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通常総会次第 

 

1．開  会 

2．会長あいさつ 

3．議長就任 

4．議事録署名者選任 

5．議  事 

【報告事項】 

（1）令和元年度事業報告の件 ……………………P 1～17 

（2）令和２年度事業計画報告の件 ………………P26～29 

（3）令和２年度収支予算報告の件 ………………P30～31 

【決議事項】 

第 1 号議案 令和元年度決算報告承認の件 ……P18～25 

6．閉  会 

 



【事業関係】

１．税知識の普及を目的とする事業
福島税務署共催
法人税等決算説明会
　

4/16 (火) 福島県青少年会館 AM：55社68名
(内非会員28名)
PM：61社71名
(内非会員42名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官　 五十嵐順一 氏

5/23 (木) コラッセふくしま 46社51名
(内非会員16名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

9/11 (水) コラッセふくしま 62社68名
(内非会員38名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

12/5 (木) コラッセふくしま 40社46名
(内非会員18名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

2/14 (金) コラッセふくしま 23社24名
(内非会員12名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

改正税法等説明会 10/11 (金) コラッセふくしま AM：106社117名
(内非会員43名)
PM：103社127名
(内非会員62名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

10/17 (土) 伊達市ふるさと会館 38社45名
(内非会員21名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

新設法人説明会 5/28 (火) コラッセふくしま 13社16名
(全非会員)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

11/26 (火) コラッセふくしま 9社7名
(内非会員6名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

消費税軽減税率制度等
　　　　　　　　説明会

9/11 (水) コラッセふくしま 51社61名
(内非会員37名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

10/11 (金) コラッセふくしま AM：72社81名
(内非会員28名)
PM：50社68名
(内非会員37名)

講師：福島税務署
　　　審理専門官 　五十嵐順一 氏

支部税務研修会
　川俣支部税務研修 6/14 (金) 一期一会 20名 演題：「消費税の軽減税率制度に

　　　　ついて」
講師：福島税務署
　　　法人課税第一部門統括官
　　　　　　　　　　白鳥 和美 氏

　保原支部税務研修会 6/28 (金) 保原町産業振興会館 28名 演題：「消費税の軽減税率制度に
　　　　ついて」
講師：福島税務署
　　　法人課税第一部門統括官
　　　　　　　　　　白鳥 和美 氏

女性部会税務研修会
　例会～研修会～ 7/19 (金) ウェディングエルティ 部会員22名 演題：税理士が話す

　　　「消費税改正セミナー」
講師：㈱ビジネスサポート
　　　　　　　　　　鈴木 武雄 氏

　例会～新年会～ 1/21 (火) ウェディングエルティ 部会員20名 演題：「インボイス制度について」
講師：福島税務署
　　　法人課税第一部門統括官
　　　　　　　　　　四役　 博 氏

青年部会・女性部会コラボ事業

　第1回打合せ 6/27 (木) 法人会事務所会議室 青年部会4名
女性部会6名

コラボ事業について

　第2回打合せ 9/13 (金) こむこむ館 青年部会2名
女性部会5名

コラボ事業について

　「税金Ｇｏ！」 11/3 (日) こむこむ館 参加者330名 子供を対象とした税イベント
青年部会員17名、女性部会員15名
税務署4名、その他4名

税務署長講話 9/20 (金) クーラクーリアンテ
サンパレス

62名 演題：「税の仕事　今昔」
講師：福島税務署
　　　署長　　　 　 鈴木 　晋 氏

福島税務署主催
租税教室講師育成研修会

10/28 (月) 福島税務署 青年部会5名
女性部会5名

講師：福島税務署広報官

女性部会租税教室研修会 11/19 (火) コラッセふくしま
402会議室

女性部会9名 講師：原田純子副部会長

報告事項1　令和元年度事業経過報告
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青年部会担当
　租税教室 5/25 (土) 福島市立

立子山中学校
全学年12名 三役

　　講師：紺野　学
7/3 (水) 福島市立

松陵中学校
3年生104名 社会貢献委員会

　　講師：國嶋雅志
7/4 (木) 福島市立

福島第二中学校
3年生90名 三役

　　講師：伊藤淳一
7/8 (月) 福島市立

西信中学校
3年生60名 社会貢献委員会

　　講師：佐藤光太郎
7/16 (火) 川俣町立

山木屋中学校
3年生3名 社会貢献委員会

　　講師：佐藤光太郎
7/17 (水) 福島市立

野田中学校
3年生120名
〈4コマ〉

社会貢献委員会
　　講師：伊藤淳一、大場秀樹、
　　　　　酒井良晃、藤井拓哉

7/18 (木) 福島市立
福島第四中学校

3年生135名
〈4コマ〉

広報研修委員会
　　講師：大和田真生、片寄悦朗、
　　　　　紺野　学、庄田和馬

9/24 (火) 国見町立
県北中学校

3年生74名 広報研修委員会
　　講師：古山吉浩

9/24 (火) 伊達市立
伊達中学校

3年生106名 税制委員会
　　講師：酒井良晃

9/25 (水) 福島市立
福島第一中学校

3年生199名 交流親睦委員会
　　講師：佐藤和之

9/25 (水) 伊達市立
梁川中学校

3年生122名 社会貢献委員会
　　講師：清水建志

11/5 (火) 福島市立
福島第三中学校

3年生134名
〈4コマ〉

税制委員会
　　講師：小野寺尭大、岸　秀樹、
　　　　　酒井良晃

11/28 (木) 伊達市立
霊山中学校

3年生45名 社会貢献委員会
　　講師：佐藤光太郎

12/3 (火) 福島市立
渡利中学校

3年生117名 社会貢献委員会
　　講師：佐藤光太郎

12/3 (火) 福島市立
水原小学校

5、6年生4名 広報研修委員会
　　講師：遠藤利通

12/5 (木) 福島市立
下川崎小学校

6年生10名 社会貢献委員会
　　講師：國嶋雅志

12/6 (金) 伊達市立
柱沢小学校

6年生21名 交流親睦委員会
　　講師：宮口　剛

12/11 (水) 福島市立
瀬上小学校

6年生89名
〈3コマ〉

社会貢献委員会
　　講師：本田　亮、実沢芳史、
　　　　　三津間謙一

12/11 (水) 福島市立
荒井小学校

6年生33名 三役
　　講師：伊藤淳一

12/12 (木) 福島市立
福島第一小学校

6年生23名 税制委員会
　　講師：髙野祥平

12/17 (火) 伊達市立
掛田小学校

6年生34名
〈2コマ〉

交流親睦委員会
　　講師：宮口　剛

12/18 (水) 福島市立
杉妻小学校

6年生120名
〈2コマ〉

交流親睦委員会
　　講師：佐藤和之

1/14 (火) 伊達市立
月舘小学校

6年生9名 交流親睦委員会
　　講師：斎藤良治

1/14 (火) 福島市立
矢野目小学校

6年生66名
〈2コマ〉

税制委員会
　　講師：酒井良晃、吉田晋祐

1/15 (水) 福島市立
渡利小学校

6年生82名
〈3コマ〉

社会貢献委員会
　　講師：阿部真一、木村健一、
　　　　　瀬戸史弥

1/15 (水) 福島市立
福島第二小学校

6年生40名 社会貢献委員会
　　講師：大内大司

1/16 (木) 福島市立
蓬莱小学校

6年生50名 税制委員会
　　講師：小野寺尭大

1/16 (木) 福島市立
月輪小学校

6年生23名 税制委員会
　　講師：小針理人

1/17 (金) 福島市立
金谷川小学校

6年生20名 社会貢献委員会
　　講師：國嶋雅志

1/17 (金) 福島市立
福島第四小学校

6年生16名 広報研修委員会
　　講師：大和田真生

1/20 (月) 福島市立
三河台小学校

6年生70名
〈3コマ〉

広報研修委員会
　　講師：大和田真生、本田　亮、
　　　　　三津間謙一

1/20 (月) 伊達市立
伊達小学校

6年生72名
〈3コマ〉

税制委員会
　　講師：酒井良晃、吉田晋祐
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1/21 (火) 福島市立
御山小学校

6年生70名
〈2コマ〉

広報研修委員会
　　講師：片寄悦朗、庄田和馬

1/21 (火) 福島市立
松川小学校

6年生61名
〈2コマ〉

広報研修委員会
　　講師：遠藤利通

1/21 (火) 伊達市立
伊達東小学校

6年生17名 三役
　　講師：伊藤淳一

1/22 (水) 福島市立
清明小学校

6年生30名 税制委員会
　　講師：小野寺尭大

1/23 (木) 福島市立
清水小学校

6年生77名 三役
　　講師：伊藤淳一

1/24 (金) 福島市立
野田小学校

6年生125名
〈2コマ〉

社会貢献委員会
　　講師：大場秀樹、藤井拓哉

1/24 (金) 福島市立
岡山小学校

6年生64名 税制委員会
　　講師：小針理人

1/27 (月) 伊達市立
保原小学校

6年生132名
〈4コマ〉

交流親睦委員会
　　講師：斎藤良治、佐藤和之、
　　　　　宮口　剛、水口泉太郎

1/29 (水) 福島市立
森合小学校

6年生102名 広報研修委員会
　　講師：佐藤勝也

1/30 (木) 福島市立
笹谷小学校

6年生82名
〈3コマ〉

交流親睦委員会
　　講師：多田憲司

2/10 (月) 桜の聖母学院
中学校

3年生19名 広報研修委員会
　　講師：古山吉浩

女性部会担当
　移動租税教室 10/17 (木) 福島県警本部

福島県庁
福島地方裁判所

福島市立
青木小学校
飯野小学校
大久保小学校
5年生14名
6年生38名
担当教諭3名

女性部会5名
青年部会3名
　バス添乗引率・見学

　租税教室 12/10 (火) 福島市立
庭坂小学校

6年生39名
〈2コマ〉

講師：原田純子
　　　佐藤ミヨ子、鈴木恵美子

12/13 (金) 福島市立
南向台小学校

6年生20名 講師：齋藤恵美子
　　　村山雅枝

1/14 (火) 福島市立
鳥川小学校

6年生51名 講師：大内千春、大内礼子

1/14 (火) 福島市立
湯野小学校

6年生35名 講師：横山りつ子
　　　村山雅枝

1/17 (金) 福島市立
庭塚小学校

6年生14名 講師：横山りつ子
　　　太齋とし子

1/22 (水) こじか保育園 年長児18名 追分富子、大内礼子、塩﨑京子、
鈴木洋子、原田純子

1/23 (木) 桑折町立
醸芳小学校

6年生44名
〈2コマ〉

講師：原田純子
　　　齋藤恵美子、塩﨑京子

2/13 (木) 南ふくしま保育園 年長児18名 齋藤恵美子､塩﨑京子、原田純子、
星野美香、村山雅枝

２．納税意識の高揚を目的とする事業
広報紙
「法人ニュースふくしま」

5/1 (水) 5月号発行 4000部

7/1 (月) 7月号発行 4000部

9/1 (日) 9月号発行 4000部

11/1 (金) 11月号発行 4000部

1/1 (水) 1月号発行 4000部

3/1 (日) 3月号発行 4000部

会員企業、東邦銀行、福島信用金庫、
福島市役所、伊達市役所、いちい、
他法人会
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税金クイズ
　保原支部税金クイズ
　(ほばらｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ)

8/10 (土) チンチン電車広場 クイズ参加者
　　 　約520名

スタッフ　3名参加

　伊達市支部税金クイズ
　(伊達のふる里夏まつり)

8/11 (日) 広瀬川親水公園 クイズ参加者
　　 　約500名

スタッフ　7名参加

　国見支部税金クイズ
　(国見町 義経まつり)

9/23 (月) 藤田商店街
　特設会場

クイズ参加者
　　　 約500名

スタッフ　6名参加

　川俣支部税金クイズ
　(かわまた復興支援きぬ
市)

川俣中央公民館 クイズ参加者
　　 　約200名

スタッフ  4名参加

　2019’税金クイズ
　(市場まつり)

10/27 (日) 福島市公設地方
卸売市場

クイズ参加者
　　 約1,500名

スタッフ 17名参加

広報委員会
　第1回 5/23 (木) 法人会事務所会議室 高橋委員長

　　　　外5名
・ふくしま法人ニュース反省について
・ふくしま法人ニュース7、9月号の
　編集方針(案)について

　第2回 9/6 (金) コラッセふくしま
交流サロン

高橋委員長
　　　　外9名

・副委員長の選任について
・ふくしま法人ニュースの反省につ
　いて
・ふくしま法人ニュース11、1月号の
　編集方針(案)について
・年賀広告について
・広報委員について

令和元年度納税表彰式 11/12 (火) ホテル福島
グリーンパレス

齋藤会長
　　　　外3名

第12回
「税に関する絵はがき
　コンクール」審査会

2/7 (金) 法人会事務所会議室 塩﨑女性部会長
　　　　外8名

福島税務署
鈴木署長、黒田副署長、
四役法人課税第一部門統括官
応募数 15校 420枚
優秀作品10作品・優秀校2校選定

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
2020年度税制アンケート実施(アンケート内容省略)

　　税制委員・役員版アンケート　　　送信対象者　　　 79名　　　回答者　　　 36名

　　一般会員版アンケート　　　　　　送信会員数　約1,400社　　　回答会員数　207社　

各全国大会・全国セミナー
　第14回
　　全国女性フォーラム
　　　　　「富山大会」

4/25 (木) 富山市
富山産業展示館

塩﨑部会長
　　　　 外7名

演題：「わが映画人生」
講師：俳優・映画監督
　　　　　　　　　　奥田 瑛二 氏

　第36回法人会全国大会
　　　　　「三重大会」

10/3 (木) 津市
津市産業ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

齋藤会長 演題：「皇室と神宮」
講師：伊勢神宮　広報室広報課長
　　　　　　　　　　音羽　 悟 氏

　第33回全国青年の集い
　　　　　「大分大会」

11/7 (木) 大分市
ホテル日航大分
オアシスタワー

伊藤部会長
　　　　 外7名

演題：「ポジティブ志向
　～健康な心と体で未来を動かす～」
講師：タレント　　 アン・ミカ 氏

税制委員会
　第1回 5/28 (火) 法人会事務所会議室 吉川委員長

　　　　 外5名
・2020年度税制改正要望について
・2020年度税制に関するアンケート
　について

　第2回 9/2 (月) ザ・セレクトン福島 岸委員長
　　　　 外8名

・副委員長の選任について
・全法連税制委員会について
・福島法人会次年度税制要望について

令和元年度税制改正提言
　木幡福島市長
　梅津福島市議会議長

12/16 (月) 福島市役所 齋藤会長
岸税制委員長

税制改正提言書提出

　須田伊達市長
　高橋伊達市議会議長

12/16 (月) 伊達市役所 齋藤会長
　　　　外3名

税制改正提言書提出

10/26(土)
～27（日)
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４．地域企業の健全な発展に資する事業
セミナー
　相手の心をひらく
　コミュニケーション術

5/27 (月) コラッセふくしま 17名 講師：プレシャスパートナー
　　　代表  　　　　小島 敦子 氏

　やさしくわかる
　総務・庶務の実務

6/17 (月) コラッセふくしま 43名
(内非会員1名)

講師：㈱人事サポートプラスワン
　　　代表取締役・経営士
　　　  　  　　　　松本 健吾 氏

　会社を伸ばすための
　経営・財務・税務講座

7/26 (金) コラッセふくしま 19名 講師：生沼寛隆税理士事務所
　　　代表・税理士　生沼 寛隆 氏

　「消費税率引上げ」
　事業所の対応

8/5 (月) コラッセふくしま 29名 講師：山崎税務会計事務所
　　　代表　　　　　山崎　 健 氏

　信頼と笑顔を得る
　上手なクレーム対応術

9/19 (木) コラッセふくしま 15名 講師：アカデミー・なないろ主宰
　　　マナーコンサルタント
　　　サービス接遇検定準一級
　　　　　　　　　 樋口知香子 氏

　決算書と会社の数字の
　読み方

10/3 (木) コラッセふくしま 36名
(内非会員1名)

講師：㈱神田どんぶり勘定事務所
　　　代表取締役　　神田 知宜 氏

　労務管理
　基本の『キ』講座

11/22 (金) コラッセふくしま 25名 講師：特定社会保険労務士
　　　　　　　　　 藤原紀美香 氏

　ビジネス文書
　伝わる書き方

12/13 (金) コラッセふくしま 12名 講師：伝える力【話す・書く】
　　　研究所　所長　山口 拓朗 氏

　業務効率を上げる
　整理整頓術

1/29 (水) コラッセふくしま 37名 講師：トトノエトトノウ
　　　代表　　　　　大谷 尚子 氏

　初対面の１分間で相手を
　その気にさせる技術

2/21 (金) コラッセふくしま 22名 講師：㈱新規開拓
　　　代表取締役　 朝倉千恵子 氏

第7回
通常総会記念講演会

6/4 (火) クーラクーリアンテ
サンパレス

222名
(内非会員12名)

講師：ニューヨーク州弁護士
　　　元財務官僚　　山口 真由 氏

支部講演会・研修会
国見支部講演会
　「防犯講話」

7/9 (火) 国見町商工会館 32名 講師：福島県警察本部
　　　生活安全部生活安全企画課
　　　地域安全活動アドバイザー
　　　　　　　　　　金澤 幸生 氏

伊達市支部講演会
  「議会運営について」

7/23 (火) アネックスひろせ 25名 講師：伊達市議会議長
　　　　　　　　　　高橋 一由 氏

桑折支部研修会
　「消費税増税に伴う
　　キャッシュレス
　　・ポイントの概要」

7/31 (水) 仙台屋 22名 講師：アイバーグ代表
　　　　　　　　　　栞原 篤史 氏

国見支部講演会
  「自然災害の備えは？」

2/4 (火) らいふぴあ 支部会員等22名 講師：ＡＩＧ損害保険㈱
　　　郡山支店長　　西村 一哉 氏

日商3級取得のための簿記講座
(延べ13日間：最終日11/11)

8/19 (水) 保原町産業振興会館 13名 講師：税理士　　　　本田 文利 氏

第1回研修・社会貢献活動
合同委員会

8/9 (金) ザ・セレクトン福島 千葉研修委員長
齋藤社活委員長
        外25名

・副委員長の選任について
・研修事業等について
・新春講演会講師選定について
・婚活事業について
・税金クイズについて

インターネットセミナーアクセス利用状況

セミナーＤＶＤレンタルサービス利用状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

アクセス数 2,175 2,530 1,711 2,495 1,718 2,232 2,179 2,209 1,315 1,079 1,610 1,516 22,769

一般ﾛｸﾞｲﾝ数 19 22 24 20 19 14 22 22 12 15 17 10 216

会員ﾛｸﾞｲﾝ数 203 255 190 194 166 214 174 158 143 143 188 177 2,205

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

申込数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ﾚﾝﾀﾙ枚数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
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５．地域社会への貢献を目的とする事業

本　　会

婚活事業打合せ 4/2 (火) 法人会事務所会議室 福地婚活部会長
　　　　 外5名

・平成30年度事業報告
・平成31年度婚活事業について

6/10 (月) 法人会事務所会議室 多田婚活副部会長

　　　　 外3名
・6/23開催婚活事業について

10/9 (水) クーラクーリアンテ
サンパレス

多田婚活副部会長

　　　　 外4名
・10/19開催婚活事業について

10/24 (木) 法人会事務所会議室 福地婚活部会長
　　　　 外6名

・令和元年度福島市出会いの場創出
　事業について

11/18 (月) 法人会事務所会議室 福地婚活部会長
　　　　 外5名

・ミドル婚について
・福島市委託事業について

1/16 (木) クーラクーリアンテ
サンパレス

多田婚活副部会長

　　　　 外7名
・福島市委託事業について

2/21 (金) 法人会事務所会議室 福地婚活部会長
　　　　 外6名

・次年度事業について

婚活事業(De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)

《UkiUkiバスツアー》 6/23 (日) 山形県米沢方面 多田婚活副部会長

　　　　 外3名
男性12名・女性6名参加、3組成立

《水曜婚活どうでしょう》 8/21 (水) ｋｕ楽ｒｉ 多田婚活副部会長

　　　　 外4名
男性12名・女性5名参加、3組成立

《スウィーツパーティ》 10/19 (土) カフェドゥリアンテ 多田婚活副部会長

　　　　 外6名
男性9名・女性15名参加、1組成立

《ミドル婚》 11/22 (金) キイチゴ 福地婚活部会長
　　　　 外5名

男性15名・女性12名参加、6組成立

《クリスマスパーティ》 12/14 (土) クーラクーリアンテ
サンパレス

福地婚活部会長
　　　　 外3名

男性9名・女性5名参加、2組成立

－福島市共催－
福島市出会いの場創出事業
《バレンタイン直前企画
　“ｴﾝｼﾞｪﾙﾅﾝﾊﾞｰは222”》

2/2 (日) クーラクーリアンテ
サンパレス

多田婚活副部会長

　　　　 外7名
男性40名・女性42名参加、7組成立
・スキルアップセミナー
・占い師4名による占いコーナー

新春公開講演会
「学びで輝く人生を！」

1/23 (木) ウェディングエルティ 282名
(非会員59名)

講師：女優・戸板女子短期大学
　　　客員教授　　　菊池 桃子 氏

青年部会

　献血活動 6/30 (日) ＭＡＸふくしま
北側駐車場

24名 ＯＢ3名　女性部会3名
受付者66名、献血者62名

　大笹生支援学校夏祭り 7/27 (土) 大笹生支援学校 22名 夏祭り縁日等の手伝い、部会員によ
る飲食ブース　ＯＢ2名　税務署2名

　卒業記念品贈呈式 9/13 (金) 大笹生支援学校 8名
（内卒業生3名）

大笹生支援学校生徒作成卒業記念品
（革製品）贈呈式

　タオル寄贈 10/28 (月) 伊達市
社会福祉協議会

1名 台風19号被害に伴う部会員の持ち
寄ったタオル　1,336枚寄贈

　チャリティ募金贈呈式 2/20 (木) 大笹生支援学校 10名 女性部会11名　税務署4名
その他4名
募金総額　431,646円

女性部会

　タオル寄贈 3/18 (水) 福島市
社会福祉協議会

塩﨑部会長
　　 　　他2名

部会員の持ち寄ったタオル
470枚寄贈

　図書カード寄贈 3/18 (水) 福島県立
聴覚支援学校

塩﨑部会長
　　　　 他2名

図書カード3万円分

６．会員の交流に資するための事業
本会「交流会」等
　通常総会会員交流会 6/4 (火) クーラクーリアンテ

サンパレス
会員等121名 懇親会

　視察研修 10/8 (火) 相双方面 千葉研修委員長
　　　　外15名

・福島ロボットテストフィールド
・東京電力廃炉資料館

　新春賀詞交歓会 1/23 (木) ウェディングエルティ 会員93名
支部「研修交流会」等
　川俣支部研修交流会 6/14 (金) 一期一会 支部会員等21名 懇親会
　保原支部研修交流会 6/28 (金) 割烹こばやし 支部会員等29名 懇親会
　国見支部研修交流会 7/9 (火) らいふぴあ 支部会員等32名 懇親会
　伊達市支部研修交流会 7/23 (火) アネックスひろせ 支部会員等24名 懇親会
　桑折支部研修交流会 7/31 (水) 仙台屋 支部会員等18名 懇親会
　国見支部「会員の集い」 2/4 (火) らいふぴあ 支部会員等23名 懇親会
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青年部会
　卒業コンペ・表彰式 5/19 (日) 福島カントリークラブ

益蔵
部会員11名
ＯＢ8名
表彰式のみ参加
2名

卒業部会員の記念コンペ・表彰式

　平成30年度卒業式・
　懇親会

5/20 (月) ザ・セレクトン福島 部会員50名
卒業部会員5名
ＯＢ16名
女性部会員2名
来賓8名

本年度卒業生8名

　献血活動慰労会 7/8 (月) ふりこ亭 部会員15名 社会貢献委員会合同開催
　研修会・懇親会 7/23 (火) ザ・セレクトン福島 部会員31名

ＯＢ9名
来賓7名

＊子ども食堂について
　　子ども食堂“てとて”
　　代表　　　　　　山田 李璃 氏
＊日本酒口座・唎酒
　　日本酒学会講師　関口 もえ 氏

　大笹生支援学校夏祭り
　慰労会

8/23 (金) 楽 部会員13名
ＯＢ1名
大笹生支援学校
10名

部会員、大笹生支援学校職員、父兄
との交流会

　会員親睦事業ＢＢＱ 9/7 (土) パセナカミッセ 部会員31名
ＯＢ12名
家族25名

部会員、家族、社員との親睦会

　勉強会 9/25 (水) コラッセふくしま
402会議室

部会員10名 野村証券㈱福島支店
　　　　　　　　　　　　小野寺尭大 部会員
　　　　　 　　　　　　 立川 貴世 氏

　品川法人会青年部会と
　の交流会及び福島県産
　品PR・販売

品川法人会館前 部会員11名 “しながわ宿場まつり”での福島県
産品ＰＲ・販売(9.28(土)～)

　品川事業（9/28・29）
　の慰労会

10/8 (火) だいだい 部会員16名 広報研修委員会合同開催

　ボウリング大会 1/27 (月) ラウンドワン福島 部会員14名 ボウリング大会
　新年会 1/27 (月) ザ・セレクトン福島 部会員42名

ＯＢ14名
女性部会4名
大笹生支援学校
3名
来賓4名

新年会

　会員研修旅行 東京・千葉方面 部会員9名
ＯＢ3名
女性部会1名

成田山新勝寺、羽田クロノゲート、
新国立競技場、日本オリンピック
ミュージアム　他

女性部会
　移動例会
　～相双法人会との
　　　　　　　　交流会～

6/17 (月) 相双方面
伝承霊魂祈念館
Ｊヴィレッジ　他

部会員15名
相双法人会10名

ＮＰＯ法人ハッピーロードネット
理事長　　　　　　 西本由美子 氏

　例会
　～納涼会～

8/22 (木) クーラクーリアンテ
サンパレス

部会員15名 懇親会

　例会
　～音楽鑑賞会～

9/16 (月) とうほうみんなの
文化センター

部会員19名 東儀秀樹・古澤　巌・ｃｏｂａ
「コンサートツアー2019」

　第2回広報委員会 12/2 (月) おりおり 部会員12名 忘年会
　第2回事業委員会 12/4 (水) 亀寿司 部会員12名 忘年会
　例会
　～新年会～

1/21 (火) ウェディングエルティ 部会員20名 新年会

　例会
　～会員スピーチ～

2/4 (火) おりおり 部会員23名 演題：「あの日から学んだもの」
講師：㈲おりおり　 横山りつ子 氏

青年・女性部会合同
コラボ事業慰労会

11/18 (月) 楽 青年部会7名
女性部会7名
外1名

懇親会

視察研修旅行
(優良申告法人部会主催)

10/29 (火) 栃木県 17名 錦秋の日光「中禅寺湖クルーズ」と
「湖畔ロケーション・フレンチ」の旅

9/28(土)
～29(日)

2/8(土)
～9(日)
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７．会員の福利厚生等に関する事業
第1回組織・厚生合同会議 8/29 (木) ウェディングエルティ 紺野委員長

引地委員長
　　　　外46名

《組織委員会》
・副委員長の選任について
・令和元年6月末現在組織の現況につ
  いて
・今後の組織拡大について
《厚生委員会》
・副委員長の選任について
・令和元年度法人会各福利厚生制度の
  推進状況、今後の推進策について
・「想いをつないで50年『会員企業を
  守りたい』キャンペーン」について

◎ＰＥＴがん健診

◎法人会福利厚生制度推進加入状況

(1) 大型保障制度推進状況 ≪大同生命保険・ＡＩＧ損害保険≫　　　(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

 イ．県連会員加入率目標 20％

 ロ．県連・全国役員加入率目標 70％

 ハ．県連新規加入企業推進状況

(2) 平成31年度ビジネスガード推進状況 ≪ＡＩＧ侵害保険≫　　　(令和2年3月31日現在)

(3) がん保険制度推進状況 ≪アフラック生命保険≫　　　(令和2年3月31日現在)

(4) (公社)福島法人会の主なる保険の加入数・加入件数・保障額　　　(令和2年3月31日現在)

 イ．経営者大型総合保障制度の加入状況 ≪大同生命保険≫

〃 シルバーコース ７社 １１名

健 診 内 容 コース 受診企業数 受診人数

ＰＥＴがん検診 ゴールドコース １３社 ２２名

県　連 ２４５ ２１６ ８８．１

　　　　項目

単位会名

新規加入法人数

目標（社） 実績（社） 進捗率（％）

福　島 ４０ ３１ ７７．５

福　島 ２，７９５ ４２７ １５．３

県　連 １４，０５０ ２，０７３ １４．８

　　　　項目

単位会名

会員数（社）
（2.3.31）

加入会員数（社）
（2.3.31）

加入率（％）

県　連 １４，０５０ ２，８８１ ２０．５

項 目 2年3月末現在会員数(社) 加入法人数（社） 加入率（％）

福　島 ２，７９５ ６２９ ２２．５

県　連 ４７０ ４２９ ３０７ ７１．５

項 目 役員企業数(社) 加入算出用企業数(社) 加入企業数(社) 加入率（％）

福　島 ６５ ６２ ４４ ７０．９

福　島 １７ ２３ １３５．２

県　連 ８８ ８２ ９３．１

項 目 目標（社） 実績（社） 達成率（％）

保 障 額 ４８４億９，８００万円

加 入 率 ２２．５％

加 入 件 数 １，９０４件

会 員 企 業 数 ２，７９５社

加 入 企 業 数 ６２９社

達 成 率 １３５．２％

新規企業加入目標 １７社

実 績 ２３社
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 ロ．終身保障プラン

 ハ．年金共済制度

　　　・経営者年金コース 　　　　　　　　　　・税制適格コース

 ニ．ビジネスガードの加入状況 ≪ＡＩＧ損害保険≫

 ホ．がん保険の加入状況 ≪アフラック生命保険≫

　　・令和2年3月末現在加入状況(昭和58年よりの累計)　　・平成31年4月～令和2年3月末新契約状況

 ヘ．痴ほう・介護保険

 ト．医療保険制度

契 約 企 業 数 ２０８社

加 入 件 数 １，９８１件

給 付 実 績 １１億１，７４２万円

加 入 件 数 １，５９７件

加 入 企 業 数 ４２７社 新 規 加 入 企 業数 ２３社

新 規 加 入 件 数 ９７件

加 入 企 業 数 １４社

加 入 件 数 １８件

加 入 企 業 数 １６３社

加 入 件 数 ４９１件

給 付 実 績 ６，２７３万円

保 障 額 ２，７００万円

会 員 企 業 数 ２，７９５社

加 入 件 数 ５件

加 入 件 数 ２８件

加 入 口 数 ７５口

加 入 企 業 数 ２５社

採 用 口 数 ９口

採 用 件 数 ６件

9



【管理関係】

８．組織(令和2年3月末日現在)
(1)会員数　　　　　2,795社

(2)支部別会員数

(3)役員数

　　　　 理事 64名　うち 会長1名・副会長12名

　　　　 監事　3名

　　　(4)委員会(4)委員会

(5)部会

＜青年部会＞　部会長：伊藤　淳一　　役員数：33名　　部会員数：114名

＜女性部会＞　部会長：塩﨑　京子　　役員数：21名　　部会員数：47名

(6)上部団体役員

　　イ．東北六県法人会連合会理事：齋藤　高紀（会長)

　　ロ．一社)福島県法人会連合会　　

　　　　　役員　　理事（副会長）：齋藤　高紀（会長）　　理事：石本　　朗（副会長）

　　　　　　　　　理事：高橋　道信（副会長）　　　　　　監事：鈴木　武雄（監事）

　　　　　委　員　総務委員　石本　　朗　　　　　　　　　広報委員　高橋　道信

　　　　　　　　　組織委員　紺野　正雄　　　　　　　　　厚生委員　引地　正樹

　　　　　　　　　税制委員　齋藤　高紀、岸　　秀年　　　研修委員　千葉　政行

(7)事務局

　　　　　事務局長：土屋　光史　　主任：丹野千佳子　　職員：石川　真実

平成31年4月1日 令和2年3月31日
福 島 支 部 ５，６７６社 ２，１３０社 ２，１４２社 １２社
伊 達 市 支 部 ５３５社 ２４２社 ２４２社 ０社
桑 折 支 部 １８９社 ７９社 ８１社 ２社
国 見 支 部 １４６社 ８０社 ８０社 ０社
保 原 支 部 ３３９社 １４１社 １３７社 △４社
川 俣 支 部 ２４６社 １０６社 １０７社 １社
管 外 ６社 ６社 ０社
合 計 ７，１３１社 ２，７８４社 ２，７９５社 １１社

増減（  △）
会　員　数

支部名 稼働法人数

委員会名 委員長 副委員長 委員数

総務委員会 石　本　　　朗 三浦康伸、村山広一、桃井三夫 12名

組織委員会 紺　野　正　雄 最上　諭、樋口郁雄、菅野　晋、柴田和明 40名

税制委員会 岸　　　秀　年 宮崎泰明、菅野敦史 18名

広報委員会 高　橋　道　信 日下直哉、酒井良晃 11名

厚生委員会 引　地　正　樹 石河徳雄、丹野善一 19名

研修委員会 千　葉　政　行 佐藤真也、蒲倉久夫 15名

社会貢献活動委員会 齋　藤　義　博 福地雅人、多田恵造 36名
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９．表彰・受賞関係

(1)表彰【令和元年6月4日】

≪功労者表彰≫功労者表彰規程第2条

　　【役　員】　(第2条：功労並びに在職6年以上)

　　　吉川　　昭（福島ネオ工業㈱）　　三枝　通晃（サンヨー缶詰㈱）　　佐藤　雅己（福島寝装㈱）

≪会員増強表彰≫会員増強表彰規程第2条

　　　樋口　郁雄（福島信用金庫）　　紺野　正雄（㈱Ａ水技研）　　最上　　諭（㈱総合コンサルタンツ）

　　　吉川　　昭（福島ネオ工業㈱）　　柴田　和明（㈲アライブ）

≪福利厚生制度推進表彰≫

　経営者大型総合保障制度推進

　　　【会員の部】　銅賞：鈴木　武雄(㈱ビジネスサポート)

　　　【受託会社（大同生命・ＡＩＧ）職員の部】　金賞：村島　　誠（大同生命福島営業所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀賞：阿部　洋子（　　　　〃　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銅賞：村上　由貴（　　　　〃　　　　）

(2)受賞

　　　≪納税功労表彰≫

　　【仙台国税局長表彰】　令和元年11月7日(木)

　　　　　　紺野正雄理事　　　紺野　正雄副会長（㈱Ａ水技研）

〔団体功労表彰〕

　≪公益財団法人全国法人会総連合会長表彰【令和元年6月25日】≫

　　【単位会役員表彰】全法連表彰規程第2条第4項第1号

　　　千葉　政行副会長

　≪東北六県法人会連合会長表彰【令和元年6月25日】≫

　　【会員増強功労者表彰】東北六県連表彰規程第4条

　　　樋口　郁雄監事（福島信用金庫）　　紺野　正雄副会長（㈱Ａ水技研）

　　【永年在任役員表彰】東北六県連表彰規程第3条1項

　　　福地　雅人理事　　桃井　三夫理事

　≪一般社団法人福島県法人会連合会長表彰【令和元年6月25日】≫

　　【役員・委員として寄与された功績】

　　　吉川　　昭前会長

　　【会員増強功労】表彰規程第4条第1号

　　　樋口　郁雄監事（福島信用金庫）　　紺野　正雄副会長（㈱Ａ水技研）

　　【単位会役員功労】表彰規程第3条

　　　佐藤　司副会長　　丹野　善一副会長　　蒲倉　達也理事　　塩﨑　京子理事

　　【福利厚生制度推進表彰】

　　　経営者大型総合保障制度推進

　　　【会員の部】　銅賞：鈴木　武雄監事(㈱ビジネスサポート)

　　　【受託会社職員の部(大同生命)】　金賞：村島　　誠　　銀賞：阿部　洋子　　銅賞：村上　由貴
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10．諸会議

本　　会

第7回通常総会 6/4 (火) クーラクーリアンテ
サンパレス

来賓10名
会員1195名
(内委出席
　　　1044社)

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
決議事項
　1)平成30年度決算報告承認の件
　2)任期満了に伴う役員選任案承認
　　の件

理事会等
　第1回正副会長会議 5/7 (火) ザ・セレクトン福島 吉川会長

副会長11名
業務執行体制及び役員選任について

　30年度監査会 5/8 (水) 法人会事務所会議室 監事2名 平成30年度収支決算等監査
　第1回理事会 5/14 (火) ウェディングエルティ 理事34名

監事1名
(1)第7回通常総会提出議案の審議
・平成30年度事業経過報告承認の件
・平成30年度収支決算承認の件
(2)任期満了に伴う役員候補者につい
　 て

　第2回理事会 6/4 (火) クーラクーリアンテ
サンパレス

理事46名
監事2名

・会長(代表理事)選定の件
・副会長、専務理事(兼務執行理事)
　選任の件

　第2回正副会長会議 6/21 (金) ザ・セレクトン福島 齋藤会長
副会長6名

・正副会長の役割・在り方いついて
・事務局強化策・処遇等について

　第1回
　役員・委員合同会議

9/20 (金) クーラクーリアンテ
サンパレス

来賓3名
役員・委員60名

・今年度事業・委員会活動について
・会員拡大について

　会長・総務委員長
　打合せ

11/1 (金) ラヴィバレ一番丁 齋藤会長
石本総務委員長

・事務局強化策
・県連、福島法人会の事務局体制に
　ついて

　第3回正副会長会議 11/5 (火) ウェディングエルティ 齋藤会長
副会長9名

・事務局強化策
・県連、福島法人会の事務局体制に
　ついて

　第3回理事会 11/5 (火) ウェディングエルティ 理事33名
監事3名

・代表理事等の職務執行状況の報告
・会員増強について

　第4回正副会長会議 12/24 (火) ザ・セレクトン福島 齋藤会長
副会長11名

・県連・福島の事務局体制について
・事務局処遇等について

　第2回
　役員・委員合同会議

1/23 (木) ウェディングエルティ 役員・委員60名 ・令和元年度会員増強月間の結果報
　告並びに報奨金の授与
・令和元年度納税表彰受彰者への記
　念品贈呈
・税制改正提言活動内容報告

　第5回正副会長会議 3/23 (月) コラッセふくしま
交流サロン

齋藤会長
副会長8名
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：
伊藤青年部会長
塩﨑女性部会長

・令和2年度事業計画並びに予算につ
　いて
・各規程の改訂について
・台風19号等被害に対する見舞金に
　ついて
・県連ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ答申に係る県連
　会議結果について
・事務局運営について
・次年度青年部会、女性部会への補
　助金について

　第4回理事会 3/26 (木) ザ・セレクトン福島 理事36名
監事1名

・令和2年度事業計画(案)承認の件
・令和2年度収支予算(案)承認の件
・全法連・東北六県該当者承認の件
・各規程改定(案)承認の件
・第8回通常総会について
・報告事項
　　代表理事・業務執行理事の職務
　　執行状況報告

委員会
　第1回総務委員会 5/10 (金) 法人会事務所会議室 齋藤委員長

　　　　 外6名
平成31年度第1回理事会提出議案の審理
1)平成30年度事業報告について
2)平成30年度収支決算について

　第1回組織委員会 10/2 (水) クーラクーリアンテ
サンパレス

紺野委員長
　　　　外15名

・副委員長の追加選任について
・今後の会員拡大について
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　第2回総務委員会 2/13 (木) 法人会事務所会議室 齋藤委員長
　　　　 外6名

・副委員長の選任について
・県連表彰規程に基づく受賞者選定
　の件
・東北六県連表彰規程に基づく受賞
　者選定の件
・全国法人会総連合表彰規程に基づ
　く受賞者選定の件

　第3回総務委員会 3/23 (月) コラッセふくしま
交流サロン

石本委員長
　　　　 外9名

第4回理事会提出議案の審議
1)令和2年度事業計画について
2)令和2年度収支予算について
3)各規程の改訂について

支　　部

研修交流会
　川俣支部研修交流会 6/14 (金) 一期一会 支部会員等21名 ・事業報告

・役員選任について
　保原支部研修交流会 6/28 (金) 保原町産業振興会館 支部会員等29名 ・事業報告等

・役員選任について
　国見支部研修交流会 7/9 (火) 国見町商工会館 支部会員等33名 ・今年度の支部事業について

・役員選任について
　伊達市支部研修交流会 7/23 (火) アネックスひろせ 支部会員等26名 ・支部事業報告について

・役員選任について
　桑折支部研修交流会 7/31 (水) 仙台屋 支部会員等23名 ・事業報告について

・役員選任について
役員会
　国見支部第1回役員会 4/17 (水) 国見町商工会館 佐藤支部長

　　　　 外6名
・任期満了に伴う国見支部役員改選
　について
・支部事業について
・支部研修交流会について

　桑折支部第1回役員会 4/23 (火) 桑折町商工会館 渋谷支部長
　　　　 外4名

・任期満了に伴う桑折支部役員選任
　について
・支部の事業について
・支部研修交流会について

　桑折支部第2回役員会 6/27 (木) 桑折町商工会館 藤倉副支部長
　　　　 外3名

・桑折支部役員選任について
・支部研修交流会について

　桑折支部第3回役員会 9/27 (金) 桑折町商工会館 藤倉支部長
　　　　 外4名

・税金クイズinふくしまバーガーサ
　ミットについて
・会員増強について

　国見支部第2回役員会 12/20 (金) 国見町商工会館 佐藤支部長
　　　　 外5名

・「会員の集い」について
・義経まつり(税金クイズ)の報告に
　ついて
・会員増強について

青年部会

第1回広報研修委員会 4/8 (月) 呑楽里 藤井部会長
　　　　外16名

(1)第7回研修交流会について
(2)今年度の当委員会事業活動について
(3)租税教室担当校について

第1回社会貢献委員会 4/11 (木) 呑楽里 藤井部会長
　　　　外15名

(1)今年度の当委員会事業活動について
(2)租税教室担当校について
(3)卒業生ＤＶＤについて

第1回交流親睦委員会 4/18 (木) 呑楽里 藤井部会長
　　　　 外8名

(1)今年度の当委員会事業活動について
(2)租税教室担当校について

第1回税制委員会 4/22 (月) 楽 藤井部会長
　　　　外12名

(1)今年度の当委員会事業活動について
(2)租税教室担当校について

平成30年度第5回役員会 5/13 (月) ザ・セレクトン福島 藤井部会長
　　　　外19名

(1)平成30年度事業経過報告並びに収
　 支決算承認の件
(2)令和元年度事業計画(案)並びに収
　 支予算(案)承認の件
(3)任期満了に伴う役員改選について
(4)研修交流会及び卒業式について
(5)会員増強について

第2回社会貢献委員会 5/14 (火) Ｔｗｏ Ｆａｃｅ 藤井部会長
　　　　外12名

第1回献血活動(1.6.30)について

第7回研修交流会 5/20 (月) ウェディングエルティ 伊藤部会長
　　　　外54名

(1)平成30年度事業経過並びに収支決
　 算承認の件
(2)令和元年度事業計画(案)並びに収
   支予算(案)承認の件
(3)任期満了に伴う役員改選の件
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令和元年度第2回役員会 5/27 (月) クーラクーリアンテ
サンパレス

伊藤部会長
　　　　外15名

(1)承認事項
①当部会における福島法人会委員会
　委員承認について
②当部会における性連協役員推薦承
　認について
(2)今年度事業について

第2回交流親睦委員会 6/12 (水) 和食れん 伊藤部会長
　　　　 外8名

(1)ファミリーＢＢＱ について
(2)スポーツ体験会について
(3)租税教室担当校について

第2回広報研修委員会 6/26 (水) 笑夢 伊藤部会長
　　　　外11名

(1)品川法人会との交流会について
(2)租税教室について
(3)勉強会について

第2回税制委員会 7/2 (火) 楽 伊藤部会長
　　　　外12名

(1)研修会について
(2)租税教室担当校について

第3回社会貢献委員会 7/8 (月) ふりこ亭 伊藤部会長
　　　　外12名

(1)第1回献血活動の報告について
(2)第2回献血活動について
(3)大笹生支援学校夏祭りについて

第3回役員会 7/12 (金) クーラクーリアンテ
サンパレス

伊藤部会長
　　　　外16名

(1)各委員会担当事業について
①ファミリーＢＢＱについて
　(交流親睦)
②スポーツ体験会について
　(交流親睦)
③研修会について(税制)
④品川法人会との交流会について
　(広報研修)
⑤第１回献血活動について
　(社会貢献)
(2)租税教室担当校について

「品川法人会青年部会との
交流会及び福島県産品PR・
販売」打合せ

7/16 (火) 楽 伊藤部会長
　　　　外13名

租税教室打合せ 7/17 (水) 法人会事務所会議室 3名 租税教室について
三役打合わせ 7/17 (水) 法人会事務所会議室 伊藤部会長

　　　　 外6名
今後の事業について

「品川法人会青年部会との
交流会及び福島県産品PR・
販売」打合せ

8/19 (月) ふりこ亭 伊藤部会長
　　　　外10名

最終打合せ

福島税務署表敬訪問 8/23 (金) 福島税務署 伊藤部会長
　　　　 外5名
女性部会4名

ＢＢＱ打合せ 9/3 (火) パセナカミッセ 2名 ＢＢＱについて
第3回税制委員会 10/1 (火) ｋｕ楽ｒｉ 伊藤部会長

　　　　 外8名
(1)コラボ事業“税金ＧＯ！”について
(2)租税教室について

第4回社会貢献委員会 10/4 (金) パステリアＢｕｕ 伊藤部会長
　　　　外11名

(1)第2回献血活動について
(2)租税教室について

第3回広報研修委員会 10/8 (火) だいだい 伊藤部会長
　　　　外13名

(1)全国青年の集い「大分大会」につ
　 いて
(2)会員研修旅行について
(3)租税教室について

第4回役員会 10/11 (金) ウェディングエルティ 伊藤部会長
　　　　外11名

(1)各委員会担当事業の報告について
(2)各委員会今後の事業活動について
(3)県青連協第27回会員研修会「郡山
　 大会」について
(4)租税教室について

部会長・直前・顧問会議 10/15 (火) だいだい 伊藤部会長
　　　　 外4名

次期部会長について

第3回交流親睦委員会 10/21 (月) 香り家 伊藤部会長
　　　　外10名

(1)ファミリーＢＢＱの報告について
(2)パラスポーツ体験会について
(3)新年会について

広報研修正副委員長会 11/12 (火) 精華苑 伊藤部会長
　　　　 外6名

会員研修旅行について

第5回役員会 12/3 (火) きち傳 伊藤部会長
　　　　外28名

(1)事業報告について
(2)今後の事業活動について

交流親睦正副委員長会 1/8 (水) ふりこ亭 伊藤部会長
　　　　 外7名

新年会詳細について

令和2年度第1回三役会 2/14 (金) 法人会事務所会議室 伊藤部会長
　　　　外10名

(1)次期役員体制について
(2)事業について

令和2年度第1回役員会 3/16 (月) コラッセふくしま
交流サロン

伊藤部会長
　　　　外24名

(1)各委員会メンバーの選定について
(2)各委員会事業計画(案)について
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女性部会

第1回三役会 4/17 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外5名

(1)平成31年度組織について
(2)平成31年度事業について

第1回役員会 5/15 (水) ウェディングエルティ 塩﨑部会長
　　　　外17名

(1)研修交流会提出議案
①平成30年度事業経過並びに収支決
  算報告の件
②令和元年度事業計画（案)並びに収
  支予算(案)承認の件
③任期満了に伴う役員選任の件
(2)第7回研修交流会役割分担について
(3)事業について

第7回研修交流会 5/29 (水) ウェディングエルティ 塩﨑部会長
　　　　外20名

第1号議案
　平成30年度事業経過並びに収支決
　算報告の件
第2号議案
　令和元年度事業計画(案)並びに収
　支予算(案)承認の件
第3号議案
　任期満了に伴う役員選任の件

第1回事業委員会 6/12 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外9名

(1)今年度担当事業について
(2)租税教室担当校について

第1回広報委員会 6/13 (木) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　外12名

(1)今年度担当事業について
(2)租税教室担当校について

第2回三役会 7/2 (火) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外5名

今年度事業について

第1回正副部会長会 7/19 (金) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外2名

(1)納涼会について
(2)郡山大会について

聴覚支援学校との打合せ 7/19 (金) 福島県立
聴覚支援学校

塩﨑部会長
　　　　 外2名

交流会について

福島税務署表敬訪問 8/23 (金) 福島税務署 塩﨑部会長
　　　　 外3名
青年部会6名

表敬訪問

第1回移動租税教室打合せ 8/29 (木) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外3名

移動租税教室について

第2回移動租税教室打合せ 10/11 (金) おりおり 塩﨑部会長
　　　　 外4名
青年部会1名

移動租税教室について

第2回正副部会長会 11/19 (火) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　外11名

(1)平成30年度事業について
(2)租税教室担当校について

第2回広報委員会 12/2 (月) おりおり 塩﨑部会長
　　　　外11名

(1)今年度担当事業報告並びに今後の
   事業
(2)租税教室について
(3)設立30周年記念事業について

　

第2回事業委員会 12/4 (水) 亀寿司 塩﨑部会長
　　　　外11名

(1)今年度担当事業報告並びに今後の
   事業
(2)租税教室について
(3)設立30周年記念事業について

第3回正副部会長会 12/2 (月) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外3名

(1)今年度上半期事業の報告について
(2)今後の事業予定について
(3)租税教室について
(4)設立30周年記念事業について

第2回役員会 12/12 (木) コラッセふくしま
小研修室

塩﨑部会長
　　　　外15名

(1)今年度上半期事業の報告について
(2)今後の事業予定について
(3)租税教室について
(4)設立30周年記念事業について

租税教室打合せ 1/15 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外4名

保育園租税教室打合せ

新年会打合せ 1/20 (月) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外3名

新年会について

第1回実行委員会 1/28 (火) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外6名

設立30周年記念事業について

第1回会報編集会議 2/7 (金) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外6名

会報編集

第2回会報編集会議 3/3 (火) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外4名

会報編集

第2回実行委員会 3/18 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
　　　　 外5名

設立30周年記念事業について
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11．その他会議等

　　　1【一般社団法人福島県法人会連合会】

平成30年度監査会 5/20 (月) 法人会事務所会議室 鈴木監事

第1回総務委員会 5/22 (水) 法人会事務所会議室 齋藤総務委員長

第1回正副会長会議 5/24 (金) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤副会長

第1回理事会 5/24 (金) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤副会長
鈴木監事

第1回税制委員会 6/13 (木) ザ・セレクトン福島 吉川税制委員長

第6回通常総会 6/25 (火) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 吉川前会長　外4名

AIG損保ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾞｰﾄﾞﾌｫｰｶｽ県連推進会議 7/30 (火) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 引地厚生委員長

第1回組織・厚生合同委員会 8/27 (火) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 紺野組織委員長、
引地厚生委員長

経営者大型総合保障制度特別推進会議 9/12 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長、伊藤青年部会長

第1回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議 9/26 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 高橋副会長

第3回理事会 9/26 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 高橋副会長

第2回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議 11/13 (水) コラッセふくしま
302小会議室

高橋副会長

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ副ﾘｰﾀﾞｰと福島法人会との打合せ 11/26 (火) ラヴィバレ一番町 齋藤会長、石本副会長、
高橋副会長

事務局会議 1/9 (木) ゆもとや 土屋事務局長、丹野主任

第3回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議 2/6 (水) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 高橋副会長

第4回理事会 2/6 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長　外3名

新春賀詞交歓会 2/6 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長　外3名

第2回組織・厚生合同委員会 2/17 (月) 磐梯熱海温泉
ホテル「華の湯」

紺野組織委員長、
引地厚生委員長

第2回総務委員会 2/20 (木) 法人会事務所会議室 石本総務委員長

第2回正副会長会議 3/12 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長

第5回理事会 3/12 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長

　　　1－2　【福島県法人会連合会青年部会連絡協議会】

第1回役員会 6/21 (金) 須賀川市
ホテル虎屋

藤井部会長　外4名

第2回役員会 9/3 (火) 郡山市
郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ本館

伊藤部会長　外4名

第27回会員研修会「郡山大会」
演題：「やってみる」から、はじめよう
　　　～風船で目指す新しい宇宙開発
講師：㈱岩谷技研　代表取締役　岩谷 圭介 氏

10/25 (金) 郡山市
郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ本館

伊藤部会長　外11名

第3回役員会 2/26 (水) 郡山市
郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ

伊藤部会長　外4名

福島県青年部団体連絡協議会
第11回特別講演会・名刺交換会

2/26 (水) 郡山市
郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ

伊藤部会長　外2名

　　　1－3 【福島県法人会連合会女性部会連絡協議会】

第1回役員会 7/2 (火) ウェディングエルティ 塩﨑部会長　外5名

第2回役員会 9/11 (水) 磐梯熱海温泉
ホテル「華の湯」

塩﨑部会長　外3名

第19回会員研修会「郡山大会」
演題：「令和の鶴と亀」
講師：福聚寺住職、作家　玄侑 宗久 氏

10/16 (水) 磐梯熱海温泉
「ホテル華の湯」

塩﨑部会長　外11名

第3回役員会 2/12 (水) ザ・セレクトン福島 塩﨑部会長　外2名

第12回「税に関する絵はがきｺﾝｸｰﾙ」審査会 2/12 (水) ザ・セレクトン福島 塩﨑部会長

　　　2【東北六県法人会連合会】

令和元年度定時理事会 6/17 (月) 仙台市
仙台国際ホテル

吉川前会長

令和元年度事務職員研修会 10/18 (金) 仙台市
仙台青葉ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ

土屋事務局長　外1名

令和元年度運営協議会 11/21 (木) 仙台市
江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

齋藤会長　外2名
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　　　3【全国法人会総連合】

第1回税制委員会 7/24 (水) 東京
全法連会館

齋藤会長

第2回税制委員会 9/5 (木) 東京
全法連会館

齋藤会長

令和2年度税制セミナー 2/12 (水) 東京
ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京

齋藤会長

第3回税制委員会 2/13 (木) 東京
全法連会館

齋藤会長

　　　4【その他・慶弔含む】

本　　会

副会長会議 4/9 (火) ザ・セレクトン福島 副会長10名

酒田五郎理事ご母堂様通夜・告別式 4/16 (火) こころ斎苑松川 齋藤義博副会長

吉川会長受章祝賀会打合せ 4/18 (木) クーラクーリアンテ
サンパレス

土屋事務局長

吉川会長受章祝賀会 4/25 (木) クーラクーリアンテ
サンパレス

土屋事務局長

ふくしん会講演会 7/3 (水) ウェディングエルティ 齋藤会長、土屋事務局長

ふくしまバーガーサミットin桑折説明会 9/18 (水) 桑折町商工会 澁谷職員

ザ・セレクトン福島新会社設立祝賀会 5/22 (水) ザ・セレクトン福島 吉川前会長

東北税理士会福島支部定期総会 6/26 (水) ザ・セレクトン福島 齋藤会長

多田憲司理事ご尊父様通夜・告別式 9/17 (火) こころ斎苑黒岩 土屋事務局長、丹野主任

高橋慎一理事ご母堂様告別式 9/19 (木) こころ斎苑福島中央 澁谷職員

紺野正雄副会長ご尊父様通夜・告別式 11/7 (木) けんみん葬祭
御山ホール

澁谷職員

青年部会

多田憲司副委員長ご尊父様通夜・告別式 9/17 (火) こころ斎苑黒岩 丹野主任

芳賀眞部会員ご尊父様告別式 9/25 (水) こころ斎苑福島西 伊藤部会長

女性部会

多田憲司氏ご尊父様通夜・告別式 9/17 (火) こころ斎苑黒岩 丹野主任

斎藤可子部会員通夜・告別式 12/19 (木) こころ斎苑黒岩 丹野主任
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（単位:円）

科        目 当年度 前年度 増  減 摘　要

Ⅰ　一般正味財産増減の部

  １．経常増減の部

    (1) 経常収益

        特定資産運用益 416 416 0

          特定資産受取利息 416 416 0 修繕積立預金利息

        受取会費 20,373,940 20,303,650 70,290

          正会員受取会費 19,915,240 19,854,460 60,780

          特別会員受取会費 458,700 449,190 9,510

        事業収益 9,145,190 10,105,850 △ 960,660

          社会貢献事業収益 367,000 670,000 △ 303,000 婚活事業参加会費

          研修事業収益 361,000 350,000 11,000 研修会参加会費

          広報事業収益 365,000 470,000 △ 105,000 広報紙広告協賛金

          会員親睦事業収益 8,052,190 8,615,850 △ 563,660 諸行事・会議懇親会参加会費

        受取補助金等 19,895,400 18,862,600 1,032,800

          受取県連補助金 951,000 871,000 80,000 県連継続補助金 他

          受取全法連助成金 150,000 150,000 0 福利厚生制度収入に基づく助成金(ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ強化・公益事務負担)

          受取全法連助成金振替額 18,216,400 17,623,600 592,800 福利厚生制度収入に基づく助成金(公益事業)

          受取全法連補助金 578,000 218,000 360,000 会員増強報奨金、事務局強化支援、福利厚生制度推進

        受取負担金 2,439,000 2,279,000 160,000

          受取負担金 504,000 64,000 440,000 会議会費、例会負担金、県青・女連協研修会登録料

          青年・女性部会受取負担金 1,935,000 2,215,000 △ 280,000 部会年会費

        受取寄付金 100,000 0 100,000

          受取寄付金 100,000 0 100,000 品川法人会青年部会より

        雑収益 2,477,734 1,745,109 732,625

          受取利息 352 281 71 普通預金利息

          雑収益 2,477,382 1,744,828 732,554 全法連表彰副賞、各事業祝金、福島市婚活補助、募金分　他

      【経常収益計】 54,431,680 53,296,625 1,135,055

    (2) 経常費用

        事業費 41,371,819 37,559,201 3,812,618

          給料手当 10,069,636 8,530,272 1,539,364 過年度残業代精算分含む

          福利厚生費 1,383,534 1,238,958 144,576 社保、労保法定費 他

          事務委託費 489,520 481,080 8,440 商工会支部委託

          会議費 8,537,450 9,574,707 △ 1,037,257 各事業のための会議費

          旅費交通費 4,095,509 2,884,508 1,211,001 各全国大会、移動租税教室、婚活事業、他法人との会交流会 他

          通信運搬費 2,012,272 1,972,681 39,591 電話、ＦＡＸ、郵便、広報紙送料 他

          減価償却費 520,090 520,090 0

          消耗品費 2,424,164 2,396,682 27,482 表彰副賞、各事業消耗品、事務用品 他

          印刷製本費 3,267,850 2,699,956 567,894 各事業ﾁﾗｼ、広報紙、租税教室配布下敷き、絵はがきﾎﾟｽﾀｰ 他

          燃料費 58,298 60,833 △ 2,535 ガソリン代

          賃借料 120,301 104,116 16,185 車駐車料

          保険料 262,316 261,931 385 中退金掛金、保険料

          諸謝金 3,609,943 2,952,532 657,411 講師料、原稿料 他

          租税公課 137,552 102,496 35,056 固定資産税等

          支払負担金 742,840 639,666 103,174 大会登録料等

          委託費 106,189 144,006 △ 37,817 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｾﾐﾅｰｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ他

          会場費 939,416 746,878 192,538 各事業のための会場料

          広告宣伝費 272,968 202,101 70,867 新聞・ラジオ 他

          リース料 847,293 845,218 2,075 機器リース料

          事務所管理費 702,418 670,541 31,877 共益費、光熱費等

          支払手数料 362,765 182,698 180,067 振込・振替手数料、社会保険労務士への報酬

          新聞図書費 301,105 141,445 159,660 購読料2紙、消費税軽減税率制度解説図書 他

          雑費 108,390 205,806 △ 97,416

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

決議事項　　第1号議案　令和元年度決算報告承認の件
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科        目 当年度 前年度 増  減 摘　要

        管理費 8,818,557 7,885,475 933,082

          給料手当 1,889,551 1,600,692 288,859

          福利厚生費 255,724 229,001 26,723

          事務委託費 90,480 88,920 1,560

          会議費 1,388,720 1,618,739 △ 230,019

          旅費交通費 402,906 394,320 8,586

          通信運搬費 814,034 617,460 196,574

          減価償却費 96,130 96,130 0

          消耗品費 284,954 642,040 △ 357,086

          印刷製本費 1,177,790 742,234 435,556

          燃料費 10,775 11,244 △ 469

          賃借料 19,999 19,244 755

          保険料 48,484 48,114 370

          租税公課 25,424 18,944 6,480

          諸会費 77,600 0 77,600 県連等会費

          支払負担金 641,876 456,484 185,392

          支払寄付金 471,646 280,348 191,298 大笹生支援学校への寄付 他

          委託費 137,347 23,501 113,846

          広告宣伝費 4,290 7,581 △ 3,291

          渉外慶弔費 429,956 407,372 22,584 慶弔費、電報代

          表彰費 142,400 136,080 6,320 総会表彰関係費

          リース料 156,608 156,225 383

          事務所管理費 129,830 123,938 5,892

          支払手数料 62,495 30,873 31,622

          新聞図書費 45,600 102,132 △ 56,532

          雑費 13,938 33,859 △ 19,921

      【経常費用計】 50,190,376 45,444,676 4,745,700

        当期経常増減額 4,241,304 7,851,949 △ 3,610,645

  ２．経常外増減の部

    (1) 経常外収益

        経常外収益計 0 0 0

    (2) 経常外費用

        経常外費用計 0 0 0

          当期経常外増減額 0 0 0

          当期一般正味財産増減額 4,241,304 7,851,949 △ 3,610,645

          一般正味財産期首残高 63,730,558 55,878,609 7,851,949

          一般正味財産期末残高 67,971,862 63,730,558 4,241,304

Ⅱ　指定正味財産増減の部

        受取補助金等 18,216,400 17,623,600 592,800

          受取全法連助成金 18,216,400 17,623,600 592,800

        一般正味財産への振替額 △ 18,216,400 △ 17,623,600 △ 592,800

          一般正味財産への振替額 △ 18,216,400 △ 17,623,600 △ 592,800

Ⅲ　正味財産期末残高 67,971,862 63,730,558 4,241,304
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収益事業等会計 法人会計

公１ 公２ 公３ 公益共通 小　計 他１ 法人会計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

  １．経常増減の部

    (1) 経常収益

        特定資産運用益 0 0 0 0 0 0 416 416

          特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0 416 416

        受取会費 0 0 0 7,670,000 7,670,000 2,000,000 10,703,940 20,373,940

          正会員受取会費 0 0 0 7,500,000 7,500,000 1,950,000 10,465,240 19,915,240

          特別会員受取会費 0 0 0 170,000 170,000 50,000 238,700 458,700

        事業収益 409,000 317,000 367,000 0 1,093,000 8,052,190 0 9,145,190

          社会貢献事業収益 0 0 367,000 0 367,000 0 0 367,000

          研修事業収益 44,000 317,000 0 0 361,000 0 0 361,000

          広報事業収益 365,000 0 0 0 365,000 0 0 365,000

          会員親睦事業収益 0 0 0 0 0 8,052,190 0 8,052,190

        受取補助金等 0 0 0 18,216,400 18,216,400 380,000 1,299,000 19,895,400

          受取県連補助金 0 0 0 0 0 380,000 571,000 951,000

          受取全法連助成金 0 0 0 0 0 0 150,000 150,000

          受取全法連助成金振替額 0 0 0 18,216,400 18,216,400 0 0 18,216,400

          受取全法連補助金 0 0 0 0 0 0 578,000 578,000

        受取負担金 0 0 0 0 0 2,199,000 240,000 2,439,000

          受取負担金 0 0 0 0 0 264,000 240,000 504,000

          青年・女性部会受取負担金 0 0 0 0 0 1,935,000 0 1,935,000

        受取寄付金 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000

          受取寄付金 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000

        雑収益 0 0 699,840 0 699,840 736,000 1,041,894 2,477,734

          受取利息 0 0 0 0 0 0 352 352

          雑収益 0 0 699,840 0 699,840 736,000 1,041,542 2,477,382

        経常収益計 409,000 317,000 1,066,840 25,886,400 27,679,240 13,367,190 13,385,250 54,431,680

    (2) 経常費用

        事業費 16,634,416 6,098,125 5,320,285 0 28,052,826 13,318,993 0 41,371,819

          給料手当 5,381,636 1,674,286 1,339,428 0 8,395,350 1,674,286 0 10,069,636

          福利厚生費 762,257 211,464 175,400 0 1,149,121 234,413 0 1,383,534

          事務委託費 269,700 74,820 62,060 0 406,580 82,940 0 489,520

          会議費 524,061 7,103 642,566 0 1,173,730 7,363,720 0 8,537,450

          旅費交通費 1,767,060 277,550 175,640 0 2,220,250 1,875,259 0 4,095,509

          通信運搬費 1,526,113 80,902 169,303 0 1,776,318 235,954 0 2,012,272

          減価償却費 286,544 79,492 65,935 0 431,971 88,119 0 520,090

          消耗品費 1,402,389 130,612 267,401 0 1,800,402 623,762 0 2,424,164

          印刷製本費 2,222,410 321,279 590,106 0 3,133,795 134,055 0 3,267,850

          燃料費 32,121 8,910 7,390 0 48,421 9,877 0 58,298

          賃借料 71,715 16,537 13,717 0 101,969 18,332 0 120,301

          保険料 144,524 40,093 33,255 0 217,872 44,444 0 262,316

          諸謝金 355,696 2,223,247 966,000 0 3,544,943 65,000 0 3,609,943

          租税公課 75,786 21,023 17,438 0 114,247 23,305 0 137,552

          支払負担金 117,000 180,640 41,400 0 339,040 403,800 0 742,840

          委託費 39,823 39,820 13,273 0 92,916 13,273 0 106,189

          会場費 270,346 371,030 216,400 0 857,776 81,640 0 939,416

          広告宣伝費 22,347 3,547 243,142 0 269,036 3,932 0 272,968

          リース料 466,816 129,503 107,417 0 703,736 143,557 0 847,293

          事務所管理費 386,998 107,359 89,050 0 583,407 119,011 0 702,418

          支払手数料 194,918 58,882 44,404 0 298,204 64,561 0 362,765

          新聞図書費 272,605 28,500 0 0 301,105 0 0 301,105

          雑費 41,551 11,526 39,560 0 92,637 15,753 0 108,390

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

科        目
公益目的事業会計 【公益目的事業比率55.9％】

合   計
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収益事業等会計 法人会計

公１ 公２ 公３ 公益共通 小　計 他１ 法人会計
科        目

公益目的事業会計 【公益目的事業比率55.9％】
合   計

        管理費 0 0 0 0 0 0 8,818,557 8,818,557

          給料手当 0 0 0 0 0 0 1,889,551 1,889,551

          福利厚生費 0 0 0 0 0 0 255,724 255,724

          事務委託費 0 0 0 0 0 0 90,480 90,480

          会議費 0 0 0 0 0 0 1,388,720 1,388,720

          旅費交通費 0 0 0 0 0 0 402,906 402,906

          通信運搬費 0 0 0 0 0 0 814,034 814,034

          減価償却費 0 0 0 0 0 0 96,130 96,130

          消耗品費 0 0 0 0 0 0 284,954 284,954

          印刷製本費 0 0 0 0 0 0 1,177,790 1,177,790

          燃料費 0 0 0 0 0 0 10,775 10,775

          賃借料 0 0 0 0 0 0 19,999 19,999

          保険料 0 0 0 0 0 0 48,484 48,484

          租税公課 0 0 0 0 0 0 25,424 25,424

          諸会費 0 0 0 0 0 0 77,600 77,600

          支払負担金 0 0 0 0 0 0 641,876 641,876

          支払寄付金 0 0 0 0 0 0 471,646 471,646

          委託費 0 0 0 0 0 0 137,347 137,347

          広告宣伝費 0 0 0 0 0 0 4,290 4,290

          渉外慶弔費 0 0 0 0 0 0 429,956 429,956

          表彰費 0 0 0 0 0 0 142,400 142,400

          リース料 0 0 0 0 0 0 156,608 156,608

          事務所管理費 0 0 0 0 0 0 129,830 129,830

          支払手数料 0 0 0 0 0 0 62,495 62,495

          新聞図書費 0 0 0 0 0 0 45,600 45,600

          雑費 0 0 0 0 0 0 13,938 13,938

        経常費用計 16,634,416 6,098,125 5,320,285 0 28,052,826 13,318,993 8,818,557 50,190,376

          当期経常増減額 △ 16,225,416 △ 5,781,125 △ 4,253,445 25,886,400 △ 373,586 48,197 4,566,693 4,241,304

  ２．経常外増減の部

    (1) 経常外収益

        経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0

    (2) 経常外費用

        経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0

          当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0

          当期一般正味財産増減額 △ 16,225,416 △ 5,781,125 △ 4,253,445 25,886,400 △ 373,586 48,197 4,566,693 4,241,304

          一般正味財産期首残高 63,730,558

          一般正味財産期末残高 67,971,862

Ⅱ　指定正味財産増減の部

        受取補助金等 0 0 0 18,216,400 18,216,400 0 0 18,216,400

          受取全法連助成金 0 0 0 18,216,400 18,216,400 0 0 18,216,400

        一般正味財産への振替額 0 0 0 △ 18,216,400 △ 18,216,400 0 0 △ 18,216,400

          一般正味財産への振替額 0 0 0 △ 18,216,400 △ 18,216,400 0 0 △ 18,216,400

Ⅲ　正味財産期末残高 △ 16,225,416 △ 5,781,125 △ 4,253,445 25,886,400 △ 373,586 48,197 4,566,693 4,241,304

　　　◆公益法人の会計では、①公益目的事業会計、②収益事業等会計、③法人会計の3つの会計に区分経理することが要請されている

　　　◆さらに正味財産増減計算書内訳表においては、この3つの会計区分は事業活動の内容により必要に応じて事業区分に細区分して

　 　 事業別の内訳表を作成することとなっている

　　　◆当会では以下のように事業を区分している

　　　　　①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

　　　　　　　　　　　＊事業内容はP1～4参照

　　　　　　　公２：地域企業の健全な発展に資する事業

　　　　　　　　　　　＊事業内容はP5参照

　　　　　　　公３：地域社会への貢献を目的とする事業

　　　　　　　　　　　＊事業内容はP6参照

　　　　　②収益事業等（収益事業は行っていないので、「その他事業」として）

　　　　　　　他１：会員の福利厚生並びに交流に資するための事業

　　　　　　　　　　　＊事業内容はP6～9参照
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科        目 当年度 前年度 増  減

Ⅰ　資産の部

  １．流動資産

          現金預金 18,796,547 15,463,963 3,332,584

          未収会費 541,300 149,120 392,180

          未収金 95,139 0 95,139

          立替金 724,130 0 724,130

        流動資産合計 20,157,116 15,613,083 4,544,033

  ２．固定資産

    (2) 特定資産

          修繕費用準備資金 4,165,538 4,165,122 416

          公開講演会費用準備資金 10,000,000 10,000,000 0

          支部研修費用準備資金 10,000,000 10,000,000 0

        特定資産合計 24,165,538 24,165,122 416

    (3) その他固定資産

          建物 23,912,790 24,529,010 △ 616,220

        その他固定資産合計 23,912,790 24,529,010 △ 616,220

        固定資産合計 48,078,328 48,694,132 △ 615,804

        資産合計 68,235,444 64,307,215 3,928,229

Ⅱ　負債の部

  １．流動負債

          未払金 105,031 0 105,031

          前受金 4,500 0 4,500

          預り金 154,051 576,657 △ 422,606

        流動負債合計 263,582 576,657 △ 313,075

        負債合計 263,582 576,657 △ 313,075

Ⅲ　正味財産の部

  １．基金

          基金 0 0 0

  ２．指定正味財産

        指定正味財産合計 0 0 0

  ３．一般正味財産

    (1)代替基金 0 0 0

    (2)その他一般正味財産 67,971,862 63,730,558 4,241,304

        一般正味財産合計 67,971,862 63,730,558 4,241,304

        （うち特定資産への充当額） (24,165,538) (24,165,122) (416)

        正味財産合計 67,971,862 63,730,558 4,241,304

        負債及び正味財産合計 68,235,444 64,307,215 3,928,229

貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在

（単位:円）
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場所・物量等 使用目的等 金　額

(流動資産)

  現金 手元保管 運転資金として 82,452

  預金 普通預金 運転資金として 18,714,095

      東邦銀行本店 1,569,508

      福島銀行本店 4,209,802

      福島信用金庫本店 403,850

      大東銀行福島支店 2,879,042

      常陽銀行福島支店 558,932

      秋田銀行福島支店 630,457

      荘内銀行福島支店 171,309

      きらやか銀行福島支店 206,170

      北日本銀行福島支店 132,502

      七十七銀行福島支店 435,115

      みずほ銀行福島支店 584,106

      商工中金福島支店 96,207

      東邦銀行本店  PET健診口座 689,619

      東邦銀行西福島支店 53,443

      東邦銀行本店  青年部会口座 2,345,546

      東邦銀行本店  女性部会口座 407,125

      ゆうちょ銀行八二八店 42,245

  　ゆうちょ銀行二一九店 3,299,117

  未収会費 30年度13社、令和元年度101社 541,300

  未収金 県連からの事務所管理費等負担分差額 95,139

立替金 724,130

婚活事業委託補助金 699,930

  住民税一時立替分(2名) 24,200

20,157,116

(固定資産)

　特定資産

  修繕費用準備資金 定期預金 すべての事業実施のための 4,165,538

　東邦銀行本店 事務所修繕資金である 2,002,729

　福島信用金庫本店 2,162,809

  公開講演会費用準備資金 普通預金 公益目的事業実施のための 10,000,000

　東邦銀行西福島支店 資金である

  支部研修費用準備資金 普通預金 公益目的事業実施のための 10,000,000

　福島信用金庫本店 資金である

　その他固定資産

建物 コラッセふくしま7階 公益目的保有財産であり、公益 23,912,790

　福島市三河南町1-20 目的事業、収益等事業等に合理

 　[鉄骨造7階一部 53.9㎡] 的な按分割合で使用している
  

48,078,328

68,235,444

(流動負債)

  未払金 105,031

婚活事業経費一部未払分 27,500

社保超過預り返金分 77,531

  前受金 令和2年度会費1社 4,500

  預り金 154,051

      県連預り分 県連からの広告料預り分 21,000

      社会保険料 3月分 79,010

      源泉所得税 1～3月分 54,041

263,582

263,582

67,971,862

     資産合計

   流動負債合計

     負債合計

     正味財産

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目

   流動資産合計

   固定資産合計
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1.重要な会計方針

　(1)固定資産の減価償却の方法

 　建物：直接法による定額法で減価償却を実施している

　(2)消費税等の会計処理

　 消費税込額で表示している

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円)

3.特定資産の財源等の内訳

 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)

5.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。
(単位：円)

受取全法連助成金

受取全法連補助金

6.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

当期減少額 当期末残高

　修繕費用準備資金 4,165,122 416 0 4,165,538

特定資産

令和元年度

財務諸表に対する注記

科　　　目 前期末残高 当期増加額

　支部研修費用準備資金 10,000,000 0 0 10,000,000

科　　　目 当期末残高
（うち指定正味財産
からの充当額）

（うち一般正味財産
からの充当額）

（うち負債に対応
する額）

　公開講演会費用準備資金 10,000,000 0 0 10,000,000

　修繕費用準備資金 4,165,538 0 4,165,538 0

合　　　計 24,165,122 416 0 24,165,538

　支部研修費用準備資金 10,000,000 0 10,000,000 0

特定資産

0

科　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

　公開講演会費用準備資金 10,000,000 0 10,000,000 0

10,321,685 23,912,790

合　　　計 24,165,538 0 24,165,538

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建　　　　　物 34,234,475 10,321,685 23,912,790

合　　計 34,234,475

貸借対照表上の記載区分

受取県連補助金
一般社団法人福島
県法人会連合会 0 951,000 951,000 0 一般正味財産

補助金等の名称 交付者

18,366,400 0 一般正味財産

0 578,000 578,000 0 一般正味財産

　全法連助成金計上による振替額

合　　計 0 19,895,400 19,895,400 0

18,216,400

公益財団法人
全国法人会総連合

0 18,366,400

合　　計 18,216,400

内　　容 金　額

経常収益への振替額
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監 査 報 告 書 

 

 

公益社団法人福島法人会 

会 長  齋  藤  高  紀 殿 

 

 

 平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務執行

状況及び財産の状況を監査しましたので、次のとおり報告いたします。 

 

 

 

1． 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているもの

と認めます。 

2． 理事の職務の執行に関する不正の行為、または法令若しくは定款に違

反する重要な事実は認められません。 

3． 計算書類及び付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状

況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。 

 

 

                  令和 2 年 5 月 13 日 

 

 

             公益社団法人 福島法人会 

 

 

                   監 事  鈴 木 武 雄  ㊞ 

 

 

                   監 事  樋 口 郁 雄  ㊞ 

 

 

                   監 事  須 藤 英 穂  ㊞ 
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報告事項２ 令和２年度事業計画 
 
Ⅰ．令和元年度活動方針 
  「地域の発展と活力ある法人会を目指す」 
（１）組織基盤の拡充強化 
（２）財政基盤の確立 
（３）実のある社会貢献活動の実施 
（４）会員企業支援のための事務局機能の充実 
 
Ⅱ．重点施策 
（税務行政への協力） 
（１）税務当局との連絡協調を保ち、あらゆる機会を通じて納税者と税務当局の間の相互理解醸 

成に努め、また、広く税務知識の普及を通じて納税道義の高揚を図り、公正な税制と円滑 

な税務執行に寄与する。さらに、ｅ-ＴａｘやｅＬｔａｘ普及のための方策を検討し利用 
向上に努める。特にｅ-Ｔａｘについては、法人税等の申告はもとより、ダイレクト納付、 
法定調書の提出、納税証明書の交付請求におけるｅ-Ｔａｘ利用拡大に、会員全力で取り 
組む。 

（税制改正に対する提言・要望） 
（２）中小企業税制の確立を目指し、より良い税制の研究に努め、会員の意見を集約しその取り 

纏めを行い、かつ上部団体を通じ国や地方自治体に要望その実現を期す。 
（税の啓発活動・社会貢献） 
（３）健全な納税団体として、組織の拡大強化を図り、会員の事業への参加向上と加入増加を推 

進し、事業の公益性と社会貢献度を高める。 
（企業の税務コンプライアンス向上施策） 

（４）企業の内部統制の強化や経理水準の向上は、企業の成長や税務リスク軽減のために重要で
あることから、自主点検チェックシートの活用とその普及を図ることとする。 

（研修事業の強化） 
（５）企業経営の健全化並びにその発展向上に資するため、税務に関わる研修は勿論のこと企業 

から必要とされる研修事業活動を積極的に行う。 
（会務運営の円滑化） 
（６）法人会組織の検討と魅力ある活動の展開、特に会員相互の情報交換を図る事により会務を 

一層円滑にする。 
（福利厚生事業の推進） 
（７）福利厚生事業は、会員の福利厚生を担うばかりでなく、当会の財政基盤の強化に寄与する 

ものであり、一層の推進を図る。 

 
Ⅲ．主要事業計画 
（１）税知識の普及を目的とする事業 
１）新設法人説明会 
 目的  新たに法人として設立された企業に対し、必要な諸届などの手続きをはじめ、事業 

の開始に際して法人税法上の留意点等について、理解を促す事を目的として実施。 
２）決算法人説明会 

  目的  決算期を迎えた法人企業に対し、税法改正事項等決算手続きを行うにあたり留意点 
等を説明し、適切な法人税等の申告が行われることを目的として実施。 

３）租税教室 
 目的  福島税務署管内の小中高校の児童、生徒を対象に、国税当局作成の租税教育用ビデ 

オを教材として使用するとともに、当会青年部会員、女性部会員が講師となり、身 

近な事例を解説し税についての大切さを感じてもらうことを目的として実施。 
４）女性部会税務研修会 

  目的  法人税にとらわれることなく、様々な税の研修のテ－マを取り上げ、税に関する知 
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識を学ぶ。講師は福島税務署長、担当官等に依頼。 
 ５）青年部会税務研修会 

  目的  法人税にとらわれることなく、様々な税の研修のテ－マを取り上げ、税に関する知 
識を学ぶ。講師は福島税務署長、担当官等に依頼。 

６）支部税務研修会 
 目的  法人税、消費税、相続税、資産税などの国税を中心に研修テ－マに取り上げ正しい 

税知識を身につける。講師は福島税務署各部門担当官に依頼。 
７）改正税法説明会 
 目的  改正された税法の内容について正しく理解することを目的に実施。講師は福島税務 

署各部門担当官に依頼。 
（２）納税意識の高揚を目的とする事業 
 １）納税表彰式 
  目的  福島税務署が毎回行う納税表彰式は、納税協力団体の活動を積極的に行い納税意識 

の高揚並びに税知識の普及推進に対し、永年の功労があった者に福島税務署長によ 
り表彰状、感謝状が贈られる。一層の納税協力活動の推進者を育成するとともに、 
広く社会に納税の重要性を広報する。 

 ２）「税を考える週間｣広報活動 
  目的  「税を考える週間」行事の一環として、福島税務署管内の小中高校生の税に関する 

作品を展示し、税についての理解と意識啓蒙を促すことを目的としている。 

 ３）税に関する絵はがきコンク－ル 
  目的  福島税務署管内の小学６年生を対象に「税」をテ－マとした絵はがきの募集を行う。 

優れた作品を選び記念品を贈呈。税についての大切さを感じてもらうことを目的と 
して実施。 

 ４）ホ－ムペ－ジ及び広報紙による税情報の発信 

  目的  ホ－ムペ－ジ上に、「税だより」と題したコ－ナ－を設け、法人税、消費税、相 
続税、資産税等国税を中心に解説記事を掲載し、毎月更新を行う。 
さらに国税局ホ－ムペ－ジへのリンクを行うとともに、お知らせ欄を利用し適宜必 
要な税に関する情報を提供する。「税だより」記事は福島税務署担当官が執筆。 
広報紙「ふくしま法人ニュ－ス」は福島税務署や福島県提供の国税、地方税に関す 
る情報、改正事項等の掲載を積極的に図り、公共機関、管内金融機関等において配 
布する。「税理士会コ－ナ－」記事は税理士が執筆。 

 ５）地域イベント参加「税金クイズ」 
  目的  福島税務署管内の福島市中央卸売市場では、地域住民の交流と地域の発展・活性化 

と消費拡大を目的として毎年 10月に「市場まつり」を開催している。当会ではこ 
のイベントの充実、ひいては地域の活性化と税についての理解や意識啓発を促すこ 
と、そして購買に寄与することを目的として、税金クイズコ－ナ－等を設け参加・ 

協力している。また、各支部においても実施する。 
（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）税制改正要望大会 
  目的  公益財団法人全国法人会総連合においては、毎年、中小企業の租税負担の軽減と合 

理・簡素化及び適正公平な税制・税務に関する提言を行うため、会員から税制に関 
する意見要望を取り纏めて税制改正要望大会を行い、関係機関等に対し要望活動を 
行っている。当会においても会員から税制に関する意見要望を取り纏め、社団法人 
福島県法人会連合会、公益財団法人全国法人会総連合に上申する。 

２）税務関係団体協議会との意見交換会等 
  目的  税務関係団体協議会と、正しい税知識の普及、納税意識の高揚並びにｅ-Ｔａｘの 

利用率向上等の推進や問題解決等を目的に意見交換を行う。 

 ３）税制改正要望書の関係機関への提出 
  目的  公益財団法人全国法人会総連合では、毎年税制改正要望大会を開催し、決議された 

要望事項を有効なものとするための国レベル、県レベル、単位会レベルで関係機関 
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等に対し要望活動を行っており、当会では県知事、県会議長、市長、市議会議長（自 
治体）に要望書を提出する。 

 ４）税制アンケ－トの実施 
  目的  税制改正を目的とし、全会員を対象に公益財団法人全国法人会総連合作成の税制改 

正に関するアンケ－トを実施する。アンケ－ト調査結果と税制に対する要望事項を 
もとに「税制改正に関する提言」を作成する。作成された提言は県連で取り纏め、 
全法連を通して関係機関に提出する。 

 ５）全国青年の集い 
  目的  全国の青年経営者が集い、税制、財政及び地域社会の健全な発展等法人会の目的を 

達成するための情報交換、意見交換並びに議論を行う。今後の活動をより充実した 
ものにする目的で開催。当会からも代表が参加。 

６）全国女性フォ－ラム 
 目的  全国の女性経営者が集い、税制、財政及び地域社会の健全な発展等法人会の目的を 

達成するための情報交換、意見交換並びに議論を行う。今後の活動をより充実した 
ものにする目的で開催。当会からも代表が参加。 

（４）地域企業の健全な発展に資する事業 
 １）実務セミナ－ 
  目的  福島税務署管内の全法人を対象に、税務・会計・経営等をテ－マに、地域企業の健 

全な発展を目的に、ほぼ毎月実施。講師は税理士、社会保険労務士、経営コンサル 

タント、弁護士等で、選定したテ－マについての専門家に依頼する。 
 ２）インタ－ネットセミナ－ 
  目的  福島税務署管内の全法人を対象に、税務・会計・経営等をテ－マに、地域企業の健 

全な発展を目的に、当会ホ－ムペ－ジからセミナ－を視聴できるサ－ビスを提供す 
る。テ－マは定期的に更新。受講料は無料で 24時間視聴可能。 

 ３）時局講演会 
  目的  福島税務署管内の全法人を対象に、継続して健全な企業活動を行うことを目的に、 

政治、経済、一般教養、労務等、幅広い分野において、時代やニーズにあった講演 
会を通常総会開催に併せて実施する。 

 ４）初級簿記セミナー 
  目的  福島税務署管内の全法人を対象に、初級簿記講座をテーマに地域企業の健全な発展 

を目的として計 10回（連続講座）開催。 
 ５）弁護士による法律相談 
  目的  顧問弁護士がいない中小企業の経営者や従業員のトラブル防止やトラブルの解決 

手段の一助を図ることができることを目的に開催。会員には相談料の一部を当会が 
負担。 

（５）地域社会への貢献を目的とする事業 

 １）新春公開講演会 
  目的  様々なテ－マによる講演を行うことにより、地域社会との結びつきを深め参加者 

の有意な人生の一助になることができることを目的に、新年賀詞交歓会に併せて 
開催する。 

 ２）献血活動 
  目的  福島県赤十字血液センタ－に協力し、青年部会が主管となり実施。献血者の確保に 

苦慮する同センタ－の公益的な活動を、本会の人的組織力をもって支援し、血液不 
足解消と一般市民に献血の重要性を訴えることを目的としている。 

 ３）婚活事業 
  目的  全国的にその進行が懸念されている少子化社会への対応の一つとして、婚活事業の 

企画・実施を行い、晩婚化・非婚化に少しでも歯止めをかけ、地域社会に貢献する 

ことを目的とする。当法人会の会員企業において、その従業員や家族で結婚相手を 
求めている男女に対して参加募集を行い、「出会いの場」として飲食パ－ティ－形 
式の婚活イベントを開催する。 
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（６）会員交流に資するための事業 
 １）総会懇親会 

  目的  年に一度、通常総会の開催に伴い、会員相互の連携を深め、交流することを目的と 
して開催。 

 ２）新年賀詞交歓会 
  目的  新年を迎えるにあたり地域の経営者が集い、情報交換、名刺交換並びに旧交をあた 

ためることを目的として開催。 
 ３）新入会員の集い 
  目的  新入会員、当会正副会長・組織委員、福島税務署幹部等が集まり、①法人会に対し 

ての理解・認識を深め、更に積極的に法人会を活用していただく、②税務署幹部と 
の懇談により税務署をより身近に感じていただく、③出席者相互の情報交換等によ 
り企業経営の一助に、④会員同士の親睦を深めていただく、以上を目的に開催。対 
象となる新入会員は開催年度の３年度前以降に入会した会員。 

 ４）委員会等懇談会 
  目的  当会の運営に携わっている役員、委員会委員、部会役員並びに支部役員等が、当年 

度の活動方針、重点施策等につき協議を行い、目標実現に向け意思統一を行うとと 
もに交流を図ることを目的に開催。 

 ５）部会例会 
  目的  青年部会、女性部会では、それぞれ親睦会や会員スピーチ等、会員の資質向上、交 

流・親睦を図ることを目的に例会を開催する。 
６）支部部会報告会 

  目的  支部会員・青年部会員・女性部会員が集まり、それぞれ前年度の活動報告と、今年 
度の事業計画等についての会議等を行う。 

（７）会員の福利厚生等に関する事業 

 １）経営者大型保障制度の普及推進 
  目的  経営者や従業員が、在職中に病気や事故により死亡や入院などの事態に遭った場合 

に企業を守り、事業が滞りなく継続できるよう、生命保険と損害保険がセットにな 
った法人会の制度。地域企業の福利厚生制度の充実を経営の安定化のため普及推進 
に努めている。引き受け保険会社は大同生命保険株式会社。 

 ２）ビジネスガ－ドの普及推進 
  目的  政府労災保険の上乗せ保障制度の「ハイパ－任意労災」、万が一の個人情報漏洩対 

策の「個人情報漏洩対策プラン」、大規模な地震に企業として備える「地震対策プ 
ラン」。地域企業の万が一に備え、経営の安定化のため普及推進に努めている。引 
受保険会社はＡＩＧ損害保険株式会社。 

３）がん保険制度の普及推進 
 目的  法人会に加入する企業で働く個人のための福利厚生制度。「がん保険」、医療保険制 

度「ＥＶＥＲ」、「ＷＡＹＳ」がある。地域企業で働くものの万が一に備え、普及推 
進に努めている。引受保険会社はアメリカンファミリー生命保険会社。 

４）ＰＥＴがん健診の普及推進 
 目的  経営者や従業員の健康管理を図るための福利厚生制度の充実として、普及推進に努 

めている。健診実施は一般財団法人脳神経疾患研究所。 
（８）その他本会の目的を達成するための必要事業 
 １）総会・理事会など会務運営のための各種会議の開催。 
 ２）事務局効率化の推進と退会及び未収会費の防止策の改善。 
 ３）法令に基づく適正な情報開示と個人情報管理の徹底。 
 ４）法人会の組織や体系のあり方、事業・運営のあり方等についての検討。 
 ５）青年・女性部会活動の一層の推進と部会相互の連携、協調。  

 ６）会員増強活動の推進 ＜「会員増強月間」：９月から１２月の４ヶ月間＞ 



（単位：円）

公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 本年度合計 前年度 増減 摘要

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1．経常増減の部

(1)経常収益

１．受取会費 14,100,000 3,850,000 2,343,400 20,293,400 20,392,900 △ 99,500

（１）正会員受取会費 13,800,000 3,750,000 2,256,400 19,806,400 19,933,400 △ 127,000

（２）特別会員受取会費 300,000 100,000 87,000 487,000 459,500 27,500

２．事業収益 1,050,000 5,600,000 0 6,650,000 7,350,000 △ 700,000

（１）研修会事業収益 350,000 0 0 350,000 400,000 △ 50,000 セミナー参加会費

（２）広報事業収益 350,000 0 0 350,000 400,000 △ 50,000 広報紙広告協賛金

（３）社会貢献事業収益 350,000 0 0 350,000 550,000 △ 200,000 婚活事業参加会費

（４）会員親睦事業収益 0 5,600,000 0 5,600,000 6,000,000 △ 400,000 諸行事・会議懇親会参加会費

３．受取補助金 17,944,700 432,000 1,182,000 19,558,700 19,587,400 △ 28,700

（１）受取全法連助成金振替額 17,944,700 0 0 17,944,700 18,216,400 △ 271,700 福利厚生制度収入

（２）受取全法連助成金 0 0 150,000 150,000 150,000 0 ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ強化・公社の事務負担への支援

（３）受取全法連補助金 0 0 600,000 600,000 400,000 200,000 会員増強報奨金、事務局強化補助、福利厚生補助

（４）受取県連補助金 0 432,000 432,000 864,000 821,000 43,000 補助金、収益配分

４．受取負担金 0 2,280,000 9,018,125 11,298,125 2,300,000 8,998,125

（１）青年・女性部会負担金 0 2,180,000 0 2,180,000 2,150,000 30,000 青114名・女47名 年会費

（２）受取負担金 0 100,000 200,000 300,000 150,000 150,000 役員会等会費、県青・女研修会登録料

（３）受取人件費負担金 0 0 8,818,125 8,818,125 0 8,818,125 県連より

５．雑収益 0 0 201,000 201,000 151,000 50,000

（１）受取利息 0 0 1,000 1,000 1,000 0 普通預金利息

（２）雑収益 0 0 200,000 200,000 150,000 50,000 表彰副賞：会員増強20万

【経常収益計】 33,094,700 12,162,000 12,744,525 58,001,225 49,781,300 8,219,925

(2)経常費用

事業費 35,542,820 12,116,515 47,659,335 41,440,008 6,219,327

給料手当 13,806,195 2,816,385 16,622,580 8,608,800 8,013,780 5名分 

福利厚生費 2,173,100 443,300 2,616,400 1,772,400 844,000 社保等法定費

旅費交通費 2,134,250 1,359,819 3,494,069 2,904,060 590,009 各事業のための旅費

通信運搬費 1,933,920 152,952 2,086,872 2,439,500 △ 352,628 電話、FAX、郵便他

減価償却費 431,970 88,119 520,089 520,089 0

消耗品費 1,810,695 334,117 2,144,812 4,709,800 △ 2,564,988 税金ｸｲｽﾞ、絵はがき、コラボ、献血他

印刷製本費 3,030,148 129,970 3,160,118 2,853,507 306,611 チラシ、印刷関係費

燃料費 49,070 10,010 59,080 67,520 △ 8,440 ガソリン代

賃借料 76,873 13,213 90,086 116,344 △ 26,258 車駐車料他

リース料 525,750 107,250 633,000 844,000 △ 211,000 機器リース料

事務所管理費 946,350 193,050 1,139,400 717,400 422,000 共益費、光熱費等

会場費 737,020 81,640 818,660 902,052 △ 83,392 事業用会場料

保険料 504,720 102,960 607,680 506,400 101,280 中退金掛金、保険料

諸謝金 3,760,036 55,000 3,815,036 4,411,796 △ 596,760 講演会・セミナー講師料、広報紙原稿料

租税公課 119,170 24,310 143,480 101,280 42,200 固定資産税等

会議費 1,172,710 5,544,364 6,717,074 8,719,000 △ 2,001,926 各事業のための会議費

委託費 98,000 14,000 112,000 235,266 △ 123,266 インターネットセミナー

事務委託費 406,580 82,940 489,520 481,080 8,440 商工会支部委託

事務所分担金 301,000 64,500 365,500 0 365,500 県連へ

支払負担金 339,040 369,800 708,840 212,000 496,840 大会等登録料他

渉外慶弔費 0 0 0 0 大会等登録料他

諸会費 0 0 0 0 大会等登録料他

支払利息 0 0 0 0 大会等登録料他

広告宣伝費 621,288 75,790 697,078 45,320 651,758 婚活PR、ラジオ番組 他

新聞図書費 289,585 0 289,585 65,000 224,585 新聞購読料、税関連冊子代等

支払手数料 210,300 42,900 253,200 177,854 75,346

雑費 65,050 10,126 75,176 29,540 45,636

令和２年度 収支予算書

科　　　　　目

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

報告事項３　令和２年度 収支予算報告の件
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公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 本年度合計 前年度 増減 摘要科　　　　　目

管理費 10,330,266 10,330,266 7,492,229 2,838,037

給料手当 3,072,420 3,072,420 1,591,200 1,481,220

福利厚生費 483,600 483,600 327,600 156,000

旅費交通費 326,256 326,256 266,340 59,916

通信運搬費 866,144 866,144 782,200 83,944

減価償却費 96,131 96,131 96,131 0

消耗品費 355,751 355,751 625,200 △ 269,449

印刷製本費 1,352,934 1,352,934 1,034,200 318,734

燃料費 10,920 10,920 12,480 △ 1,560

賃借料 14,414 14,414 19,656 △ 5,242

リース料 117,000 117,000 156,000 △ 39,000

事務所管理費 210,600 210,600 132,600 78,000

保険料 112,320 112,320 93,600 18,720

租税公課 26,520 26,520 18,720 7,800

会議費 1,638,720 1,638,720 1,054,000 584,720

委託費 138,800 138,800 69,042 69,758

事務委託費 90,480 90,480 88,920 1,560

事務所分担金 64,500 64,500 0 64,500

支払負担金 675,876 675,876 415,000 260,876

渉外慶弔費 300,000 300,000 250,000 50,000

諸会費 80,000 80,000 0

広告宣伝費 82,680 82,680 4,680 78,000

新聞図書費 39,600 39,600 65,000 △ 25,400

表彰費 120,000 120,000 80,000 40,000

支払手数料 46,800 46,800 34,200 12,600

雑費 7,800 7,800 275,460 △ 267,660

【経常費用計】 35,542,820 12,116,515 10,330,266 57,989,601 48,932,237 9,057,364

当期経常増減額 △ 2,448,120 45,485 2,414,259 11,624 849,063 △ 837,439

2．経常外増減の部

(1)経常外収益

【経常外収益計】 0 0 0 0 0 0

(2)経常外費用

【経常外費用計】 0 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 2,448,120 45,485 2,414,259 11,624 849,063 △ 837,439

一般正味財産期首残高 67,971,862 63,730,558 4,241,304

一般正味財産期末残高 67,983,486 64,579,621 3,403,865

Ⅱ 指定正味財産の部

受取全法連助成金 17,944,700 0 0 17,944,700 18,216,400 △ 271,700

一般正味財産への振替額 △ 17,944,700 0 0 △ 17,944,700 △ 18,216,400 271,700

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 67,983,486 64,579,621 3,403,865
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表彰関係 
 
 

表彰規程に基づく表彰  

 

（敬称略） 

１．功労者表彰（功労者表彰規程第２条） 
 

  【 役  員 】（第２条：功労並びに在職６年以上） 

      村 山 広 一  陽光社印刷㈱ 

      石 河 徳 雄  富久泉工業㈱ 

      手 塚 健 一  ㈱ウエディングエルティ 

      日 下 直 哉  ㈱クサカ印刷所 

      齋 藤 嘉 紀  丸藤ガラス㈱ 

 

２．会員増強表彰（会員増強表彰規程第２条） 
 

      樋 口 郁 雄  福島信用金庫 

紺 野 正 雄  ㈱Ａ水技研 

須 藤 英 穂  ㈱東邦銀行 

最 上   諭  ㈱総合コンサルタンツ 

  

  ３．福利厚生制度（経営者大型総合保障制度）推進表彰 
    

 ◎会員の部 

    ≪金賞≫ 鈴 木 武 雄  ㈱ビジネスサポート 

    

   ◎受託会社（大同生命・ＡＩＧ）職員の部 

≪銀賞≫ 村 島   誠  大同生命福島営業所 

    ≪銅賞≫ 阿 部 洋 子      〃     
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公益社団法人福島法人会 定款 
 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この法人は、公益社団法人福島法人会（以下「本会」という。）と称する。 

 

（事務所） 

第２条 本会は、主たる事務所を福島県福島市に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・

公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域企業と地域社会の

健全な発展に貢献することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）税知識の普及を目的とする事業 

（２）納税意識の高揚を目的とする事業 

（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 

（４）地域企業の健全な発展に資する事業 

（５）地域社会への貢献を目的とする事業 

（６）会員の交流に資するための事業 

（７）会員の福利厚生等に資する事業 

（８）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業は、おもに福島税務署管内を中心として福島県内において行うものとする。 

 

第３章 会員 

 

（資格） 

第５条 本会に次の会員を置く。 

（１）正会員 福島税務署管内に所在する法人（管内に事業所を有する法人を含む）で、本会の目的及び

事業に賛同して、次条の規定により本会に入会した者 

（２）特別会員 本会の事業を賛助するため、次条の規定により本会に入会した者 

２ 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 

 

（入会） 

第６条 本会の正会員又は特別会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、入

会することができる。 

 

（会費） 

第７条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。 

２ 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。 

 

（資格の喪失） 

第８条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。 

（１）退会 

（２）法人の解散 

（３）死亡 
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（４）除名 

（５）正当な理由なく会費を２年以上滞納したとき。 

（６）総正会員の同意があったとき。 

 

（退会） 

第９条 本会を退会しようとする者は、理事会で別に定める退会届を提出することにより、任意に退会す

ることができる。 

 

（除名） 

第１０条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名すること

ができる。 

（１）本会の定款又は規則に違反したとき。 

（２）本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき。 

（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。 

２ 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対し、総会の日から１週間前までに

その旨を通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。 

 

第４章 総会 

 

（種類及び構成） 

第１１条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、すべての正会員をもって組織する。 

２ 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、通常総会をもっ

て同法上の定時社員総会とする。 

 

（権限） 

第１２条 総会は、次の事項について決議する。 

（１）会員の除名 

（２）理事及び監事の選任又は解任 

（３）理事及び監事の報酬等の額 

（４）貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認 

（５）定款の変更 

（６）解散及び残余財産の処分 

（７）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開催及び招集） 

第１３条 通常総会は、毎年１回事業年度終了後３箇月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）理事会が必要と認めたとき。 

（２）総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する会員から会議の目的である事項及び招集の理由

を記載した書面により、招集の請求があったとき。 

３ 総会は、開催の日から少なくとも１週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を

発して会長がこれを招集する。 

 

（議長） 

第１４条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長の中から総会において選出する。 

 

（議決権） 

第１５条 正会員は、各１個の議決権を有する。 

２ 正会員は、前項の議決権を行使するため、総会に各１名の代表者を出席させる。 

３ 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。

この場合において、委任した正会員は、出席したものとみなす。 
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（決議） 

第１６条 総会の決議は、議決権の３分の１以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権

の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２

以上の多数をもって行う。 

（１）会員の除名 

（２）監事の解任 

（３）定款の変更 

（４）解散 

（５）その他法令で定められた事項 

 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第１項の決議を行わなければなら

ない。理事又は監事の候補者の合計数が第１８条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た

候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

 

（議事録） 

第１７条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議事録には、議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名者２名が署名押印

しなければならない。 

 

第５章 役員 

 

（役員の配置） 

第１８条 本会に次の役員を置く。 

（１）理事 ５０名以上９５名以内 

（２）監事 ３名以内 

２ 理事のうち１名を会長、１２名以内を副会長とし、１名を専務理事とすることができる。 

３ 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務

理事をもって同法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

 

（役員の選任等） 

第１９条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。 

３ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある者の合

計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。 

４ 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互の密接な関係である者の合計数

は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。 

 

（理事の職務及び権限） 

第２０条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐する。 

４ 専務理事は、会長及び副会長を補佐して事務局を指揮監督し、本会の常務を統括する。 

５ 会長、副会長及び専務理事は、事業年度毎に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状

況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第２１条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査す

ることができる。 

３ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若
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しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事

会に報告するものとする。 

４ 監事は、前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。 

５ 監事は、前項の規定による請求の日から５日以内に、その請求のあった日から２週間以内の日を理事

会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。 

 

（役員の任期） 

第２２条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結

のときまでとする。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のとき

までとする。 

３ 理事又は監事については、再任を妨げない。 

４ 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。 

５ 理事又は監事は、第１８条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任し

た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第２３条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第１０条第１項各号のいずれかに

類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。 

 

（役員の報酬等） 

第２４条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、

総会が別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程により、報酬を支給することができる。 

２ 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額については総会が別に定

める役員の報酬等及び費用に関する規程による。 

 

（損害賠償責任の免除） 

第２５条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１１条第１項の役員の損害賠償責任

について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償金額から法令に定める

最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除することができる。 

 

第６章 顧問及び相談役 

 

（顧問及び相談役） 

第２６条 本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱し、その任期は、２年とする。 

３ 顧問及び相談役は、本会の業務の運営上の重要な事項について会長の諮問に応ずる。 

４ 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることが

できる。 

 

第７章 理事会 

 

（構成） 

第２７条 本会に理事会を置く。 

２ 理事会は、理事全員をもって構成する。 

３ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 

４ 顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。 

 

（権限） 

第２８条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。 

（１）本会の業務の執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 
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（３）会長、副会長及び専務理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第２９条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 

 

（議長） 

第３０条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長の中から理事会において選出する。 

 

（決議） 

第３１条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ

の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条の要件を満たしたと

きは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第３２条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。 

 

 

第８章 正副会長会 

 

（構成） 

第３３条 本会に、正副会長会を置く。 

２ 正副会長会は、会長、副会長及び専務理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第３４条 正副会長会は、役員人事その他本会の運営に関する重要事項について審議し、理事会に参考意

見を表明する。 

 

（運営） 

第３５条 正副会長会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。 

 

第９章 委員会、部会及び支部 

 

（委員会） 

第３６条 本会には、理事会の決議を経て、業務の執行に必要な委員会を置くことができる。 

２ 前項に定める委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによ

る。 

 

（部会） 

第３７条 本会には、業務の執行に必要な部会を置くことができる。 

２ 前項に定める部会の設置、組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところ

による。 

 

（支部） 

第３８条 本会には、業務の執行に必要な支部を置くことができる。 

２ 前項に定める支部の設置、組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところ

による。 
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第１０章 資産及び会計 

 

（資産の構成） 

第３９条 本会の資産は、次に掲げるものにより構成する。 

（１）設立当初の財産目録に記載された財産 

（２）会費 

（３）事業に伴う収入 

（４）財産から生ずる収入 

（５）寄附金品 

（６）その他の収入 

 

（事業年度） 

第４０条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第４１条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、

毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する

場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に

供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第４２条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監

査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第１号及び第２号の書類についてはその内

容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

（６）財産目録 

 

（備付け帳簿及び書類） 

第４３条 主たる事務所には、前条の書類のほか、次の書類を５年間備え置き、一般の閲覧に供するとと

もに、定款及び会員名簿を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（１）監査報告 

（２）理事及び監事の名簿 

（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 

 

第１１章 定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第４４条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 

（解散） 

第４５条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第４６条 本会が公益認定等の取消しの処分を受けた場合、又は合併により本会が消滅する場合（その権

利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、公益目的取得財産残額があるときは、総

会の決議を経て、これに相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から１箇月以
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内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しく

は地方公共団体に贈与するものとする。 

 

（残余財産の帰属） 

第４７条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する

ものとする。 

 

第１２章 公告の方法 

 

（公告の方法） 

第４８条 本会の公告は、電子公告による。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告による公告をすることができない場合は、官報

に掲載する方法による。 

 

第１３章 事務局 

 

（事務局） 

第４９条 本会の事務を処理するため事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の決議を経て任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。 

 

第１４章 補則 

 

（細則） 

第５０条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

 

附 則 

 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設

立の登記の日から施行する。 

２ 本会の最初の会長は、次のとおりとする。 

  山川 章 

３ 本会の最初の副会長及び専務理事は次のとおりとする。 

 副会長 

  石本 朗、吉川 昭、高橋 道信、齋藤 高紀、渡邊 博美、川瀬 成人、齋藤 義博、北村 清士、

鍛冶 輝雄、庄子 隆二、日下部 勉、樋口 久弥、佐藤 晃司、春日 賢 

 専務理事 

  丹治 幹雄 

４ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する 

 法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登 

 記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第４０条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事 

 業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

 



（敬称略）

役 職 氏   名 企  業  名 役 職 氏   名 企  業  名

会　長 齋　藤　高　紀 こころネット（株） 理　事 堀　切　知　之 （有）丸滝

副会長 石　本　　　朗 （株）福島丸公 〃 菅　野　　　晋 丸進機業（株）

〃 高　橋　道　信 東北コピー販売（株） 〃 三　品　清　重 （株）アグリテクノ

〃 齋　藤　義　博 （株）丸福織物 〃 森　藤　洋　一 森藤食品工業（株）

〃 丹　野　善　一 福島紅葉漬（株） 〃 酒　井　富　也 （株）酒井東栄コーポレーション

〃 佐　藤　　　司 （有）佐藤左官 〃 眞　柴　三　次 福島中央青果卸売（株）

〃 渡　辺　英　人 （有）渡辺自動車 〃 柴　田　和　明 （有）アライブ

〃 紺　野　正　雄 （株）Ａ水技研 〃 大　澤　益　三 （有）益蔵

〃 千　葉　政　行 （株）サンベンディング福島 〃 大和田　利　明 （有）大和田会計事務所

〃 引　地　正　樹 （株）キョーシン金型 〃 斎　藤　規　雄 （有）サイトウホーム

〃 岸　　　秀　年 トーニチ（株） 〃 酒　井　良　晃 伊達貨物運送（株）

〃 藤　倉　伸　祥 （有）藤倉保険企画 〃 佐　藤　真　也 （有）佐藤新聞店

〃 菅　野　好　次 （株）運喜 〃 高　橋　愼　一 福島ヤクルト販売（株）

理　事 最　上　　　諭 （株）総合コンサルタンツ 〃 多　田　憲　司 共進（株）

〃 後　藤　洋　伸 後藤造園土木（株） 〃 立　花　志　明 （株）山川印刷所

〃 伊　藤　信　弘 （株）いちい 〃 箭　内　一　典 （有）やない製麺

〃 三　浦　康　伸 東開クレテック（株） 〃 渡　邊　浩　二 （株）渡辺工務店

〃 福　地　雅　人 （株）フクトウ 〃 阿　曽　修　司 （有）川俣クリーンホープ

〃 桃　井　三　夫 （株）日新土建 〃 阿　部　義　己 （株）阿部ニット

〃 大和田　知　昭 （株）大丸工務店 〃 大　内　千　春 （株）ウインスリーひかり

〃 蒲　倉　達　也 福島リコピー（株） 〃 紺　野　　　学 （株）橋脇商店

〃 塩　﨑　京　子 （資）航 〃 齋　藤　恵美子 （有）大文字屋米穀店

〃 村　山　広　一 陽光社印刷（株） 〃 佐　藤　正　志 （有）佐藤会計事務所

〃 石　河　徳　雄 富久泉工業（株） 〃 髙　橋　好　雄 （有）ふくしま中央交通

〃 手　塚　健　一 （株）ウェディングエルティ 〃 手　塚　佳　子 （株）ウェディングエルティ

〃 日　下　直　哉 （株）クサカ印刷所 〃 村　山　雅　枝 陽光社印刷（株）

〃 齋　藤　嘉　紀 丸藤ガラス（株） 〃 原　田　純　子 東北精密工業（株）

〃 五十畑　昌　之 東北自興（株） 〃 伊　藤　淳　一 （株）伊藤製作所

〃 加　納　武　志 （有）菅野地所 〃 藤　井　拓　哉 （株）アブソーブ

〃 酒　田　五　郎 （有）酒田工業 〃 遠　藤　賢　市 （有）遠藤設備工業

〃 佐　藤　武　彦 （有）ダイワプラン 監　事 鈴　木　武　雄 （株）ビジネスサポート

〃 佐　藤　万　吉 （株）山和 〃 樋　口　郁　雄 福島信用金庫

〃 多　田　恵　造 多田建設（株） 〃 須　藤　英　穂 （株）東邦銀行

〃 星　野　真　弘 （株）星野合金

公益社団法人福島法人会

役　員　名　簿（令和2年3月31日現在）
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