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上）および、高成績を長期間維持し

ている県連（対前年比１００％以上

を３年間継続して維持）として表彰

された。

続いて、柳田道康全法連副会長・

研修参加率向上表彰では、東法連

である。われわれ法人会は、
『 中小

法人会は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」を推進しています

第 回法人会全国大会
（福井大会）

経済再生には中小企業の成長が
不可欠、税制改正提言の実現 を

税制委員長（東法連副会長・渋谷法
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から優秀賞（税法税務研修参加率１

締めくくりとして、大会宣言が朗
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日、福井市の福井県産業会館で開催
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生命取扱い分対前年比１００％以

的な事業承継税制の創設』等を中心

とする『平成 年度税制改正に関す

来年の法人会全国大会は、 月

記念講演が行われた。

後の政治と経済の行方」をテーマに
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与良正男氏を講

聞専門編集委員、
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おめでとうございます

東京都知事・東京都主税局長税務功労者表彰

このほど、 平 成 年 度 東 京 都 知 事 および同
主税局長税務功労者表彰受彰者の発表があり、
東法連関係では次の方々が受彰の栄に浴された。
（ 法人会名簿順 ）
表 彰 式は、 都 知 事 表 彰が 月２日、同 主 税
局長表彰が 月 日に西新宿の都庁舎でそれぞ
れ行われた。
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自分のカラダと “ がん ” のこと、ちょっとだけ考えてみませんか？
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地球温暖化対策報告書
提 出 増 に 向 け ポス タ ー 等 でＰＲ

また、税に関す
る絵はがきコン
クールも例年通
り開催し、３月

充伸委員長・

委員会（多田

１回公益事業

東法連は第

ポスターやチラシでＰＲを図り推

いては、提出数増に向け前年同様

地球温暖化対策報告書制度につ

協会長賞などを発表、展示する。

会連絡協議会全体連絡会議で女連

の東法連女性部

八王子法人会

進することになった。報告書の提

公益事業委員会

会長）を、９月 日、全法連会館

委員会運営・平成 年度税制改正
要望活動のスケジュールを確認

会で承認された。

また、法人会全

国大会福井大会

で趣旨説明など

があった。今後

は全法連、各県連、各単位会にお

税制税務委員会
東法連は第

提言の内容については、委員会

いて提言活動を行っていく。
委員会（青栁

に続いて行われた 会のメンバー

２回税制税務
晴久委員長・

長）を、９月 日、全法連会館で

四谷法人会会

で説明があった。また、同協議会

による税制税務委員会連絡協議会

後に開催された連絡協議会では、

員会であることから、平成 年度

開催した。委員改選後初めての委

ー・早稲田大学大学院会計研究科

の 席 上、 全 法 連 税 制 ア ド バ イ ザ

長代理の新井友秋氏から、都の気

ルなどを確認した。

改正要望活動の今後のスケジュー

出期限は 月 日である。委員会

暖化対策報告書制度の推進などに

の委員会運営、 年度法人会税制

租税教育については、本年度も

候変動対策の全体像、温暖化対策

ュース 月号参照。提言全文は、

提言の内容については、東法連ニ

に関しての講演があった。なお、

の青山慶二教授より提言の内容等

東京都環境局地域エネルギー課課

税を考える週間にキッザニア東京

の状況、減税や助成金など、報告

明があり、９月 日の全法連理事

月 日の東法連理事会で原案の説
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全法連ホームページに掲載されて

いる。
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をしてもらう旨の報告があった。

公益事業委員会

組織拡大強化策 を確認
全 法 連 が「 自 主 点 検 チェックシー ト 」
解 説ＤＶＤを 作 成
総務組織委員会

体験学習を行い

ちに対する税の

租税教育や会員増強等で意見交換

法連の会員増強
報奨金施策、福

マスコミに取り

いている。さらに、大規模法人向

注目度の高い行事を行っていただ

上げられるなど、

東京国税局幹部との連絡協議会
東法連は 月 日、全法連会館

利厚生制度「ふ
やそう２万社Ｇ
ＯＧＯキャンペ

ーン」などについて説明があった。 で東京国税局課税第二部幹部との

荻窪法人会会

良夫委員長・

委員会（小竹

２回総務組織

ついては、チェックシートについ

「自主点検チェックシート」に

方法など詳細な説明があった。

助成金制度について配賦額の算出

また、全法連における単位会への

薮田真由美同法人課税課実務指導

同次長、白井純夫同法人課税課長、 きたい。また、自主点検チェック

当日は、東京国税局から多田毅

プライアンス向上につながるもの

岩田新一郎同法人課税課課長補佐、 シートは納税者の企業の税務コン

課税第二部長をはじめ、佐藤伸司

であり、普及に向け支援していき

今後も講師派遣などで協力してい

を開催され、好評だと聞いている。

東法連は第

長）を、９月 日、全法連会館で

て理解を深めるため、内容を解説

専門官などが出席した。また、東

けの国際課税を中心にした研修会

開催した。委員会では、組織拡大

したＤＶＤを作成中であるとの報

連絡協議会を開催した。

強化及び「自主点検チェックシー

たい。平成 年４月１日以後終了

組織拡大強化については、平成

人事業概況説明書に「社内監査」

１日以後終了事業年度分から、法

て、東法連が行った新設法人に対

画、会員増強に関連する施策とし

きるようになるとの説明があった。

クシート」の実施の有無を記入で

欄が設けられ、
「 自主点検チェッ

事業年度分から法人事業概況説明

書の内容を変更し、同シート実施

つで多田部長は、 の有無を明示できるようにした。

冒頭、あいさ

理事・事務局長が出席した。

法連側からは、副会長８名と専務

年度の全法連、東法連の事業計
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る週間協賛講演

ては、税を考え

「法人会におい

率制度の周知についても引き続き

用促進、改正消費税に伴う軽減税

マイナンバー及びｅ ─Ｔａｘの利

続いて、事務局から東法連の平

協力願いたい。
」と述べた。
動のほか、絵は

成 年度事業計画、会員数及び会

会や街頭広報活
がきコンクール
も尽力いただい

など租税教育に

動、自主点検シートの活用状況な

員増強の現状、租税教育、広報活

会員増強など幅広く行われた。

意見交換は、租税教育を始め、

どについての報告があった。
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自分のカラダと “ がん ” のこと、ちょっとだけ考えてみませんか？
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租税教育活動などで意見交換を行う連絡協議会
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