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平成２０年度 事業報告 
（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日） 

 
 平成２０年度は、年号が代って２０年。団塊の世代が第一線を退く時期と重

なって、大きく時代の転換が意識された年でありました。また、４年に一度の

オリンピック開催・米国大統領選挙の年でありましたが、景気浮揚への期待感

に反して、未曾有の金融危機が現出し、世界同時不況という極めて厳しい環境

の中で事業活動が展開されました。 
 

１）概 況 
 当年度は会員法人の代表者交代に伴う２理事の辞任を受けて補充選挙が行

われ、それぞれ同法人の新代表者が選任されました。 
  また、「公益法人制度改革」対応での組織の一元化で、遊佐・八幡・松山・

平田について、「支部」から「地区」運営に切り替えた初年度でありました。

これまでの商工会との関係を維持しつつ、地域性重視を掲げて活動を展開し

ました。まだまだ課題は多くありますが、１１地区となってそれぞれ活性化

を図る意味で、いくつかの可能性が出てきたものと考えます。 
企業法人にとって、その活動が取巻く経営環境に大きく左右されることは

否めませんが、組織規模に見合った異業種交流の場としての当会の位置づけ

は大きく、こんな時こそその実に期待したいものです。 
  平成２０年１２月１日を以って、「新公益法人法」が施行されたことに伴い、

当会は自動的に「特例民法法人」（特例社団法人）となりました。今後、法施

行日から５年の猶予期間内に、移行手続きが必要となりますが、その間は名

称や主務官庁との関係および課税取り扱いはこれまでと変わらないことにな

っております。第３回理事会（２／１９開催）において、全法連・県連の動

向を見定めた上で、概ね第２９回通常総会（Ｈ２２／５）に向けて準備する

としましたが、現状未だ流動的であります。（参照 Ｐ４１） 
 青年部会・女性部会・三水会の活動は、当年度も当会事業の推進役として

活発に展開され、かつ共催事業における積極的な取組みの結果は、当会の社

会貢献に大きく寄与しました。 
 



２）組織の強化・拡大 
  当年度も「組織強化月間」を設けて、会員増強運動に精力的に取組みまし
た。具体的には、組織委員会（９／２４）にて、①強化月間は１１月単月と

し、短期集中で取組む、②目標として役員（本部・地区）１人当たり１件以

上の会員獲得を目指すこととし、③１００件を到達目標として、地区別目標

基準を設定する、との基本方針を策定し、第２回理事会・第１回役員合同会

議（１０／２１）で決定・承認されました。結果、Ｈ２１／３末稼動法人数

２,１８７法人に対し、会員数１,６０５法人となり、目標には大幅未達ながら、
加入率７３．４％を確保できたことは、全国的に会員数が減少する中で、大

いに健闘した内容となりました。何よりも１１地区となった初年度で、地区

役員会が中心となって組織的に展開された取組の結果であり、評価できる内

容と言えます。（参照 Ｐ２３） 
 目標達成は、４地区・９役員で過去最高の被表彰者数となりました。結果

は兎も角、組織強化の取組は「組織の総点検」と「人的ネットワークの構築」

であり、地域活性化に寄与するところ大と考えます。 
 なお、加入率７０％以上を確保していることで、２１年連続で山形県連会

長表彰を受けております。 
 

３）税制改正に関する改善要望 
平成２１年度に向けての税制改正要望は、平成２０年９月の全法連・常任 
理事会にて「税制改正に関する提言」として纏められ、全法連・単位会がそ

れぞれに政府・地方自治体に対し、一斉に提言活動を展開いたしました。 
 改善要望のポイントは、①行財政改革の推進と歳出削減の徹底、②中小企

業の活力発揮を後押しする税制、③少子高齢化社会を支える税制、④租税教

育の普及、を掲げ「法人税の引下げ」をはじめとする具体的提言を行いまし

た。（参照 Ｐ３８） 
  当会としても、税制委員会を中心に、役員アンケートを実施するなど、「独

自要望事項」を取り纏め、県連を通じて意見反映するとともに、１１月２８

日（金）に酒田市長と市議会議長に対し、前田会長・畠中税制委員長（理事）

から「提言書」を提示し、陳情・要請を行いました。 
その際、新たにｅＬ－Ｔａｘの活用について情報交換するとともに、「租税

教育」の組織的展開についても話し合いました。更には、「たばこ税」の使途

についての「意見交換会」の開催を提案し、１２月２４日に市当局と関係団

体を集めて実現いたしました。 

 

 



４）税務行政の円滑化と納税意識の高揚 
 ①税務当局が精力的に推進しているｅ－Ｔａｘの利用促進には、積極的に協    
  力する立場で取組みました。この一年、講習参加者は２００余名を数え、 
  カードリーダーライターの斡旋も行いました。また、「Ｗｅｂ化促進委員会」

を開催し、酒田税務署から総務省の「電子化施策」の全容とｅ－Ｔａｘ活

用の進捗状況について説明を受け、役員会を通じて啓蒙活動に繋げました。 
 ②「税を考える週間」（１１／１１～１７）は「ＩＴ・国際化と税」をテーマ

に展開されました。当会としては、記念講演会（「こころを動かす言葉」講

師 加賀美 幸子氏）を開催し、一般参加者も含め会場一杯の７００名超

の参加を得て、大変好評を博しました。当会の社会貢献事業でもあり、納

税意識高揚の一助となったものと考えます。 
 ③全法連発行の漫画「税ってなんだ？」（水木プロ）を、成人式（酒田市・遊

佐町１,４００部）・記念講演会（７００部）・東北公益文科大卒業式（２０
０部）に配布し、広く納税意識の高揚に努めました。 

 

５）税知識・実務の修得と自己啓発 
  酒田税務署の協力・指導の下、決算説明会（５回）・新設法人説明会（２回）・

年末調整説明会（２回）・年末調整講習会を開催した他、税制改正・社会保険

制度・経営・財務・営業・労務と多岐に亘る実務分野について外部講師を招い

ての実務者セミナーを開催し、多数の参加を得ました。（参照 Ｐ３０） 
 

６）社会への貢献 
 ①当会は会員加入率において、全法連傘下４４２単位会の中でもトップクラ

スであり、その規模に見合った社会的責任を自覚し、当年度も本部および

青年部会・女性部会・三水会とが一体となって諸活動を展開しました。 
  公開講演会・研修会を開催し、会報・チラシ・ポスターでの広報の他、新

聞広告・広報誌・ＦＭ放送等の媒体で広く周知することで、集客に努め多

くの一般参加者を得ることができました。 
 ②当年度も青年部会・女性部会と共催で「庄内出羽人形芝居」による「出前

租税教室」を実施しました。今年度は市教育委員会を通じて、対象校を選

定し、松陵小学校と北平田小学校の全校児童に集まってもらいました。 
  郷土の伝統芸能支援の意味合いもあり、今後とも継続するものとします。 
 ③「公益法人認定」を目指す方針は、既に決定をみておりますが、当年度は

３部会の「会計一元化」を検討し、平成２１年度から実施することとしま

した。事業費の過半は公益性を求められることを念頭に、山形県主催の説

明会に参加し、改めて社会貢献の度合いを高める必要性を認識しました。 



７）青年部会の活動 
   当年度も役員会を中心に、総務・会員拡大・会員交流・税務・社会貢献

の５委員会が、年間事業計画に沿ってそれぞれに活動を展開いたしました。 
  また、平成５年の設立から１５周年を迎え、記念植樹（１１／５）とささ

やかな祝賀会（１１／１１）を催しました。 
   青年部会の活動は、本部事業運営の強力な推進力であり、年間を通じて

共催事業において、遺憾なくその役割を果たしました。とりわけ「税を考

える週間」記念講演会では主幹として中心的に取組み、大いに集客力を発

揮するとともに、所期の目的を果たしました。 
   課題である会員拡大に努めた結果、９名の新規会員を得ることができま

したが、定年制で退会者もあり更なる努力を申し合わせました。部会会報

「ランナー」（第２６号・２７号）を発行しました。（参照Ｐ３２・３３） 
 

８）女性部会の活動 
   この一年、コーデイネイト・コミュニケーション・ゼミナール・プラン

ニングの各委員会が良く機能し、年間計画の企画立案に始まり組織的な展

開が図られました。継続的な取組としての「出前租税教室」の他、話題の

「裁判員制度」講習会には一般も含めて８０名の参加を得て、好評であり

ましたし、意欲的に取組んだ「新年の集い」には講師も含めて例年になく 
   盛会で、大いに親睦交流を深めることができました。 
   また、山形県連・女性部会連絡協議会が取組んだ「小学生絵はがきコン 

クール」には、松陵小学校と松原小学校の協力を得て応募（１６７件）し、

見事な成績をおさめることが出来ました。（参照 Ｐ３４・３５） 
 

９）三水会の活動 
   当年度も第三水曜日を中心に毎月例会を開催しました。幹事会にて「年

間計画」を策定し、担当幹事が実施する手順で、経理・税務のみならず経

営・経済の分野にも時宜を得たテーマを決め、実務者研修の実を挙げるこ

とができました。また、本部の他２部会との共催事業にも積極的に取組み

ました。（参照 Ｐ３６） 
 

１０）会員福利厚生関係 
・ 全法連と保険３社がタイアップして開発した「福利厚生制度」における県
内シェアが前年比で０.４ポイントダウンし、今後の取組の強化が必要とな
っております。（参照 Ｐ３１） 



Ⅰ－３）事業実績
　（１）会議関係
１．総会

会議名 日時 議題等 場所 参加者数
第２７回 平成２０年 ①Ｈ１９　事業報告並びに決算報告 ベルナール １４７名
通常総会 ５月２３日（金） ②Ｈ２０　事業計画案並びに予算案 酒田 （委任状７９５）

１４：３０～ ③理事辞任に伴う後任理事選任

２．理事会
会議名 日時 議題等 場所 参加者数

第１回 平成２０年 ①第２７回通常総会付議事項について ベルナール 理事　２７名
理事会 ５月８日（木） ②報告事項　Ｈ２０税制改正要望への対応 酒田 監事　　２名

１１：３０～ 　　　　　　　　「公益法人制度改革」の動向 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ　２名
事務局　２名

第２回 １０月２１日（火）①組織強化月間の取組について 東急プラザ 理事　３０名
理事会 １６：３０～ ②地区役員一部変更について 監事　　２名

②報告事項　・税制改正提言 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ　２名
　　　　　　　　 ・「公益法人制度改革」の動向　他 事務局　２名

第３回 平成２１年 ①平成２１年度暫定予算について 酒田産業会館 理事　２３名
理事会 ２月１９日（木） ②新公益法人制度施行への対応について 監事　　１名

１６：３０～ ③報告事項　他 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ　２名
事務局　２名

３．正副会長会議
会議名 日時 議題等 場所 参加者数

第１回 平成２０年 ①第２７回通常総会付議事項について 前田製管（株） 会長　
正副会長 ４月１８日（金） ②被表彰者の確認 会長室 副会長　３名
会議 １４：３０～ ③報告事項　他 事務局　１名

第２回 ９月１８日（木） ①組織強化月間の取組について 東急プラザ 会長
１１：３０～ ②報告事項　他 副会長　３名

事務局　１名

第３回 平成２１年 ①第２８回通常総会日程＆記念講演会について前田製管（株） 会長
１月７日（水） ②組織強化月間の取組状況（報告） 副会長　２名
１５：００～ ③その他（組織課題・当面の日程　他） 事務局　１名

鶴岡・酒田 平成２０年 「税務に係わる現状と課題」 ホテルリッチ＆ 会長
正副会長 １２月１１日（木）　（山形県庄内総合支庁との懇談会） ガーデン酒田 副会長　２名
合同会議 １８：３０～ 　　　　―　地方税の電子化について　― 事務局　１名

４．役員合同会議
会議名 日時 議題等 場所 参加者数

第１回役員 平成２０年 ①組織強化月間の取組について 東急プラザ 役員　７５名
合同会議 １０月２１日（火）②報告事項（第２回理事会報告）　他 来賓　１０名

１７：００～ ③「福利厚生制度連絡協議会」 事務局　２名

第２回 平成２１年 ①平成２０年度会員増強運動の成果と総括 酒田産業会館 役員　５０名
２月１９日（木） ②事務局報告（第３回理事会報告）　他 来賓　１０名
１７：００～ 事務局　２名



５．組織合同会議
会議名 日時 議題等 場所 参加者数

第１回組織 平成２０年 ①平成２０年度会員増強運動実施要領について東急プラザ 役員　１７名
合同会議 １０月７日（月） ②第１回役員合同会議対応について 事務局　１名

１２：００～

第２回 １２月９日（火） ①組織強化：今後の見通しと方針確認 ホテルリッチ＆ 役員　１３名
１１：３０～ ②来年度地区役員体制について ガーデン酒田 事務局　１名

　　　　現状見直しと運営の在り方
第３回 平成２１年 ①平成２０年度会員増強運動のまとめ ホテルリッチ＆ 役員　１５名

１月２２日（木） ②地区運営の在り方について ガーデン酒田 事務局　１名
１２：００～ ③事務局報告（当面の日程　他）

６．委員会
会議名 日時 議題等 場所 参加者数
第１回 平成２０年 ①Ｈ２０　税制改正要望事項の整理・確認 東急プラザ 委員　５名
税制委員会 ４月２５日（金） 事務局　１名

第１回総務 ５月１５日（木） ①第２７回通常総会対策について ベルナール 役員　９名
広報合同 １２：００～ 酒田 事務局　２名
委員会

第２回総務 ８月７日（木） 「税を考える週間」記念講演会打合せ ベルナール 役員　１１名
広報合同 １２：００～ 酒田 事務局　２名
委員会

組織委員会 ９月２４日（水） ①Ｈ２０　組織強化月間の基本方針について ベルナール 役員　６名
１２：００～ 酒田 事務局　１名

第３回総務 １０月３０日（木）①「税を考える週間」記念講演会最終打合せ ベルナール 役員　１０名
広報合同 １２：００～ ②第２８回通常総会対策 酒田 事務局　２名
委員会 　　　　日程・記念講演会（テーマ・講師）

Ｗｅｂ化促進平成２１年 ①総務省「電子化」施策の全容とｅーＴａｘ活用 酒田市 役員　３名
委員会 １月１５日（木） 　の進捗状況確認 交流ひろば 事務局　１名

１６：００～

第４回総務 ３月１２日（木） ①第２８回通常総会対応について 東急プラザ 役員　１２名
広報合同 １２：００～ 　　役員改選・表彰関係・記念講演会 事務局　２名
委員会 ②Ｈ２１「税を考える週間」の取組について

③その他（事務局報告・日程他）

７．監査
会議名 日時. 議題等 場所 参加者数

会計監査 平成２０年 平成１９年度会計監査 法人会 監事　２名
４月１５日（火） 事務所 事務局　２名
１０：００～



　（２）地区運営関係
１．地区長会議

会議名 日時 議題等 場所 参加者数
第１回 平成２０年 ①平成２０年度地区役員体制の確認 ベルナール 役員　９名
地区長会議 ５月８日（木） ②平成２０年度地区運営方針について 酒田 事務局　２名

１３：００～ 　　　平成１９年度会員増強運動総括＆
　　　今後の取組

第２回 平成２１年 ①平成２０年度運営状況総括 ホテルリッチ＆ 役員　１１名
３月１３日（金） ②平成２１・２２年度地区役員体制について ガーデン酒田 事務局　１名
１２：００～ ③地区運営方針について

④その他（当面の日程　他）

２．地区役員会
会議名 日時 議題等 場所 参加者数

河南地区 平成２０年 ①第１回地区長会議報告 欅 役員　５名
役員会 ７月９日（水） ②平成２０年度地区役員体制の確認 事務局　１名

１２：００～ ③平成２０年度年間事業計画弐ついて
平田 ７月１５日（火） ④「（新）地区運営規程」の確認 ひらたタウン 役員　７名

１２：００～ センター 事務局　１名
東部 ７月１８日（金） 巳之助 役員　９名

１２：００～ 事務局　１名
南部 ７月２３日（水） ベルナール 役員　８名

１２：００～ 酒田 事務局　１名
北部 ７月２９日（火） 玉勘 役員　８名

１１：００～ 事務局　１名
中央下 １０月２日（木） ①新役員体制について（有志の会） 玉勘 役員　７名

１８：３０～ 事務局　１名
東部 １０月２３日（木） ①第１回役員合同会議報告 酒田鉄工協同 役員　１１名

１２：００～ ②組織強化・会員増強運動の取組について 組合会議室 事務局　１名
遊佐 １０月２８日（火） ゆざっとプラザ 役員　４名

１２：００～
八幡 ふれあい商工会役員　５名

八幡支所 事務局　１名
北部 １０月２９日（水） 玉勘 役員　７名

１１：３０～ 事務局　１名
河南 １０月３０日（木） 欅 役員　４名

１２：００～
中央下 欅 役員　７名

１８：００～ 事務局　１名
中央上 １１月４日(火） 東急プラザ 役員　６名

１２：００～ 事務局　１名
駅東 役員　８名

１８：３０～ 事務局　１名
平田 １１月７日（金） ひらたタウン 役員　６名

１２：００～ センター 事務局　２名
南部 １１月１０日（月） 千寿 役員　１１名

１１：００～ 事務局　１名
北部 １２月１日（月） ①組織強化月間における成果の確認 富重 役員　８名

１８：３０～ ②第１回組織合同会議対策について 事務局　２名
東部 １２月３日（水） 巳之助 役員　９名

１２：００～ 事務局　１名
河南 欅 役員　３名

３．事務連絡会議
会議名 日時 議題等 場所 参加者数

第１回事務 平成２０年 ①Ｈ２０　役員体制について 八森荘 連絡員　４名
連絡会議 ９月１７日(水） ②商工会との共催事業について 事務局　２名

１２：００～ ③その他（情報交換）
第２回 平成２１年 ①Ｈ２０　第４四半期における取組みについて サンルート 連絡員　４名

１月１４日(水） ②組織強化月間の取組み状況 酒田 事務局　２名
１２：００～ ③地区運営の在り方について



　（３）事業関係
１．講演会

日　　時 講　　師 場　　所 参加者数

平成２０年 テレビ朝日コメンテーターベルナール ２００名

５月２３日（金） 　「政局と今後の経済見通し」 三反園　　訓　氏 酒田

１５：３０～

１１月１１日（火） フリーアナウンサー ベルナール ７００名

１４：３０～ 　加賀美　幸子氏 酒田

平成２１年 酒田地区医師会 酒田産業 ６２名

２月１９日（木） 会長 会館

１７：３０～ 　　本間　清和　氏

２．研修会・講習会

日　　時 講　　師 場　　所 参加者数

平成２０年 酒田税務署 酒田市総合 ７３名

４月９日（水） 法人課税第一部門 文化センター

１４：００～

５月１２日（月） 　同上 同上 １０名

１４：００～

６月１３日（金） 　同上 同上 ２９名

１４：００～

７月９日（水） 遊佐町長 ゆざっと ７０名

１５：００～ 　小野寺 　　プラザ

７月２４日（木） 酒田市総合 ２２名

１４：００～ 文化センター

８月２２日（金） ＮＥＣ中央研究所 ホテルリッチ＆ ４７名

１６：００～ 　藤田　友之　氏 ガーデン酒田

９月４日（木） 酒田市総合 ２８名

１４：００～ 文化センター

９月９日（火） 酒田税務署 　同上 ４７名

１４；００～ 法人課税第一部門

１０月９日（木） 　同上 　同上 ７名

１４：００～

１０月２４日（金） 山形地方裁判所 アトラーム ８０名

１４：００～ 酒田支部　課長 酒田

１１月２０日（木） 酒田税務署 酒田市市民 ３８６名

１３：３０～ 法人課税第一部門 会館・希望Ｈ

１１月２１日（金） 　同上 ひらたタウン １３１名

９：３０～ センター

１２月４日（木） 　同上 酒田市総合 ３９名

１４：００～ 文化センター

１２月１２日（金） 　同上 　同上 ３５名

１４：００～

平成２１年 キャピタルソリューション ホテルリッチ＆ ３７名

１月２１日（水） 　遠藤　慶一　氏 ガーデン酒田

１５：３０～

２月１３日（金） 酒田税務署 酒田市総合 １７名

１４：００～ 法人課税第一部門 文化センター

２月１７日（火） 篤志館（株）コンサルタント アトラーム ３５名

１４：００～ 木和田　俊治郎 酒田

「今、金融市場で何が起こっているか？」

決算説明会（Ⅰ･２月）

営業セミナー

「営業力を身につける実践ノウハウ」

年末調整説明会

決算説明会（１０・１１・１２月）

年末調整セミナー

経営セミナー

新設法人説明会

「裁判員制度が始まります！」

（女性部会主催　三水会共催）

年末調整説明会

経営セミナー

「ユビキタス社会の到来とビジネス展望」

「事業承継」

決算説明会（７・８・９月）

内　　容

内　　容

決算説明会（３月）

ｅ－Ｔａｘ説明会

第２７回通常総会記念講演会

「税を考える週間」記念講演会

　「こころを動かす言葉」

特別講演会

「私たちの町、健康・医療・介護について」

新設法人説明会

ｅ－Ｔａｘ説明会

決算説明会（４・５・６月）

遊佐町行政研修会

　　（遊佐町商工会共催）

女性セミナー

「すぐに役立つコミュニケーション術」



３．広報
発行元 発行・配布 配布先

（社）酒田法人会「ほうじん　さかた」　第７６号（新年度号） Ｈ２０　４月１日 会員全員
　　　　　　　　　　　　　第７７号（第２７回通常総会特集） Ｈ２０　７月１日
　　　　　　　　　　　　　第７８号（新年特集号） Ｈ２１　１月１日

（財）全法連 季刊発行 会員全員
Ｗｅｂ配信 役員

（社)山形県連 年２回 会員全員

その他 Ｈ２０／７ 全員
配布物 Ｈ２０／５・１０ 説明会資料

（決算説明会　年５回）Ｈ２０／４・６・９・１２・２ 　同上
④「会社役員のための確定申告実務ポイント」 Ｈ２０／１２ 役員

成人式・卒業式
記念講演会

⑥「けんた君教えて！　くらしのなかの税金知識」 Ｈ２１／１ 全員
⑦｢中小企業事業承継ハンドブック」 　同上 役員
⑦経営承継法「まるごとひとつかみ」 Ｈ２０／７ 役員

４．会員福利厚生制度活用状況
制　　度 平成２１年３月現在 平成２０年３月

経営者大型 ８９２件
保障制度 １７６億

３８０社
１１４件

２億４４８万円
がん保険制度 ８４０件 ８７３件

４４０万円 ４６７万円
医療保険制度 ２５５件 ２５５件

８９万円 ８９万円
痴呆・介護 １２件 １５件
保険制度 ８万円 ９万円

５．表彰関係
被表彰者 法人名

酒田税務署長表彰 後藤　　毅 荘内証券（株）
畠中　昭治 日之出石油（株）

仙台国税局長表彰 弦巻　　伸 （株）弦巻

（財）全法連功労役員表彰 大滝　健二 （有）木村屋 役員勤続１０年
佐藤　　茂 酒田米菓（株）
和島　　公 せんじん商事（株）

東北六県連功労役員表彰 佐藤　悌夫 （株）日東軽金 役員勤続１５年
滝井　宗一 (株）滝井商店

(社）山形県連会長表彰 会員増強優秀法人会

会員増強功労者表彰 上林　直樹 (株）上林鉄工 新規会員５件以上加入
飯塚　俊悦 (株)飯塚製作所
庄司　正喜 コーワ（株）

会員増強目標達成地区表彰 北部地区 個別目標達成地区

研修会等事業推進者表彰 中村　 　穣 ハクヨウ電気（株） 研修会参加回数（５回以上）
阿部　節三 （有）あきたや 事業の積極推進者
梅田　光隆 （有）梅田食品製造本舗

小山けい子 (株）ミカニクス
佐藤　富子 （株）小松写真印刷

表　　　彰 表彰事由

③「会社決算申告の実務」

⑤「税ってなんだ！」（水木プロ）

内　　容
加　入　件　数
保　障　総　額
加　入　企業数

（社会貢献）

保険金・給付金

②会社の税金ガイドブック」（新設法人向け

「ほうじん」
「全法連情報」
「山形県法人会連合会会報」

①「平成２０年度税制改正のあらまし」

社団法人酒田法人会
（加入率７０％以上　２１年継続）

会　報　等

保　険　料
加　入　件　数
保　険　料

　　　　　　　　　支　払　状　況
加　入　件　数
保　険　料
加　入　件　数



（４）部会関係

　＜１＞青年部会

　　１．組織 ①部会会員数 　  ６４名
②役員 幹事　１５名（部会長　１　副部会長　４　委員長　５　副委員長　５）

監事　２名　　顧問　２名

　　２．活動実績
　　（１）総会

場　　所 参加者数
平成２０年 第１５回青年部会通常総会 東急プラザ 会員　３２名
４月２４日（木） 　　　１．平成１９年度事業報告・収支決算報告 ル・ポットフー 来賓　　３名　
１８：３０～ 　　　２．平成２０年度事業計画案・収支予算案 事務局　２名

　　　３．役員選任（補充）の件

　　（２）会議等
場　　所 参加者数

平成２０年 平成１９年度会計監査 芳香亭 監事　２名　
４月１０日（木） 幹事　２名
１１：３０～ 事務局　１名
４月１７日（木） 役員会 １．第１５回通常総会について ガーデンパレス 役員　１０名
１８：３０～ ２．各委員会報告 みずほ 事務局　２名
６月９日（月） 第１回役員会 １．事業計画（租税教室・県連会議） 〃 役員　１３名
１２：００～ ２．各委員会報告 事務局　１名
７月３日（木） 税務委員会 （打合せ） 浪漫亭 委員　８名
１９：００～
８月６日（水） 第２回役員会 １．「税を考える週間」の取組 ベルナール 役員　８名
１２：００～ ２．青年部会１５周年行事について 酒田 事務局　２名
９月１６日（火） 役員打合せ １１／１１　記念講演会対応 さくら亭 役員　８名
１２：００～ 事務局　２名
９月２２日（月） 第３回役員会 １．記念講演会・１５周年　詳細打合せ ベルナール 役員　１１名
１２：００～ 酒田 事務局　２名
１０月６日（月） 税務・組織拡大合同委員会 海鮮どんや 役員　１１名
１９：００～ 事務局　２名
１１月５日（水） 第４回役員会 １．記念講演会最終確認 ごうごう亭 役員　１２名
１１：３０～ ２．各委員会報告 事務局　２名
１２月１７日（水）第５回役員会 １．事業活動の総括 香梅咲 役員　１３名
１８：３０～ ２．新年会について 事務局　２名
平成２１年
１月２６日（月） 正副部会長・顧問会議 玉勘 役員　７名
１８：３０～ 事務局　２名
２月４日（水） 第６回役員会 １．新春講演会・新年会対応 ベルナール 役員　１３名
１２：００～ ２．第１６回通常総会日程・役員改選 酒田 事務局　２名
２月１８日（水） 役員予定者 浪漫亭 役員　８名
１９：００～ 会議 事務局　２名
３月２３日（月） 新旧役員 １．組織・人事構想 井筒 役員  １９名
１８：３０～ 予定者会議 ２．平成２１年度事業計画（案）検討 事務局　２名

　　（３）委員会活動（研修会・交流会・会報　等）
場　　所 参加者数

平成２０年 （社会貢献委員会） 小学生　９０名
６月１０日（火） 北平田小学校 役員　　５名
１０：３０～ 　　―　庄内出羽人形芝居（座長　津盛柳貳郎　氏）―　 事務局　２名
９月４日（木） （税務委員会） 節税ゼミナール 酒田市交流 会員　１６名
１８：３０～ 東北税理士会酒田支部 ひろば 事務局　２名

　支部長　　土田　徹　氏
１０月１１日（土）（交流委員会） 会員　１０名
１０：００～ カートソレイユ （含外部会員）
１３：００～ 最上川

日　　時 実　施　内　容

実　施　内　容日　　時

日　　時 実　施　内　容

　　「出前租税教室」　”税金って何？”

    第２回カットビ交流会



場　　所 参加者数
１１月５日（水） （会員拡大委員会） 役員　１４名
１３：００～ １．部会設立１５周年記念植樹（ソメイヨシノ　２本） 酒田市中央公園 事務局　２名
１４：００～ ２．企業訪問（藤屋酒造・セルポール工業） 松山 役員　１０名

事務局　２名
１１月１１日（火）（総務委員会・会員交流委員会） ベルナール 会員・ＯＢ他
１７：００～ 設立１５周年祝賀会 酒田 　　　　　５２名

平成２１年 （総務委員会・会員交流委員会）
２月１７日（火） 新年講演会 歌舞伎講師・舞踊家 ホテルリッチ＆ 会員　２４名
１８：３０～ 　　　千川　貴楽　氏 ガーデン酒田 事務局　２名

新年会

　　（４）共催事業
場　　所 参加者数

平成２０年 ホテルリッチ＆ ４７名
　ガーデン酒田

１６：００～
１１月１１日（火）「税を考える週間」記念講演会　　 ベルナール ７００名
１４：３０～ 　　「こころを動かす言葉」 酒田

　　　　講師　　　加賀美　幸子　氏

　　（５）外部派遣会議等
場　　所 参加者

平成２０年
５月８日（木） 酒田飽海地区間税会総会 酒田産業会館 部会長
１６：００～
６月２４日（火） （社）山形県法人会連合会・青年部会連絡協議会 米沢・伝国の杜 役員　３名
～２５日（水）

１１月２０日（木）第２２回法人会全国青年の集い（長崎大会） ホテルニュー 部会長
　　１７：００～ 　　部会長サミット 長崎 副部会長　２名
１１月２１日（金）　　基調講演「世界に拓く地域力」　眞﨑　建次　氏
　９：００～ 　　円卓会議 「地域経済の活性化」

実　施　内　容日　　時

実　施　内　容日　　時

８月２２日（金）
ユビキタス社会の到来とビジネス展望

ＮＥＣ中央研究所　藤田　友之　氏

日　　時 実　施　内　容



＜２＞女性部会

　　１．組織 ①部会会員数　　 ７７名
②役員 幹事　１３名　　監事　２名

（部会長　１　副部会長　２　委員長　４　副委員長　８）
　　２．活動実績

　　（１）総会

場　　所 参加者数

平成２０年 第１４回通常総会 ベルナール 会員　４７名
４月２２日（火） 　１．平成１９年度事業報告・収支決算報告 酒田 来賓　　３名
１０：３０～ 　２．平成２０年度事業計画案・収支予算案 事務局　２名

　記念講演会 「江戸しぐさと商人道」
　　　　講師　　ヒューマンシップ研究所

主任　　佐藤　　なな子　氏

　　（２）会議等

場　　所 参加者数

平成２０年 平成１９年度会計監査 事務所 監事　２名
４月４日（金） 事務局　１名
１３：３０～
４月１５日（火） 役員会 １．第１４回通常総会について ベルナール 役員　１２名
１８：３０～ ２．役員補充について 酒田 事務局　２名
６月６日（金） 第１回役員会 １．「出前租税教室」について ベルナール 役員　１４名
１８：３０～ ２．７月度課外研修について 酒田 事務局　１名
７月４日（金） コーデイネイト委員会 志幡 委員　５名
１２：００～ ・課外研修について 事務局　１名
８月１９日（火） 第２回役員会 １．「絵手紙教室」（９月）について ベルナール 役員　１３名
１８：３０～ ２．「裁判員制度」（１０月）について 酒田 事務局　１名

３.「税を考える週間」記念講演会対応
１０月３日（金） 第３回役員会 １．「裁判員制度」講演会について ベルナール 役員１２名
１８：３０～ ２．新年の集いについて 酒田 事務局　１名
１０月１７日（金）ゼミナール委員会打合せ 欅 役員　４名
１２：３０～ ・「裁判員制度」講習会について 事務局　２名
１１月２８日（金）プランニング委員会 志幡 役員　４名
１８：００～ 　 「新年の集い」打合せ 委員　４名
１２月１２日（金）第４回役員会 １．「新年の集い」について 東急プラザ 役員　１０名
１８：３０～ 事務局　２名
平成２１年 プランニング委員会 ベルナール 委員　６名
１月９日（金） ・「新年の集い」詳細打合せ 酒田 事務局１名
１８：３０～
２月５日（木） 第５回役員会 １．任期満了に伴う役員改選について ベルナール 役員　１２名
１８：３０～ ２．第１５回通常総会について 酒田 事務局　２名
２月２４日（火） 臨時役員会 １．任期満了に伴う役員改選について ベルナール 役員　１０名
１８：３０～ ２．平成２１年度事業計画案について 酒田 事務局　２名

　　（３）委員会活動（研修会・交流会・課外研修等）

場　　所 参加者数

７月１１日（金） （コーデイネイト委員会） 米沢 会員　２３名
８：００～ 　　７月度課外研修（米沢） 事務局　１名
９月２０日（土） （コミュニケーション委員会） 酒田市総合文化会員　１７名
１３：３０～ 　　「絵手紙教室」 ｾﾝﾀｰ 事務局　１名

講師　　日本画家　　戸蒔　晟光　氏

１０月２４日（金）（ゼミナール委員会） アトラーム 会員・一般８０名
１４：００～ 　　講習会　「裁判員制度が始まります！！」 酒田 事務局　２名

講師　山形地方裁判所酒田支部　庶務課長

場　　所 参加者数

日　　時 実　施　内　容

実　施　内　容日　　時

日　　時 実　施　内　容

実　施　内　容日　　時



１１月２６日（水）「ｅ－Ｔａｘ講習会」　（役員有志） 酒田税務署 会員　８名
１３：３０～ 会議室 事務局　２名
平成２１年 （プランニング委員会）　　「新年の集い」 ベルナール 会員　４４名
１月１９日（月） 　新春講演会　　１．「命」輝かせて！ 酒田 講師　　２名
１５：００～ 　　講師　　助産師　　後藤　敬子　氏 一般　　５名

２．元気のもらえるコンサート 事務局　２名
　　声楽家　　　　池田　美保　氏

　　（４）共催事業

場　　所 参加者数

平成２０年 「出前租税教室」　”税金って何？！” 松陵小学校 児童　　３７５名
６月１９日（木） 役員　５名
１０：４０～ 事務局　２名
１１月１１日（火）「税を考える週間」記念講演会 ベルナール 会員・一般
１４：３０～ 　　　「こころを動かす言葉」 酒田 　　　　７００名

　　　　　フリーアナウンサー　加賀美　幸子　氏

　　（５）外部派遣会議等

場　　所 参加者数

平成２０年 第３回法人会全国女性フォーラム（東京大会） ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ 部会長
４月１０日（木） 　　１．法人会・女性部会の社会貢献活動について ﾎﾃﾙ新高輪 副部会長　２名

　　（租税教育・環境問題　等　事例発表・討論）
　　２．記念講演会
　　　　　講師　　女優・作家　　岸　　恵子　氏

９月１７日（水） 平成２０年度　(社）山形県連・女性部会連絡協議会 ホテルメトロポリタン 部会長
１１：００～ 　　１．役員改選について 山形 副部会長　１名

　　２．「税の絵はがきコンクール」（東北六県連）
　　３．租税教育活動等について　

平成２１年 （社）山形県連・女性部会連絡協議会 ホテルメトロポリタン 部会長
２月６日（金） 　　「小学生絵はがきコンクール」選考会 山形

日　　時 実　施　内　容

日　　時 実　施　内　容

庄内出羽人形芝居　座長　津盛　柳貳郎　氏



　１．組織 ①会員数 ３１名
②役員 幹事　５名（代表幹事　１）　監事　１名

　２．活動実績
　　（１）総会

場所 参加者数
平成２０年 平成２０年度三水会通常総会 ベルナール酒田 ２３名
４月１６日（水） １．平成１９年度事業報告並びに決算報告
１２：００～ ２．平成２０年度事業計画案並びに予算案

　　（２）月例会等
講師 参加者数

平成２０年 （平成２０年度三水会通常総会） 東北財務局山形財務事務所 ２３名
４月１６日（水） 「今後の景気の動向と金融検査の知識」 　　所長　　木曽　恵一　氏
１３：３０～ 　について
５月１４日（水） 「老人介護の現状と後期高齢者医療制度 社会保険労務士 １５名
１４：００～ 　　と介護保険」について 　　　　　三浦　　洋　氏
６月１８日（水） 平成２０年度税制改正について 酒田税務署　担当指導官 ２０名
１３：３０～ 印紙税の実務について
７月２８日（月） 「上手な債権回収　これが決め手！」 青木法律事務所 会員　１６名
１４：００～ （共催） 　　所長　　青木　　孝　氏 　他　 １２名
８月２２日（金） ユビキタス社会の到来とビジネス展望 ＮＥＣ中央研究所 会員　１９名
１６：００～ （共催） センター長　　藤田　友之　氏 　他　 ２０名
９月４日（木） 「事業承継のポイントと実務対策」 野村郁夫税理士事務所 会員　１８名
１４：００～ （共催） 　　代表　　野村　郁夫　氏 　他　 １０名
１０月１５日（水）（課外研修） （現地） １１名
１３：３０～ 　酒田共同火力発電（株）・青南商事（株）
１０月２４日（金）「裁判員制度が始まります！」 山形地方裁判所酒田支部 会員　　６名

（共催） 　　庶務課長 　他　　６６名
１１月１１日（火）税を考える週間記念講演会 フリーアナウンサー ７００名
１４：３０～ 　　　「こころを動かす言葉」　 　　　加賀美　幸子　氏

（共催）
１２月１１日（木）会長講話 （環境問題を中心に） （社）酒田法人会 １６名
１３：３０～ 　　会長　　前田　直己　氏
平成２１年 「今、金融市場で何が起きているのか？」 キャピタルソリューション（株） 会員　２５名
１月２１日（水） 　　－　中小企業としての対応策　－　 経営企画部長　遠藤　慶一氏 　他　 １４名
１５：３０～ （共催）
２月１８日（水） 「労働行政の現状と今後の流れについて」 庄内労働基準監督署 １８名
１４：００～ 　　　　　　労働基準監督官　
３月１１日（水） 「景気後退局面の環境分析と打つべき手」 （株）タナベ経営 １２名
１３：３０～ 　　取締役　　長尾　吉邦　氏

　　（３）会議等
場所 参加者数

平成２０年 平成１９年度三水会・会計監査 法人会事務所 監事　１名
４月２日（水） 事務局　１名
１３：３０～
平成２１年 幹事会 アトラーム酒田 幹事　５名
２月６日（金） 　　平成２１年度事業計画（案）の検討 監事　１名
１８：００～ 事務局　２名

＜３＞三水会

日時 実施内容

日時 実施内容

日時 実施内容



（５）　外部派遣等
会　議　名 日　　時 場　　所 出　席　者

酒田飽海地区間税会 平成２０年 酒田産業会館 大谷青年部会長
定時総会 ５月８日（木）

１６：００～
県連　総務委員会 ５月１３日（火） ホテルキャッスル 滝井副会長

１１：００～ 事務局　１名

酒田労働基準協会総会 １６：００～ ガーデンパレス 事務局　１名

県連　税制委員会 ６月９日（月） ホテルメトロポリタン山形 石井理事
１０：３０～ 事務局　１名

県連　正副会長会議 ６月１０日（火） ホテルメトロポリタン山形 大滝副会長
１４：２０～

県連　第２３回通常総会 １５：３０～ 大滝副会長・滝井副会長
佐藤（茂）理事・畠中理事
事務局　１名

酒田観光物産協会総会 ６月２６日（木） アトラーム酒田 事務局　１名
１０：００～

県連　監事研修会 ７月１６日（水） ホテルシンフォニー 畠中理事・五十嵐理事
１３：３０～ アネックス（寒河江） 事務局　２名

新公益法人説明会 ８月５日（火） 山形県庁 事務局　１名
１３：３０～

酒田税務関係団体協議会 ８月６日（水） 酒田産業会館 事務局　１名
通常定例会 １６：３０～

東北税理士会酒田支部 ９月１８日（木) 酒田産業会館 会長
懇談会 １７：００～ 事務局　１名

東北六県連事務職員 ９月２５日（木） ホテルレオパレス仙台 事務局　２名
研修会 １３：３０～

第２５回法人会全国大会 １０月２日（木） きらら多目的ドーム 会長
（山口大会） （山口きらら博記念公園） 弦巻副会長

新公益法人説明会 １０月２２日（水） 山形県庁 事務局　１名
１３：３０～

東北六県連 １１月６日（木） 江陽グランドホテル 会長
連絡協議会 １４：３０～ 滝井副会長

県連　福利厚生委員会 １１月１２日（水） ホテルメトロポリタン山形 事務局　１名
１５：３０～

県連　事務局長会議 平成２１年 　　同上 事務局　１名
１月８日（木）
１１：００～

県連　正副会長会議 ２月４日（水）１５：００～ 　　同上 会長
　　　　第２回理事会 １６：１５～ 弦巻副会長・滝井副会長

事務局　１名
酒田税務関係団体協議会 ２月９日（月） 酒田産業会館 滝井副会長
臨時会 １６：３０～ 事務局　１名

酒田観光物産協会総会 ３月２７日（金） 　　同上 事務局　１名
１３：３０～



Ⅰ－1)会員の状況

　　１．会員数および加入率の状況（参考　前年同期比較）

稼動法人数 会員数 加入率％ 稼動法人数 会員数 加入率％

北部地区 202 152 75.2 215 158 73,5%

駅東地区 292 199 68.2 297 202 68,0

中央上地区 209 155 74.2 221 160 72,4

中央下地区 207 160 77.3 217 168 77,4

東部地区 295 211 71.5 305 214 70,2

南部地区 346 263 76.1 356 272 76,4

河南地区 267 182 68.2 273 193 70,7

遊佐支部 185 134 72.4 193 149 77,2

八幡支部 82 71 86.6 81 69 85,2

松山支部 43 36 83.7 44 40 90,9

平田支部 59 42 71.2 66 49 74,2

計 2,187 1,605 73.4 2,268 1,674 73,8

　　２．会員の異動状況（平成２０年４月～平成２１年３月）

入　　会 ６５社
退　　会 １３４社 （脱会　７２　休廃業・倒産　３０　合併・移転他　３２）
増減数 △６９社

　　３．山形県連・法人会別会員数および全法連の状況（参考　平成２１年３月末現在）
　　　　　①（社）山形県法人会連合会の状況

法人会名

酒田法人会

山形法人会

寒河江法人会

村山法人会

新庄法人会

鶴岡法人会

長井法人会

米沢法人会

県連計

　　　　　②（財）全国法人会総連合の組織率　（平成２０年１２月末現在）

全法連　総計

55.0

2,105,482 1,038,231 49.3%

18,833 10,352

49.0

53.2

50.4

72.3

73.4%

45.1

55.9

54.2

1,605

3,202

704

632

560

1,311

467

1,871

1,144

2,464

927

2,588

2,187

7,098

1,259

1,166

稼動法人数 会員数 加入率

平成２０年3月末平成２１年３月末現在



　　　平成２１年度においては、景気回復の実現に資する観点から、法人関係税制・中小企業
　　関係税制・相続税制・金融証券税制など一定の措置が講じられることとなりました。
　　　平成２０年度に法人会が提言・要望した項目を中心に、改正された箇所は以下の通りです。

Ⅰ．法人関係税制
要望項目

１）法人税の軽減 　　平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に終了
　　税率の引下げ 　する各事業年度において、中小企業の所得金額のうち、年 　　　　Ｈ２３・３・３１

　８００万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が１８％
　（現行２２％）に引き下げられる。

２）欠損金の繰戻し 　　平成２１年２月１日以降に終了する各事業年度に生じた
　　還付制度の適用 　中小企業の欠損金額については、欠損金の繰戻しによる

　還付制度が適用される。

３）中小企業等基盤 　　中小企業等基盤強化税制の適用期限が２年延長された。
　　強化税制の適用
　　延長

Ⅱ．相続税制
１）非上場株式等に 　　非上場会社の経営を承継する相続人が株式等を相続した
　係る相続税の納税 　場合、課税価格の８０％に対応する相続税の納税を猶予。
　猶予制度の創設 　中小企業の経営承継円滑化法施行日に遡る。

２）非上場株式等に 　　認定中小企業の代表者から株式等を贈与され、経営を継続
　係る贈与税の納税 　する後継者について、その贈与税の全額について納税猶予。
　猶予制度の創設 　贈与者の死亡時には、株式等を相続したものと看做し、経済

　産業大臣の確認を受けた場合相続税納税猶予。

Ⅲ．金融・証券税制
　上場株式等に係る 　　平成２１年１月１日から平成２３年１２月３１日までの間の
　配当所得等に対す 　上場株式等の配当所得および譲渡所得等に対する税率が 　　　　Ｈ２５・１２・３１
　る課税 　１０％軽減。

Ⅳ．所得税制
（１）住宅借入金を 　　住宅借入金により住宅を取得し、平成２１年から平成２５年
　有する場合の所得 　までの間に居住した場合、住宅借入金の年末残高に応じて
　税額の特別控除 　所得税額が控除。所得税から控除しきれなかった分は、翌年

　度分の個人住民税額から控除。

（２）生命保険料 　　一般生命保険料控除とは別枠で介護医療保険料控除が
　　控除制度の改組 　創設され、所得税と個人住民税について適用。

Ⅴ．土地税制
　　事業者（個人含む）が平成２１年および平成２２年に土地等
　を取得し、取得日を含む事業年度終了の日後１０年以内に
　所有する他の土地等を譲渡した場合には、譲渡益の８０％
　（平成２２年取得分は６０％）相当額を限度として課税繰延べ。

Ⅵ．その他
自動車課税 　　電気自動車やプラグインハイブリッド自動車など、一定の

　要件を満たす自動車について、平成２１年４月１日から平成 　　　　Ｈ２４・４・３０
　２４年４月３０日までの間に受けた検査の際に納付すべき
　自動車重量税が免除。
　　また、平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日までの
　間に取得した場合は、自動車取得税が免除。 　　　　Ｈ２４・３・３１

以　　上

平成２０年度　税制改正要望の成果

――　法人会の提言による主な実現事項　――

実　現　内　容 適用時期・対象

（参考資料）

Ｈ２１・４・１～

Ｈ２１・２・１～

Ｈ２０・１０・１～

Ｈ２１・１・１～

Ｈ２１～

Ｈ２１～Ｈ２２

Ｈ２１・４・１～

Ｈ２１・４・１～


