
 

 

令和元年度事業報告書 

（平成 31 年 4月 1日～令和 2年 3月 31 日） 

 

Ⅰ 事業概要 

【公益目的事業 – 公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)各種税法及び税制に関する説明会・研修会・セミナー事業 

   ①法人税決算申告説明会（一関税務署共催） 

②税務・金融に関するセミナー（支部、部会） 

③経営講習会（支部） 

 

  (2)租税教育事業 

   ①小学校での租税教室の開催（7支部、青年部会 9校で開催） 

   ②租税教育用下敷きの寄贈（青年部会） 

    管内 30 校、小学校 6年生全員に配布（1,071枚）。 

    ※下敷きの内容：税を考える週間のメインスローガン「この社会あなたの税がいき

ている」と国の予算（円グラフ）の他、児童一人当たりの年間教育費の負担額を記

載。毎年デザインを変え、令和元年度は「スゴイぞ！新国立競技場」をテーマに作

成した。 

   ③「ジュニアエコノミーカレッジ」の開催（青年部会） 

   ④小学生の税に関する絵はがきコンクール（女性部会・国税庁後援） 

    管内 30 校、小学校 6 年生を対象として実施し、16 校 353 点の応募があり専門家を

交えての選考会、表彰式、作品展示会を行い絵はがきコンクールの普及と税の広報

並びに納税意識の高揚を図った。 

 

  (3)広報誌及びホームページによる税情報の発信事業 

①会報「法人ニュースいちのせき」の発行・配布（第 55号） 

②全法連季刊誌「ほうじん」の配布（春・夏・秋・冬号） 

③平成 31 年度税制改正速報版、平成 31 年度税制改正のあらましの配布 

④ホームページによる情報発信 

⑤税を考える週間に合わせ、ＦＭアスモで特別番組を放送 

⑥「e-Tax」「eLTAX」の普及拡大・利用推進（会報誌への記載等） 

⑦企業の税務コンプライアンス向上のための「自主点検チェックシート」（国税庁後

援）活用の推進のため、広報チラシを作成し会員へ配布 

 

(4)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「令和 2年度税制改正への提言」に向け会員へアンケート調査実施 

②令和 2 年度税制改正への提言活動 



全法連で採択された提言並びに地域関連事項を自治体首長等に対し陳情を行った。 

  （一関市長、一関市議会議長） 

  ③第 36回法人会全国大会への参加（三重県津市） 

④第 33回法人会全国青年の集いへの参加（大分県大分市） 

⑤第 14回法人会全国女性フォーラムへの参加（富山県富山市） 

 

 

 

【公益目的事業 – 公２】 

地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業 

(1)講座、講演会及びセミナー事業 

  ①実務研修セミナー 

②簿記講習会 

③中小企業会計啓発普及セミナー 

  ④税を考える週間特別番組放送（ＦＭアスモ） 

⑤新春経済講演会 

  ⑥総会記念講演会 

⑦支部/部会セミナー（講演会） 

 

(2)東日本大震災復興支援事業 

  ①「第７回東北中学校女子新人ソフトボール大会」の開催 

②被災地応援視察研修（女性部会） 

③「一関市社会福祉協議会」への寄付事業（女性部会） 

 

 

 

【会員支援事業– 他１】 

会員の交流及び福利厚生等に資する事業 

(1)福利厚生事業 

①経営者大型総合保障制度（大同生命・ＡＩＧ） 

 当法人会 岩手県連 全 法 連 

加入法人数 148 1,183 143,787 

加 入 率 19.7% 17.5% 18.6% 

 

   

②ビジネスガード（ＡＩＧ） 

 当法人会 岩手県連 全 法 連 

加入法人数 115 766 116,148 

加 入 率 15.31% 11.23% 15.39% 

 



 

③がん保険、医療保険、介護保険（アフラック） 

  当法人会 岩手県連 全 法 連 

がん保険制度 
加入法人数 128 

 

1,407 114,955 

加 入 率 16.5% 20.67% 14.77% 

医療保険制度 
加入法人数 79 879 56,133 

加 入 率 10.2% 12.91% 7.21% 

介護保険制度 
加入法人数 8 112 3,167 

加 入 率 1.0% 1.65% 0.41% 

ＷＡＹＳ 等 
加入法人数 32 412 15,286 

加 入 率 4.1% 6.05% 1.96% 

 

 

(2)会員支援事業 

①優良経理担当者表彰 

②会員交流会（支部、青年・女性部会） 

③親睦旅行（支部） 

④ゴルフコンペ（支部） 

⑤岩手県青連協「第 24 回研修の集い」一関大会主管開催（青年部会） 

⑥岩手県女連協「第 21 回特別研修の集い」胆江大会への参加（女性部会） 

 

   (3)会員増強事業 

   令和元年 10 月～12 月を会員増強運動月間とし、FM アスモにて 1 日 1 回法人会 CM を

放送し、新規会員の拡大による組織の充実・強化を目指し会員増強運動を実施した。 

（期間中入会８社） 
 

 令和 2年 3月 31 日 平成 31 年 4月１日 期首比 

正 会 員 数 ７６０社 ７４６社 １４社 

加 入 率 ４１．４％ ４２．０％ △０．６％ 

稼働法人数 １，８３３社 １，７７５社 ５８社 

 

  会員の移動状況 

➢ 正会員 

入会会員 ３３社   退会会員 １９社 

➢ 特別会員（個人等） 

入会会員  ４社   退会会員  ０社 

 



Ⅱ 管理関係 

１．規程整備 

(1)定  款    変更無し  

(2)規  約   変更無し 

 

２．組織状況 

  (1) 会員数   ♢ 正会員数 ７６０社   ♢ 特別会員数 １３社  （計 ７７４社） 

（令和 2 年 3月 31日現在） 

   支部別会員加入状況 

 一関 花泉 大東 千厩 東山 室根 川崎 藤沢 平泉 計 

法人数 959 139 135 189 103 55 47 101 105 1,833 

会員数 347 

 

61 

 

65 87 63 

 

33 29 42 47 774 

加入率 36.1% 43.8% 48.1% 46.0% 61.1% 60.0% 61.7% 41.5% 44.7% 42.2% 

   

(2) 役員数 （P14 資料 2参照） 

   ①本部役員  

会 長  岩渕 吉郎 （一関糧運㈱） 

理 事  45名（代表理事会長 1名、副会長 8 名、専務理事 1 名、理事 35名） 

    監 事  3名 

    顧  問  2名 

   ②支部役員 100 名 

    支部長 9名  副支部長 16 名  幹事 57 名  監事 18名 

     ③青年部会 

    役員 20 名  部会員 50 名 

   ④女性部会 

    役員 24 名  部会員 48 名 

   ⑤上部団体役員 

     東北六県連法人会連合会   理 事  岩渕 吉郎 （一関地区法人会会長） 

（一社）岩手県法人会連合会  副会長  岩渕 吉郎 （一関地区法人会会長） 

   （一社）岩手県法人会連合会  理 事  足利 徳夫 （一関地区法人会副会長） 

      〃             〃    小山 拓士 （一関地区法人会副会長） 

    法人会全国大会【岩手大会】実行委員会（令和 2 年 10月 8日開催予定） 

    ・大会副会長     岩渕 吉郎 （一関地区法人会会長） 

    ・懇親部会副部会長  足利 徳夫 （一関地区法人会副会長） 

    ・総務広報部会    金澤 英治 （一関地区法人会理事） 

    ・物産部会      宇部 和彦 （一関地区法人会青年部会長） 

    ・懇親部会      竹本 惠子 （一関地区法人会女性部会長） 



 ３．諸会議 

  (1) 通常総会 

開催日時  令和元年 6 月 18日(火) 16:00 

場  所  ベリーノホテル一関 

参加者数  会員 428 名（委任状含） 

議  事  報告事項 

      1.平成 30 年度事業報告の件 

      2.令和元年度事業計画報告の件 

      3.令和元年度収支予算報告の件 

      審議事項 

      1.平成 30 度収支決算承認の件（監査報告） 

      2.任期満了に伴う役員選任の件 

             

 (2) 理事会 

・第１回理事会 

  開催日時  令和元年 6月 3 日(月) 10:30 

場  所  サンプラザ及善 

参加者数  理事 27名  監事 2名 

議  事  1.令和元年度通常総会提出議案について 

・第２回理事会 

  開催日時  令和元年 6月 18 日(火) 17:00 

場  所  ベリーノホテル一関 

参加者数  理事 29名  監事 3名 

議  事  1.会長、副会長、専務理事の互選について 

・第３回理事会（書面決議） 

  開催日時  令和 2 年 3月 30 日(月) 

議  事  1.令和 2 年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の承認について 

 

 (3) 正副会長会議 

・第１回 

令和元年 6月 3 日(月)    9:45～  出席 9名  会場 サンプラザ及善 

・第２回 

令和元年 8月 30 日(金) 16:00～  出席 12名 会場 梅茂登 

 

(4) 監査会 

令和元年 5月 28 日(火) 16:00～  出席 7名  会場 一関商工会館 

 

(5) 福利厚生制度推進連絡協議会 

   令和元年 6 月 3日（金） 11:15～  出席 51名  会場 サンプラザ及善 

 

 (6) 外部会議等 

   本  部 ・全国法人会総連合関係    広報委員会（代理出席） 

・東北六県法人会連合会関係  運営協議会 

・岩手県法人会連合会関係   通常総会、定期理事会（2回）、 

               福利厚生制度連絡協議会 

全国大会実行委員会（6 回） 



   青年部会 ・岩手県連青年部会連絡協議会（2回） 

   女性部会 ・岩手県連女性部会連絡協議会（2回） 

 

 

４．表彰関係 

  (1) 納税功労表彰 

・一関税務署長表彰 

     副会長  千葉 力男 

(2) 永年勤続功労表彰 

・公益財団法人全国法人会総連合会長表彰 

     監 事  北田 文人 

・東北六県法人会連合会長表彰 

     前会長  及川 弘人 

・一般社団法人岩手県法人会連合会長表彰 

    副会長  小山 拓士    理 事  菊地 平一 

   


