考委員長・副委員長選出(3)会
長・副会長・理事・監事候補について(4)会長職留任依頼訪問 7 29 1 24 焼津信用金庫本部応接室

第2回
役員選考委員会

(1)理事・監事候補について(2)代表理事(会長)・業務執行
理事(副会長)候補について(3)組織・委員会構成について 7 29 2 23 藤枝商工会議所

青年部会第1回
選考委員会

(1)次期部会長の選出について(2)次期副部会長、理事、監
事の選出について(3)その他 7 28 11 29 ㈲山内寿し宏

青年部会第2回
選考委員会 (1)次期副部会長、理事、監事の選出について(2)その他 6 29 1 23 小杉苑

女性部会第1回
選考委員会

(1)選考委員について(2)選考委員長・副委員長選出(3)部
会長・副部会長・理事・監事・顧問候補について 3 28 11 25 事務局

女性部会第2回
選考委員会 (1)部会長・副部会長・理事・監事・顧問候補について 3 28 12 1 事務局

選考委員会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日
監事会 平成27年度事業及び会計監査 3 28 4 13 藤枝商工会議所
青年部会監事会 平成27年度事業及び会計監査 2 28 4 5 事務局
女性部会監事会 平成27年度事業及び会計監査 2 28 4 5 事務局

監事会

SUZUKI
長方形
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総務厚生委員会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

総務厚生
委員会

<審議事項>(1)㈱ケイシーシー経営研究所との顧問契約更新の件(2)1月理事会議
案の件　１．審議事項(1)第1号議案　運営研究法人会指定に伴う実行委員会設置
の件(2)第2号議案　役員選考委員選出の件　２．報告事項(1)平成28年度会員拡充
結果について(2)㈱ケイシーシー経営研究所との顧問契約更新について(3)代表理
事・業務執行理事の職務執行状況報告(4)その他
<確認事項>(1)1月開催理事会役割分担について(2)1月開催新春講演会並びに会員
交流会(懇親会)役割分担について(3)3月開催理事会役割分担について
<検討事項>(1)平成29年4月開催理事会役割分担について(2)平成29年5月第5回
定時総会日程並びに役割及び記念講演会講師について(3)総会抽選会景品について
<報告事項>(1)(一社)静岡県法人会連合会第46回運営研究会について(2)第71回
東海法人会連合会大会(三重大会)について(3)その他①福利厚生制度収入「3年10億
円増収計画」について②会員増強について③今後の研修等について④今後の総務厚
生委員会について

8 28 12 15
藤枝
商工

会議所

<審議事項>(1)平成28年度総務厚生委員会事業報告並びに平成29年度総務厚生委
員会事業計画(案)承認の件　(2)平成29年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の件
(3)3月理事会議案の件<審議事項>第1号議案　平成29年度事業計画(案)及び収支
予算(案)並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(案)承認の件　第2
号議案　初年度会費徴求の件　<報告事項>①その他　
<確認事項>(1)3月開催理事会について　(2)4月開催理事会について　(3)5月開催
定時総会について
<報告事項>
(1)駐車場賃貸借契約締結について　(2)平成29年度功労者表彰(全法連会長表彰)候
補者推薦について　(3)平成29年度特別功労役員等・精励事務局職員表彰(県連会長
表彰)候補者推薦について　(4)福利厚生制度収入「3年10億円増収計画」について　
(5)その他

5
委任状1 29 2 23

藤枝
商工

会議所

税制・税務委員会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

税制・
税務委員会

(1)今後の事業計画について(2)その他 6
委任状6 28 6 16 焼津文化会館

(1)平成28年度税制・税務委員会事業報告(2)平成29年度税制・税務委員
会事業計画(案)について(3)平成30年度税制改正要望作成のスケジュール
(4)平成30年度税制改正要望アンケート作成について(5)その他①会員増
強について②今後の研修等について

8
委任状5 28 12 19 藤枝

商工会議所

(1)平成30年度税制改正要望作成について(2)その他 9
委任状2 29 3 22 藤枝

商工会議所

共益事業推進委員会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

共益事業
推進委員会

(1)平成28年度会員増強推進計画について(2)観劇会について(3)その他 4
委任状11 28 6 29 藤枝

商工会議所
(1)平成28年度共益事業推進委員会事業報告①平成28年度事業報告につ
いて②平成28年度会員拡充結果報告について(2)平成29年度共益事業推
進委員会事業計画(案)について①平成29年度会員拡充についてイ．初年
度会費徴収方法について②研修旅行について(3)その他

7
委任状9 29 2 2 藤枝

商工会議所

公益事業推進委員会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

公益事業
推進委員会

(1)今後の事業計画について①法律講座②パソコンセミナー (2)その他 7
委任状3 28 6 28 藤枝

商工会議所
(1)平成28年度公益事業推進委員会事業報告(2)平成29年度公益事業推進
委員会事業計画(案)について(3)その他

4
委任状5 29 1 27 藤枝

商工会議所

SUZUKI
長方形
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会員親睦関係

内容
参加
人数

実施日
会場

年 月 日
女性部会意見交換会 33 28 5 12 松風閣
青年部会意見交換会 39 28 5 17 小杉苑
意見交換会 38 28 5 19 松風閣
女性部会観劇会　歌舞伎 四谷怪談
出演：中村獅童・中村七之助・中村勘九郎 29 28 6 8 シアターコクーン

青年部会意見交換会 20 28 6 14 神田寿司
焼津支部会懇親会 20 28 7 20 松風閣
正副会長、監事、委員長、部会長会意見交換会 14 28 7 28 ホテルオーレ
本会・青年部会・女性部会役員合同事業報告会意見交換会 47 28 8 5 小杉苑
藤枝支部合同ブロック会懇親会 9 28 8 18 おかの
青年部会研修旅行
白い恋人パーク見学、ニッカウヰスキー余市蒸留所見学、深川硝子工芸見学 19 28 9 9 北海道

意見交換会 41 28 11 2 松風閣
本会研修旅行(観劇会)　「三婆」 35 28 11 18 新橋演舞場
青年部会意見交換会 22 28 12 5 藤枝パークインホテル
会員交流会 67 29 1 17 松風閣
女性部会賀詞交歓会 33 29 1 19 松風閣
青年部会賀詞交歓会 39 29 1 23 小杉苑
役員選考委員会慰労会 8 29 2 23 ㈱すぎ多本舗

その他会議等

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

焼津支部会 (1)平成28年度会員増強推進計画及び推進ツールについて(2)8月各ブロック
会日程調整について①1 ～ 6ブロック会②7 ～ 9及び大井川地区ブロック会 18 28 7 20 松風閣

藤枝支部会 (1)平成28年度会員増強推進計画及び推進ツールについて(2)8月合同ブ
ロック会日程調整について 12 28 7 21 小杉苑

本会・青年部
会・女性部会
役員合同事業
報告会

(1)各委員会・部会報告①総務厚生委員会②公益事業推進委員会③税制・
税務委員会④共益事業推進委員会⑤広報委員会⑥青年部会⑦女性部会(2)
福利厚生制度推進について①大同生命保険㈱静岡支社②ＡＩＵ損害保険
㈱静岡支店③アメリカンファミリー生命保険㈱静岡支社(3)福利厚生制度
収入「3年10億円増収計画」推進員表彰(4)その他

51 28 8 5 小杉苑

藤枝支部合同
ブロック会

(1)平成28年度会員増強について①推進計画について②推進ツールにつ
いて(2)その他 6 28 8 18 藤枝

商工会議所
焼津支部7 ～
9及び大井川
ブロック会

(1)平成28年度会員増強について①推進計画について②推進ツールにつ
いて(2)その他 10 28 8 24 中重

焼津支部1 ～
6ブロック会

(1)平成28年度会員増強について①推進計画について②推進ツールにつ
いて(2)その他 14 28 8 26 焼津文化会館

広報委員会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

広報委員会

(1)会報発行について①Ｎｏ.105(12月号)発行について②Ｎｏ.106(2月
号)発行について(2)その他

5
委任状2 28 6 22 藤枝

商工会議所
(1)平成28年度広報委員会事業報告(2)平成29年度広報委員会事業計
画(案)について(3)会報発行について①No107(6月号)発行について②
No108(12月号）発行について③No109（2月号）発行について(4)その他

4
委任状2 29 1 25 藤枝

商工会議所

特別委員会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

福利厚生制度
収入「3年10億
円 増 収 計 画 」
特別委員会

(1)福利厚生制度推進について(2)その他 11 28 4 21 焼津文化会館

(1)福利厚生制度推進について(2)推進員の表彰について(3)その他 12 28 8 5 小杉苑

SUZUKI
長方形
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他団体主催関係

事業内容
参加
人数

実施日
会場

年 月 日
藤枝税務連絡協議会監査 2 28 5 13 事務局
税理士会と藤枝税務署管内関係団体との打合せ会 1 28 5 13 小杉苑
志太地区租税教育推進協議会 2 28 5 27 藤枝税務署
公益法人実務担当者説明会 1 28 6 3 静岡県庁別館
藤枝商工会議所創立50周年記念式典・パーティー 1 28 6 17 小杉苑
藤枝税務連絡協議会正副会長会 8 28 6 22 藤枝市民会館
藤枝税務連絡協議会定例会 22 28 6 22 藤枝市民会館
藤枝税務連絡協議会定例会 21 28 9 20 小杉苑
藤枝税務連絡協議会意見交換会 17 28 9 20 小杉苑
健保・厚生年金調査 1 28 9 23 青島北公民館
ＡＩＧ Japan設立70周年記念式典・交流会 2 28 9 26 名鉄グランドホテル
租税教室講師養成研修会 6 28 10 4 藤枝税務署
社会保険基礎講座 1 28 10 12 プラザおおるり
焼津信用金庫総代講演会 1 28 10 26 焼津文化会館
日本商工会議所青年部会
第36回関東ブロックしずおか藤枝大会 2 28 10 29 静岡県武道館

納税表彰式 5 28 11 7 小杉苑
藤枝税務連絡協議会税を考える週間講演会

「税のよもやま話」　藤枝税務署　署長　深尾俊一氏 97 28 11 9 小杉苑

まるせい経営セミナー (会後援) 145 28 11 22 ウェルシップやいづ
藤枝商工会議所新年賀詞交歓会 1 29 1 6 小杉苑
焼津商工会議所新春会員交流会 1 29 1 10 焼津グランドホテル
藤枝税務連絡協議会定例会 21 29 1 25 藤枝市民会館
税理士会新年会 1 29 1 27 小杉苑

SUZUKI
長方形
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全法連・東海法連・県連関係

事業内容
参加
人数

実施日
会場

年 月 日
女連協第11回法人会全国女性フォーラム（福島大会） 1 28 4 14 ビックパレット福島
女連協監事会 1 28 4 21 ザ・ガーデンシティオ
女連協正副会長会 1 28 4 21 ザ・ガーデンシティオ
専務理事等会議 1 28 4 22 静銀・中京銀静岡駅南ビル2階会議室
青連協監事会 1 28 4 28 ザ・ガーデンシティオ
青連協常任理事会 1 28 4 28 ザ・ガーデンシティオ
県連総務委員会 1 28 5 13 ホテルプリヴェ静岡ステーション
県連税制・税務委員会 1 28 5 17 中島屋グランドホテル
県連理事会 2 28 5 20 ホテルセンチュリー静岡
県連税制・税務委員会 1 28 5 26 中島屋グランドホテル
青連協第4回定時総会 2 28 6 1 中島屋グランドホテル
女連協第4回定時総会 3 28 6 1 中島屋グランドホテル
青・女連協合同講演会・懇談会 5 28 6 1 中島屋グランドホテル
県連第4回定時総会 14 28 6 21 ホテルセンチュリー静岡
県連総会記念講演会 14 28 6 21 ホテルセンチュリー静岡
県連総会懇談会 15 28 6 21 ホテルセンチュリー静岡
東法連青連協第25回定時総会・情報交換会・懇談会 2 28 6 24 ホテルキャッスルプラザ
県連厚生委員会並びに福利厚生連絡協議会 1 28 6 27 グランディエール・ブケトーカイ
県連福利厚生制度収入「3年10億円増収計画」推進会議 7 28 6 27 グランディエール・ブケトーカイ
専務理事等会議 1 28 7 7 静銀・中京銀静岡駅南ビル2階会議室
県連組織委員会 1 28 7 15 中島屋グランドホテル
青連協常任理事会 1 28 7 22 ザ・ガーデンシティオ
女連協正副会長会 1 28 7 27 グランディエール・ブケトーカイ
事務局担当者会議 2 28 7 29 ホテルプリヴェ静岡ステーション
青連協第26回情報交換会 7 28 8 29 グランディエール・ブケトーカイ
青連協第26回情報交換会懇談会 5 28 8 29 グランディエール・ブケトーカイ
東法連第28回定時総会 1 28 9 6 名鉄グランドホテル
第30回法人会全国青年の集い(北海道大会)
租税教育活動プレゼンテーション 1 28 9 8 旭川市民文化会館

第30回法人会全国青年の集い(北海道大会)
部会長ウェルカムパーティー 1 28 9 8 旭川グランドホテル

第30回法人会全国青年の集い(北海道大会)　部会長サミット 1 28 9 9 旭川グランドホテル
第30回法人会全国青年の集い(北海道大会)　大会式典･記念講演 4 28 9 9 旭川大雪アリーナ
第30回法人会全国青年の集い(北海道大会)　懇親会 4 28 9 9 道北地域旭川地場産業振興センター
県連事業研修委員会 2 28 9 16 グランディエール・ブケトーカイ
県連広報委員会 2 28 9 21 ザ・ガーデンシティオ
東法連合会大会事前打合せ会 1 28 10 4 名古屋大同生命ビル
女連協第26回情報交換会・弦楽四重奏鑑賞会・懇談会 8 28 10 7 中島屋グランドホテル

専務理事等会議 1 28 10 14 静銀・中京銀静岡駅南ビル2階会議室

(公社)沼津法人会青年部会・女性部会創立30周年記念式典 3 28 10 18 時之栖　御殿場高原ホテル

(公社)沼津法人会青年部会・女性部会創立30周年記念式典 2 28 10 18 時之栖　御殿場高原ホテル

第33回法人会全国大会(長崎大会)　記念講演会・式典 5 28 10 20 長崎ブリックホール

第33回法人会全国大会(長崎大会)　懇親会 5 28 10 20 ホテルニュー長崎

静岡県下13署管内 調査部所管法人会研修会(講演会・研修会) 9 28 11 17 静岡商工会議所

(公社)清水法人会女性部会設立40周年記念式典 2 28 11 28 マナーハウスエリザベート

女連協正副会長会 1 28 12 2 ホテルプリヴェ静岡ステーション

専務理事等会議及び事務担当者会議並びに研修会・懇談会 3 29 1 13 中島屋グランドホテル

第46回静岡県法人会運営研究会 12 29 1 26 ホテルアソシア静岡

第46回静岡県法人会運営研究会懇談会 11 29 1 26 ホテルアソシア静岡

SUZUKI
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全法連・東海法連・県連関係

事業内容
参加
人数

実施日
会場

年 月 日

県連広報委員会 1 29 2 3 グランディエール・ブケトーカイ

県連組織委員会 1 29 2 15 ホテルプリヴェ静岡ステーション

県連事業研修委員会 2 29 2 22 中島屋グランドホテル

女連協税に関する絵はがきコンクールの県連会長賞等選考会 1 29 2 24 静岡県立静岡高等学校

県連厚生委員会ならびに福利厚生制度連絡協議会 1 29 3 1 中島屋グランドホテル

東法連第71回東海法人会連合会大会 5 29 3 9 ホテル花水木

県連税制セミナー 4 29 3 14 グランディエール・ブケトーカイ

県連総務委員会 1 29 3 16 中島屋グランドホテル

全法連事務局セミナー 1 29 3 16 ハイアットリージェンシー東京

SUZUKI
長方形


