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【第 19 期】 

平成 27 年度 事業報告書 

[自：平成 27 年 4 月 1 日  至：平成 28 年 3 月 31 日] 

Ⅰ．事業概要 

一般社団法人第 19 期は、公益事業を積極的に展開し、申告納税制度の健全

な発展と納税道義の高揚に努め、地域社会の健全な発展のための諸事業を積

極的に実施しました。 

特に、会員の減少傾向を防止し、組織の維持・発展を期するために、出張

会場を設置して地域会員の利便性を図るなど記帳指導会をはじめ各種指導会

を従来以上に積極的に開催し、適正申告の一層の推進を図るとともに、青色

申告特別控除制度の普及拡大と各種共済制度の加入促進、青色申告制度の普

及・会員増強運動を進めてきました。  
併せて、マイナンバーの正しい理解と制度導入に関する必要事項の整備を

行いました。  

Ⅱ．事業の報告 

１．指導に関する事業 

(１)新会員を対象とする正規の簿記の原則に則った記帳指導の実施 

(２)全会員を対象とする記帳確認指導、決算準備指導の実施 

(３)源泉税納付及び年末調整指導の実施 

(４)所得税の決算・申告及び消費税の申告指導の実施 

(５)会計ソフト「ブルーリターンＡ」の普及推進 

(６)指導力向上のための指導部員研修会の実施 

(７)e-Tax の普及推進活動の実施  

(８)臨時出張会場による指導の実施  

(９)税務署との共催による記帳説明会の実施 

２．組織強化に関する事業 

(１)一年を通じての青色申告の普及と会員増強運動の展開  

(２)青色コーナーにおける青色申告の普及と会員増強運動の展開  

(３)会員増強のための潜在会員の発掘と青色申告会の PR並びに入会勧奨の

実施 

(４)記帳指導・申告納税の効率的・効果的な支援体制の整備  

(５)支部会活動、女性部会・青年部会活動の充実強化 

(６)マイナンバー制度の正しい理解のための講習会の実施  

(７)マイナンバー制度導入に対応する業務ルールの整備 
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３．広報活動に関する事項 

(１)会員を対象とする「保土ヶ谷青申会報」の発行 

(２)立看板による広報  

(３)税を考える週間行事への積極的参加の推進 

(４)ホームページの内容充実 

４．厚生活動に関する事業 

(１)成人病検診の実施  

(２)小規模企業共済、県民共済、火災共済等の加入促進  

(３)労働保険の加入促進  

(４)研修旅行の実施 

５．全青連・神青連の事業への参加による税制改正に関する要望 

 [最重点項目] 

○青色申告者の勤労性所得を正当に評価し、給与所得控除の適用を認めた

事業主報酬制度の導入 

○事業用資産を非課税とする事業承継税制の確立  

○青色申告特別控除 10 万円を 30 万円に引き上げ  

○消費税簡易課税制度選択届出の事前届出制の廃止と継続適用期間２年

を１年とすること  

○マイナンバー制度について国における情報漏えい防止措置の徹底 

[重点項目] 

①所得税関係 

・新規開業者の青色申告承認申請書の提出期限を「４か月以内」に改善 

・青色申告特別控除 65 万円の記帳要件の緩和 

・小規模の不動産貸付業者への青色申告特別控除 65 万円の適用 

・青色事業専従者給与の届出制の廃止 

・少額減価償却資産の取得価格基準を「50 万円未満」に引き上げ 

・所得控除について高齢者控除 50 万円の創設、基礎控除を 50 万円に引

き上げ 

②e-Tax 関係 

・e-Tax による申告者に対する 5,000 円の税額控除を新設 

③消費税関係 

・事業者免税点 1,000 万円の維持  

・事業者免税点の判定は課税期間の課税売上高とすること 

・延納制度の創設 

 

Ⅲ．事業報告付属明細 
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１．指導に関する事業 

(１)新規会員記帳指導会 

期間 ４月 13 日～17 日  場所 申告会事務所 参加者 31 名 

(２)記帳確認相談会 

期間 ９月１日～18 日  場所  申告会事務所・出張会場（10 箇所） 

   参加者 229 名 

 (３)決算準備指導会  

期間 11 月 16 日～12 月 11 日 場所 申告会会場 参加者 254 名  

(４)源泉指導会 

期間 ７月１日～10 日 場所 申告会事務所・出張会場（６箇所）  

参加者 433 名 

(５)年末調整指導会 

期間 １月４日～20 日 場所 申告会事務所・出張会場（11 箇所）  

参加者 458 名  

(６)確定申告指導会  

期間 １月 21 日～３月 31 日  

場所 申告会事務所・出張会場（26 箇所）  

提出 所得税 2,931 名・消費税 418 名 

(７)会計ソフト「ブルーリターンＡ」による指導会  

期間 ①６月８日～12 日 ②８月３日～７日 ③10 月５日～９日  

場所 申告会事務所  

参加者 167 名  

(８)指導部員講習会  

期日 １月 14 日  場所 保土ケ谷公会堂 

参加者 21 名 

(９)e-Tax による申告    

本人申告 期間 １月 27 日～３月３日の毎週水・木曜日予約制 

代理送信 期間 ２月１日～３月９日  

送信件数 1,500 件 

(10)受託記帳指導  

期間 ８月～12 月 受講者 95 名  

(11)税務署との共催による記帳説明会 

①６月３日・５日 ②10 月 26 日・27 日 ③11 月４日  

場所 保土ケ谷税務署 参加者 324 名 

 

２．組織強化に関する事業 

(１)青色コーナー 
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期間 ２月 10 日～３月 15 日  場所 日石横浜ホール  

利用人員 1,223 名 入会 43 名 

  (２)記帳指導・申告納税への支援  

(３)支部に対するマイナンバー講習会 

期日 ９月 26 日～10 月 29 日 ７箇所 参加者総数 116 名  

(４)女性部・青年部活動  

①演芸観賞  

期日 ８月７日  場所 横浜にぎわい座  参加者 98 名 

②ボウリング大会 

期日 11 月 17 日 場所 さがみのボウル  参加者 42 名 

３．広報活動に関する事業 

(１)立看板 10 月～11 月  120 枚  

(２)税を考える週間講演会   

期日 11 月６日（金）13 時 15 分～ 場所 二俣川サンハート 

参加者 250 名 

(３)区民まつり 

期日・場所 ①10 月 17 日（土）県立保土ケ谷公園 

②10 月 18 日（日）旭区役所周辺 

③10 月 25 日（日）上瀬谷通信施設 

４．厚生活動に関すること 

(１)成人病検診 

期間 ①６月２日～６日 ②11 月 10 日～14 日 

場所 一般財団法人神奈川県労働衛生福祉協会 

受検者数 106 名 

(２)研修旅行 

期日 10 月 13 日（金） 

場所 修善寺虹の郷とみかん狩り 

参加人員 75 名  

 

 


