第２号議案

平成３０年度事業報告承認の件

平成３０年度事業報告書
Ⅰ

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

申告納税制度の啓蒙、納税道義の高揚と適正申告の実践に資する事業（公益目的事業１）

１．青色申告制度の普及推進に関する事業
青色申告制度の普及は、当会の公益事業の中心となる事業であり、一般区民を対象に、あらゆ
る機会をとらえて普及に努めている。特に昭和３８年から毎年１０月、１１月を「青色申告普及
月間」とし、役職員が集中的に商店街及び区内事業者宅を巡回し、普及活動を行い成果をあげて
いる。
また、一般区民を対象に決算説明会を開催するとともに、確定申告期間中、板橋区及び町会連
合会と提携し、ポスター等を区内掲示板に掲示して青色申告制度の普及を行っている。
町会掲示板（今年度２，１３７ヶ所掲示）
町会回覧板（今年度１６，８６２枚回覧）
（１）青色申告普及月間（１０～１１月）に、一般区民宅に青色申告制度の内容や、税情報等のチラ
シをポスティングし青色申告普及を行った。
（２）２月１８日～３月１５日・２月２４日（日）
・３月３日（日）に税務署内青色コーナーに出張し
青色申告普及を行った。
今年度来訪者 ２，０９６名
新規青色申請者 ３３５名
入会者 １５０名
（３）指導員研修
青色コーナー等での指導充実のため、役員中心に決算書の作成の仕方等について、研修を行
った。
（会場 青色申告会館）
１０月２９日・１１月１６日・１１月２９日・１２月１４日・１月１８日
５回開催した。
２．税に対する啓蒙、税制等に関する情報の提供に関する事業
（１）区民向け広報「青色申告会まめ新聞」
（昭和５０年１月創刊）、毎月発行
昭和５０年 1 月から、毎月一般区民向けに「青色申告会まめ新聞」を発行し、税を中心に、
各種税金の納期限内完納の奨励、各種社会保険の知識向上を図っている。
税務署、都税事務所、区役所等の公共施設等に設置するとともに、区内主要商店街及び医
師、歯科医師会等の業種組合の構成員にも配布し、地域社会の知識向上に寄与している。
今年度発行 第５１６号～第５２７号
（２）宣言の街・業種向け広報「青色申告会情報誌かわら版」（昭和６３年４月創刊）
、発行
昭和６３年４月から、年２回、区内主要商店街及び業種組合の構成員向けに「青色申告会
情報誌かわら版」を発行し、税を中心に、各種税金の納期限内完納の奨励、各種社会保険の
知識向上を図るとともに、情報交換の場としている。
今年度発行 １０月 第８１号
（３）区民まつりに参加
昭和５３年から毎年、板橋区が主催している「板橋区民まつり」に参加し、専用テントを
設置。来場する生徒、児童向けに「税金クイズ」を行い、租税教育の一端を担うとともに、
一般区民には、
「税の種類としくみ」
「歳入・歳出」
「税の使われ方」等のチラシを配布し、税
に対する関心を高める活動を行っている。
今年度も、親会、青年部、女性部が一体となり企画、実行した。１０月２０日・２１日、
区立第一中学校校庭で「税金クイズ」・チラシ配布等を行いました。

（４）当会ホームページの充実を図るとともに、メールアドレス登録者に毎月「税・経営」等の
役立つ情報を提供した。平成３０年度登録者６８３件。
（５）正しい申告明るい納税推進宣言の街・業種活動
昭和５５年から、一般区民を対象とした「正しい申告明るい納税推進」の宣言を区内主要
２０商店街と、医師、歯科医師、薬剤師等、柔道整復師、１３業種団体に呼びかけ、適正申告、
期限内納税等の啓蒙運動を行っている。
宣言の街（業種）連絡協議会等
商店街並びに業種及び四師会（歯科医師会、医師会、薬剤師会、柔道整復師会）代表と板
橋税務署幹部、板橋都税事務所幹部、板橋区役所幹部との協議会及び研修、行政側からの
伝達を行った。
・宣言の街（２０商店街）
１０月２４日・１月２２日
・宣言の業種（９業種）
１０月２４日・１月２２日
・宣言の四師会（医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師） １０月２５日・１月２１日
以上６回開催した。
また、平成３１年２月１４日、板橋区商店街連合会が「正しい申告・明るい納税推進」の宣
言を行った。
（６）税を考える週間行事
毎年１１月の「税を考える週間」に、一般区民を対象に板橋区の大規模文化施設を会場と
して、税を中心とした講演会を開催している。講師は毎年板橋税務署長に依頼し、税の使途、
税務行政の現状等、税に関する幅広い内容で、税知識の普及向上に資している。
１１月１２日 於：板橋文化会館
講師 近藤隆志板橋税務署長
演題「税務の職場で経験したこと」
国税庁の組織の概要説明や財務省主税局にて税法の企画立案、国税庁にて予算の概算要求
の作成をされたことなど税務署以外で経験されたことをご紹介頂き、その後税に関する３
択クイズもあり和やかに講演が進みました。税制調査会や立案に限らず災害時には特別措
置法を策定されるなど様々な改正を経て今日の税制が成り立っていること、そして最後に
ｅ－Ｔａｘ利用についてお話があり、平成３１年１月から始まるマイナンバーカード方式、
ＩＤ・パスワード方式は以前より利便性が高くなったのでより多くの方に活用して頂きた
いと呼びかけられ、１００名を超える参加者の好評を博しました。
（７）租税教育の推進
（イ）板橋租税教育推進協議会に参加し、租税教育に参画した。
５月１５日 板橋税務署に於いて開催の協議会に会長参加。
（ロ）５月１０日・１１日・１５日 日本ペット＆アニマル専門学校にて、租税教育を開催。
８５名参加。
（ハ）６月１４日 日本ウェルネス歯科衛生専門学校にて、租税教室を開催。２５名参加
（ニ）９月２１日 愛歯技工専門学校にて、租税教育を開催。 ６名参加
（ホ）１０月２０日・２１日開催の「板橋区民まつり」会場内の当会専用テントで、児童・生徒を
対象に「税金クイズ」を行った。約１，０００名が参加し、租税教育の一端を担った。
（へ）２月１２日 板橋保健所 環境衛生同業組合を対象に、租税教育を開催。５６名参加
（ト）３月２８日 板橋保健所 理事者を対象に、租税教育を開催。１３名参加

３．記帳や税務等に関する説明会、指導会等の開催並びに納税者の事務効率及び税務行政の合理化、効
率化を支援する事業
（１）青色申告者・白色申告者・新規開業者及び会員に対しての記帳指導会開催
青色申告者・白色申告者及び会員対象に記帳説明会、個別記帳指導会（受託指導を含む）を
開催し、青色申告者及び会員にはできるだけ多くの者が「青色申告特別控除６５万円」が適
用できるよう、１０万円適用者には複式簿記での記帳の仕方の説明をした。白色申告者には、
平成２６年１月からの記帳義務拡大に伴い、記帳水準の向上を図るとともに、青色申告勧奨
を行った。 （会場 青色申告会館）
また、
「青色申告特別控除６５万円」適用者の記帳確認指導も同時に行った。
会員欠席者は職員が臨戸した。
４月 ２日・ ３日・ ４日 記帳説明会 １０８名参加
（税務署主催・平成３０年申請者対象）於：青色申告会館
４月１６日・１７日・１８日 個別記帳指導会 ４１名参加
（税務署主催・平成３０年申請者対象）於：青色申告会館
４月１９日・２０日
複式簿記初歩講座 ２５名参加
於：青色申告会館
５月 ９日・１０日・１１日 個別記帳指導会 ３２名参加
於：青色申告会館
５月１８日
記帳説明会 ２０名参加
於：青色申告会館
６月 ４日・ ５日・ ６日 個別記帳指導会 １５名参加
於：青色申告会館
７月 ２日・ ３日・ ４日 個別記帳指導会 ３１名参加
於：青色申告会館
８月 １日・ ２日・ ３日 個別記帳指導会 １１名参加
於：青色申告会館
９月１０日・１２日・１３日 個別記帳指導会
８名参加
於：青色申告会館
９月１８日・２０日
税制改正・マイナンバーカード説明会 １１３名参加
（署・区・会共催）
於：青色申告会館
１０月 ２日・ ３日
消費税の軽減税率制度説明会 ６４名参加
於：青色申告会館
１０月 ９日・１０日・１１日 個別記帳指導会 ９名参加
於：青色申告会館
１０月１５日・１６日
消費税軽減税率制度説明会 ９７名参加 （税務署主催）
於：グリーンホール
１０月２４日
消費税軽減税率制度説明会 ３７名参加
於：青色申告会館
１０月３０日・３１日
記帳説明会（事業所得者向け） １０４名参加
於：青色申告会館
１０月３０日・３１日
記帳説明会（不動産所得者向け） ４１名参加
於：青色申告会館
１１月 １日・ ２日・ ５日 個別記帳指導会 ２２名参加
於：青色申告会館
１２月１０日・１１日・１２日 個別記帳指導会 ２８名参加
於：青色申告会館
（２）青色申告者対象の決算、申告説明会を開催し、出席者に対して青色申告の決算・申告の説明を
行っている。町会回覧板、板橋区広報誌「広報いたばし」等で広報した。
１２月 ３日 青色申告会館（税務署主催）８５名参加
４日 青色申告会館（税務署主催）５９名参加
４日 西京信用金庫大山支店（美容師会対象）２２名参加
１月１１日 青色申告会館（会員・一般区民対象）２５名参加
１５日 青色申告会館（会員・一般区民対象）１８名参加

（３）白色申告者対象の記帳、決算指導会を開催し、記帳及び決算の仕方、青色申告の特典等を説明
した。
１０月３０日・３１日
記帳説明会（税務署主催） 青色申告会館
１月１１日・１５日
決算説明会
青色申告会館
（４）青色申告者及び会員対象の会計ソフトを使用した個別記帳指導（受託指導含む）
事業者のОＡ化に対応して、会計ソフト「やよい会計」の使用者への指導を充実し、青色
申告特別控除６５万円が受けられるよう指導した。
（イ）説明会方式 （会場 青色申告会館）
６月２９日
８名参加
７月１１日 １２名参加
９月 ４日
９名参加
９月 ６日 １４名参加
（ロ）会計ソフト指導（会場 青色申告会館）
７月１０日 １３名参加
７月１１日
５名参加
７月１２日 １１名参加
７月１３日 １６名参加
７月１４日
９名参加
７月１７日
７名参加
９月 ４日
６名参加
９月 ６日 １４名参加
９月 ７日
５名参加
９月１１日
９名参加
（ハ）決算・申告説明会（会場 青色申告会館）
１２月 ５日・ ６日 ４３名参加
（ニ）パソコンの使い方の講習会（会場 青色申告会館）
７月１０日 １３名参加
７月１１日
５名参加
７月１２日 １１名参加
７月１３日 １６名参加
７月１４日
９名参加
７月１７日
７名参加
９月 ４日
６名参加
９月 ６日 １４名参加
９月 ７日
５名参加
９月１１日
９名参加
（５）イータックス（国税）及びエルタックス（地方税）普及促進
○イータックス推進プロジェクトチームを中心に、年間を通じ、上記電子申告の仕方の説明
と普及を行った。
・説明会
１月１１日・１月１５日
会場 青色申告会館
・本人送信個別研修会
２月 １日～２月１５日
会場 青色申告会館
・税理士代理送信
２月１９日～２月２３日
会場 青色申告会館
今年度 代理送信及び本人送信サポート等 １，５６０件
（６）消費税指導
記帳指導及び決算個別指導時に、課税事業者に消費税計算のしくみを説明した。
又、新規課税事業者には、本則課税、簡易課税の内容についても説明した。
さらに会員向け消費税軽減税率制度説明会を開催し、そして区民向けに税務署、板橋区、
税務関係民間団体および商工会議所と共催で行った。
（７）決算個別指導
１月１５日～３月１５日 新規入会者、会員、一般区民対象の決算個別指導実施
申告期間中の決算個別指導件数 ６，０９３件
（所得税等 ５，４５７件、消費税 ６３６件）
（８）源泉税の指導
６月１日～
１２月１日～

７月１０日 青色申告会館で個別指導
１月２１日 青色申告会館で年末調整事務を個別指導

（９）振替納税の普及
説明会及び事務局来所の未利用者を勧奨した。
確定申告期勧奨 ２６件
（10）償却資産税、特別区民税・都民税の申告個別指導
１２月１日から１月３１日の期間、来会者に償却資産税のしくみ及び申告の仕方について
指導した。また、１２月１日～確定申告期間中、特別区民税・都民税の申告の仕方の指導を
行った。
（11）青色申告者用複式簿記帳簿の販売及びパソコン対応の会計ソフトの斡旋をし、事業者の正確な
記帳に寄与した。
（12）税務署主催の「税理士による無料申告相談」各会場の受付に当会幹部役員及び青年部役員が従
事した。
１月３０日～２月１３日 ９日間 ４会場延べ２４名

Ⅱ

地域の振興及び事業経営の健全な発展に資する事業（公益目的事業２）

１．税・経営に関する説明会、講演会、講習会の開催や情報提供を行う事業
毎年、一般区民を対象に、弁護士、税理士等の専門家を講師として、不動産賃貸に関する法
律、相続・贈与税等の資産税、社会生活に関する講習会を開催している。板橋区広報誌に開催
概要を掲載し、広く参加者を募り、講習会終了後には、参加者の個別相談にも応じている。
東京商工会議所板橋支部と共催し、一般区民を対象に税、経営、文化教養等に関する講演会
を開催している。
毎月（１月～３月を除く）
、弁護士による無料個別法律相談を開催し、様々な問題の解決に寄
与している。
（１）無料法律個別相談会（１～３月を除く毎月開催） 会場 青色申告会館
担当弁護士 当会顧問弁護士 吉田 崇一郎先生
（２）無料税務個別相談会（１～３月を除く毎月開催） 会場 青色申告会館
担当税理士 当会税理士部会 奥積 賢一先生
小篠 政雄先生
（３）行政の施策との提携、紹介
会報「青色だより」
、一般区民向け広報誌「青色申告会まめ新聞」
、商店街・業種向け「青色
申告会情報誌かわら版」にて国、東京都、板橋区の施策や事業を紹介し、行政と地域社会の
密接な関係の構築に寄与している
（４）経営、歴史、社会生活等に関する講習会等
１０月 ６日 「事業と暮らしの無料相談会」後援
主催 板橋区・１０士業
会場 区立グリーンホール
（５）日本政策金融公庫と個人経営の事業者や個人の創業者等に対する青色申告に係る記帳支援等を
目的とした紹介事業を行い、相互にそれぞれの事業についての広報活動に協力した。
（６）日本酒試飲会開催 会場 青色申告会館
４月１５日 飲食店及び一般区民向けに日本酒試飲会開催。２４名参加。

２．労働保険（雇用・労災）加入促進に関する事業
中小企業の事業の安定と従業員の定着率を高めるため、昭和３９年に労働保険事務組合、昭
和５４年には一人親方組合を設立し、事務代行を積極的に行うとともに、あらゆる機会をと
らえて保険内容等の広報及び説明を行った。
（１）労働保険適用促進強化期間（１１月）
会報並びに区民向け広報誌等で制度の内容を紹介するとともに、商店街等を巡回し、
加入促進を図った。
今年度労働保険の受託２６９件
（２）１人親方の労災事務代行の拡大を図り、２１件増加した。
（３）平成３０年度労働保険料等徴収・納付状況報告

［労働保険料］

（単位：円）

平成 30 年度
徴収決定額

事業主からの
徴収額

政府への納付
額

納付日

14,607,593

21,826,315

14,607,593

H30.9.6

第 2 期 労働保険料

14,271,094

10,622,674

14,271,094

H30.11.14

第 3 期 労働保険料

14,264,067

10,584,969

14,264,067

H31.2.14

延滞金

0

0

0

追徴金

0

0

0

合計

43,142,754

43,033,958

43,142,754

政府より還付金

0

事業主への還付金

108,796

事務組合保管額

0

滞納保険料額

0

平成 30 年度
徴収決定額

事業主からの
徴収額

政府への納付
額

一般拠出金

63,427

63,427

63,427

滞納拠出金額

0

第 1 期 労働保険料
(平成 29 年度確定不足分含)

[一般拠出金]

Ⅲ

公益目的事業等を補完するための収益を得る事業（収益事業）

１．業務拡大に関する事業
（１）簡易保険の集金業務
〇簡易保険の集金 期末現在７８件
（２）連合会共済等の普及
〇今年度３２５件増、期末現在２，１９０件
（３）小規模企業共済制度の普及
〇今年度６３件増・期末現在９００件
（４）損害保険の加入促進を図った
（５）記帳困難者に対する記帳支援事業を行った 期末現在３６件

Ⅳ

公益目的事業推進の基盤である会組織の維持、拡大、発展に資する事業（その他事業１）

１．会員増強に関する事業
（１）ここ数年来、会員の高齢化と後継者不足、加えて不況のため廃業等の理由により会員の減
員が著しいため、役職員一丸となっていろいろな施策で会員増強に努めた。
また、あらゆる機会をとらえ、会員にも入会者紹介をお願いした。
今年度も会員紹介制度を強化し、会報等で全会員に紹介をお願いした。
・役員に会員増強ポスターを配布し、目立つ場所に掲示していただいた。
・ブロック役員会を開催し、具体的な方法を検討するとともに、前年に引き続き入会勧奨と紹
介依頼で商店街を巡回した。前年に引き続き、納税者の関心が高い確定申告期に商店街を巡
回した。
１ブロック

４月１０日
６月１４日
１１月 ６日
１１月１４日
２月 ５日

２ブロック

６月１９日

３ブロック

事業推進検討委員会開催 青色申告会館 ６名参加
役員会開催 青色申告会館 １３名参加
役員会開催 青色申告会館 ２０名参加
仲宿商店街巡回 １４名参加
仲宿商店街巡回 １８名参加
役員会開催 青色申告会館 １７名参加

６月２１日 役員会開催 志村コミュニティホール １７名参加
１０月３０日 理事会開催 ミライザカ志村坂上店 ７名参加
１月１５日 大原町・泉町・宮本町周辺ポスティング

４ブロック

６月１９日 役員会開催 蓮根地域センター １５名参加
１月１６日 新河岸周辺ポスティング

５ブロック

６月１８日

６ブロック

７ブロック

役員会開催 常盤台地域集会室 １２名参加

６月２７日 役員会開催 常盤台地域センター １７名参加
１０月３０日 理事会開催 一声 ５名参加
６月２６日

役員会開催 下赤塚地域センター １３名参加

（２）準会員増強・・・職員がブロック別に個別巡回し勧奨するとともに、確定申告時に事務局来所
者にも勧奨した。
（３）会員数推移（単位：人）
期首会員数今年度入会者今年度退会者今年度増減数
正会員 ７，０６２
４４０
５６３
▲１２３
準会員 １，１８１
２０
８０
▲ ６０
計 ８，２４３
４６０
６４３
▲１８３

期末会員数
６，９３９
１，１２１
８，０６０

２．組織の拡充に関する事業
（１）７ブロック制度を充実し、役員研修及び会員交流の拡充と組織の活性化を図った。
第１ブロック ６月１４日
役員会開催 青色申告会館 １４名参加
９月 ５日
房総半島日帰り旅行 ２０名参加
１月２２日
新年懇親会（会員対象）・ブッラスリーモリー ２０名参加
第２ブロック ６月１９日
役員会開催 青色申告会館 １７名参加
８月２４日
納涼懇親会（役員対象）・和唐 ３０名参加
１２月 ２日～３日 一泊旅行（会員対象）
・愛知県西浦温泉 ３５名参加
１月２１日
新年懇親会（役員対象）・和唐 ３４名参加
第３ブロック ６月２１日
役員会（会員増強について）・志村コミュニティホール
１７名参加
１月２２日
新年懇親会（役員対象）・ミライザカ志村坂上店 １７名参加
第４ブロック ６月１９日
役員会開催 蓮根地域センター １５名参加
１月２１日
新年懇親会（会員対象）・恋あざみ １７名参加
第５ブロック ６月１８日
役員会開催 常盤台地域集会室
１２名参加
１月２３日
新年懇親会（役員対象）・桜川地域センター １６名参加
第６ブロック ６月２７日
役員会開催 常盤台地域センター １７名参加
８月３１日
納涼懇談会（役員対象）・常盤台鳥忠 １８名参加
１月２３日
新年懇親会（役員対象）・江戸の海
第７ブロック ６月２６日
役員会開催 下赤塚地域センター １３名参加
１１月２５日
役員懇親会（役員対象）・クローバーワン ９名参加
２月 ２日
赤塚支部役員懇親会（役員対象）
・クローバーワン
２月２４日
徳丸支部新年懇親会（会員対象）
・きたのホール
以上２０回開催した。
（２）組織の見直し
会行事の連絡や、会員の意見等の把握の為、会費口座振替の会員を役員集金組織に組み入れた。
（３）青年部・女性部活動について
組織拡充と活性化を目的に合同事業を企画・実行した。
５月１５日 バスハイク・総会「群馬、富岡製糸場とこんにゃくパーク見学」
（女性部）３９名参加
６月 ６日 総会 於：仲宿『あかのれん』
（青年部）１８名参加
７月２２日 東京近郊再発見ツアー「ららぽーと富士見ＢＢＱ」２５名参加
７月２５日 ポプリ香り袋作成講座（女性部）
９月 ５日 合同納涼懇親会 於：南常盤台「鳥忠」 ２０名参加
１０月２０日 区民まつりに参加
２１日 区民まつりに、青・女性部幹部が中心となって参画し、親会と一体となって
企画、実行した。 区立第一中学校校庭で申告会のＰＲ活動を行うとともに、
税理士部会の協力で「税金クイズ」を行い税への関心を高める活動を行った。
１０月２７日 青色クリーンウォークに参加（東青連青年部女性部合同企画）７名参加
１１月 ６日 研修会「上野動物園と木曽路」
（女性部）３５名参加

１２月１８日 役員懇親会 於：ブライスリーモリ（女性部）１２名参加
１月１７日 合同新年意見交換会 於：青色申告会館
１月２２日 決算受付練習（女性部）
１月２３日 決算受付練習（女性部）
１月２９日～２月１３日 税理士会による無料申告相談従事（青年部）
２月 １日～３月１５日 事務局で受付支援（女性部）
※ （一社）全青色、
（一社）東青連の研修会、委員会等に代表者が出席した。
※ 毎月定例会を開催し、各行事の推進及び部員増強の方法等について協議した。
（４）税理士部会関係
６月２８日 部会総会開催
於：青色申告会館
※ 区民まつりの「税金クイズ」作成にご協力いただいた。
※ 税理士部会員の先生による無料相談券を全会員に配布（７月・１２月）
※ イータックス代理送信にご協力いただいた。
２月１８日～２２日、５日間延べ２５人。
※無料税務個別相談会を１月～３月を除き毎月開催した。
３．機関誌の発行及び情報提供
（１）会報「青色だより」発行
会報「青色だより」
（昭和３１年６月創刊）、を毎月発行（今年度発行第７４３号～第７５
４号）し、国、東京都、板橋区の施策や事業を紹介するとともに、会務報告、会員の経営・
記帳・決算等の体験談を掲載する等、会員に対する幅広い情報提供を行った。
（２）仲間取引の推進
仲間取引を推進するため、会員企業の広告チラシを毎月、会報配布時に全会員に配布した。

Ⅴ

会員の福利厚生、親睦並びに友誼団体との連携・協調に関する事業（その他事業２、３）

１．福利厚生に関する事業
（１）親睦・研修の旅など
・連合会開催の旅行
６月１８日～２０日、２０日～２２日 「鹿児島・熊本・指宿・霧島温泉旅行」７名参加
（２）同好会（随時開催）
ゴ ル フ 同好会 （年５回開催）
写
真 同好会
５月１８日 写真同好会総会
於：青色申告会館 ９名参加
６月１１日 写真同好会撮影会 於：栃木県奥日光 ８名参加
（３）他団体関係
・７月２０日 税務関係六団体共催税務懇談会 於：区立文化会館
・友誼団体主催の行事に大戸会長はじめ代表者が出席
・税務関係六団体長会議をはじめ各団体の会議に代表者が出席
（４）連合会関係
【
（一社）全国青色申告会総連合関係】
６月２６日 定時総会

於：ニューオータニ

【
（一社）東京青色申告会連合会関係】
４月１８日 企画室
於：東青連会議室
４月２７日 理事会
於：東青連会議室
４月２７日 東青連会長候補者選挙理事会 於：東青連応接室
６月 ５日 東青連定時総会、理事会
於：東青連会議室

大戸会長

小澤局長出席
大戸会長、和栗青年部長
榎本副会長
大戸会長、和栗青年部長

東青連定時総会懇親会

６月 ７日
６月 ８日
７月１２日
７月１９日
７月２３日
７月３０日
８月２８日

組織・広報委員会
常任役員会
常任役員会
臨時理事会
企画室
組織・広報委員会
青色申告普及
会勢拡大出陣式
９月１１日 常任役員会
９月１９日 東京地区ブロック大会

９月２７日
１０月１８日
１０月２２日
１１月 ２日
１１月１６日
１１月２０日
１２月 ４日
１２月１１日
１月１６日

理事会
常任役員会
企画室
臨時総会・理事会
組織・広報委員会
企画室
常任役員会
理事会
新年賀詞交歓会

２月 ８日 常任役員会
３月１９日 常任役員会
３月２８日 臨時総会・理事会
専務事務局長会議

大戸会長、西山副会長、
眞下副会長、吉田副会長、
和栗青年部長、小澤局長
於：東青連会議室
大戸会長
於：東青連会議室
大戸会長
於：東青連会議室
大戸会長
於：東青連会議室
大戸会長
於：東青連会議室
小澤局長
於：東青連会議室
大戸会長
於：東京プリンスホテル 大戸会長、和栗青年部長
小澤局長
於：東青連会議室
大戸会長
於：ホテルスプリングス幕張
大戸会長、榎本、内海副会
長、和栗青年部長、小澤局
長
於：東青連会議室
大戸会長、和栗青年部長
於：東青連会議室
大戸会長
於：東青連会議室
小澤局長
於：東青連会議室
和栗部長、高橋調査役
於：東青連会議室
大戸会長
於：東青連会議室
小澤局長
於：東青連会議室
大戸会長
於：東青連会議室
大戸会長・和栗青年部長
於：ホテルグランドヒル市ヶ谷
竹内、中村、紀副会長
和栗青年部長、小澤局長
於：東青連会議室
大戸会長
於：東青連会議室
大戸会長
於：東青連会議室
大戸会長出席

事務局長毎回出席

【
（一社）東青連第三ブロック】
１０月 １日
局・署・会合同協議会

定例会長会
専務事務局長会議

於：アルカディア市ヶ谷

於：東青連会議室

大戸会長、竹内副会長、
署幹部、小澤局長、川島
次長出席

大戸会長毎回出席
小澤事務局長毎回出席

【東青連共済会関係】
４月２３日
理事会
６月 ４日
理事会
１２月１８日
理事会
理事会
小澤事務局長毎回出席

於：東青連会議室
於：東青連会議室
於：東青連会議室

小澤局長出席
小澤局長出席
小澤局長出席

Ⅵ

その他

１．公益社団法人関係
４月１０日
公益法人セミナー（会計入門編）
於：全理連ビル
４月１１日
公益法人セミナー（会計入門編）
於：全理連ビル
５月 ９日
公益法人セミナー（制度運営セミナー）
於：仏教伝道センタービル
６月２８日
公益法人セミナー（会計基礎編）
於：全理連会館
６月２９日
公益法人セミナー（会計基礎編）
於：全理連会館
７月１９日
公益法人セミナー（テーマ別編）
於：日本学術会議講堂
８月２８日
公益法人セミナー（会計実務編）
於：中央大学駿河台記念館
８月２９日
公益法人セミナー（会計実務編）
於：中央大学駿河台記念館
１０月１６日
公益法人セミナー（税制改正セミナー）
於：仏教伝道センタービル
１２月 ４日
公益社団法人情報交換会
於：小田原青色申告会
３月２８日
３１年度事業計画、予算等東京都提出（電子申請）
２．労働局監査
９月２６日

於：青色申告会館

３．会議等に関する事業
（１）役・職員研修について
職員研修
６月 ６日
算定基礎届事務説明会（ハイライフプラザ）
６月２８日
消費税研修会（連合会）
７月１８日
㈱三菱ＵＦＪ銀行プレミアムセミナー
８月 ２日
「実務」研修（連合会）
８月３１日
職員研修（連合会）
９月 ４日
職員研修（連合会）
９月 ６日
東京海上日動研修（新宿本社）
９月１３日
職員研修（連合会）
９月２０日
職員研修（連合会）
９月２８日
職員研修（連合会）
１０月 ２日
職員研修（連合会）
１０月 ９日
職員研修（連合会）
１０月１６日
職員研修（連合会）
１０月２３日
全労保事務組合実務研修（立川市女性総合センター）
１０月２６日
家づくり支援機構合同研修会（ホテル雅叙園東京）
１１月 ８日
自動車・火災保険説明会（サンシャインビル３０Ｆ）
１１月１２日
雇用保険事務手続研修（池袋職安）
１１月１３日
普及推進研修会（連合会）
１１月２９日
消費税新人研修
１２月 ５日
消費税新人研修
１２月 ５日
東京地区連主催特別研修会
１月 ７日
所得税新人研修
３月２６日
全労保事務組合年度更新研修会
以上２３回行った。
（２）第７回通常総会
平成３０年５月２９日 於：区立文化会館
（３）新年賀詞交歓会

平成３１年１月１０日

於：区立文化会館

（４）理事会（会運営や事業推進及びその要領の検討等）
４月２５日・６月１５日・７月３１日・９月１４日・１０月１７日・１１月１９日
・１２月１４日・３月２７日 会場：青色申告会館
（５）正・副会長会（会運営の基本的事項、公益法人、財政の検討等）
４月２５日・６月１１日・９月７日・１０月１１日・１１月１３日・１２月７日
・３月２７日 会場：青色申告会館
（６）監査会

４月２０日・１１月１９日 会場：青色申告会館

（７）委員会（各担当業務について検討）
総務・共済委員会
６月１５日、１０月１７日 会場：青色申告会館
組織・指導委員会
６月１５日、１０月１７日 会場：青色申告会館
業務・広報委員会
６月１５日、１０月１７日 会場：青色申告会館
４．表彰関係（当会関係者・順不同）
旭日単光章
瑞宝双光章
〃
瑞宝単光章
藍綬褒章

丸 山
野 口
山之内
荒 井
小 泉

文 雄
晟
敏 彦
一 紀
光 次

氏（中板橋・都飲食業生活衛生同業組合副理事長）
氏（高島平・元学校医）
氏（常盤台・現保護司、税理士）
氏（双葉町・元板橋消防団分団長）
氏（赤塚・現保護司、石材、仏具）

板橋税務署長表彰
稲 生 安 行 氏（納税貯蓄組合副会長）
〃
髙 木 セツ子 氏（前野町一丁目幹事長）
〃
三 原
進 氏（向原幹事長）
〃
吉 田 知 子 氏（理事・前野町五丁目幹事長・女性部長）
板橋税務署長感謝状
青 柳 孝 英 氏（蓮根第２副幹事長）
〃
大 塚 照 次 氏（成増第５副幹事長）
〃
加 藤 寛 一 氏（清水第１幹事長）
〃
矢 島 隆 次 氏（大谷口北町幹事長）
板橋税務署長感謝状（酒団法施行６５周年）
磯 山 光 浩 氏（小売酒販組合副支部長）
東京国税局長感謝状（酒団法施行６５周年）
吉 田
隆 氏（小売酒販組合支部長）
東京都主税局長表彰状
田 中 良 幸 氏（板橋納税貯蓄組合連合会会長・税理士）
東京都功労者表彰状
石 田
彪 氏（理事・徳丸第４副幹事長）
〃
佐 藤 七 郎 氏（熊野町幹事・元板橋区伝統工芸保存会会長）
〃
中 村 信 一 氏（副会長・日本歯科器械工業協同組合理事）
〃
福 嶋 ヒ ロ 氏（理事・板橋納税貯蓄組合連合会副会長）
板橋都税事務所長感謝状 丸 山 晴 久 氏（監事・志村坂上第４幹事長）
〃
丸 山 惠 子 氏（板橋納税貯蓄組合連合会常任理事）
〃
森 田
稔 氏（公益社団法人板橋法人会副会長）
板橋区政功労者表彰状
稲 垣 治 男 氏（常任理事・成増第６幹事長）
〃
関 根 勝 臣 氏（元板橋区町会連合会志村坂上支部長）
〃
鳥 居 昌 子 氏（高島平交通安全協会副会長）
以

上

