
 

１．事業活動基本方針

(1)健全な納税者団体として納税知識の普及に努めるとともにあわせてよき法人企業をめざすものの団体としての 

　活動を通じて適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図りもって税務行政の円滑な執行に寄与し、

　企業経営と社会の健全な発展に貢献する。

(2)適正公平な租税負担をはかるため、財政にも充分目を向け租税体系全般を検討し公益財団法人全国法人会総連合

　を通じて政府、国会、政党に対して税制改正に関する提言を提出してその実現を強く求める。

２．事業計画

(1)税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業（公１）

①税知識の普及を目的とする事業（公１－１）

事業名 １．新設法人説明会

対象 新たに法人として設立された本所税務署管内法人

内容 新たに法人として設立された法人を対象に法人税法上の留意点、会社設立後の税務について理解を促す。

講師: 東京税理士会本所支部所属税理士　本所税務署担当官

事業名 ２．決算法人説明会

対象 決算期を迎えた本所税務署管内法人

内容 決算を迎える法人に対し、税制改正事項、決算手続を行うための留意事項を説明し

適切な法人税申告が行われることを目的に実施。

講師 東京税理士会本所支部所属税理士　本所税務署担当官

事業名 ３．租税教室

対象 本所税務署管内の小学生

内容 本所税務署管内の小学生を対象に租税教育用各種資料や教材を使用し身近な事例を解説。

子供たちに税の役割、大切さを身近に感じてもらう。

講師: 本所税務署担当官、青年部会役員

事業名 ４．支部税務研修会

対象 会員、一般

内容 近隣の支部が一緒にグループを作り、正しい税知識を身につけることを目的に税制改正等の研修会を開催。

講師 本所税務署担当官、外部講師

事業名 ５．税務講習会（法人税申告書の書き方、消費税申告書の書き方等）

対象 会員、一般

内容 法人税の申告書の正しい書き方と知識を身につける目的に開催する。

消費税の概要、申告書の書き方を研修。適正な申告をすることを目的に開催する。

講師 本所税務署担当官

事業名 ６．交際費説明会（会社取引をめぐる税務等）

対象 会員、一般

内容 会社が事業活動をしていく上で関係してくる税金について研修し、誤りのない申告に努める。

特に法人税、交際費に関わる税を中心に開催する。

講師 本所税務署担当官

事業名 ７．源泉徴収説明会

対象 会員、一般

内容 源泉所得税の概要と徴収事務を身につける目的で開催する。

講師 本所税務署担当官

事業名 ８．源泉・税法研究部会 税務研修会

対象 会員、一般

内容 法人税、源泉所得税、消費税、印紙税等誤りやすい事例を中心に研修会を開催する。

講師 税理士、本所税務署担当官、外部講師
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②納税意識の高揚を目的とする事業（公１－２）

事業名 １．税に関する絵葉書コンクール

対象 墨田区内小学生

内容 小学生に、税をテーマに絵葉書を募集し税を身近に感じてもらう。11月実施

7月～9月に募集し11月に表彰式を実施。

事業名 ２．ホームページ、広報誌の発行

対象 会員、一般

内容 ホームページ、広報誌による税情報、地域情報の発信

事業名 ３．税金クイズツアー（日帰りバス旅行）

対象 会員、一般

内容 施設見学及び税金クイズを実施し交流を図る。

③税制及び税務に関する調査並びに提言に関する事業（公１－３）

事業名 １．全国大会税制改正の提言（鳥取）

対象 法人会役員、税制委員会、一般

内容 会員から税制に関する意見、要望をとりまとめた結果を税制改正に関する提言として全国大会で発表し

政党、政府、地方自治体に提言書を提出し実現を求めていく。

また、全国大会税制改正要望に向けて税制の現状、要望事項等について検討及び勉強会を開催する。

講師 税理士、本所税務署担当官

事業名 ２．全国青年の集い（岐阜）

対象 青年部会役員

内容 全国の青年部会が集い税制、財政及び地域社会の健全な発展等

法人会活動、青年部会活動について情報の共有及び意見交換を行い、

今後の事業活動を充実したものにする。11月実施

事業名 ３．全国女性フォーラム（山梨）

対象 部会役員

内容 全国の女性部会が集い税制、財政及び地域社会の健全な発展等

法人会活動、女性部会活動について情報の共有及び意見交換を行い、

今後の活動を充実したものにする。4月実施

(2)地域企業の健全な発展に資する事業（公２）

事業名 １．一日でわかる経理の仕組み講座

対象 会員、一般

内容 簡単な簿記の知識を一日で習得することを目的に開催する。

講師 東京税理士会本所支部所属税理士

事業名 ２．決算書の見方（経営分析講座）

対象 会員、一般

内容 決算書を基に決算数字の見方や財務分析の仕方を理解する。

講師 東京税理士会本所支部所属税理士

事業名 ３．インターネットセミナー（セミナーオンデマンド）

対象 一般

内容 インターネットを利用し税務経営、ビジネスに関する講座をいつでも、どこでも、だれでも

受講できるよう24時間配信する。

事業名 4.異業種交流会（ショッピングモールサイト天空市場運営、アマゾン出店）

対象 一般

内容 ショッピングサイト天空市場、アマゾン出店運営管理等。インターネット上の異業種交流サイトの管理
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(3)地域社会への貢献を目的とする事業（公３）

事業名 １．.チャリティーもちつき大会

対象 会員、一般

内容 墨田区さくらまつりに参加し、地元相撲部屋の力士にお手伝い頂き、餅つき大会を実施。

当日は餅を販売し、売上金は全額墨田区社会福祉協議会へ寄付をする。　4月実施

事業名 ２．青年部会主催チャリティサマーライブ

対象 部会員、一般

内容 法人会会員と地域住民との交流を目的にバンド演奏を聴きながらダンスと軽食を楽しむ。

チケットの売上の一部と当日の募金を墨田区社会福祉協議会へ寄付をする。8月実施

事業名 ３．法人会社会貢献活動

すみだまつり、女性部会社会貢献活動、グループ社会貢献活動、部会社会貢献活動

対象 会員、一般

内容 すみだまつりでは墨田区主催のすみだまつりに参加し、イータックスのPR活動。

また、税金クイズを実施し回答者へ鉢植えの無料配布をする。

女性部会社会貢献活動では、家庭や職場でのＣＯ２削減、節電等の啓蒙活動の実施。

グループ、部会社会貢献活動では、清掃活動、防災、防犯、教養習得講演会、見学会等の実施。

事業名 ４．チャリティー音楽会

対象 会員、一般

内容 障がい者の方々を音楽会にご招待し音楽を楽しんでいただく。

また、一般参加者から募金をお願いし全額を社会福祉協議会へ寄付をする。2月実施

事業名 ５．税を考える週間記念講演会

対象 会員、一般

内容 税を考える週間に著名な講師を招いて講演会を開催している。

事業名 ６．女性部会講習会

対象 部会員、一般

内容 女性部会の社会貢献活動の一環として講習会を開催する。

 (4)会員の福利厚生等に資する事業 （収１）

事業名 １．簡易保険団体保険払込制度に係る集金事務

対象 会員

内容 団体割引適用により会員企業の福利厚生の充実。

事業名 ２．その他の収益事業(貸館事業)

対象 税務関係団体

内容 他の団体への会議室の貸し出し

事業名 ３．その他の収益事業(関係団体事務取扱事業)

対象 本所間税会、本所優良申告法人会、本所彰友会

内容 税務協力団体の事務取扱
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(5)会員の交流に資するための事業 （他１）

事業名 １．総会懇親会

対象 会員

内容 会員との情報交換及び懇親会の開催　5月実施

事業名 ２．新年賀詞交歓会

対象 正副会長、常任理事

内容 税務協力6団体幹部と署との賀詞交歓会　1月実施

事業名 ３．委員会等懇談会

対象 役員、委員、正副会長等

内容 会運営に携わる役員、委員、正副会長等が活動方針等を協議及び懇親会を開催。随時開催

法人会活動、予算、運営等の協議及び懇親会の開催。

事業名 ４．全国大会等第２部（懇親会）

対象 正副会長、青年部会、女性部会

内容 全国大会、青年集い、女性フォーラム等の懇親会への参加。

事業名 ５．青年部会等研修会懇親会

対象 青年部会、青連協第５ブロック

内容 他地区の青年部会員との情報交換及び懇親会の実施

事業名 ６．女性部会研修会懇親会

対象 女性部会員

内容 新春講話の後、部会員の情報交換、交流を目的に懇親会の開催。

事業名 ７．支部（グループ）役員会懇親会

対象: 支部、グループの役員、会員

内容: グループ研修会後に役員及び出席会員による懇親会の開催

グループ、支部による役員懇親会の開催及び共益事業の開催。

事業名 ８．健康作り歩く会

対象: 会員やその家族、従業員

内容: 健康のため街を歩きながら名所、旧跡を巡り参加者との交流を図る。

事業名 ９．会員の集い鈴本演芸場寄席鑑賞会

対象: 会員

内容: 上野鈴本演芸場にて寄席、古典落語や創作落語等を鑑賞し、日本の伝統芸能を楽しむ。

事業名 １０．部会事業報告会

対象 青年部会、女性部会、源泉税法研究部会

内容 事業報告、決算報告、事業計画、予算の報告　5月実施

事業名 １１．部会役員懇親会

対象 青年部会役員、女性部会役員、源泉税法研究部会役員

内容 各部会の活動方針の協議及び懇親会
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 事業名 １２．源泉・税法研究部会年末調整説明会

対象 源泉税法研究部会員

内容 年末調整事務の取扱のほか関連する税目（源泉所得税、法人税等）について研修会を開催。

講師 本所税務署担当官、墨田区税務課担当官、税理士

事業名 １３．青年部会新春研修会（新年賀詞交歓会）

対象 青年部会員

内容 部会員の交流を目的に懇親会を開催。　1月実施

事業名 １４．常任理事意見交換会

対象 正副会長、常任理事

内容 法人会役員、署との意見交換及び懇親会の開催。　8月実施

事業名 １５．グループ長支部長会議

対象 組織委員、グループ長、支部長

内容 会員増強運動のための意思統一と情報交換及び懇親会の開催。

事業名 １６．会員増強活動

対象 組織委員会

内容 新規加入を呼びかけを行い組織の強化を図る

事業名 １７．経営者大型保障制度の普及推進

対象 会員、従業員

内容 会員企業を守り、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。

会員の経営者、従業員の福利厚生の充実と経営の安定化のため普及推進に努める。　

受託会社は大同生命保険㈱及びAIG損害保険㈱

事業名 １８．経営保全プランの普及推進

対象 会員

内容 政府労災保険の上乗せ補障制度《ハイパー任意労災》

個人情報漏えい対策《個人情報漏洩対策プラン》

大規模な地震に備える《地震対策プラン》

会員企業の万が一の備えのために普及推進に努める。　受託会社AIU損害保険㈱

事業名 １９．がん保険制度の普及推進

対象 会員、従業員

内容 会員企業の万が一のための備え。がんに関わる膨大な入院治療費の負担を軽減し、

会員企業の福利厚生に寄与する。　受託会社　アメリカンファミリー生命保険会社

事業名 ２０．貸倒保障制度の普及推進

対象 会員

内容 契約時に選定した取引先に債務不履行が生じた場合に予め約定した保険条件にしたがって保険金が

支払われる制度。経営の安定化のために普及推進している。受託会社　三井住友海上火災保険㈱
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 事業名 ２１．生活習慣病健康診断の普及

対象 会員

内容 会員の福利厚生の充実、健康増進を目的に会館2階で健康診断を実施　2月、8月実施

事業名 ２２．青年部会主催独身者交流会（婚活事業）

対象 会員、一般

内容 法人会の若手経営者への婚活支援。

事業名 ２３．チャリティスポーツ交流会

対象 会員

内容 スポーツ交流会（ゴルフコンペ等）を年１回開催。会員親睦を図るとともに募金を募り社会福祉協議会へ寄付。

事業名 ２４．納税表彰祝賀会

対象 会員

内容 本所税務署が主催する「納税表彰式」の後、実施される祝賀会に参加し、受賞者との懇親を図る。

(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業名 1.     総会　5月実施

2.     正副会長会　随時開催

3.     理事会（理事監事支部長合同会議）　年4回実施

4.     監査会　4月実施

5.     委員会　随時開催

6.     部会役員会、支部役員会、グループ役員会　随時開催

7.     会員管理・会計管理

8.     その他必要な会議
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