報告事項 理事会承認事項 ①平成２５年度事業報告

Ⅰ概 況
平成２５年度は、長引くデフレによって長期低迷に陥っていた日本経済に、アベノミクスに対する期待
から、沈滞していた経営者や消費者の意識を好転させ、日本経済に明るさが見えてきました。
とりわけ、金融政策では、円安・株高の流れを形成し、実体経済へも好影響を及ぼしました。
しかしながら、震災復興の遅れや原発事故による電力コスト上昇、何より、地域経済と雇用の担い手で
ある中小企業には、アベノミクス効果は届いておらず、さらに、加速する少子高齢化に対応する持続可能
な社会保障制度の確立と、悪化した財政の健全化の両立を図る社会保障と税の一体改革のひとつ、消費税
率の引き上げによる価格転嫁の対策を講じる必要がありました。
このような状況下の中、当会の役員及び会員は、会の運営及び組織強化、そして事業活動に献身的に尽
力しました。
（Ⅰ）公益社団法人としての運営
公益法人として法令及び定款及び諸規程を遵守し、自らガバナンスを図り、法人の事業の適正な
運営を確保して参りました。
（Ⅱ）定款に定めた目的達成のための事業活動
定款に定めた目的「税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、も
って適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域企
業と地域社会の健全な発展に貢献すること」を達成するために、公益目的事業及び会員の福利厚生
や会員支援事業を積極的に実施いたしました。
ⅰ 公益目的事業の実施
定款に定めた目的の達成のため、以下の事業を公益目的事業と定款に位置づけ、積極的に実
施いたしました。
健全な納税者団体として、税務行政及び関係機関との協調をもとに、税知識の普及を図り、
法人税等の適切な申告がなされることに寄与し、税の仕組みや税の大切さ等納税意識の高揚を
目的とする事業を実施いたしました。
また、適切かつ公平な税制の確立を図るため、税制及び税務に関する調査研究をし、国や地
方自治体に対し、税制改正要望を実施し、その実現に努めました。
さらに、様々な分野の専門家による研修会や相談事業等により、地域企業の健全な発展に資
する事業、地域社会への貢献を目的とする事業を実施いたしました。
ⅱ 会員の福利厚生や会員支援事業の実施
福利厚生制度及び施設等の推進及び会員企業の繁栄に資するための事業並びにさらに充実し
た異業種交流を図る事業を実施する。特に部会、支部、地区といった地域に密着した活動を展
開し、会活動の原動力となるよう努めました。
（Ⅲ）会員の質的向上
会員は、公益法人としての目的、運営、事業を理解し、つねに税知識の向上や納税道義の高揚に
努め、税務行政の円滑な執行に寄与し、且つ誠実な申告及び納税を行い、税のオピニオンリーダー
の一員としての企業を目指し、さらに、企業の繁栄及び地域社会への貢献に努めました。
（Ⅳ）組織の維持・強化
理事及び共益事業推進委員会を中心として、さらに、支部地区役員及び福利厚生制度受託会社推進
員による会員増強を推進した結果は以下の通りです。
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期 首 平成２５年４月 １日

正会員 ３，４４４社

賛助会員 ８５社

期 中

入

会

８１社

２４社

期 中

退

会

１７２社

１１社

期 末 平成２６年３月３１日

正会員 ３，３５３社

賛助会員 ９８社

１３支部

３０地区

１３支部

３０地区

（Ⅴ）税務行政への協力
電子申告納税制度（e－Ｔax の平成２５年度目標 役員１００％、会員７０％及び eL－Ｔax）の
普及推進を図るため、税務に関する研修会またはその他の事業において、税務署担当官による電子
申告納税制度についての説明及び広報誌へちらしを同封または記事を掲載しました。
（Ⅵ）税務行政協力団体との協調
税務行政協力団体相互の発展及び組織強化のため、東京地方税理士会相模原支部協力の下、電子
申告納税制度推進協力税理士を広報誌へ掲載しました。
また、相模原市民まつりへの出展において、e－Ｔax のキャラクターであるイータ君の着ぐるみ
を着て、e－Ｔax に関する資料を来場者に配布しました。
税務行政協力６団体（納税貯蓄組合連合会、酒類業懇話会、相模原間税会、一般社団法人相模原
青色申告会、公益社団法人相模原法人会、東京地方税理士会相模原支部）共催による納税表彰式及
び新年賀詞交歓会を開催、また東京地方税理士会との連絡協議会を開催し、協調を図りました。

Ⅱ事業活動
１ 税知識の普及を目的とする事業
（１） 新設法人説明会
相模原税務署管内に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、ビデオ「新設法人と税金」を上映し、相
模原税務署担当官による解説、税理士による記帳指導、法人会ＰＲ、相模原税務署担当官による法人税・消費税・
源泉所得税の説明を２か月に１回年６回相模原法人会会議室において実施。
平成２５年 ５月１６日

出席１３名

平成２５年 ７月２４日

出席１４名

平成２５年 ９月２５日

出席 ６名

平成２５年１１月１９日

出席 ７名

平成２６年 １月１６日

出席 ８名

平成２６年 ３月１９日

出席 ８名

（２） 決算法人説明会
相模原税務署管内の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、ビデオ「会社の決算と申告のチェックポイント」
、相模
原税務署担当官による、法人税・消費税・源泉所得税の説明を年２１回実施。
平成２５年 ４月２３日

出席２０名

於相模原法人会会議室

平成２５年 ５月１７日

出席５３名

於高相合同庁舎

平成２５年 ５月２４日

出席１１名

於津久井合同庁舎

平成２５年 ５月２７日

出席２９名

於相模原法人会会議室

平成２５年 ６月２７日

出席１３名

於相模原法人会会議室

平成２５年 ７月２６日

出席１２名

於相模原法人会会議室

平成２５年 ８月２６日

出席５３名

於高相合同庁舎
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平成２５年 ８月２７日

出席１０名

於津久井合同庁舎

平成２５年 ８月２８日

出席２２名

於相模原法人会会議室

平成２５年 ９月２６日

出席２８名

於相模原法人会会議室

平成２５年１０月２４日

出席１１名

於相模原法人会会議室

平成２５年１１月２２日

出席 ５名

於津久井合同庁舎

平成２５年１１月２６日

出席１０名

於相模原法人会会議室

平成２５年１１月２８日

出席１８名

於高相合同庁舎

平成２５年１２月１１日

出席１９名

於相模原法人会会議室

平成２６年 １月２３日

出席１３名

於相模原法人会会議室

平成２６年 ２月１８日

出席１４名

於津久井合同庁舎

平成２６年 ２月１９日

出席６０名

於高相合同庁舎

平成２６年 ２月２１日

出席１０名

於相模原法人会会議室

平成２６年 ３月２７日

出席３７名

於相模原法人会会議室

平成２６年 ３月２８日

出席２７名

於相模原法人会会議室

（３） 税務相談
相模原税務署管内に新たに設立された全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、東京地方税理士会相模
原支部税理士を講師として２ヶ月に１回年６回実施。
平成２５年 ５月１６日
相談者１名
平成２５年 ７月２４日

相談者０名

平成２５年 ９月２５日

相談者１名

平成２５年１１月１９日

相談者１名

平成２６年 １月１６日

相談者１名

平成２６年 ３月１９日

相談者２名

（４） 改正税法説明会
改正された税法について、相模原税務署担当官が講師として解説し、改正上の留意点等についての理解を促すことを目的に実
施。あわせて、税理士による事業承継税制についての解説を実施。
平成２５年 ７月２９日 研修内容／平成２５年度税制改正について 講師／相模原税務署担当官
事業継承税制について 講師／ 税理士 高木英樹

参加者１９名

（５） 広報誌発行による税情報や開催要項の掲載
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し、２
か月に１回年６回発行。
No.１８３ 平成２５年 ５月１日発行
主な掲載内容 税制改革提言、平成２５年度事業計画案・予算案、国税の納付について
No.１８４ 平成２５年 ７月１日発行
主な掲載内容 第１回通常総会開催、消費税法改正のお知らせ
No.１８５ 平成２５年 ９月１日発行
主な掲載内容 平成２６年度税制改正時要望事項、瓦版せいねんぶ４１号、相模原税務署人事異動
相模原税務署長挨拶
No.１８６ 平成２５年１１月１日発行
主な掲載内容 平成２６年度税制改正に関する提言、知っておきたい社会保障・税番号のポイント
ｅ-Ｔａｘ利用促進案内、平成２５年度分年末調整等説明会開催について
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No.１８７ 平成２６年 １月１日発行
主な掲載内容 相模原法人会会長及び相模原税務署長新年のあいさつ、納税表彰式、
、会員大会２０
１３開催報告、給与事務担当者の皆様へ、確定申告のお知らせ
No.１８８ 平成２６年 ３月１日発行
主な掲載内容 相模原市市制６０周年 相模原市６０年の歩み、瓦版せいねんぶ４２号、
消費税法改正等のお知らせ、平成２６年度国税専門官募集
（６） Web サイトによる税情報の発信
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し、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。
（７） 税務研修会
① 源泉部会税務研修会
相模原税務署担当官が講師となり、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を図ることを目的に年８回実施。
平成２５年 ４月１９日 「給与所得の源泉徴収（初級編）
」

出席１１名

平成２５年 ６月１１日 「平成２５年度税制改正のあらまし」

出席 ７名

平成２５年 ９月１９日 「消費税の改正について」

出席３３名

平成２５年１１月 ６日 「年末調整の実務」

出席３７名

平成２６年 １月１０日 「年末調整後の事務」

出席２１名

平成２６年 １月２８日

e-Tax 実務研修セミナー

出席 ２名

平成２６年 １月２９日

e-Tax 実務研修セミナー

出席 ３名

平成２６年 ２月１３日 「退職所得の源泉徴収」

出席１０名
以上 会場は全て相模原法人会会議室

② 女性部会及び青年部会
女性部会税務研修会 平成２５年１２月 ３日 最新の税制改正事項について 講師／相模原税務署担当官
於相模原法人会会議室 出席３０名
平成２６年 ２月 ２日 みんなの知らない税務署の世界 講師／相模原税務署担当官
於箱根河鹿荘 出席１３名
青年部会税務研修会 平成２５年 ７月２６日 企業運営に役立つ税務 講師／税理士 夏目康彦
於相模原法人会会議室 出席１８名
③ 支部地区税務研修会
支部及び地区において、管轄内の全法人に対して、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、正しい税知識を見につけることを目的に、相模原税務署各部門担当官等が講師となって実施。
中央北支部

平成２５年１２月 ７日 於相模原法人会会議室 出席３０名
「知っておきたい税務調査の基礎」 講師／税理士 田原憲和

中央南支部

平成２５年１１月１６日 於相模原法人会会議室 出席１８名
「法人を取り巻く諸税について―消費税対策いつするの・・・今でしょ―」
講師／税理士 新津裕史

大野南支部

平成２５年 ４月２５年 於ホテルラポール千寿閣
「平成２５年度税制改正のポイント」 講師／相模原税務署担当官
平成２５年 ７月 ４日 於ホテルラポール千寿閣 出席２６名
「企業経営に役立つ！！ 税務研修会」 講師／相模原税務署担当官
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大野北支部

平成２５年１０月２２日 於プロミティふちのべ 出席３６名
「平成２５年度税制改正のポイント」 講師／相模原税務署担当官

大沢支部

平成２６年 ２月１６日 於相模原市立産業会館 出席１３名
「知っておきたい税務調査の基礎」 講師／税理士 田原憲和

上溝支部

平成２５年１２月 ７日 於相模原法人会会議室 出席３０名
「知っておきたい税務調査の基礎」 講師／税理士 田原憲和

相模台支部

平成２５年１１月２０日 於さがみの自治会館
「もっと知りたい税のこと！」 講師／相模原税務署担当官

津久井第１支部 平成２５年１１月 ７日 於津久井商工会館
「消費税への対応や税制改正のポイント」 講師／相模原税務署担当官
２ 納税意識の高揚を目的とする事業
（１） 租税教室実施に向けての調査研究及び実施
相模原税務署管内の小中学生を対象に、国税当局作成の租税教育用ビデオを教材として使用し、相模原税務署担当
官、当会役員等が講師となり、身近な事例を解説し、税についての大切さを感じてもらうことを目的として実施。
平成２６年 １月２０日 青年部会租税教室練習

出席１３名 於相模原法人会会議室

平成２６年 １月２２日 青年部会租税教室見学

出席１０名 於相模原市立上溝南小学校

平成２６年 ２月２４日 青年部会租税教室

出席 ２名 於相模原市立相模台小学校

平成２６年 ２月２６日 青年部会租税教室

出席 ７名 於相模原市立向陽小学校

（２） 租税教育用小学生向けマンガ寄贈
相模原税務署管内の小学校６学年生を対象に、税務関係 7 団体協賛、全国小学校社会科研究協議会協力、一般財
団法人大蔵財務協会発行の租税教室用マンガ（無償受注配布）を相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会を通して寄
贈し、納税意識の高揚に繋がる事を目的に平成２５年８月６日に実施。
（３） 相模原市主催イベントでの租税教育用「紙芝居」実施
相模原市主催市民桜まつりに参加し、一般来場者（主に小学生）を対象に、公益財団法人全国法人会総連合より
配布された、全国小学校社会科研究協議会の協力のもとに作成された租税教育用「紙芝居」を実施し、税を身近な
ものに感じてもらう機会を提供するとともに税の大切さを再認識させることを目的として、平成２５年４月６日及
び７日に実施。
（４） 相模原市主催イベントでの税金クイズ等
相模原市主催イベントに参加し、一般来場者を対象に税金クイズ等を実施。税を身近なものに感じてもらう機会
を提供するとともに、税の大切さと正しい税知識の普及推進を図ることを目的として平成２５年４月６日及び７日
に実施。税金クイズは相模原税務署担当官が作成監修。
（５） 地域イベント参加による税金クイズ等
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して実施。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。
①

津久井湖桜まつりへ出展し、 税に関する資料配布及び税に関するクイズを実施。
津久井中地区 平成２５年４月６日 於県立津久井湖城山公園

②

上溝夏祭りへ出展し、税に関する資料配布。
上溝支部 平成２５年７月２７日及び２８日 於上溝商店街
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③

田名ふるさとまつりの企画運営に携わり、税に関する紙芝居の実施及びチャリティバザーでの出展。
田名支部 平成２５年８月１０日 於田名中学校校庭

④

相模湖ふれあい広場において、税に関する資料を配布。
相模湖地区 平成２４年１０月２１日

⑤

於相模湖公園

津久井やまびこ祭りへ出展し税に関する資料配布及び税に関するクイズを実施。

津久井東地区及び津久井中地区 平成２５年１０月２７日 於中野小学校
⑥ 相模大野ハロウィンフェスティバル２０１３へ出展し、税の紙芝居等を実施。
大野南支部 平成２５年１０月２０日 於相模大野中央公園
（６）

女性部会税に関する絵はがきコンクール
租税教育活動の一環として、わが国の将来を担う子供たちに税を正しく認識してもらうとともに図画学習にも
貢献するため、相模原市内小学６年生に対し、税に関する絵はがきを募集しコンクールを平成２５年７月２０日から９月１０
日まで実施。応募総数９４名 優秀作品４作品を平成２５年１１月２７日に表彰。

３ 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
公益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、一般社団法
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。
平成２５年１０月３日 於リンクステーションホール青森 出席６名
内容 平成２６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／これからの時代の経営とリーダーシップ 講師／東レ経営研究所 特別顧問 佐々木常夫
（２） 公益財団法人全国法人会総連合税制セミナー
公益財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。
平成２６年２月１８日 於ハイアットリージェンシー東京 出席４名
内容 テーマ／平成２６年度税制改正について

講師／財務省大臣官房審議官

テーマ／地方財政の現状と地方税制の抜本改革について

講師／一橋大学政策大学院 教授 佐藤主光

（３） 税制改正要望アンケートの実施
平成２６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ている。
平成２６年３月 理事及び監事及び税制・税務委員会に対して実施。
（４） 一般社団法人神奈川県法人会連合会税制問題研究会
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。
平成２５年９月１８日 於湯本富士屋ホテル 出席１２名
内容 平成２６年度税制改正要望事項について
特別講演「報道から見た、これからの日本の姿」
講師／ＴＢＳテレビ報道局 解説・専門記者室長 杉尾秀哉
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（５） 税制改正要望書の関係機関への提出
公益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。
平成２５年１１月２１日 加山俊夫相模原市長及び相模原市議会須田毅議長へ提出 於市役所
平成２５年１２月 ９日 衆議院議員赤間二郎へ提出 於赤間二郎事務所
（６） 全国青年の集い
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。
平成２５年１１月 ７日８日 於広島国際会議場他 出席１５名
内容 租税教育活動プレゼンテーション
記念講演／日本一心 ～日本の未来のために果たすべきこと～
講師／株式会社アクセルミュージックエンターテイメント 代表取締役 吉川晃司
（７） 全国女性フォーラム
全国の女性経営者が集い、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、平成２５年４月１１日に愛知県において
開催、４名出席。
記念講演／笑顔の接遇で人生が変わる！！

講師／エレガントマナースクール 学院長 平林 都

４ 地域企業の健全な発展に資する事業
（１） 労務相談
解雇、賃金、セクハラ、人事、配置転換、労働契約等労働や社会保険について、労使双方からの相談を目的に実施。
講師 特定社会保険労務士 岩谷房雄
平成２５年 ４月 ９日 ０名
平成２５年 ６月１１日 １名
平成２５年 ８月 ６日 ０名
平成２５年１０月 ８日 ０名
平成２５年１２月１０日 ２名
平成２６年 ２月１２日 １名
（２） 経営研修会（本部・部会・支部）
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。
① ビジネススキルアップ講習会「表書き 筆ペン上達講座」 講師／日本書蒼員常任理事長 小峰雪韻
相模台地区 平成２５年６月１６日 於相模野自治会館
② アジア半球の時代を考える～中国の台頭と日本の針路～ 講師／外交ジャーナリスト 作家 手嶋龍一
本部研修委員会 平成２５年 ７月１２日 於相模原法人会会議室 出席４６名
③ どうなる日本！これからの中小企業の生き方 講師／経済ジャーナリスト 須田慎一郎
本部研修委員会 平成２５年 ９月２７日 於相模原法人会会議室 出席３７名
④ サイバー攻撃最新の手口そして対策と対処 講師／神奈川県警察本部情報セキュリティアドバイザー 夘野智喜
本部研修委員会 平成２５年１０月２２日 於相模原法人会会議室 出席３７名
⑤ 爆笑・元気の出る商売漫談！ 講師／漫談家 道路光事藤沢
大野南支部 平成２５年１０月２４日 於ホテルラポール千寿閣
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⑥ 成幸手帳術セミナー 講師／佐藤真佐志
相模台地区 平成２５年１１月 ２日 於さがみ野自治会館
⑦ サイバー攻撃 最新の手口そして対策と対処 講師／神奈川県警本部生活安全部 夘野智喜
津久井東地区 平成２５年１１月 ７日 於津久井商工会館 出席 ９名
⑧ ボールペン字上達実習講座 講師／日本書蒼員常任理事長 小峰雪韻
相模台地区 平成２５年１２月８日 於相模野自治会館 出席１９名
⑨ 利益アップの販売法について 講師／マインドック有限会社 代表 鈴木貴子
相模湖地区 平成２６年２月２７日 於県立相模湖交流センター
⑩ 経営セミナー お客様が感動し社員が躍動する会社づくり 講師／中央タクシー株式会社 宇都宮恒久
源泉部会 平成２６年 ２月１９日 出席２５名 於相模原法人会会議室
（３） 法律相談
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。
講師 弁護士 濱田崇
平成２５年 ７月１２日 ４名
平成２５年 ９月 ６日 ０名
平成２５年１１月 １日 ２名
平成２６年 ２月２１日 １名
（４） 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）
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。
５ 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
相模原税務署管内の全法人及び一般を対象に、当会の活動内容を 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。
平成２５年１１月２７日 於杜のホールはしもと

参加者５００名

講演会 テーマ「時代を読む～どうなる日本の政治・経済 ２０１４年のシナリオ～」
講 師／ジャーナリスト 田原総一朗
（２）

健康セミナー（部会・支部）
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。

① 予防も治療もできる排尿障害 講師／ＮＰＯ法人日本コンチネンス協会会長 西村かおる
上溝支部 平成２５年５月２２日 於相模原市上溝公民館 出席５７名
② 今、日本人の体が危ない 講師／中島カイロプラクティックセンター院長 中島旻保
大野中第一地区 平成２５年８月２８日 於大野中第一自治会館 出席６０名
③ 骨のケアと老後について 講師／にいの整形外科 院長 新野正憲
中央北支部 平成２５年９月１０日 於西門プラザ 出席３９名
④ 沈黙の殺し屋＜Silent Killer＞生活習慣病を防ぐために 講師／医学博士 沓掛伸二
大野北支部 平成２５年１０月２２日 於プロミティふちのべ 出席３６名
⑤ すい臓ガンの治療 講師／横浜市立大学附属病院 松山隆生
本部厚生事業等推進委員会 平成２６年 ３月１２日 於相模原法人会会議室 出席６１名
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（３）

女性部会絵手紙作成、送付
管内の介護老人福祉施設等に対し、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平成２５年５月、９月、１１月、平成２６年２月の各月１日に実施。

（４）

女性部会タオル寄贈
管内の介護老人福祉施設等に対し、介護老人福祉施設において不足しているタオルを収集し、寄贈することを
目的として平成２６年１月２７日及び１月３０日及び２月１０日及び２月１８日に寄贈。
収集した６５０枚を、ケアプラザさがみはら、旭ヶ丘特別養護老人ホーム、相模湖桂寿苑、マナーハウス横山台、コミュニ
ティホームピノ、大野台幸園、幸園、あさみぞホーム、相模原敬寿園、はなさか、東林間シニアクラブへ寄贈。

（５）

女性部会使用済み切手寄贈
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平成２６年１月２１日実施。

（６）

チャリティイベント（本部・支部）
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。

① 上溝夏まつりへ出展し、東日本大震災義援金募金活動での募金を実施、相模原市を通じて被災地へ寄付。
上溝支部 平成２５年 ７月２７日～２８日 於上溝夏祭り会場
② 橋本七夕まつりへ出展し、東日本大震災義援金募金活動での募金を実施、相模原市を通じて被災地へ寄付。
橋本支部 平成２５年８月９日～１１日 於橋本七夕まつり会場
③ 田名ふるさとまつりへ出展し、バザー売上を社会福祉協議会へ寄付。
田名支部 平成２５年８月１０日 於田名中学校グランド
④

チャリティゴルフ大会を実施し、開催趣旨賛同参加者からの浄財を相模原市を通じて大船渡市及び社会福祉協議会へ寄付。
青年部会 平成２５年１１月１１日 於相模原ゴルフクラブ 出席２６４名

⑤

チャリティボウリング大会を実施し、開催趣旨賛同参加者からの浄財を社会福祉協議会へ寄付。
大野南支部 平成２６年２月２１日 於町田ボウリングセンター 出席４９名

⑥

鈴木加奈子トロンボーン演奏とトーク～盲導犬と共に～を実施し、
参加者からの浄財を盲導犬協会及び社会福祉協議会へ寄付。
津久井東・中支部 平成２５年６月３０日 於緑区役所串川出張所

（８）

地域イベントへ参加（支部）
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。

①

相模の大凧まつりの企画運営に携わり、出展。
新相麻支部 平成２５年５月４日～５日 於新戸スポーツ広場

②

上溝夏祭りの企画運営に携わり、出展し東日本大震災義援金募金活動を実施。
上溝支部 平成２５年７月２７日～２８日 於上溝商店街

③

橋本七夕まつりの企画運営に携わり、七夕飾りの製作及び設営出展。
橋本支部 平成２５年８月９日～１１日 於橋本七夕まつり会場

④

田名ふるさとまつりの企画運営に携わり、出展。
田名支部 平成２５年 ８月１０日 於田名中学校グラウンド

⑤

東林ふるさとまつりの企画運営に携わり、出展。
林間地区 平成２５年１０月 ６日 於東林小学校
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⑥ 相模ねぶたカーニバルの企画運営に携わり、出展。
中央南支部 平成２５年１０月１３日 於リバティ大通り
⑦

麻溝ふるさとまつりへ刃物研ぎ等で出展
麻溝地区 平成２５年１１月３日 於麻溝小学校

（９）

地域美化運動
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。

①

下溝駅花植え 麻溝地区 平成２５年５月１８日及び１０月１９日及び平成２６年２月２２日 於下溝駅

② 道志川河川清掃 津久井東地区 平成２５年６月９日 於道志川周辺河原
③ 相模原クリーン作戦 中央北支部 平成２５年９月２５日及び平成２６年３月１８日 於相模原駅前、矢部駅前、西門商店街
（10）

中学生職場体験支援事業
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６３事業所が協力。

（11）

一般社団法人神奈川県法人会連合会「法人会の森」下草刈
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
植樹や下草刈に平成２５年７月２７日２２名参加。

（12）

その他会員及び一般に有益な事業（支部地区）
相模原税務署管内の全法人及び地域の住民に有益な情報等を与えることを目的に研修会等を実施。

① 押し花講習会 講師／押し花インストラクター 大貫三江子
女性部会 平成２５年 ６月 ５日 於相模原法人会会議室 出席３２名
② さがみ縦貫道完成に伴う経済効果 講師／㈱アクティオ 遠藤 薫
高齢者を狙った詐欺について 講師／相模原北警察署 生活安全課課長 矢野哲士
大沢支部 平成２５年９月２８日 於相模原法人会会議室 出席３１名
③ 綺麗な写真が誰でも撮れるカメラの使い方 講師／山崎 隆
大野中第１地区 平成２６年２月１８日 於大野中第一自治会館
④ 日本はなぜアジアの国々から愛されるのか 講師／一般社団法人アジア支援機構 代表理事 池間哲郎
中央南支部 平成２６年３月１日 於相模原法人会会議室 出席４４名
６ 会員の交流に資するための事業
（１） 新年賀詞交歓会
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平成
２６年１月１４日けやき会館において実施。出席４７名
（２） 理事、監事、委員会、支部、部会等交流会
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。
①

理事等交流会 理事等の交流を図ることを目的に実施。
平成２５年８月６日 於相模原法人会会議室 出席２９名

②

会員増強決起大会 会員増強運動について事例発表及び会員増強目標設定及び決意表明

報告事項 理事会承認事項 ①平成２５年度事業報告
平成２５年９月４日 於相模原法人会会議室 出席４４名
③ 会員ＰＲ交流会 法人会の説明及び各新会員のＰＲ及び交流会
平成２５年１０月９日 於相模原法人会会議室 出席３１名
④ 税理士会との連絡協議会
平成２５年６月２０日 於相模原法人会会議室 出２４名
⑤ 委員会交流会
平成２５年 ７月１０日 広報委員会交流会
平成２５年 ７月１６日 厚生事業等推進委員会交流会
平成２５年 ７月１７日 税制･税務委員会交流会
平成２６年 ７月２９日 総務・財務合同委員会交流会
平成２６年 ２月 ７日 広報委員会交流会
平成２６年 ２月２０日 厚生事業等推進委員会交流会
（３） 厚生親睦旅行
親睦旅行を通じて会員相互の親睦を図る。
富士山と紅葉が織りなす絶景 秋の富士山麓ぐるっと周遊 平成２５年１０月２９日 出席４７名
（４） 支部・部会親睦交流事業
親睦事業を通じて会員やその家族等の交流を図る。
① 潮干狩り

相模湖地区

平成２５年 ６月 ９日 於南房総

② 親睦バーベキュー

大野地区

平成２５年 ７月１６日 於イタリアンガーデン前庭

③ 暑気払い

大沢支部

平成２５年 ７月１９日 於海鮮一番 出席１２名

④ 上溝夏祭りへ物販出展

上溝支部

平成２５年 ７月２７日～２８日 於上溝夏祭り会場

⑤ 橋本七夕祭りへ物販出展

橋本支部

平成２５年 ８月 ９日～１１日 於橋本七夕まつり会場

⑥ 田名ふるさとまつりへ物販出展 田名支部

平成２５年 ８月１０日 於田名中学校グラウンド

⑦ 親睦バーベキュー

上溝第１地区

平成２５年 ８月１１日 於鈴木工務店

⑧ ボウリング大会

田名支部

⑨ ボウリング大会

谷口中和田地区

平成２５年１１月 １日 於相模ファーストレーン 出席６５名

平成２５年１１月１２日 於町田ボウリングセンター 出席２８名

⑩ リンゴ狩り

中央北支部

平成２５年１１月１７日 於臼田りんご園他

⑪ 会員交流カラオケ大会

橋本支部

平成２５年１１月２１日 於ミウィ橋本

⑫ ボウリング大会・懇親会

大野南支部

平成２６年２月２１日 於町田ボウリングセンター

⑬ 役員親睦旅行

田名支部

平成２６年 ３月１４日 於伊豆堂ヶ島ニュー銀水 出席１４名

（５） 支部会員交流会
税務研修や経営研修などを行い、終了後に会員の一層の親交を深めることを目的に交流会を実施。
① 会員交流

大野南支部

平成２５年 ４月２５日 於ホテルラポール千寿閣

② 市議会議長を囲む会

田名支部

平成２５年 ５月１２日 於相模原市役所 出席１５名

③ 交流会

青年部会

平成２５年 ６月３０日 於相模原法人会駐車場 出席２４名

④ 会員交流

大野南支部

平成２５年 ７月 ４日 於ホテルラポール千寿閣 出席１９名

⑤ ＯＢ交流会

青年部会

平成２５年 ９月１３日 於相模原法人会会議室 出席２０名

⑥ 署長を囲む座談会

女性部会、青年部会 平成２５年１０月１日 於相模原法人会会議室 出席３６名

⑦ 会員交流

大野北支部

平成２５年１０月２２日 於鼎盛園

⑧ 会員交流

津久井東地区

平成２５年１１月 ７日 於津久井商工会館 出席９名

⑨ 役員税務研修会

橋本支部

平成２５年１２月 ６日 於杜のホールはしもと
講師／税理士 田原憲和

⑩ 忘年会

中央南支部忘年会 平成２５年１２月１３日 於池乃屋 出席
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⑪ 忘年会

大野中第一地区

平成２５年１２月１４日

⑫ 忘年会

新相麻支部

平成２５年１２月１５日

⑬ 忘年会

上溝第一地区

平成２５年１２月１７日 於霞苑 出席１０名

⑭ 新年会

青年部会

平成２６年 １月１５日 於敦煌酒楼 出席３６名

⑮ 新年会

相模台地区

平成２６年 １月１７日 於つる家

⑯ 新年会

新相麻支部

平成２６年 １月２０日 於

⑰ 新年賀詞交歓会

大野中第一地区

平成２６年 １月２１日 於大野中第一自治会館

⑱ 一泊研修会

女性部会

平成２６年 ２月 ２日 於箱根河鹿荘 出席１３名

講演 みんなの知らない税務署の世界 講師／相模原税務署 審理上席 畑実早
⑲ 役員会懇親会

中央北支部

平成２５年 ４月１９日 於ア・ドマニー 出席

⑳ 健康セミナー交流会

大野中第一地区

平成２５年 ８月２８日 於大野中第一自治会館 出席３８名

㉑ 経営者セミナー交流会

大野北支部

平成２５年１０月２２日 於鼎盛園

㉒ 講演会交流会

大野南支部

平成２５年１０月２４日 ホテルラポール千寿閣

㉓ 役員税務研修会

橋本支部

平成２５年１２月６日 於杜のホールはしもとセミナールーム
講師／田原税理士事務所 田原憲和

㉔ 合同税務研修会懇親会

上溝・中央北支部 平成２５年１２月 ７日 於相模原法人会会議室

㉕ 日本はなぜアジアの国々から愛されるのか研修会交流会 中央南支部 平成２６年３月１日
於相模原法人会会議室
（６） 支部施設見学会
各支部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。
① 日帰り親睦旅行

橋本支部

平成２５年 ５月１２日 於浜岡原発

② 日帰り親睦旅行

女性部会

平成２５年 ６月１８日 東京駅見物と六本木 出席２０名

③ 日帰り親睦旅行

上溝支部

平成２５年１０月 ６日 於伊豆 出席２９名

④ 日帰り親睦旅行

南台地区

平成２５年１１月 ５日 於奥多摩湖

⑤ 日帰り親睦旅行

相模台地区

平成２５年１１月１７日 於相模湖

⑥ 日帰り親睦旅行

城山地区

平成２５年１１月１７日 於自衛隊リックンランド

⑦ 日帰り親睦旅行

中央南支部

平成２５年１２月 １日 於掛川城 出席３５名

⑧ おもしろカレッジ 青年部会

平成２６年 ３月１１日 於皇居 出席２２名

⑨ 日帰り親睦旅行

平成２６年 ３月１６日 於冨岡製糸工場 出席２９名

大沢支部

７ 会員の福利厚生等に資するための事業
（１） 経営者大型保障制度の普及推進
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た。
（２） 経営保全プランの普及推進
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
めた。
（３） がん保険制度の普及推進
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」
、
「ＷＡＹＳ」
がある。地域企業で働く者の万が一に備え、普及推進に努めた。
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（４） 簡易保険団体保険料払込制度の普及推進
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した。
（５） 成人病検診
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。
平成２５年 ５月２０日 於ホテルラポール千寿閣
１５日、１６日、２５日 於相模原市立産業会館

受診者１５１名

平成２５年１１月１５日 於ホテルラポール千寿閣
９日、１８日、２０日 於相模原市立産業会館

受診者１１８名

（６） パソコンセミナー割引
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。利用者３０名。
（７） 葬儀・儀式サービス
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。利用１件
（８） 福利厚生制度推進連絡協議会
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、６月２５日及び１０月１７日に実施。
（９） 貸倒保障制度普及促進
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一般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。
８ その他本会の目的を達成するために必要な事業
① 総会 平成２５年 ５月２８日 於けやき会館
内容 第１号議案 平成２４年度決算報告
第２号議案 任期満了に伴う役員改選の件
第３号議案 役員の報酬等及び費用に関する規定改正案承認の件
会員増強表彰 会員増強優良支部（橋本第２地区、谷口地区、津久井中地区、中央南第２地区、相模台地
区）及び会員増強優良個人
功績表彰（敬称略） 小山清新地区
藤本都子
中央南第２地区 田辺俊明
共和第一地区

阿部恭二

大野中第一地区 田中安雄
大野地区

鈴木秀人

橋本第一地区

木立成衛

大沢第２地区

山口康章

田名第一地区

久保田高雄

麻溝地区

伊波耕文

麻溝台地区

野中進
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相模台地区

林大介

津久井東地区

久保田孝

相模湖地区

福本寿

源泉部会

織田巌

女性部会

丸山和加恵

青年部会

杉本静也

② 理事会
平成２５年 ４月１８日 出席３８名

■監事会
平成２５年 ４月１５日 出席５名

平成２５年 ５月２８日 出席４５名
平成２５年 ６月２５日 出席４３名
平成２５年 ８月 ６日 出席３７名

■簡易保険団体監事会
平成２５年 ４月１５日 出席５名

平成２５年１０月１７日 出席３５名
平成２５年１２月１２日 出席３２名

■税制・税務委員会

平成２６年 ３月２６日 出席４３名

平成２５年 ４月１１日 出席 ７名
平成２５年 ７月１７日 出席 ９名

③ 常任理事会

平成２６年 ２月 ３日 出席 ８名

平成２５年 ４月１８日 出席１８名
平成２５年 ６月２５日 出席２１名

■広報委員会

平成２５年 ８月 ６日 出席１７名

平成２５年 ４月１０日 出席１５名

平成２５年１０月１７日 出席１８名

平成２５年 ５月 ８日 出席 ８名

平成２５年１２月１２日 出席１９名

平成２５年 ６月１２日 出席１３名

平成２６年 ３月２６日 出席２１名

平成２５年 ７月１０日 出席 ９名
平成２５年 ８月 ８日 出席１０名

④ 正副会長会

平成２５年 ９月 ５日 出席 ９名

平成２５年 ４月１８日 出席８名

平成２５年１０月１０日 出席 ８名

平成２５年 ６月２５日 出席８名

平成２５年１１月 ８日 出席１２名

平成２５年 ８月 ６日 出席５名

平成２５年１２月 ６日 出席１０名

平成２５年１０月１７日 出席６名

平成２６年 １月 ８日 出席１３名

平成２５年１２月１２日 出席６名

平成２６年 ２月 ７日 出席１０名

平成２６年 ３月２６日 出席６名

平成２６年 ３月 ７日 出席 ７名

⑤ 委員会

■公益事業推進委員会

■総務委員会

平成２５年 ６月１２日 出席 ６名

平成２５年 ５月 ８日 出席８名

平成２６年 １月２８日 出席 ５名

平成２５年 ６月１７日 出席９名

平成２６年 ３月１９日 出席 ６名

平成２５年１０月１０日 出席７名
平成２６年 １月２９日 出席６名

■共益事業推進委員会

平成２６年 ３月１１日 出席６名

平成２５年 ６月１８日 出席 ４名
平成２５年 ７月２４日 出席 ８名

■財務委員会

平成２６年 ２月 ５日 出席 ７名

平成２５年 ５月 ８日 出席２名
平成２５年 ６月１７日 出席７名

■厚生事業等推進委員会

平成２５年１０月１０日 出席９名

平成２５年 ７月１６日 出席 ７名

平成２６年 １月２９日 出席７名

平成２５年１０月 ７日 出席 ９名

平成２６年 ３月１１日 出席５名

報告事項 理事会承認事項 ①平成２５年度事業報告
平成２５年１２月 ５日 出席 ８名

平成２５年 ６月 ４日 出席 ９名

平成２６年 ２月２０日 出席 ９名

平成２５年 ６月１１日 出席

名

平成２５年 ７月 ３日 出席 ７名
■研修委員会

平成２５年 ８月 ７日 出席 ８名

平成２５年 ４月 ２日 出席 ５名

平成２５年 ８月２０日 出席１２名

平成２５年 ７月 ９日 出席 ４名

平成２５年 ９月 ３日 出席 ６名

平成２５年 ９月 ６日 出席 ６名

平成２５年１０月 ２日 出席 ６名

平成２６年 ２月 ６日 出席 ６名

平成２５年１１月 ７日 出席 ９名
平成２５年１２月 ３日 出席 ８名

■創立４０周年記念実行委員会

平成２６年 １月 ８日 出席１０名

平成２５年 ９月２０日 出席３６名

平成２６年 ２月 ４日 出席１０名

平成２６年 １月２４日 出席３３名

平成２６年 ３月 ４日 出席 ７名

平成２６年 ３月 ６日 出席３０名
□全体会議
□記念式典担当部会
平成２６年 １月２９日 出席１３名

平成２５年 ４月 ９日 出席１５名
平成２５年 ５月１３日 出席１６名
平成２５年 ６月１１日 出席

□記念講演会担当部会
平成２６年 １月２８日 出席 ５名

平成２５年 ７月 ９日 出席１３名
平成２５年 ８月２０日 出席１９名
平成２５年 ９月１０日 出席１０名

□記念祝賀会担当部会
平成２６年 ２月２６日 出席 ５名

平成２５年１０月 ８日 出席１２名
平成２５年１１月１２日 出席１２名
平成２５年１２月１０日 出席１７名

□広報・記念誌担当部会

平成２６年 １月１５日 出席２０名

平成２６年 ２月 ７日 出席１０名

平成２６年 ２月１２日 出席１５名

平成２６年 ３月 ７日 出席 ７名

平成２６年 ３月１１日 出席２１名

⑥ 部会

□委員会

■源泉部会

●総務・広報委員会

平成２５年 ７月１９日 出席 ４名

平成２５年 ４月 ８日 出席２名

平成２５年１２月 ４日 出席 ５名

平成２５年 ６月１０日 出席１０名
平成２５年 ７月１７日 出席 ５名

■女性部会

平成２５年 ８月１２日 出席 ６名

平成２５年 ４月１６日 出席１４名

平成２５年１２月１６日 出席 ４名

平成２５年 ６月２８日 出席 ８名

平成２６年 ３月２５日 出席 ２名

平成２５年１０月 １日 出席１３名
平成２６年 １月２１日 出席１０名

●社会貢献・公益委員会
平成２５年 ５月 ７日 出席 ７名

■青年部会
□報告会
平成２５年 ５月 ９日 出席３０名

平成２５年 ６月 ５日 出席
平成２５年 ７月２３日 出席 ３名
平成２５年 ８月２２日 出席 ９名
平成２５年１０月２３日 出席 ７名
平成２５年１２月１８日 出席 ４名

□役員会
平成２５年 ４月 ９日 出席 ９名

●研修・交流委員会

平成２５年 ５月１３日 出席 ９名

平成２５年 ６月２６日 出席 ３名

報告事項 理事会承認事項 ①平成２５年度事業報告
平成２５年 ７月２２日 出席 ５名
平成２５年１０月１８日 出席 ７名

■大野南支部
報告会 平成２５年 ４月２５日
役員会 平成２６年 １月１７日

⑦ 支部
■中央北支部

□大野地区

役員会 平成２５年 ４月１９日

役員会 平成２５年 ６月 ３日

役員会 平成２５年１１月 ６日

役員会 平成２５年 ７月 ９日
役員会 平成２５年 ９月２４日

■中央南支部

役員会 平成２６年 ２月１０日

役員会 平成２５年 ６月 ８日
事業報告会 平成２５年 ７月 ５日

□林間地区

役員会 平成２５年 ７月 ５日

役員会 平成２５年 ９月 ３日

役員会 平成２５年１０月 ７日

幹事会 平成２５年１２月１８日

役員会 平成２５年１１月１５日
役員会 平成２６年 １月２３日

□谷口中和田地区
役員会 平成２５年 ５月２０日

□中央南第１地区
三役会 平成２６年 １月２２日

役員会 平成２５年 ９月２５日
役員会 平成２５年１２月２５日
役員会 平成２６年 ２月１２日

□中央南第２地区
役員会 平成２５年１２月 ３日

□松南地区

役員会 平成２５年１２月１８日
■橋本支部
□中央南第３地区

役員会 平成２５年１０月１１日

幹事会 平成２５年 ６月２８日

役員会 平成２５年１１月 ５日

役員会 平成２５年 ９月１３日

役員会 平成２６年 ２月 ３日

役員会 平成２５年 ９月２０日
役員会 平成２５年１２月１９日

■大沢支部

三役会 平成２５年１２月２０日

三役会 平成２５年 ６月１５日

役員会 平成２６年 １月 ８日

役員会 平成２５年 ６月２９日
三役会 平成２５年 ８月１０日

■大野北支部

役員会 平成２５年 ８月２４日
三役会 平成２５年 ９月１４日

■大野中支部

三役会 平成２５年 ９月２１日

□大野中第１地区

役員会 平成２６年 ２月１０日

役員会

平成２５年 ４月１６日

三役会 平成２６年 ２月１７日

事業報告会

平成２５年 ４月２３日

役員会 平成２６年 ３月 ３日

役員会

平成２５年 ８月２１日

三役会 平成２６年 ３月１０日

役員会

平成２５年 ９月１８日

役員会

平成２５年１１月１９日

■田名支部

役員会

平成２６年 ３月２５日

役員会 平成２５年 ６月２１日
役員会 平成２５年 ７月２６日

□大野中第２地区

役員会 平成２５年１０月 ８日

役員会 平成２５年 ７月 ２日

役員会 平成２５年１２月１９日

役員会 平成２５年 ７月３０日

役員会 平成２６年 １月２７日

役員会 平成２６年 １月２８日

三役会 平成２６年 ２月１６日

報告事項 理事会承認事項 ①平成２５年度事業報告
役員会 平成２６年 ３月２８日

■相模台支部
役員会 平成２５年 ９月２６日

■上溝支部
役員会 平成２５年 ４月２３日

□南台地区

役員会 平成２５年 ７月１６日

役員会 平成２５年 ５月 ２日

役員会 平成２５年 ９月１３日

役員会 平成２５年１０月 ３日

役員会 平成２５年１０月２９日
役員会 平成２６年 ２月 ６日

□相模台地区

役員会 平成２６年 ３月２０日

役員会 平成２５年１１月１４日
役員会 平成２６年 ２月１８日

□上溝第１地区

役員会 平成２６年 ３月２８日

役員会平成２６年 ３月１１日
■津久井第１支部
□上溝第２地区

□津久井東地区
役員会

平成２５年 ５月１８日

□麻溝地区

合同三役会

平成２５年 ５月２０日

役員会 平成２５年 ７月１６日

役員会

平成２６年 １月１７日

役員会 平成２５年 ９月１３日
役員会 平成２５年１０月 ３日

□津久井中地区

■新相麻支部

合同三役会

平成２５年 ５月２０日

役員会

平成２５年 ９月２０日

役員会 平成２５年 ７月 ４日
役員会 平成２５年１０月１３日

□城山地区

役員会 平成２５年１２月１５日

役員会 平成２５年 ８月２２日

役員会 平成２６年 １月２０日

役員会 平成２５年１０月２１日

□相武台地区

■津久井第２支部
□相模湖地区

□新磯地区

役員会 平成２５年 ９月 ５日

役員会 平成２５年 ４月１５日

役員会 平成２５年１０月１０日

役員会 平成２６年 ２月１４日

役員会 平成２５年１２月２６日
役員会 平成２６年 １月３０日

□麻溝台地区

役員会 平成２６年 ３月１９日
□藤野地区

⑧ 他団体
■公益財団法人全国法人会総連合
□新年賀詞交歓会 平成２６年１月１６日 於帝国ホテル 出席 ５名
■一般社団法人神奈川県法人会連合会
□法人会功労者表彰祝賀会 平成２５年５月２９日 於横浜ベイシュラトン＆タワーズ 出席５名
公益財団法人全国法人会連合会功労者表彰（敬称略） 尾﨑 進、中島 勇
一般社団法人神奈川県法人会連合会功労者表彰（敬称略） 山本昌弘、笹野 稔、宮崎明彦、中田克己

報告事項 理事会承認事項 ①平成２５年度事業報告

□女性部会連絡協議会 平成２５年 ９月９日 於新横浜国際ホテル 出席１５名
講演「顧客満足の追及～もてなしの心～」 講師／浪速のカリスマ添乗員 平田進也
□新年賀詞交歓会 平成２６年 １月２３日 於横浜ベイシュラトンホテル 出席 ９名
□役職員研修会 平成２６年 ２月２３日 於箱根湯本富士屋ホテル 出席２５名
講演 １０年待ちの天使のパン～パンを通じた心と心の交流～
講師／ライフスタイルアドバイザー 宇佐美聡子
□青年部会連絡協議会セミナー 平成２６年 ３月 ７日 於箱根湯本 吉池旅館 出席１３名
講演 東日本大震災後の日本

講師／衆議院議員 内閣府大臣政務官 復興大臣政務官 小泉進次郎

■相模原優申会
□総会
平成２５年 ９月１２日 於ホテルラポール千寿閣
□役員会
平成２５年 ４月２４日 於相模原法人会会議室
平成２５年 ７月２５日 於スリーボンド高分子 出席 12 名
平成２５年 ９月１２日 於ホテルラポール千寿閣
平成２５年１２月１６日 於相模原法人会会議室
□研修会
研修旅行 平成２６年 ３月１６日～１７日 於箱根湯本河鹿荘
研修会

テーマ 調査官物語 ～消費税と調査のポイント～ 講師 税理士 田原憲和

□親睦会
平成２５年１１月 ６日 於相武カントリークラブ
平成２６年 ３月１７日 於小田原湯本カントリークラブ
■相模原税務署管内団体長会
□税務署、県税事務所、市との意見交換会
平成２５年 ７月３０日 於相模原法人会会議室
□連絡会
平成２５年 ４月１６日 於相模原税務署
平成２５年 ７月３０日 於相模原税務署
平成２５年 ９月２０日 於相模原税務署
平成２５年 ９月３０日 於相模原税務署
平成２５年１２月 ４日 於相模原税務署

報告事項 理事会承認事項 ①平成２５年度事業報告
□納税表彰式
平成２５年１１月１３日 於けやき会館 出席 28 名
相模原税務署長表彰 石沢辰幸、白井吉雄、宮崎明彦
相模原税務署長感謝状 桑田和子、鈴木 匠、内山光男、山崎暢康
団体長会会長感謝状 浅野栄造、小川美智男、小口伸夫、金子ミサ子、草野太朗、山際華代子、奈良輝生
□新年賀詞交歓会
平成２６年 １月１４日 於けやき会館 出席４７名
■神奈川県知事納税奨励功労者表彰
平成２５年１１月 ８日 於高相合同庁舎
受彰者 蛯谷康夫
■貸会議室利用 ７６件

