
 

 

平成３０年度事業報告書 

 

１.  概 況 

平成３０年度の我が国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続くなか、個人消費回

復の動きも見られ、今夏に相次いだ自然災害により、個人消費や輸出を中心に経済は

一時的に押し下げられたものの、景気は緩やかな回復基調で推移しました。 

しかし、米トランプ政権の保護主義的政策による貿易摩擦の緊張の高まりなど、海

外における政治経済情勢の不安定さにより、先行きが不透明な状況が続いております。 

こうした状況の下、当法人会は公益法人の使命を全うするため、地域イベントへ積

極的に参加し、税務研修・事業研修の充実を図り、納税意識の向上及び e-Tax・eLTAX

の普及、また企業経営及び地域社会の健全な発展に貢献する事業を行いました。 

 

２. 事業概要 

 

（１）総務委員会関係 

 当会は昭和２４年に発足（昭和４４年に社団法人化）し、公益社団法人として７年目を 

迎え、会員各位のご協力によりつつがなく事業を推進してまいりました。 

 今後とも、皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

会員の積極的な会務参加を支援し会員増強に努めた結果、総会・顔合わせ会には多くの 

会員に出席していただきました。 

 

ア．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（公１－３） 

（ア）法人会全国大会 

平成３０年１０月１１日 第３５回法人会全国大会（鳥取大会） 

会場：とりぎん文化会館 

参加：１名 

イ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

（ア）表彰関係 

平成３０年６月６日の第７回通常総会において、会長から新規会員獲得数

第１位の第７地区、福利厚生制度推進功労・会員増強功労２名に表彰状を贈呈

いたしました。 

また、平成３０年１１月２１日平成３０年度納税表彰式において、世田谷税

務署長から税務行政の円滑な運営と納税道義の高揚に貢献した６名の会員

（表彰状３名・感謝状３名）が表彰されました。 

 

（イ）新幹部署員の方々との顔合わせ会 
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   平成３０年 ７月２７日 

会場：銀座アスター三軒茶屋賓館 

参加：５７名 

ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）通常総会 

       平成３０年６月６日午後５時００分から、渋谷エクセルホテル東急プラネ

ッツルームにおいて第７回通常総会を開催いたしました。正会員総数１,４８

６社のうち８９６社（委任状含む）の過半数出席により適法に成立、平成３０

年度事業計画・収支予算の件を報告し、平成２９年度事業報告・決算報告承認

の件を審議し、承認可決されました。 

なお、平成３０年６月８日に世田谷税務署と東京都渋谷都税事務所に申告、

平成３０年６月２２日に納税いたしました。 

       また、平成３０年３月２６日に平成３０年度事業計画・収支予算を、平成３

０年６月２５日に平成２９年度事業報告・決算報告を東京都に提出いたしま

した。 

（イ）会議 

平成３０年度の基本方針に基づく会の事業計画を円滑に推進するため、次の

通り会を開催いたしました。 

ａ．理事会 

    （開催日）       （主要議題） 

平成３０年 ４月２０日 業務執行理事の報告 

通常総会提出議案の承認の件他 

会場：世田谷電設会館 

出席理事：３５名 

        ７月２７日 業務執行理事の報告 

通常総会報告の件・会員増強運動実施要領の件他 

会場：銀座アスター三軒茶屋賓館 

出席理事：３４名 

       １０月 ２日 業務執行理事の報告 

会員増強運動中間報告他 

会場：世田谷電設会館 

出席理事：３１名 

          １２月１９日  業務執行理事の報告 

会員増強運動結果報告他 

会場：世田谷電設会館 

出席理事：３０名 

平成３１年 ３月２２日 業務執行理事の報告 
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平成３１年度事業計画及び予算（案） 

平成３０年度事業報告及び収支報告の件他 

会場：世田谷電設会館 

出席理事：２７名 

ｂ．常任理事会 

平成３０年 ４月１２日 業務執行理事の報告 

通常総会の運営・議案書・案内の件他 

会場：(株)儘田組 

出席常任理事：２２名 

       ７月１８日 業務執行理事の報告 

通常総会報告の件・会員増強運動実施要領の件他 

会場：(株)儘田組 

出席常任理事：１９名 

       ９月２０日 業務執行理事の報告他 

会場：(株)儘田組 

出席常任理事：１６名 

１２月１０日 業務執行理事の報告 

会員増強運動結果報告他 

会場：世田谷合同庁舎 

出席常任理事：１６名 

平成３１年 ３月１５日 業務執行理事の報告 

平成３１年度事業計画及び予算（案）の策定他 

会場：(株)儘田組 

出席常任理事：１６名 

ｃ．正副会長会 

平成３０年 ４月１２日 常任理事会審議事項の検討他 

会場：(株)儘田組 

出席正副会長：６名 

          ７月１８日 常任理事会審議事項の検討他 

会場：(株)儘田組 

出席正副会長：７名 

          ９月２０日 常任理事会審議事項の検討他 

会場：(株)儘田組 

出席正副会長：７名 

         １２月１０日 常任理事会審議事項の検討他 

会場：世田谷合同庁舎 

出席正副会長：６名 

      平成３１年 ２月１３日 常任理事会審議事項の検討他 

会場：公益社団法人世田谷法人会事務局 
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出席正副会長：６名 

            ３月１４日 常任理事会審議事項の検討他 

会場：(株)儘田組 

出席正副会長：６名 

   ｄ．監査会 

      平成３０年 ４月 ６日 平成２９年度業務監査及び会計監査 

会場：公益社団法人世田谷法人会事務局 

出席人数：６名 

    ｅ．総務委員会会議等 

      平成３０年 ７月 ５日 新幹部署員の方々との顔合わせ会他について 

            ９月１４日 変更認定申請・事務局就業規則について 

           １２月１１日 変更認定申請・事務局就業規則・ 

         平成３１年度事業計画及び予算（案）について 

   １月２４日 平成３０年度事業及び予算の進捗状況について 

         平成３１年度事業計画及び予算（案）について 

ｆ．東法連行事の参加 

      平成３０年 ５月２３日 総務組織委員会連絡協議会 

６月１３日 通常総会 

            ６月２５日 専務理事・事務局長会議 

            ９月２６日 第２回理事会 

           １０月１６日 東法連第３ブロック会長協議会 

           １２月 ７日 第３回理事会 

           １２月１７日 専務理事・事務局長会議 

      平成３１年 １月２２日 新年賀詞交歓会 

            ２月２０日 理事会・特退共加入推進優秀者表彰式 

            ２月２２日 公益事業委員会 

            ３月１５日 第４回理事会 

            ３月１５日 東法連第３ブロック会長協議会 

エ．その他 

（ア）弔意 

会員死亡によるもの                       １件 

＊事務局に申請のあったもの 

 

（２）拡大組織委員会関係 

会の基盤作りと事業の公益性を高めるために不可欠な会員増強運動は、会員増強月間

を３カ月（９・１０・１１月）に設定し、会の総力を挙げて取り組みました。その結果、

平成３０年度は５２社の入会があり、平成３１年３月３１日現在の会員数は１，６５９社

となっております。 

更なる会員増強を図るためには、既存会員企業の増強を行うため各地区において地区
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会などを開催することによって参加できる場を増やすこと、フォローアップセミナーの

充実などを行うことによって努力をして参りたいと思います。会員各位には従前にも増

したご支援・ご協力をお願いいたします。 

ア．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）会員増強特別月間 

平成３０年 ９月・１０月・１１月 

（イ）拡大組織委員会会議等 

       平成３０年 ６月２２日 平成３０年度会員増強運動について 

          １２月１０日 会員増強運動結果について 

  （ウ）フォローアップセミナー 

平成３１年 ２月１３日 

会場：(株)儘田組 

参加：１２名 

 

（３）税制委員会関係 

１０月１１日に開催された第３５回法人会全国大会（鳥取大会）で「税制改正に関する

提言」が報告され、税制改正要望大会で、法人会の声として地元国会議員・地方自治体に

強く訴え、その実現に向けてアピールし、法人会の立場を強く主張いたしました。 

ア．税知識の普及を目的とする事業（公１－１） 

（ア）税制委員会会議等 

平成３０年 ４月 ９日 平成３０年度事業内容・研修会について 

      ７月１９日 研修会について 

           １２月 ４日 研修会・ 

平成３０年度事業計画及び予算（案）について 

（イ）新設法人説明会(年４回) 

平成３０年 ４月２４日・７月２５日・１０月１９日 

平成３１年 １月１８日 

会場：世田谷税務署 

延参加：９０社 

（ウ）決算法人説明会(年８回) 

平成３０年 ４月２３日・５月１８日・７月２４日・８月２４日・ 

１０月１８日・１１月１９日 

平成３１年 １月１７日・３月２６日 

会場：世田谷税務署・三茶しゃれなあどホール 

延参加：２０４社 

（エ）税務研修会 
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平成３０年 ６月１９日「税務署のよもやま話」 

講師：玉渕 光敏 様 

会場：(株)儘田組 

参加：２８名 

 

９月１１日「知って得する税情報」 

～よくわかる消費税・軽減税率制度 ～ 

講師：世田谷税務署 法人課税担当官 石川 龍児 様 

会場：(株)儘田組 

参加：１６名 

平成３１年 ２月１９日「知って得する税情報」 
             ～よくわかる消費税・軽減税率制度 ～ 

講師：世田谷税務署 法人課税担当官 石川 龍児 様 

会場：(株)儘田組 

参加：１１名 

  （オ）年末調整説明会 

 ａ．会員 

平成３０年１１月 ８日         会場：三茶しゃれなあどホール 

                          参加：２９社 

    ｂ．一般 

平成３０年１１月１２日               会場：成城ホール 

参加：約２００社 

     １１月１４日・１５日         会場：世田谷区民会館 

延参加：約７００社 

イ．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（公１－３） 

 （ア）税制改正に関するアンケート調査への協力 

    ａ．内容 

      法人税・設備投資・賃上げ・事業継承・消費税・個人所得課税・地方財源他 

回答：８社 

（イ）法人会全国大会 

平成３０年１０月１１日 第３５回法人会全国大会（鳥取大会） 

平成３０年度税制改正要望大会 

会場：とりぎん文化会館 

参加：１名 

（ウ）税制改正要望書提出 

平成３０年１１月 ５日 地元選出衆議院議員 

                  世田谷区長 
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世田谷区議会議長 

ウ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

（ア）税務記帳個別指導相談（年６回） 

会場：公益社団法人世田谷法人会事務局 

延参加：０社 

 

（４）広報委員会関係 

例年通り、世田谷法人会報「けやき」の発行、全法連機関誌「ほうじん」の無料配布等

を通じて税務知識の普及、法人会の広報活動を行ってまいりました。 

平成３０年度秋号より、新シリーズとして世田谷区商店街連合会のご協力をいただき、

世田谷法人会地区の商店街を「商店街めぐり」と題して連載していくことにいたしました。 

また、恒例の巻末の間違い探しクイズは多数の応募があり好評を得ました。 

ホームページは随時更新し最新の情報を提供しています。 

昨年度に引き続き、電柱広告さらには広報車による所得税確定申告期の早期提出を呼

びかけました。 

ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

（ア）広報誌発行 

平成３０年  ４月 １日 第３１８号 Ａ４版 カラー １２ページ 

７月 １日 第３１９号 Ａ４版 カラー １２ページ 

１０月 １日 第３２０号 Ａ４版 カラー １２ページ 

平成３１年  １月 １日 第３２１号 Ａ４版 カラー １２ページ 

（イ）ホームページ 

定期更新・・・毎月  臨時更新・・・必要に応じて随時 

（ウ）街頭広報活動（計３回） 

平成３１年  ２月１９日 確定申告書早期提出 

２月２６日 確定申告書期限内提出 

３月 ５日 確定申告書期限内提出 

  イ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）広報委員会会議等 

平成３０年  ５月１１日 第３１９号打ち合わせ・ホームページについて 

８月２１日 第３２０号打ち合わせ・ホームページについて 

１１月１５日 第３２１号打ち合わせ・ホームページについて 
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平成３１年  ２月 ６日 平成３１年度事業計画及び予算（案）・ 

第３２２号打ち合わせ・ホームページについて 

 

（５）事業研修委員会関係 

良き経営者をめざすものの団体として、本年度も企業経営者の資質向上のために経営

セミナー（ビジネス交流会）を開催いたしました。地域企業の健全な発展のために経営上、

役に立つ知識の普及を図るとともに、新設法人の経営者と交流を行う場も提供いたしま

した。 

また、せたがやふるさと区民まつりにて税の啓蒙活動を行い、当会特製のうちわが好評

を得ました。 

  ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

（ア）第４１回せたがやふるさと区民まつり 

平成３０年 ８月４日・５日 

会場：世田谷区役所周辺 

                          来場者数：約４５，０００名 

ブース来訪者数：約４００名 

延参加：１１８名 

イ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

（ア）事業研修委員会会議等 

平成３０年 ５月１５日 第２９回ビジネス交流会・ 

せたがやふるさと区民まつりについて 

      ７月１７日 第２９回ビジネス交流会報告 

せたがやふるさと区民まつりについて 

      ９月１３日 せたがやふるさと区民まつり報告 

第３０回ビジネス交流会について 

      １２月 ３日 第３０回ビジネス交流会・ 

平成３１年度事業計画及び予算（案）について 

平成３１年 ２月１２日 第３０回ビジネス交流会・ 

平成３１年度事業計画及び予算（案）について 

（イ）経営セミナー 

    平成３０年 ６月１２日 第２９回ビジネス交流会 

努力と発想なくしては語ることができないアパグループの成功について、多

彩に満ちた元谷 芙美子 氏の今までの半生を振り返り、創業当時から第一線

に立ち、グループのリーダーとして、全国最大のホテルチェーンを築かれた

「熱い思い」を語っていただきました。 

講師：元谷 芙美子 様 
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会場：三茶しゃれなあどホール 

参加：１１９名 

         平成３１年 ２月２２日 第３０回ビジネス交流会 

お金なし、コネなし、資格なしの女性が女手 1つで子育てをしながら４２歳

で会社を興し、上場に至るまでにどのようなことをやってきたのかをはじ

め、今までの半生を振り返り、地域企業の経営者の方々に対し、より良い経

営のヒントとなる貴重な話をいただきました。 

講師：高橋 恵 様 

会場：三茶しゃれなあどホール 

参加：６４名 

 

（６）厚生委員会関係 

本年度も全法連の福利厚生制度計画に基づき経営者大型保障制度・新がん保険や東法連

の特定退職金共済制度を推進し、特に経営者大型保障制度Ｊタイプの推進を強化して活動

を行いました。 

また、成人病健診・ボウリング大会・親睦旅行・新年の集いも引き続き開催いたしました。 

ア．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

 （ア）親睦旅行 平成３０年１０月５日 

行先：東京都・神奈川県各所 

参加：３９名 

（イ）ボウリング大会 平成３０年１１月２日 

会場：オークラボウル 

参加：５２名 

 （ウ）新春講演会と世田谷法人会「新年の集い」 

平成３１年 １月２３日 「私の四国遍路」 

              講師：世田谷税務署長 君付 真 様 

会場：銀座アスター三軒茶屋賓館 

                                 参加：１４１名 

（エ）同好会活動 

ａ．民謡同好会（年９回）              講師：佐藤 松千恵 様 

会場：太子堂区民センター他 

延参加：６１名 

ｂ．ゴルフ同好会（年１回）     会場：フレンドシップカントリークラブ 

参加：２６名 

ｃ．陶芸同好会（年５回）                   会場：陶工房 
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延参加：３７名 

イ．公益事業等を補完するための収益を得る事業（収－１） 

（ア）成人病健診（計４回） 一般財団法人 全日本労働福祉協会に委託 

       平成３０年 ５月１１日・１６日 

会場：世田谷区民会館 

延参加：１４４名 

１１月 ７日・２０日 

会場：世田谷区民会館 

延参加：７３名 

ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）厚生委員会会議等 

      平成３０年 ６月２２日 ボウリング大会・親睦旅行について 

              ８月 ２日 ボウリング大会・親睦旅行について 

          １０月１７日 親睦旅行・ボウリング大会・新年の集いについて 

平成３１年 １月２１日 新年の集い・ 

平成３１年度事業計画及び予算（案）について 

           ３月２９日 新年の集い報告・ 

平成３１年度事業計画及び予算（案）について 

（イ）東法連行事の参加 

      平成３１年 ２月２０日 特退共加入推進優績者表彰式 

（ウ）法人会経営者大型保障制度の推進 

平成３１年３月末現在の契約件数  １，００１件（３４５社） 

契約額  ２２８億８８００万円 

 

（７）財務委員会関係 

財政基盤の健全化を図るため、予算の編成及び決算に関する事項と会費収入、その他収

入に関する事項に努めました。 

ア．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）財務委員会会議等 

         平成３０年 ４月 ５日 平成２９年度決算・平成３０年度予算について 

           １２月 ６日 半期決算及び今後のスケジュールについて 

平成３１年 ２月 ８日 平成３０年度決算・平成３１年度予算について 
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（８）青年部会関係 

私たち青年部会は、平成３０年度のスローガン「次代を想い今を築く」をメインとし、こ

れまでの「フロンティア・アクティブ・クリエイティブ」の３精神の理念のもと、本部事業

を積極的に協力推進してきた初心に立ち返り、青年部会活動本来の「輝き」を取り戻すこと

を目指し、１年間活動を行ってまいりました。 

以下に、平成３０年度、主な事業計画として据えた６項目毎に、主な実施事業についてご

報告申し上げます。 

 

ア．納に関する広報活動事業（公１－２） 

（ア）街頭広報活動（計３回） 

        平成３１年  ２月１９日 確定申告書早期提出 

               ２月２６日 確定申告書期限内提出 

              ３月 ５日 確定申告書期限内提出 

（イ）第４２回わんぱく相撲世田谷区大会 

      平成３０年 ４月２２日 

会場：世田谷区立総合運動体育館 

来場者数：約４００名 

ブース来場者数：約２００名 

参加：１２名 

（ウ）せたがや産業フェスタ２０１８ 

平成３０年 １０月２７日  

会場：世田谷区役所周辺 

来場者数：約１９，０００名 

ブース来場者数：約３００名 

参加：２４名 

（エ）せたがや産業フェスタ２０１８ 実行委員会（計５回） 

平成３０年 ４月２７日・５月２９日・６月２９日・７月２０日・ 

９月１３日 

            会場：世田谷産業プラザ他 

延参加：２６名 

 

イ．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（公１－３） 

   （ア）全国青年の集い 

平成３０年１１月８日・９日 第３２回法人会全国青年の集い 

（岐阜大会） 

会場：岐阜県岐阜市各所 

参加：１１名 
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ウ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

   （ア）経営セミナー 

平成３１年 ２月 ７日「短時間で出来る体の管理」 

      「短時間で出来る体の管理」と題し、ビジネスパーソンの健康と予防に

ついて、身体の不調を未然に防ぐという視点から、会場参加型のデモン

ストレーション形式で、大変分かりやすくご講演いただきました。 

講師：五十嵐 めぐみ 様 

会場：太子堂区民センター 

参加：２１名 

エ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

 （ア）部会（計５回） 

    平成３０年 ５月２５日・７月２４日・８月２５日・ 

１０月２日・１２月７日 

    平成３１年 ２月 ７日 

会場：太子堂区民センター他 

延参加：１６８名 

（イ）第３２回ＳＫＴ連絡会 

会員相互の交流・研鑽を図り、次代経営者としての資質向上を目指すと共に地

域産業と地域社会の発展に貢献することを目的として開催している公益事業 

   平成３０年１１月２９日  

                  会場：銀座アスター三軒茶屋賓館 

参加：８５名 

（ウ）その他 

     平成３０年 ４月 ７日 第６回ふくふくスタンプラリー 

５月２４日 東法連青連協第３ブロック 

第１８回ゴルフコンペ 

６月２７日 第６回青年部会親睦ゴルフ大会 

            ８月２５日 納涼会 

９月 １日・２日 北澤八幡神社例大祭 

１０月２６日 東法連青連協交流ゴルフコンペ 

１２月 ７日 望年会 

      平成３１年 ３月 ７日 東法連青連協交流ボウリング大会 

３月１５日 ＳＫＴ交流会 

３月２３日 第７回ふくふくスタンプラリー 

３月３０日 家族会 

オ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）役員会（計６回） 

平成３０年 ５月１６日・７月１１日・９月１２日・１１月 ７日 

平成３１年 １月１８日・３月 ８日 
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（イ）年次報告会 

    平成３０年 ４月１１日 第７回年次報告会 

（ウ）ＳＫＴ連絡会議（計３回） 

      平成３０年 ４月２４日・７月１０日・９月１３日 

   （エ）東法連青連協第３ブロック部会長会議（計３回） 

      平成３０年 ４月２３日・６月２１日・８月３１日 

   （オ）東法連青連協その他 

平成３０年 ５月１５日 第６回定時連絡協議会 

      平成３１年 ２月１９日 東法連第３ブロック連絡協議会 

２月２５日 東法連青年部会全体連絡会議 

（カ）友誼団体事業への参加 

    平成３０年 ４月１２日 （公社）玉川法人会青年部会活動報告会 

          ６月 ４日 世田谷区商店街連合会青年部 定時総会 

         １０月２３日 （公社）北沢法人会 創立４０周年記念式典 

    平成３１年 １月１０日 （公社）東京青年会議所世田谷区委員会 

新年賀詞交歓会 

            １月１７日 世田谷区商店街連合会青年部 新年会 

            ２月 １日 東京商工会議所世田谷支部新年賀詞交歓会 

            ２月 ５日 （公社）目黒法人会 青年部会新春講演会 

２月２６日 （公社）北沢法人会 公開講演会 

カ．その他 

（ア）本部事業への参加協力 

      平成３０年 ６月 ６日 （公社）世田谷法人会 第７回通常総会 

            ６月１２日 事業研修委員会 第２９回ビジネス交流会 

            ７月２７日 新幹部署員の方々との顔合わせ会 

           ８月４・５日 第４１回せたがやふるさと区民まつり 

 平成３１年 １月２３日 新春講演会と世田谷法人会「新年の集い」 

２月２２日 事業研修委員会 第３０回ビジネス交流会 

（イ）部会内委員会の機能化と部会運営の効率化 

ａ．正副部会長会議（計１２回） 

平成３０年 ４月５日・５月８日・６月５日・７月４日・ 

８月１日・９月４日・１０月１７日・１１月１日・ 

１２月４日 

       平成３１年 １月１１日・２月４日・３月１日 

ｂ．総務・厚生委員会（計１１回） 

平成３０年 ５月１日・６月１１日・７月１７日・８月２１日・ 

９月２５日・１０月９日・１１月１３日・１２月１１日 

平成３１年 １月２１日・２月２０日・３月２５日                      

ｃ．メールマガジン配信（第１０６号－第１１７号） 
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     平成３０年 ４月１２日・５月１０日・６月１３日・７月１０日・ 

           ８月２０日・９月１１日・１０月１１日・１１月１３日 

１２月１１日 

     平成３１年 １月１７日・２月１２日・３月１１日 

ｄ．会員交流委員会（計１２回） 

     平成３０年 ４月９日・５月１４日・６月１１日・７月１７日・ 

８月９日・９月２１日・１０月９日・１１月１３日 

１２月１８日 

     平成３１年 １月２１日・２月２０日・３月１９日                      

ｅ．事業研修委員会（計１２回） 

平成３０年 ４月２３日・５月１８日・６月１４日・７月１７日・ 

８月１０日・９月１９日・１０月１０日・１１月１４日 

１２月１２日 

平成３１年 １月２１日・２月５日・３月１９日                      

     ｆ．渉外委員会（計１１回） 

       平成３０年 ５月１８日・６月２０日・７月１７日・８月６日・ 

９月２５日・１０月１９日・１１月１９日 

１２月１２日 

       平成３１年 １月２１日・２月２０日・３月１９日                  

     ｇ．監査会 

       平成３０年 ４月 ２日 

この他に、活発な部会内委員会の開催による部会運営の実施、世田谷区内３法人会青年部

会（ＳＫＴ）の連携強化・協働事業の拡充に努め、会務運営の円滑化、部会及び会員事業の

活性化に努めました。その他の事業におきましても、事業計画に基づき実施いたしましたこ

とをご報告申し上げます。 

最後に、『法人会活動推進の担い手』として、魅力ある法人会づくりに寄与できるよう、今

後とも実りある青年部会活動に邁進することをお約束申し上げ、事業報告とさせていただ

きます。 

 

 

（９）女性部会関係 

私ども女性部会は女性経営者及び女性役員として、これまでも経営に役立つ研修会や

情報交換を行い、各公益事業に参加をし、社会に貢献してまいりました。 

公益事業におきましては、全法連行事のひとつであります「税に関する絵はがきコン

クール」は世田谷法人会管轄であります公立小学校全校にご参加いただくよう推奨して

まいりました。この事業は、税に対する興味や関心を高めるととともに、税金が自分の

生活と密接にかかわっていること、税金の必要性について各ご家庭で考えていただく良

い機会になっていると考えております。 
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いずれの事業も本部、青年部会、各委員会の多大なるご協力により推進できましたこ

とを深く感謝申し上げます。 

女性部会はこれからも、さまざまな部会活動を通じ、発展に努めてまいりますので、

今後とも更なるご協力、ご支援の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

ア．税知識の普及を目的とする事業（公１－１） 

（ア）税に関する絵はがきコンクール 

平成３０年 ６月・７月  世田谷法人会管轄内の区立小学校へ依頼訪問 

            ９月 ３日  応募用紙 提出締切 

（参加校１７校・応募総数８４９作品） 

           １０月２２日  審査会 

会場：世田谷合同庁舎 

参加：２３名 

           １０月２７日  受賞作品展示 

会場：世田谷区役所周辺 

（せたがや産業フェスタ２０１８） 

参加：３名 

           １１月     世田谷法人会管轄の区立小学校全校へお礼訪問 

           １１月１０日 

－１８日  受賞作品展示 

会場：世田谷中央図書館 

           １１月２０日 

－３０日  受賞作品展示 

会場：世田谷合同庁舎 

１１月２１日  表彰式 

会場：オークラレストランスカイキャロット 

参加：１４名 

イ．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（公１－３） 

（ア）全国女性フォーラム 

平成３０年 ４月１２日 第１３回法人会全国女性フォーラム 

（山梨大会） 

会場：アイメッセ山梨 

参加：３名 

ウ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

（ア）経営セミナー 

平成３１年 ３月１１日「事業者の法律問題あれこれ」 

事業者側にとって問題が起こってから対応するのではなく、事前に把握して 

おくべき内容についてご教示いただく絶好の機会となりました。 

講師：望月・熊谷法律事務所 弁護士 熊谷吏夏 様 
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会場：三茶しゃれなあどホール スワン 

参加：２０名    

エ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

（ア）暑気払い 

平成３０年 ８月２４日 

会場：駒沢食堂 George 

参加：２４名 

（イ）忘年会 

平成３０年１２月１１日 

会場：八代井亭 

参加：２０名 

オ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）年次報告会 

平成３０年４月２３日１８時００分よりオークラレストランスカイキャロッ

トにて年次報告会を開催いたしました。２９名が出席し、平成２９年度事業報告・

収支決算報告並びに平成３０年度事業計画案・収支予算案、役員改選承認の件が

審議され、承認可決されました。 

（イ）役員会 

平成３０年 ５月１４日 第１回役員会 

７月 ９日 第２回役員会 

            ９月１０日 第３回役員会 

           １０月２２日 第４回役員会 

平成３１年 １月２１日 第５回役員会 

            ３月 ７日 第６回役員会 

（ウ）ＳＫＴ関係 

平成３１年 ２月２０日 ＳＫＴ連絡協議会（北沢法人会幹事） 

会場： フランス料理ルヴェソンヴェール橄欖 

参加：２１名 

（エ）全法連・東法連関係 

ａ．東法連女連協 第６回定時連絡協議会 

平成３０年 ５月１０日 

ｂ．東法連女連協 平成３０年度女性部会全体連絡会議 

平成３１年 ３月１２日 

カ．その他 

（ア）（公社）日本キリスト教海外医療協力会へ使用済み切手寄贈 

      平成３１年 ２月２８日 
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３．地区事業概要 

   

  各地区は以下の会議や事業活動を通して納税意識の向上、e-Tax・eLTAX の普及、ま

た地域企業の発展、地域社会への貢献に努めました。 

 

（１）第１地区 

 ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

   平成３０年 ５月１２日 世田谷環境ネットフェスタ２０１８ 

会場：世田谷公園 

来場者数：約３００名 

参加：２３名 

イ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

  （ア）経営セミナー 

   平成３０年 ８月２９日 第１回役員会 

１１月２８日 研修会「ワインの ABCから酒税」 

講師：四家 史一 様 

会場：日舗建設(株) 

参加：２３名 

 ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）年次報告会 

平成３０年 ４月 ４日 グランビジョン国際学院において年次報告会を開催いた

しました。 

  （イ）役員会 

   平成３１年 １月１６日 第２回役員会 

 

 

（２）第２地区 

 ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

   平成３０年 ４月 １日 太子堂５丁目桜まつり 

会場：太子堂八幡神社 

来場者数：約１５０名 

参加：６名 

         ５月１３日 太子堂ふれあいまつり 

会場：円泉ヶ丘公園 

来場者数：約１５０名 

参加：９名 

８月１８日 第３４回三茶ラテンフェスティバル 

           １９日 同上 

会場：三軒茶屋駅周辺 
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来場者数：約２０，０００名 

延参加：２５名 

         ９月１１日 第１回役員会 

        １０月２０日 世田谷アートタウン２０１８ 三茶ｄｅ大道芸 

           ２１日 

会場：三軒茶屋駅周辺 

来場者数：約２０，０００名 

参加：２２名 

イ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

平成３１年 ３月２６日 研修会「何で変わった？どこが変わった？ 

弁護士が教える相続法改正の処方箋」 

講師：望月 岳史 様 

会場：三茶しゃれなあどホール スワン 

参加：１２名 

ウ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

   平成３１年 ２月１０日 太子堂こどもマラソン大会 

会場：世田谷区立太子堂小学校 

来場者数：約７００名 

参加：３名 

 エ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）年次報告会 

平成３０年 ４月 ２日 銀座アスター三軒茶屋賓館において年次報告会を開催い

たしました。 

  （イ）役員会 

   平成３１年 １月１１日 第２回役員会 

 

 

（３）第３地区 

 ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

   平成３０年 ４月 １日 下馬中央公園 桜まつり 

会場：下馬中央公園 

来場者数：約３００名 

参加：１１名 

   地域国際交流については先方の都合により中止となった。 

 イ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

   平成３０年１１月 ８日 交流会 

会場：(宗)世田谷山観音寺 

参加：２１名 

 ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 
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  （ア）年次報告会 

平成３０年 ４月１日 梅佶において年次報告会を開催いたしました。 

  （イ）役員会 

   平成３０年 ９月１８日 第１回役員会 

 

（４）第４地区 

ア．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

平成３１年 ３月１６日 救命救急講習会 

講師：世田谷消防署職員 

会場：世田谷消防署 

参加：１２名 

イ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

平成３０年 ７月１８日 研修会「身体に優しい食べ物講座」 

講師：松浦 仁 様 

会場：茶異菜 

参加：３１名 

        １０月 ３日 交流会 

会場：東日本通信電話株式会社 霞が関データセンター 

参加：１７名 

 ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

  （ア）年次報告会 

平成３０年 ４月１２日 (株)儘田組において年次報告会を開催いたしました。 

  （イ）役員会 

   平成３１年 １月２３日 第１回役員会 

 

 

（５）第５地区 

 ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

平成３０年１０月 ６日 第９回小泉公園ふれあいフェスタ 

会場：世田谷区立小泉公園 

来場者数：約５００名 

参加：１９名 

 イ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

平成３０年 ７月２９日 駒沢ふれあい広場なつまつり 

会場：駒澤大学駒沢キャンパス 

来場者数：約１，０００名 

参加：約１９０名 

平成３１年 ２月１５日 交流会 

会場：駒沢食堂 George 
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参加：２７名 

 ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

  （ア）年次報告会 

平成３０年 ４月１３日 燕来香において年次報告会を開催いたしました。 

  （イ）役員会 

   平成３０年 ６月１２日 第１回役員会 

１０月３０日 第２回役員会 

   平成３１年 １月２２日 第３回役員会 

 

 

（６）第６地区 

 ア．納に関する広報活動事業（公１－２） 

   平成３０年 ７月２６日 第１回役員会 

        １０月２０日 第１８回せたがや駅前楽市楽座２０１８ 

           ２１日 同上 

会場：世田谷駅周辺 

来場者数：約５００名 

参加：３６名 

イ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

   平成３０年１０月３０日 研修会 

「中国警戒モードに『変心』した欧米と日本のこれから」 

講師：河添 恵子 様 

会場：(株)東京メガネ 

参加：４２名 

 ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

  （ア）年次報告会 

平成３０年 ４月１６日 品芳斎において年次報告会を開催いたしました。 

  （イ）役員会 

   平成３０年１１月１３日 第２回役員会 

   平成３１年 １月２５日 第３回役員会 

 

 

（７）第７地区 

ア．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

   平成３１年 １月１８日 第２回役員会 

２月２７日 研修会「震災時に私たちにできること」 

講師：世田谷区危機管理担当者 

会場：祖師谷南商店街振興会館 

参加： １４名 
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 イ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

  （ア）年次報告会 

平成３０年 ４月１８日 プラッツ砧において年次報告会を開催いたしました。 

  （イ）役員会 

   平成３０年 ９月２５日 第１回役員会 

 

 

（８）第８地区 

 ア．納に関する広報活動事業（公１－２） 

   平成３０年 ９月１８日 第１回役員会 

１０月２８日 祖師谷ふるさとフェスティバル 

会場：祖師ヶ谷大蔵駅周辺 

来場者数：約２００名 

参加：１１名 

 イ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

   平成３０年 ５月２３日 施設見学会 

会場：お台場ビッグトップ 

参加：５０名 

 ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

  （ア）年次報告会 

平成３０年 ４月１０日 祖師谷まちづくりセンターにおいて年次報告会を開催い

たしました。 

  （イ）役員会 

   平成３０年１１月３０日 第２回役員会 

   平成３１年 ３月 ５日 移動役員会 

         ３月 ６日 同上 

 

 

（９）第９地区 

ア．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

  （ア）年次報告会 

平成３０年 ４月１９日 野村證券(株)成城支店において年次報告会を開催いたし

ました。 

  （イ）役員会 

   平成３０年１０月 ４日 第１回役員会 

   平成３１年 １月１０日 第２回役員会 

   平成３１年 ３月２５日 第３回役員会 
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