
 

 
 

平成２８年度事業報告 

Ⅰ 事業概況 

（概 況） 

 法人会の基本指針である「企業経営および社会の健全な発展」「納税意識の向上」に 

 基づき会員企業の発展と法人会組織の充実強化を図り、公益法人としての使命を達成 

 するため、関係機関との連携を密にし、《よき経営者をめざすものの団体》として各種 

 事業の推進に取り組んでまいりました。 

 事業並びに会議等の実施内容は以下のとおりです。 

 

 （事 業） 

 １ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業 

（１）税知識の普及を目的とする事業 

   ①新設法人説明会 

     開催日   平成２８年５月１１日（水）（参加人数２０名＜１７社＞） 

           平成２８年７月７日（木）（参加人数５名＜５社＞） 

           平成２８年９月６日（火）（参加人数８名＜８社＞） 

           平成２８年１１月７日（月）（参加人数１２名＜１１社＞） 

           平成２９年１月１６日（月）（参加人数４名＜４社＞） 

           平成２９年３月８日（水）（参加人数７名＜７社＞） 

     開催場所  板橋法人会館 ３階会議室（上記開催日全て） 

   ②決算法人説明会 

     開催日   平成２８年４月７日（木）（参加人数２１名＜１９社＞） 

           平成２８年４月８日（金）（参加人数２９名＜２９社＞） 

           平成２８年５月１２日（木）（参加人数４２名＜４１社＞） 

           平成２８年６月３日（金）（参加人数３５名＜３５社＞） 

           平成２８年７月８日（金）（参加人数２７名＜２４社＞） 

           平成２８年８月４日（木）（参加人数２３名＜２３社＞） 

           平成２８年９月７日（水）（参加人数２５名＜２５社＞） 

           平成２８年１０月６日（木）（参加人数２３名＜２３社＞） 

           平成２８年１１月８日（火）（参加人数２２名＜２２社＞） 

           平成２８年１２月８日（木）（参加人数３３名＜３２社＞） 

           平成２９年１月１７日（火）（参加人数２０名＜２０社＞） 

           平成２９年２月２日（木）（参加人数１７名＜１６社＞） 

           平成２９年３月９日（木）（参加人数３６名＜３４社＞） 

           平成２９年３月１０日（金）（参加人数３２名＜３０社＞） 

     開催場所  板橋法人会館 ３階会議室（上記開催日全て） 



 

   ③法人税申告書・決算書の書き方講習会 

     開催日   ①平成２８年１１月２日（水）（参加人数２５名） 

           ②平成２８年１１月１０日（木）（参加人数２４名） 

           ③平成２８年１１月１７日（木）（参加人数２１名） 

           ④平成２８年１１月２４日（木）（参加人数２３名） 

           ⑤平成２８年１２月１日（木）（参加人数２１名） 

           ⑥平成２８年１２月８日（木）（参加人数１９名） 

           ⑦平成２８年１２月１５日（木）（参加人数２０名） 

     開催場所  板橋法人会館 ３階会議室（上記開催日全て） 

     講 師   税理士 柴田裕士氏（東京税理士会板橋支部）（上記開催日全て） 

   ④ブロック別税務座談会 

     開催日   第１ブロック 平成２８年９月２６日（月）（参加人数４６名） 

           第２ブロック 平成２８年９月２９日（木）（参加人数４１名） 

           第３ブロック 平成２８年１０月３日（月）（参加人数４４名） 

           第４ブロック 平成２８年１０月１２日（水）（参加人数５１名） 

           第５ブロック 平成２８年１０月１８日（火）（参加人数４０名） 

           第６ブロック 平成２８年１０月２１日（金）（参加人数４７名） 

           第７ブロック 平成２８年１０月２８日（金）（参加人数３３名） 

     開催場所  板橋法人会館 ３階会議室（上記開催日全て） 

   ⑤税の知っ得塾 

     第１支部 平成２８年７月７日（木） 

           巣鴨信用金庫板橋支店（参加人数３５名） 

     第２支部 平成２８年１０月２５日（火） 

           巣鴨信用金庫板橋支店（参加人数２３名） 

     第３支部 平成２８年１２月１４日（水） 

           あかのれん（参加人数２０名） 

     第４支部 平成２８年４月１４日（木） 

           蓮沼氷川神社 社務所（参加人数２０名） 

     第６支部 平成２８年１１月２２日（火） 

           富士見地域センター内 第一洋室（参加人数２０名） 

     第７支部 平成２９年１月１９日（木） 

           中板橋商店街会館（参加人数１６名） 

     第９支部 平成２８年１２月５日（月） 

           板橋法人会館 ３階会議室（参加人数１５名） 

     第１３支部 平成２８年１２月１９日（月） 

            桜川地域センター（参加人数３５名） 

     第１４支部 平成２８年１２月７日（水） 

            小茂根一丁目集会所（参加人数１５名） 

 



 

     第１５支部 平成２８年１２月８日（木） 

            東京信用金庫上板橋支店（参加人数２５名） 

     第１６支部 平成２８年１１月１７日（木） 

            カフェレストラン ジューディー（参加人数１２名） 

     第１８支部 平成２８年１２月６日（火） 

            志村コミュニティホール（参加人数１９名） 

     第１９支部 平成２８年７月１３日（水） 

            志村坂上地域センター（参加人数２５名） 

     第２１支部 平成２８年１２月５日（月） 

            中華料理「剣閣」（参加人数４５名） 

     第２２支部 平成２８年１２月１０日（土） 

            野菜塾（参加人数１９名） 

     第２３支部 平成２８年７月２２日（金） 

            中台地域センター（参加人数３６名） 

     第２４支部 平成２８年１１月１８日（金） 

            徳丸地域センター（参加人数３０名） 

     第２５支部 平成２８年１２月２７日（火） 

            下赤塚駅前集会所（参加人数１２名） 

     第２８支部 平成２８年１１月８日（火） 

            コミュニティーカフェ・高島平駅前（参加人数１８名） 

     第２９支部 平成２８年１０月１４日（金） 

            仲蓮根会館（参加人数１６名） 

     青 年 部 会 平成２８年１２月１日（木） 

            板橋区立文化会館 第１,２和室（参加人数２７名） 

   ⑥板橋区民まつり 税のスタンプラリー 

      開催日   平成２８年１０月１５日（土）、１６日（日） 

      開催場所  板橋法人会館前 

      内 容   板橋区主催イベントである板橋区民まつりにあわせ、一般来場 

            者を対象に開催。税務関係六団体主催、板橋区教育委員会の後 

            援で小学生とその保護者を対象に税金クイズによるスタンプラ 

            リーを行った。 

      参加者   約１，０００名 

   ⑦支部研修会 

     開催期間  平成２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金） 

     開催場所  工場など研修可能施設 

     実施件数  ２６件 

     参加人数  ６８１名 

 

 



 

 （２）納税意識の高揚を目的とする事業 

   ①ｅ－Ｔａｘ・ｅＬＴＡＸを促進する 

     広報紙、ホームページを通じ広くＰＲを実施。 

   ②広報紙等による税情報の発信 

     広報紙は、年６回（発行月５月、７月、９月、１１月、２９年１月、３月） 

     発行し板橋税務署、板橋都税事務所、板橋区役所、板橋法人会からの情報を 

     掲載。 

   ③税を考える週間実施事業 

     税をテーマとした川柳コンクール 

       川柳募集期間   平成２８年６月１日（日）～９月３０日（金） 

       選句会      平成２８年１１月７日（月） 

       応募作品数    １５，１８９句 

       受賞者数     百選入選（一般部門１００名、ジュニア部門１００名） 

                主催団体賞３句、後援団体賞４句、特別賞７句（一般）、 

                特別賞８句（ジュニア） 

   ④板橋花火大会 イベント協働事業 

     開催日   平成２８年８月６日（土） 

     開催場所  荒川戸田橋上流河川敷 

     内 容   板橋区が主催する花火大会に協賛し、大会パンフレットに納税意 

           識の高揚を目指した広告を掲載、同時に法人会をＰＲした。 

 （３）税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 

   ①税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出（全国大会） 

     開催日   平成２８年１０月２０日（木） 

     開催場所  長崎ブリックホール 

     内 容   法人会全国大会において、全国の会員から税制に関する意見要望 

           を取りまとめて、税制改正要望大会を行なった。 

          決議された要望事項を有効なものとするため国レベル、      

           県連レベル、単位会レベルで関係機関等に対し、要望活動を  

            行っている。 

     要望活動  平成２８年１２月７日（水）実施  ４名参加 

   ②全国青年の集い 

     開催日   平成２８年９月９日（金） 

     開催場所  旭川大雪アリーナ、道北地域旭川地場産業振興センター 

     内 容   全国から選抜された１１の青年部会からの租税教育活動プレゼン 

           テーション、並びに意見交換・情報交換を行った。 

     参加者   当会から１０名参加 

 

 

 

 



 

   ③女性フォーラム 

     開催日   平成２８年４月１４日（木） 

     開催場所  ビッグパレットふくしま 

     内 容   全国から女性部会員が参加し、記念講演会並びに意見交換・情報 

           交換を行った。 

     参加者   当会から３名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 地域企業の健全な発展に資する事業 

 （１）簿記講習会 

    ①やさしい簿記（Ⅰ） 

     開催日   ①平成２８年６月２７日（月）（参加人数２８名） 

           ②平成２８年６月３０日（木）（参加人数２５名） 

           ③平成２８年７月４日（月）（参加人数２７名） 

           ④平成２８年７月７日（木）（参加人数２２名） 

           ⑤平成２８年７月１１日（月）（参加人数２０名） 

     開催場所  板橋法人会館 ３階会議室（上記開催日全て） 

     講 師   税理士 青木 学氏（東京税理士会板橋支部）（上記開催日全て） 

    ②やさしい簿記（Ⅱ） 

     開催日   ①平成２８年７月２１日（木）（参加人数２１名） 

           ②平成２８年７月２５日（月）（参加人数２０名） 

           ③平成２８年７月２８日（木）（参加人数１９名） 

           ④平成２８年８月１日（月）（参加人数１９名） 

           ⑤平成２８年８月４日（木）（参加人数１５名） 

           ⑥平成２８年８月８日（月）（参加人数１７名） 

     開催場所  板橋法人会館 ３階会議室（上記開催日全て） 

     講 師   税理士 鈴木都子氏（東京税理士会板橋支部）（上記開催日全て） 

 （２）税務・労務・経営及び経営支援相談 

     開催場所  板橋法人会館 役員室又は３階会議室 

     相談員   （税務）税理士、（労務）社会保険労務士、 

           （経営及び経営支援）中小企業診断士、経営コンサルタント 

     相談数   ５社 

 （３）インターネット配信サービス「セミナー・オンデマンド」 

     視聴数   ６，３６８回 

     利用者数  ７４９名 

     内 容   「経営支援活動」「社会貢献活動」「正しい税知識の普及活動」等 

           の推進に有効なツールとして、インターネットによるセミナー 

           配信サービスを実施。 

 （４）実務セミナー 

    ①中小企業の経営戦略セミナー 

     「社員のストレス不全を防ぐためには」 

      開催日   平成２８年１１月８日（木） 

      開催場所  板橋法人会館 ３階会議室 

      講 師   社会保険労務士・精神保健福祉士 赤澤 将氏 

      参加者   ３８名 

 

 



 

    ②「マイナンバー制度に伴う実務対応直前講座」 

      開催日   平成２８年１１月２５日（木） 

      開催場所  板橋法人会館 ３階会議室 

      講 師   社会保険労務士・初級産業カウンセラー 野澤直子氏 

      参加者   ３２名 

    ③スキルアップセミナー 

     「ファイナンシャルプランナーが解説！！知って役立つ確定拠出年金」 

      開催日   平成２８年１２月７日（水） 

      開催場所  板橋法人会館 ３階会議室 

      講 師   資格の大原 ＦＰ講座講師 １級ＦＰ技能士・ＣＦＰ 糸川 実氏 

      参加者   ２５名 

 （５）地域講演会（環境関連事業） 

     開催日   平成２８年９月８日（木） 

     開催場所  板橋区立文化会館 大ホール 

     講師・演題 ジャーナリスト 池上 彰氏 

           「池上彰のニュースから世界を読む！」 

     参加者   １，２６３名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 地域社会への貢献を目的とする事業 

 （１）地域社会貢献事業 こどもわくわくフェスタへの参加 

     開催日   平成２８年５月２２日（日） 

     開催場所  板橋区平和公園 

     内 容   板橋区と協働で子育て支援イベントを開催し、租税教育活動 

           として税金クイズを実施、及びＮＡＯＫＯ☆あさがお２０１５の 

           配付を行った。 

 （２）子育て支援事業 

    「音楽のおくりもの」 

     開催日   平成２８年９月２８日（水） 

     開催場所  板橋区立グリーンホール２階ホール 

     内 容   板橋区と協働で子育て支援の一環としてコンサートを行った。 

     演奏者   （株）ビジョンミュージックキッズ 

     参加者   ○１歳から３歳までの親子 ２４１名 

           ○これから出産される方、子育てされる方 ２４４名 

（３）厚生講演会 

    開催日   平成２８年１０月２６日（水） 

    開催場所  板橋法人会館 ３階会議室 

    講 師   医学ジャーナリスト 松井宏夫氏 

    演 題   「がんはもう怖くない～ここまで進んだ最先端医療～」 

    参加者   ８３名 

 （４）チャリティコンサート事業 

    復興支援チャリティコンサート「音楽の絵本」 

     開催日   平成２９年１月７日（土） 

     開催場所  板橋区立文化会館 大ホール 

     内 容   板橋区と協働でチャリティコンサートを行い熊本地震・ 

           東日本大震災両被災地へ義援金を送った。 

     演奏者   ズーラシアンブラス（１２名編成） 

     参加者   １，１４３名 

 （５）青年部会地域社会貢献事業 

    ①税金カルタ大会 

     ＜上板橋第四小学校＞ 

      開催日   平成２８年６月２１日（火） 

      開催場所  上板橋第四小学校 

      参加人数  ２４名 

     ＜板橋第七小学校＞ 

      開催日   平成２９年１月２４日（火） 

      開催場所  板橋第七小学校 

      参加人数  ３２名 



 

   ②板橋区民まつり 親子税金クイズ 

     開催日   平成２８年１０月１５日（土）、１６日（日） 

     開催場所  板橋第一中学校 校庭 

     参加人数  １，２００名 

    ③板橋農業まつり 親子税金クイズ 

     開催日   平成２８年１１月１２日（土）、１３日（日） 

     開催場所  赤塚体育館少年運動場 

     参加人数  １，２００名 

   ④夢への第１歩 ～私のアイデアが形になる～ 

    ＜加賀中学校＞ 

     開催日   平成２８年１２月１７日（土） 

     開催場所  加賀中学校 体育館 

     講 師   株式会社Ｈａｎｄ－Ｃ 代表取締役 仁禮彩香氏 

     ワークショップ 「子ども企画会議」 

     企 画   同中学校生徒による洋菓子新商品の企画 

     講 師（総評）  タカセ洋菓子株式会社 常務取締役 森 裕樹氏 

     来場者数  １５４名 

    ＜高島第二中学校＞ 

     開催日   平成２９年１月２１日（土） 

     開催場所  高島第二中学校 体育館 

     講 師   株式会社飛脚堂 代表取締役 塙 佳憲氏 

     演 題   「とりあえずの力」 

     企 画   同中学校生徒によるポテトチップ新商品の企画 

     講 師（総評）  山芳製菓株式会社 代表取締役 山﨑光博氏 

     来場者数  １１９名 

   ⑤板橋Ｃｉｔｙマラソン 親子税金クイズ 

    開催日   平成２９年３月１９日（日） 

    開催場所  荒川河川敷 

    内 容   会場にブースを設置し、マラソン参加者へのホットドリンクを配 

          付。親子税金クイズを実施するとともに、法人会キャラクターの 

          「けんた」と、国税庁ｅ－Ｔａｘキャラクター「イータ君」の 

          着ぐるみによりＰＲを行い、納税意識の高揚につとめた。 

    来場者数  ２，３００名 

 （６）女性部会地域社会貢献事業 

    押し花講習会 

     開催日   平成２９年２月１５日（水） 

     開催場所  板橋法人会館 ３階会議室 

     参加者   ３４名 

 



 

 （７）支部社会貢献活動 

     第１支部 平成２８年１２月２日（金）「地域おこし」 

     第２支部 平成２８年１１月１９日（土）、平成２９年２月７日（火） 

           「支部地域小学校を対象とした出前コンサート」 

     第３支部 平成２８年９月３日（土）、４日（日）、１０日（土）、１１日（日） 

           「地区町会祭礼行事でのうちわ配布による税の啓発活動」 

     第４支部 平成２８年９月２４日（土） 

           「縁日大会における地域交流事業（蓮沼児童遊園）」 

     第５支部 平成２９年２月４日（土） 

           「第５支部・地域町内会の合同主催による星空コンサート」 

     第６支部 平成２８年１０月２３日（日）「富士見まつり参加」 

     第９支部 平成２８年１０月２４日（月） 

            「こども落語会（板橋第七小学校体育館）」 

     第１４支部 平成２８年１１月２６日（土） 

            「租税クイズ＆バラエティショー＆牛若丸 

                     （上板橋第２小学校体育館）」 

     第１５支部 平成２８年１０月２３日（日） 

            「第４回まもりん坊まつり、こども縁日への参加」 

     第２０支部 平成２８年４月３日（日）「もちつき大会」 

     第２１支部 平成２８年１０月１０日（月） 

            「新河岸ミュージカル（新河岸小学校体育館）」 

     第２２支部 平成２８年４月２日（土）「西台町会「さくら祭」」 

     第２３支部 平成２９年３月５日（日）「中台地区「さくら草まつり」」 

     第２５支部 平成２８年６月２６日（日） 

            「音を楽しもう２０１６（下赤塚小学校体育館）」 

     第２６支部 平成２８年１２月３日（土）、２６日（月） 

            「地域住民の防火・防災意識の普及・高揚」 

     第２７支部 平成２８年１２月１８日（日） 

            「親子で租税教室とミュージカル観劇（成増ヶ丘小学校体育館）」 

     第２８支部 平成２８年１０月３０日（日） 

            「高島平まつりへの参加協力と法人会のＰＲ（旧高島七小校庭）」 

     第２９支部 平成２８年６月５日（日） 

            「防災・防犯用品と法人会冊子の配付（志村第六小学校校庭）」 

 

 

 

 

 

 



 

 （８）地域社会貢献講演会 

    ①異業種交流会 

     開催日   平成２８年１１月１４日（月） 

     開催場所  板橋区立文化会館 ４階大会議室 

     講 師   （元）株式会社オリエンタルランド 

            専務取締役 奥山康夫氏 

    演 題   東京ディズニーランドの挑戦 

    参加者   ６４名 

    ②講演・朗読劇 

     開催日   平成２８年１１月２９日（火） 

     開催場所  板橋区立文化会館 ２階小ホール 

     講 師   日本大学経済学部／大学院経済学研究科教授 

           元金沢国税局長 

            伏見俊行氏 

     演 題   「未来へ」（後編・戦後編） 

     参加者   ２４４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 会員の交流に資するための事業 

（１）署長講演会 

    開催日   平成２８年１１月２１日（月） 

    会 場   板橋区立グリーンホール１階ホール 

    演 題   「くらしと税の遊歩道～私の備忘録」 

    講 師   板橋税務署長 角田省一氏 

（２）役員懇談会 

    開催日   平成２８年９月２日（金） 

    会 場   箱根ホテル小涌園 

 （３）法律相談 

     実施回数  ４回 

 （４）板橋税務署との意見交換会 

     開催日   平成２８年８月２３日（火） 

     会 場   板橋法人会館 ３階会議室 

 （５）板橋区民まつり協賛 

     開催日   平成２８年１０月１５日（土）～１６日（日） 

     会 場   板橋区立グリーンホール前道路及び周辺 

 （６）板橋Ｃｉｔｙマラソン イベント協賛 

     開催日   平成２９年３月１９日（日） 

     開催場所  荒川河川敷 

 （７）女性部会全国大会懇親会 

     開催日   平成２８年４月１４日（木） 

     会 場   ビッグパレットふくしま 

 （８）新年賀詞交歓会 

     開催日   平成２９年１月１３日（金） 

     会 場   板橋区立文化会館 大会議室 

 （９）１２月理事会（年末忘年会） 

     開催日   平成２８年１２月１６日（金） 

     会 場   トミコシ会館 

 （１０）総会懇親会 

     開催日   平成２８年６月２３日（木） 

     会 場   板橋区立文化会館 大会議室 

 （１１）会員増強功労者表彰 

     開催日   平成２８年６月２３日（木） 

     開催場所  板橋区立文化会館 小ホール 

     受彰者   ２名、６団体 

 （１２）会員増強活動用器材の手配 

     内 容   クリアフォルダー、全法連発行「法人会のご案内」・会員増強 

           チラシ、法人会のしおり、ポスターを各支部に配布 



 

 （１３）支部活動（共益） 

     内 容   各支部で新年賀詞交歓会、ゴルフコンペ等を実施 

 （１４）青年部会共益事業 

     ①東法連青連協第４ブロックチャリティコンペ 

      開催日   平成２８年９月２９日（木） 

      開催場所  高坂カントリークラブ 

     ②青年部会通常総会懇親会 

      開催日   平成２８年４月２０日（水） 

      開催場所  板橋法人会館 ３階会議室 

     ③青年部会役員会 

      開催回数  ４回 

      開催場所  板橋法人会館 ３階会議室 

     ④青年部会グループ会議 

      開催回数  総務 ６回、事業 １２回、社会貢献 １０回、財務 ６回 

      開催場所  板橋法人会館 ３階会議室 他 

     ⑤全国青年の集い北海道大会懇親会 

      開催日   平成２８年９月９日（金） 

      開催場所  道北地域旭川地場産業振興センター 

     ⑥青年部会税務座談会 

      開催日   平成２８年１２月１日（木） 

      開催場所  板橋区立文化会館 第１和室、第２和室 

      講 師   板橋税務署長 角田省一氏 

      演 題   遊歩道に置いてきた忘れ物 

     ⑦忘年会 

      開催日   平成２８年１２月３日（土） 

      開催場所  ホテル カデンツァ光が丘 

     ⑧新年会 

      開催日   平成２９年１月１４日（土） 

      開催場所  焼き肉処「高しま」 

     ⑨青年部会研修 

      開催日   平成２９年２月１７日（金）～１９日（日） 

      開催場所  台湾の経済社会歴史研修および文化交流 

     ⑩青年部会日帰り研修 

      開催日   平成２８年７月１０日（日） 

      開催場所  山梨県 

 （１５）女性部会活動（宿泊研修・新年会・役員会） 

     ①宿泊研修 

      開催日   平成２８年１０月２日（日）～３日（月） 

      開催場所  エクシブ箱根離宮 



 

     ②新年会 

      開催日   平成２９年１月２７日（金） 

      開催場所  ホテル椿山荘東京 

     ③役員会 

      開催回数  ６回 

      開催場所  板橋法人会館 ３階会議室 

 （１６）源泉部会共益事業 

     新任者講習会 

      開催日   平成２８年５月１８日（水）、２５日（水） 

      開催場所  板橋法人会館 ３階会議室 

 （１７）経営者大型保障制度の普及推進（案内・周知） 

 （１８）経営保全プランの普及推進（案内・周知） 

 （１９）がん保険制度の普及推進（案内・周知） 

 （２０）貸倒保障制度（取引信用保険）の普及推進（案内・周知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成28年度　　労働保険料等徴収・納付状況報告

〈労働保険料〉
平成28年度
徴収決定額

事業主からの徴収額 政府への納付額

第 ２ 期　労働保険料　　　 18,226,000 17,822,419 18,226,000

第 1 期　労働保険料
（平成27年度確定不足分含む）

18,702,985 19,932,442 18,713,015

第 ３ 期　労働保険料　　　 18,510,256 18,242,763 18,467,030

0

追徴金 0 0 0

政府より還付金 0

延滞金 0 0

合　　　計 55,439,241 55,997,624 55,406,045

事業主への返還金 590,667

　　一般拠出金への充当 912

政府への
納付額

一般拠出金 62,100 61,188 912 62,100

〈一般拠出金〉
平成28年度
徴収決定額

事業主からの
徴収額

保険料（返還金）
からの充当

 ５ 会員の福利厚生等に資するための事業 

（１）簡易生命保険団体保険料払込制度に係る集金事務 

（２）板橋法人会館の賃貸業務 

（３）労働保険事務代行業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 組織の状況 

１ 会員数 

   期 首 （平成２８年４月１日）   ６，０６８社 

   当 期 （新規加入）          １５０社 

   当 期 （退  会）          ２５４社 

   期 末 （平成２９年３月３１日）  ５，９６４社（加入率５８．５％） 


