
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」No107・
No108・No109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
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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）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財政基盤強化のため、大同生命保険株式会社、ＡＩＧ損害保険株式会社、アフラック生命保険株式

会社と連携を密にし、また、福利厚生制度収入2年2万社純増「ＧＯＧＯキャンペーン」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協力弁護士制度
⑤広告チラシ同封配布サービス
⑥講演放送局
⑦法人会提携ローン
⑧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
⑨「早割電報」紹介サービス
⑩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」
⑪事業承継支援制度
⑫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29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、2,886社・個人賛助会員
21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2年2万社純増「ＧＯＧＯキャンペーン」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。



　４．表彰関係（順不同・敬称略、役職は表彰時で記載）
　 （１）平成29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　　㈱コハラ　　代表取締役社長　小原 照光
　　　　(公社)藤枝法人会　　事務局主任　　鈴木 智
　 （２）平成29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　　㈱大勝堂外商部　　　代表取締役　　　安藤 聡
　　　　(公社)藤枝法人会　　理事　　㈱山田組　　　　　　取締役総務部長　足立 藤夫
　　　　(公社)藤枝法人会　　事務局長　　伊久美友一郎
　 （３）平成29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>
　　　　㈱倉嶋自動車商会　　　　　代表取締役　　　　倉嶋 伸康
　　　　初亀醸造㈱　　　　　　　　代表取締役　　　　橋本 謹嗣
　　　　ホンダモーター藤枝販売㈱　代表取締役社長　　渡邊 博文
　　　　㈱松浦恒産　　　　　　　　代表取締役　　　　松浦 正秋
　　　　松葉倉庫㈱　　　　　　　　代表取締役　　　　松葉 秀介
　　　　㈱マルハン　　　　　　　　取締役会長　　　　若林 達朗
　　　<会員たる法人の役職員表彰>
　　　　㈱赤阪鐵工所　　　　　　　取締役執行役員総務本部長　　　塚本 義之
　　　　近藤建設工業㈱　　　　　　専務取締役　　　　　　　　　　近藤 友一
　　　　㈱丸川　　　　　　　　　　取締役総務部長　　　　　　　　坪井 大助
　　　　焼津鰹節水産加工業(協)　　常勤理事　　　　　　　　　　　井之上 茂利
　　　　焼津水産化学工業㈱　　　　取締役執行役員経営統括本部長　内山 毅彦
　　　　㈱藪崎新聞店　　　　　　　常務取締役　　　　　　　　　　石川 準
　 （４）平成28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・ＡＩＧ・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)

平成29年度事業報告　附属明細書

　平成29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30年5月
公益社団法人藤枝法人会



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 47 0 29 4 28 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29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 22 0 29 6 13 焼津文化会館 本会

(税制・税務委員会)
県税のしくみと使いみち
静岡県藤枝財務事務所　所長　落合修氏 18 0 29 9 13 焼津文化会館 本会

(税制・税務委員会)
税務調査の心構えー自主点検チェックシート・ガ
イドブック活用ー
藤枝税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 石原等氏

18 0 29 9 13 焼津文化会館 本会
(税制・税務委員会)

年末調整の改正ポイント
(1)配偶者控除、配偶者特別控除の改正について
(2)年末調整事務への影響(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

51 0 29 10 11 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　田村博和 氏 24 0 30 1 24 焼津文化会館 本会

(税制・税務委員会)
消費税軽減税率制度について
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 法人課税第一部門統括国税調査官 石原等氏

18 0 30 2 14 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)源泉徴収のしかた(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 9 29 6 21 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 12 29 11 8
藤枝市

生涯学習
センター

藤枝税務署

税金教室
知って得する税情報
藤枝税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 石原 等 氏 22 0 29 6 12 藤枝市

文化センター 青年部会

国際税務について　藤枝税務署 署長 山崎雅司 氏 13 2 30 2 6 焼津文化会館 女性部会

公１－（１）税制・税務に関する研修会・講演会・セミナー事業

公１－（３）税の啓発及び租税教育事業

公１－（２）税制・税務の普及広報事業

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7回税に関する絵はがきコンクール (応募総数)949通 29 7月～ 9月 － 女性部会
第7回税に関する絵はがきコンクール審査会 (審査員)11名 29 9 27 藤枝商工会議所 女性部会

第16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　片山泰志氏

7 44 29 8 2 焼津文化会館 女性部会

第7回
租税教室

第一部　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国
税調査官　石原　等 氏
第二部　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
第三部　若手企業家との交流会

14 16 29 11 25 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（107号）・12月(108号)・2月（109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



公１－（４）税制改正への提言事業

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

47 0 29 4 28 焼津文化会館 本会
(公益事業推進委員会)

記念講演会

緑茶と生活習慣病対策
～がん予防作用を中心に～
静岡県立大学 名誉教授・農学博士
小國伊太郎氏

34 7 29 5 11 松風閣 女性部会

地方の中小企業が世界進出するには
～海外進出からこれまでの歩み～
重光産業㈱　代表取締役社長
重光克昭 氏

56 7 29 5 17 小杉苑 青年部会

地域から日本を変える！
これからの企業のあり方
フリーキャスター /事業創造大学院
大学客員教授　伊藤聡子氏

145 34 29 5 22 松風閣 本会
(総務厚生委員会)

笑いと健康
女流講談師　神田 蘭氏 47 62 29 11 2 松風閣 本会

(総務厚生委員会)

営業セミナー トップ営業が隠したがる「最強の説明力」
中小企業コンサルタント　吉見範一氏 29 0 29 7 11 焼津文化会館 本会

(公益事業推進委員会)

実務講座

急増する社員の休業・休職・退職を
巡るルールとトラブル防止実務対策
㈱人事サポートプラスワン
代表取締役・経営士　松本健吾氏

39 0 29 8 29 焼津文化会館 本会
(公益事業推進委員会)

弁護士講習会 民法改正のポイントと実務対応
弁護士　齋藤安彦氏 12 0 29 9 1 焼津文化会館 本会

(公益事業推進委員会)
パソコン
セミナー

今から備える、ＡＩ活用・対策講座
フィルゲート代表　菊原政信氏 17 0 29 10 27 焼津文化会館 本会

(公益事業推進委員会)

勉強会
療育による早期発達支援の必要性
㈱トレミー　代表取締役
津川祥吾氏

21 0 29 12 5 藤枝市文化センター 青年部会

教養講座
明るい人生のための終活のススメ
㈲佐野石材　代表取締役
佐野雅基氏

12 0 29 12 8 藤枝商工会議所 女性部会

新春講演会

トランプ政権－米国はいま
早稲田大学教授　中林美恵子氏 72 31 30 1 17 松風閣 本会

(総務厚生委員会)
新春落語
～古典芸能の歴史と文化を学ぶ～
落語家　古今亭志ん好師匠

34 29 30 1 18 小杉苑 青年部会

日本の伝統を守り受け継ぐ
”芸妓”さんの歴史を学ぶ
清水芸妓置屋共同組合　芸妓さん

32 29 30 1 22 松風閣 女性部会

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 10 (配布物)
200 29 4 22 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 － － 29 7月～ 3月 － 女性部会

公２－（１）講座・講演会・セミナー事業

公２－（２）地域社会への貢献事業

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/西原明美氏) 29 10 31 本会(税制・税務委員会)



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28年度事業報告及び決算承認の件/監査報告 第2
号議案 役員選任案承認の件　第3号議案　第5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28年度決
算承認の件/監査報告　第2号議案　役員選任案承認の件　②報告事項　イ.平
成28年度事業報告　ロ.平成29年度事業計画及び収支予算　ハ.平成30年度税
制改正要望について　
第4号議案 福利厚生制度2年2万社純増「GOGOキャンペーン」推進のための特
別委員会設置の件
<報告事項>1.平成30年度税制改正要望　2.代表理事・業務執行理事の職務執
行状況報告　3.その他

理事40
監事3 29 4 20 焼津文化会館

第1号議案　代表理事及び副会長選定の件　第2号議案　委員会委員選任の件 理事44
監事2 29 5 22 松風閣

<審議事項>第1号議案　諸規程整備の件
<報告事項>(1)平成29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)立入検査報告について(4)代表理事・業務
執行理事の職務執行状況報告(5)その他

理事33
監事2 30 1 17 松風閣

<審議事項>
第1号議案　簡易保険払込団体契約廃止に伴う収益事業廃止の件
第2号議案　平成30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3号議案　初年度会費徴求の件
<報告事項>(1)その他

理事35
監事3 30 3 16 焼津文化会館

女性部会
理事会

(1)第5回全体会報告書について①平成28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29年度事業計画及び収支予算承認の件③役員改選の件
(2)今後の事業活動について(3)部会員増強について(4)その他

16 29 4 11 焼津文化会館

青年部会
理事会

＜審議事項＞平成28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)6月開催税金教室について(2)9月開催研修旅行について
＜報告・確認事項＞(1)第5回全体会並びに記念講演会について(2)会員増強に
ついて(2)その他

14 29 4 18 小杉苑

<検討事項>9月開催研修旅行について<報告・確認事項>(1)全体会の役割担
当について(2)6月開催 税金教室について(3)会員増強について(4)その他 13 29 5 17 小杉苑

<検討事項>(1)6月開催 研修旅行について(2)11月開催 租税教室について
<報告・確認事項>(1)6月開催 税金教室について(2)会員増強について(3)その他 21 29 6 12 藤枝市文化

センター
<検討事項>11月開催 租税教室について
<報告・確認事項>(1)9月開催 研修旅行について(2)会員増強について(3)その他 18 29 7 18 小杉苑

＜検討事項＞
(1)11月開催租税教室について(2)12月開催勉強会の日程及び講師について
(3)1月開催新春講演会の日程及び講師について
＜報告・確認事項＞
(1)9月開催研修旅行について(2)会員増強について(3)その他

19 29 9 12 小杉苑

<検討事項>
(1)11月25日開催租税教室について(2)12月5日開催勉強会について(3)1月
18日開催新春講演会の講師選定について
<報告・確認事項>
(1)会員増強について(2)その他

17 29 10 10 小杉苑

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

第5回
定時総会

(1)決議事項　第1号議案　平成28年度決算承認の件/監査報告　第2号議
案　役員選任案承認の件
(2)報告事項　①平成28年度事業報告　②平成29年度事業計画及び収支
予算　③平成30年度税制改正要望について

127
(委任状
1,407)

29 5 22 松風閣

全体会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

女性部会
第5回全体会

(1)平成28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29
年度事業計画及び収支予算について(3)役員改選について 32 29 5 11 松風閣

青年部会
第5回全体会

(1)平成28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29
年度事業計画及び収支予算について(3)役員改選について 51 29 5 17 小杉苑

２．会議他

理事会

定時総会



事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

青年部会
理事会

＜報告・確認事項＞
(1)11月25日開催租税教室について(2)12月5日開催勉強会について(3)1
月18日開催新春講演会について(4)会員増強について(5)その他

18 29 11 14 小杉苑

＜報告・確認事項＞
(1)11月25日開催租税教室について(2)12月5日開催勉強会について(3)1
月18日開催新春講演会について(4)会員増強について(5)その他

11 29 12 5 藤枝市
文化センター

＜検討事項＞5月開催全体会並びに記念講演会の日程及び講師選定について
＜報告・確認事項＞
(1)1月18日開催 新春講演会について(2)会員増強について(3)その他

17 30 1 18 小杉苑

＜検討事項＞5月開催 全体会並びに記念講演会の日程及び講師選定について
＜報告・確認事項＞(1)平成30年度事業計画(案)について(2)会員増強に
ついて(3)その他

14 30 2 13 小杉苑

＜審議事項＞平成30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 税金教室の日程及び内容について
＜報告・確認事項＞(1)平成29年度の事業報告並びに収支決算予想につ
いて(2)第6回全体会並びに記念講演会の日程及び講師について(3)会員増
強について(4) その他

17 30 3 13 小杉苑

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29年度会員増強について(2)第47回静岡県法人会運営研究会につ
いて(3)福利厚生制度2年2万社純増「GOGOキャンペーン」推進について
(4)29年度事業及び収支状況について(5)その他

14 29 7 3 ホテルオーレ

正副会長会

(1)理事 大井達也氏逝去に伴う組織体制について(2)立入検査報告(3)収益
事業廃止に伴う「変更認定申請」について(4)1月理事会上程議案(予定)(5)平
成29年度会員増強について(6)福利厚生制度推進について(7)第29回東海法
人会連合会定時総会報告(8)平成29年度上期事業報告について(9)平成29年
度下期事業計画について(10)平成29年度9月末会計報告(11)その他

5 29 11 2 松風閣

女性部会
正副会長・
顧問会

(1)第5回全体会・記念講演会・意見交換会(懇親会)について(2)役割分担
について(3)今後の女性部会関係予定について(4)その他 7 29 5 11 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7回税に
関する絵はがきコンクール④第16回夏休み親子税金教室⑤第7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

6 29 6 5 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7回税に関す
る絵はがきコンクールについて②第7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27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
<報告事項>①志太郡衙イベントについて②法人会メリットカードについ
て③今後の研修等について

7 29 9 25 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13回法人会全国女性フォーラム山梨大会について(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

6 29 12 8 藤枝
商工会議所

<確認事項>(1)4月理事会について
<検討事項>(1)5月全体会日程並びに記念講演会講師選定について①候
補日②当日のスケジュール③会場④講師選定について(2)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 30 1 22 松風閣

<検討事項>(1)平成29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30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
<確認事項>(1)4月理事会について(2)第6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

5 30 3 12 藤枝
商工会議所

青年部会
正副会長会

<検討事項>(1)平成30年度事業計画及び行事担当について(2)次期静岡
県法人会青年部会連絡協議会長及び事務局長の選出について
<報告・確認事項>(1)平成30年度の全法連・静岡県連等の会合スケジュー
ルについて(2)その他

5 29 12 13 事務局

正副会長会



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28年度事業報告及び決算承認の件(2)役員選任案承認の件(3)福利厚生制度2年
2万社純増「GOGOキャンペーン」推進のための特別委員会設置の件(4)4月20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28年度事業報告及び決
算承認の件/監査報告　第2号議案　役員選任案承認の件　第3号議案　第5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
28年度決算承認の件/監査報告 第2号議案　役員選任案承認の件②報告事項イ．平成
28年度事業報告ロ．平成29年度事業計画及び収支予算ハ．平成30年度税制改正要望
について　第4号議案　福利厚生制度2年2万社純増「GOGOキャンペーン」推進のため
の特別委員会設置の件　<報告事項> １．平成30年度税制改正要望２．代表理事・業
務執行理事の職務執行状況報告３．その他　(5)臨時理事会開催について(6)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

7
委任状1 29 4 17

藤枝
商工

会議所

<検討事項>(1)委員長・副委員長の選任案承認及び委員会の分掌事項について(2)
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(3)

（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(4)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(5)福利厚生制度2年2万社純増「GOGOキャンペーン」推進につい
て(6)運営研究法人会について(7)焼津郵便局分簡易保険団体払込取扱い終了につ
いて
<報告事項>(1)第34回法人会全国大会(福井大会)について(2)(一社)静岡県法人会
連合会運営研究会について(3)第72回東海法人会連合会大会について(4)その他①
今後の研修等について②富士山入り法人会バッジについて

4
委任状3 29 6 19

藤枝
商工

会議所

<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)諸規
程整備について
<報告事項>(1)志太郡衙イベントについて(2)第34回法人会全国大会(福井大会)に
ついて(3)第47回(一社)静岡県法人会連合会運営研究会について(4)第72回東海法
人会連合会大会について(5)8月末財務状況について(6)福利厚生制度推進について
(7)静岡県の立入検査について(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

7
委任状1 29 9 11

藤枝
商工

会議所

<審議事項>(1)理事 大井達也氏逝去に伴う組織体制について(2)諸規程整備につ
いて(3)㈱ケイシーシー経営研究所との顧問契約更新の件(4)1月17日(水)理事会議
案の件　１．審議事項(1)第1号議案　諸規程整備の件　２．報告事項(1)平成29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)立入検査報告(4)代表理事・業務執行理事の職務執行状況報告(5)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30年4月開催理事会役割分担について(2)平成30年5月開催第
6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)立入検査報告(2)(一社)静岡県法人会連合会第47回運営研究会につ
いて(3)第72回東海法人会連合会大会(静岡大会)について(4)その他①福利厚生制
度推進について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 29 12 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 47 29 11 2 松風閣
平成29年度　税に関する作品表彰式 68 29 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
監事会 平成28年度事業及び会計監査 3 29 4 12 藤枝商工会議所
青年部会監事会 平成28年度事業及び会計監査 2 29 4 5 事務局
女性部会監事会 平成28年度事業及び会計監査 2 29 4 6 事務局

監事会



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)平成29年度総務厚生委員会事業報告並びに平成30年度総務厚生委
員会事業計画(案)承認の件(2)簡易保険払込団体契約廃止に伴う収益事業廃止の件
(3)平成30年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の件(4)3月理事会議案の件<審議
事項>第1号議案　簡易保険払込団体契約廃止に伴う収益事業廃止の件　第2号議
案　平成30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3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)平成30年度功労者表彰(全法連会長表彰)候補者推薦について(2)平
成30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(3)福利厚生制度推進について(4)その他

5
委任状3 30 2 23

焼津
文化
会館

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)委員長・副委員長の選任案承認について(2)委員会の分掌事項につい
て(3)今後の事業計画について(4)その他

6
委任状5 29 6 14 藤枝

商工会議所
(1)平成29年度税制・税務委員会事業報告(2)平成30年度税制・税務委員
会事業計画(案)について(3)平成31年度税制改正要望について①第34回
法人会全国大会(福井大会)参加報告「平成30年度税制改正提言」②作成ま
でのスケジュール③会員へのアンケート作成について(4)その他①会員増
強について②今後の研修等について

9
委任状3 29 12 18 藤枝

商工会議所

(1)平成31年度税制改正要望作成について(2)その他 9
委任状3 30 3 19 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)委員長・副委員長の選任案承認について(2)委員会の分掌事項について
(3)平成29年度会員増強推進計画について(4)研修旅行について(5)運営研
究法人会について(6)その他

9
委任状6 29 6 29 藤枝

商工会議所

(1)平成29年度共益事業推進委員会事業報告①平成29年度事業報告につ
いて②平成29年度会員拡充結果報告について(2)平成30年度共益事業推
進委員会事業計画(案)について①平成30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)法人会メリットカードに
関するメルマガ配信について(4)その他

7
委任状7 30 2 5 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)委員長・副委員長の選任案承認について(2)委員会の分掌事項につい
て(3)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 (4)運営研
究法人会について(5)その他

7
委任状5 29 6 26 藤枝

商工会議所

(1)公益事業推進委員会副委員長選出の件(2)平成29年度公益事業推進委
員会事業報告(3)平成30年度公益事業推進委員会事業計画(案)について
(4)その他

7
委任状5 30 1 26 藤枝

商工会議所

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)委員長・副委員長の選任案承認について(2)委員会の分掌事項につい
て(3)会報発行について①Ｎｏ.108(12月号)発行について②Ｎｏ.109(2
月号)発行について(4)運営研究法人会について(5)その他

6
委任状2 29 6 23 藤枝

商工会議所

(1)平成29年度広報委員会事業報告(2)平成30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①No110(6月号)発行について②
No111(12月号）発行について③No112（2月号）発行について(4)その他

6
委任状3 30 1 25 藤枝

商工会議所



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 40 29 5 11 松風閣
青年部会意見交換会 50 29 5 17 小杉苑
意見交換会 49 29 5 22 松風閣
青年部会意見交換会 25 29 6 12 ㈲魚時
女性部会観劇会
消えた目撃者と悩ましい遺産　出演：三宅裕司・渡辺正行・藤原紀香 30 29 6 13 新橋演舞場

正副会長、監事、委員長、部会長会意見交換会 16 29 7 3 ホテルオーレ
焼津支部会懇親会 23 29 7 31 松風閣
本会・青年部会・女性部会役員合同事業報告会意見交換会 40 29 8 10 小杉苑
藤枝支部合同ブロック会懇親会 11 29 8 21 山内屋

青年部会研修旅行
熊本方面視察八千代座、熊本城、重光産業㈱見学、柳川散策 21 29 9

7
8
9

熊本方面

意見交換会 41 29 11 2 松風閣
研修旅行
ラグーナテンボス「ハウステンボス歌劇団鑑賞」と「花の上の空中散歩」 34 29 11 21 ラグーナテンボス

青年部会意見交換会 18 29 12 5 三枝商店
会員交流会 58 30 1 17 松風閣
青年部会賀詞交歓会 34 30 1 18 小杉苑
女性部会賀詞交歓会 37 30 1 22 松風閣
運営研究法人会意見交換会 8 30 2 26 魚時会館

その他会議等

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

藤枝支部会 (1)平成29年度・30年度支部長、副支部長選任の件(2)平成29年度会員増強
推進計画及び推進ツールについて(3)8月合同ブロック会日程調整について 15 29 7 26 小杉苑

焼津支部会
(1)平成29年度・30年度支部長、副支部長選任の件(2)平成29年度会員
増強推進計画及び推進ツールについて(3)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

20 29 7 31 松風閣

本会・青年部
会・女性部会
役員合同事業
報告会

(1)各委員会・各部会報告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
㈱静岡営業支店③アメリカンファミリー生命保険㈱静岡支社(3)その他

43 29 8 10 小杉苑

藤枝支部合同
ブロック会

(1)平成29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 29 8 21 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29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 8 29 8 23 中重

焼津支部1 ～
6ブロック会

(1)平成29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 15 29 8 24 焼津文化会館

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2年2万社
純増「GOGO
キャンペーン」
特別委員会

(1)特別委員会構成について(2)福利厚生制度推進について(3)その他 10 29 8 10 小杉苑

実行委員会

事業名 内容 参加
人数

実施日
会場

年 月 日

運営研究法人
会実行委員会

①発表について②テーマ選定について③発表内容及び方法について 10 29 7 3 ホテルオーレ

①発表について②発表内容及び方法について 11 29 12 21 藤枝
商工会議所



他団体主催関係

事業内容
参加
人数

実施日
会場

年 月 日

税理士会第38回支部定期総会 1 29 4 21 小杉苑

税理士会と藤枝税務署管内関係団体との打合せ会 1 29 5 12 小杉苑

藤枝税務連絡協議会監査 3 29 5 15 事務局

公益法人実務担当者説明会 1 29 5 24 静岡県庁別館

志太地区租税教育推進協議会 2 29 5 25 藤枝税務署

算定基礎届事務講習会 1 29 6 16 焼津文化会館

藤枝税務連絡協議会正副会長会 5 29 6 22 藤枝市民会館

藤枝税務連絡協議会定例会 24 29 6 22 藤枝市民会館

藤枝税務連絡協議会定例会 2 29 9 7 小杉苑

藤枝税務連絡協議会意見交換会 2 29 9 7 小杉苑

租税教室講師養成研修会(女性部会正副対象) 9 29 9 25 藤枝商工会議所

志太郡衙まつり(古代鰹節献納ウォーキング・古代鰹節献納式) 17 29 10 1 焼津神社→志太郡衙跡

志太郡衙まつり(志太郡衙献納祭) 26 29 10 1 志太郡衙跡地

奈良平城京献納式 2 29 10 8 奈良　薬師寺

静岡県の立入検査 4 29 10 19 藤枝商工会議所

消費税軽減税率制度等説明会 1 29 10 24 藤枝市生涯学習センター

焼津信用金庫総代講演会 1 29 10 25 焼津文化会館

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　山崎雅司氏 97 29 11 8 小杉苑

納税表彰式 6 29 11 9 藤枝地区交流センター

第5回IT経営フォーラム2017in焼津(会後援) 194 29 11 24 焼津文化会館

第25回まるせい経営セミナー (会後援) 96 29 12 6 ウェルシップやいづ

焼津商工会議所新春会員交流会 1 30 1 9 松風閣

藤枝商工会議所新年賀詞交歓会 1 30 1 12 小杉苑
藤枝税務連絡協議会定例会 21 30 1 16 藤枝市民会館

税理士会新年会 1 30 1 31 小杉苑

補助金等活用セミナー (会協力) 32 30 2 15 焼津信用金庫本部

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
全法連第12回法人会全国女性フォーラム（鹿児島大会） 2 29 4 7 城山観光ホテル
県連専務理事等会議 1 29 4 18 静銀・中京銀静岡駅南ビル
女連協監事会 1 29 4 25 ザ・ガーデンシティオ
女連協正副会長会・懇談会 2 29 4 25 ザ・ガーデンシティオ
青連協監事会 1 29 4 28 ザ・ガーデンシティオ
青連協常任理事会・懇談会 2 29 4 28 ザ・ガーデンシティオ
県連総務委員会 1 29 5 16 グランディエール・ブケトーカイ
県連理事会 1 29 5 23 ホテルセンチュリー静岡
県連厚生委員会並びに福利厚生連絡協議会 1 29 5 25 中島屋グランドホテル
県連税制・税務委員会 1 29 5 30 中島屋グランドホテル
青連協第5回定時総会 4 29 6 1 中島屋グランドホテル
女連協第5回定時総会 6 29 6 1 中島屋グランドホテル
青・女連協合同講演会・懇談会 9 29 6 1 中島屋グランドホテル
県連税制・税務委員会 1 29 6 8 中島屋グランドホテル
東海法連青連協第26回定時総会・情報交換会・懇談会 2 29 6 23 ホテルキャッスルプラザ
県連第5回定時総会 13 29 6 27 ホテルセンチュリー静岡
県連第12回理事会 2 29 6 27 ホテルセンチュリー静岡



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
県連総会記念講演会 12 29 6 27 ホテルセンチュリー静岡
県連総会懇談会 13 29 6 27 ホテルセンチュリー静岡
専務理事等会議 1 29 7 6 静銀・中京銀静岡駅南ビル
県連組織委員会 1 29 7 14 ホテルプリヴェ静岡ステーション
女連協正副会長会 1 29 7 21 グランディエール・ブケトーカイ
青連協常任理事会 1 29 7 28 ザ・ガーデンシティオ
事務局担当者会議 2 29 8 1 グランディエール・ブケトーカイ
東海法連第29回定時総会 1 29 9 6 名鉄グランドホテル
県連事業研修委員会 1 29 9 14 ホテルプリヴェ静岡ステーション
県連広報委員会 2 29 9 21 グランディエール・ブケトーカイ
女連協第27回情報交換会・音楽鑑賞会・懇談会 6 29 10 3 グランディエール・ブケトーカイ
全法連第34回法人会全国大会(福井大会)記念講演会・式典 9 29 10 5 福井県産業会館
専務理事等会議 1 29 10 17 静銀・中京銀静岡駅南ビル
青連協第27回情報交換会情報交換会・懇談会 8 29 10 26 グランディエール・ブケトーカイ
全法連第31回法人会全国青年の集い(高知大会)
租税教育活動プレゼンテーション 1 29 11 9 高知県民文化ホール

全法連第31回法人会全国青年の集い(高知大会)
部会長ウェルカムパーティー 1 29 11 9 ザ クラウンパレス新阪急高知

全法連第31回法人会全国青年の集い(高知大会)部会長サミット 1 29 11 10 ザ クラウンパレス新阪急高知
全法連第31回法人会全国青年の集い(高知大会)
記念講演・大会式典 4 29 11 10 高知県民文化ホール

全法連第31回法人会全国青年の集い(高知大会)懇親会 4 29 11 10 三翠園
愛知県法人会女性部会連絡協議会情報交換会 1 29 11 13 ホテルキャッスルプラザ
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) 161 29 11 16 静岡商工会議所

女連協正副会長会 1 29 12 12 ザ・ガーデンシティオ
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 30 1 19 中島屋グランドホテル
第47回静岡県法人会運営研究会
第1部 研究発表会　（一社）伊豆下田法人会・（公社）藤枝法人会
第2部 役員研修会（講演会）

17 30 1 30 ホテルアソシア静岡

第47回静岡県法人会運営研究会懇談会 14 30 1 30 ホテルアソシア静岡
県連厚生委員会並びに福利厚生制度連絡協議会 1 30 2 8 ホテルプリヴェ静岡ステーション
県連組織委員会 1 30 2 15 中島屋グランドホテル
県連事業研修委員会 1 30 2 23 グランディエール・ブケトーカイ
県連広報委員会 2 30 2 27 中島屋グランドホテル
第34回全法連事務局セミナー 1 30 3 2 ハイアットリージェンシー東京
第72回東海法人会連合会大会
式典・研究発表（名古屋北法人会/昭和法人会/伊豆下田法人会）・
懇談会

11 30 3 9 ホテルセンチュリー静岡

県連税制セミナー 4 30 3 15 中島屋グランドホテル
県連総務委員会 1 30 3 22 ホテルプリヴェ静岡ステーション
理事会 1 30 3 26 ホテルセンチュリー静岡


