
事　’業　　報 告

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

Ⅰ．概況報告

平成23年度は大岩新会長をはじめとする新たな役員体制のもと、公益社団法

人移行を視野に入れつつ、「税」を軸とした公益事業活動を幅広く展開するとと

もに、会員支援活動を積極的に推進した。そして国が進める公益法人制度改革に

合せて公益法人移行認定を得るべく申請手続きに取り組んだ結果、当初計画通り

平成24年3月19日、千葉県知事より公益社団法人千葉東法人会として認定さ

れました。

Ⅱ．主な活動

1．公益目的事業の推進

（1）税知識の普及・税の啓発活動

①新設法人説明会

千葉東税務署及び千葉県税理士会千葉東支部との共催で、管内の新たに設

立された全法人を対象に、税務上必要な申請届出等の手続き、事業開始に

際しての法人税法上の留意点等の理解と周知を目的に開催した。

②決算法人説明会

千葉東税務署及び千葉県税理士会千葉東支部との共催で、管内の決算月を

迎えた全法人を対象に、税制改正事項等決算手続きを行うに当たっての留

意点等の理解と周知を目的に開催した。

③法人税・消費税申告書作成研修会

千葉東税務署の協力を頂き、管内の全法人を対象として法人税及び消費税

の申告書を適正に作成するスキルの習得、向上を目的に開催した。

④源泉部会税務研修会

千葉東税務署の協力を頂き、源泉所得税の適正な徴収義務を果たすべく、

改正税法の要点や経理事務において留意すべき事項等について、法人の実

務担当者による正しい税務処理や資質向上を目的に開催した。

⑤税務研修会（各支部連合、部会関係）

各支部連合及び部会での千葉東税務署による税務研修会に加え、今年度は、

第2支部連合・第5支部連合合同で、法人担当副署長・法人課税第一部門
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統括＿・同上席の出席のもと懇話会を開催し、参加者との間で税に関する

様々な意見交換が行われた。

⑥税務に関する教材・資料の配布

全法人が税務に対し適正な対応ができるよう、「税制改正のあらまし（速報

版）」及び「確定申告実務ポイント」等を配布した。

⑦e－Tax及びeLtaxの利用促進

国が指向する電子政府の一つであるe－Taxの利用促進を広報誌をはじめ各

種会議等様々な機会にPRL、会員が率先して活用するよう推進した。

⑧納税表彰式

税務関係団体が「税を考える週間」に実施する「納税表彰式」の行事に協

賛し、日頃の事業を通して納税意識の高揚活動に積極的役割を果たす会員

の拡大強化を図った。本年は当会関係者で財務大臣表彰1名、署長表彰3

名、署長感謝状6各。

⑨「税についての作文」表彰式

次代を担う若者の税についての理解を深めるため、千葉東税務署管内の全

中学校生徒を対象とした税をテーマにした作文募集の事業に参画した。

⑩「税の無料相談会」の開催

法人や個人の税務問題等について、千葉県税理士会千葉東支部の協力を得

て、会員・非会員を対象とした無料税務相談会を定期的に開催した。

⑪租税教室等租税教育活動

千葉市立弁天小学校と同千城台北小学校の6年生を対象に、税の大切さを

理解してもらうことを目的として、千葉東税務署の協力を得て、講師の研

修を受けた青年部会員による租税教室（税に関する出前授業）を実施した。

また、千葉の親子三代夏祭りにおける「屋台村子供店長」の体験型租税教

育活動も実施した。

⑫千葉市租税教育推進協議会が行う事業への参画

児童・生徒に対する租税教育を適確に実施するための人材育成が必要であ

り、当協議会が主催する講師養成研修会に青年部会員を派遣した。
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⑬「全国青年の集い」への参加

全国の青年経営者が一堂に会し、租税教育をはじめ税制、財務及び地域社

会の健全な発展など、法人会の目指す目的達成のための情報交換や意見交

換の場に代表者を派遣した。なお、「全国女性フォーラム」（23年4月、

仙台）は東日本大震災発生のため開催されなかづた。

（2）税制・税務に関する調査研究並びに提言に関する事業

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次の活動を行った。

①税制改正に関するアンケート等の実施及び要望書の提出（全法連）

②法人会全国大会（税制改正要望大会）への参加

③税制改正要望事項実現のための陳情等の実施（本年度から千葉市長にも要

望活動を実施した。）

（3）広報活動

①「税を考える週間」広報活動
「税を考える週間」の行事の一環として、税についての理解と意識啓発を

促すことを目的に、税の啓発用小冊子とPR用頒布品を活用した街頭広報

活動を千葉東税務署幹部と共にJR千葉駅頭で実施した。

②ホームページ及び広報紙による租税関係情報の広報

年3回発行する広報紙で、タイムリーな税制・税務に関する情報を中心に

紹介するとともに、ホームページで誰でも見られるように掲載した。また、

ホームページで各種研修会、講習会等の開催要領を掲載、広く一般に参加

機会を提供し、税知識の普及、税に関する意識の向上等を図った。

（4）地域企業の健全な発展に資する事業

①簿記講座

経理担当者が企業会計原則に沿った複式簿記の知識を身に付け、各法人の

経理・税務事務を適正に処理できるよう、会員、非会員を対象に3級程度

の知識と技能の習得を目的に開催した。

②パソコン講座（弥生会計・エクセル・ホームページ作成）

円滑な企業活動にとってパソコンの活用が不可欠となっている中、会員、

非会員の経営者や経理担当者等を対象に、基礎的知識や技能の習得を目的

に開催した。ホームページ作成は本年度から新規実施した。
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③青年経営者のための実務セミナーの開催

研修部会・青年部会が主体となり、地域の轟展や活性化を支える若手経営

者を対象として、経営の実務をはじめ巾広いテーマと講師を選定して講演

会・セミナーを開催した。
l

④企業経営の糧となる経営・経済講演会等の開催

地域の経営者同士が経営環境や経営ノウハウ等巾広い情報に接し、研鐙を

積むことを目的に、新入会員交流会（本部）に合わせ、地元中小企業を取

り巻く環境を熟知した講師による講演会を実施した。

（5）地域社会貢献事業

千葉の親子三代夏祭り　千葉おどり

千葉市を美しくする会が市民意識・ふるさと意識の高揚を図ることを目的

に開催する「千葉の親子三代夏祭り」における“千葉おどり”に団体とし

て参加し、地域社会の活性化のために貢献した。その他、支部単位で各地

における祭り・イベント等に参加した。

（6）その他

東日本大震災復興支援活動について

平成23年7月1日～3日、宮城県石巻市で青年部会による復興支援のボ

ランティア活動（住宅地側溝の汚泥除去等）が実施され、青年部会や研修

部会メンバーを中心に2－7名の会員が参加した。また、これに先立っ4月

17日にも有志12名でボランティア活動（石巻市）が実施されました。

2．組織基盤の強化

（1）福利厚生制度の推進

①経営者大型総合保険保障制度等の推進

地域企業の福利厚生制度の充実と経営の安定化のため、引き受け保険3社

とともに一層の普及推進に努めた。

②中小企業向け貸倒保障制度（取引信用保険）の推進

会員企業の資金繰りの安定化、新規取引の拡大を支えるために、引き受け

保険会社と普及推進に努めた。

③生活習慣病検診・一般定期健康診断の実施

（財）全日本労働福祉協会の協力により、未加入法人先を含め、経営者や従

業員の健康を管理するために生活習慣病検診を実施した。
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（・2）会員支援事業

①官公署職貞出席の交流会、 歌会の実施

本部や支部で実施する繚会等に伴い開催

■ふ，

る交流会疫添いで↓参加療った
●税務当府幹部とコミュニケーションを図り、税務行政について

を深め

た。また、支部連合で実施した「税務署副署長との懇話会」も税務署を身

近た感じられる機会となった。

②支部連合・支部・部会の日帰り研修旅行の実施

支部連合、部会主催で支部会員や部会員の親睦と相互理解を深め、見聞を

広げることを目的に実施した。

③ゴルフ大会等の実施

本部・部会の主催により、会員の相互理解と親睦を図りつつ健康増進を図

ることを目的にゴルフ大会等を実施した。

資（ビジネスローン）に関する紹介

会員の安定的・発展的な会社運営を目的に導入されている、地元

関の提携ローンを会員に紹介した。

（3）会員増強の 進

暫饗簡噺を

組織の充実・強化を図るため、会員の維持と増強を両輪として組織ぐ筍夢の

活動を推進し、会員増強運動（23年9月～土2月）では目層130麿繁華

成、24 3月には新会員交流会のフォロー活動を実施したものの、期初；に

行った長鄭会費 納者のh退会処理もあって平成22年度末会員数3，5‾57が

同2畠．年度末では3∴137会員となった。

3．各 め内海な運営に向け委員会等会議を適時開催し、また県法連∴全法

連の主催する会議濫役員が出席した。
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東

事　業　名　及　び　内　容 丶ｨﾜ9D霾�?｢�会　　場　　　座席者 

Ⅰ．公益目的事業の推進 

1、税知識の普及・税の啓発活動 
新設法人説明会 �#8�CH�C�2�#8�Ch�C��#8�Cx�CR�#8�C��Cr�#8�C���C��#H�C��C���#H�C8�C�b�千葉東税務署会議室12 千葉東税務署会議室8 千葉東税務署会議室15 千葉東税務署会議室11 千葉東税務署会議室13 千葉東税務署会議室10 千葉県経営者会館会議室14 

決算期別法人説明会 �#8�CH�C�2�#8�CX�C���#8�Ch�C��#8�Cx�CR�#8�C��C��#8�C��Cr�#8�C���C�"�#8�C���C��#H�C��C���#H�C8�C�b�#H�C8�C���千葉東税務署会議室37 千葉東税務署会議室12 千葉東税務署会議室26 千葉東税務署会議室16 千葉東税務署会議室21 千葉東税務署会議室32 千葉東税務署会議室21 千葉東税務署会議室43 千葉東税務署会議室15 千葉県経営者会館会議室26 千葉県経営者会館会議室77 

法人税申告書作成研修会（初級） �#H�C(�Cr�千葉県経営者会館会議室　　17 

法人税申告書作成がはじめての人を対象 

法人税申告書作成研修会（中級） �#H�C(�C�B�千葉県経営者会館会議室　　21 

以前に申告書作成研修を受けたことのある人 

多少でも申告書作成方法がわかる人を対象 

消費税申告書作成研修会 �#H�C(�C��千葉県経営者会館会議室　　20 

申告書作成に当たっての留意点 

課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算 

源泉部会研修会 �#8�CH�C#r�オークラ千葉ホテル　　　　　25 

源泉所得税関係税制改正について 

地方税関係の取り扱いについて �#8�CX�C#b�千葉県中小企業会館会議室　32 

源泉所得税の実務 �#8�Ch�C#��千葉県中小企業会館会議室　26 

源泉所得税事例研究 �#8�Cx�CB�千葉県中小企業会館会議室　21 

非課税給与・現物給与の取り扱い �#8�C��C��千葉県中小企業会館会議室　28 

報酬・料金と源泉所得税 �#8�C��C��千葉県中小企業会館会議室　28 

年末調整等説明会 �#8�C���C#b�千葉県中小企業会館会議室　97 

給与所得と確定申告 �#H�C��C#b�千葉県経営者会館会議室　　24 

退職所得と源泉所得税 �#H�C(�C#"�千葉県経営者会館会議室　　24 

千葉東税務署との懇話会（第2・第5支部連合合同） �#H�C(�C�r��yd���Jﾘﾗ2�h員Hｾ�vｩ?｢�京葉銀行文化プラザ19 法人会事務局相談室 

講話「税務大学校における仕事」 
千葉東税務署副署長　三田智子様 

税務に関する教材・資料の配布 

「税制改正のあらまし」速報版 

「確定申告実務ポイント」 

税の無料相談 

41回開催 ����cXｾ�vｩ?ｨｷ�-��?ｨ/��*ﾘ�｢�

租税教育活動（青年部会） �#8�C��C#��ywI(h匣ﾏh�����������������R�

親子三代夏祭り「屋台村子供店長」 ��伜���髯;c�洩ﾈ��初zh�#Ykﾈ�｢�

屋台ブース出店・子供店長・租税教室 
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事　業　名　及　び　内　容 丶ｨﾜ9D霾�?ｨ����������檍�������ｨ����������逸"�

租税教室 �#H�C��C�(��]�5h抦ｧxﾕｨ��������������������

対象　弁天小学校6年生　34名 

対象　千城台北小学校6年生　29名 �#H�C��C�8���x���Ifｸ抦ｧxﾕｨ����������������

租税教室講師養成研修会 �#8�C���C�����ywI8ﾉ�Yk���檍ｶ8�����������B�

全国青年の集い「みえ大会」部会長サミット �#8�C���C�x��蓼�ﾊx�85H984�8ｨ�ｸ6���������

全国青年の集い「みえ大会」参加活動 �#8�C���C�x���井�Hﾊx�85H984�8ｨ�ｸ6���������#��

2※　税制※税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 

法人会全国大会（神奈川大会）（全法連） �#8�C���Ch��7�5h7H485(��Vﾈﾙ�zx��Vﾈﾙ�ﾝｸ檍ｶ8�ｨ�����

税制セミナー（全法連） �#H�C(�C�X��6�484�6(6x8ｨ�ｸ5x4h985h�ｹ8ﾈｹ���B�

3．広報活動 

税を考える週間の活動（事業委員会・女性部会） �#8�C���C��･)�ywH遥��ﾈ�ｨ����������#b�

税の広報紙等の配布 

税の啓発マンガ本「税ってなんだ？」 

千葉東法人会PR用鮮創膏 

広報誌「ちばひがし法人会」第79号 �#8�CHﾈ飩ﾘｪx���8檍醜-i�yWB�

広報誌「ほうじんちばひがし」第80号 �#8�C以飩ﾘｪr�全会員へ送付 

広報誌「ほうじんちぼひがし」第81号 �#H�C�ﾈ飩ﾘｪr�全会員へ送付 

季刊誌「ほうじん・春」第672号 ��yd���Jﾘﾗ2�全会員へ送付 

季刊誌「ほうじん・夏」第673号 ��yd���Jﾘﾗ2�全会員へ送付 

季刊誌「ほうじん・秋」第674号 ��yd���Jﾘﾗ2�全会員へ送付 

季刊誌「ほうじん・新年」第675号 ��yd���Jﾘﾗ8���8檍醜-i�yWB�

41地域企業の健全な発展に資する事業 
簿記講座 �#8�CX�C#h�����ywH�饑�ﾆ�ﾙ�ｩnXｧxﾕｨ���������

3級程度までの知識と技能の習得 �#8�C��C"�#8�C��C�����ywH�饑�ﾆ�ﾙ�ｩnXｧxﾕ｣R�#8�C���C�9�ywH�饑�ﾆ�ﾙ�ｩnXｧxﾕ｣�"�#8�C��C�x�����ywH�饑�ﾆ�ﾙ�ｩnXｧxﾕ｣�b�#8�Ch�C�X4��ｸ4�8��ywH7ｨ6X8ｳ#b�#8�C���C��6��ｸ6h4(�ｸ7ｨ6X8ｹ�ywC#"�#H�C��C#h6��ｸ6h4(�ｸ7ｨ6X8ｹ�ywCC2�#H�C8�Cxｹ駢Hｾ(ﾗ9[h嶌7h8�5S����#8�C��C#��ywHｾ(ﾜ�,ｨ.��ﾃc��

1日2時間週2回　仝18回 

パソコン講座（弥生会計） 

具体的な事例を用いてのコンピューター会計処理の 
習得 

パソコン講座（エクセル） 

表計算ソフトエクセルを使用した基礎講座 
パソコン講座（ホームページ作成） 

ホームページの仕組みを理解するとともに基本的な 
ホームページを自ら制作できるようになるまでの講 
座 

研修部会主催セミナー 

「必見！利益をうむ社会保険料節約の方法」 

経営コンサルタント　㈱フェアトラスト 

取締役　森本新見様 

講演会（研修部会） 
「千葉神社の信仰・歴史と地域との関わり」 

妙見本宮千葉神社宮司　山本栄棟 

新春講演会（研修部会・青年部会合同） 
「明るい未来を拓く陽転思考」 

㈱ルネッサンス・ユニバーシティ 

代表取締役　小田全宏様 
会員交流会（組織・事業委員会、研修部会共催） 

第1部　講演会 

「憂いて備える」 

千葉信用金庫理事長（千葉東法人会副会長） 

理事長　伊谷啓様 

第2部　交流会・名刺交換会 

5．地域社会貢献事業 

親子三代夏祭り　千葉おどり 

事業委員会及び女性部会を中心に参加 
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事　業　名　及　び　内　容 丶ｨﾜ9D霾�?ｨ���会　　　場 偬��逸"�

東日本大震災復興支援活動（青年部会） �#8�Cx�C���8�����ﾂ���ﾂ��������ﾂ�����������宮城県石巻市 �#x���ﾂ�

ボランティア活動（町内U字溝のヘドロ除去作業） 

1．福利厚生制厚の推進 

福利厚生制度推進連絡協議会　　　　　　　　　　　　ぎ　23．8．23 刄|ートプラザちば �#��

1．福利厚生制度の現況及び推進について 巴���#H�S(�S#��ﾂ�ポートプラザちば �#2�

生活習慣病健診・一般定期健康診断 ��##8�S��Sx����ｹ�#H�S8�SX���千葉県労働者福祉センター 千葉県労働者福祉センター ��s2�CB��r�

2．会員支援事業 

役員大会 僖｢��｣#8�C���C�����京成ホテルミラマーレ 涛Hｷﾂ�

講演会 「国税の電子商取引への取組」 ��｢��｢��｢��｢��｢��｢�

千葉東税務署長　石鉢隆雄様 ��｢�

新春賀詞交歓会 �����#H�C��C#��ポートプラザちば �����

源泉部会第37回定時協議会 ��#8�SH�S#r�オークラ千葉ホテル �3"�

1．平成22年度事業報告・収支決算報告承認の件 

2．平成23年度事業計画案承認の件 

3．役員改選の件 

研修部会第8回定時総会 �#8�CH�C#b�十デイーホテル千葉 】 ��r��r�

第1部　定時総会 

1．平成22年度事業・収支決算報告承認の件 

2．平成23年度事業計画案承認の件 

3．役員改選の件 

第2部　講演会 

「税務よもやま話（全国を巡る）」 

千葉東税務署法人課税第1部門統括官　関口和彦様 

青年部会第24回定時総会 �#8�CH�C#��������バーディーホテル千葉 】 i �3���r�

第1部　定時総会 

1．平成22年度事業・収支決算報告承認の件 

2．平成23年度事業計画案承認の件 

3．役員改選の件 

第2部　講演会 

「税務よもやま話（全国を巡る）」 

千葉東税務署法人課税第1部門統括官　関口和彦様 

女性部会第28回定時総会 �#8�CH�C#r�オークラ千葉ホテル ホテルグリーンタワー千葉 �3b�#��ﾂ�ﾂ�ﾂ�ﾂ�ﾂ�ﾂ�ﾂ�ﾂ�

第1部　講演会 ��

「房州観音巡礼」 

千葉東税務署法人課税第1部門統括官　関口和彦様 ��

∈　第2部　定時総会 ��
1．平成22年度事業・収支決算報告承認の件 

2．平成23年度事業計画案承認の件 ��

3．役員改選の件 ��

廣1支部連合内5支部合同総会　　　　　　　　　　　　23．4．25 

∈　　第1部　税務研修会 

■　「平成23年度税制改正（案）について」 ′ ��

∃　　講師　千葉東税務署　高橋上席 ��

∃　　第2都　合同総会 ��」 ∃　1．平成22年度事業・収支決算報告 ��

1　2．平成23年度事業計画案 ��

3．役員改選の件　　　　　　　　　　　】 
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事　業　名　及　び　内　容 丶ｨﾜ9D霾�?｢�会　　　場 冢��逸"�

第2支部連合内10支部合同総会 �#8�CX�C��京葉銀行文化プラザ 鉄Y�"�

第1部　税務研修会 

「平成23年度税制改正について」 

講師　千葉東税務署　高橋上席 

第2都　合同総会 

1．平成22年度事業・収支決算報告 

！喜：芸貰芸霊芝若菜計画案 
第3支部連合内6支部合同総会 �#8�CX�C�r�摩－トプラザちば �#��

第1部　税務研修会 

「平成23年度税制改正について」 

講師　千葉東税務署　高橋上席 

第2都　合同総会 

1．平成22年度事業・収支決算報告 

2．平成23年度事業計画案 

3．役員改選の件 

第4支部連合内11支部合同総会 �#8�CX�C�b�博一トプラザちば �32�ﾂ�

第1部　税務研修会 

「平成23年度税制改正について」 

講師　千葉東税務署　高橋上席 

第2都　合同総会 

1．平成22年度事業・収支決算報告 

2．平成23年度事業計画案 

3．役員改選の件 

第5支部連合内10支部合同総会 �#8�CX�C#��ほてい家 鉄2�

第1部　税務研修会 

「平成23年度税制改正について」 

講師　千葉東税務署　高橋上席 

第2都　合同総会 

1．平成22年度事業・収支決算報告 

2．平成23年度事業計画案 

3．役員改選の件 

源泉部会バス研修旅行 �#8�C���CR�JAXA筑波宇宙センター 途�

女性部会バス研修旅行 �#8�C���C�8���B�日光・鬼怒川方面 ����

第1支部連合日帰りバス研修旅行 �#8�C���C#R�御殿場方面 鼎��

車中税金クイズ 

第2支部連合日帰りバス研修旅行 �#8�C���Cr�東京都内 鉄"�

車中DVD税務研修 

第3支部連合日帰りバス研修旅行 �#8�C���C�b�東京都内 �3R�

車中DVD税務研修 

第4支部連合日帰りバス研修旅行 �#8�C���C�b�#8�C���C#r�#8�C���C#b�袋田・奥久慈方面 長瀞方面 京葉カントリー倶楽部 鼎��3"�

車中税金クイズ 

第5支部連合日帰りバス研修旅行 

車中DVD税務研修 

会員ゴルフ大会 剴C��

親睦ゴルフ大会（研修部会・青年部会合同） �����#8�S���SB�浜野ゴルフクラブ �#2�

青年部会親睦ゴルフ大会 �#H�C(�C#"�山田ゴルフ倶楽部 �#B�

青年部会オリエンテーション �#8�Ch�C��QVCマリンフィールド �#b�

青年部会ボウリング大会　　　■ 第5支部連合正副支部長情報交換会 �#8�Cx�Cr�#8�C�(�C�"�#8�C��C3��アサヒボウル アサヒボウル はてい家 鉄��3���v��

青年部会歴代部会長との情報交換会 �#8�CX�C#2�篠原旅館 ��R�

青年部会千葉西法人会青年部会との交流会 �#H�C(�C�X��將�QVCマリンフィールド �#��
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事　業　名　及　び　内　容 丶ｨﾜ9D霾�?｢�会　　　場 偬��逸"�

青年部会千葉南、千葉西法人会青年部会との交流会 �#H�C8�C�B�l モン・クール ����

1．本部 

第38回通常総会 �#8�CX�C#B�京成ホテルミラマーレ ��コ�

1．平成22年度事業報告承認の件 

2．平成22年度収支決算報告承認の件 

3．公益社団法人千葉東法人会への公益認定申請承認 
の件 

4．公益社団法人千葉東法人会「定款（案）」承認の件 
5．公益社団法人千葉東法人会の認定による社団法人 

千葉東法人会の解散及び資産負債等を引継ぐこと 
の承認の件 

6．公益社団法人千葉東法人会「会費規程（案）」承認 
の件 

7．公益社団法人千葉東法人会「役員の報酬等に関す 
る規程（案）」承認の件 

8．平成23年度事業計画案承認の件 

9．平成23年度収支予算案承認の件 

10．役員改選の件 

11．公益社団法人千葉東法人会の理事就任予定者選任 
の件 

理事会 �#8�CH�C�"�ポートプラザちば 鼎b�

1．平成23年度暫定予算について 

2．第38回通常総会開催について 

3．平成22年度事業報告及び収支決算報告承認の件 

4．新公益法人制度への対応について 

理事会 �#8�C���C���京成ホテルミラマーレ 鼎2�

1．事業報告 

2．公益社団法人千葉東法人会への公益移行認定申請 
の件 

3．平成23年度会員増強運動について 

4．平成24年度税制改正要望活動について 

5．e－Taxの利用促進について 

6．事務局の移転について 

理事会 �#H�C8�C#"�#8�Cx�C#���c#8�ﾃX�ﾃ�"�ﾂ�#H�C8�C�B�#8�C��C#2�ポートプラザちば ちばぎん証券会議室 はてい家 はてい家 ポートプラザちば �3R������������

1．平成24年度事業計画案及び収支予算案承認の件 

2．公益社団法人移行に伴う各種規程改定案承認の件 

3．「公益社団法人千葉東法人会会費規程」の一部改 

走案承認の件 
正副会長・委員長会議 

1．当会事務所が入居する「千葉県中小企業会館」の 
耐震診断結果と今後の対応について 

総務委員会 

1．第38回通常総会について 

（1）会長感謝状受彰候補者の推薦について 

（2）総会の運営について 

総務委員会 

1．会務報告 

2．理事会の開催について 

3．第39回通常総会について 

4．公益社団法人移行への対応について 

5．平成24年度事業計画案及び収支予算案について 

事業委員会 

1．事業経過報告 

2．今後の事業活動について 
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事　業　名　及　び　内　容 ��ｨ､ｨﾜ9D霾�?｢�会　　　場 偬��逸"�

事業委員会 ���#H�C(�C#��ポートプラザちば ����

1．事業報告 

2．会員交流会開催について 

3．平成24年度事業活動及び予算について 

4．新公益社団法人における事業体系と今後の活動に 
ついて 

組織委員会 �#8�C��C#2�ﾂ�ポートプラザちば ��2�

1．平成23年度組織強化並びに会員増強について 

2．新設決算法人説明会挨拶担当委員について 

組織委員会 �#H�C(�C#��ポートプラザちば ����

1．平成23年度会員増強運動の結果について 

2．会員交流会開催について 

3．平成24年度組織関係予算について 

4．新公益社団法人における事業体系と今後の活動に 
ついて 

税制委員会 �#8�CX�C��ポートプラザちば 湯�

1．平成24年度税制改正要望について 

（1）アンケート調査の集計結果について 

（2）要望事項の取りまとめについて 

広報委員会 �#8�CH�C���ポートプラザちば 当ﾂ�

1．会報第80号の発刊に向けて 

2．次回広報委員会の開催について 

広報委員会 ���#8�S��S#��������ポートプラザちば ����

1．会報第81号の発刊に向けて 

2．次回広報委員会の開催について 

広報委員会 �#H�C��C���ポートプラザちば ��"�

1．会報第82号の発刊に向けて 

2．次回広報委員会の開催について 

事業・組織・研修部会合同役員会 �#8�C�(�C�2�ポートプラザちば �2�

1．会員交流会の開催について 

監査会 �#8�CH�C#"�法人会事務局 �2�

2．源泉部会 

役員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．4．27 刄Iークラ千葉ホテル 途�

1．修了証書の授与について �� ��

2．平成22年度事業報告・収支決算報告承認の件 � ��

3．平成23年度事業計画案承認の件 剪�

4．役員改選の件 ����

も　5．定時協議会役割分担について 剪�

3．研修部会 

役員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！23．4．26　バーディーホテル千葉　　　8 

1．第8回定時総会に向けて 

（1）総会議案について �� ��

（2）役割分担について 剪�

2．組織の拡充について � ��

正副部会長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．10．14　東京風月堂　　　　　　　　　2 

1・平成23年度会員増強運動の推進について　　l 

2．講演会の開催について �� ��

3．新春講演会（青年部会との共催）の開催について � 

正副部会長会議 �#8�Cx�C#���d��ﾈ檍駟k�ｼx����������������2�

1．研修旅行・講演会の開催について � 

事業委員会（研修部会■青年部会合同）　　　　　　】23．4．18　法人会事務局　　　　　　　5 

1．平成23年度共催事業の実施について　　　　　　　　　i 
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事　業　名　及　び　内　容 丶ｨﾜ9D霾�?｢�会　　　場 偬��逸"�

正副部会長会議 �#H�C8�C��千葉県経営者会館会議室 釘�

1．第9回定時総会の開催に向けて 

2．会員交流会について 

研修部会・青年部会合同正副部会長会議 �#8�C�(�C#��ﾂ�リビングバー喰 】 】 迭�

1．会員増強推進月間の中間実績及び今後の見込につ 
いて 

2．今後の部会事業について 

4．青年部会 

役員会 �#8�CH�C#��バーディーホテル千葉 ��b�

1．第24回定時総会に向けて 

（1）総会議案について 

（2）役割分担について 

2．組織の拡充について 

役員会 �#8�Ch�C#2�オークラ千葉ホテル ����

1．租税教育事業活動について 

租税教育活動正副実行委員会 �#8�C��C���ガンツオ 唐�

1．親子三代夏祭り屋台村子供店長最終打合せ 

2．当日の運営について 

役員会 �#8�Cx�Cr�アサヒボウル ��b�

1．今後の部会運営について 

2．租税教育活動について 

3．全国青年の集い「みえ大会」について 

租税教育活動実行委員会 �#8�C��C2�千葉競輪場会議室 ��b�

1．租税教育事業活動について 

（親子三代夏祭り屋台村子供店長） 
役員会 �#8�C��Cb�オークラ千葉ホテル ��r�

1．租税教育事業活動並びに今後の部会活動について 

2．全国青年の集い「みえ大会」について 

3．会員増強運動の推進について 

4．親会役員大会参加について 

5．青連協親睦ゴルフ大会参加について 

役員会 �#8�C���C��#8�C���C��#8�C�(�C�"�#8�C�(�C#r�#H�C��C���きぼ－る きぼ－る アサヒボウル きぼ－る会議室 きぼ－る会議室 ��b��b��r������8���

1．会員増強運動の推進について 

2．今後の部会活動（租税教室他）について 

3．親会新春賀詞交歓会の参加について 

全国青年の集い「みえ大会」参加者会議 
1．全国青年の集い「みえ大会」について 

（1）大会日程等について 

（2）集合場所及び時間について 

（3）会報への寄稿について 

役員会 

1．会員増強推進月間の中間実績及び今後の見込みに 
ついて 

2．今後の部会活動について 

（1）新春講演会の開催（研修部会と共催）について 

（2）租税教室の開催について 

（3）親睦ゴルフ大会の開催について 

（4）部会定時総会の開催について 

3．親会新春賀詞交歓会の参加について 

租税教室打ち合わせ 

シナリオに基づきリハーサル 

租税教室打ち合わせ 

シナリオに基づきリハーサル 
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事　業　名　及　び　内　容 丶ｨﾜ9D霾�?｢�会　　　場 偬��逸"�

役員会 ���#H�S8�S�B�*ｲ�ﾇ2�バーディーホテル千葉 l ��B�

1．第25回定時総会の開催に向けて 

2．日帰りバス研修並びにオリエンテーションの実施 
について 

3．「新公益法人制度」への対応について 

5．女性部会 
正副部会長会議 �#8�Cx�C#��丸寓寿司 澱�

1．役員会提出議案の事前協議 

2．バス研修旅行の開催日程について 

役員会 �#8�C��C"�ポートプラザちば �#��

1．親子三代夏祭り千葉踊り参加について 

2．バス研修旅行実施について 

3．税を考える週間の活動について 

4．本部委員会委員の確認について 

5．会員増強月間推進について 

役員会 �#8�C��C�B�オークラ千葉ホテル ��r�

1．会員増強月間推進について 

2．税を考える週間の活動について 

正副部会長会議 �#8�C�(�C#b�丸商寿司 澱�

1．会員増強中間報告 

2．今後の部会活動日程について 

3．女性達協視察研修参加者について 

役員会 �#H�C��C�2�丸商寿司 �#2�

1．事業経過報告 

2．今後の部会活動について 

（1）第29回定時総会及び講演会開催について 

（2）平成24年度新規事業活動の取組について 

正副部会長会議 �#H�C8�C��オークラ千葉ホテル 迭�

1．役員会提出議案の事前協議 

役員会 �#H�C8�C#��オークラ千葉ホテル ����

1．第29回定時総会の運営について �� ��

2．日赤献血会場での社会奉仕活動について �� 

3．バス研修旅行の実施について �� ���

4．青年部会ボウリング大会及びゴルフ大会参加につ �� ��b��｢�b��"���������

いて �� 

6．支部連合・支部関係 
（1）第1支部連合 

正副支部長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．4．7　千葉青果会議室 

1．連合内5支部合同総会の開催に向けて �� 

（1）役割分担について 

（2）各支部の役員体制について 

正副支部長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．8．8　レストランバーデン・バーデン 

1．会員増強運動の推進について 

。　2．連合内日帰りバス研修旅行の実施について ��
正副支部長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．10．3　千葉青果会議室 

1．会員増強運動の推進について � 

2．日帰りバス研修旅行の実施について 

正副支部長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．12．6　千葉青果会議室 

1．会員増強運動の中間実績について 

2．日帰りバス研修旅行の収支について 

正副支部長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．12．26　レストランバーデン・バーデン 

1．会員増強運動の中間実績について 
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正副支部長会議 �#H�C8�C�2�千葉青果会議室 迭�

1．事業経過報告 

2．平成24年度事業について 

3．「新公益法人制度」への対応について 

（2）第2支部連合 

支部長会議 �#8�C��Cb�京葉銀行文化プラザ ����

1．会員増強月間推進について 

2．日帰りバス研修旅行の実施について 

登戸新千葉支部役員会 �#8�C��C#��とり遊 �2�

1．会員増強月間推進について 

2．本部及び支部行事参加について 

支部長会議 �#H�C(�C#2�ﾂ�京葉銀行文化プラザ 湯�

1．事業経過報告 

2．合同総会の開催について 

3．平成24年度支部連合活動について 

4．「新公益法人制度」への対応について 

（3）第3支部連合 

理事支部長会議 �#8�C��C��京葉銀行文化プラザ 迭�

1．会員増強月間推進について 

2．日帰りバス研修旅行の実施について 

穴川轟支部役員会 �#8�C���C#��ふらの・たま母ちゃん 澱�

1．今後の支部運営について 

2．役員改選について 

3．会員増強の手法について 

理事支部長会議 �#H�C(�C#B�京葉銀行文化プラザ 迭�

1．事業経過報告 

2．合同総会の開催について 

3．平成24年度支部連合活動について 

4．「新公益法人制度」への対応について 

（4）第4支部連合 

栄町・要町支部役員会 ��c#8�CH�C��芳梅 �2�

1．支部役員改選の件 

厚松支部役員会 �#8�Cx�C#"�千成寿司 途�
⊆　1．支部活動経過報告 

！2．会員増強運動の推進について l 　3．公益社団法人への移行について 

支部長会議 �#8�C��C�B�#8�C���C���#H�C8�C"�#8�CX�C���京葉銀行文化プラザ ポートプラザちば 京葉銀行文化プラザ ほてい家 湯���r�2�

1．連合内11支部合同総会の収支について 

2．会員増強運動の推進について 

3．日帰りバス研修旅行の実施について 

若松支部役員会 

1．会員増強運動の推進について 

支部長会議 

1．事業経過報告 

喜　　2．平成24年度事業について 

（1）合同総会の開催について 

（2）日帰りバス研修旅行の実施について 

3．「新公益法人制度」への対応について 

（5）第5支部連合 

正副連合長会議 

貞　1・合同総会の運営について 
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加曽利支部役員会 �#8�C��C���優雅亭「盛山」 途�

1．平成23年度会員増強について 

2．新制度移行に伴う会員区分及び会費区分について 

正副連合長会議 �#8�C��C#��ほてい家 �2�

1．第5支部連合理事支部長会議提出議案の事前協議 

理事支部長会議 �#8�C��C#��ほてい家 ����

1．会員増強月間推進について 

2．日帰りバス研修旅行の実施について 

正副連合長会議 �#8�C���C#��ほてい家 �2�

1．会員増強月間推進について 

2．日帰りバス研修旅行の段取りについて 

富士見支部役員会 �#8�C���C#B��｢�乙浜 迭�

1．支部経過報告 

2．会員増強月間中間報告及び推進について 

正副連合長会議 �#H�C(�C#��ほてい家 �2�

1．第5支部連合理事支部長会議提出議案の事前協議 

理事支部長会議 �#H�C(�C#��ほてい家 i ����

1．事業経過報告 

2．合同総会の開催について 

3．平成24年度支部連合活動について 

4．「新公益法人制度」への対応について 

7．常連・合法連関係 
県連通常総会・役員大会 �#8�CX�C#r�三井ガーデンホテル千葉 澱�

第1回理事会 �#8�CX�C���ポートプラザちば ��

第2回理事会 �#8�C���C�r�ポートプラザちば 

第3回理事会 �#H�C8�C#r�ポートプラザちば 

第1回正副会長会議 �#8�Cx�Cr�ポートプラザちば ��

第2回正副会長会議 �#8�C�(�C#��ポートプラザちば 

第1回総務委員会 �#8�CH�C#"�ポートプラザちば ����

第2回総務委員会 �#8�C��C#r�ポートプラザちば 

第3回総務委員会 �#8�C��C#��ポートプラザちば 

第1回組織委員会 �#8�Cx�C��ポートプラザちば 

第2回組織委員会 �#8�C���C���ポートプラザちば 

第1回税制委員会 �#8�CX�C�r�ポートプラザちば 

第2回税制委員会 �#H�C8�C��ポートプラザちば 

第1回広報委員会 �#8�C�(�C#���7ﾈ�ｸ6x7h8�5X+�,��

第1回研修委員会 �#8�C��C�R�ポートプラザちば 

第1回厚生委員会 �#8�Cx�C�2�三井ガーデンホテル千葉 

青連協理事会・講演会 �#8�Ch�Cx��蓼皐4ｸ�ｸ6h987ｨ6X8ｹ�ywB�

青連協千葉サミット �#H�C8�C���7ﾈ�ｸ6x7h8�5X+�,��唐�b�2����

青連協常任理事会 �#8�CH�C�(��7ﾈ�ｸ6x7h8�5X+�,��

青連協常任理事会 �#H�C8�C���7ﾈ�ｸ6x7h8�5X+�,��

女性達協理事会・講演会 �#8�Ch�C���蓼皐4ｸ�ｸ6h987ｨ6X8ｹ�ywB�

女性達協常任理事会 �#8�CH�C#b�ポートプラザちば 

女性達協常任理事会 �#8�C�(�C���ｹ��ﾈ7ｨ6X8ｸ7�8�7ﾘ�ｸ8ﾂ�

女性達協視察研修 �#H�C(�C#8��#H��+ynﾈﾊy_ｹl｢�

東京国税局との連絡協議会 �#8�C���C�x��7ﾈ�ｸ6x7h8�5X+�,��

県連新年賀詞交歓会 �#H�C��C#x��蓼皐4ｸ�ｸ6h987ｨ6X8ｹ�ywB�
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