
平成３０年度事業報告

自 平成３０年 ４月 １日

至 平成３１年 ３月３１日

１．事業概況

  「公益法人制度」への対応として一般社団法人に移行し六年目となり、本年も公益

事業の推進に重点を置いた事業を展開いたしました。これまで同様に「税のオピニオ

ンリーダーたる経営者の団体」として法人会活動の基本方針に則り、税に関する活動

を軸としながら、会員及び一般市民を対象とした各種研修会等の開催、及び地域社会

の貢献活動に公益目的事業を主体として取り組みました。青年部・女性部が開催する

租税教育事業では、充実した活動の推進に努めました。

   また、経営情勢など法人会を取り巻く極めて厳しい環境に十分配慮しながら、「組織

基盤」並びに「財政基盤」のより一層の強化に努めました。

２．公益関係

（１）研修相談事業

    熱海税務署、熱海商工会議所及び伊東商工会議所の協力を得、本会・青年部会・

女性部会・税務経理研究会などの主催により税制・税務に関する各種研修会を開催

しました。

    また、イータックス利用推進のため、熱海税務署の協力を得てイータックス研修

会（所得税還付申告者対象）を開催し、昨年同様イータックスにより申告書を提出

しました。

（２）租税教育事業

    女性部会主催による「夏休み親子税金教室」開催、「税に関する絵ハガキコンクー

ル」の募集表彰や、社会貢献委員会と青年部会共催により「通学合宿租税教室」を

昨年同様開催しました。

    青年部は、熱海高校において「起業家育成プロジェクト授業」の五年目の事業と

して取り組みました。

    納貯部会による熱海伊東納税貯蓄組合連合会と連携し「税に関する作品」（作文・

習字・ポスター）募集表彰を行い、次世代担う子供たちに租税教育を行い「税」に

ついて考える場をつくることができました。

（３）税の提言事業

    税制委員会が中心となり、平成３１年度税制改正要望書を取りまとめ上部団体に



提出しました。

    全法連で取りまとめた「平成３１年度税制改正に関する提言書」を熱海市・伊東

市に陳情を行いました。

    全国青年の集い「岐阜大会」に青年部役員、第１３回女性フォーラム「山梨大会」

に女性部役員、第７３回東海法人会連合大会に本会役員が参加しました。

（４）税の広報事業

    会報・ホームページ・地元紙・ケーブルテレビ等に税に関するさまざまな記事を

掲載し法人会のイメージアップのための広報活動に努めました。

当法人会のホームページからインターネット「インターネットセミナー・オンデ

マンド」発信。一般・会員向けに講演会受講等のサービスを提供し、広く利用され

るように努めました。

（５）社会貢献事業

   女性部会による市の公園の花壇の手入れ花の植え込みなどの「みどり一杯運動」参

加。また、「ごみゼロクリーン作戦」(市内一斉清掃活動)に取り組みました。

社会貢献事業として、社会貢献委員会、青年部が「通学合宿」の支援活動を行いま

した。

３．収益・共益関係

（１）福利厚生事業

    企業経営の安定のために、協力保険会社（大同生命保険・ＡＩＧ保険・アフラッ

ク生命保険・三井住友海上保険）と連携を図り、法人会の福利厚生制度を推進しま

した。

（２）会員支援事業、

   組織の重要基盤である会員数の維持・増強について、熱海及び伊東支部組織委員

会で決定した活動方針に基づいて、支部役員が中心となり協力金融機関及び協力保

険会社の協力を得て会員増強に取り組み、獲得会員数の目標を四年連続で達成する

ことができました。

   定時総会、新年賀詞交歓会及び委員会等での交流懇談会、部会が企画した視察研

修旅行、親睦ゴルフ大会を行いました。

    静岡県内の法人会会員に、会員メリットを享受してもらうための施策として取扱

を開始した「法人会メリットカード」を「メルマガ配信」により特約店情報のＰＲ

に取り組みました。会員は、静岡県内の特約店から会員特典を受けることができま

す。熱海伊東法人会の中で特約店を募集しています。特約店として登録していただ

くよう引き続き推進しました。



会 議 ・ 委 員 会

年 月 　日　 担　　　当 研　　修　　名 場　　　所

30 4 4 税制委員会 税制改正要望事項とりまとめ 熱海　大成館

4 11 税務経理研究会 総会 伊東　ホテル暖香園

4 17 青年部会 役員会 熱海　ふくや

4 24 本部 監査会 事務局

4 26 女性部会 理事会・総会 伊東　川奈ホテル

5 7 青年部会 役員会 熱海　プランタン

5 9 本部 正副会長会議・理事会 伊東商工会議所

5 23 納貯部会 納貯連合会・理事会 熱海税務署

5 24 青年部会 役員会 伊東　好きやねん

5 29 青年部会 総会 ホテルニューアカオ

6 4 納貯部会 納貯連合会　総会 熱海総合庁舎

6 11 本部 正副会長会議・総会 ﾎﾃﾙﾆｭｰｱｶｵﾛｲﾔﾙｳｨﾝｸﾞ

7 6 本部 正副会長会議 伊東ガス

7 20 女性部会 役員会 熱海税務署

7 23 青年部会 役員会 来宮　ジョナサン

8 6 事業研修委員会 委員会 熱海　起雲閣

8 29 本部・厚生委員会 正副会長会議・理事会・福利厚生委員会 熱海聚楽ホテル

9 7 熱海支部 支部組織委員会 熱海　宝亭

9 10 青年部会 役員会 熱海　祇園

9 23 納貯部会 理事会・審査会 熱海税務署

9 27 熱海支部 3.4.5.6地区　合同地区会 熱海　山木旅館

9 28 熱海支部 ２地区会 熱海　聚楽ホテル

10 1 熱海支部 ７地区会 網代温泉旅館組合

10 2 熱海支部 1地区会 熱海　アミテック

10 4 伊東支部 役員会・組織委員会合同会議 松原温泉会館

10 12 青年部会 役員会 伊東　好きやねん

10 15 本部 正副会長会議 伊東ガス

11 8 女性部会 税に関する絵はがき審査会・役員会 熱海税務署

11 15 税制委員会 税制改正要望事項提言 熱海市役所

11 16 税制委員会 税制改正要望事項提言 伊東市役所

11 16 納貯部会 納貯連合会　理事会・　作品審査会 起雲閣　サロン

12 5 女性部会 設立記念式典 ﾎﾃﾙﾆｭｰｱｶｵﾛｲﾔﾙｳｨﾝｸﾞ

12 5 本部 正副会長会議　 ﾎﾃﾙﾆｭｰｱｶｵﾛｲﾔﾙｳｨﾝｸﾞ

12 19 女性部会 熱海支部　役員会 熱海　讃

31 1 10 本部 正副会長会議・理事会・新年賀詞交歓会 熱海　聚楽ホテル

1 18 女性部会 伊東支部役員会 伊東　ﾙ･ｵｰﾙ

1 23 納貯部会 納貯連合会　理事会 熱海税務署

1 30 青年部会 役員会 伊東　若葉

1 31 女性部会 役員会・新年会 伊東　ﾎﾃﾙﾗｳﾞｨｴ川良

2 8 本部 熱海支部　役員会 熱海聚楽ホテル

2 12 本部・青年部会 熱海高校における起業家育成プロジェクト授業　運営検討会 熱海税務署

3 4 本部 正副会長会議 伊東ガス

3 7 青年部会 役員会 熱海　ひさ花



年 月 　日　 担　　　当 研　　修　　名 場　　　所

30 4 11 税務経理研究会 研修会 伊東　ホテル暖香園

4 26 女性部会 記念講話 伊東　川奈ホテル

5 16 青年部会 第1回 熱海高校起業家育成プロジェクト授業 熱海高校

5 27 女性部会 ごみゼロ運動（伊東市内清掃活動） 伊東市

5 29 青年部会 記念講話 ホテルニューアカオ

6 2 青年部会 第2回 熱海高校起業家育成プロジェクト授業 熱海高校

6 7 女性部会 みどりいっぱい運動（花壇の手入れ） 熱海親水公園

6 11 本部 記念講話 ﾎﾃﾙﾆｭｰｱｶｵﾛｲﾔﾙｳｨﾝｸﾞ

6 26 税務経理研究会 研修会 熱海　起雲閣

7 4 社会貢献委員会 租税教室（伊豆山小 通学合宿） 伊豆山小学校

7 25 女性部会 夏休み親子税金教室 熱海福祉センター・消防署

7 27 青年部会 第1回 熱海高校起業家育成プロジェクト販売実習 ラスカ熱海

8 3 青年部会 第2回 熱海高校起業家育成プロジェクト販売実習 ラスカ熱海

8 17 青年部会 第3回 熱海高校起業家育成プロジェクト販売実習 ラスカ熱海

8 24 青年部会 第4回 熱海高校起業家育成プロジェクト販売実習 ラスカ熱海

8 24 女性部会 視察研修旅行（ 観劇・匠宿視察 ） 静岡市　

9 3 税務経理研究会 研修会 伊東商工会議所

9 4 熱海支部 簿記講座1 熱海商工会議所

9 6 社会貢献委員会 租税教室（川奈小通学合宿） 藤元旅館

9 7 熱海支部 簿記講座2 熱海商工会議所

9 11 熱海支部 簿記講座3 熱海商工会議所

9 13 伊東支部 伊東経営塾1 伊東商工会議所

9 14 熱海支部 簿記講座4 熱海商工会議所

9 15 青年部会 第3回 熱海高校起業家育成プロジェクト授業 熱海高校

9 18 熱海支部 簿記講座5 熱海商工会議所

9 21 熱海支部 簿記講座6 熱海商工会議所

9 25 熱海支部 簿記講座7 熱海商工会議所

9 27 社会貢献委員会 租税教室（泉通学合宿） 岩殿観音堂

9 28 熱海支部 簿記講座8 熱海商工会議所

10 2 熱海支部 簿記講座9 熱海商工会議所

10 5 熱海支部 簿記講座10 熱海商工会議所

10 9 熱海支部 簿記講座11 熱海商工会議所

10 10 青年部会 親睦ゴルフ大会 川奈ホテル

10 12 熱海支部 簿記講座12 熱海商工会議所

10 16 熱海支部 簿記講座13 熱海商工会議所

10 17 青年部会 第4回 熱海高校起業家育成プロジェクト授業 熱海高校

10 19 熱海支部 簿記講座14 熱海商工会議所

10 19 青年部会 税務研修会 伊東暖香園ボウル

10 23 熱海支部 簿記講座15 熱海商工会議所

10 23 税務経理研究会 研修会 熱海　起雲閣

10 26 熱海支部 簿記講座16 熱海商工会議所

10 30 熱海支部 簿記講座17 熱海商工会議所

研修会ほか



10 30 伊東支部 伊東経営塾2 伊東商工会議所

11 2 熱海支部 簿記講座18 熱海商工会議所

11 7～9 青年部会 視察研修旅行 岐阜

11 17 納貯部会 納貯連合会 税に関する作品表彰式 熱海　起雲閣　

11 19 伊東支部 伊東経営塾3 伊東商工会議所

11 27 女性部会 税に関する絵はがきコンクール表彰式 第一小学校

11 28 女性部会 税に関する絵はがきコンクール表彰式 川奈小学校

11 29 女性部会 税に関する絵はがきコンクール表彰式 第二小学校

12 3 女性部会 税に関する絵はがきコンクール表彰式 多賀小学校

12 5 本部 会長表彰伝達式・記念講演 ﾎﾃﾙﾆｭｰｱｶｵﾛｲﾔﾙｳｨﾝｸﾞ

12 4 女性部会 税に関する絵はがきコンクール表彰式 泉小学校

12 6 女性部会 税に関する絵はがきコンクール表彰式 伊豆山小学校

12 11 税務経理研究会・事業研修委員会 合同研修会 ホテル暖香園

12 12 伊東支部 伊東経営塾4 伊東商工会議所

12 18 女性部会 みどりいっぱい運動（花壇の手入れ） 熱海親水公園

12 19 本部 熱海税務署職員研修 熱海税務署

31 1 31 女性部会 研修会 伊東　ﾎﾃﾙﾗｳﾞｨｴ川良

2 1 事業研修委員会 e－Ｔａｘ研修会 熱海税務署

2 20 税務経理研究会 研修会 熱海　起雲閣

3 6 事業研修委員会 税務大学講座（伊東） 伊東商工会議所

3 8 事業研修委員会 税務大学講座（熱海） 熱海　起雲閣


