
　第１号議案

平成23年度　事業報告書《総括》
平成23年４月１日～平成24年３月31日

　平成23年度は、３月11日に発生した東日本大震災の復興と福島第一原発事故の放射能汚染対策、記録的な
円高による経済不況、ギリシャに端を発しユ―ロ圏全体へと飛び火した世界的な金融不安が重なり、嘗てな
い厳しい一年となりました。
　原発事故は、東京電力管内の電力供給不足を引き起こし、計画停電が始まるとともに、ガソリンや灯油、
飲料水、各種生活必需品の不足を招き、また放射能汚染の懸念から農作物や水産品の流通制限が生じ、市民
生活を混乱に陥れました。このような中で、当会では開催各事業に「東日本大震災復興支援」を掲げ、間接
的に東北地方の支援を行いながら、事業を展開して参りました。特に４月に青年部会の有志が中心となり、
地域の若きリーダー達で組織された「かずさ災害支援ネットワーク」は岩手県山田町への継続的な支援を行い、
高い評価を頂いております。
　震災からは一年以上が経過し、仮設住宅等は出来上がりましたが、根本的な復興のアウトラインは未だ見
えて参りません。特に企業の再生と雇用の確保、鉄道、道路などのインフラ整備が重要な課題であり、政府
の速やかなる対応が待たれるところです。
　また、これらの復興財源の確保、更には将来の各種社会保障の原資として、消費税率の検討は避けて通れ
ない課題となりました。政府は社会保障との一体改革を提唱していますが、年金制度の基本的な見直しや社
会保険の制度改革など、どの様に展開されていくのか注視されるところです。
　当会では、平成20年度より取り組んで参りました、公益社団法人の移行申請に向けた各種整備がほぼ整い、
去る２月22日の臨時総会に於いて移行認定への申請が決議されました。３月30日に千葉県への書類申請を行
い、順調に審査が進めば平成24年度中に答申を頂き、認定が下りる予定です。

委員会活動について
（１）　総務委員会では、５月の通常総会、１月の賀詞交歓会、２月の臨時総会及び理事会等の企画運

営を行いました。また、事業計画案、予算案の作成、決算報告の書類作成、事務局管理、登記事項
の管理等の業務に加え、公益社団法人への移行のために、定款等の書類の整備にあたりました。

（２）　 研修委員会では、春の総会時と、秋の「税を考える週間」のメイン事業として、公開講座を２回実施
しました。第７回となる春の公開講座では、上智大学名誉教授の渡部昇一氏をお招きして「国際社会と
日本～ 21世紀の日本を考える～」をテーマに講演を頂きました。会場の木更津市民会館中ホールに218
名の会員、一般市民の方々が聴講に訪れました。
　秋の第８回公開講座は「税を考える週間」のメイン事業として「春風亭昇太独演会」を開催し、君津
市民文化ホールに1,008名の参加を頂きました。当日は一流の古典芸能を堪能して頂くとともに、「税っ
て何だ？」のマンガ本を全来場者に配布し、一年に一度「税のあり方、使われ方について考えてみる」
機会としました。
　また、初めての試みとしてアジア圏の先進経済地域を視察する海外研修を9月に実施し、ベトナム、
カンボジアの両国へ８名の方々が訪問しました。
　実務セミナーとしては、木更津税務署と共催による決算法人説明会を６回、新設法人説明会を６回、
年末調整説明会を４回実施しました。

（３）　 広報委員会では年４回、広報誌「法人きさらづ」を発行すると共に、ホームページの管理更新も毎月
実施し、税についての広報活動の充実を図るとともに、会員へ各種事業の報告、公益社団法人認定申請
の進捗状況の報告なども行いました。12月には委員会内の研修事業として、国の防災啓蒙施設「東京
そなエリア」の視察と横浜みなとみらい地区にある日清カップヌードルミュージアムの研修を行いまし
た。

（４）　 厚生委員会は生活習慣病の健診を９月と３月の２回実施するとともに、日曜日に検診できる「脳ドッ
ク検診」も木更津東邦病院と提携して春と秋に６回実施しました。また、契約保険会社と協力して経営
者大型保障制度の推進にも努力いたしました。会員割引施設の契約も新たに富津漁協と潮干狩りの契約
を行いました。

（５）　 税制委員会では、税制改正のアンケートを委員会内で取りまとめて提出し、税制改正要望を作成する
とともに、10月にはセミナーとして、「経営者のためのよろず相談所」を開催しました。税理士、弁護士、
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社会保険労務士、弁理士の各先生方を講師にお招きして公開質問形式による相談会を実施し、70名の
参加を頂きました。２月には委員会内の研修会として、小田原のライオン工場見学と曽我梅林の観梅に
出かけました。また、３年目になるｅ－Ｔａｘの勉強会も行いました。

（６）　 組織委員会では、８月から12月までを会員増強月間とし、会員増強に取り組みました。県連の目標
数値78社には及ばなかったものの、70社の新規加入を得、達成率は89,7％でした。支部対抗ポイント
レースは長浦支部が12社で３年連続トップとなり、富津支部10社、大佐和、天羽支部が各４社で続き
ました。また、広報誌やホームページを利用した会員企業のPR制度は、平成22年度に新規入会された
会員を広報誌５月号に無料広告掲載しました。またホームページの会員企業PRページについては、ま
だまだ参加企業が少ない状況ですので、今後の充実を図るべく掲載希望を募っていく予定です。委員会
の研修会は東京スカイツリーのオープンを間近に控え活気づく浅草上野周辺を中心に行い、特に御徒町
の「２ｋ５４０」というＪＲの高架下を再開発した施設は注目を集めました。

（７）　 社会貢献委員会では、平成23年度も鳥取方式による幼稚園や保育園の緑地化事業「芝生化プロジェ
クト」に取り組みました。６月25日土曜日、多くの会員と関係者の応援を頂き、富津市の富津保育園、
木更津市大和のわかば保育園、君津中央病院内のさくらんぼ保育園の３か所へ芝生の植え込みを行いま
した。いずれも、管理者のご努力により夏の暑さを乗り越え、見事に緑地化され砂塵被害も解消されて
います。また、平成22年度の実績により、袖ケ浦市より中川幼稚園の緑地化への技術協力の依頼を受け、
袖ケ浦地区会員の協力のもと、こちらも見事に成功しています。これらの実績をもとに、「芝生化プロ
ジェクト」は平成24年度も継続事業として行われる予定です。

（８）　 新たに設置された異業種交流特別委員会では、会員交流のあり方を検討する組織として、初年度は四
地区それぞれの意見を伺いながら、地区の実情にあった交流事業を展開していただくことにしました。
　木更津地区では12月に「会員交流の夕べ」を企画、君津地区は10月の研修旅行内での意見交換会と
12月の亀山地区での「紅葉狩り」、富津地区は９月の研修旅行での高崎法人会との交流、２月の新入会
員のオリエンテーション、袖ケ浦地区では袖ケ浦市商工会との共催による「袖ケ浦賀詞交歓会」を企画
実施いたしました。これらの集大成として平成24年度には、会員が一堂に集えるような企画を検討中
です。

部会活動について
（１）　 青年部会では、木更津税務署との共催による二つの継続事業を本年度も実施しました。一つは税を考

える週間での「やさしい税金クイズ大会」、もう一つは四市の小・中学校８校への出前授業・「租税教室」
であります。今年度は租税教育推進協議会の構成メンバーとして租税教室の講師補助も行い、新たな展
開を見ました。税理士会、各市行政の協力も頂きその総数は19校にもなりました。
　また、青年部会設立30周年を記念して、「和民」創業者の渡邉美樹氏をお招きしての講演会が「夢を
仕事に、そして仕事に夢を」をテーマに12月17日木更津市民会館にて行われました。一般市民の方々、
県内の青年部会の同志など約500名の来場を頂きました。部会員間の交流事業としては、研修旅行や家
族交流会、ゴルフ大会や忘年会なども実施しました。

（２）　女性部会では、青年部会と交互に実施する社会貢献事業として、９月に櫻井よしこ氏をお招きしての
講演会を実施しました。お一人のチケット代1,000円のうち、200円を東日本大震災の復興支援金とし
て寄付することにご賛同を頂き、当日1,100名を超える方々が参加されました。会場では福島の物産も
多数取り寄せて販売し、こちらも間接的に現地支援を行いました。部会内の親睦事業は、1月に賀詞交
歓会、２月には日帰りの研修旅行などを実施しました。

（３）　 源泉部会では、年末調整説明会を木更津地区の３支部と合同で実施、併設した研修会では、「決算書
の見方について」も勉強しました。

（４）　 不動産部会では、税制改正の要望作成や、12月に金三津税務署長による講演会を実施、親睦会とし
て１月に横浜方面へ出かけました。

地区、支部活動について
（１）　 木更津地区では12月、青年部会の30周年記念講演に協力参加するとともに、親睦事業として、10月

に静岡方面へ研修旅行、12月には「会員交流の夕べ」を実施しました。
（２）　 君津地区では、７月に公開講座「働き盛りの健康管理」と題して、君津健康センターの吉住次恵氏を

講師に招き、ホテル千成にて開催され、60名の参加がありました。親睦事業として伊豆方面への旅行と、
12月の亀山湖の紅葉狩りを行いました。
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（３）　 富津地区では、10月に公開講座を大貫の富津中央公民館にて実施、「電波天文学について」と題して、
地元出身の野辺山国立天文台の准教授、久野成夫氏をお招きして南米チリのＡＬＭＡ展望台を中心にし
たお話を頂きました。地区の公開講座としては過去最高の240名近くの方のご来場があり、教育委員会
の後援を頂き小・中学生も数多く参加されました。また、６月には富津保育園の芝生化プロジェクトに
地区会員の皆様が多数参加され、協力を頂きました。
　親睦事業として、９月の旅行と２月に新入会員のオリエンテーションを実施しました。

（４）　 袖ケ浦地区では、本年４月にオープンした金田地区の三井アウトレットパークの担当者と開発母体
であるＵＲ都市再生機構の担当者を招いての公開講座を実施しました。身近な開発ということもあり、
120名以上の方が聴講に訪れました。また、袖ケ浦市立中川幼稚園の芝生化について、袖ケ浦市教育委
員会より協力要請を受け、皆さんが植え込み当日の整地作業や植え込みに協力して頂きました。親睦事
業として、7月に東京、山梨方面へ１泊２日の企業視察研修を実施しました。
　また、久しく行われていなかった「賀詞交歓会」を袖ケ浦市商工会と共に企画実施し、各方面から評
価を頂くことができました。

（５）　 支部の活動では、木更津地区内ではまず木更津北支部のＪＲ岩根駅前の花壇維持活動や、防災研修施
設の東京そなエリアの視察研修、木更津中央支部の富士見通りのフラワーポットへの花植え事業、太田
清見台支部と木更津東支部合同による木更津第三中学校周辺の青少年健全育成パトロール時の着用ベス
トの寄贈、富来田支部のコスモスフェスティバルへの協力、木更津支部の徒歩による東京下町エリアの
研修などがあげられます。
　君津地区内では小糸清和支部の有害ビラ撲滅活動、小櫃上総支部の地域保育園への図書の寄贈、君津
第２支部の赤い羽根共同募金への寄付などがありました。
　富津地区内でも大佐和支部による、夏休みの海水浴シーズン前の海岸清掃などが行われました。
　袖ケ浦地区内では３年目を迎えたワンコインバスツアーが３支部合同で行われ、横浜の日清カップヌ
ードルミュージアムやラーメン博物館、羽田空港国際線ターミナルの視察などを行いました。

　公益社団法人への移行準備が本格化し、地区、支部の活動が活性化し始め、それぞれの支部が、アイ
デアを出し合い新たな展開を見せつつあります。次年度のそれぞれの活躍が期待されます。

総務委員長　青木和義　

月　　日 会議・行事等名 主要内容等 参加人数 開催場所
 平成 23 年

4 月 14 日 第１回理事会 平成 22 年度事業・決算報告承認 65 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
5 月 20 日 第３７回通常総会 平成 22 年度事業・決算報告等 148 木更津市民会館
7 月 22 日 第２回理事会 各委員会事業の承認について 43 木更津商工会館
9 月 22 日 第３回理事会 各委員会事業の承認について 49 かずさアカデミアパーク

12 月 02 日 第４回理事会 各委員会事業の承認について 48 木更津商工会館
12 月 20 日 常任理事特別会議 平成 24 年度年間事業計画並びに予算案の調整 18 木更津商工会館

 平成 24 年
1 月 20 日 第５回理事会・賀詞交歓会 臨時総会事業計画・予算案承認の件 59 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
2 月 22 日 臨時総会 公益社団法人への認定申請承認の件 100 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
3 月 23 日 第６回理事会 平成 24 年度事業計画案について 43 木更津商工会館

月　　日 会議・行事等名 主要内容等 参加人数 開催場所
平成 23 年

4 月 11 日 正副会長会議 事業計画案の最終確認について 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
5 月 17 日 正副会長会議 決算報告修正確認について 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
6 月 21 日 正副会長会議 第 37 回総会事業並びに決算報告 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

7 月 19 日 正副会長会議 登記完了並びに監督官庁への移行手続き完了報告
総会・公開講座の決算報告 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

8 月 23 日 正副会長会議 各委員会、部会、地区、支部報告 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
9 月 20 日 正副会長会議 青年部会 30 周年記念事業について 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

10 月 18 日 正副会長会議 チャリティー講演会事業・決算報告 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
11 月 15 日 正副会長会議 第 8 回公開講座事業並びに決算承認の件 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
12 月 20 日 正副会長会議 各委員会、部会、地区、支部報告 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

平成 24 年
1 月 17 日 正副会長会議 臨時総会議案書確認・事業・予算案について 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
2 月 14 日 正副会長会議 賀詞交歓会事業・決算報告について 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
3 月 21 日 正副会長会議 平成 23 年度仮決算について等 9 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

（１）総会・理事会

（２）正副会長会議
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月　日 会議・行事名等 テーマ等 講師名等
（敬称略）

参加
人数 開催場所

 平成 23 年
5 月 20 日 第 7 回公開講座 国際社会と日本～ 21 世紀の日本を考える 渡部昇一 218 木更津市民会館
6 月 10 日 芝生化プロジェクト 袖ケ浦中川幼稚園
6 月 19 日 木更津中央支部公益事業 富士見通りプランタ花植え 31 木更津駅西口

6 月 30 日 日本赤十字社へチャリティー金贈呈　100,000 円 
（6/17 東日本大震災復興支援チャリティーゴルフ大会） 3 日本赤十字社木更津支部

6 月 22 日 袖ケ浦地区「公開講座」 金田地区の開発状況について 神谷泰彦 131 袖ケ浦市民会館「消費電力ピーク時の節電協力依頼」 片山朋之

6 月 25 日
木更津東支部・太田清見台
支部合同公益事業 防犯ベスト贈呈式 2

芝生化プロジェクト 200 富津保育園・わかば保育園他
７月 09 日 大佐和支部公益事業 大貫海岸清掃 16 富津市岩瀬海岸
7 月 27 日 君津地区「公開講座」 働きざかりの健康管理 吉住次恵 60 ホテル千成
9 月 04 日 小糸清和支部公益事業 有害ビラ撲滅運動 18 小糸清和地区内
9 月 10 日 女性部会社会貢献事業 チャリティー講演会「変革をせまられる日本」 桜井よしこ 1109 君津市民文化ホール

9 月 15 日 日本赤十字社へチャリティー金贈呈　319,534 円
（9/10 桜井よしこ氏チャリティー講演会） 4 日本赤十字社木更津支部

9 月 17 日 木更津中央支部公益事業 富士見通りプランタ花植え 木更津駅西口
10 月 09 日 富来田支部公益事業 武田川コスモスフェスティバルへの助成金 20,000 円寄附 武田川コスモスロード

10 月 18 日 きみさらづ女性部会研修会 あなたわたしがいなくなっても大丈夫？
～知ってトクするその後のおひとりさま暮らし～ 中澤まゆみ 85 木更津商工会館

10 月 22 日 富津地区「公開講座」 「電波天文学について」君も宇宙兄弟になれる 久野成夫 226 富津中央公民館
10 月 31 日 まんが本の配布 「税ってなんだ」6,600 部配布 四市・清和大学
11 月 02 日 第 8 回公開講座 落語を聞く夕べ 春風亭昇太 1108 君津市民文化ホール
11 月 04 日 租税教室 青年部会「税」の出前授業 37 君津市　八重原中学校
11 月 05 日 やさしい税金クイズ大会 税を考える週間事業 800 イオンモール・アピタ
11 月 12 日 木更津北支部公益事業 岩根駅前花壇整備事業 8 岩根駅前ロータリー中央
11 月 24 日 租税教室 青年部会「税」の出前授業 49 木更津市　暁星国際小学校
11 月 25 日 君津第 2 支部公益事業 赤い羽根共同募金　千葉県共同募金会へ 30,000 円寄附
12 月 05 日 租税教室 青年部会「税」の出前授業 90 富津市　大貫中学校
12 月 06 日 租税教室 青年部会「税」の出前授業 108 木更津市　清見台小学校
12 月 17 日 青年部会 30 周年記念事業 夢を仕事にそして仕事に夢を 渡邉美樹 500 木更津市民会館
12 月 18 日 小櫃上総支部公益事業 少年野球大会後援事業 200 松丘スポーツ広場
12 月 22 日 小櫃上総支部公益事業 「保育園優良図書寄贈」3 園へ 4 君津市広岡あけぼの保育園他

 平成 24 年
1 月 10 日 租税教室 青年部会「税」の出前授業 47 袖ケ浦市　根形小学校
1 月 12 日 租税教室 青年部会「税」の出前授業 63 君津市　周南小学校
1 月 18 日 租税教室 青年部会「税」の出前授業 14 富津市　天神山小学校
2 月 24 日 租税教室 青年部会「税」の出前授業 122 袖ケ浦市　昭和小学校

 平成 23 年
04 月 08 日 監事による監査会 平成 22 年度会計監査 5 事務局
06 月 09 日 税務署による監査会 　　　　 〃 5 事務局

月　　日 会議・行事等名 主要内容等 参加人数 開催場所
 平成 23 年

7 月 03 日 
　　  ～ 4 日 袖ケ浦地区管外研修 サントリービール武蔵野工場他 28 山梨・長野方面

9 月 24 日 
　　～ 25 日 富津地区異業種交流事業 足利市知的障害者自立支援施設「こころみ学園」 25 群馬方面

10 月 02 日 
　　～ 03 日 君津地区研修旅行 「君津元気出せツアー」 26 稲取温泉

10 月 22 日 
　　～ 23 日 木更津地区研修旅行 名水と名勝を訪ねる旅 21 静岡方面

11 月 19 日 袖ケ浦地区研修旅行 ワンコインバスツアー 41 横浜・羽田空港方面
12 月 03 日 木更津地区　異業種交流事業 会員交流の夕べ 63 東京ベイプラザホテル
12 月 04 日 君津地区　異業種交流会 紅葉狩り 30 亀山温泉ホテル及び亀山湖

 平成 24 年
１月 27 日 袖ケ浦地区賀詞交歓会 袖ケ浦商工会との共催 158 東京湾カントリークラブ
2 月 18 日 富津地区異業種交流事業 新入会員と語ろう、そしてビジネスと心の交流をしよう 26 さゞ波館
2 月 23 日 木更津北支部研修旅行 東京そなエリア視察他 21 横浜方面

総
務
委
員
会

実施日 会議・事業名等 主要内容等 参加人数 開催場所
 平成23年

4月07日 委員会 平成22年度事業・決算の承認 9 事務局
5月11日 委員会 総会の実施について 8 事務局
7月12日 委員会 総会の反省・公益法人認定スケジュール策定 8 事務局

（５）地区・支部事業

（３）会計監査

（４）公益事業

（６）委員会
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総
務
委
員
会

10月14日 委員会 公益法人資料確認 7 事務局
11月16日 委員会 平成23年度　中間決算 6 事務局

 平成24年
1月10日 委員会 総会議案書最終校正・賀詞交換会最終確認 7 事務局
3月19日 委員会 臨時総会事業・決算報告 事務局

研
修
委
員
会

 平成23年
4月27日 委員会 第7回公開講座について 13 牛匠しらいし

5月20日 第７回公開講座 渡部昇一氏 
「国際社会と日本～ 21世紀の日本を考える～」 218 木更津市民会館

5月23日 正副委員長会議 海外視察研修の具体的な進め方について 5 木更津商工会館
6月20日 委員会 第7回公開講座の決算報告承認について 17 木更津商工会館
8月10日 海外旅行参加者説明会 確認事項等 木更津商工会館
8月19日 委員会 第8回公開講座事業計画について 11 おかむら
9月13日
～ 18日 海外視察研修旅行 ベトナム・ホーチミン視察他 8 カンボジア・ベトナム

10月21日 委員会 第8回公開講座の役割分担 12 木更津商工会館
11月02日 第8回公開講座 「税を考える週間」春風亭昇太（落語を聞く夕べ） 1,008 君津市民文化ホール
11月21日 委員会 第8回公開講座の事業並びに決算報告 9 田園

 平成24年
2月14日 委員会 平成24年度事業計画について 14 木更津商工会館
3月27日 打合せ会 公開講座講師　下荒地修二氏打合せ 4 東京

広
報
委
員
会

 平成23年
4月06日 委員会 広報誌5月号の編集他 12 木更津商工会館
6月03日 委員会 　 12 ホテル銀河
6月23日 編集会議 広報誌8月号の編集他 6 事務局
6月09日 「顔」頁取材 斉藤　卓氏 4 四季味宴席たく
7月08日 委員会 広報誌8月号校正と11月号計画 11 木更津商工会館
9月03日 「顔」頁取材 千代嵐慶喜関 2 浅草ビューホテル
9月28日 編集会議 広報誌11月号の編集 7 事務局

10月07日 委員会 広報誌11月号の校正と2月号計画他 10 木更津商工会館
11月25日 「顔」頁取材 潮田展子氏 4 ホテル銀河

12月07日 研修旅行 東京そなエリア・日清カップヌードルミュージ
アム 11 横浜方面

12月22日 編集会議 広報誌2月号の編集 6 事務局
 平成24年

1月13日 委員会 広報誌2月号の編集他 7 木更津商工会館
3月21日 「顔」頁取材 大和ヒロシ氏 3 ホテル銀河
3月21日 編集会議 広報誌5月号の編集他 5 事務局

厚
生
委
員
会

実施日 会議・事業名等 主要内容等 参加人数 開催場所
 平成23年

4月27日 福利厚生制度推進会議 アフラック推進状況等 25 木更津商工会館
6月12日 脳ドック検診 10 木更津東邦病院
6月13日 委員会 平成23年度事業計画 13 田　園
6月19日 脳ドック検診 10 木更津東邦病院
6月26日 脳ドック検診 7 木更津東邦病院
7月04日 富津漁協との打合せ会 厚生施設契約について 3 富津漁協
7月22日 打合せ会 健康セミナー確認事項等 5 事務局

7月22日 健康セミナー 吉井　真氏「これだけは知っておきたい最新の
医療事情とセカンドオピニオンの重要性」 42 木更津商工会館

9月01日 生活習慣病健診 66 木更津市民会館
9月03日 生活習慣病健診 54 木更津市民会館

11月20日 脳ドック検診 20 木更津東邦病院
11月27日 脳ドック検診 18 木更津東邦病院
11月29日 委員会 健康セミナー報告と収支決算報告 12 ホテル千成
12月4日 脳ドック検診 18 木更津東邦病院

 平成24年
1月18日 厚生施設契約締結 富津潮干狩り 富津漁協
3月08日 生活習慣病健診 55 木更津市民会館
3月09日 生活習慣病健診 64 木更津市民会館
3月10日 生活習慣病健診 53 木更津市民会館

税
制
委
員
会

 平成23年
6月06日 委員会 平成23年度事業計画 18 富士屋季眺
7月14日 e-Tax研修 講師　税務署　上田上席 7 事務局

〃　　 委員会 税制セミナー事業計画 13 木更津商工会館
8月24日 小委員会 税制セミナー質問事項確認 11 富士屋季眺
9月02日 委員会 税制セミナー役割分担確認 13 木更津商工会館
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税
制
委
員
会

8月25日 委員会 公益法人移行タイムスケジュール作成 7 事務局
9月16日 委員会 公益法人移行タイムスケジュール確認 6 事務局
9月28日 小委員会 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

10月13日 税制セミナー 「経営者のためのよろず相談所」 
講師４名 73 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

11月22日 e-Tax研修 講師　税務署　上田上席 8 事務局
11月22日 委員会 税制セミナー事業並びに決算報告 14 木更津商工会館

 平成24年
2月07日 研修旅行 ライオン小田原工場見学 12 小田原方面

組
織
委
員
会

 平成23年
6月24日 委員会 平成23年度事業計画 17 ひろ寿司
7月20日 委員会 平成23年度会員増強について 12 木更津商工会館
9月06日 委員会 平成23年度会員増強キャンペーンについて 18 ホテル千成

11月12日 研修旅行 2Ｋ540視察他 10 東京方面
12月07日 委員会 会員増強キャンペーン中間報告 16 富士屋季眺

 平成24年
2月24日 委員会 会員増強結果報告と平成24年事業計画 10 事務局

社
会
貢
献
委
員
会

平成23年
4月05日 委員会 平成23年度年間事業計画 13 事務局
4月18日 芝生化プロジェクト 富津保育園
5月10日 委員会 支援事業の検討について 11 事務局
5月25日 芝生化プロジェクト わかば保育園・さくらんぼ保育園
6月03日 委員会 芝生化プロジェクト作業工程確認 11 事務局
6月10日 芝生化プロジェクト 芝生植込み 18 中川幼稚園
6月25日 芝生化プロジェクト 芝生植込み 200 富津保育園他
8月04日 委員会 芝生化プロジェクト反省と今後の行動計画 13 事務局
9月07日 委員会 芝生化プロジェクト冬芝播種作業について 13 事務局

10月15日 芝生化プロジェクト 芝生化プロジェクト冬芝播種作業 11 富津保育園他
〃 委員会 次年度の芝生化候補地について 9 事務局
平成24年

1月13日 研修旅行 小田原・箱根 7 伊豆方面
2月20日 芝生化プロジェクト 打合せ 久保保育園
3月07日 委員会 芝生化プロジェクト平成24年度の実施について 9 事務局

異
業
種
交
流
特
別
委
員
会

平成23年
4月26日 委員会 委員会の目的・意義の確認 14 ホテル千成
5月24日 正副委員長会議 委員会資料の製作について 4 事務局
6月09日 委員会 平成23年度事業計画 18 八幡屋
6月30日 正副委員長会議 年間事業計画について 4 事務局
7月29日 委員会 年間事業計画の作成 17 さゞ波館
9月13日 委員会 地区事業計画予算案 19 おかむら
9月24日
～ 25日 富津地区異業種交流事業 足利市知的障害者自立支援施設「こころみ学園」 25 群馬方面

10月02日 
　　～ 03日 君津地区異業種交流事業 会員交流会 26 稲取温泉銀水荘

10月21日 委員会 各地区異業種交流事業の報告 9 事務局
10月22日 電気自動車勉強会 40 木更津市民会館
11月09日 委員会 平成24年度の事業計画案 11 事務局
12月03日 木更津地区　異業種交流事業 会員交流の夕べ 63 東京ベイプラザホテル
12月04日 君津地区　異業種交流会 紅葉狩り 30 亀山温泉ホテル及び亀山湖
12月16日 委員会 平成24年度委員会事業について 13 八幡屋

平成24年
1月18日 委員会 平成24年度委員会事業について 16 事務局
1月27日 袖ケ浦地区異業種交流事業 袖ケ浦地区賀詞交歓会 158 東京湾カントリークラブ
2月08日 正副委員長会議 委員会の進め方について 4 事務局
2月08日 委員会 平成24年度事業概要（案）について 16 事務局

2月18日 富津地区異業種交流事業 新入会員と語ろう、そしてビジネスと心の交流
をしよう 26 さゞ波館

3月09日 執行部との正副委員長会議 法人会まつりの概要・委員会（案）について 13 事務局

（７）実務研修
月　日 事　　業　　名 参加人数 実施場所

 平成23年
4月21日 新設法人説明会 6 木更津商工会館
5月26日 決算法人説明会 32 木更津市民会館
6月22日 新設法人説明会 5 木更津商工会館
7月14日 税制委員会e-Ｔaｘ研修 7 事務局
7月21日 決算法人説明会 38 木更津市民会館
8月23日 新設法人説明会 8 木更津商工会館
9月15日 決算法人説明会 64 木更津市民会館
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10月26日 新設法人説明会 9 木更津商工会館
11月07日 年末調整説明会 184 君津市民文化ホール
11月09日 年末調整説明会 288 木更津市民会館
11月11日 源泉部会　年末調整説明会 29 東京ベイプラザホテル
11月14日 年末調整説明会 113 袖ケ浦市民会館
11月17日 決算法人説明会 13 木更津市民会館
11月21日 年末調整説明会 121 富津市役所
12月06日 新設法人説明会 13 木更津商工会館

 平成24年
1月26日 決算法人説明会 37 木更津市民会館
2月16日 新設法人説明会 5 木更津商工会館
3月21日 決算法人説明会 94 木更津市民会館

月　日 事　　業　　名 参加人数 実施場所
 平成23年

5月18日 元君津市長三浦公明氏市民葬 1
5月26日 袖ケ浦地区金融との懇談会 33 袖ケ浦菜心味
8月24日 富津地区金融機関との懇談会 13 ひろ寿司
8月23日 木更津地区金融機関との懇談会 27 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
8月26日 君津地区金融機関との懇談会 33 ホテル千成

12月08日 千葉南法人会加藤会長叙勲祝賀会 2
 平成24年

1月06日 会員の商売繁盛と安全を祈願 8 八剣八幡神社
1月24日 元県知事沼田氏お別れ会 1 幕張メッセ
2月15日 前県連会長　石井俊昭氏財務大臣表彰祝賀パーティ 2 オークラ千葉ホテル
3月30日 公益法人書類申請 事務局

月　日 事　　業　　名 参加人数 実施場所
 平成23年

4月22日 県法連　総務委員会 1 ポートプラザちば
5月11日 県法連　理事会 1 ポートプラザちば
5月17日 県法連　税制委員会 1 ポートプラザちば
5月27日 県法連　理事会・役員大会 12 三井ガーデンホテル千葉
6月20日 県法連　大型保障制度推進懇談会 4 京成ホテルミラマーレ
6月29日 県法連　事務局長会議 1 ポートプラザちば
7月08日 県法連　組織委員会 1 ポートプラザちば
7月13日 県法連　厚生委員会 1 三井ガーデンホテル千葉
7月14日 全法連　公益事業推進委員会 1 全法連会館
8月18日 県法連　事務局長会議 1 ポートプラザちば
9月15日 県法連　研修委員会 1 ポートプラザちば
9月27日 県法連　総務委員会 1 ポートプラザちば

10月06日 全法連　全国大会（神奈川大会） 7 パシフィコ横浜
10月17日 県法連　理事会 1 ポートプラザちば
10月17日 東京国税局との連絡会議 1 ポートプラザちば
11月08日 県法連　事務局長会議 1 ポートプラザちば
11月10日 県法連　組織委員会 1 ポートプラザちば
12月05日 全法連　助成金申請・報告システム研修会 2 全法連会館
12月14日 県法連　事務局長会議 1 ポートプラザちば
12月21日 県法連　広報委員会 1 ポートプラザちば
12月21日 県法連　理事懇談会 1 ちば銀

 平成24年
1月27日 県法連　賀詞交歓会 11 三井ガーデンホテル千葉
2月07日 全法連　公益事業推進委員会 1 全法連会館
2月15日 平成24年　税制セミナー ハイアットジェンシー東京
3月08日 県法連　事務局長会議 1 ポートプラザちば
3月09日 県法連　税制委員会 1 ポートプラザちば
3月21日 県法連　総務委員会 1 ポートプラザちば
3月27日 県法連　理事会 1 ポートプラザちば

月　日 会議・行事名等 主要内容等 参加
人数 開催場所

 平成23年
4月12日 4月役員会 平成22年度事業決算報告 21 木更津商工会館

〃 　 監査会 平成22年度決算 6 事務局
4月22日 第30回定例総会 平成22年度事業決算報告23年度事業計画予算の承認 46 ホテル千成

（10）部会の活動状況
　①青年部会

（８）その他の事業

（９）上部団体事業
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月　日 会議・行事名等 主要内容等 参加
人数 開催場所

 平成23年
4月08日 監査会 平成22年度の会計監査 5 事務局

4月21日
第1回役員会（新旧） 第34回通常総会・社会貢献事業等について 22 木更津商工会館
県法連女性連協常任理事会 平成22年度決算報告等 2 ポートプラザちば

5月11日 執行部打合せ 第34回通常総会リハーサル 5 木更津ビューホテル

5月12日 第34回通常総会と研修 「木更津花柳界今昔　そしてこれから」
講師　杵屋佐登福（担当：袖ケ浦支部） 82 木更津ビューホテル

5月23日 納税貯蓄組合連合会女性部総会 玉井部会長出席 1 君津信用組合
6月08日 青年・女性部会合同打ち合わせ会 社会貢献事業について 6 事務局
6月09日 県法連女性連理事会・講演会 落語家「柳家金三氏」講演会 5 三井ガーデンホテル

6月15日
第2回役員会 総会・研修会の決算報告 17 木更津商工会館
木更津間税会女性会総会 近藤顧問出席 1 富士屋季眺

6月21日 木更津青色申告会女性部総会 玉井部会長出席 1 君津信用組合
7月15日 第３回役員会 社会貢献事業「櫻井よしこ氏講演会」等 18 木更津商工会館
8月11日 担当支部打合せ会 研修旅行について 4 事務局

8月24日 第４回役員会 東日本大震災復興支援「櫻井よしこ氏講演会」について
顔合わせ及び研修会について 19 君津市民文化ホール

〃 　  執行部担当支部打合せ会 桜井講演会・旅行打合せ 3 事務局

9月10日 東日本大震災復興支援
「櫻井よしこ氏」講演会 テーマ「変革を迫られる日本」 1109 君津市民文化ホール

10月12日 第５回役員会 東日本大震災復興支援「櫻井よしこ氏講演会」収支決算
報告・きみさらづ女性部会研修会等 16 木更津商工会館

10月18日 きみさらづ女性部会研修会 テーマ「あなたわたしがいなくなっても大丈夫？ 
講師　中澤まゆみ氏 85 木更津商工会館

5月11日 5月役員会 第30回定例総会事業報告 19 木更津商工会館入会案内パンフレット作成について
6月07日 県法連青年部会連絡協議会 23年度理事会及び合同講演会 3 三井ガーデンホテル千葉
6月08日 6月役員会 新入部会員承認について 15 木更津商工会館

6月17日 本会東日本大震災復興支援 
チャリティゴルフ大会 本会東日本大震災復興支援チャリティゴルフ大会主幹 152 鹿野山ゴルフ倶楽部

7月13日 7月役員会 交流会事業計画 22 木更津商工会館親睦ゴルフ大会事業決算報告
8月10日 8月役員会 第24回親睦ゴルフ大会事業計画予算案 22 木更津商工会館

8月21日 交流会（佛母寺座禅・ジンギスカン）会員及びその家族による交流会 43 佛母寺・マザー牧場

9月14日 9月役員会 交流会事業報告 19 木更津商工会館30周年記念式典事業計画

10月12日 10月役員会 30周年記念式典事業計画予算案 20 木更津商工会館研修旅行事業計画予算案
10月14日 臨時役員会 30周年記念式典事業計画予算案の件 17 事務局
10月17日 租税教室講師育成研修会 4 君津地区租税教育推進協議会
10月27日 第24回親睦ゴルフ大会 23 エンゼルカントリークラブ
11月04日 税務研究委員会事業 租税教室 37 君津市八重原中学校

11月05日 税務研究委員会事業 やさしい税金クイズ大会実施 400 イオンモール富津
400 アピタ木更津店

11月09日 11月役員会 研修旅行及びＯＢ会発足について 20 木更津商工会館
11月17日 第25回全国青年の集い三重大会 部会長サミット並びに租税教育活動プレゼンテーション 5 伊勢市観光文化会館
11月18日 式典および講演会 5 三重県営サンアリーナ
11月24日 税務研究委員会事業 租税教室 49 木更津市　暁星国際小学校
12月03日 会員親睦忘年会 24 東京ベイプラザホテル
12月05日 税務研究委員会事業 租税教室 90 富津市　大貫中学校
12月06日 税務研究委員会事業 租税教室 108 木更津市　清見台小学校
12月09日 県連青連協・ゴルフ大会 県法連青年部会連絡協議会主催 4 カレドニアン・ゴルフクラブ

12月14日 12月役員会 税金クイズ事業決算報告 17 木更津商工会館青年部会講習会事業計画予算案
〃 　 30周年記念事業事前説明会 30 木更津商工会館

12月17日 30周年記念事業講演会 「夢を仕事に、仕事に夢を」ワタミ㈱渡邉美樹氏 500 木更津市民会館
30周年記念式典 式典および祝賀会 91 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

 平成24年
1月10日 税務研究委員会事業 租税教室 47 袖ケ浦市　根形小学校
1月11日 1月役員会 30周年事業決算報告 19 木更津商工会館
1月12日 税務研究委員会事業 租税教室 63 君津市　周南小学校
1月18日 税務研究委員会事業 租税教室 14 富津市　天神山小学校
2月05日 研修旅行 高知県　坂本龍馬記念館他 21 ブライトパークホテル～ 6日
2月08日 2月役員会 平成24年度事業計画予算案について 16 木更津商工会館
2月24日 税務研究委員会事業 租税教室 122 袖ケ浦市　昭和小学校

3月05日 講習会 テーマ「人のご縁ででっかく生きる」 
講師　㈲クロフネカンパニー　代表取締役　中村文昭氏 106 志学館高等部

3月09日 県法連青年部会連絡協議会 第８回千葉サミット 8 ポートプラザ千葉
3月14日 3月役員会 租税教室事業決算報告他 21 木更津商工会館

　②女性部会
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12月09日 県法連女性連協常任理事会 平成24年度事業計画について
研修会の決算と次年度担当会へ引き継ぎ 2 京成ホテルミラマーレ

12月17日 青年部会30周年記念事業 「渡邉美樹氏」講演会と式典・祝賀会 15 木更津市民会館・
木更津ビューホテル

12月21日 第６回役員会 研修旅行・賀詞交歓会について 15 木更津商工会館
 平成24年

1月12日 新年賀詞交歓会 琵琶・笛奏者吉田喜代子氏他 58 青堀鉱泉喜楽館
1月24日 第７回役員会 賀詞交歓会決算・旅行最終確認 14 木更津商工会館

1月28日 日帰研修旅行 明治神宮初詣と明治座「女たちの忠臣蔵」観劇
国宝松本城・水引工芸館視察他 47 東京方面

2月28日 第８回役員会 研修旅行決算及び総会について 16 亀山温泉ホテル
2月19日 木更津地区執行部会 木更津地区の合併について 事務局

月　日 会議・行事名等 主要内容等 参加
人数 開催場所

 平成23年

4月26日

監査会 平成22年度　会計監査 4

ホテル千成
役員会 平成22年度事業・決算報告 12
第27回総会 平成22年度事業計画案予算案 40
税務署・部会員との懇談会
小冊子配布

8月09日 第１回役員会
23年度の部会運営について

11 事務局
総会の収支決算報告

9月26日 第2回役員会 年末調整説明会と研修会について 10 事務局

11月11日

年末調整説明会 年末調整の仕方等　 
講師　税務署　荒瀧源泉審理上席 32

東京ベイプラザホテル研修会 「簡単にわかる決算書の見方・読み方」 
講師　横山悟一氏 28

小冊子　配布 会社役員のための確定申告
「年末調整の仕方」配布

月　日 会議・行事名等 主要内容等 参加
人数 開催場所

平成23年
6月01日 チャリティゴルフ大会 亀山湖Ｃ・Ｃ

12月08日 研修会 「財政の現状と税務行政の課題」 
｢市街化調整区域における土地利用方針」 70 木更津商工会館

平成24年
1月17日 管外研修 川崎大師とカップヌードルミュージアム 9 川崎・横浜方面

月　日 行　　事　　の　　種　　類 実　施　場　所
平成23年

5月12日 千葉県税理士会木更津支部　総会 東京ベイプラザホテル
5月13日 木更津税務懇話会団体長会議 木更津税務署
5月23日 納税貯蓄組合連合会　総会　 君津信用組合
5月24日 青色申告会　総会 東京ベイプラザホテル
6月03日 木更津税務懇話会　総会 東京ベイプラザホテル
6月15日 木更津間税会　総会 富士屋季眺
6月23日 木更津優申会　総会 ホテル千成
6月30日 君津地区租税教育推進協議会 木更津市民会館
7月19日 木更津税務懇話会新旧連絡協議会　総会 東京ベイプラザホテル
9月16日 木更津税務懇話会団体長会議 木更津税務署
9月27日 木更津税務懇話会 東京ベイプラザホテル

10月13日 木更津税務懇話会団体長会議 木更津税務署
10月19日 千葉県税理士会木更津支部との懇談会 木更津商工会館
11月08日 木更津税務懇話会　街頭キャンペーン ジャスコ他
11月15日 納税表彰式 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
12月01日 木更津税務懇話会 東京ベイプラザホテル

平成24年
1月06日 木更津税務懇話会　賀詞交歓会 東京ベイプラザホテル

〃 木更津商工会議所　賀詞交歓会 木更津市民会館
1月11日 君津市商工会議所　賀詞交歓会 上総ハミルトンホテル
2月01日 木更津税務懇話会団体長会議 木更津税務署
2月06日 税彰会総会

（10）友誼団体等事業

　③源泉部会

　④不動産部会
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