第１号議案

令和２年度事業報告の件

令和２年 度 事 業 報 告
自．令和 ２年４月 １ 日
至．令和 ３年３月 31日

Ⅰ．概況報告
中国に端を発した新型コロナウィルス感染症は未だ終息せず本年度は拡大防止を第一に、事業の
大幅な見直しをして会員に役立つ事業運営をしてまいりました。
Ⅱ．特筆すべき報告事項
１．新設法人説明会・決算期別法人説明会を書面開催として、従来説明会で配布していた説明会
資料を千葉南税務署管内の対象全法人に送付した。
一方人数制限できる法人税入門講座、法人税申告書の書き方、消費税インボイス制度、簿記
講座、大会場を確保できた年末調整説明会、支部連合別税務研修会は予定通り開催した。
２．新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、国・県・市から発令された納税猶予制度の周知を図
るため官庁より関係書類を頂き、５月上旬に全会員へ送付した。
３．青年部会主催の租税教室、女性部会主催で実施している税に関する絵はがきコンクール、総
務委員会主催で開催している地域社会貢献活動を、本年度は訪問学校の児童の安全性と授業の
弊害になることを考慮して中止した。
代替事業として千葉南税務署管内にある小学校６８校各校に消毒液４本、対象児童全員に租税
教室教本、文房具を配布した。
４．役職員研修会、女性部会の署長との懇談会については、根本千葉南税務署長を講師に千葉南
間税会との共催事業に変更して開催した。
５．パソコン講座については、今後を見据えて Web 研修を広く普及させるため、Zoom の使い方
セミナーを３回開催した。
６．確定申告関係としては、スマートフォンを利用した e-Tax、ID・パスワード方式による申告
を普及するための支部連合・部会での研修会、会報、市内を走るタクシーでの宣伝、ＰＲ入り
マスクの配布による広報活動を実施した。
７．ホームページを最新の税情報など、バナー広告等会員に役立つホームページを目指して、今
後のテレワーク、リモートワークに対応する為リニューアルした。
８．会議関係では、通常総会を会議のみ、第１回理事会や各委員会も書面開催を主に必要最低限
の集まりに抑え開催した。
支部連合・支部、源泉部会、青年部会、女性部会においても、事業の中止、最低限の必要な会議、
事業に抑え感染拡大防止に努めた。
９．会員異動に関する事項
令和２年４月１日
入 会
退 会
令和３年３月３１日

２，６５７社
５１社
９２社
２，６１６社
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事 業 内 容
事業名及び内容

開催年月日

会

場

出席者

実施事業
１. 税知識の普及・税の啓発事業
新設法人説明会 設立時の申告と税金
※コロナウィルス感染症拡大防止により中止
※コロナウィルス感染症拡大防止により中止
対象 令和２年１月、２月設立法人
対象 令和２年３月、４月設立法人
対象 令和２年５月、６月設立法人
対象 令和２年７月、８月、９月設立法人
決算期別法人説明会 会社の決算と申告
※コロナウィルス感染症拡大防止により中止
対象 令和２年６月、７月決算法人
対象 令和２年８月、９月決算法人
対象 令和２年１０月、１１月決算法人
対象 令和２年１２月、令和３年１月決算法人
対象 令和３年２月、３月決算法人
税務・会計セミナー
第１回 法人税入門講座
第２回 法人税申告書の書き方講座（６回）

 

রૃ

 

রૃ

        書面開催



        書面開催



        書面開催



        書面開催



 

第３回 消費税改正講座 ( 軽減税率制度）
源泉部会税務研修会
源泉所得税の実務（初級編）
非課税とされる給与・現物給与の取り扱い
消費税軽減税率制度とインボイス制度について
令和２年度改正税法
報酬・料金に対する源泉徴収
年末調整のしかた
令和２年度確定申告について
退職所得に対する源泉徴収他
非居住者に対する源泉徴収
青年部会税務研修会
演題 「新型コロナウイルス感染症に伴う
税制措置について」
講師 千葉南税務署 副署長 佐藤 明美 氏
演題 「ID・パスワード方式による
e-Tax による確定申告について」
講師 千葉南税務署 統括官 小泉 仁志 氏
演題 「企業経営とマネジメント」
講師 千葉南税務署 署長 根本 修 氏
女性部会税務研修会
演題 「新型コロナウイルス感染症に伴う
税制措置について」
講師 千葉南税務署 副署長 佐藤 明美 氏
演題 「企業経営とマネジメント」
講師 千葉南税務署 署長 根本 修 氏
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রૃ

        書面開催



        書面開催



        書面開催



        書面開催



        書面開催



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



 

রૃ

 

রૃ

        書面開催



        書面開催



        ＪＦＥみやざき倶楽部



        書面開催



        書面開催



        書面開催



        ＪＦＥみやざき倶楽部




        書面開催

        八幡屋



事業名及び内容

開催年月日

支部連合税務研修会
第１・２支部連合合同税務研修会
第３支部連合税務研修会
第４支部連合税務研修会
第５支部連合税務研修会
第６支部連合税務研修会
研修内容 令和２年度税制改正について
税金クイズ等の配布 ３００枚
青年部会租税教室
対象 市原市立国分寺台西小学校
対象 千葉市立土気南小学校
女性部会税に関する絵はがきコンクール
対象 管内千葉市・市原市内小学４・５・６年生
内容
税に関する絵はがきを募集
税務無料相談
税務相談
税務相談
税務相談
税務相談
税務相談
税務相談
税務相談
自主点検チェックシートの配布
研修委員会
第１０回チャリティーゴルフ大会開催について
第２０回視察研修会開催について
令和３年度活動 ( 案 ) について

会

場

出席者

        JFE みやざき倶楽部



        市原青少年会館



        五井グランドホテル



        姉崎ロイヤルホテル



        牛久第一町会自治会館



        市原市立国分寺台西小学校

భ

        千葉市立土気南小学校

భ

     া  ؙ千葉南税務署会議室

রૃ

     া  ؙＪＦＥみやざき倶楽部

রૃ

        法人会事務局

রૃ

        法人会事務局

রૃ

        法人会事務局

রૃ

        法人会事務局



        法人会事務局

রૃ

        法人会事務局

রૃ

        法人会事務局



ৢ

ؙ

ফ 全会員及び非会員

        八幡屋

        八幡屋


রૃ


２．税の広報事業
税を考える週間ＰＲの活動 ( 女性部会 )
税金クイズ等の配布 ３, ０００枚 応募 ３４名
確定申告期間 PR 活動 ( 千葉南青色申告会と共催 )
確定申告＆マイナンバーＰＲ用マグネットシート作成し、
千葉県タクシー協会千葉支部２２０台・市原支部加盟
タクシー４００台で広報活動
確定申告期間 PR 活動 ( 青年部会 )
PR 紙入りマスクの配布
4,000 枚
会報 「ほうじんかい」 第 130 号
発刊 2,700 部
会報 「ほうじんかい」 第 131 号
発刊 2,700 部
会報 「ほうじんかい」 第 132 号
発刊 2,700 部
会報 「ほうじんかい」 第 133 号
発刊 2,700 部
令和２年度税制改正のあらまし
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国・県・市の納税
猶予制度について
マイナンバーカードで年末調整を簡単・便利に
適格請求書等保存方式の概要
広報委員会
会報 「ほうじんかい」１３１号発行について
会報 「ほうじんかい」１３２号発行について
会報 「ほうじんかい」１３３号発行について
令和３年度広報委員会活動 ( 案 ) について
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     া  ؙ会報に同封
        ＪＲ五井駅前



        ＪＲ蘇我駅前



     া  ؙ病院・関係官庁・確定申告会場に配布
     া  ؙ全会員・管内税務署他
     া  ؙ全会員・管内税務署他
     া  ؙ全会員・管内税務署他
     া  ؙ全会員・管内税務署他
 াؙ

ভ৩

 াؙ

ভ৩

 াؙ

ভ৩

        八幡屋



  法人会事務局



  法人会事務局



        法人会事務局



事業名及び内容

開催年月日

会

場

出席者

３．税制提言事業
令和３年度税制改正アンケート
配布 １５０名
回答 ３０名
千葉県税理士会千葉南支部との連絡協議会
ｅ−Ｔａｘ利用等向上について
税制改正要望書の提出
衆議院議員 松野 博一
衆議院議員 門山 宏哲
衆議院議員 岡島 一正
衆議院議員 田嶋 要
税制委員会
税制改正要望事項の取り纏めについて
税金クイズの実施・支部連合税務研修会内容について
令和３年度税制委員会活動（案）について

 াؙ
 াؙ

রૃ

  



        書面開催
 ؙؙかめや



        ＪＦＥみやざき倶楽部



４．経営支援事業
簿記講座 ( 全１２回 )
３級程度までの知識と技能の習得

パソコン講座
内容 Zoom の使い方について
講師 ㈱エンカレッジ 代表 玉野 聖子 氏
法律無料相談
役職員研修会 ( 千葉南間税会と共催）
演題 「日本経済と上杉鷹山の経営学」
講師 千葉南税務署 署長 根本 修 氏
新春記念講演会
夏のいちごプロジェクット
冬のいちごプロジェクット



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



        サンプラザ市原



 ؙオンラインセミナー



     



ؙ



 けやき総合法律事務所



        ＪＦＥみやざき倶楽部



        ホテルポートプラザちば

রૃ

     া  ؙ全会員
     া  ؙ全会員

５．地域発展事業
令和２年度社会貢献活動
内容 青少年に対する環境保護研修事業
講師 三井化学（株）市原工場 長岩 浩樹 氏
千葉南税務署法人課税第１部門 審理担当官
対象 市原市立青葉台小学校５・６年生 担当教員

        市原市立青葉台小学校

భ

     া  ؙ五井グランドホテル



     া  ؙ五井グランドホテル



     া  ؙ五井グランドホテル



     া  ؙ五井グランドホテル



その他事業

６．福利厚生事業
生活習慣病検診
生活習慣病検診
生活習慣病検診
生活習慣病検診

（7 月 2 日・14 日・15 日）
（10 月 20 日・23 日）
（12 月 3 日・9 日・10 日）
（1 月 14 日、18 日）
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事業名及び内容

開催年月日

厚生委員会
全法連福利厚生制度推進について
全法連福利厚生制度推進について
令和３年度厚生委員会活動（案）について

会

場

        八幡屋



        ＪＦＥみやざき倶楽部



        八幡屋



７．会員支援事業
        東急セブンハンドレッドクラブ

第 10 回チャリティーゴルフ大会
正副会長・６委員会研修会
新春賀詞交歓会
支部連合会員交流会
第１・２支部連合合同
第３支部連合
第４支部連合
第５支部連合
第６支部連合
支部会員交流会
源泉部会課外研修会
青年部会
会員交流会
会員交流会
千葉東・千葉西・千葉南法人会合同交流会
女性部会
第１回視察研修会
第２回視察研修会

出席者



 岩手県

রૃ

        ホテルポートプラザちば

রૃ
রૃ
রૃ
রૃ
রૃ
রૃ
রૃ
রૃ

        姉ヶ崎カントリー倶楽部
        八幡屋



রૃ

 新潟県長岡市



 四国霊場巡り



８．会員増強事業
組織委員会
県法連会員増強統一月間運動推進について
令和３年度組織委員会活動 ( 案 ) について

        ＪＦＥみやざき倶楽部



        法人会事務局



        JFE みやざき倶楽部



        書面開催



管理費
１．総会・理事会・監査
①総会
第 33 回通常総会
②常任理事会
理事会提出議案について
理事会提出議案について
理事会提出議案について
理事会提出議案について
③理事会
通常総会提出議案について
令和元年度決算報告承認の件他
令和２年度事業計画（案）承認の件他
令和２年度４〜６月事業報告
令和２年度４〜６月計算書類報告他
令和２年度７〜１０月事業報告
令和２年度７〜１０月計算書類報告他
令和２年度１１〜２月事業報告
令和２年度１１〜２月計算書類報告他
④正副会長会
今後の主要事業について
今後の主要事業について
今後の主要事業について
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        JFE みやざき倶楽部



        JFE みやざき倶楽部



        JFE みやざき倶楽部



        書面開催



        JFE みやざき倶楽部



        JFE みやざき倶楽部



        JFE みやざき倶楽部



        法人会事務局



        鮨仙



        八幡屋



事業名及び内容

開催年月日

⑤監査会
令和元年度 決算書類 監査
２．委員会
①総務委員会
通常総会・地域社会貢献活動運営について
新春記念講演会運営について他
新春記念講演会運営について他
令和３年度総務委員会活動（案）について
３．部会・支部連合・支部
①源泉部会
役員会
定時協議会提出議案について
定時協議会（書面開催）
②青年部会
正副部会長会
定時総会提出議案について
第３２回定時総会（書面開催）
定例役員会
定時総会提出議案について
正副部会長会
交流会・税務研修会・租税教室について
定例役員会
定時総会提出議案について
③女性部会
正副部会長会議
定時総会提出議案について
定例役員会
定時総会提出議案について
絵はがきコンクールについて
第３3 回定時総会 ( 書面開催）
正副部会長会議
定例役員会提出議案について
定例役員会
税務研修会・研修会について
正副部会長会議
定例役員会提出議案について
定例役員会
定時総会提出議案について
④支部連合
第６支部連合役員会
税務研修会開催について
第４支部連合役員会
税務研修会開催について
第５支部連合役員会
税務研修会開催について
第１・２支部連合支部合同役員会
税務研修会開催について
第３支部連合支部合同役員会
税務研修会開催について
第５支部連合役員会
次年度事業計画 ( 案 ) 作成について

会

場

        法人会事務局



        法人会事務局



        法人会事務局



  JFE みやざき倶楽部



        JFE みやざき倶楽部



        かめや



        書面開催



        いちの謄



 



        JFE みやざき倶楽部



        八つはし
        JFE みやざき倶楽部

        法人会事務局






        田中屋レストラン



 



        法人会事務局
        八幡屋
        田中屋レストラン
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出席者





        八幡屋



        松の家



        久松本店



        たかざわ亭



        かめや



        八幡屋



        伝兵衛



事業名及び内容

開催年月日

第４支部連合役員会
次年度事業計画 ( 案 ) 作成について
第１・第２支部連合合同役員会
次年度事業計画 ( 案 ) 作成について
第６支部連合役員会
次年度事業計画 ( 案 ) 作成について
第３支部連合支部合同役員会
次年度事業計画 ( 案 ) 作成について

⑤支部
第 1 回生浜支部役員会
役員会・研修会について
第２回生浜支部役員会
会員増強運動及び全法連福利厚生制度推進について
五井東第３支部役員会
任期満了に伴う役員改選について
４．全法連・県法連
①全法連
全法連全国女性フォーラム愛媛大会
法人会全国大会岩手大会
全法連全国青年の集い島根大会
新年賀詞交歓会
税制セミナー (Web 研修 )
②県法連
事務局長会議
総務委員会（書面開催）
青年部会連絡協議会理事会（書面開催）
女性部会連絡協議会理事会（書面開催）
理事会（書面開催）
事務局長会議
総務委員会（書面開催）
事務局長会議
研修委員会（書面開催）
広報委員会（書面開催）
理事会（書面開催）
事務局長会議
事務局長会議
女性部会連絡協議会絵はがきコンクール選考会 ( 書面開催）
事務局長会議 ( 書面開催）
女性部会連絡協議会常任理事会 ( 書面開催）
理事会（書面開催）
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