
 
 

 

【第１号議案 令和２年度事業報告承認の件】 

 
令 和 2 年  度  事  業  報  告  書 

令和２年４月１日から令和３年３月 31 日まで 

 

＜概況＞ 

  令和２年度は公益社団法人へ移行して 9 年目を迎え、公益目的事業活動のより

一層の推進を図った。 

  しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から各種行事を中

止せざるを得ず、当初の事業計画通りには行かなかった。 

とりわけ、租税教育については、女性部会が主体となって実施している管内小

学校の５年生、６年生を対象とした「税に関する絵はがきコンクール」募集につ

いて、夏休み期間の短縮により、応募校が４校に減少し、応募作品も 42 編減少し、

446 編となった。 

また、税理士会と青年部会が主体となって実施していた管内中学校の３年生を

対象とした「租税教室」については、「３密」を避けるため、本年度、青年部会は

不参加とした。 

  その他公益事業関連では税務研修会の開催をはじめとする税に関する諸活動は、 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から大半が中止となり、地域企業の

健全な発展をはかる施策としての経営研修会も中止、さらには地域社会への貢献

をはかるための「まちをきれいに」も中止となった。 

    会員の交流に資する事業については、新年賀詞交歓会等各種飲食を伴う行事は

すべて中止となった。 

    会員の福利厚生等に関する事業の中核的事業である、保険共済各種制度は、各 

種制度受託保険会社との連携を密にし、コロナ禍の中でその加入推進に努めた。 

  組織面において、とりわけ会員数については、不安定な景況等より会員数減少

に歯止めがかからず正会員数が 47 社の純減という不本意な結果となった。 

 

＜具体的事業＞ 

１ 税知識の普及を目的とする事業 

(1) 新設法人説明会  

第１回 R２.５.19 於：江東東税務署…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

第２回 R２.８.６  於：江東東税務署…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

第３回 R２.11.６  於：江東東税務署…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

第４回 R３.２.４ 於：法人会館…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

(2) 決算法人説明会 

第１回 R２.４.21 於：江東東税務署…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

  第２回 R２.６.９  於：江東東税務署…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 



 

第３回 R２.７.２  於：江東東税務署…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

第４回  R２.９.２  於：江東東税務署…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

第５回 R２.10.14  於：江東東税務署…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

第６回 R２.12.７  於：江東東税務署…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

第７回 R３.１.14 於：江東東税務署…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

第８回 R３.３.11  於：ｶﾒﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

（3） 租税教室 

R２.７.８ 於：第三亀戸中学校 参加者：同校 3 年生全員 

テーマ：「税金集めゲーム」 

講 師：法人会（青年部会）…不参加（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため）  

            東京税理士会江東東支部 

            小原良子税理士、高橋保行税理士、豊島成彦税理士 

高橋俊行税理士、富澤陽子税理士、関根美鈴税理士 

（4）地区別税法説明会 

亀戸地区 

  R２.10.20  於：カメリアブラザ５階 第 1、第 2 研修室     

   午前の部＝参加者数：20 名 午後の部＝参加者数：26 名 

         内 容：令和２年度法人税改正概要 

         講 師：江東東税務署法人課税第１部門上席調査官 廣瀬  剛 氏 

大島地区・砂町地区  

 R２.10.22  於：総合区民センター 参加者数：33 名 

（5） 年末調整説明会 

R２.11.11  於：カメリアプラザホール…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため）  

    （6） 女性部会 税務研修会 

第１回 R２.５.12  於：法人会館…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

第２回 R２.９.18 於：法人会館…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

 第３回 R２.12.17  於：アンフェリシオン 参加者数：20 名 

        内容：『お酒と健康』 

講師：江東東税務署 署長 船木 英人 氏 

    （7） 青年部会 税務研修会 

       第１回 R２.５.15  於：法人会館…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

（8） 税務研究部会研修会       

        第１回 R２.４.17  於：法人会館…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

第２回 R２.10.28 於：法人会館…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため）       

第３回 R２.12.２  於：法人会館…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

第４回 R３.１.22  於：ｶﾒﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

（源泉部会と共催） 

   （9） 源泉部会税務研修会 

第１回 R２.５.22  於：法人会館…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 



 

      第２回 R２.６.19  於：法人会館…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

      第３回 R２.11.２ 於：カメリアプラザ５階 第 1、第 2 研修室    

     午後の部①＝参加者数：29 名  

午後の部②＝参加者数：21 名 

            内容：令和２年分 年末調整について 

講師：税理士 巣内 繁行 氏 

第４回 R３.１.22  於：ｶﾒﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

（税務研究部会と共催） 

            第５回 R３.３.19  於：カメリアプラザ５階 第 2 研修室 

…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

 (10)  支部税務研修会 

        内  容：事例で学ぶ 法人、消費、源泉、印紙（各支部共通） 

            全支部…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため）  

（11）「税に関する絵はがきコンクール」募集 

   期 間：R２.６.19～R２.８.31 

      応募校：浅間竪川小学校、第一大島小学校、第四大島小学校、 

東砂小学校 

   作品数：446 編 

      優秀作品：江東東税務署長賞、江東東法人会長賞、江東東法人会女性部

会長賞各１編、江東東法人会長特別賞 2 編、審査員特別賞 1

編ほか入選 10 編 

 

２ 納税意識の高揚を目的とする事業 

   （1） 納税表彰式 

R２.11.19 於:カメリアプラザホール…式典中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

受賞者:江東東税務署長表彰（当会受賞者のみ） 

      桑原  豊 氏（理事・広報副委員長） 

     森本 大造 氏（理事・亀戸第８支部長） 

       江東東税務署長感謝状（当会受賞者のみ） 

            石原 久二一 氏（理事・南砂第３支部長） 

上原 和彦 氏（監事・公益事業副委員長） 

下山 和夫 氏（理事、南砂第２支部長） 

    （2） 税の作文・絵はがき優秀作品集の発行・配布 

           配 布：R２.11.24 

           配布先：江東東税務署管内全中学校及び税の絵はがき応募小学校 

 配布部数：5.000 部 

   （3） 税務署長講演会  

     R２.11.11  於：アンフェリシオン４階「シエロ」 参加者数：77 名 

     内  容：「国際的情報収集」 



 

     講 師：江東東税務署長 船木 英人 氏   

（4） 無料記帳指導・税務相談  

     開催日：①R２.４.14②R２.5.12…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

③R２.６.16…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため）④R２.７.14 

⑤R２.８.４⑥R２.９.８⑦R２.10.13⑧R２.11.17 

⑨R２.12.８⑩R３.1.12⑪R３.２.16⑫R３.３.16 

             於：法人会館 相談者数：12 名（延べ） 

   講 師：東京税理士会江東東支部所属税理士 

（5） 広報紙による税情報の発信 

     発 行：①５月号 ②７月号 ③９月号 ④11 月号 ⑤１月号 ⑥３月号 

   部 数：2,500 部 

 

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）税制改正要望書のとりまとめ及び上部組織への提出 

     提出日：R２.５.15 

     提出先：一般社団法人東京法人会連合会 

          要望書： 

      法人税 

（1）法人税率の引下げ  

平成 28 年度の税制改正で法人実効税率は、目標としていた「20％」 

台を実現、平成 30 年度には 29.74％となった。 

しかし、ＯＥＣＤ加盟国の平均は 23.52％であり、米国でも法人税 

率が35%から21%へ引き下げられ、連邦実効税率が25.89％となった。   

経済のグローバル化が進み、アジア諸国も含め世界的なトレンドとし

て法人税は低下傾向にある中、国際競争力の強化、国内産業の活性化

や立地競争力の強化の観点から、25％程度まで引下げるよう求める。 

（2）中小企業軽減税率の引下げ等 

中小企業者等の法人税率の特例が、令和２年度末に適用期限を迎 

える。 

我が国経済の成長の源であり、地域経済や雇用に大きな役割を担 

っている中小企業の成長を後押しするためにも、租税特別措置による 

中小企業軽減税率については、本則化するとともに、一層の引下げを 

求める。また、昭和 56 年以来、課税所得 800 万円以下に据え置かれ 

ている中小企業軽減税率の適用所得金額について、引き続き 1,600 



 

万円への大幅な引上げを求める。 

（3）交際費課税制度の見直し 

   中小法人の交際費課税の特例が、令和３年度末まで２年延長され 

た。交際費は企業にとって、事業の維持、拡大の上で必要不可欠のも 

のであり、景気対策に資するものである。恒久化は当然として、定額 

控除限度額の引上げに止まらず、交際費の全額損金化を求める。 

（4）中小企業の欠損金の繰戻し還付制度の拡充 

現行、繰り戻し期間が 1 年に限定されているが、中小企業の欠損法 

       人のキャッシュフロー対策として、３年程度へ見直すとともに、恒久 

       化を求める 

（5）少額減価償却資産特例の拡充・恒久化 

   令和２年度の税制改正において少額減価償却資産の取得価額の損 

金算入の特例が、令和３年度末まで２年間延長された。 

 償却資産管理や納税等の事務負担を軽減するため、少額減価償却資 

産の全額即時損金算入制度について、全ての企業においても、取得価 

格 10 万円未満から 30 万円未満に引上げることを求める。また、中小 

企業の利用頻度が高く、既に定着していることから恒久化し、更なる 

利便性・効率性の向上、設備投資促進の観点から、取得価額の引上げ 

及び取得合計額の上限を撤廃することを求める。 

資産税 
（1）事業承継税制 
  事業承継税制の拡充の一環として、個人事業者向け事業承継税制も 

新設されたが、中小企業の円滑な事業承継を図るためには、事業用資 

産を一般資産から切り離した本格的な事業承継税制の創設が必要で 

ある。引き続き納税猶予制度の更なる利用促進を図るため以下の要件 

の見直しを強く求める。 

・相続税の納税猶予制度取消の場合の延納・物納の認可 

・会社の事業資金の担保に提供している土地・建物は、事業用資産と 

して扱い、個人資産評価額の一定割合を減額する等、相続税の評価方 

法を見直すとともに相続税・贈与税の納税猶予の対象とする。 

・取引相場のない株式の評価方式を中小企業の実態により即した評価 



 

方式に見直す。 

（2）相続税 
     平成 27 年１月より、基礎控除の引下げとともに最高税率を 55％ 

に引き上げる等税率構造の見直しが行なわれた。このため特に大都 

市圏においては、急激な負担増と課税対象の大幅な増加を招いてい 

る。 

大都市圏の相続人の負担を緩和するため、また、少子化の現実を 

踏まえ、法定相続人 1 人あたりの控除額を現行の 600 万円から従前 

の 1,000 万円に引上るよう求める。加えて、事業承継の円滑化の観 

点から、小規模宅地等についての相続税の課税価挌の計算の特例に 

おける事業用宅地の適用対象面積の更なる拡大を求める。 

消費税 
（1） 軽減税率について 

消費税率引上げに伴い、軽減税率制度が令和元年 10 月に導入され 

た。軽減税率制度は、社会保障制度財源を毀損すること、中小企業を 

はじめとするすべての事業者に過度な事務負担を強いること、低所得 

者対策としては非効率であることから本質的に導入されるべきでは 

なく、事業者からは依然強く反対する声がある。引き続き法人会とし 

て、きめ細かな支援措置の実施を求めていくとともに、導入後の状況 

を検証し、問題があれば単一税率にすることを求める。 

        また、消費税増税については、「社会保障制度と税の一体改革」「行 

政改革」等各種改革の履行を前提に導入を認めた経緯を鑑み、今後 

も法人会として改革履行状況を注視していくこととする。 

          地方税 

     （1）事業所税の廃止 

       固定資産税との二重負担になっており、また対象地域での新規開業 

や雇用創出の阻害要因にもなっている。都市計画税が徴収されている 

中、すでに本税の目的は達成されており廃止すべきである。 

（2）過度な地方法人課税の偏在是正の見直し 

    政府が進める自治体間の税収格差是正で、東京都の財源を地方に分 

配する仕組みが更に強化された。一人当たりの地方税収は全国平均並 

みであることから、「受益と負担の関係」を逸脱しないよう強く求め 



 

る。 

その他 

（1）社会保障・税の共通番号制度（マイナンバー） 
           行政の効率化や利便性の向上、国民の社会保障や税の給付と負担 

の公平性と透明性を実現する等メリットは大きいが、制度上の課題と 

普及しないが故の課題を混同し、混乱を招いている。個人情報の管理 

に万全を期し、コストを明確化して、国民の納得と理解を得ながら推 

進するよう求めるとともに、事業者に対して過度なコストや事務負 

担とならないよう柔軟な運営と必要な助成を求める。 

（2）印紙税の廃止 

             印紙税については、電子商取引には課税されず文書による取引には 

課税されるといった不公平感がある。取引形態の変化により電子決済 

が普及しペーパレス化が進む中、公平性や消費税との二重課税の観点 

から廃止を求める。 

（2） 税制改正要望大会(第 37 回法人会全国大会 岩手大会)  

R２.10.８  於：岩手県・盛岡市民文化ホール…中止 

（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

（3） 税制改正要望書の関係機関への提出 

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、国レベル、県連レベル、

単位会レベルで関係機関等に対し要望活動を行っている。当会において

も次の関係諸機関に対し要望活動を行った。 

提出機関：江東区長、江東区議会議長 

提 出 日：R２.11.17 

（4） 第 34 回 法人会 全国青年の集い 島根大会 

R２.11.５  於：島根県民会館…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

（5）第 15 回 全国女性フォーラム 愛媛大会 

R２.11.25  於：アイテムえひめ…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

 

４ 円滑な税務行政に寄与するための事業 

（1） e-Tax 推進協議会の開催 

第 37 回 R２.12.14  於:アンフェリシオン５階「カーサ」  

          議題：令和２年度推進目標の進捗状況ほか 

（2） 当会会館壁面看板掲出による e-Tax の利用促進 

     掲 出：法人会館ＪＲ線路側壁面 

     期 間：R２.４.１～R３.３.31 



 

（3） 当会会館壁面看板掲出による消費税の期限内完納の推進 

     掲 出：法人会館ＪＲ線路側壁面 

     期 間：R２.４.１～R３.３.31 

 

５ 地域企業の健全な発展に資する事業 

（1） 経営研修会(ＡＩＧ損害保険㈱と共催) 

  R３.２.15  於：カメリアプラザ 5 階研修室…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

  内 容：「リスクマネジメント研修」 

  講 師：㈱マネジメントサポート 研修講師 田中 章俊 氏 

   （2） 簿記講習会 

  第１回 R２.11.10 ～ 第 14 回 R３.１.20（全 14 回開催） 

於：法人会館 参加申込数：12 名(会員 10 名、非会員２名) 

講 師:東京税理士会江東東支部所属 税理士 豊島 成彦 氏   

                      

６ 地域社会への貢献を目的とする事業 

（1） 社会貢献活動「まちをきれいに」 

実施日：春（通算 43 回）R２. 5.16   於：大島地区…中止 

（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

    秋（通算 43 回）R２.10.３   於：大島地区…中止 

（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

（2） 健康講演会（アフラック生命保険㈱と共催) 

R２.10.12  於：法人会館 参加者数：15 名 

内 容：「ガンにならない人の法則」 

講 師：医学ジャーナリスト 松井 宏夫 氏 

（3） 史跡めぐりとウォーキング教室 

R２.11.21  …中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

（4） 新春講演会 

R３.１.18  於:アンフェリシオン…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

内 容：「元気と笑いのある人生」 

講 師：落語家、タレント 桂 米助 氏 

（5） 城東少年野球連盟への支援 

対象大会：春季大会…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため）、秋季大会  

内 容：城東少年野球連盟が主催する少年野球大会表彰式において、当会 

役員が出席して、成績優秀な少年野球チームにトロフィーを贈呈。 

 

７ 会員の交流に資するための事業 

（1） 新年賀詞交歓会への参加 

         R３.１.18  於:アンフェリシオン…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

（2） 理事、監事、委員会委員、部会合同役員会     



 

    R２.７.29  於: アンフェリシオン 参加者数：40 名 

（3） 理事、監事、委員会委員、部会合同役員会懇談会 

    R２.７.29  於: アンフェリシオン…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

（4） 支部長会（会員増強決起大会） 

      R２.９.17  於: アンフェリシオン 参加者数：39 名 

（5） 支部長会（会員増強決起大会）懇談会 

      R２.９.17  於: アンフェリシオン…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

  （6） 女性部会交流会 

       R２.12.17  於:アンフェリシオン…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

   （7） 税務研究部会・源泉部会・女性部会合同バス研修会 

       R２.９.11 …中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

研修先：「さいたま造幣局他」 

 

８ 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 

         加入等：加入企業数 323 社 契約件数 1,001 件 

（2） 経営保全プラン（ビジネスガード）の普及推進 

   加入等：加入企業数 195 社 

  （3） がん保険制度の普及推進 

     加入等：加入企業数 237 社、契約件数 683 件 
（4） 貸倒保証制度（取引信用保険）の普及推進 

      加入等：加入企業数 0 社 

(5)  簡易生命保険団体保険料払込制度の普及推進 

      加入等：加入企業数 18 社(26 件) 集金保険料 5,959 千円 

 受取手数料 362 千円       

  （6） 定期健康診断の巡回検診の実施 

     R２.10.21：受診 39 名、R２.10.23：受診 27 名、R２.10.24：受診 17 名 

R３.２.24：受診 19 名、R３.３.25： 受診 16 名 

 

９ 本会の目的・事業を達成するために必要な会議 

（1） 第９回通常総会 

    R２.６.４  於：アンフェリシオン  

    議 題：審議案件①令和元年度事業報告承認の件 

            ②令和元年度決算報告承認の件 

          報告事項①令和２年度事業計画 

     ②令和２年度収支予算 

（2） 正副会長会議 

    第１回  R３.１.12  於:法人会館 

        議題：令和３年度の基本方針ほか 



 

（3） 常任理事会 

    第１回  R２.４.24（書面開催）   

        議題：第１回理事会の運営ほか 

    第２回 R２.７.29 於:アンフェリシオン５階「カーサ」 

        議題：第２回理事会の運営ほか 

     第３回  R２.９.17  於：アンフェリシオン５階「カーサ」 

 議題：第３回理事会の運営ほか 

        第４回 R２.12.14 於：アンフェリシオン５階「カーサ」 

        議題：第４回理事会の運営ほか 

    第５回 R３.３.24  於：アンフェリシオン５階「カーサ」 

議題：第５回理事会の運営ほか 

（4） 理事会  

    第１回  R２.４.24（「決議の省略」） 

        議題：令和元年度事業報告及び決算報告ほか 

    第２回 R２.７.29 於:アンフェリシオン５階「カーサ」 

        議題：第 10 回通常総会の開催日程及び諸規程の整備ほか 

     第３回  R２.９.17  於：アンフェリシオン５階「カーサ」 

 議題：令和２年度法人会長表彰受賞者についてほか 

        第４回  R２.12.14 於：アンフェリシオン５階「カーサ」 

議題：全法連功労者表彰受賞者の推薦についてほか 

        第５回 R３.３.24  於：アンフェリシオン５階「カーサ」 

        議題：令和３年度事業計画（案）、収支予算（案） 

についてほか 

  （5） 監事監査 

      R２.４.16  於:法人会館  

            内 容：令和元年度事業報告、決算報告及び役員業務執行の監査 

      R２.10.21  於:法人会館  

内 容：令和２年度中間決算報告の監査 

    （6） 総務委員会 

第１回  R２.４.20 （書面開催） 

議題：令和元年度事業報告及び決算報告ほか 

第２回  R２.６.23 （書面開催） 

議題：第 10 回通常総会開催日程ほか 

第３回  R２.10.26  於:法人会館 

                    議題：令和２年度中間決算及び決算見込額についてほか 

第４回  R３.３.22  於:法人会館 

議題：令和２年度決算見込額、令和３年度事業計画(案)につ

いてほか 

  （7） 組織委員会 



 

第１回  R２.６.29 （書面開催） 

議題：令和元年度会員増強結果ほか 

第２回  R２.８.27 （書面開催） 

議題：令和２年度の正会員数状況、支部長会の開催要領ほか 

第３回  R２.11.18 （書面開催） 

議題：令和２年度会員増強の進捗状況ほか 

第４回  R３.２.25 （書面開催） 

議題：令和２年度会員増強の進捗状況、東法連会員増強表彰

の当会受賞者の選定についてほか 

  （8） 税制税務委員会 

第１回  R２.４.３ （書面開催） 

議題：令和２年度税制改正要望事項(案)についてほか 

第２回  R２.８.26 （書面開催） 

議題：全国大会（税制改正要望全国大会）開催日程ほか 

第３回  R３.２.17 （書面開催） 

議題：令和３年度事業計画（案）についてほか 

  （9） 広報委員会 

第１回  R２.４.10  …中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

議題：広報紙５月号校正及び７月号企画案ほか 

第２回  R２.６.12  …中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

議題：広報紙５月号発行後の確認ほか 

第３回  R２.７.９  於:法人会館 

議題：広報紙７月号発行後の確認及び９月号企画案ほか 

第４回  R２.８.７  於:法人会館 

議題：広報紙９月号校正及び 11 月号企画案ほか 

第５回  R２.９.９  於:法人会館 

議題：広報紙９月発行後の確認ほか 

第６回  R２.10.12  於:法人会館 

議題：広報紙 11 月号校正及び１月号企画案ほか 

第７回  R２.11.13  於:法人会館 

議題：広報紙 11 月号発行後の確認ほか 

第８回  R２.12.９  於:法人会館 

議題：広報紙１月号校正及び３月号企画案ほか 

第９回  R３.２.10  於:法人会館 

議題：広報紙３月号校正及び５月号企画案ほか 

第 10 回 R３.３.10  於:法人会館 

議題：広報紙３月号発行後の確認ほか 

（10）公益事業委員会 

第１回  R２.６.22 （書面開催） 



 

議題：健康講演会の開催要領についてほか 

第２回  R２.９.14 （書面開催） 

議題：経営研修会の講師候補者の選定及び実施要領について 

ほか 

第３回  R３.２.17 （書面開催） 

議題：第 43 回社会貢献活動「まちをきれいに」の実施日につ 

いてほか 

  （11）厚生共益事業委員会 

第１回  R２.６.24 （書面開催） 

議題：令和２年度「思いをつないで 50 年『会員企業を守りた 

い』キャンペーン」についてほか 

第２回  R２.12.17 （書面開催） 

議題：「思いをつないで 50 年『会員企業を守りたい』キャン 

ペーン」の進捗状況についてほか 

第３回  R３.２.16 於:法人会館（書面開催） 

議題：「思いをつないで 50 年『会員企業を守りたい』キャン 

ペーン」の進捗状況についてほか 

（12）部会通常総会等 

   ・女性部会第 53 回通常総会 

R２.５.12  （書面開催） 

     議 題：①令和元年度事業報告承認の件 

②令和元年度決算報告承認の件 

③令和２年度事業計画（案）承認の件 

④令和２年度収支予算（案）承認の件 

・青年部会第 49 回通常総会 

R２.５.15  （書面開催） 

     議 題：①令和元年度事業報告承認の件 

②令和元年度決算報告承認の件 

③令和２年年度事業計画（案）承認の件 

④令和２年度収支予算（案）承認の件 

          ・税務研究部会第 49 回通常総会 

R２.４.17  （書面開催） 

        議 題：①令和元年度事業報告承認の件 

②令和元年度決算報告承認の件 

③令和２年度事業計画（案）承認の件 

④令和２年度収支予算（案）承認の件 

・源泉部会第 46 回通常総会 

 R２.５.22   （書面開催） 

      議 題：①令和元年度事業報告承認の件 



 

②令和元年度決算報告承認の件 

③令和２年度事業計画（案）承認の件 

④令和２年度収支予算（案）承認の件 

（13）部会役員（幹事）会 

          女性部会 

      第 1 回 R２.４.19  …中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため）  

       議題：第 53 回通常総会の開催要領についてほか 

      第２回 R２.７.22 （書面開催） 

                     議題：法人会長表彰受賞者の選定についてほか 

      第３回 R２.９.18  於:法人会館  

       議題：12 月研修会についてほか 

      第４回 R３.２.９ （書面開催） 

                     議題：第 54 回通常総会の開催計画についてほか 

      第５回 R３.３.４  於:法人会館 

                     議題：役員改選についてほか 

     青年部会 

第１回 R２.４.３  …中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため）  

        議題：第 49 回通常総会の開催要領についてほか 

      第２回 R２.６.13  …中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

                     議題：租税教室の開催、法人会長表彰受賞者の選定につい 

てほか 

      第３回 R２.９.４  …中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

                     議題：全国青年の集い・大分大会についてほか 

第４回 R２.10.23  於:法人会館 

       議題：12 月役員会の開催計画についてほか 

      第５回 R２.12.４  …中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

                     議題：企業研修会の実施要領についてほか 

            第６回 R３.２.５ （書面開催） 

                     議題：令和３年度役員会日程についてほか 

      第７回 R３.３.12 （書面開催） 

                     議題：第 50 回通常総会の開催要領についてほか 

     税務研究部会 

第１回 R２.４.３（書面開催）  

       議題：第 49 回通常総会の開催要領についてほか 

      第２回 R２.８.26（書面開催） 

                     議題：令和２年度下期の研修会の内容についてほか 

            第３回 R２.12.２  …中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

                      議題：源泉部会との合同研修会の開催についてほか 

第４回 R３.２.17（書面開催）  



 

       議題：令和３年度事業計画（案）についてほか   

     源泉部会 

第１回 R２.5.８  …中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため）  

       議題：第 46 回通常総会の役割分担についてほか 

      第２回 R２.10.16  於:法人会館 

         議題：源泉部会主催年末調整説明会の実施要領についてほか 

第３回 R２.12.11  於:法人会館  

                  議題：税務研究部会との合同研修会開催についてほか 

第４回 R３.３.19  （書面開催） 

                    議題：令和３年度事業日程についてほか 

（14）支部総会・役員会・単独研修会等 

   ①役員会 

      南砂第３支部 R２.９.８   議題：コロナ禍における今後の活動につ

いてほか 

            東砂第１支部 R２.９.29   議題：活動報告、会員増強ほか 

            亀戸第７支部 R２.10.28   議題：会員増強ほか 

亀戸第１支部 R２.11.20   議題：会員増強、今後の活動ほか 

    大島第７支部 R３.３.20   議題：役員人事ほか 

     ②会員増強活動 

      亀戸第２支部 R２.10.16 

 

10 表彰、役員等人事に関する事項 

 （1） 表彰  

    ①令和２年度 東京国税局長納税表彰（R２.11.３) 

      副 会 長   齊藤 和彦 氏（亀戸第２支部・斉藤特殊金網㈱） 

    ②令和２年度 江東東税務署長表彰（R２.11.19) 

       理 事  桑原  豊 氏（亀戸第７支部・三報社印刷㈱） 

      理 事  森本 大造 氏（亀戸第８支部・㈱森本商会） 

    ③令和２年度 江東東税務署長感謝状(R２.11.19) 

      理  事  石原 久二一 氏（南砂第３支部・㈲石原商店） 

      監  事  上原 和彦 氏（亀戸西６支部・㈱太田製作所） 

      理 事  下山 和夫 氏（南砂第２支部・㈱シモヤマ） 

    ④令和２年度 税務功労者都税事務所長感謝状(R２.11.12) 

      副 会 長   齊藤 榮一 氏（亀戸第７支部・栄鋼管㈱） 

        ⑤令和２年度 法人会長表彰(R２.11.19) 

            副支部長  菅  正記 氏（北砂第１支部・㈲三陽不動産） 

      部会幹事  花田  健 氏（青年部会・㈱コバユー） 

      支 部 長  茂木 圭吾 氏（大島第１支部・㈱大原セレモニーハート） 

    ⑥全法連功労者表彰（R２.6.11） 



 

            常任理事  野﨑  満  氏（亀戸第４支部・東京硝子精機㈱） 

    ⑦東法連会員増強功労者表彰（R２.6.11） 

      支 部 長  茂木 圭吾 氏（大島第１支部・㈱大原セレモニーハート） 

      支 部 長  矢島 敏幸 氏（北砂第１支部・㈲矢島自動車電機） 

      支部会計  岩上 浩之 氏（亀戸第１支部・野田琺瑯㈱） 

 

11 会員等の異動に関する事項 
 

（1） 正会員数状況 
                                 

 

 

 

 

 

 

（2） 正会員入退会状況 

入会数 退会数 差   引 

15 社 62 社 △  47 社 

   

（3） 正会員入会数の内訳 

役員勧奨 協力会社勧奨 転入 その他 合  計 

４社(26.7%) ７社(46.7%) ２社(13.3%) ２社(13.3%) 15 社 

 

（4） 正会員退会数の内訳 

転  出 解  散 休  業 脱  会 合  計 

７社(11.3%) 19 社(30.6%) 12 社(19.4%) 24 社(38.7%) 62 社 

 

（5） 部会員数状況 

部 会 名 R３.３.31 R２.３.31 増  減 

女 性 部 会 44 社 47 社  △  ３社 

青 年 部 会 71 社 74 社 △  ３社 

税務研究部会 52 社 54 社 △  ２社 

源 泉 部 会 51 社 51 社 ±  ０社 

  

 R３.３.31 R２.３.31 増  減 

会 員 数 

（法人数） 

1,446 社 

（4,306 社） 

1,493 社 

（4,332 社） 

△47 

（△26） 

組 織 率 33.58％ 34.46％ △0.88 



 

 

（6） 賛助会員数状況 

R３.３.31 R２.３.31 増  減 

46 名 47 名 △１名 

 

12 (公財)全国法人会総連合、(一社)東京法人会連合会等に関する事項 

   （1）(公財)全国法人会総連合関係 

     ①理事会に松本会長が出席 

     ②総務委員会に野地副会長が出席 

   （2）(一社)東京法人会連合会関係 

     ①正副会長会議及び理事会に松本会長が出席 

     ②総務組織委員会に松本会長、野地副会長が出席 

③広報委員会に溝呂木常任理事が出席 

                    ④青年部会連絡協議会役員会に小松青年部会長、各種会合に小松青年部 

                      会長はじめ青年部会役員が出席 

     ⑤専務理事、事務局長会議に今西専務理事が出席（ＷＥＢ）     

 ⑥各種セミナー・研修会に随時、関係役員等が出席 

   （3）(一社)東京法人会連合会 第 5 ブロック関係 

     ①ブロック内単位会会長会議中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

     ②ブロック内青年部会連絡協議会及び役員会に小松青年部会長はじめ青 

      年部会役員等が出席 

     ③ブロック内単位会専務理事・事務局長会議中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

（4）(公財)東法連特定退職金共済会関係 

      ①(公財)東法連特定退職金共済会理事会に松本会長が出席 

     ②加入推進優績者表彰式…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

13 その他 

   （1）租税教育活動に対する江東区教育長への協力要請 

令和２年６月８日に松本会長が江東区教育長を訪問…中止（新型 

ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

   （2）江東東税務親和会代表者会議への出席 

     当会をはじめ江東東税務署管内の税務協力６団体で構成する江東税務親

和会では、円滑な税務行政に寄与する目的で、同親和会と江東税務署幹部と

の代表者会議を開催しているが、当会からは常時、松本会長、今西専務理事

が出席した。 

   （3）友誼団体の諸会合への出席 

     当会の友誼団体である各税務団体の通常総会に松本会長ほか関係役員が

出席…中止（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽのため） 

 （4）江東東優法会の事務受託 



 

     江東東優法会が行う諸活動について、当会が事務を受託し同会を支援した。 


