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公益社団法人甲府法人会 令和２年度事業報告 

（自 令和２年４月１日 ～ 至 令和３年３月３１日） 

 

公益社団法人甲府法人会 第２５回理事会（令和２年３月１９日）において決議さ

れた事業計画に基づき事業を実施した。 

 

概 況 

①「税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援し、地域振興に寄与し、国

と社会の繁栄に貢献する」との理念のもと、「税制改正に関する提言」、会員の研

鑽を支援する「研修活動」、地域振興やボランティアなどの「地域社会貢献活動」

を実施した。 

特に研修活動においては、新型コロナ対策として開催方法にオンライン配信を取り

入れるなどの見直しを図りながら実施した。 

②ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）については、税務行政の円滑な執行

への協力、納税者の利便性の向上を図る観点から、研修会等を通じて、普及・利

用促進に努めた。 

③企業の税務コンプライアンス向上について税務当局と協働して取り組んだ。  

④小学生を主な対象とした租税教育活動については、青年部会と女性部会が中心と

なり実施した。特に青年部会が行った「親子で学ぶ税金教室」はオンライン配信

を取り入れて実施した。 

⑤ブロック役員会を開催するなど、会員増強にも取り組んだ。また、福利厚生制度

の推進に努めた。 

⑥山梨県連が山梨県から事業運営の委託を受け、協働して取り組んでいる婚活支援

事業「やまなし出会いサポートセンター」の周知や、登録者増加のための広報活

動を実施した。 

⑦県内企業の女性社員の活性化の一助に資するため、山梨県連が開講している階層

別セミナー「スキルアップセミナー（女性社員向け）」の参加者募集に努めた。 

 

事業区分ごとの詳細は以下の通りである。 

 

Ⅰ．公益事業関係 

１．税に関する事業 

（１）税に関する説明会等の開催   

 ①新設法人説明会 ３回開催 合計２３名参加（会員以外２２名） 

開催日 会  場 出席者（ ）内は会員以外 

令和２年 ６月２４日 甲府法人会館 ９名（８） 

令和２年１１月１２日 甲府法人会館 ９名（９） 

令和３年 １月１２日 甲府法人会館 ５名（５） 

テーマ・設立にともなう手続きと税金の申告・納税について 

・日常の取引に係る法人税法上の取扱いについて 
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・源泉徴収事務について 

講 師 甲府税務署 担当官 東京地方税理士会甲府支部 所属税理士 

 

 ②決算法人説明会 ７回開催  合計２４４名参加（会員以外 １１６名） 

開催日 会  場 
出席者 

（ ）内は会員以外 

令和２年 ６月２２日 アピオ甲府本館 １７名（ ４） 

令和２年 ８月１８日 山梨県地場産業センター ２０名（１５） 

令和２年１０月 ８日 甲府市総合市民会館 ３７名（１４） 

令和２年１２月 ７日 甲府市総合市民会館 １３名（ ７） 

令和３年 ２月 ７日 山梨県地場産業センター ２４名（１３） 

令和３年 ３月２２日 甲府市総合市民会館 ７６名（３６） 

令和３年 ３月２４日 山梨県流通センター ５７名（２７） 

テーマ・法人の決算及び法人税申告書作成の注意点 

・消費税の誤りやすい事例及び改正点 

・源泉徴収事務について 

講 師 甲府税務署 担当官  

 

 ③オンライン年末調整研修会 ６回開催 合計８７名参加(会員以外３１名) 

開催日 会  場 
出席者 

（ ）内は会員以外 

令和２年１２月８日 

全て甲府法人会館から 

オンライン配信 

２２名（５） 

令和２年１２月８日 １８名（５） 

令和２年１２月９日 １２名（６） 

令和２年１２月９日 １１名（６） 

令和２年１２月１０日 ６名（３） 

令和２年１２月１０日 １８名（６） 

テーマ・年末調整事務の改正点について 

講 師 甲府税務署 担当官 

 

 ④源泉部会講習会 １２回開催 合計２５３名参加（会員以外２５名） 

開催日 区 分 出席者（ ）内は会員以外 

令和２年 ６月２２日 初級講座 第１回 １８名（１） 

令和２年 ６月２２日 上級講座 第１回 ２４名（１） 

令和２年 ８月２１日 初級講座 第２回 １９名（１） 

令和２年 ８月２１日 上級講座 第２回 ２２名（１） 

令和２年 ９月１７日 初級講座 第３回 １５名（０） 

令和２年 ９月１７日 上級講座 第３回 １６名（１） 

令和２年１０月１４日 初級講座 第４回 １９名（２） 

令和２年１０月１４日 上級講座 第４回 ２０名（２） 
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令和２年１１月 ４日 初級講座 第５回 ３６名（８） 

令和２年１１月 ４日 上級講座 第５回 ３０名（１） 

令和３年 １月２１日 初級講座 第６回 １９名（６） 

令和３年 １月２１日 上級講座 第６回 １５名（１） 

場所はアピオ甲府本館 

テーマ・源泉所得税全般 

講 師 甲府税務署 担当官 

※第５回は年末調整関係のため、甲府市役所担当官からも説明 

 

（２）企業の税務コンプライアンス向上のための取り組み 

全法連が「企業の税務コンプライアンス向上のための取り組み」（国税庁が後援）

として作成した「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」を新設

法人説明会及び決算法人説明会などの参加者に配付して、各企業での活用を依頼す

るなど企業の税務コンプライアンス向上に取り組んだ。 

 

（３）研修用テキストの配付及び使用 

全法連作成のテキストを会員に配付するとともに説明会において研修テキスト

として使用した。 

テキスト名 配付及び使用方法 

税制改正のあらまし(速報版) ４月に会員に送付した「税制改正に関するアンケ

ート調査」に同封した。 

税制改正のあらまし ８月に会員に送付した「甲府法人会たより」に同

封した。 

会社の決算・申告の実務 決算法人説明会のテキストとして使用した。 

会社の税金ガイドブック 新設法人説明会のテキストとして使用した。 

会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ ８月に会員に送付した「甲府法人会たより」に同

封した。 

源泉所得税実務のポイント 
１１月に会員に送付した「甲府法人会たより」に

同封した。 

 

（４）税制改正に関するアンケート調査の実施と令和３年度税制改正に関する提言の

作成および提出  

甲府法人会の「令和３年度税制改正に関する提言」を取りまとめ山梨県連に提出

した。税制改正に関する提言の取りまとめ・作成については、全法連作成の「税制

改正に関するアンケート」を全会員対象に実施するとともに当会ホームページにも

アンケートを掲載した。 

アンケート調査結果  令和２年４月実施 

回答総数   ３８３社 （全て通常版（１２問）による回答）） 

対象件数 ３，１５３社  回答率 １２．１％ 
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全法連において決定した「令和３年度税制改正に関する提言」の実現に向けて、

管内自治体（６市１町）を訪問して税制改正要望活動を実施し、税制改正への協力

を要請した。 

要望先 甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、北杜市、中央市、昭和町及び  

各議会 

実施日 令和２年１１月２５日、１１月３０日、１２月９日、１２月２２日  

（参考）山梨県及び県議会に対する要望活動は 11 月 25 日、山梨県連による山梨県

関係国会議員に対する要望活動は 12 月 2 日、自由民主党山梨県支部連合会に

対する要望活動は 12 月 22 日に実施。 

 

（５）一般啓発事業関係 

①「甲府法人会たより」の発行、配布 

第１４６号 令和２年４月    ４，０００部発行  

第１４７号 令和２年８月    ４，０００部発行  

第１４８号 令和２年１１月   ４，０００部発行  

第１４９号 令和３年１月    ４，０００部発行  

   発行部数 総合計  １６，０００部 

 

会員以外の自治体・金融機関、公共の場などに配布するとともにホームページに

も公開した。 

配布先：甲府税務署、東京国税局管内税務署、山梨県、甲府市、韮崎市、南アル

プス市、甲斐市、北杜市、中央市、昭和町、（山梨県、市・町は支所、図書

館、社会福祉協議会も含む）韮崎市民交流センター、甲府商工会議所、山

梨県中小企業団体中央会、山梨県商工会連合会、山梨県信用保証協会、や

まなし産業支援機構、富士吉田商工会議所、韮崎市商工会、南アルプス市

商工会、甲斐市商工会、北杜市商工会、中央市商工会、昭和町商工会、山

梨総合研究所、山梨県トラック協会、山梨県石油協同組合、山梨県経営者

協会、山梨県危険物安全協会、甲府中央四郵便局、山梨県柔道整復師会、

やまなし出会いサポートセンター、東京地方税理士会甲府支部、山梨県ボ

ランティア協会、山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民

信用組合、古屋法律会計事務所、丸山会計事務所、湯村自動車学校、静正

会、木之瀬医院、中央市内の郵便局、法人会福利厚生制度協力会社 

 

 ②「税の無料相談会」の実施   

東京地方税理士会甲府支部の協力により、確定申告や相続税などに関する相談

会を実施した。（山梨県連と共催） 

開催日 令和３年２月１９日 相談者５名 

 

③電光広告の活用 

税の啓発活動として電光広告を活用し、ｅ－Ｔａｘの利用促進、確定申告の早
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期手続きについてＰＲした。 

広告場所 広告期間 

甲府市役所 大型ビジョン 令和３年２月１７日～４月１５日 

山梨中央銀行デジタルサイネージ 令和３年３月１日～３月３１日 

 

④ホームページ等の活用 

税知識の普及・啓発のためホームページ及びマスコミを利用し、会員を含め広く

一般の方々にも各種研修会・セミナー等の募集案内を行なった。さらに「企業の税

務コンプライアンス向上のための取り組み」として全法連作成の「自主点検チェッ

クシート」及び「自主点検ガイドブック」のバナーをホームページに継続して掲載

した。 

 

⑤租税教育活動の実施 

小学校において「税金教室」を実施した。さらに青年部会がオンラインにて「親

子で学ぶ税金教室」を実施した。いずれも参加した児童に対し、全法連発行の租

税教育用テキスト「キミも納めてる！税金どこ行くの？  タックスフントとけん

たくん」（小学校高学年向けの内容）を配布した。 

 

「税金教室」を開催した小学校等は次の通り。 

開催日 学 校 名 児童数 講  師 

令和２年 

１０月６日 

韮崎市立 

韮崎北東小学校 

６年生 

６７名 

青年部会 部会長  髙村隆義 氏 

青年部会 幹事   阿部 誠 氏 

令和２年 

１１月５日 

韮崎市立 

韮崎小学校 

６年生 

７０名 

女性部会 副部会長 飯島朱美 氏 

女性部会 理事   雨宮恵美 氏 

 

「親子で学ぶ税金教室」 

◎オンライン「親子で学ぶ税金教室」 

日時  令和２年８月１５日（土） 

場所  甲府法人会館 ３階「大会議室」から発信 

内容  「税金教室」の授業 

講師  青年部会  日原孝樹 氏 ・ 甲府税務署 島﨑 税務広報広聴官 

〇山梨県から森林環境税と森林環境保全の取組みについて説明 

〇公共施設（税金が使われている施設）の見学映像を視聴 

見学先の映像は山梨県議会議事堂、山梨県立図書館、山梨県警察本部の通信指令

室と交通管制センター 

参加者  ２３組の親子 

参加した児童に「税の使いみち」についての意見を提出いただき、５名の児童

に１０月の意見発表への参加を依頼。 

 

◎「親子で学ぶ税金教室」児童の意見発表 
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日時  令和２年１０月１０日（土） 

場所  山梨県議会「議事堂」 

内容  ５名の児童の意見発表 

※都度、知事・議長からの質問とその回答。長崎知事と山田議長から総合的な講

評。参加児童へ賞状と記念品の贈呈 

 

⑥「小学生の税に関する習字展」の開催  

次代を担う児童に学校教育及び家庭での親子の話し合いなどを通じて、税への

関心を高めることを目的とした、「税に関する習字展」を甲府市及び韮崎市内の小

学生を対象として実施。２９校の小学校から１，９２５点の作品が提出され、甲

府市教育委員会から推薦された選考委員等による入選作品選考会を行ない、２７

点の優秀賞と７４点の佳作が選ばれ、『税を考える週間』にあわせて優秀作品等は

甲府税務署をはじめ、公共の場等に展示した。 

 

優秀賞の作品（２７作品）の展示 

展示場所 展示期間 

甲府駅北口ペデストリアンデッキ 令和２年１１月１１日（水）～１７日（火） 

甲府合同庁舎 １階(甲府駅北口) 令和２年１１月１１日（水）～令和３年１０月 

甲府法人会館 ２階 令和２年１１月１１日（水）～令和３年１０月 

甲府信用金庫(本店及び支店を巡回) 令和３年２月１９日（金）～令和３年９月中旬 

 

優秀賞の作品（２７作品）及び佳作の作品（７４作品）の展示 

展示場所 展示期間 

オギノリバーシティショッピン

グセンター 
令和２年１１月１２日（木）～２９日（日） 

山梨中央銀行 柳町支店 令和２年１２月１日（火）～令和３年１月４日（月） 

韮崎市役所 １階 ロビー 令和３年１月５日（火）～１２日（火） 

甲府市役所 １階 市民活動室 令和３年１月１８日（月）～２２日（金） 

ＹＣＣ県民文化ホール 令和３年３月１日（月）～３１日（水） 

 

⑦「税に関する絵はがきコンクール」の実施 

「税に関する絵はがきコンクール」の作品を募集し、甲府税務署管内の小学校  

１４校から１５３名の作品が寄せられ、甲府法人会長賞、甲府法人会女性部会長賞、

甲府税務署長賞、優秀賞、佳作を決定。対象の学校を訪問し、賞状等を贈呈した。 

また甲府法人会館と甲府信用金庫店舗内に展示をした。 

 

 

２．地域社会貢献事業 

（１）インターネットセミナーの導入 
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会員企業にとって経営に役立つ情報が取得できるともに当会の魅力向上に資する

ため、インターネットで様々なセミナー映像が視聴できる事業を２月からスタート

した。（甲府法人会のホームページから視聴可能。） 

 

（２）寄贈活動 

①青年部会が寄付を募って「足踏み式消毒ポンプスタンド」を購入し、甲府市役所

に寄贈した。 

②女性部会が寄付を募って食材を購入し、フードバンク山梨に寄贈した。  

 

（３）スポーツ体験教室の開催  

４単位法人会の共催事業として実施し、運営は４単位法人会の青年部会が行った。 

○「少年サッカー・税金教室」※税の啓発活動として「税金クイズ」を実施した。 

開催日  令和２年１２月１３日（日） 

場 所  山梨中銀スタジアム 

参 加  山梨県内の少年サッカーチーム １５チーム１８９名 

講 師  ヴァンフォーレ甲府の選手  アカデミーコーチ 

 

 

Ⅱ．収益・共益事業関係 

１．不動産賃貸事業 

主に公益目的事業の財源を確保するため、自己所有資産である甲府法人会館の  

１階、２階、３階の一部と駐車場を賃貸した。 

（１）甲府法人会館入居者一覧 

１階：甲府中央四郵便局、公益社団法人山梨県柔道整復師会、 

やまなし出会いサポートセンター 

２階：一般社団法人山梨県危険物安全協会、山梨県経営者協会、 

一般社団法人山梨県法人会連合会 

３階：山梨県石油協同組合 

 

（２）３階「大会議室」、２階「小会議室」を賃貸 

利用件数は「小会議室」が１８件、「大会議室」が１４件あった。 

 

（３）駐車場１２台分を賃貸 

 

（４）甲府法人会館の見学対応 

１組の見学があった。 

 

 

２．会員の福利厚生・相互扶助事業 

令和３年度は「経営者大型総合保障制度」創設５０年を迎えるにあたり、全法連が
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中心となって令和元年度から『想いをつないで５０年「会員企業を守りたい」キャン

ペーン』がスタートし、今年度は２年目となった。協力３社と連携し、ブロック役員

会において法人会福利厚生制度推進先の推薦を依頼した。 

さらに大同生命保険では新型コロナウイルス対策のアンケート、ＡＩＧ損害保険で

はリスクコンサルティングに関する案内についてのダイレクトメールを会員企業等に

送付し、企業との接点確保に努めた。 

 

（１）法人会福利厚生制度の実績  （令和３年３月末現在） 

◎ 経営者大型総合保障制度 役員加入率   

甲府法人会 （参考）山梨県連合計 

４６．５％ ５８．４％ 

 

◎ 経営者大型総合保障制度 加入状況    

甲府法人会 加入率 

５４４社 １６．７％ 

 

◎ 経営者大型総合保障制度 新規企業推進状況     

新規目標(社) 実績(社) 達成率(％) うち大同扱(社) うち AIG 扱(社) 

１９ １０ ５２．６ ７ ３ 

 

各受託会社の法人会福利厚生制度商品の内訳  （令和３年３月末現在・単位：円） 

 令和 2 年 3 月末 令和 3 年 3 月末 前年同月比 前年同月比 

大同生命保険 779,415,992 760,350,796 －19,065,196 97.6％ 

ＡＩＧ損害保険 188,004,860 207,115,290 19,110,430 110.2％ 

アフラック 153,568,328 135,814,457 －17,753,871 88.4％ 

協力３社合計 1,120,989,180 1,103,280,543 －17,708,637 98.4％ 

○大同生命保険 （経営者大型総合保障制度他） 

○ＡＩＧ損害保険（ビジネスガード他）        

○アフラック  （がん保険制度・医療保険制度他）   

 

３．会の組織力強化･拡大と会員相互の親睦交流、経営支援などに関する事業  

（１）会員増強  

１０月１日～３月３１日までの６ヵ月「会員増強月間」と定め、役員・支部役員

による一人１社以上の獲得を目標に新規加入の推進を行った。  

さらにブロックごとに会員増強を行なうための役員会を実施した。 

会員増強については、全支部の未加入名簿を活用して当該支部以外の未加入法人に

対する加入勧奨も行い、令和元年度末(令和２年３月３１日)の会員数（３，３３５）

を上回ることを目標に積極的な加入勧奨を実施した。 

令和３年３月３１日現在の会員状況  ※ 正…正会員 賛…賛助会員 

期首（令和 2 年 4 月 1 日） 期中 期中 令和 3 年 3 月 31 日 
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稼動 

法人数 
会員数 

加入

率

(％) 

入会 退会 稼動 

法人

数 

会員数 

加入

率

（％） 

9,539 

正 3,040 

35.0 

正 ４４ 正 １１４ 

9,563 

正 2,970 

34.0 賛 
295 

(法人 165) 
(個人 130) 

賛 

８ 

(法人 0) 

(個人 8) 
賛 

１９ 

(法人 5) 

(個 14) 
賛 

284 

(法人 160) 
(個人 124) 

計 3,335 計 ５２ 計 １３３ 計 3,254 

 

入会の紹介者の内訳          退会理由の内訳 

紹介者の 

分類 

件 数  理 由 件 数 

正会員 賛助会員  正会員 賛助会員 

支部役員 ２０ ０  休業・廃業・転出 ６０ ８ 

税理士 ０ １  経費節減 ２２ ０ 

保険会社 ２０ ５  事業不振 ７ １ 

事務局 ４ ２  参加できない ４ ０ 

合 計 ４４ ８  メリットがない ３ ４ 

その他･都合により １８ ６ 

合 計 １１４ １９ 

 

（２）ブロック役員会等の開催（会議の開催状況） 

ブロック名（支部名） 開 催 日 

第１ブロック（琢美支部、里垣･甲運支部、東・玉諸支部、

ファッションシティ甲府支部の４支部） 

令和２年１０月２９日 

第２ブロック（国母支部、貢川支部、池田・新田支部、石

田支部、中央市場支部の５支部） 

令和２年１０月２７日 

第３ブロック（湯田支部、伊勢支部、山城支部、大里・大

国支部、国母工業団地支部、機械金属工業団地支部の６支

部） 

令和２年１１月６日 

第４ブロック（新紺屋･朝日支部、相川･北新支部、千塚･

羽黒･千代田支部の３支部） 

令和２年１１月２４日 

第５ブロック（富士川支部、相生支部、穴切支部、春日東

支部、春日西支部、甲府南支部の６支部） 

令和２年１０月３０日 

第６ブロック（竜王支部、敷島支部、双葉支部の３支部） 令和２年１１月５日 

第７ブロック（昭和支部、田富支部、玉穂支部、流通団地

支部、釜無工業団地支部、中豊上九支部の６支部） 

令和２年１１月２６日 

第８ブロック（白根支部、八田･芦安支部、櫛形支部、甲西

支部、若草支部、甲西工業団地支部の６支部） 

令和２年１０月２８日 

第９ブロック（韮崎支部、御勅使工業団地支部の２支部） 令和２年１０月２６日 

第１０ブロック（高根支部、小淵沢支部、長坂支部、大泉 令和２年１１月２７日 
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支部、明野支部、須玉支部、白州支部、武川支部の８支部 

 

 

（３）青年・女性部会の活動 

租税教育活動及び社会貢献事業を行った。 

［ 青 年 部 会 ］ 主な実施活動 

①管内の小学校１校にて「税金教室」を実施した。 

②オンラインにて「親子で学ぶ税金教室」を実施した。 

③県内４単位法人会共催の「第１１回少年サッカー・税金教室」の設営及び税の  

啓発活動（税金クイズ）の運営に協力した。 

④寄付を募って「足踏み式消毒ポンプスタンド」を購入し、甲府市役所に寄贈した。 

 

［ 女 性 部 会 ］ 主な実施活動 

①管内の小学校１校にて「税金教室」を実施した。 

②寄付を募って食材を購入し、フードバンク山梨に寄贈した。 

③「税に関する絵はがきコンクール」の女性部会長賞を決定し、その児童の学校  

 を訪問して賞状等の贈呈を行った。 

 

 

（４）全法連主催等の講演会・セミナーに参加 

①全法連主催の講演会・セミナー 

・全法連税制セミナー（オンライン配信） 

開催日  令和３年２月１６日 

参加人数 １名（甲府法人会からの参加人員・参考：山梨県連全体として２名 

の参加） 

第１講座  テーマ 「令和３年度税制改正について」  

講 師  財務省大臣官房審議官  小野 平八郎 氏 

第２講座  テーマ 「今後の税・社会保障のあり方について」 

講 師  慶應義塾大学経済学部教授  土居 丈朗 氏 

 

・事務局セミナー（オンライン配信） 

開催日  令和３年３月５日 

参加人数 ２名（甲府法人会からの参加人員） 

 

その他、全法連関係の講演会は中止 

・第１５回法人会全国女性フォーラム（愛媛大会）記念講演会 

・第３７回法人会全国大会（岩手大会）記念講演会 

・第３４回法人会全国青年の集い（島根大会）記念講演会 

 

②他団体等が主催する講演会・セミナー 

・ＡＩＧ損害保険株式会社主催ｅ－ライブセミナー（オンライン配信）  



- 11 - 

 

開催日  令和３年１月２８日 

参加人数 ４名（甲府法人会から） 参考：山梨県連全体として５名の参加 

テーマ  「食品ロス問題を考える！」～環境の未来は一人一人の行動から～  

講 師  東京農業大学 国際食料情報学部 教授 

「食と農」の博物館 副館長  上岡 美保 氏 

 

（５）県連主催の講演会・研修会等に参加 

①新春講演会  

開催日  令和３年１月１９日 

場 所  甲府記念日ホテル 

参加人数 ８５名（甲府法人会から） 

（参考：山梨県連全体として１１６名の出席、オンライン参加１０４件） 

演 題  「新型コロナ禍の猛威」～正しい知識と対処法～ 

講 師  国立大学法人山梨大学 学長 島田眞路 氏 

 

  ②山梨県連主催「スキルアップセミナー（女性社員向け）」 

企業の女性社員の活性化を図り、職場内で女性社員の力を最大限に発揮するた

めの階層別研修であり、甲府法人会においても募集を行い、次の通り参加した。  

   合計３回開催 甲府法人会から５１名参加（山梨県内全体では５６名参加） 

開催日 主な対象者 
甲府法人会からの参加人員 

( )内は県内全体の参加人員 

令和２年 ７月 ９日 新人･若手社員向け １６名（１９） 

令和２年 ９月 ９日 中堅社員向け １９名（２１） 

令和２年１０月１３日 管理職社員向け １６名（１６） 

講 師  山梨中銀経営コンサルティング㈱の派遣講師 

第３回目の「管理職社員向け」においては女性管理者２名による講演 

も行った。 

講演：株式会社山梨中央銀行  柳町支店長  田村  友見子  氏  

株式会社テレビ山梨  営業局事業部長  川野  千佐  氏  

 

 

Ⅲ．会 務 運 営 

１．公益社団法人の各種基準の達成と会運営のガバナンスの確保 

 

２．山梨県に提出する「定期提出書類」の作成など公益社団法人の諸対応  

 

３．定時総会・理事会、各種会議の開催準備及び運営 

定時総会、理事会、正副会長会、総務委員会、税制委員会、広報委員会、研修委

員会、組織委員会、厚生委員会について、新型コロナウイルス拡大防止の観点から、

書面決議・リモート開催も取り入れて開催した。また青年部会及び女性部会におい

コメントの追加  [o1]:  
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ても同様な方法により各種会議を開催した。その他、県連関係の各種会議に出席し

た。 

 

４．功労者表彰等の実施 

第１０回定時総会の議事終了後に表彰式を行い、功労者表彰２名、会員増強表彰

２名の合計４名を表彰した。 

 

５．全法連事業及び県連事業への協力 

全法連事業 ①「法人会アンケート調査システム」登録者増加に協力した。  

②「いちごプロジェクト」（節電への取り組み）の周知に協力した。 

県連事業  県連が山梨県から受託する婚活支援事業「やまなし出会いサポート  

       センター」の周知や登録会員増加のための活動に協力した。 

 

６．外部会議に出席 

会務の運営に資するため、「甲府税務署定例団体長会議」、「中部横断自動車道経済

懇談会総会」などの会議に出席した。 

 

以上 

 

 

 

令和２年度事業報告の附属明細書 

 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する

附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」はありません。  


