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第十九期 事業報告 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

一般社団法人東京青色申告会連合会 

Ⅰ．概況報告 

１．会員数等 

（１）平成２８年４月１日現在 

   会員数                   ４８会 

その構成する正会員数       １４１，３０７名 

（前年比    ９１５名減） 

【参考】準会員を含む会員数    １５５，４３０名 

（前年比    ９３６名減） 

 

（２）平成２９年４月１日現在 

   会員数                   ４８会 

その構成する正会員数       １４０，０１４名 

（前年比  １，２９３名減） 

【参考】準会員を含む会員数    １５３，９８６名 

（前年比  １，４４４名減） 

 

２．定時総会等 

（１）第１８回定時総会及び会勢拡大表彰の開催 

平成２８年６月６日、東京青色申告会館において第１８回定時総会を 

開催し、役員選任をはじめ、事業報告書及び収支計算書を含む全議案を

可決承認した。 

定時総会に引き続き、アルカディア市ヶ谷において会勢拡大表彰及び 

懇親パーティーを開催した。 

 

（２）臨時総会の開催 

① 平成２８年７月２０日、東京青色申告会館において臨時総会を開催し、 

理事補充選任案を可決承認した。 

  ② 平成２８年１２月２１日、東京青色申告会館において臨時総会を開催

し、理事補充選任案を可決承認した。 
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（３）監査会の開催 

① 平成２８年４月２０日、東京青色申告会館において監査会を開催し、 

平成２７年度事業、会計の執行状況及び公益目的支出計画実施状況等の

監査を行った。 

  ② 平成２８年１０月２１日、東京青色申告会館において中間監査会を開

催し、平成２８年度（上半期分）の事業及び会計の執行状況等の監査を

行った。 

（４）常任役員の選任 

① 平成２８年４月２７日、東京青色申告会館において会長候補者選任選 

挙を実施し、会長候補者を選任した。 

② 平成２８年６月６日、東京青色申告会館において第２回理事会を開催 

し、代表理事をはじめとした常任役員選任案及び職務分担案を可決承認 

した。 

 ③ 平成２８年１０月２６日、東京青色申告会館において第４回理事会を

開催し、常任役員の補充選任案を可決承認した。 

 

（５）名誉役員の委嘱 

平成２８年７月２０日、東京青色申告会館において第３回理事会を開 

催し、相談役２名を委嘱することの同意を得て、委嘱を行った。 

 

（６）新年賀詞交歓会及び納税表彰受賞者祝賀会の開催 

    平成２９年１月１８日、ホテルグランドヒル市ヶ谷において、新年賀

詞交歓会及び納税表彰受賞者祝賀会を開催した。 

 

３．新公益法人制度に対応した組織運営 

（１）公益目的支出計画実施報告書 

平成２８年４月２０日開催の監査会による監査を経た公益目的支出計 

画実施報告書については、同年４月２７日開催の第１回理事会において 

承認を得て、東京都に提出した。 

 

（２）会長及び業務執行理事による職務執行状況報告 

    平成２８年４月２７日開催の第１回理事会において、会長及び業務執 

行理事による平成２７年度の職務執行状況報告を、監査会報告とあわせ

て行った。 
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（３）理事の競業又は利益相反取引の制限に係る承認手続き 

 平成２８年６月６日開催の第２回理事会において、理事の競業又は利

益相反取引の制限に係る承認手続きについて承認を得た。 

 

（４）会長及び業務執行理事による職務執行状況報告 

    平成２８年１０月２６日開催の第４回理事会において、会長及び業務

執行理事による平成２８年度（上半期分）の職務執行状況報告を、中間

監査会報告とあわせて行った。 

 

（５）平成２９年度事業計画案及び予算案の理事会承認 

    平成２９年３月２９日開催の第６回理事会において、平成２９年度事

業計画及び予算案の承認を得た。 

 

（６）機関会議の運営 

総会をはじめとした各種機関会議を、関係法令や定款及び諸規定に則

り、招集手続き、会議の運営及び議事録等の報告書に至るまで適正な運

営を行った。 
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Ⅱ．活動報告 

［平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの実施状況］ 

１．基本方針 

（一社）東青連は今年度も、申告納税制度の推進、青色申告制度の普及及

び納税道義の高揚に資する事業をはじめとした活動を通じて地区青色申告会

との連携を密にし、各会とその会員の発展に資するための事業を展開する努

力を継続します。 

青色申告会は、厳しい環境の中にあっても最重要課題である会勢拡大に向

けて前進していくとともに、積極的に公益活動を展開していきます。 

今年度も各会会員が入会してよかったと実感される青色申告会を目指し、

各会と協同して、次の施策を推進します。 

 

２．事業計画 

会運営にあたっては、効果的かつ円滑な運営に努めます。 

（１）会運営（会務） 

①委員会や企画室においては、専門的な知識を活用した提案の集約に努

めます。 

 

【会務】 

1) 委員会及び企画室等の機関会議を随時開催し、協議の結果を常任役

員会等の機関会議へ提案した。 

2) 企画室より、改正消費税に係る課題について機関会議に提起した。 

3) 三社協議会に参画し、新規事業開発等に関する情報交換を行った。 

4) 機関会議の協議及び承認事項等について、役割を区分し機関決定の

加速に努めた。 

 

②マイナンバー制度の導入に伴う諸課題に対する情報収集を行い、的確

に対応するとともに、青色申告会としての法令遵守に努めます。 

 

【会務】 

1) マイナンバー制度に関する行政の決定事項や方針に係る情報を収集

し、地区会に提供した。 

2) 地区会におけるマイナンバーの取扱いに関する規定等の整備のため

の情報等を提供した。 

3)  地区会における会員指導期のマイナンバーの取扱い状況を集約し、
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次年度の対応の参考とした。 

4) マイナンバーを含む個人情報保護のため情報を収集し、地区会に提供 

した。 

5) 東京地区連各会青年部員及び東京地区連各会女性部を対象として、

マイナンバー制度の概要や税務関連事項について、東京国税局担当官

を講師とした研修会を開催した。［東京地区連］ 

6) 青色申告会の法令遵守に努めるため、青色申告会行動規範の策定に

ついて企画室において協議し、常任役員会に提案した。 

   常任役員会における協議の後、コンプライアンス・ポリシーモデル

案を地区会に提案することについて理事会の承認を得た。 

 

③役職員の研鑽に資するため、各事業分野に関する研修会を開催しま

す。 

 

【会務】 

 1)  各事業分野を参照 

 

④税務当局との連携のもとに関係民間団体との協調を強め、納税者の税

に対する理解を深める事業活動を展開します。 

 

【会務】 

1) 東京国税局の記帳指導業務を受託し、地区会の担当者を対象として、 

記帳指導業務担当者説明会を開催し、地区会が指導対象者への記帳指

導を行うとともに、受講者の記帳慣行の推進を図った。 

なお、地区会からの業務遂行上の質問、照会等に事務局が対応する

とともに、記帳指導業務の終了後に改善意見等の集約を行い、受託者

の意見として東京国税局に提出した。 

2) 確定申告期のｅ－Ｔａｘの利用状況等を取りまとめ、ｅ－Ｔａｘの

普及推進のための情報を提供した。 

3) ｅ－Ｔａｘに関する改善要望等を取りまとめ、東京国税局に改善を

要望した。 

4) 担当者が行政当局と随時情報や意見交換を行った。 

5) 東京税理士会等の友誼団体の総会等に出席し、各団体との協調関係

の維持、継続に努めた。 
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⑤「青色申告会クラウドシステム」の開発にあたっては、構築及び各会

への導入準備を進めます。 

 

【会務】 

1) 開発事業者との間で「システム開発基本契約書」及び「機密保持契

約書」を締結した。 

2) 開発事業者とは別の事業者との間で「コンサルタント契約書」を締

結し、システム開発に係る専門的なアドバイスを得た。 

3) 青色申告会クラウドシステム開発チームによる協議を開発事業者や

外部専門家を交えて開催し、機関会議において状況説明を行った。 

4) 青色申告会クラウドシステム開発チームからの提案を受け、システ

ム稼働後の管理や改修検討等を行う「ＩＴ室（仮称）」設置等の運用に

向けた準備と、セキュリティー対策のための検討を行った。 

5) 東青連共済会からの委託を受けて、青色共済、東京青色傷害・がん

保険システムの構築等を開発事業者と行うとともに、試験運用のため

の準備を行った。 

6) 東青連共済会が共済システムの納入を受けたことから、試験運転を 

行うとともに、セキュリティー対策を講じながら、地区会が運用でき 

るための準備等を行った。 

 

⑥東京地区連運営に中核的役割を果たすため、各県連と協同し、傘下各

会の事業推進に資する情報提供を行います。 

 

【会務】 

1) 東京国税局幹部との意見交換会に出席し、連絡協調関係の継続を図

った。［東京地区連］ 

2) 青色申告会シンポジウムにおいて、地区会の役職員を対象に危機管

理対応や消費税の軽減税率制度について、専門家や東京国税局の協力

を得て研修を実施した。［東京地区連］ 

3) 地区会の指導経験の浅い職員を対象とした税法初級コース職員研修

会を、東京国税局の協力を得て開催した。［東京地区連］ 

4) 広報施策の啓発ポスターを神奈川県連、千葉県連及び山梨県連傘下

の地区会に頒布した。［東京地区連］ 

5) 東京国税局幹部との連絡協議会を開催し、相互に連携協調を図った。 

［東京地区連］ 
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6) 東京地区ブロック大会を東京国税局幹部の出席を得て開催し、情報

の共有を図った。［東京地区連］ 

7) 全青色主催会議において、青色申告会の使命と社会的な役割を自覚

した提言を行った。［全青色］ 

 

【青年部】 

1) 青年部員の研鑽と各県連青年部の交流を目的としたサマーセミナー

を開催した。また、合同合宿研修会を開催した。［東京地区連］ 

2)  青年部の将来展望を図るため「青年部の明日を考える会」を開催し

た。 

 

【女性部】 

1) 女性部員の研鑽と各県連女性部の交流を目的とした代表者研究集会

を開催した。［東京地区連］ 

 

⑦青年部、女性部は自主的運営を通じ、組織の充実と各会青年部、女性

部活動の情報共有に努めます。 

 

【青年部】 

1) 通常代議員総会において、役員選任案、事業報告書及び決算報告書

を含む全議案を可決承認した。 

2) ブロック内の情報交換を目的として、ブロック会議を開催した。 

3) 会員増強運動を支援する目的として、青色クリーンキャンペーンを

開催した。 

 

【女性部】 

1) 定時総会において、役員選任案、事業計画案及び予算案を含む全議

案を可決承認した。 

2) ブロック内の情報交換を目的として、ブロック定例会を開催した。 

3) 女性部員の交流を目的として、日帰り研修旅行を実施した。 

4) 地区会ごとのイベントを実際に体験・確認し、情報を得て活動に活

かすため、地区会が開催するお祭りの見学会を企画し、地区会の女性

部長が参加した。 
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【その他の会務】 

1) 平成２８年４月１４日に発生した熊本県地震災害を受け、理事会か

らの委任を受けた常任役員における合意にもとづき、熊本地震被災者

支援義援金募集活動を展開した。 

2) 東青連共済会及び㈱東京青色から事務委託を受けて、事務運営と普

及推進に取り組んだ。 

3) 東青連ネット（イントラネット）の内容充実を図るとともに、より

多くの取扱事業や会議等の資料を掲載し、地区会へ迅速に情報提供を

行った。 

  なお、イントラネットのシステムをジョインギアからウェブオフィ

スに変更した。 

4) 東青連ホームページに掲載する各種情報を随時更新し、タイムリー

な情報提供を行った。 

5) ホームページを開設していない地区会のために、東青連ホームペー

ジを利用した情報公開を行った。 

6) 東青連ニュースを地区会や外部専門家からの寄稿協力等を得て計画

どおり発行し、地区会に情報を提供した。 

7) 確定申告期における地区会の指導体制へのサポートとしての人材派 

遣会社の情報を提供した。 

 

（２）組織・広報事業 

会員の減少傾向へ歯止めを掛けることを狙い、会員増強運動が最大の課題

であることを強く認識し、中長期的な方策を含めた会員増強、会勢拡大への

取り組みと青色申告制度の更なる普及推進に、地区青色申告会とともに取り

組み、統一広報展開と合わせた施策を実施します。 

 

【組織・広報委員会】 

1) 会員増強年間計画のモデル期間を設定し、地区会全会が展開するこ

とを確認した。 

2) 研修会や東青連ニュースに事例を掲載して、地区会の会員増強運動

や地域広報活動の情報を提供した。 

3) 地区会に対して具体的な入会要素別獲得目標の設定を求めるととも 

に、昨年度の目標と実績値を各会で共有した。 

4) 青色申告普及・会勢拡大出陣式を開催し、地区会、東京国税局と税

務署における青色申告制度の普及推進と会員増強運動について事例発
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表を実施し意思の統一を図った。 

5) 地区会における出陣式の開催を要請した。 

6) 地区会の協力を得て、青色申告会の知名度向上と青色申告制度の普

及推進のための統一広報施策を次のとおり展開した。 

 ①各会の地域広報用の青色申告啓発ポスターを作成し、各会に提供し

た。［秋の入会キャンペーン］ 

 ②確定申告期の青色申告啓発ポスターを作成し、都内の税務署や都税

事務所、信用金庫や信用組合等の金融機関の支店窓口におけるポスタ

ー掲示の依頼を行った。［確定申告期］ 

  なお、啓発ポスターの作成に際しては「東京国税局・税務署」のロ

ゴを入れることについて東京国税局による協力を得た。 

 ③ヒラリ君の４コマ漫画で構成した動画を、首都圏のＪＲ車両のトレ

インチャンネル（窓上モニター）に掲載し、青色申告会を広域的に広

報した。 

    ④ヒラリ君の４コマ漫画で構成した動画を、都内２か所の街頭ビジョ

ンに掲載し、青色申告会を広報した。 

7) 地区会の広報活動に利用するための三つ折パンフレット等の各種広

報グッズを作成し頒布した。 

8) カラオケレストランシダックスの都内店舗に、青色申告会の三つ折

パンフレット等の備え置きを依頼した。 

9) 青色コーナー活動を充実させるため、ブロック別局・署・会合同協

議会を開催し、青色コーナー活動への行政と地区会との対応策を協議

した。 

   10) 青色コーナー従事者研修会を開催し、青色コーナーにおける従事体

制の共有化を図るとともに、従事者の指導知識と指導能力の向上を図

った。 

 

（３）税制・政策事業 

個人事業者のみならず、全ての納税者にとって「公正・公平」な税制の

実現を目指すため、都市型税制や国税に対する改正要望運動を、各会会員

も取り込んで展開するとともに、消費税の軽減税率等をはじめとした税制

に関する調査、研究を行います。 

 

【税制・政策委員会】 

1) 改正消費税に係る小規模事業者に関わる課題等についての理解を深
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めるとともに会員指導への対応等を検討するため、消費税を専門とす

る税理士に講師を依頼し、地区会の役職員を対象に改正消費税研修会

を３回開催した。 

2) 消費税の軽減税率制度とインボイス制度の導入に関する意見を含む

税制改正要望事項を取りまとめ、機関会議の承認を得て、全青色に提

案しその実現を要望した。 

3) 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続要望について取りまと

め、機関会議の承認を得て、地区会とともに都議会等への請願及び陳

情運動を展開した結果、平成２９年度における軽減措置の継続が実現

した。 

4) 地区会の協力のもとで、会員による陳情はがき運動を展開した。 

5) 東京都議会自由民主党幹部と面談し、固定資産税等の軽減措置の継

続を要望した。 

6) 都議会公明党、都議会民進党が主催した東京都予算等ヒアリングに

出席し、固定資産税等の軽減措置の継続要望を行った。 

7) 自由民主党東京都支部連合会が主催した国家予算・税制改正等要望

聴取会に出席し、国税に関する改正事項の実現を要望した。 

 

【青色申告会東京連合会（東連）】 

1) 参議院議員選挙及び東京都知事選挙において、候補者への推薦状を

発行した。 

2) 各支部（地区会）からの要請にもとづき、各種選挙における候補者 

への推薦状を作成した。 

 

（４）事業・厚生事業 

会員メリットを高めるため、会員サービスの充実と情報提供を行い、

あわせて取り組み事例を共有する研修会や普及推進のための説明会を開

催します。 

各種事業については重点化した普及推進を通じて各会財政に寄与でき 

る施策を講じます。 

 

【事業・厚生委員会】 

1) 関東自動車共済の普及のため、ＤＡＳＨキャンペーンを期間を設定

して実施した。 

2) 三井住友トラストＶＩＳＡゴールドカードの普及キャンペーンを実
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施した。また、地区会向けの法人カードの普及を行った。 

3) 青色国内旅行を募集し、設定した１０便すべてが無事に催行された。 

なお、旅行の催行に先立って、事務局担当者向け説明会、会員向け

説明会をそれぞれ開催した。 

4) 平成２９年度青色国内旅行を企画し、募集パンフレットを作成、参

加会に配付した。 

5) 地区会職員を対象とした事務局職員実務研修会を実施し、会員サー

ビス事業や東青連共済会の事業について実務的な研修を４回開催した。 

6) 不動産所得会員向け研修会を３回開催した。 

なお、区民等への青色申告会のＰＲのため、会場の近隣区の区報に

開催案内を掲載し、区民等の参加を得た。 

7) 地区会の協力を得て、小規模企業共済、中小企業退職金共済、中小

企業倒産防止共済、青色ＰＬ保険等の普及推進を行った。 

また、小規模企業共済のモデル団体への参画を呼び掛け、参画会の

増加を得た。 

8) 会員の福利厚生の一環として次の事業を継続して実施した。 

① 弁護士による法律相談を定期的に実施した。 

② 東京ディズニーリゾート特別利用券を希望する地区会に提供した。 

③ サンリオピューロランドの青色申告会スペシャルデーを設定し、

希望する地区会に利用券を提供した。 

④ ホリプロやキョードー東京のミュージカル等の優待チケット等の

利用促進を図った。 

⑤ カラオケレストランシダックスの利用促進を図った。 

9) 東青連共済会の青色共済、東京青色傷害・がん保険、医療保険、自

転車保険プラン、青色セーフティガード保険等の普及推進に協力した。 

10) 東青連共済会が契約したラフォーレ倶楽部の利用促進に協力した。 

 

【会務】 

1) 推奨するツカエル青色申告（ビズソフト社の会計ソフト）の利用推

進のため、青色ビズソフトユーザー会総会とユーザー会を開催し情報

交換を行うとともに、会計ソフトの改善事項をビズソフト社に要望し

た。 

 


