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［報告事項］ 

令 和 ３ 年 度 事 業 報 告 書  

令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

１．事業概要 

当会は会員企業の発展を支援し、地域の振興に寄与する活力ある法人会を

目指して、「税」に関する活動に重点を置きながら、税務当局や東京税理士

会新宿支部と連携し、公益性の高い企業経営支援事業の展開、社会貢献活動

の充実に取り組みました。 

令和３年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため緊急事態宣言

（4/25～6/20､7/12～9/30）やまん延防止等重点措置（4/12～4/24､6/21

～7/11､1/21～3/21）が発出され、事業の実施に制限や制約を受け、いく

つかの研修会・講演会・交流会や人の集まる税金クイズ等が中止・延期と

なりました。感染対策を取りながら実施できた事業は下記の通りとなります。 

なお、オンライン配信は原則“会員限定”で行いました。 

【 事 業 】 

（１）税知識の普及を目的とする事業 

①やさしい源泉所得税講座 

７月・８月・１月（計３回） １３：３０～１５：３０他 法人会館３階、 

オンライン 参加人数 ９８名（内、オンライン視聴７８名） 

講師 新宿税務署 法人課税第３部門 担当官他 

②やさしい消費税講座 

令和３年４月１６日(金) １３：３０～１６：００ 法人会館３階、 

オンライン 参加人数 ４２名（内、オンライン視聴３４名） 

講師 税理士 小髙 祐子 氏 

③やさしい相続税・贈与税講座 

７月（全２回） １３：３０～１６：３０ 法人会館３階 

 参加人数 延べ２６名 講師 税理士 古谷 洋二郎 氏 

④やさしい法人税のしくみ 

８月～９月（全４回） １３：３０～１６：００ 法人会館３階 

 参加人数 延べ６７名 講師 新宿税務署 法人課税第１部門 担当官 

⑤決算法人説明会 

毎月（計１５回）１３：３０～１６：５０他 法人会館３階、オンライン 

参加人数 ３７４名（内、オンライン視聴１６１名） 

講師 新宿税務署 法人課税部門 担当官、税理士  
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⑥新設法人説明会 

４月・６月～３月（計１１回） １３：３０～１６：００ 法人会館３階 

 参加人数 ５３名 講師 新宿税務署 法人課税部門 担当官 

⑦税制改正・インボイス制度および税務上の新型コロナ対応研修会 

令和３年５月１９日(水) １６：００～１７：００ 法人会館３階、 

オンライン 参加人数 ５４名（内、オンライン視聴４２名） 

講師 新宿税務署 副署長 大野  繁 氏 

 新宿税務署 法人課税第１部門 上席調査官 石井 文彦 氏 

⑧年末調整等説明会 

令和３年１１月９日(火) １０：００～１２：２０、 

１３：４０～１６：００ ＢＩＺ新宿 参加人数 ８１名  

講師 新宿税務署 源泉所得税 担当官、新宿区 税務課 課税第二係 他 

⑨年末調整等説明会（オンライン） 

令和３年１０月１５日(金)～１２月３１日（金） 視聴人数 ２３３名  

講師 ＴＯＭＡ社会保険労務士法人  

   人事労務支援部長・特定社会保険労務士 坂本 彩 氏 

⑩インボイス制度説明会 

１１月～１月・３月（全５回） １４：００～１５：００ 法人会館３階、 

オンライン 参加人数 ３２６名（内、オンライン視聴２３８名） 

講 師 新宿税務署 法人課税第２部門 上席調査官 佐々木 一訓 氏 

⑪新友会税務研修会 

令和４年３月２３日(水) １４：００～１６：３０ 

ＢＩＺ新宿 1階 多目的ホール 参加人数 １０１名 

 テーマ 「税務コンプライアンスの維持・向上について」 

講 師  東京国税局 調査第三部 部長 川口 仁 氏 

テーマ 「令和３年度税制改正について」 

講 師  東京国税局 調査第一部 調査審理課 主査 杉山 孝 氏 

テーマ 「令和３年度電子帳簿保存法の改正について」 

講 師  東京国税局 調査第一部 調査開発課 

情報技術専門官 村上 広行 氏 

テーマ 「印紙税の誤りやすい事例を中心として」 

講 師  東京国税局 課税第二部 消費税課 諸税第一係長 上坂 貴世 氏 
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⑫署長講演会（税務関係６団体共催） 

令和３年１１月１７日(水) １０：００～１１：００ 

ＢＩＺ新宿 1階 多目的ホール 参加人数 ８２名  

テーマ 「税務行政の現状と課題」 

講 師  新宿税務署長 井手 政紀 氏 

 

（２）納税意識の高揚を目的とする事業 

①税に関する絵はがきコンクール 

新宿税務署管内の小学生（４～６年生推奨）を対象に、税に関する絵はが 

きを募集。公立の小学校１４校から４０２作品の応募があり、その中から 

最優秀賞・税務署長賞・都税事務所長賞・区長賞・法人会長賞・女性部会 

長賞・優秀賞６作品・努力賞３作品を表彰し、広報誌「しんじゅく」１１ 

月号や当会ホームページに掲載。展示は令和３年１１月１１日(木)～１７ 

日(水)に新宿区役所本庁舎１階ロビーにて、１１月１２日(金)～３０日 

(火)に東京信用金庫中井駅前支店内にて、新たに令和４年２月１８日(金) 

～３月１５日(火)に新宿税務署総合窓口横にて行いました。 

②中学生の税についての作文表彰式 

新宿税務署管内の中学校７校から３５２編の応募があり、新宿法人会長賞 

を始め１１編を表彰。令和３年１２月９日(木) １５：３０～１６：３０ 

ＢＩＺ新宿 多目的ホール 

③税に関する標語の表彰 

新宿税務署管内の公立小学校１６校から５５３編の応募があり１９編を 

表彰。令和３年１１月１１日(木)～１７日(水)新宿区役所本庁舎１階 

ロビーに展示。 

④ホームページ並びに広報誌による税情報の発信 

ホームページで税情報・地域イベント・各種研修会の開催要領等を掲載。 

令和４年１月よりホームページを全面的にリニューアル。 

広報誌は年６回奇数月に発行、金融機関や新宿税務署・都税事務所に配置。 

《中止となった事業》 

▶ 地域イベントでの税金クイズ 

 

（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令和４年度税制改正要望事項を取りまとめ（一社）東京法人会連合会へ 

提出。この要望は各県連でまとめられ、（公財）全国法人会総連合での 

審議を経て関係政府諸機関に上申されました。 
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②法人会全国青年の集い「佐賀大会」への参加 

令和３年１１月２６日(金) オンライン 参加人数 １名 

③女性フォーラム「新潟大会」への参加 

令和３年１１月１６日(火) １４：００～１８：４５ 朱鷺メッセ 

参加人数 ２名 

 

（４）地域企業の健全な発展に資する事業 

①はじめての簿記 

４月（全３回） １３：３０～１６：００ 法人会館３階 

 参加人数 延べ５２名 講師 税理士 榛村 憲一郎 氏 

②はじめての簿記（オンライン） 

令和３年４月１５日(木)～４月２８日（水） 視聴人数 ２１名  

講師 税理士 松本  勝 氏 

③中級簿記講座 

１１月～２月（全１６回） １３：３０～１６：００ 四谷法人会館３階 

 参加人数 延べ１３５名 講師 税理士 奥津 美穂 氏 

④はじめての経理実務（オンライン） 

令和３年１０月１４日(木)～１１月１０日（水） 視聴人数 ４１名  

 講師 税理士 信澤 奈津美 氏 

⑤電子帳簿保存法改正セミナー 

令和３年１２月１５日(水) １４：００～１６：００ 法人会館３階、 

オンライン 参加人数 ２４５名（内、オンライン視聴２００名） 

講師 税理士 牧野 義博 氏 

《中止となった事業》 

▶ 税を考える週間特別講演会   ▶ ブロック研修会 

▶ 福利厚生セミナー       ▶ 特別講演会（新宿優申会と共催） 

 

（５）地域社会への貢献を目的とする事業 

①使用済み切手と外国コインの収集 

皆様からお寄せ頂いた使用済み切手約７.２㎏(約３６,２７０枚)と外 

国コイン３６３ｇは、社会福祉法人新宿区社会福祉協議会と公益社団法 

人日本キリスト教海外医療協力会を通じて収集家や専門の業者に販売さ 

れ、その収益が国際保健医療協力活動に役立てられます。寄贈者 ４３社 
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②地球温暖化対策報告書制度の協力 

東京都と(一社)東京法人会連合会が覚書を締結し、法人会の環境活動の 

一環として普及に取り組んでいる地球温暖化対策報告書は、東京都への 

提出件数が２２件となりました。東法連全体では１,４８２件。 

③いちごプロジェクトへの参加 

令和３年７月～９月、１２月～令和４年３月 

役員等に参加を呼び掛け、ホームページにバナーを設置。 

《中止となった事業》 

▶ 年末クリーン大作戦への参加（新宿区主催） 

 

（６）公益事業等を補完するための収益を得る事業 

①生活習慣病・一般定期健康診断の普及推進 

６月・１１月（計５日）９：３０～１１：００、１４：００～１５：００ 

東京貨物運送健保会館 受診者 ２１５名（インフルエンザ予防接種２１名） 

委託：一般財団法人 全日本労働福祉協会 

②新宿優申会からの事務受託業務 

 ・役員会（１０月） ・総会（１０月） ・会計監査（１０月） 

③賃貸事業 

 

（７）会員の交流・福利厚生等に資するための事業 

①納税表彰状贈呈式（新宿税務署・税務関係６団体共催） 

令和３年１１月１１日(木) １５：００～１６：００  

新宿税務署地階 大会議室 参加人数 １２名 

②女性部会創立４０周年祝賀会 

令和４年３月１１日(金) １７：００～１９：００ 

京王プラザホテル本館４階 花 参加人数 ２５名 

③青年部会交流会 

令和３年１１月１９日(金) １９：００～２１：００ 

    ＦＡＶＥＴＴＡ 参加人数 ３６名 

④幹部交流会 

令和３年１２月１０日(金) １８：００～２０：３０ 

    翡翠宮 参加人数 １７名 
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⑤源泉部会研修会 

月例研修会   年１１回（４～１０月･１～３月）１３：３０～１５：３０他

     法人会館３階、オンライン 参加人数 ３２１名（内、 

オンライン視聴２８５名） 

特別研修会    令和３年６月２３日(水)  １６：００～１７：００ 

     法人会館３階、オンライン 参加人数 １８名（内、 

    オンライン視聴１６名） 

     テーマ 「オフィスにいなくても仕事ができる！ 

クラウドシステムを活用した 

業務改善“成功事例”セミナー」 

講 師  ＴＯＭＡコンサルタンツグループ 株式会社 

ＩＴコンサル部 副部長 岩本 慶 氏 

⑥女性部会研修会 

内部講師研修会 令和３年４月２８日(水) １３：３０～１４：００ 

オンライン 参加人数 １５名 

テーマ 「働く女性の飲酒  乾杯！サラリーガール」 

講 師  副部会長 石黒 久美子 氏 

年末講演会   令和３年１１月２９日(月) １６：００～１７：００ 

法人会館３階 参加人数 ２４名 

テーマ 「査察調査の現状 ～令和２年度の概要など～」 

講 師  新宿税務署 副署長 藤﨑 健一 氏 

⑦青年部会ゴルフ・ボウリング 

年５回（１０・１１・１２月） ８：３０～ 他 飯能ゴルフクラブ他  

参加人数 ６３名 

⑧経営者大型保障制度の普及推進（受託会社：大同生命・ＡＩＧ） 

 加入法人数 ４１３社 加入件数 １，３４５件 

⑨ビジネスガードの普及推進（受託会社：ＡＩＧ） 

 加入法人数 ３５６社 

⑩がん・医療・痴ほう介護保険、ＷＡＹＳの普及推進（アフラック） 

 がん保険：加入法人数 ２８７社 加入件数  ９５６件 

 医療保険：加入法人数 １５６社 加入件数  ３４９件 

 痴ほう介護保険：加入法人数５社 加入件数    ９件 

 ＷＡＹＳ：加入法人数  ２２社 加入件数   ３６件 
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⑪特定退職金共済制度の普及推進（受託会社：大同生命） 

 加入法人数 １４５社 加入件数 １，７７５件 加入口数 １０，６２９口 

⑫人間ドック・脳ドック等の斡旋 

楠樹記念クリニック（通年）… 受診者数  ４２人  

⑬経営支援制度およびその他の推進 

＊チラシ同封サービス           ＊小冊子プレゼント 

＊法律相談     ＊振込手数料削減サービス（フリコ） 

＊自主点検チェックシート   ＊法人会アンケート調査システム 

＊事業・資産承継相談事業   ＊東法連メンバーズローン 

＊Ｍ＆Ａ企業活性パートナーズ  ＊貸倒保証制度（取引信用保険） 

＊選択制企業型確定拠出年金「東法連４０１Ｋ」 

＊企業情報･格付情報照会サービス＊防災備蓄斡旋 

＊インターネットセミナー   ＊セミナーＤＶＤレンタル 

＊ビジネスカード（ＵＣ法人､セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカンエキスプレス） 

＊ビジネス誌の斡旋    ＊日経電子版Ｐｒｏ 

＊東京ガスの電気    ＊ストレスチェックサービス     

＊Ａｕｄｉ Ｊａｐａｎ・ＢＭＷ ＪＡＰＡＮ優待プログラム 

＊レクサス成約特典プログラム  ＊クラウド型セキュリティサービス 

＊クルマ関連サービス（カーリース、レンタカー、カーシェアリング） 

＊セコム・セキュリティ   ＊サイバーセキュリティ 

＊ラフォーレ倶楽部・プリンスホテル・四季倶楽部・東急ホテルズの 

優待利用制度    ＊セコム健康くらぶ 

《中止となった事業》 

▶ 総会交流会    ▶ 交流会（税務関係６団体共催） 

▶ 新年賀詞交歓会（税務関係６団体共催）▶ 理事会・委員会懇親会 

▶ 本部・ブロック交流会 ▶ 本部・支部ゴルフ 

▶ 青年部会内部講師研修会 ▶ 青年部会・源泉部会合同研修会 

 

【 会 議 】 

（１）第９回通常総会 

   令和３年６月９日(水) １１：００～１１：５０ 

   京王プラザホテル本館５階 コンコードボールルーム 参加人数 ８２名 

（２）理事会 

   年６回（４・６・７・９・１２・３月） １３：００～１４：３０他 

   法人会館３階 参加人数 ２３６名 
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（３）監事会 

   年２回（４・１１月） １３：００～１４：１０他 法人会館１階他 

参加人数 １５名 

（４）委員会 

年１２回（４・８・９・１１・１２・３月） １５：００～１７：００他 

   法人会館３階他 参加人数 １６２名 

（５）支部役員会 

   年１２回（７、１１～１２月） １８：００～２０：００他 紀州屋・ 

三国一・ブラーボ・タカノフルーツパーラー他 参加人数 １２２名  

（６）青年部会役員会・全体会議・創立４０周年実行委員会 

   年８回（４・８～１２・１・３月） １６：００～１７：００他 

紀州屋・ファベッタ・法人会館３階他 参加人数 １４９名 

（７）女性部会創立４０周年記念式典 

   令和４年３月１１日(金) １６：００～１６：３５ 

京王プラザホテル本館４階 花 参加人数 ３０名 

（８）女性部会役員会・絵はがきコンクール審査会・創立４０周年実行委員会 

   年７回（７・９～１２・２・３月） １５：３０～１６：３０他 

法人会館３階 参加人数 ８４名 

（９）源泉部会役員会 

   年２回（９・２月） １０：００～１１：００ オンライン他 

参加人数 ２０名 

（10）団体長会（税務署・税務関係６団体） 

   年３回（６・９・１２月） １１：００～１２：００ 新宿税務署 

参加人数 ５名 

（11）東法連会議 

   年１５回（４・５・９・１０・１２･２・３月）１４：３０～１６：００他 

全法連会館、オンライン他 参加人数 １８名 

（12）東法連第４ブロック会議 

   年４回（６・７・１０月） １８：００～２０：００ エスカイヤクラブ他 

参加人数 ５名 

（13）全法連会議 

   年４回（４・６・２月） １４：００～１６：００他 全法連会館他 

参加人数 ４名 



 －10－ 

《中止となった事業》 

・常任理事会    ・ブロック会議 

・部会報告会    ・共済制度推進連絡会議 

 

 

 

２．組織状況 

期首会員数   ２，８５９社（内、正会員 2,503社、賛助会員 356社） 

入会    ６６社（内、正会員    46社、賛助会員  20社） 

退会        １５７社（内、正会員   133社、賛助会員  24社） 

（内、転出 29社、休･廃業合併  56社、 

所在不明  18社、その他    54社） 

期末会員数   ２，７６８社（内、正会員 2,416社、賛助会員 352社） 

 

 

 

 

 

※事業報告の附属明細書は、補足すべき重要な事項がないため作成していません。 


