
Ⅰ (一社) 静岡県法人会連合会関係

総　　会

29.06.27 第５回定時総会

［決議議案］

　第１号議案 　平成２８年度収支決算報告承認の件

　第２号議案 　役員改選の件

［報告議案］

　第１号議案 　平成２８年度事業報告について

　第２号議案 　平成２８年度「公益目的支出計画」の実施状況について

　第３号議案 　平成２９年度事業計画について

　第４号議案 　平成２９年度収支予算について

平成３０年度税制改正要望事項について

表彰 (1) 名古屋国税局長感謝状授与

(2) 平成２９年度全法連功労者表彰伝達

(3) 平成２９年度特別功労役職員県連会長表彰

(4) 平成２８年度諸部門成績優秀単位会表彰

(5) 運営研究法人会指定書交付

記念講演会

講師／ エコノミスト・明治大学政治経済学部准教授   飯　田　泰　之　氏

演題／ 「デフレ脱却！！日本経済への究極の処方箋」

理 事 会

29.05.23 第１１回理事会

第１号議案 第５回定時総会議決権行使者定数承認の件

第２号議案 平成２８年度事業報告並びに収支決算報告承認の件

第３号議案 役員改選の件

第４号議案 第５回定時総会上程議案承認の件　　　　

第５号議案 「個人情報取扱要領」の改定承認の件

第６号議案 平成２８年度諸部門推進成績優秀単位会表彰承認の件

第７号議案 第７２回東海法人会連合会大会の出席者数承認の件

１

２

事　　　　業　　　　内　　　　容

自平成２９年４月１日～至平成３０年３月３１日
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報告事項

第１号 第５回定時総会開催の概要について

第２号 平成２９年度全法連会長表彰受彰者並びに県連会長表彰受彰者について

第３号 第２９回東海法人会連合会の定時総会について

第４号 平成２９・３０年度の「運営研究法人会」の指定について

第５号 「公益目的支出計画」の実施状況について

第６号 平成２８年度福利厚生制度推進結果について

第７号 福利厚生制度「２年２万社純増運動～新規制度加入ＧＯＧＯキャンペーン」について

第８号 代表理事等の職務執行状況報告について

第９号 その他報告事項について

29.06.27 第１２回理事会

第１号議案 平成２９年度・３０年度　正副会長並びに専務理事選任の件

第２号議案 平成２９年度・３０年度　委員会委員長委嘱承認の件

第３号議案 平成２９年度　東海法人会連合会役員候補者推薦承認の件

第４号議案 平成２９年度・３０年度　公益財団法人全国法人会総連合

　　　理事、委員会委員候補者推薦承認の件

30.03.26 第１３回理事会

第１号議案 平成３０年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件

第２号議案 一般社団法人静岡県法人会連合会第６回定時総会開催日承認の件

第３号議案 「職員就業規則」の一部改定（案）承認の件

第４号議案 「職員給与規程」の一部改定（案）承認の件

第５号議案 「職員嘱託規程」の一部改定（案）承認の件

第６号議案 「『運営研究法人会』取扱要領」の一部改定（案）承認の件

第７号議案 「法人会メリットカード取扱要領」の一部改定（案）承認の件

報告事項

第１号 平成２９年度の納税表彰受彰者等について

第２号 「会員増強運動」の結果（平成２９年１２月末現在の会員数）について

第３号 経営者大型総合保障制度等福利厚生制度の推進状況について

第４号 福利厚生制度「ふやそう２万社GOGOキャンペーン」の推進状況について

第５号 行政庁（静岡県）による立入検査について

第６号 ガバナンスの強化（適正な会運営）への対応について

第７号 代表理事等の職務執行状況報告について

第８号 「法人会メリットカード」の取扱状況について

第９号 法人会事務局の強化について

第１０号 「法人会アンケート調査システム」の登録状況等について

第１１号 その他報告事項
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委 員 会

総務委員会

29.05.16 第１回総務委員会

30.03.22 第２回総務委員会

組織委員会

29.07.14 第１回組織委員会

30.02.15 第２回組織委員会

税制委員会

29.05.30 第１回税制委員会

29.06.08 第２回税制委員会

広報委員会

29.09.21 第1回広報委員会

30.02.27 第２回広報委員会

事業研修委員会

29.09.14 第１回事業研修委員会

29.12.19 第72回東海法人会連合会大会第１回実行委員会

30.02.23 第２回事業研修委員会

30.02.23 第72回東海法人会連合会大会第２回実行委員会

厚生委員会

29.05.25 第１回厚生委員会並びに福利厚生制度推進連絡協議会

30.02.08 第２回厚生委員会並びに福利厚生制度推進連絡協議会

専務理事等会議

29.04.18 第１回専務理事等会議

29.07.06 第２回専務理事等会議

３

４
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29.08.01 第１回事務担当者会議

29.10.17 第３回専務理事等会議

30.01.19 第４回専務理事等会議

30.01.19 第２回事務担当者会議

青年部会連絡協議会

29.04.28  青年部会連絡協議会　監事会、第１回常任理事会

29.06.01 青年部会連絡協議会　第５回定時総会

第１号議案 平成２８年度事業報告承認の件

第２号議案 平成２８年度収支決算報告承認の件

第３号議案 平成２９年度事業計画(案)承認の件

第４号議案 平成２９年度収支予算(案)承認の件

第５号議案 役員改選の件

記念講演会（青年部会、女性部会合同で開催）

講師　　　　　㈱髙島屋日本橋店　総務部顧客グループ担当部長

コンシェルジュ 敷　田　正　法　氏

演題  「最高のおもてなし」　～人の心を動かす『気遣い力』とは～

29.07.28 青年部会連絡協議会第２回常任理事会

29.10.26 青年部会連絡協議会第２７回情報交換会

６ 女性部会連絡協議会

29.04.25  女性部会連絡協議会　監事会、第１回正副会長会

29.06.01 女性部会連絡協議会　第５回定時総会

第１号議案 平成２８年度事業報告承認の件

第２号議案 平成２８年度収支決算報告承認の件

第３号議案 平成２９年度事業計画(案)承認の件

第４号議案 平成２９年度収支予算(案)承認の件

第５号議案 役員改選の件

記念講演会（青年部会、女性部会合同で開催）

５
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講師　　　　　㈱髙島屋日本橋店　総務部顧客グループ担当部長

コンシェルジュ 敷　田　正　法　氏

演題  「最高のおもてなし」　～人の心を動かす『気遣い力』とは～

29.07.21 女性部会連絡協議会第２回正副会長会

29.10.03 女性部会連絡協議会第２７回情報交換会

29.12.12 女性部会連絡協議会第３回正副会長会

30.02.26 「税に関する絵はがきコンクール」県連会長賞・女連協会長賞選考会

７ 監 事 会

29.05.10 監事会

平成２８年度収支決算会計監査、業務監査

Ⅱ　東海法人会連合会関係

29.06.23 東海法人会連合会青年部会連絡協議会第２６回定時総会及び情報交換会〔三重県連担当〕

29.06.23 東海法人会連合会青年部会連絡協議会新旧常任理事会メンバー交流会

29.08.09 東海四県女性部会連絡協議会役員打合せ会〔岐阜県連担当〕

29.08.18 東海四県連専務理事等会議

29.09.06 東海法人会連合会第２９回定時総会〔三重→静岡 主幹交代〕

29.09.20 東海税務連絡協議会第４０回定時総会

29.10.11 東海大会事前打合せ会

29.10.18 第３６回岐阜県下法人会女性部会連絡協議会

29.11.13 愛知県法人会女性部会連絡協議会情報交換会

30.01.26 東海税務連絡協議会正副会長会

30.02.02 東海四県連専務理事等会議

30.03.09 第７２回東海法人会連合会大会〔静岡県連担当〕

30.03.20 東海法連青年部会連絡協議会常任理事会〔岐阜県連主幹〕
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Ⅲ　全国法人会総連合関係

29.04.07 第１２回法人会全国女性フォーラム、情報交換会－鹿児島大会－

29.04.14 第１回全国県連専務理事等会議

29.05.24 第２４回理事会

29.06.02 全法連青年部会連絡協議会平成２９年度定時連絡協議会（総会）

29.06.05 第１回福利厚生制度『制度商品開発小委員会』

29.06.06 全法連女性部会連絡協議会平成２９年度定時連絡協議会（総会）

29.06.21 第２５回理事会

29.07.05 第１回厚生委員会

29.07.19 第１回事業研修委員会

29.07.20 第１回広報委員会

29.07.26 第１回税制委員会

29.07.27 第１回総務委員会

29.08.03 第１回組織委員会

29.08.23 第２０回新任事務局長セミナー

29.08.24 第２回全国県連専務理事等会議

29.09.05 第２回税制委員会

29.09.21 第２６回理事会

29.09.26 第２回厚生委員会及び事前打合せ会

29.10.05 第３４回全国大会－福井大会－

29.10.19 第２回福利厚生制度『制度商品開発小委員会』

29.11.09 全法連青年部会連絡協議会平成２９年度第２回連絡協議会

29.11.09 第３１回法人会全国青年の集い－高知大会－租税教育活動プレゼンテーション

29.11.09 第３１回法人会全国青年の集い－高知大会－部会長ウェルカムパーティ

29.11.10 第３１回法人会全国青年の集い－高知大会－部会長サミット

29.11.10 第３１回法人会全国青年の集い－高知大会－租税教育活動パネル展

29.11.10 第３１回法人会全国青年の集い－高知大会－

29.12.07 第３回全国県連専務理事等会議

29.12.12 第１回厚生常任委員会

30.01.15 第５回事務局強化検討会

30.01.22 新年賀詞交歓会

30.02.01 第３回厚生委員会

30.02.06 第２回事業研修委員会

30.02.08 第２回広報委員会

30.02.14 平成３０年税制セミナー

30.02.15 第３回税制委員会

30.02.20 第３回福利厚生制度『制度商品開発小委員会』

30.02.21 第２回組織委員会

30.02.22 第２回総務委員会

30.03.02 第３４回事務局セミナー
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30.03.19 第２７回理事会

30.03.27 第６回事務局強化検討会

Ⅳ　事業活動関係

運営研究会・税制セミナー

30.01.30 第４７回静岡県法人会運営研究会

・  研究発表会

第一部 (一社)伊豆下田法人会 「公益の一歩先へ　

　　～小規模単位会における事業考察～」

第二部 (公社)藤枝法人会 「『志太地域の地縁・人縁を活かす法人会活動』

　　～税の広報活動と租税教育活動～」

・ 役員研修会

　テーマ 「弁護士は中小企業のサポーターです」

　講　師 静岡県弁護士会　中央法律事務所　　大　瀧　友　輔　氏

30.03.15 税制セミナー

講　師 税理士法人坂本＆パートナー 所長　 執行役員　　山　尾　秀　則　氏

テーマ 「平成３０年度の税制改正事項の解説について」

講演会・研修会

29.11.16 静岡県下１３署管内調査部所管法人研修会

・講演 講師　　名古屋国税局調査部長　　沖　田　政　人　氏

演題　　　「税法の解釈について」

・研修 (1)　講師　　名古屋国税局調査部調査審理課課長　寺　尾　敦　郁　氏

　　 演題　　「申告書作成上の留意点～申告前の再点検～」

(2)　講師　　静岡税務署法人課税第一部門統括官　溝　添　達　也　氏

　　 演題　　　「誤りやすい源泉所得税の取扱い」

１

２
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広　　報

平成２９年度の主な広報活動について

平成２９年度の「税を考える週間」新聞広告

１１月１１日 名古屋国税局長と静岡県知事、静岡新聞社・静岡放送会長対談頁に掲載

日本経済新聞（静岡版）「法人会広告」

８月～１２月に７回掲載

（８月２日、９月５日、１０月４日、１１月２日、１１月８日、１２月５日、１２月１２日）

ラジオＣＭの放送

全法連作成のラジオＣＭを放送

１１月１１日～１７日 　　平成２５年度から始めたＳＢＳ「ラジオ集中スポット」に、

　　K-mix（FM）のスポットCMを加え、通勤時間帯に２４本 

　　（SBS１１本、K-mix１３本）放送

その他

Ⅴ　表彰関係　
県連会長表彰

29.06.27 平成２９年度特別功労役職員表彰

特別功労役員表彰 42 名

精励事務局職員表彰 1 名

平成２８年度会員増強表彰

会員増強努力賞（前年比　1社以上） 5 会

高加入率維持努力賞（65％以上を３年間維持） 2 会

高加入率維持努力賞（60％以上を３年間維持） 1 会

平成２８年度研修参加率向上表彰

研修参加率向上賞（前年比３％以上） 7 会

研修参加率努力賞（160％以上） 2 会

平成２８年度福利厚生制度推進表彰

福利厚生制度推進優秀賞（取扱会社毎の収入保険料前年比） 11 会

福利厚生制度推進維持優秀賞（前年比100％以上を３年間維持） 4 会

経営者大型総合保障制度の役員加入率優秀賞（70％以上） 4 会

３
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福利厚生制度重点項目推進特別表彰

大型保障制度推進表彰

３項目目標達成 1 会

２項目目標達成 1 会

ビジネスガード推進表彰

収入保険料増加額第１位 1 会

収入保険料増加額第２位 1 会

がん保険推進表彰

新規契約収入保険料増加額第１位 1 会

新規契約収入保険料増加額第２位 1 会

29.11.03 平成２９年度 功労法人表彰 114 社

平成２９年度 法人役職員表彰 14 名

30.02.08 平成２９年度福利厚生制度推進取扱会社職員及び代理店表彰

経営者大型総合保障制度 8 名、 2 社

ビジネスガード 3 社

がん保険制度 3 社

受彰関係

29.06.27 全法連平成２９年度功労者表彰受彰（伝達）

単位会功労役員表彰 22 名

功労専従事務局職員表彰 1 名

29.10.05 全法連平成２８年度会員増強表彰受彰

高加入率維持努力賞（加入率５０％以上３年間維持） (一社) 静岡県法人会連合会

全法連平成２８年度会員増強単位会特別表彰受彰

優秀賞（対前年比5社以上） (一社) 熱海伊東法人会

(公社) 清水法人会

(公社) 掛川法人会

努力賞（対前年比１社以上） (公社) 浜松東法人会

(公社) 浜松西法人会

全法連平成２８年度研修参加率向上表彰受彰

税法税務研修優秀賞（120％以上） (一社) 熱海伊東法人会

２
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全法連平成２８年度福利厚生制度推進表彰受彰

福利厚生制度推進表彰（大同生命取り扱い分100％以上） (一社) 静岡県法人会連合会

福利厚生制度推進表彰（対前年比100％以上３年間維持） (一社) 静岡県法人会連合会

福利厚生制度推進表彰（３社計の対前年比103％以上） (一社) 熱海伊東法人会

(公社) 磐田法人会

(公社) 沼津法人会

(公社) 島田法人会

(公社) 浜松西法人会

(公社) 浜松東法人会

(一社) 三島田方法人会

(公社) 藤枝法人会

29.11.10 全法連平成２８年度青年部会部会員増強表彰受彰

純増基準

優秀賞 (一社) 岳南法人会青年部会

(公社 )掛川法人会青年部会

奨励賞 (一社) 静岡県法人会連合会青年部会連絡協議会

(一社) 三島田方法人会青年部会

(公社) 浜松西法人会青年部会

(公社) 島田法人会青年部会

(公社) 浜松東法人会青年部会

３年連続純増賞 (一社) 静岡県法人会連合会青年部会連絡協議会

(公社) 浜松西法人会青年部会

平成２９年度納税功労表彰受彰者

29.10.25 財務大臣表彰受彰

東海法人会連合会　理事 　様

(一社) 静岡県法人会連合会　理事

(公社) 掛川法人会　会長

国税庁長官表彰受彰

(公財) 全国法人会総連合　理事 　様

東海法人会連合会　会長

(一社) 静岡県法人会連合会　会長 　　　 　　　　　

(一社) 静岡法人会　会長

29.11.07 名古屋国税局長納税表彰受彰

３

山 本 雅 一

中 西 勝 則
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(公社) 沼津法人会　副会長 　様

元　東海法人会連合会　常任理事

元　(一社) 静岡県法人会連合会　理事

(一社) 岳南法人会　副会長 　様

元　東海法人会連合会　理事

元　(一社) 静岡県法人会連合会　理事

東海法人会連合会　常任理事 　様

(一社) 静岡県法人会連合会　副会長

(公社) 藤枝法人会　会長

平成２９年度各種功労叙勲受章者

29.04.29 春の叙勲 旭日双光章

(公社) 浜松西法人会　相談役 　様

元　(公財) 全国法人会総連合　税制委員

元　(一社) 静岡県法人会連合会　副会長

東海法人会連合会　常任理事 　様

(一社) 静岡県法人会連合会　副会長

(公社) 島田法人会　会長

(一社) 静岡県法人会連合会　広報委員 　様

(公社) 掛川法人会　副会長

岩 原 茂 雄

雑 賀 祥 宣

４

中 山 和 彦

鈴 木 静 一

鳥 居 基 廣

牧 田 和 夫
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