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第１号議案 平成２６年度事業報告及び収支決算承認の件 

平成２６年度事業報告 

自 平成２６年４月 １日～至 平成２７年３月３１日 

 

 平成 25 年４月１日に「一般社団法人（非営利型）」へ移行登記を行い、新法人としてスタート

し２年が経過致しました。 

 法人会本来の税に関する事業につきましては、国税・地方税当局とは従来どおり連携協調を保ち

つつ、税務協力団体はもとより友誼団体とも一層の協力を図り、地域の法人に対し、税制の普及、

e-Tax・eL-TAX のＰＲ活動を行うと同時に、新法人には、公益性も求められ、青少年育成や非行防

止、地域活性化、富岡製糸場への支援など「社会貢献活動」も積極的に行いました。 

 又、経営支援事業として、講演会の開催や企業経営に役立つインターネットセミナーの利用の促

進、青年部による「租税教室」は５校になるなど様々な事業を積極的に展開しました。 

 

主な事業の概要は以下の通り。 

 

Ⅰ 公益事業 

 

１．税の啓発活動事業 

 富岡税務署や富岡行政県税事務所、税理士会との連携のもと、各種研修会等を開催したほか税情

報の提供など様々な事業を行いました。 

 

①「決算・申告説明会」「税務研修会」など、一般の方をも対象とする研修会を開催。 

②会報「法人だより」による税務情報の提供。 

③「平成 26年度税制改正のあらまし」「源泉所得税実務のポイント」「会社決算申告の実務」「会

社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ」「確定申告実務のポイント」等の税務に関する小冊子の配付。 

④青年部会が主幹となり、６年生を対象にした市内５小学校租税教室を開催。 

⑤富岡税務署統括官を講師に租税教室を開催 

⑥会員から寄せられた税に対する意見・要望を取りまとめ「平成 27 年度税制改正に関する提言」

を作成。地方自治体・地元選出国会議員への要望活動を実施。 

  ⑦税を知る週間の一事業として「納税表彰式」並びに「税の作文コンクール」を開催。 

⑧女性４団体による「税を語る会」への参加。 

  ⑨中学生の「税の作文コンクール」作品募集に協力 

 

２．社会貢献活動事業 

  ①「富岡少年少女発明クラブ」や「少年野球大会」等青少年健全育成を支援。 

  ②非行防止ポスター作成に対する表彰費など非行防止活動を支援。 

  ③管内の地域づくり団体の活動を支援。 

  ④管内の地域活性化事業活動を支援。 

  ⑤女性部会主幹による「市民健康研修会」開催。 
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３．経営支援事業 

①講演会の開催。 

②インターネットセミナーサービスの開設。 

③視察研修会を支援。 

 

 

Ⅱ 共益事業 

 

１．会員支援事業 

①本会・女性部会・青年部会・地区会を中心に、異業種交流・会員相互の親睦を目的とする各種研

修会・協議会等を開催。 

②会員企業の従業員顕彰を目的とする「優良経理担当者表彰式」を通常総会時に実施。 

③会員親睦ゴルフ大会を開催。 

④観劇鑑賞の会員研修会を開催。 

 

２．会員増強事業 

組織の強化と法人会活動の安定的運営を目的として、各地区会役員が中心となり「会員増強運動」

に取り組んだ。 

 

３．地区会・青年部会・女性部会への支援 

 

４．厚生制度推進事業 

 会員企業の安定的な経営と経営者個人の保障を目的として、厚生委員会と受託会社が協働にて

「法人会福利厚生制度」を積極的に推進した。 

  

 

Ⅲ その他 

   

①総会・理事会・委員会・正副会長会議・委員長会議・部会役員会等の開催。 

 理事会等の席上、代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告。 
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事業報告附属明細書 
 

１． 概  況 
関係当局並びに諸団体のご支援と役員はじめ会員各位のご協力を得て、各種事業は概ね計画通り進

捗、所期の成果を収めることができた。特に、一般社団法人移行後の公益目的事業、インターネッ
トセミナーの開設、税務研修会の新規事業、地域貢献事業、法人だよりの充実、女性部会による「市
民公開の健康研修会」、青年部会による「租税教育活動」等が実施されました。事業の概要は、以下
のとおりである。 

 
２． 総務関係 

◆表彰・受賞                            （順不同・敬称略） 

富岡税務署 
（平成 26年 5月） 

富岡税務署長表彰 

佐藤 博 副会長 

野口十九一 副会長 

県法連総会 
(平成 26年 6月) 

全法連功労者表彰 佐俣廣房 副会長 

県法連功労者表彰 
加藤裕康 会長 

赤尾真一 組織委員長 

群馬県 
(平成 26年 7月) 

群馬県税務功労者表彰 加藤裕康 会長 

納税表彰式 
(平成 26年 11月) 

富岡税務署長表彰 加藤裕康 前会長 

富岡行政県税事務所長表彰 佐俣廣房 副会長 

富岡法人会長表彰 

堀口 孝 監事 

塩沢克久 委員 

佐藤文夫 委員 

吉田茂雄 委員 

富岡法人会総会 
（平成 26年 5月） 

特別功労者表彰 

田村茂一 前会長 

北原正昭 前副会長 

新井勝夫 前副会長 

優良経理担当者表彰 

富岡きく江 ㈱野口製作所 

田中美知子 ㈱大五建設 

佐藤妙子 神戸建設㈱ 

田島理絵 ㈲吉田精機 

 
３．組織関係 
  ◆平成２６年度会員企業数の動き                  平成 27年 3月 31日現在 

 
富岡地区 

（含妙義） 

下仁田地区 
（含南牧） 

甘楽町地区 地区外会員 合計 

新規加入 ７ １    ２ ０ １０ 
退 会 ３ １    １ ０ ５ 
廃 業 等 ９ １    ５ ０ １５ 
差 引 △５ △１   △４ ０ △１０ 
会 員 数 ４４８ １２６ １０３ ２ ６７９ 
加 入 率 ４８.６％ ６６.３％ ４３.８％ ― ５０.４％ 

                             ※退会の内２件は地区外移転 
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◆青年部会・女性部会の会員数    平成２７年３月３１日現在 

青年部会 ６０名 前年度比   △２名 

女性部会 ７１名 前年度比   △１名 

 

４．研修関係 

   ◆講演会開催 

月日・会場 講演会等内容 

平成 26年 5月 23日 

ホテルアミューズ富岡 

第２回通常総会特別講演会（参加者 62名） 

テーマ：＝取材現場から見たぐんまの経済＝ 

講 師：日本経済新聞社前橋支局 

支局長 鈴 木 禎 央 氏 

平成 27年 2月 12日 

ホテルアミューズ富岡 

富岡商工会議所経済講演会（共催）（参加者 61名） 

テーマ：「最近の経済情勢について」   

講 師：日本銀行前橋支店  

     支店長 冨 田  淳 氏 

 

◆会員研修会（厚生委員会主幹） 

平成 26年 11月 7日 

レイクウッド富岡コース 

会員ゴルフ大会 

参加人員 ２６名 

平成 26年 12月 23日 

かぶら文化ホール 

会員研修会 劇団四季「魔法をすてたマジョリン」 

参加人員 ４６名 

 

   ◆税務関係研修会 

平成 26年 11月 4日 

ホテルアミューズ富岡 

社長のための相続税対策 

参加人員 ２４名（研修委員会主幹） 

平成 26年 12月 4日 

富岡市勤労者会館 

決算申告説明会（富岡・甘楽町地区）富岡税務署共催 

参加人員 ４２名（研修委員会主幹） 

平成 27年 2月 6日 

下仁田町商工会会議室 

決算申告説明会（下仁田・南牧地区）富岡税務署共催 

参加人員 １９名（研修委員会主幹） 

 

   ◆その他研修活動 

平成 26年 4月 全会員に「税制改正のあらまし」（要約版）を送付 

平成 26年 9月 全会員に「源泉所得税実務のポイント」を送付 

平成 26年 9月 全会員に「会社の決算申告の実務」を送付 

平成 26年 9月 全会員に「e-Tax利用の流れ」を送付 

平成 27年 2月 全会員に「会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ」を送付 

平成 27年 2月 全会員に「会社役員のための確定申告実務ポイント」を送付 

平成 27年 2月 全会員に「マイナンバー制度」を送付 
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５．税制関係 

◆税制改正要望書に基づく要望活動 

平成 26年 11月 16日 小渕優子衆議院議員へ要望書を渡す 

平成 26年 12月 5日 岩井富岡市長及び佐々木富岡市議会議長に要望書を渡す 

◆「税を考える週間」事業 

平成 26年 11月 13日 

群馬県富岡合同庁舎 

納税表彰式 税務署及び税務関係団体と共催 

他代表者会議・反省会・打合せ会議等 3回 

 ６．社会貢献事業 

◆地域社会貢献活動として助成金の交付（１４団体） 

非行防止啓発活動 非行防止ポスター表彰等 

地域づくり団体 下仁田町、甘楽町、富岡市の各団体 

青少年健全育成団体 富岡少年少女発明クラブ・少年野球大会等 

地域活性化支援 
富岡どんとまつり、下仁田夏祭り花火大会、甘楽町夏祭り、 

富岡製糸場整備基金 

◆環境対策特別委員会 

平成 26年 10月 29日 

ホテルアミューズ富岡 

太陽光発電導入セミナー（後援） 

講 師：(一社)太陽光発電協会・県企画部新エネルギー推進課  

参加人員 ８１名 

７．広報関係 

   ◆会報の発行 

平成 26年 9月 20日 法人だより６７号 
１１００部発行、全会員に送付、富岡市 

富岡税務署、富岡県税事務所等へ配布依頼 

平成 27年 2月 20日 法人だより６８号 
１１００部発行、全会員に送付、富岡市 

富岡税務署、富岡県税事務所等へ配布依頼 

◆各種広報活動 

平成 26年 9月 全会員に「経営環境変化資金」を送付 

平成 26年 9月 全会員に「個人の住民税は特別徴収で納めましょう」を送付 

平成 26年 9月 全会員に「中小企業退職金共済制度」を送付 

平成 26年 9月 全会員に「確定申告書等作成コーナー」を送付 

平成 27年 2月 全会員に「あなたの確定申告をサポートします」 

平成 27年 2月 全会員に「自動車税についてのお知らせ」を送付 

平成 27年 2月 全会員に「社会保諸・税番号制度の概要」を送付 

 

８．厚生関係 

  ◆主な福利厚生制度の加入企業数        平成２７年３月３１日現在 

保険会社名 福利厚生制度名 企業数 

大同生命保険㈱ 大型保障制度 １０８社 

ＡＩＵ保険会社 ビジネスガード    ５０社 

ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険会社 

（アフラック） 

がん保険 ８８社 

医療保険 ５１社 
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９．青年部会・女性部会 

  ◆青年部会の主な活動状況 

月  日 事業内容・会場等 

平成 26年 5月 13日 第 2回（社団化第 28回）通常総会・ホテルアミューズ富岡 

平成 26年 9月 5日 関東信越青年部会連絡協議会合同セミナー（群馬県民会館） 

平成 26年 9月 11日 視察研修会（宇都宮防衛資料館・百里基地・幕末と明治の博物館他） 

平成 26年 11月 20日 全国青年の集い秋田大会（～21日） 

平成 27年 1月 23日 租税教育活動 下仁田・南牧小学校６年生対象 

平成 27年 2月 10日 租税教育活動 吉田・妙義・小幡小学校６年生対象 

平成 27年 2月 4日 新年講演会「今から知っておきたい！漢方ライフ」 

平成 27年 2月 4日 新年会 

◆女性部会の主な活動状況 

月  日 事業内容・会場等 

平成 26年 4月 9日 全国女性フォーラム香川大会（～11日） 

平成 26年 5月 9日 第 2回通常総会・特別研修会「健康のチョットいい話」 

平成 26年 6月 6日 視察研修「JAXA筑波宇宙センター・笠間日動美術館」 

平成 26年 6月 18日 健康研修会「酵素づくり」 

平成 26年 11月 11日 女性 4団体交流会「税を語る会」 

 

１０．諸会議関係 

       ◆総会 

名   称 月  日 場所・主な内容等 

第 2回（社団化 

第 29回）通常総会 
平成 26年 5月 23日 

ホテルアミューズ富岡 

事業計画・予算、事業報告・決算等 

◆理事会 

第１回理事会 平成 26年 4月 21日 
ホテルアミューズ富岡 

事業計画・予算、事業報告・決算等 

臨時理事会 平成 26年 11月 4日 ホテルアミューズ富岡  会長選任 

第２回理事会 平成 27年 3月 27日 
ホテルアミューズ富岡 

平成 27年度事業計画・予算等 

◆正副会長会議・委員会等 

監査会 平成 26年 4月 11日 富岡商工会館 

正副会長・総務合同会議 平成 26年 4月 14日 ホテルアミューズ富岡 

地区会会長・事務局会議 平成 26年 5月 11日 萬屋料理店 

正副会長・委員長会議 平成 26年 5月 11日 萬屋料理店 

委員会合同会議 平成 26年 7月 11日 ホテルアミューズ富岡 

広報委員会 平成 26年 7月 18日 しま岡 
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拡大厚生委員会 平成 26年 7月 25日 萬屋料理店 

役員協議会 平成 26年 8月 4日 ホテルアミューズ富岡 

副会長・総務委員長会議 平成 26年 8月 26日 ホテルアミューズ富岡 

組織委員会 平成 26年 9月 19日 ホテルアミューズ富岡 

広報委員会 平成 26年 12月 10日 萬屋料理店 

地区会正副会長・事務局会議 平成 27年 1月 30日 ホテルアミューズ富岡 

正副会長・総務合同会議 平成 27年 2月 24日 ホテルアミューズ富岡 

正副会長会議  延 6回 

◆県法連・全法連等会議及び研修出席 

名称 場所・延べ出席回数 

法人会全国大会・税制改正要望大会 宇都宮市 

県法連 正副会長会議・理事会・総会 前橋市・延 7回 

国税局幹部との協議会 前橋市・1回 

県法連各委員会 前橋市・延９回 

関東信越法人会連絡協議会 さいたま市・１回 

青年部会・女性部会連絡協議会等 前橋市・延 10回 

局連事務局研修会 さいたま市・１回 

県法連事務局会議・研修会 前橋市・延 3回 

◆主な関係機関等会議等出席 

税務協力団体会長会 富岡商工会館他・６回 

富岡商工実務短期学校運営会等 富岡商工会館、富岡市勤労者会館・５回 

下仁田地区会総会 下仁田町商工会館 

甘楽町地区会総会 ふるさと館 

富岡甘楽租税教育推進協議会総会 合同庁舎 

富岡市観光協会理事会・定期総会 富岡市役所 

関東信越税理士会富岡支部総会 ホテルアミューズ富岡 

富岡税務署管内青色申告連合会総会 ヴァンヴェール 

富岡間税会総会 ヴァンヴェール 

富岡管内納税貯蓄組合連合会定時総会 富岡合同庁舎 

富岡・暴力追放推進協議会役員会・総会 富岡市勤労者会館 

富岡青年会議所創立 50周年記念式典 富岡製糸場 

租税教育講師養成研修会 富岡税務署 

地域安全非行防止ポスター及び標語審査会 富岡警察署 

地域安全活動推進功労者表彰式 富岡市生涯学習センター 

年末調整説明会 富岡市生涯学習センター 

富岡地域経済団体会員新年会 ホテルアミューズ富岡 

富岡地域経済団体会員新年会代表者会議 富岡商工会館・２回 

納税表彰式代表者会議 富岡商工会館・２回 

「3年 10億円増収計画」推進会議 群馬ロイヤルホテル 
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