第１号議案 平成２３年度事業報告

事業報告は、定款（案）に定める事業毎に記載。

概 況
平成２３年３月に発生した東日本大震災によって、東北及び関東地方の太平洋沿岸部の広範囲にわたる地域は、津波によ
る壊滅的な被害を受け、多くの方が犠牲となりました。また、震災による津波の被害を受けた福島第一原子力発電所事故に
より、東北及び関東地方は深刻な電力供給不足に陥り、会員企業は、計画停電及び節電を強いられ、企業経営や市民生活に
大きな混乱が生じました。
このような状況を鑑み、平成２３年度は、年度当初の会員の交流事業等を自粛し、中止或いは延期とすることが相次ぎま
したが、被災地の復旧がなかなかすすまない中で、各支部や地区では、被災地域の復旧復興のための支援活動を、１年を通
して実施して参りました。
また、平成２４年度に公益社団法人の申請を見据えた中で、定款及び諸規定の整備、公益社団法人に準じた運営、事業活
動を精力的に進めて参りました。
税知識の普及を目的とする事業として、新たに法人として設立されて企業に対しての、法人税法上の留意点等について実
施した新設法人説明会を年１２回、決算月を迎えた法人企業に対し、決算手続きを行うに当たっての留意点等について実施
した決算法人説明会を年２０回実施、また、税務に関する研修会を実施し、さらに、広報誌やＷｅｂサイトへ税に関る情報
を発信し、税知識の普及に努めました。
納税意識の高揚を目的とした事業では、地域の催事等へ参画し、税に関するパンフレットや税金クイズ等を実施し、税に
ついての理解と意識啓発を促す啓蒙活動を行いました。
税制及び税務に関して、各法人会会員へアンケートの実施や調査を実施し、税制改正要望事項とりまとめ、全国の４４２
ある法人会会員の総意である、税制改正に関する提言書を関係機関へ提出し、実現に至っています。
税務に関する相談や日常のトラブル等に関する法律相談、経営に関する研修会や講演会の実施等、地域企業の健全な発展
に資する事業を実施、地域社会への貢献を目的とした事業として、会員大会を、安全・安心な都市づくりフォーラムとし、
基調講演及びパネルディスカッションを実施しました。また、防災や健康に関する研修会の実施、絵手紙の作成や使わない
タオルを募り介護老人福祉施設へ寄贈、また、使用済み切手を集め相模原ボランティア協会へ寄贈しました。さらに、東日
本大震災復興支援活動を行い、義援金を相模原市へ寄贈しました。地域での活動としては、地域美化運動への参加や地域で
の催事で中心的な役割を担い、地域の活性化の一助となっています。
その他会員の福利厚生及び交流事業として、福利厚生制度の推進及び成人病検診受診割引や葬儀費用の低廉価格サービス
の提供、部会及び支部地区での親睦事業や会員交流事業を実施して参りました。
平成２３年度組織及び事業活動に関しては以下の通りです。
【組 織】
Ⅰ 会員数
期首 平成２３年４月 １日 ３，７８２社
入会

６３社

退会

２０９社

期末 平成２４年３月３１日 ３，６３６社（うち、賛助会員７２社）
Ⅱ 組織
期首 平成２３年４月 １日 １３支部４１地区
６地区合併
期末 平成２４年３月３１日 １３支部３５地区
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【事業活動】
Ⅰ 税知識の普及を目的とする事業
１ 新設法人説明会
目的／新たに法人として設立された企業に対し、必要な諸届けなどの手続きをはじめ、事業の開始に際して法人税
法上の留意点等についての理解を促すことを目的として実施。
対象／相模原税務署管内に新たに設立された全法人
内容／相模原税務署管内の新設法人を対象にビデオ「新設法人と税金」
、税理士による記帳指導、法人会ＰＲ、相
模原税務署による法人税・消費税・源泉所得税の説明。
講師／相模原税務署担当官及び東京地方税理士会相模原支部所属税理士
会場／社団法人相模原法人会会議室
実施／毎月１回年１２回
平成２３年 ４月２０日 出席 ５名
平成２３年 ５月２４日 出席 ７名
平成２３年 ６月１６日 出席 ８名
平成２３年 ７月２１日 出席 ８名
平成２３年 ８月２３日 出席 ４名
平成２３年 ９月１５日 出席 ３名
平成２３年１０月１３日 出席 ５名
平成２３年１１月１５日 出席 ９名
平成２３年１２月１６日 出席 ７名
平成２４年 １月１９日 出席 ７名
平成２４年 ２月１６日 出席 ３名
平成２４年 ３月２１日 出席１０名
２ 決算法人説明会
目的／決算月を迎えた法人企業に対し、税制改正事項等決算手続きを行うに当たり留意点等を説明し、適切な法人
税等の申告が行われることを目的として実施。
対象／相模原税務署管内の決算月を迎えた全法人
内容／相模原税務署管内全法人対象として、ビデオ「会社の決算と申告のチェック・ポイント」
、相模原税務署に
よる、法人税・消費税・源泉所得税の説明。
講師／相模原税務署担当官
実施／年２１回
平成２３年 ４月 ７日 出席１４名 於社団法人相模原法人会会議室
平成２３年 ４月２２日 出席２７名 於社団法人相模原法人会会議室
平成２３年 ５月２０日 出席４７名 於高相合同庁舎
平成２３年 ５月２５日 出席１２名 於津久井合同庁舎
平成２３年 ５月２６日 出席２５名 於社団法人相模原法人会会議室
平成２３年 ６月２３日 出席３３名 於社団法人相模原法人会会議室
平成２３年 ７月２９日 出席２０名 於社団法人相模原法人会会議室
平成２３年 ８月２４日 出席２７名 於社団法人相模原法人会会議室
平成２３年 ８月２５日 出席４７名 於高相合同庁舎
平成２３年 ８月２６日 出席 ６名 於津久井合同庁舎
平成２３年 ９月２７日 出席３７名 於社団法人相模原法人会会議室
平成２３年１０月２１日 出席１０名 於社団法人相模原法人会会議室
平成２３年１１月１４日 出席 ６名 於津久井合同庁舎
平成２３年１１月２８日 出席１５名 於社団法人相模原法人会会議室
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平成２３年１１月２９日 出席１９名 於高相合同庁舎
平成２３年１２月２１日 出席２６名 於社団法人相模原法人会会議室
平成２４年 １月２６日 出席１１名 於社団法人相模原法人会会議室
平成２４年 ２月１５日 出席６７名 於南市民ホール
平成２４年 ２月２２日 出席１６名 於社団法人相模原法人会会議室
平成２４年 ２月２４日 出席１８名 於津久井合同庁舎
平成２４年 ３月１５日 出席３５名 於社団法人相模原法人会会議室
３ 税務相談
目的／新たに設立された法人で経理的基礎知識の不足している法人に対し、複式簿記の原則による帳簿のつけ方、
伝票の作成の仕方、税務上の疑問等につき指導し、継続して健全な企業活動が行えることを目的に実施。
対象／相模原税務署管内に新たに設立された全法人
講師／東京地方税理士会相模原支部税理士
実施／２ヶ月に１回年６回
平成２３年 ４月２０日 相談者０名
平成２３年 ６月１６日 相談者１名
平成２３年 ８月２３日 相談者３名
平成２３年１０月１３日 相談者２名
平成２３年１２月１６日 相談者１名
平成２４年 ２月１６日 相談者０名
４ 広報誌発行による税情報や開催要領の公開
目的 広報誌上に、相模原税務署提供の税についての情報等を掲載、また当会の公益目的事業等の開催案内や活
動報告を掲載。
内容 №１７１ 平成２３年 ５月１日発行
ひと クリエートデザイン製作所 丸山和加恵
支部地区部会総会開催報告
相模原税務署からのお知らせ 義援金等に関する税務上の取り扱いについて
読者プレゼント ガーゼ手拭
№１７２ 平成２３年 ７月１日発行
ひと 本多鉄工建設株式会社 本多利男
公益社団法人移行を承認 総会議案概要
相模原税務署からのお知らせ 租特透明化法の制定
読者プレゼント 非常持ち出しセット
№１７３ 平成２３年 ９月１日発行
ひと 三和紙業株式会社 藤本都子
平成２４年度税制改正に関する提言
瓦版せいねんぶ№３７
支部地区事業報告
税務署からのお知らせ 人事異動
花子と太郎の見てある記 有限会社こっぺはうす
№１７４ 平成２３年１１月１日発行
ひと 津久井湖観光株式会社 佐藤弘幸
年末調整について
相模原税務署からのお知らせ 平成２３年分年末調整説明会開催について
花子と太郎の見てある記 石沢ニューフード有限会社
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読者プレゼント ボウリング・宴会・入泉特別ご優待券
№１７５ 平成２４年 １月１日発行
新春対談 社団法人相模原法人会会長 稲場久二男×相模原税務署 佐々木宏
会員大会「安全・安心な都市づくりフォーラム」開催報告
平成２４年度税制改正に関する提言
平成２３年度納税表彰式
支部地区事業報告
税務署からのお知らせ 寄付金・義援金を支払った方へ
花子と太郎の見てある記 有限会社宝夢卵豊村養鶏場
読者プレゼント 無農薬生みたて卵
№１７６ 平成２４年 ３月１日発行
ひと 有限会社オガタ 小方雄大
企業防災の推進
瓦版せいねんぶ№３８
支部地区事業報告
税務署からのお知らせ 消費税改正のお知らせ
花子と太郎の食べある記 つくいせんべい
読者プレゼント つくいせんべい
５ Web サイトによる税情報の発信
目的 当会 Web サイトに、国税庁ホームページへのリンクを行い、法人税、消費税、相続税、資産税等国税を中
心に解説記事を掲載する。さらに、当会の公益目的事業等の開催案内や活動報告を掲載。
６ 法人税確定申告書の見方･書き方講座
目的 法人税申告書に記載されている内容を理解すること、さらには自主申告ができるよう、例題を使って申告
書作成の手順を学ぶ。
対象 相模原税務署管内全法人
実施 平成２３年１０月４日、１１日、１８日 於社団法人相模原法人会会議室 出席３３名 ２７名 ２２名
講師 相模原税務署担当官
内容 決算書から申告書作成の流れ 別表の書き方 消費税申告書の作成
７ 源泉部会税務研修会
目的 主に源泉所得税に関する適正な取り扱いを研修のテーマに取り上げ企業の実務担当者としての資質の向
上に努める。講師は、相模原税務署法人課税第２部門担当官が担当。
対象 相模原税務署管内全法人
講師 相模原税務署担当官
実施 年６回開催
平成２３年 ５月１７日 於キャタピラージャパン㈱

出席 １４名

「平成２３年度税制改正のあらまし・業種別チェックポイント」及び工場施設内見学
平成２３年８ 月２２日 於社団法人相模原法人会会議室 出席

６名

「現物給与に係る税務」
平成２３年１０月１４日 於社団法人相模原法人会会議室 出席 １０名
「非居住者･報酬料金」
平成２３年１１月 ９日 於社団法人相模原法人会会議室 出席 ３１名
「年末調整のしかた・法定調書の作成」
平成２４年 １月１７日 於社団法人相模原法人会会議室 出席 １７名
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「年末調整後の事務・法定調書合計表の作成」
平成２４年 ２月 ８日 於社団法人相模原法人会会議室 出席 １５名
「退職金の税務」
８ 地区支部税務研修会
目的 法人税、消費税、相続税、資産税などの国税を中心に研修テーマに取り上げ、正しい税
知識を身につける。講師は、相模原税務署各部門担当官に依頼。
対象 支部会員・支部管内の法人企業
実施 平成２３年 ４月１４日 津久井東地区津久井中地区税務研修会 於津久井湖記念館 出席３０名
講師 相模原税務署担当官
平成２３年 ８月 ４日 大野南支部税務研修会 於ホテルラポール千寿閣 出席２５名
講師 相模原税務署担当官
平成２３年１２月１５日 上溝支部税務研修会 於社団法人相模原法人会会議室 出席２９名
講師 相模原税務署担当官
Ⅱ 納税意識の高揚を目的とする事業
１ 地域イベント参加による税金クイズ等
目的 相模原税務署管内の商店街や自治会等では、地域振興と居住者の交流を目的に、年間を通じ様々な催事や
イベントが行われている。このイベントに該当地区の支部が単独もしくは複数で参加し、相模原法人会の
税金クイズコーナー等を設け、イベントの充実に寄与する。イベントへの参加の楽しさと税を身近なもの
に感じてもらい、税についての理解と意識啓発を促すことを目的とする。税金クイズ等は、その都度相模
原税務署担当官に作成依頼。
実施 平成２３年７月２３日２４日上溝支部上溝夏祭りへ出展 於上溝商店街
内容 税に関する資料配布及び東日本大震災義援金募金活動
平成２３年１０月１６日 津久井東地区津久井中地区津久井やまびこ祭りへ出展 於市立中野中学校
内容 やまびこ祭りへ出展し税金クイズを実施。
平成２３年１０月１６日 相模湖地区ふれあい広場 於相模湖公園
内容 ふれあい広場にて税に関する資料を配布。
Ⅲ 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 法人会全国大会横浜大会
目的 財団法人全国法人会総連合においては、毎年、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、会員から税制に関する意見要望を取りまとめて、税制改正要望大会
を行い、関係機関等に対し要望活動を行っている。当会においても会員から税制に関する意見要望を取り
まとめ、社団法人神奈川県法人会連合会、財団法人全国法人会総連合に上申している。
実施 平成２３年１０月６日 於パシフィコ横浜 国立横浜国際会議場（国立大ホール） 出席 ６９名
内容 平成２４年度税制改正に関する提言及び租税教育活動の事例発表及び記念式典
記念講演 『日本の歩むべき道』 講師 元内閣総理大臣 小泉純一郎
《平成２４年度税制改正に関する提言》
Ⅰ．東日本大震災からの復興に向けて
１．復興財源について
（１）増税を実施する場合の期間
・震災からの復興財源は、今を共に生きる我々が、我々の責任において負担することを大前提とすべきで
ある。
・まず不要不急の歳出見直しと無駄の削減を徹底的に実施し、それでも財源が不足する場合には、臨時的
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な増税もやむを得ないものと考える。
・増税を実施する場合には、国民の理解を得たうえで復興後の経済の重荷にならないよう極力短期とすべ
きであり、またその開始時期も景気への影響に十分配慮する必要がある。
（２）増税税目についての留意点
・国内産業の空洞化や雇用、消費へ悪影響を及ぼす恐れから、所得税、法人税の増税には問題がある。税
制規模と安定性、さらに景気に対する中立性の観点から消費税が最も適していると考える。
・その場合、消費税増税は被災者も同等に負担することになるため、何らかの配慮的な措置を講じるなど
の必要がある。
２．震災復興に向けた各種支援の拡充
（１）被災地企業の法人税を一定期間、減免
（２）固定資産税の弾力的運用
（３）特区の創設
Ⅱ．社会保障と税の一体改革
１．社会保障制度に対する基本的考え方
・わが国の社会保障制度は先進国のなかでは「中福祉」に位置し、国民負担率は米国に次ぐ「低負担」であ
る。
・この「給付」と「負担」をバランスさせるためには既存の給付のあり方を見直すとともに、負担について
も「中負担」にする必要があり、またその財源は安定的でなければならない。
（１）財政赤字を加えた潜在的国民負担率は、将来にわたり５０％程度にとどめるべきである。そのためには「自
助」と「公助」の役割分担や、給付の効率化も極めて重要になる。
（２）社会保障の安定財源としては、政府の一体改革案が示したように消費一般に広く公平に負担を求め、かつ
税収が景気に左右されにくい消費税が適しており、その税率の段階的引き上げはやむを得ないと考える。
但し、国民に負担増を求めるためには、行財政改革のさらなる徹底は不可欠であり、かつ景気への十分な
配慮がされるなど国民各層の合意を得るための努力が必要であることは言うまでもない。
（３）企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような社会保障制度の確立が求められる。
２．財政健全化に向けて
（１）財政運営戦略にある健全化目標を着実に達成すべき。
（２）国債の信認確保は極めて重要。
３．行財政改革の徹底
・震災復興と社会保障の財源確保のためには「増税やむなし」とするが、それは国・地方においてぎりぎり
までの行財政改革が行われることを前提としている。
・しかしながら、改革の取組は極めて不十分であり、もはや改革の先送りは許されない。国会・地方議会は
国民に痛みを求める前に、まず自ら身を削る覚悟を示すことが必要である。
・直ちに、以下の諸施策について期限を定めて改革を断行するよう求める。
（１）国・地方における議員定数の削減、歳費の抑制
（２）国・地方公務員の人員削減、人件費の抑制
（３）特別会計と独立行政法人の見直しによる無駄の削減
（４）民間活力を阻害する各種規制は大胆に改廃し、民間にできることは民間に任せ成長につなげる
４．税制の抜本改革のあり方
所得、消費、資産の課税バランスを図ると同時に、国際間の経済取引の増大や多様化の観点、諸外国の租
税政策等との国際的整合性、成長と雇用を創出するという視点等を踏まえることが重要。特に、法人税の
改革は喫緊の課題。
５．共通番号制度の早期導入
以下の点を踏まえた上で、早期導入に向け、積極的な検討を進めるよう求める。
（１）制度の創設、維持にかかるコストの明確化
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（２）税務情報などプライバシー保護のための法整備
（３）税務面のみならず社会保障分野にも活用するなど、納税者の利便向上に配慮
Ⅲ．経済活性化と中小企業対策
１．法人税率の引き下げ
・アジア・欧州各国では、近年、国際競争力の強化や外国資本の誘致などを図るため、法人税率の引き下
げが行われており、わが国との税率較差が拡大している。
・また、年々社会保険料が引き上げられていく状況を加味すると、企業の負担感は高まっており、こうした
状況が続けば、国内企業の海外移転が促進され、雇用の悪影響、さらには経済全体の衰退につながる恐れ
がある。
（１）平成２３年度税制改正法案に盛り込まれた法人実効税率５％引き下げは法案通りの成立を求める。
（２）法人税率のさらなる引き下げにより、早期に欧州、アジア主要国並みの３０％以下の実効税率とするよ
う求める。
２．事業承継税制の拡充
・わが国の企業の大宗を占める中小企業は、地域経済の活性化、雇用の確保などに大きく貢献しており、経
済の根幹を支える重要な存在である。その中小企業が相続税の負担等により事業が承継できなくなること
は、日本経済に大きな損失を与えるものである。
・平成２１年度税制改正で創設された相続税、贈与税の納税猶予制度は、その適用要件が厳しく設定され、
積極的な利用が困難との声が多い。
（１）納税猶予制度の要件緩和と充実
（２）親族外承継に対する措置の創設
（３）
「事業用資産を一般資産と区分し、事業用資産の課税を軽減あるいは免除する」本格的な事業承継税制の
創設
３．中小企業の活性化に資する税制措置
わが国経済の礎であり、また、地域経済の担い手である中小企業が時代や環境の変化、特にグローバル化の
流れの中で、その存在を確保し、社会経済への貢献を続けることができるような税制の確立を求める。
（１）中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置の本則化
（２）交際費課税の見直し
（３）役員給与の損金算入拡充
Ⅳ．国と地方のあり方
・わが国の中央集権的システムは経済社会の現状に適合しなくなっており、行財政面の非効率化のみならず、
地域経済の活性化をも阻害するに至っている。そういう意味で地方分権は必然的流れであるが、その際には
まず国と地方の役割分担を明確化し、税財政や行政のあり方を考えねばならない。
・国と地方は行政を担う「車の両輪」であり、一方だけに負担を偏らせることがあってはならない。国の財政が
地方よりはるかに悪化している現状を考えれば、いかに地方が国依存から脱却し、自立・自助の体質を構築す
るかが重要である。
（１）広域行政による効率化の観点から道州制の導入について検討すべき。
（２）さらなる市町村合併を推進すると共に、議員定数削減や行政のスリム化などの合併メリットを追求すべき。
（３）地方公務員給与は、国家公務員給与と比べると依然としてその水準は高く、適正水準への是正が必要。
（４）地方議会は、大胆にスリム化し、より納税者の視点に立って行政に対する
チェック機能を果たすべき。
（５）地方交付税を中心とした三位一体改革をさらに進めると同時に、適正な課税自主権を発揮すべき。
Ⅴ．その他
１．環境問題に対する税制上の対応
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２．納税環境の整備
３．租税教育の充実
学校教育はもとより、社会全体で租税教育に取り組み、納税意識の高揚を図っていくことが必要。
税目別の具体的意見
１．所得税関係
（１）所得税のあり方
基幹税としての財源調達機能を回復するためにも、所得税・住民税は広く国民全体で負担していくものと
すべき。
（２）各種控除制度の整理・統合
諸控除の整理・合理化を図るとの観点から見直しを優先すべき。
（３）少子化対策
（４）金融所得一体課税
２．法人税関係
（１）同族会社の留保金課税制度の廃止
（２）
「中小企業者に対する法人税率の特例」の適用範囲見直しは不要
３．相続税・贈与税関係
（１）相続税の課税強化は行うべきではない
（２）贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべき
４．消費税関係
（１）わが国の危機的な財政状況を考慮すると、消費税率の引き上げはやむを得ないが、行財政改革の徹底、歳
出入の見直しが前提であり、かつその実施時期は景気への配慮が必要。
（２）消費税を社会保障目的税とすることは慎重であるべき
（３）当面は単一税率が望ましい
（４）消費税の滞納防止
５．地方税関係
（１）固定資産税の抜本的見直しを求める
（２）事業所税は二重課税であり、廃止を求める
（３）市町村民税の超過課税は課税の公平を欠くため解消すべき
（４）法人に対する安易な法定外目的税は課すべきでない
６．その他
（１）配当に対する二重課税の排除
（２）電子申告について
一層の利便性を高めるとともに、地方税の電子申告（ｅＬＴＡＸ）との一体化の検討、インセンティブと
しての法人・個人に対する恒常的な税額控除制度の創設等の税制措置を求める。
２ 公益財団法人全国法人会総連合税制セミナー
目的 公益社団法人全国法人会総連合が主催する税制セミナーへ参加し、財務省からの講師による説明を受け、
税制改正の内容及びその調査研究をすることを目的としている。
実施 平成２４年 ２月１５日 於ハイアットリージェンシー東京 出席３名
内容 研修 平成２４年度税制改正について 講師 財務省大臣官房審議官
社会保障と税の一体改革について 講師 慶應義塾大学教授 土居丈郎
３ 税制改正要望アンケートの実施
目的 平成２５年度の税制改正要望を取りまとめるに当たり、
会員から税制に関する意見要望のアンケートを実
施し、
その内容を当会の税制改正要望書として社団法人神奈川県法人会連合会へ提出することを目的とし
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ている。
実施 平成２４年３月２３日 理事及び税制委員
４ 社団法人神奈川県法人会連合会税制問題研究会
目的 全国の中小企業の税制改正要望のアンケート実施により公益財団法人全国法人会総連合で取りまとめら
れた税制改正要望の提言書についての研究を目的として実施。
実施 平成２３年１０月２５日 於箱根湯本冨士屋ホテル 出席１０名
内容 平成２４年度税制改正要望事項について
特別講演 世界金融危機と国際社会の行方 講師 法政大学教授 萩谷 順
５ 税制改正要望書の関係機関への提出
目的 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、県連レベル、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
相模原市をはじめ諸機関に対し要望活動を行っている。
実施 平成２３年１１月２４日 加山俊夫相模原市長及び相模原市議会中村昌治議長へ提出 於市役所
平成２４年 ３月１３日 民主党最高顧問藤井裕久及び本村賢太郎へ提出 於大善
６ 全国青年の集い
目的 全国の青年経営者が集い、税制、財政及び地域社会の健全な発展等法人会の目的を達成するための情報交
換、意見交換並びに議論を行う。今後の活動をより充実したものにする目的で開催。当会からも代表が参
加。
実施 平成２３年１１月１７日 於三重県営サンアリーナ 出席７名
内容 租税教育活動プレゼンテーション
講演 地域に根差した企業と経営 講師 株式会社赤福 濱田典保
講演 東日本大震災と日本経済 講師 勝間和代
Ⅳ 地域企業の健全な発展に資する事業
１ 経営研修会（本部・部会・支部）
目的 地域企業の健全な発展を目的として税務・会計・経営等、
業務に活かすことのできる内容をテーマに実施。
講師は、相模原税務署担当官、税理士、社会保険労務士、経営コンサルタント、弁護士等、選定したテー
マについての専門家に依頼。
対象 相模原税務署管内の全法人及び地域住民
実施 平成２３年 ８月 ９日 青年部会経営研修会 於ホテルラポール千寿閣 出席１０名
内容 決算書の見方読み方 講師 税理士 才川重久
平成２３年 ８月２６日 中央北支部経営研修会 於社団法人相模原法人会会議室 出席４１名
内容 社員のモチベーションを引き出す人事評価の仕方
講師 特定社会保険労務士 岩谷房雄
平成２３年 ９月２８日 源泉部会研修会 於社団法人相模原法人会会議室 出席２７名
内容 コミュニケーションマナービジネスパフォーマンス
講師 ＪＡＬアカデミー 師尾友紀子
平成２３年１０月１２日 研修委員会研修会 於社団法人相模原法人会会議室 出席 ３１名
内容 個人･チーム･企業の成果を上げるドラッカー･マネジメント講座
講師 株式会社 TMA コンサルティング 浅沼宏和
平成２３年１１月２４日 相模湖地区研修会 於相模湖交流センター 出席３６名
内容 接遇研修会 講師 ＪＡＬアカデミー専属講師
平成２３年１１月２５日 研修委員会研修会 於社団法人相模原法人会会議室 出席 ４７名
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内容 ツイッター活用で集客・売上を伸ばす方法
講師 ホームページコンサルタント永友事務所 永友一朗
平成２３年１２月 １日 相模台地区研修会 於相模野自治会館 出席２３名
内容 ＰＯＰ研修会 講師 彩工房 桜井幸子
平成２３年１２月 ７日 研修委員会研修会 於あじさい会館 出席８９名
内容 お江と３人の天下人
講師 文学博士 静岡大学名誉教授 小和田哲男
平成２４年 １月２３日 研修委員会研修会 於社団法人相模原法人会会議室 出席 ３４名
内容 七転び八起きの成功術
講師 株式会社フード＆サクセス 杉山春樹
平成２４年 ２月 ９日 研修委員会研修会 於社団法人相模原法人会会議室 出席 ５１名
内容 ビジネスを成功に導く話術力向上セミナー
講師 株式会社ヒューマンテック 濱田秀彦
平成２３年 ３月 ６日 大野中支部研修会 於国民生活センター 出席１８０名
内容 「はやぶさ」が挑んだ宇宙旅行 その７年間の歩み
講師 ＪＡＸＡ 教授 工学博士 川口淳一郎
平成２４年 ３月 ７日 源泉部会研修会 於社団法人相模原法人会会議室 出席 ３２名
内容 日本一のマグロ船から学ぶコミュニケーション術
講師 ネクストスタンダード代表 齋藤正明
平成２４年 ３月２５日 田名支部研修会 於田名公民館 出席５４名
内容 どうなる「年金」今後の動向と賢い貰い方
講師 年金総合研究所 田中章二
平成２４年 ３月２９日 於ホテルラポール千寿閣 出席５０名
内容 ５Ｓ活動による経営革新セミナー
講師 株式会社タナベ 五十嵐諭
２ 法律相談
目的 経営上や生活上のトラブル等に関し、弁護士による相談日を設置。
対象 相模原税務署管内の全法人及び地域住民
会場 社団法人相模原法人会会議室
講師 弁護士 濱田源治郎
実施 平成２３年 ７月２２日 ３名
平成２３年 ９月２９日 ２名
平成２３年１１月２８日 ０名
平成２４年 ２月 ３日 ０名
３ インターネットセミナー（セミナーオンデマンド運営管理
目的 Web 上でいつでもどこでも受講可能。忙しくてセミナーや研修会に参加できない方のため、社員研修、政
治・経済、経営一般、健康、文化といった幅広い内容で、社内研修や勉強会、経営者の自己研鑽等を目的
に実施。各テーマのセミナー講師はテーマについての専門家。
Ⅴ 地域社会への貢献を目的とする事業
１ 会員大会講演会やシンポジウム
目的 当会の活動内容を案内し、法人会を PR と同時に企業経営や政治経済、一般教養といったテーマで専門家
による講演会やシンポジウムを実施。
対象 相模原税務署管内の全法人及び地域住民
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実施 平成２３年１１月１１日 会員大会 安全・安心な都市づくりフォーラム 於橋本 杜のホール
基調講演 巨大地震と原子力事故と国家の危機管理 講師 国際変動研究所 小川和久
パネルディスカッション
コーディネーター 社団法人相模原法人会副会長佐々木佳美
パネリスト

相模原市長 加山俊夫
相模原市自治会連合会会長 田所昌訓
公益社団法人日本技術士会防災支援委員会副委員長 山口豊
社団法人相模原法人会会長 稲場久二男

２ 健康セミナー（部会・支部）
目的 支部活動の一環として、当該地域企業の経営者、従業員ならびに地域住民の健康向上のため、身近なテー
マを選定しセミナーを実施。成人病予防やインフルエンザへの適切な対処法などを学んでいる。講師は、
相模原市保健所長、専門医師等、選定したテーマについての専門家に依頼。
対象 相模原税務署管内の全法人及び地域住民
実施 平成２３年７月１１日 大野中支部研修会 於国民生活センター 出席５０名
内容 脳卒中について 講師 大和徳洲会病院副院長 脳神経外科 竹川充
３ 女性部会絵手紙作成、送付
目的 手作りの情緒や風情あふれる心のこもった絵手紙を作成し、施設内の生活に安らぎを与える目的で実施。
対象 管内の介護老人福祉施設等
実施 平成２３年５月、８月、１１月、平成２４年２月
４ 女性部会タオル寄贈
目的 介護老人福祉施設において不足しているタオルを寄贈することを目的として実施。
対象 管内の介護老人福祉施設等
実施 平成２４年１月１７日 出席４名
内容 ６００枚を介護老人福祉施設（１２施設）へ贈呈
贈呈施設 泰政園・はあとぴあ・みたけ・東橋本ひまわりホーム・ボーナビール二本松ケアセンター・中の郷・
こもれび・シルバータウン相模原・グレープの里・リバーサイド田名ホーム・柴胡苑・塩田ホーム
５ 女性部会使用済み切手寄贈
目的 相模原ボランティア協会へ寄贈し、使用済切手を換金して、車（ハンディキャップボランティア号）の購
入や維持管理等に利用されることを目的として実施。
対象 相模原ボランティア協会
実施 平成２４年１月２０日 出席１名
内容 相模原ボランティア協会へ古切手を贈呈
６ 社会貢献研修会
実施 平成２３年 ６月１７日 女性部会研修会 於社団法人相模原法人会議室 出席３４名
内容 絵手紙講習 講師 日本絵手紙協会 公認講師 野村千春
平成２３年１０月２８日 女性部会研修会 於社団法人相模原法人会議室 出席３１名
内容 魅力いっぱいの相模原をもっと知ろう！！ 講師 相模原市役所商業観光課 岡田浩二
平成２４年 ２月 ４日 中央南第１地区中央南第２地区研修会 於社団法人相模原法人会会議室
内容 気がつけば、だまされた 悪徳商法にだまされないために
講師 潜入ルポライター 多田文明
出席 ２５名
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７ 相模川クリーン作戦へ参加
目的 相模原市水みどり環境課では、相模川の環境を守る目的で河川敷の一斉清掃を実施しており、その事業に
参加協力をする。
対象 青年部会員、会員、一般
実施 平成２３年 ６月 ５日 出席１２名
内容 相模川河川敷の清掃
８ チャリティイベント（本部・支部）
目的 チャリティと称し、親睦事業を実施し、また、地域でのイベントに参加、募金活動を通して、そこでの浄
財を日本赤十字社や社会福祉協議会等へ寄付。
実施 平成２３年 ４月 ８日 大沢支部東日本大震災義援金募金活動 於橋本駅 出席１０名
平成２３年 ４月１５日 大沢支部東日本大震災義援金募金活動 於南橋本駅 出席１０名
平成２３年 ７月２３日２４日 上溝支部上溝夏祭りへ出展 於上溝商店街
内容 東日本大震災義援金募金活動での募金を相模原市を通じて災被災地大船渡市へ寄付。
平成２３年 ８月 ５日〜 ７日 橋本支部橋本七夕まつりへ出展 於橋本七夕まつり会場
内容 東日本大震災義援金募金活動での募金を、相模原市を通じて被災地大船渡市へ寄付。
平成２３年 ８月 ６日 田名支部第３１回田名ふるさとまつりへ出展 於田名小学校校庭
内容 バザー売上を社会福祉協議会へ寄付。
平成２３年１０月１７日 チャリティゴルフ大会 於相模原ゴルフクラブ 出席８４名
内容 開催趣旨賛同参加者からの浄財を社会福祉協議会及び相模原市を通じて災被災地大船渡市へ
寄付。
平成２４年 １月１０日 大野南支部チャリティボウリング大会 於町田ボウリングセンター
出席４２名
平成２４年 ２月１７日 橋本支部鈴木加奈子トロンボーン演奏とトーク〜盲導犬と共に〜
於サンエール相模原 出席２００名
９ 地域イベントへ参加（支部）
目的 相模原税務署管内の商店街や自治会等では、
地域振興と居住者の交流を目的に年間を通じ様々な催事やイ
ベントが行われている。このイベントに該当地区の支部が企画から運営まで携わり、単独もしくは複数で
参加し、当該イベントを盛り上げる。
対象 当該イベントへの一般来場者、主として子供
実施 平成２３年 ７月２３日２４日 上溝支部上溝夏祭りへ出展 於上溝商店街
内容 東日本大震災義援金募金活動及び飲食販売
平成２３年 ８月 ５日〜 ７日 橋本支部橋本七夕まつりへ出展 於橋本七夕まつり会場
内容 七夕飾りの掲示及び東日本大震災義援金募金活動及び飲食販売。
平成２３年 ８月 ６日 田名支部第３１回田名ふるさとまつりへ出展 於田名小学校校庭
内容 バザー及び実演販売
平成２３年 ９月２０日 麻溝地区 JR 相模線原当麻駅及び下溝駅 花植え
平成２３年１０月 ２日 林間地区 林間ふるさとまつりへ出展 於東林小学校
内容 ゲーム及びチャリティ
平成２３年１１月 ６日 麻溝地区麻溝ふるさとまつりへ出展 於麻溝小学校
内容 刃物とぎ
10 地域美化運動
目的 相模原税務署管内の商店街や自治会等では、
地域の美化を目的に様々な運動を実施している。
その運動に、
該当地区の支部が企画から実施まで携わり、単独もしくは複数で参加し、地域の美化に努める。
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実施 平成２３年９月１４日及び平成２４年３月１６日 中央北支部相模原クリーン作戦
於村富公園、西門商店街、赤い手前
内容 地域掃除等
11 情操教育用絵本寄贈
目的 情操教育の一環を目的として管内幼稚園へ寄贈。
実施 平成２４年３月 於社団法人相模原市幼稚園協会
12 中学生職場体験支援事業
目的 相模原市教育委員会では、生徒が直接働く人と接することにより、また、実際的な知識や技術・技能に
触れることを通して、学ぶことの意義や働くことの意義を理解し、社会の中で人とかかわり、生きるこ
との尊さを実感させることを目的に中学生の職場体験を実施しており、その受入事業所に協力をする。
13 社団法人神奈川県法人会連合会「法人会の森」下草刈
目的 森林インストラクターの指示のもと、植樹及び下草刈を実施しており、神奈川県が森林を保全し、良好な
水資源を確保することを目的に実施している水資源確保のための植林事業の中で、
秦野市寺山地区内で広
葉樹の苗木の植樹や下草刈に参加する。
実施 平成２３年７月３０日 出席９名
Ⅵ．会員の交流に資するための事業
１ 新年賀詞交歓会
目的 新年を迎えるにあたり地域の経営者が集い、情報交換、名刺交換並びに旧交をあたためることを目的とし
て開催。
実施 平成２４年１月２４日 於けやき会館
２ 理事、監事、委員会、支部、部会等交流会
目的 当会の運営に携わっている役員、委員会委員、支部役員、部会役員が、当年度の活動方針、重点施策等に
つき協議を行い、目標実現に向け意思統一を行うとともに、交流を図ることを目的に開催。
対象 役員・委員会委員・部会員・支部役員及び会員
実施 平成２３年 ９月 ９日 会員増強決起大会（キックオフ）大会 於社団法人相模原法人会会議室
内容 会員増強決起大会 出席４３名
平成２３年１０月２７日 新会員の集い 於社団法人相模原法人会館会議室 出席２９名
内容 法人会の説明及び新会員との交流
３ 厚生親睦旅行
目的 親睦旅行を通じて会員相互の親睦を図る。
対象 会員
実施 平成２３年１１月２９日 修善寺自然公園･もみじ林とサンセットクルーズ 出席２２名
４ 支部部会会員交流会
目的 会員の一層の親交を深めることを目的に交流会を実施。
対象 会員
実施 平成２３年 ６月１９日 相模湖地区潮干狩り 於富津海岸 出席３６名
平成２３年 ８月 ７日 相模湖地区バーベキュー 於新戸キャンプ場 出席３０名
平成２３年 ８月２１日 上溝第１地区バーベキュー 於株式会社鈴木工務店 出席３０名
平成２３年 ９月１１日 大野中第１地区親睦バーベキュー 於株式会社リガルジョイント第２工場
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平成２３年１０月１９日 橋本支部会員親睦カラオケ大会 於浜陣
平成２３年１０月２４日 女性部会と青年部会同署長を囲む座談会 於社団法人相模原法人会議室
内容 わが国の財政事情等について 講師 相模原税務署長 佐々木宏

出席 １５名

平成２３年１１月１１日 田名支部ボウリング大会 於城山レイクボウル 出席６４名
平成２３年１１月２０日 城山地区ボウリング大会 於城山レイクボウル 出席２５名
平成２３年１１月２３日 中央南第３地区ハイキング 於陣馬山 出席１２名
平成２３年１１月２３日 中央北支部リンゴ狩り 於長野県臼田町 出席１１６名
平成２３年１１月２９日 谷口地区ボウリング大会 於町田ボウリングセンター 出席３４名
平成２３年１２月２１日 相模台地区忘年会 於つる家 出席１３名
平成２４年 １月２３日 大野中地区新年賀詞交歓会 於大野台第１自治会館
平成２４年 １月２４日 青年部会新年会 於社団法人相模原法人会会議室 出席１８名
平成２４年 ２月 ５日 女性部会１泊研修会 於箱根河鹿荘 出席２０名
内容 講演「私の履歴書」 講師 社団法人相模原法人会副会長 佐々木佳美
平成２４年 ２月１７日 田名支部役員親睦旅行 於箱根 雀のお宿 出席１７名
平成２４年 ２月１９日 中央南第２地区いちご狩り 於中伊豆 出席２６名
平成２４年 ３月１１日 大沢支部館山いちご狩りと房総 於千葉県
平成２４年 ３月１２日 青年部会新部会員歓迎会 於社団法人相模原法人会会議室 出席２２名
５ 支部部会施設見学会
目的 各支部部会ではバスなどを利用し、経営に役立つ話題の施設等の見学会を行なう。車中では税務研修を行
い、税に関する知識を深めるとともに会員の交流を深めることを目的に実施。
対象 会員
実施 平成２３年 ６月１２日 橋本支部日帰り親睦旅行 於東京都内 出席６６名
平成２３年 ９月１９日 上溝支部日帰り親睦旅行 於箱根 出席２３名
平成２３年１０月２６日 大野北支部日帰り親睦旅行 於長野県別所温泉 出席２９名
平成２３年１１月 ８日 青年部会おもしろカレッジ 於国会議事堂及び中国大使館 出席２３名
内容 国会議事堂視察と中国大使館での中国外交官との意見交換会
講師 外務省アジア大洋州局課長補佐 福田高幹
平成２３年１２月 ２日 女性部会親睦会 出席１７名
内容 鬼石の冬桜と長瀞の竹膳料理・そば会席大善で親睦会
Ⅶ．会員の福利厚生等に関する事業
１ 経営者大型保障制度の普及推進
目的 経営者や従業員が在職中に病気や事故により、死亡や入院などの事態に遭った場合に、企業を守り、事業が
滞りなく継続できるよう、生命保険と損害保険がセットになった法人会の制度。地域企業の福利厚生制度の
充実と経営の安定化のため普及推進に努めている。経営者大型保障制度創設４０周年記念キャンペーンの推
進。引受保険会社は大同生命保険株式会社
対象 会員ならびにその従業員
２ 経営保全プランの普及推進
目的 政府労災保険の上乗せ補償制度の「ハイパー任意労災」
、万が一の個人情報漏洩対策の「個人情報漏洩対策
プラン」
、大規模な地震に企業として備える「地震対策プラン」
。
地域企業の万が一に備え、経営の安定化のため普及推進に努めている。引受保険会社はＡＩＵ保険会社
対象 会員
３ がん保険制度の普及推進
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目的 法人会に加入する企業で働く個人のための福利厚生制度。
「がん保険」
、医療保険制度「ＥＶＥＲ」
、
「ＷＡＹ
Ｓ」がある。地域企業で働く者の万が一に備え、普及推進に努めている。引受保険会社はアメリカンファミ
リー生命保険会社
対象 会員ならびにその従業員
４ 簡易保険団体保険料払込制度の普及推進
目的 郵政省が所管し、
現在は独立行政法人郵便貯金、
簡易保険管理機構に移管された簡易保険の集金事務を代行。
集団取扱いによる割引制度が適用されることで、
地域企業に働く者の福利厚生の充実に寄与することを目的
としている。取扱いは郵便局株式会社。
対象 会員ならびにその役員（ただし、平成１９年９月３０日までに契約された簡易保険）
５ 成人病検診
目的 会員企業の経営者及び従業員等の生活習慣病の予防や早期発見を目的として実施。
対象 会員及び従業員等
実施 平成２３年 ５月２０日 於ホテルラポール千寿閣
２６日２７日２８日 於相模原市立産業会館
平成２３年１１月 ９日 於ホテルラポール千寿閣
１７日１８日１９日 於相模原市立産業会館
６ パソコンセミナー割引
目的 会員が企業実務に欠かせないパソコン操作において、
相模原商工会議所主催パソコンセミナーを受講した会
員に対し、受講料から２千円の割引を実施し会員企業の円滑な運営に寄与することを目的。
対象 会員 実施２名
７ 葬儀・儀式サービス
目的 会員経営者及びその役員等の万が一のために、葬儀に関しての料金の割引制度の実施。
対象 会員及びその役員等 実施 ２件
８ 福利厚生制度推進連絡協議会
目的 公益財団法人全国法人会総連合の福利厚生制度の内容及び推進状況の説明さらに、
地域企業の福利厚生制度
の充実と経営の安定化のため普及推進を図ることを目的に、理事等役員を対象に、5 月と 9 月の年 2 回開催
する。
対象 理事
実施 平成２３年７月 ５日 於社団法人相模原法人会会議室 於２９名
内容 経営者大型総合保障制度の４０周年キャンペーン及び２２年度推進結果及び２３年度推進方針について
経営保全プランについて、がん・医療保険制度について、意見交換会
９ 貸倒保障制度普及促進
目的 貸倒保障制度は、会員企業の取引先の法的な倒産、または、遅延の発生等により、売上債権が回収できなく
なった場合、会員企業が被る損害の一定部分を補填する社団法人神奈川県法人会連合会の制度であり、地域
企業の福利厚生制度の充実と経営の安定化のため普及推進を図ることを目的に実施。
対象 会員
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【管理部門】
Ⅰ 総 会 目的 会の意思決定最高議決機関
実施 平成２３年 ５月１９日 於けやき会館
内容 第１号議案 平成２２年度事業報告
第２号議案 平成２２年度決算報告
第３号議案 公益社団法人移行の件
第４号議案 定款一部変更の件
第５号議案 平成２３年度事業計画案の件
第６号議案 平成２３年度予算案の件
第７号議案 任期満了に伴う役員改選の件
会員増強表彰 会員増強優良支部（谷口地区、矢部地区、大野中第１地区）及び会員増強優良個人
功績表彰 相模原支部

志村英昭

中央南第３支部

宮崎好一

淵野辺第２支部

宮崎 満

大野中第２支部

大宮冨士雄

谷口支部

岩崎 正

橋本第２支部

木下重幸

大沢第１支部

佐藤文則

田名第１支部

中澤健二

上溝第２支部

熊谷敏博

麻溝台支部

野中 進

相模台支部

石沢辰幸

津久井東支部

奈良輝生

相模湖支部

小川喜平

Ⅱ 理事会 目的 会の運営についての議決機関 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ４月２７日 出席３６名
平成２３年 ６月２１日 出席３９名
平成２３年 ８月１１日 出席３９名
平成２３年１０月１９日 出席３７名
平成２３年１２月１３日 出席３８名
平成２４年 ３月２２日 出席４４名
Ⅲ 常任理事会 目的 会の運営についての具体化 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ４月２７日 出席１５名
平成２３年 ６月２１日 出席１９名
平成２３年 ８月１１日 出席２０名
平成２３年１０月１９日 出席１５名
平成２３年１２月１３日 出席２０名
平成２４年 ３月２２日 出席１８名
Ⅳ 正副会長会 目的 会の運営についての具体化 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ４月２７日 出席 ８名
平成２３年 ６月 ６日 出席 ８名
平成２３年 ６月２１日 出席 ６名
平成２３年 ８月１１日 出席 ６名

第１号議案 平成２３年度事業報告
平成２３年 ８月３０日 出席 ７名
平成２３年１０月１９日 出席 ７名
平成２３年１１月２８日 出席 ５名
平成２３年１２月１３日 出席 ６名
平成２３年 ３月１３日 出席 ７名
Ⅴ 委員会 目的 委員会分掌事業の具体化
１ 総務委員会 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ４月２５日 出席１５名
平成２３年 ６月２７日 出席 ３名
平成２３年 ８月 ８日 出席 ９名
平成２３年 ９月３０日 出席 ７名
平成２３年１２月１９日 出席 ６名
平成２４年 ２月２７日 出席 ６名
平成２４年 ３月 ５日 出席１０名
２ 財務委員会 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ６月２７日 出席２名
平成２３年 ８月 ８日 出席３名
平成２３年 ９月３０日 出席２名
平成２３年１１月 ９日 出席４名
平成２３年１２月１９日 出席２名
平成２３年 ２月２７日 出席２名
平成２４年 ３月 ５日 出席３名
（１）監事会
実施 平成２３年 ５月１１日 出席４名
（２）簡易保険団体監事会
実施 平成２３年 ５月１１日 出席４名
３ 広報委員会 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ４月 ８日 出席 ７名
平成２３年 ５月 ９日 出席 ７名
平成２３年 ６月 ９日 出席１２名
平成２３年 ７月 ６日 出席 ７名
平成２３年 ８月 ８日 出席 ６名
平成２３年 ９月 ８日 出席 ７名
平成２３年１０月 ７日 出席 ６名
平成２３年１１月 ８日 出席 ７名
平成２３年１２月 ７日 出席１１名
平成２４年 １月１１日 出席 ９名
平成２４年 ２月 ８日 出席 ６名
平成２４年 ３月 ７日 出席 ８名
４ 厚生委員会 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ６月 ３日 出席 ８名
平成２３年 ８月２９日 出席 ９名
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平成２３年１０月１２日 出席 ７名
平成２４年 ２月 ２日 出席 ９名
５ 税制委員会 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ４月２０日 出席１１名
平成２４年 １月２７日 出席 ７名
６ 研修委員会 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ７月 ８日 出席 ６名
平成２３年 ８月 ２日 出席 ９名
平成２３年１１月２９日 出席 ６名
平成２４年 １月１３日 出席 ７名
７ 組織委員会 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ８月 ３日 出席 ７名
平成２３年１０月１３日 出席 ７名
平成２４年 １月１９日 出席 ４名
８ 地域社会貢献委員会 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ６月２７日 出席 ３名
平成２３年 ７月２８日 出席 ９名
平成２３年 ９月３０日 出席 ４名
平成２４年 １月２０日 出席 ６名
９ 公益認定取得準備委員会ワーキンググループ 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ４月１２日 出席１３名
平成２３年 ７月１４日 出席１３名
平成２３年 ８月３０日 出席１１名
平成２３年１０月 ３日 出席 ９名
平成２３年１２月 ６日 出席 ９名
10 ８委員会正副委員長会 於社団法人相模原法人会会議室
実施 平成２３年 ７月 ５日 出席２４名
Ⅵ 部会 目的 部会分掌事業の具体化
１ 源泉部会
（１）役員会 於社団法人相模原法人会会議室
平成２３年７月２１日 出席７名
平成２３年１２月８日 出席４名
２ 女性部会
（１）役員会 於社団法人相模原法人会会議室
平成２３年４月１５日 出席１４名
平成２３年７月１５日 出席 ９名
平成２３年９月１３日 出席１２名
平成２４年１月１３日 出席１４名
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３ 青年部会
（１）総会 於社団法人相模原法人会会議室
平成２３年 ４月１９日 於ホテルラポール千寿閣 出席２０名
（２）役員会等
平成２３年 ４月 ５日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１７名
平成２３年 ５月 ９日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１０名
平成２３年 ６月１４日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１４名
平成２３年 ７月１２日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１４名
平成２３年 ８月 ９日 於ホテルラポール千寿閣 出席１５名
平成２３年 ９月１２日 於社団法人相模原法人会会議室 出席 ５名
平成２３年１０月１１日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１０名
平成２３年１１月１４日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１２名
平成２３年１２月１４日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１８名
平成２４年 １月１６日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１０名
平成２４年 ２月１４日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１２名
平成２４年 ３月１２日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１３名
（３）委員会
① 総務広報委員会
平成２３年 ４月１４日 於社団法人相模原法人会会議室 出席９名
平成２３年 ５月１７日 於かつまさ 出席６名
平成２３年 ６月 ７日 於社団法人相模原法人会会議室 出席４名
平成２３年 ８月 ８日 於社団法人相模原法人会会議室 出席４名
平成２３年１２月１２日 於有限会社オンリーワン 出席３名
② 研修委員会
平成２３年 ７月 ８日 於イタリアンガーデン 出席５名
平成２３年 ８月 １日 於かつまさ 出席３名
平成２３年 ９月 ５日 於かつまさ 出席
平成２３年１１月 ７日 於かつまさ 出席
③ 社会貢献委員会
平成２４年 ２月２８日 於社団法人相模原法人会会議室 出席６名
④ 組織委員会
平成２３年 ５月２６日 於とり八 出席９名
平成２３年 ７月２５日 於かつまさ 出席３名
平成２３年１０月１１日 於社団法人相模原法人会会議室 出席
平成２３年１１月 ４日 於とも蔵 出席７名
平成２３年１１月３０日 於社団法人相模原法人会会議室 出席 ８名
平成２３年１２月 １日 於社団法人相模原法人会会議室 出席 ７名
平成２４年 ２月 ２日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１１名
Ⅶ 支部地区 目的 支部地区事業の具体化
１ 中央北支部
監査会 平成２３年 ４月 ４日 於とん平 出席２７名
総 会 平成２３年 ４月１９日 於社団法人相模原法人会会議室 出席３８名
役員会 平成２３年 ５月１９日 於社団法人相模原法人会会議室
役員会 平成２３年 ８月２２日 於株式会社アドマニー
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役員会 平成２３年 ９月２２日 於社団法人相模原法人会会議室 出席１５名
役員会 平成２３年１１月 ４日 於社団法人相模原法人会会議室 出席 ６名
役員会 平成２４年 １月２３日 於
役員会 平成２４年 ２月 ３日 於アドマニー 出席７名
（１）小山清新地区
役員会 平成２３年 ５月２７日 於社団法人相模原法人会会議室 出席 ６名
役員会 平成２３年 ８月 ８日 於とん平 出席１２名
（２）相模原矢部地区
役員会 平成２３年 ７月２３日 出席１２名
２ 中央南支部
総 会 平成２３年 ４月２２日 於社団法人相模原法人会会議室
（１）中央南第１地区
役員会 平成２３年 ８月 ２日 於社団法人相模原法人会会議室
役員会 平成２４年 ３月２２日 於社団法人相模原法人会会議室
（２）中央南第２地区
役員会 平成２３年 ８月 ２日 於社団法人相模原法人会会議室
役員会 平成２３年１２月 １日 於三喜 出席１２名
役員会 平成２４年 ３月２２日 於社団法人相模原法人会会議室 出席５名
（３）中央南第３地区
役員会 平成２３年 ８月 ５日 於社団法人相模原法人会会議室
役員会 平成２３年１０月 ７日 於社団法人相模原法人会会議室 出席６名
役員会 平成２３年 ２月１３日 於社団法人相模原法人会会議室 出席９名
３ 大野北支部
総 会 平成２３年 ４月１９日 於プロミティふちのべ 出席
役員会 平成２３年 ９月 ５日 於大松 出席 ５名
役員会 平成２３年 ９月１０日 於大松 出席２２名
役員会 平成２３年１１月 ５日 於大松 出席 ４名
役員会 平成２４年 １月２８日 於大松 出席 ４名
役員会 平成２４年 ３月２３日 於おがた
４ 大野中支部
（１）大野中第１地区
総 会 平成２３年 ４月１８日 於国民生活センター
役員会 平成２３年 ５月２３日 於株式会社タジマ会議室
役員会 平成２３年 ６月１３日 於株式会社タジマ会議室
役員会 平成２３年 ６月２７日 於株式会社タジマ会議室
役員会 平成２３年 ７月２５日 於株式会社タジマ会議室
役員会 平成２３年 ８月２２日 於株式会社タジマ会議室
役員会 平成２３年 ９月１７日 於株式会社タジマ会議室
役員会 平成２３年１０月２４日 於株式会社タジマ会議室
役員会 平成２３年１１月１７日 於株式会社タジマ会議室
役員会 平成２３年１２月１９日 於株式会社タジマ会議室
役員会 平成２４年 １月１９日 於株式会社タジマ会議室
役員会 平成２４年 ２月１６日 於株式会社タジマ会議室
報告会 平成２４年 ３月２７日 於大野台第１自治会館
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（２）大野中第２地区
総 会 平成２３年 ４月１８日 於国民生活センター 出席１０名
役員会 平成２３年 ６月２４日 於松貴
５ 大野南支部
監 査 平成２３年 ４月 ４日 於かつまさ
総 会 平成２３年 ４月２１日 於ホテルラポール千寿閣
役員会 平成２３年 ４月１８日 於ホテルラポール千寿閣 出席７名
役員会 平成２３年 ６月 ６日 於かつまさ
役員会 平成２３年 ７月２８日 於かつまさ 出席１０名
役員会 平成２３年 ９月１２日 於かつまさ 出席 ７名
役員会 平成２４年 １月１０日 於かつまさ
役員会 平成２４年 １月３０日 於かつまさ
役員会 平成２４年 ３月１５日 於かつまさ
（１）大野地区
役員会 平成２３年１０月３１日 於かつまさ
役員会 平成２４年 ２月 ７日 於かつまさ 出席 ８名
（２）林間地区
（３）谷口地区
監 査 平成２３年 ４月 ８日 於ホテルラポール千寿閣
役員会 平成２３年 ６月３０日 於ホテルラポール千寿閣
役員会 平成２３年 ９月２９日 於ホテルラポール千寿閣 出席７名
役員会 平成２４年 ２月 ６日 於ホテルラポール千寿閣 出席７名
（４）中和田地区
（５）松南地区
６ 橋本支部
総 会 平成２３年 ４月２６日 於杜のホールはしもと
役員会 平成２３年 ５月 ７日 於しまざき 出席１１名
役員会 平成２３年 ６月 ２日 於しげ鮨 出席１３名
役員会 平成２３年 ９月 ５日 於浜陣 出席１３名
役員会 平成２３年１１月１９日 於とり元 出席１０名
役員会 平成２４年 ２月 １日 於杜のホール 出席１８名
（１）橋本第１地区
役員会 平成２３年 ５月２４日 於古壇
役員会 平成２３年 ８月２６日 於多子作
役員会 平成２４年 ３月２９日 於多子作
（２）橋本第２地区
７ 大沢支部
総 会 平成２３年 ４月２２日 於大沢公民館
役員会 平成２４年 ３月１２日 於株式会社佐久間電設 出席１１名
（１）大沢第１地区
役員会 平成２３年 ８月１２日 於龍門飯店 出席６名
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役員会 平成２３年１２月２２日 於双龍亭
（２）大沢第２地区
役員会 平成２３年 ５月２６日 於株式会社佐久間電設 出席 ９名
役員会 平成２３年 ７月１５日 於株式会社佐久間電設 出席１０名
役員会 平成２３年 ８月１２日 於龍門飯店 出席 ７名
役員会 平成２３年 ９月２２日 於株式会社佐久間電設 出席 ５名
役員会 平成２３年１０月 ８日 於株式会社佐久間電設 出席 ９名
役員会 平成２３年１１月２６日 於株式会社佐久間電設 出席１０名
役員会 平成２４年 １月２０日 於龍門飯店 出席７名
役員会 平成２４年 ２月 ４日 於株式会社佐久間電設 出席 ７名
８ 田名支部
総 会 平成２３年 ４月２１日 於田名公民館
役員会 平成２３年 ６月 ８日 於田名公民館 出席 ６名
役員会 平成２３年 ６月２４日 於田名公民館 出席 ６名
役員会 平成２３年 ７月 ５日 於田名公民館 出席 ６名
役員会 平成２３年 ７月 ８日 於田名公民館 出席２０名
役員会 平成２３年 ７月２２日 於田名公民館 出席 ６名
役員会 平成２３年１０月１８日 於田名公民館 出席 ８名
役員会 平成２３年１１月 ５日 於田名公民館 出席 ６名
役員会 平成２３年１１月１７日 於ろばた焼き里 出席１４名
役員会 平成２３年１１月２５日 於田名公民館 出席 ４名
役員会 平成２４年 １月２０日 於田名公民館 出席１２名
役員会 平成２４年 ２月１３日 於田名公民館 出席１１名
役員会 平成２４年 ３月 ９日 於田名公民館 出席１４名
９ 上溝支部
総 会 平成２３年 ４月１９日 於三菱重工相模クラブ 出席
役員会 平成２３年 ６月 ７日 於丸崎自治会館 出席１４名
役員会 平成２３年 ９月 ６日 於丸崎自治会館 出席３４名
役員会 平成２３年１１月 ４日 於丸崎自治会館 出席４２名
役員会 平成２４年 １月２６日 於霞苑 出席２０名
（１）上溝第１地区
役員会 平成２３年 ６月２８日 於霞苑 出席７名
役員会 平成２３年 ７月１５日 於上溝公民館 出席６名
役員会 平成２４年 ３月１５日 於上溝公民館 出席９名
（２）上溝第２地区
（３）麻溝地区
10 新相麻支部
（１）相武台地区
（２）新磯地区
役員会 平成２３年 ７月２０日 於株式会社章栄石油 出席６名
役員会 平成２４年 １月２７日 於株式会社章栄石油 出席５名
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役員会 平成２４年 ３月２２日 於自治会館 出席８名
（３）麻溝台地区
総 会 平成２３年 ５月１２日 於フローラ
11 相模台支部
（１）南台地区
総 会 平成２３年 ４月２６日 於相模台公民館
役員会 平成２４年 １月２０日 於ココス
役員会 平成２４年 ２月 ７日 於ラクアルオダサガ 出席１３名
役員会 平成２４年 ３月 ５日 於とり八
（２）相模台地区
総 会 平成２３年 ４月１５日 於相模野自治会館 出席１７名
役員会 平成２３年 ６月１６日 於相模野自治会館 出席１１名
役員会 平成２３年 ７月２７日 於相模野自治会館 出席１０名
役員会 平成２３年 ９月１５日 於相模野自治会館 出席１０名
役員会 平成２３年１１月１７日 於相模野自治会館 出席 ５名
役員会 平成２４年 ２月 ８日 於相模野自治会館 出席１１名
報告会 平成２４年 ３月２６日 於相模野自治会館 出席１０名
12 津久井第１支部
総 会 平成２３年 ４月２１日 於相模湖交流センター
（１）津久井東地区
役員会 平成２３年 ８月２０日 於株式会社山本製作所 出席１０名
役員会 平成２３年 ９月２３日 於株式会社山本製作所 出席 ８名
（２）津久井中地区
役員会 平成２４年 ３月２２日 於津久井商工会
（３）城山地区
総 会 平成２３年 ４月１４日 於津久井湖記念館
役員会 平成２３年 ５月１１日 於城山商工会
役員会 平成２３年１０月２５日 於株式会社タジリ住建 出席
役員会 平成２３年１２月 ２日 於寿嘉
13 津久井第２支部
総 会 平成２３年 ４月２１日 於相模湖交流センター
（１）相模湖地区
役員会 平成２３年 ９月２８日 於サンセットメモリー 出席８名
役員会 平成２４年 ２月１５日 於大棟苑 出席１０名
役員会 平成２４年 ３月２１日 於石川副地区長宅 出席８名
（２）藤野地区

Ⅷ 公益財団法人全国法人会総連合
（１）新年賀詞交歓会
平成２４年 １月１２日 於帝国ホテル 出席５名
Ⅸ 社団法人神奈川県法人会連合会
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（１）法人会功労者表彰祝賀会
平成２３年５月２５日 於横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 出席１６名
公益財団法人全国法人会連合会功労者表彰
県連理事 稲場久二男
単位会

佐々木佳美、小島 明

社団法人神奈川県法人会連合会功労者表彰
単位会

福本 寿、田島嗣也、関戸和浩、高橋保雄

（２）女性部会連絡協議会
平成２３年１０月１８日 於新横浜国際ホテル 出席１３名
内容 講演「この世に生まれ、生きて、生かされて・・・―あと一歩前へ踏み出したいあなたへ―」
講師 作家 高野山真言宗僧侶 家田荘子
（３）新年賀詞交歓会 平成２４年１月２６日 於横浜ベイシェラトンホテル 出席９名
（４）役職員研修会
平成２４年２月２１日 於箱根湯本富士家ホテル 出席１７名
内容 講演 郷土の偉人 二宮尊徳に学ぶ 講師 前神奈川県知事 松沢成文
（５）青年部会連絡協議会セミナー
平成２４年 ３月 ２日 於吉池旅館 出席２名
内容 講演 「宇宙・人・夢をつなぐ」講師 元宇宙飛行士 山崎直子
（６）事務局長会 於県連会議室
平成２３年 ４月２８日
平成２３年 ６月３０日
平成２３年 ８月３１日
平成２３年１０月３１日
平成２３年１２月２１日
平成２４年 ２月２９日
Ⅹ 他団体
１ 相模原優申会
（１）総会
平成２３年 ９月 ７日 於ホテルラポール千寿閣 出席１９名
（２）役員会
平成２３年 ８月 １日 於相模原税務署
平成２３年 ９月 ７日 於ホテルラポール千寿閣
平成２３年１１月２４日 於社団法人相模原法人会会議室
（３）研修会
平成２３年 ９月 ７日 於ホテルラポール千寿閣
内容 預金保険制度等について 講師 相模原税務署 署長 佐々木宏
平成２４年 ２月 ５日 於河鹿荘
内容 研修 消費税等について 講師 税理士 三浦静明
講演 前座修業は気配り術の王様やあ 講師 落語家 三遊亭亜郎
（４）親睦会
平成２４年 ２月 ６日 於小田原湯本カントリークラブ
２ 相模原税務署管内団体長会
（１）団体長会 税務署、県税事務所、市との意見交換会
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① 団体長会連絡会
平成２３年 ４月１３日 於相模原税務署
平成２３年 ６月１０日（総会）於相模原税務署
平成２３年 ７月２６日 於相模原税務署
平成２３年 ９月２０日 於相模原税務署
平成２３年１０月１４日 於相模原税務署
平成２３年１１月２４日 於相模原税務署
平成２４年 ４月１１日 於相模原税務署
② 平成２３年度納税表彰式
平成２３年１１月１８日 於けやき会館 出席２２名
相模原税務署長表彰
天野広光、真田 勉、中野伸一
相模原税務署長感謝状
池田 信、佐藤弘幸、高橋保男、宮崎明彦
団体長会感謝状
岩崎 正、牛久保政宏、岡田清隆、小方雄大、加藤四郎、櫻内綾子、杉崎日出夫、菅 正志、土田喜正
② 意見交換会
平成２３年７月２６日 於社団法人相模原法人会会議室 出席８名
③ ぜいきん展
平成２３年１１月１３日 於淵野辺公園
④ 新年賀詞交歓会
平成２４年 １月２４日 於けやき会館 出席３５名
３ その他
（１）相模原県税事務所 平成２３年度納税奨励表彰式
平成２３年１１月１５日 於高相合同庁舎
県税事務所長表彰 晝間良雄

