
（決議事項）≪第１号議案≫令和３年度・事業報告 承認の件 
 

≪事業活動概況≫ 

令和３年度の事業活動は、基本的な事業計画に沿い、納税意識の向上と税知識の普

及、税制に対する調査研究と要望活動を推進しました。 

経営者としての資質の向上を図り、地域社会への貢献を目的とする事業を幅広く展開

する予定でしたが、コロナの影響で予定通りには実施できませんでした。 

 特筆すべき事項は、以下のとおりです。 

 

１.納税意識の向上と税知識の普及、税の提言に関する事業報告 

事業活動を通じて、納税意識の向上と税知識の普及はもとより、異業種間の情報交

換の場として各種研修会、講演会、セミナー、実務講座などを開催しました。特に、春と

秋の２回、中野税務署の皆様にご協力を頂き「税制改正」「インボイス制度」「電子帳簿

保存法」等について研修して頂きました。恒例の「中野法人会経営塾」は、５回開催しま

した。｢税制改正要望｣に関しては、税制等の調査･研究を行い、会員に周知し、税制に

関して会員の意見を集約し、関係機関に対して要望活動を行いました。 

 

２.親会・部会・支部の公益事業（社会貢献活動）の報告 

「中野通り桜まつり」は中止でしたが、３年ぶりに「中野にぎわいフェスタ2021」に参加

しました。又、今年度より、税制税務委員会が主催する事になった「第１０回税の川柳コ

ンクール」を実施し、１７３作品の応募がありました。 

青年部会は、区内の小学６年生を対象に、１３校で「租税教室」を実施しました。女性

部会は、７月と１２月、「いちご週間」のＰＲを行いました。又、「第１２回税に関する絵は

がきコンクール」を行い、区内の小学校１０校から３１２作品の応募がありました。 

「支部の社会貢献活動」は、コロナの影響で予定通りには実施できませんでした。 

 
（注）｢いちご週間｣（“いちご”のネーミングは、2011年夏の節電目標｢15％｣に由来。また、“いちご”は、毎年実をつける多年草で、全国

各地で広く栽培されている。そのイメージを、全国的に継続して取り組む社会貢献活動に重ねてる。当会も平成27年より実施。） 

 

３.厚生共益事業及び福利厚生制度普及促進の報告 

安心して、より良い企業経営に専念できるよう、各種共済制度の促進に努めました。 

特に、受託三社共有施策の『想いをつないで５０年：会員企業を守りたいキャンペーン

運動』の推進に積極的に協力し、財政基盤の強化に努めましたが、目標達成には及び

ませんでした。 

福利厚生事業に関しては、従来の「日帰りバス研修会」を「ウｵークツアー」に変更し

て行い大好評でした。恒例の「チャリテイゴルフコンペ」（但し、終了後の表彰式は中止）

「親睦ボウリング大会」を行いました。青年部会、女性部会は、一部実施できましたが、

支部の福利厚生事業に関しては、、コロナの影響で全く実施できませんでした。 

 

４．組織の充実・強化の報告 

   組織強化の一環として、本年度も皆様の協力により、新入会員として、４２社を獲得

する事ができました。１０月からの強化月間には、未加入法人に対して、郵送で案内す

るなど、工夫して取り組みましたが、目標達成には及びませんでした。 



主な事業活動の概要 
（Ⅰ公益目的事業）（Ⅱ収益事業）（Ⅲ会員の交流に資する為の事業）（Ⅳ会議）（Ⅴ全法連・東法連）等 

 

●Ⅰ【公益目的事業】（１-１）（１-２）（１-３）＆（２）＆（３）→５種類あります、）下記参照の事 

１（公益1－１）税知識の普及を目的とする事業 

１（公益1－２）納税意識の高揚を目的とする事業 

１（公益1－３）税制及び税務関する調査研究並びに提言に関する事業 

２（公益２）  地域企業の健全な発展に資する事業 

３（公益３）  地域社会貢献事業（※公益の１･２以外の事業） 

 

①．（公益1‐1、1‐2、1‐3）税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業 

 

１．（公益１－１）税知識の普及を目的とする事業 

（１）「新設法人説明会」（６回開催）（延：７３名参加） 

（於：法人会館２階会議室又は中野税務署別館会議室２階） 

講師：東京税理士会中野支部税理士様＆中野税務署審理担当官様 

内容：①法人の記帳と税金  ②源泉所得税  ③ｲﾝﾎﾞｲｽ制度  ④その他 

５月１３日（20名）：７月８日（16名）：９月１７日（中止）：１１月１１日（17名） 

１月２０日（11名）：３月２４日（9名） 

 

（２）「決算法人説明会」（１０回開催）（延：８５名参加） 

（於：法人会館２階会議室又は中野税務署別館会議室２階） 

講師：中野税務署審理担当官様 

内容：①税制改正のﾎﾟｲﾝﾄ＆法人税について ②消費税・印紙税  ③ｲﾝﾎﾞｲｽ制度 

 ④源泉所得税     ⑤その他 

４月２１日（11名）：５月１２日（10名）：６月２３日（13名）：７月７日（15名） 

８月１８日（中止）：９月１５日（中止）：１０月１２日（8名）：１２月１５日（14名） 

１月１９日（14名）：３月２３日（中止） 

  

（３）「法人税・消費税申告書の書き方説明会」（４回開催）（延：２５名参加） （於：法人会館） 

講師：中野税務署審理担当官様 

内容：①法人税申告書記載要領（具体例による説明と作成）②主要な税制改正点等 

４月６日（中止）：６月８日（9名）：１０月１２日（8名）：２月１日（8名） 

 

（４）「●中野法人会経営塾第一弾“令和３年度・税制改正”」（主催：公益事業委員会・税制税務委員会 

共催：青年部会・女性部会） 

6月4・7日（於：法人会館+WEB）講師：（税）アンシア 齋藤英一先生・・・（２１名参加） 

 

（５）「第29回法人税・第30回源泉所得税実務講座」（１回開催）（於：署別館）（１5名参加） 

   開催日：１０月２８日    講師：中野税務署・逢坂審理担上席様、佐藤審理上席様 

 

（６）「●中野法人会経営塾第二弾“令和３年度・年末調整”」（主催：公益事業委員会・税制税務委員会 

共催：女性部会） 

11月2日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Fｽｶｲﾙｰﾑ）講師：中野税務署・佐藤審理上席様（３２名参加） 



（７）「署長講演会」（新年賀詞交歓会の前段で開催）（於：中野サンプラザ１３Fコスモルーム） 

開催日：年１月１３日      演題：「これからの税務行政＆私の履歴書」 

講師：中野税務署長 佐竹年信様   （１０４名参加） 

 

（８）「●中野法人会経営塾第四弾“令和３年度・確定申告”」（主催：公益事業委員会・税制税務委員会） 

2月3日（於：法人会館+WEB）講師：中野税務署個人課税・脇村審理上席様（１１名参加） 

                                                                    

（９）「支部税務研修会」 

「春（５月１４日＆５月１７日）税務研修会」「演題：税制改正」・・・・・・・・・・・・・・（３１名）

講師：中野税務署 岡田審理上席様 

 

「秋（10月15日＆10月18日）税務研修会」「演題：ｲﾝﾎﾞｲｽ制度＆電子帳簿保存法」（２１名）

講師：中野税務署 小塚副署長様、逢坂審理上席様 
                                                                           

（10）「部会の税務研修会」 

「源泉研究部会」 

４月 ８日「令和３年度・税制改正」講師：中野税務署・小野塚審理上席・・（１１名参加） 

      ※（４月８日＝源泉研究部会・解散総会：前段での研修会） 

 

「青年部会」 

４月 ２日「令和３年度・税制改正」講師：中野税務署・岡田審理上席・・･･･（１５名参加） 

５月１４日「ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ・税制改正」講師：中野税務署・岡田審理上席・・・（１７名参加） 

６月 ４日「令和３年度・税制改正」講師：（税）アンシア・齋藤英一先生・・・・・（６名参加） 

１０月１５日「ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ・税制改正」演題：「ｲﾝﾎﾞｲｽ制度」＆「電子帳簿保存法」 

講師：中野税務署・小崎副署長・逢坂審理上席（１５名参加） 

 

「女性部会」 

４月 ５日「令和３年度・税制改正」講師：中野税務署・岡田審理上席・・・・・（１４名参加） 

５月１８日「ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ・税制改正」講師：中野税務署・岡田審理上席････（１４名参加） 

６月 ７日「令和３年度・税制改正」講師：（税）アンシア・齋藤英一先生・･…（１５名参加） 

１０月１８日「ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ・税制改正」演題：「ｲﾝﾎﾞｲｽ制度」＆「電子帳簿保存法」 

講師：中野税務署・小崎副署長・逢坂審理上席（１５名参加） 

１１月 ２日「研修会：年末調整」講師：中野税務署・佐藤審理上席 ・・・・・・･・･･･（３２名参加） 

                                                                            

 

◎２．（公益１―２）納税意識の高揚を目的とする事業 

（１）（親会（「令和３年度・事業報告（社会貢献活動）」 

１１月１３・１４日「中野にぎわいフェスタ2021」“税金クイズ”を実施   （対象４００名） 

     今年度は、子供を中心に、誰でも参加可能という事で“税金クイズ”を実施。 

 

（２－１）（支部）「令和３年度・事業報告（社会貢献活動）」（協賛のみ実施。） 

１０月１７日「東中野地区まつり」（協賛のみ） 

 



（２－２）「令和３年度・事業報告（社会貢献活動）」    ※（以下の事業は、全て中止。） 

（親会） ４月３日～４日「第３５回・中野通り桜まつり」“税金クイズ”を実施 （対象500名） 

     ※小・中学生（500名を対象）に“税金クイズ”を実施 

（支部） ８月 日「鷺宮盆踊り」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（対象：150名） 

（支部） ８月 日「鍋横夏祭り：小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（青年部会・女性部会他）（対象：200名） 

（支部） ８月２７日「川島・夜店市」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」 （対象：150名） 

（支部） ９月 日「中野・氷川神社祭礼」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」  （対象：100名） 

（支部）１０月１６日「野方地区まつり」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（対象：150名） 

（支部）１０月２４日「丸山塚子供ﾜｲﾜｲ広場」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」 （対象：150名） 

（支部）１１月 ７日「上高田子供まつり」「小・中学生対象の“税金クイズ”を実施」（対象：150名） 

（親会）１１月１２日「“税を考える週間”冒頭駅頭ＰＲ活動」（ＪＲ中野駅周辺）  （対象：750名） 

（親会） ２月１６日「“確定申告期”冒頭駅頭ＰＲ活動」（ＪＲ中野駅周辺）   （対象：750名） 

                                                               

（３）●「納税表彰式」１１/１９（於：中野税務署内）（申告・納税に関して顕著な個人等を顕彰） 

  ●「中野都税事務所感謝状贈呈式」12/3（中野都税事務所内）（申告・納税に関して顕著な個人等を顕彰） 

                                                             

（４）「税制税務委員会主催：第１０回税の川柳コンクール」 

※応募総数：１７３作品     参考資料（昨年度：２２７作品：一昨年度＝２４０作品） 

                                                         

（５）（納税貯蓄組合連合会との共催）「中高生の“税の作文コンクール」（法人会長賞1名） 

                                                         

（６）「青年部会」「租税教室」 

２月 ４日「租税教室講師養成講座」講師：渋谷税務署・山田広報公聴官＆ 

中野税務署・藤田副署長（演題：財政の現状について）・・・・・・・・・・・・・・・（２０名参加） 

５月 ７日「西中野小学校   （2ｸﾗｽ：55名）」 （延６名参加） ※ｸﾗｽ別 

５月 ８日「谷戸小学校    （2ｸﾗｽ：52名）」 （延６名参加） ※ｸﾗｽ別 

５月 ８日「上鷺宮小学校   （2ｸﾗｽ：73名）」 （延３名参加） ※2ｸﾗｽ合同 

５月１８日「美鳩小学校    （3ｸﾗｽ：119名）」 （延１２名参加）※ｸﾗｽ別 

６月 ４日「平和の森小学校  （4ｸﾗｽ：129名）」 （延２２名参加）※ｸﾗｽ別 

６月１２日「武蔵台小学校   （3ｸﾗｽ：88名）」 （延１２名参加）※ｸﾗｽ別 

６月１２日「北原小学校     （2ｸﾗｽ：52名）」 （延８名参加） ※ｸﾗｽ別 

６月１５日「江古田小学校   （3ｸﾗｽ：63名）」 （延６名参加） ※ｸﾗｽ別 

７月 ３日「江原小学校     （3ｸﾗｽ：94名）」 （延１７名参加）※ｸﾗｽ別 

７月１０日「桃園第二小学校  （2ｸﾗｽ：61名）」 （延６名参加） ※ｸﾗｽ別 

７月１０日「桃花小学校     （3ｸﾗｽ：52名）」 （延１２名参加）※ｸﾗｽ別 

７月１４日「緑野小学校     （2ｸﾗｽ：73名）」 （延８名参加） ※ｸﾗｽ別 

２月 ７日「白桜小学校     （3ｸﾗｽ：99名）」 （延１５名参加）※ｸﾗｽ別 

※【租税教室】   《区内小学校：１３校、６年生対象＝１，０６３名、派遣講師＝延１１６

名》  

１月１６日（東法連青連協）「“税を考える週間”TAXWEEK“」（於：ｷｯｻﾞﾆｱ東京）を実施 

                                                                 

（７）（女性部会）「第１２回税に関する絵はがきコンクール」※応募総数：１０校、３１２作品 

※（内訳：１年生＝1名、３年生＝１名、４年生＝２名、５年生＝１０名、６年生＝２９８名） 



※（昨年度：１２校・４３６作品）（一昨年度：８校、３７３作品） 

（８）令和３年度・事業報告（広報誌“なかの”及びﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる税情報の発信 

  広報誌“なかの”ＮＯ．236号（5月1日号）2・3月の事業報告等（令和2年度新入会員紹介等）  

  広報誌“なかの”ＮＯ．237号（9月1日号）4･5・6・7月の事業報告等（総会特集、署の異動特集号） 

  広報誌“なかの”ＮＯ．238号（11月1日号）8・9月の事業報告等（合同会議＆地区長合同会議等） 

  広報誌“なかの”ＮＯ．239号（1月1日号）10・11月の事業報告等（新春対談、年頭所感等） 

  広報誌“なかの”ＮＯ．240号（3月1日号）12・1月の事業報告等（署長講演会・新年賀詞交歓会等）  

※編集会議：５回 別途掲載    ※連載：知っとくと得情報（税の豆知識：山岡税理士）                                    

※広報誌表紙掲載用のフォト募集 

※「ホームページの税情報の発信」＝随時                                             

                                                               

 

◎３．（公益１―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）「税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出」（全国大会の次第の中で実施） 

（第３７回法人会全国大会・岩手大会：開催日＝１０月７日・WEBで開催） 
※中野法人会としては、12月に、長妻、鈴木（隼）、鈴木（庸）衆議院議員、酒井区長、内川議長に要望書を提出。 

 

（２）「第３５回全国青年の集い（佐賀大会）」開催日：１１月２６日（会場+WEB）（７名参加）          

   

 

（３）「第１６回法人会全国女性フォーラム（新潟大会）」開催日：１１月１６日・・・（２名参加） 

 

（４）「中野税務懇談会」（会長・専務理事出席）      （会場：中野税務署別館会議室） 

  ４月１４日（中止）、６月１０日、８月５日、１０月１５日、１１月１２日（“税を考える週間”座談会） 

１２月１日（臨時＝佐藤出席）、１月１４日（書面決裁） 

 

（５）「中野租税教育推進協議会」  （会長、青年部会長、女性部会長、専務理事出席） 

６月「中野区租税協推進懇談会」（会場：中野税務署別館会議室）（書面決裁にて） 

                                                                    

 

２．（公益２）地域企業の健全な発展に資する事業 

（１）「第４４回初歩の簿記講習会」 ６月14・15・16・17・18日（於：法人会館・５日間） 

講師：東京税理士会中野支部 吉田信康先生・・・・・・・・・・・・・・・・・（延：９０名参加） 

 

（２）「第４回ﾊﾟｿｺﾝ会計体験ｾﾐﾅｰ（弥生会計）７月１３日（２部構成）（於：法人会館） 

講師：東京税理士会中野支部 吉田信康先生・・・・・・・・・・・・・・・・・（延：３２名参加） 

 

（３）中野区：ﾃﾗﾊｳｽＩＣＡとの共催：１２月１６日「初心者向けｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・LINE講座」 

   （午前・午後の２回開催）（於：専門学校東京テクニカルカレッジ）・・・・・・（７６名参加） 

                                                                

 

３．（公益３）地域社会貢献事業 

（１）「第２２回春の講演会」（厚生共益事業委員会主催）６月２４日（於：中野サンプラザ１3Ｆｽｶｲﾙｰﾑ） 



 演題：「感染症予防について」 講師：岡田朝世様（保健師）・・・・・・・・・・（３０名参加） 

 

（２）「●中野法人会経営塾第三弾“法律セミナー”」（公益事業委員会・税制税務委員会共催） 

１１月１８日（於：法人会館）「ビジネスと人権 ～今、企業に求められる課題～」・・（１５名参加） 

講師：宮川 学氏（弁護士） 

 

（３）『公益社団法人10周年記念“税を考える週間“「秋の特別企画”法人会寄席“』 

１１月25日（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ１1Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ）講師：三遊亭金馬師匠（落語家）（６５名参加） 

 

（４）「中野区成人の集い」１月１０日（於：サンプラザホール）（約１５００人参加）（２回に分けて開催） 

 

（５）（青年部会）１２月１０日（於：法人会館+WEB） 

演題：「佐野社長が語る：個人不動産投資する？しない？～不動産投資する場合の注意点～」 

                      講師：㈱高島屋社長・佐野哲平氏・・・・・（１６名参加） 

 

（６）「●中野法人会経営塾第五弾“事業承継”」（公益事業委員会・税制税務委員会共催） 

2月14日（於：法人会館+WEB）講師：（税）アンシア 齋藤英一先生・･・・（１５名参加） 

 

（７）東京都地球温暖化対策報告書制度への取り組み（計７０社）     （昨年度：８７社） 

 

（８－１）令和２年度・事業報告（社会貢献活動）（親会・支部・部会） 

（親会）「社会を明るくする運動：駅頭PR活動」※（７月1日を中心に社会明るくする委員会のみで開催） 

（女性部会）（東法連：女連協）「いちご週間」７月１日～９月３０日・・・（広報誌に同封） 

（女性部会）（東法連：女連協）「いちご週間」１２月１日～３月３１日・（広報誌に同封） 

（第4・5支部）「新井薬師駅前環境美化キャンペーン」６月・・・・・・・・・・・・（協賛のみ）  

（第8・9支部）「鍋横夏まつり」８月「使用済切手＆不要タオル（会館に持参等・随時）  

（第4・5支部）「新井薬師駅前環境美化キャンペーン」１１月・・・・・・・・・・・（協賛のみ）  
 

（注）｢いちご週間｣（“いちご”のネーミングは、2011年夏の節電目標｢15％｣に由来。また、“いちご”は、毎年実をつける多年草で、全国

各地で広く栽培されている。そのイメージを、全国的に継続して取り組む社会貢献活動に重ねてる。当会も平成27年より実施。） 

 

（８－２）令和２年度・事業報告（社会貢献活動）（支部・部会）   ※（以下は、全て中止） 

（女性部会）「中野通り桜まつり」４月４・５日 （ＣＯ2削減メニューの配布：対象500人）  

（第9・10支部）「鍋横夏まつり」８月「使用済切手＆不要タオル、ｶｰﾄﾘｯｼﾞ回収」（但し、会館にて回収）  

                                                                 

Ⅱ．収益事業 

（１）キリンビバレッジ（自販機設置）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（合計 ９１,１９８円）        

 

Ⅲ-１．会員の交流に資するための事業（共益） 

（１）生活習慣病健診の普及推進（年2回実施）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ７Ｆ研修室）（合計：858,272円） 

   令和３年7月15・16・19日（156名受診：事務手数料＝481,350円） 

           ＆令和４年3月14・15・16・17日（166名受診：事務手数料＝376,922円）         

 

 



（２）PET－CTがんドッグ健診の普及推進＆（３）ミツウロコ：電気斡旋・・・・・（利用者：なし） 

  （於：中野区江古田・総合東京病院）     

Ⅲ-２．会員の交流に資するための事業（共益）（東法連＆中野法人会） 

（１）貸倒保証制度（取引信用保険）の普及推進（適宜実施） 

（２）経営者大型総合保障制度の普及推進（適宜実施） 

（３）経営保全プランの普及推進（適宜実施） （４）がん保険制度の普及推進（適宜実施） 

（５）「ホットラインの活用」（適宜随時）      （６）図書の無料配布（適宜実施） 

（７）東法連・福利厚生事業の推進（適宜実施） 

  ・（新）東法連401K・ﾗﾌｫｰﾚ倶楽部・ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ・屋形船・四季倶楽部・東急ﾎﾃﾙｽﾞ 

  ・ｲﾝﾀﾈｯﾄｾﾐﾅｰ・ｾﾐﾅｰDVDﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ・貸倒保証制度・企業情報＆格付情報ｻｰﾋﾞｽ 

・クルマ関連ｻｰﾋﾞｽ・企業在庫買取＆販売ｻｰﾋﾞｽ・東京ｶﾞｽでんき・ｾｺﾑ健康くらぶ 

・ﾋﾞｼﾞﾈｽ誌の斡旋・帰宅支援ﾏｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸｻｰﾋﾞｽ・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ管理     他 

（８）東法連・“ほうじん”の配布（4・7・11・1月：年４回実施） 

（９）無料法律相談の実施（月１回）基本的には、月初に実施・・・・・・・・・・・（利用者：なし） 

4月5日、5月10日、6月１日、7月2日、8月2日、9月1日、10月1日、11月1日、12月1日、 

1月6日、2月1日、3月1日 

                                                                

（10）「中野法人会の福利厚生事業」 

  １１月１１日「第７回チャリテイゴルフコンペ」（於：平成倶楽部鉢形城コース）･･（６５名参加） 

  １１月１９日「第１回ウｵークツアー」（旧中野刑務所門・ｷﾘﾝﾚﾓﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他）（２３名参加） 

   ２月 ９日「第７回親睦ボウリング大会」（於：サンプラザボウル）・・・・・・・・（２０名参加） 

                                                                 

（11）「部会主催の福利厚生事業」 

「女性部会」7/6「谷村新司チャリテイコンサート」 （ｹﾞｽﾄ：夏川りみ）（於：ｵｰﾁｬｰﾄﾞﾎｰﾙ）（１５名参加） 

「青年部会」10/21「ボウリング大会」（於：中野サンプラザボウル）・・・・・・・・（１７名参加） 

                                                             

※以下は、全て中止。 

（12）「支部主催の福利厚生事業」 

（13）「委員会の福利厚生事業」 

１月７日（広報委員会）「委員会終了後：懇親会」（於：中野サンプラザ２０階）  

（14）「部会主催の福利厚生事業」 

「青年部会」 

7/○「チャリテイゴルフコンペ」1/15「新年初顔合わせ会」3/○「チャリテイゴルフコンペ」 

（その他）４月、６月、９月、１２月、２月の研修会後：懇親会      

「女性部会」 

12/7（火）「クリスマスの夕べ」 （中野サンプラザ）（その他）研修会後：懇親会 

                                                                       

Ⅳ.会議等開催状況 

（１）『正副会長会』 

4/22（木）「理事会：事前打合せ他」於：中野サンプラザ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ）（９名） 

6/24（木）「通常総会:事前打合せ他」（於：中野サンプラザ13Fｺｽﾓﾙｰﾑ）（１０名） 

8/26（木）「理事会：事前打合せ他」（於：中野サンプラザ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ）（７名） 

11/24（水）「監査会他」(於：法人会館)（会長、副会長、宮島顧問、監事、顧問税理士、事務局）（１１名） 



2/24（木）「監査会他」(於：法人会館)（会長、副会長、宮島顧問、監事、顧問税理士、事務局）（9名）

3/17（木）「理事会：事前打合せ他」（於：中野サンプラザ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ）（４３名）               

（２）『理事会』 

4/22（木）（於：中野サンプラザ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ）（理事32名/42名）（計４０名） 

6/24（木）（於：中野サンプラザ13Fｺｽﾓﾙｰﾑ）（第１回臨時理事会）（理事39名/４１名）（計４１名） 

8/26（木）（於：中野サンプラザ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ）（理事27名/41名）（計３８名） 

11/25（木）（於：中野サンプラザ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ）（理事30名/41名）（計３９名） 

3/17（木）（於：中野サンプラザ１１Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ）（理事34名/40名）（計43名）                  
                                                                          

（３）『第１０回社員総会』 

６/２４（木）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆｺｽﾓﾙｰﾑ）  （112社参加）（委任状840社）（正会員数1,632社） 

                                                                            

（４）『新年賀詞交歓会』（終了後の懇親会は＝中止） 

１/１３（木）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Ｆコスモルーム）（会員のみ）・・・・・・・・・（１１４名参加） 

                                                                   

（５）「監査会」※（監査会後、２回、正副会長会を開催した） 

４/ ９（金）（於：法人会館）（会長、総務委員長、監事、顧問税理士、中野税務署、事務局）（８名） 

８/２５（水）（於：法人会館）（顧問税理士・事務局）（３名） 

１１/２４（水）（於：法人会館）（会長、副会長、宮島顧問、監事、顧問税理士、事務局）（１１名） 

２/２４（木）（於：法人会館）（会長、副会長、宮島顧問、監事、顧問税理士、事務局）（９名） 

３/１６（水）（於：法人会館）（顧問税理士、事務局）（３名） 

                                                                          

（６）『委員会開催』（※組織委員会は、地区長合同会議含む） 

①「総務委員会」 

４/ ９日（金）（於:法人会館）(令和２年度・収支決算報告)（１２名） 

②「総務委員会・組織委員会」（共催） 

７/ ７（水）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ）（令和３年度・収支中間報告（１５名） 

１０/１３（水）（（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ）（令和３年度・収支中間報告（１９名） 

３/１０（木）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Fｽｶｲﾙｰﾑ）（令和３年度・収支中間報告＆決算見込額）（１３名） 

③（組織委員会・厚生共益委員会：合同会議） 

   ６/２４（木）「令和３年度会員増強及び保険の推進について」（５６名） 

④（地区長合同会議） 

８/２６（木）「役員合同会議後開催」（於：中野サンプラザ11Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ）（６２名）               

                                                                     

⑤「厚生共益事業委員会・公益事業委員会」（共催）（内容：受託三社との連絡協議会） 

７ /５（月）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ）(事業中間報告等)（２５名） 

１０/１１（月）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ）(事業中間報告等)（２７名） 

３/ ８（火）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Fｽｶｲﾙｰﾑ）（事業中間報告＆次年度事業計画）（３１名） 

⑥（厚生共益事業委員会・組織員会：合同会議） 

６/２４（木）「令和３年度会員増強及び保険の推進について」（５６名）                       

                                                                   

⑦「税制税務委員会」 

７/ ８（木）（於：法人会館）(事業中間報告等)（１０名） 



１２/ ３（金）（於：法人会館）(事業中間報告＆川柳コンクール最終審査会)（９名） 

３/１１（金）（於：法人会館）「税制改正アンケート・専門化との意見交換会」（９名） 

⑧「広報委員会」 

７/ ２（金）（於：法人会館）「VOL.237号（９/１号） 編集会議」（１２名） 

９/ ３（金）（於：法人会館）「VOL.238号（１１/１号）編集会議」（１１名） 

１１/ ５（金）（於：法人会館）「VOL.239号（１/１号） 編集会議」（１３名） 

１/ ７（金）（於：法人会館）「VOL.240号（３/１号） 編集会議」（１２名） 

３/ ４（金）（於：法人会館）「VOL.241号（5/１号） 編集会議」（ ９名）                       

※広報誌表紙掲載用フォト･応募者数＝１３名 

                                                                  

（６）｢支部定時総会｣（４月）中止！＆｢支部役員会｣（９月＆令和４年２月）中止！ 

                                                                 

（７）部会役員会 

「青年部会」8/6（金）（於：法人会館+WEB：15名参加） 

11/5（金）（於：法人会館+WEB：15名参加） 

3/3（木）（於：法人会館+WEB：15名参加） 

                                                                      

「女性部会」4/ 5（月）（於：法人会館：11名参加） 

9/13（月）（役員懇談会後・署内：16名参加） 

10/11（月）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ：11名参加） 

11/ 2（火）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Fｱﾈﾓﾙｰﾑ：8名参加） 

3/ 8（火）（於：中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ13Fｽｶｲﾙｰﾑ：16名参加） 

                                                                  

（８）「中野区経済団体連絡会議」（※会場+ｵﾝﾗｲﾝ会議）（於：商工会館+WEB）（専務理事） 
4月23日、5月19日、6月22日、9月17日、10月21日、11月22日、12月20日、1月17日、3月3日 

                                                              

（９）「東法連第４ブロック合同会議」（担当：新宿法人会）（11月より令和４年11/8に延期） 

                                                                        

（１０）「新入会員・特別研修会」（共催：組織委員会・厚生共益事業委員会） 

３/１７（中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ11Ｆｱﾈﾓﾙｰﾑ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中止！  

                                                                   

 

Ⅴ．東法連・全法連研修会・会合等の開催報告 

（全法連）「新任局長セミナー」８/３０（於：全法連会館）                （－） 

（東法連）「“税を考える週間”東法連講演会」１０/２２（於：TRK市ヶ谷ｶﾝﾌｧﾚｽｾﾝﾀｰ）   （１名参加） 

（東法連）「局調査部所管法人セミナー」１２/８（於：ﾍﾞﾙｻｰﾚ飯田橋）     （１名参加） 

（全法連）「税制セミナー」２/１５（於：新宿ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ+WEB）     （２名参加）    

（東法連）「局調査部所管法人セミナー」２/１９（書類送付に変更）(延期)  （６名希望） 

（全法連）「事務局セミナー」３/４（於：新宿ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ+ＷＥＢ      （２名参加）   

  （東法連）「税制講演会」３/１０（於：京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ）                 （１名参加） 

（全法連）「厚生委員長会」３/２３（於：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪+ＷＥＢ     （１名参加）  

 

 



 

 

※（その他：全法連・東法連関係の会合参加） 

（東法連・理事会 5/26,6/10=臨時理事会、9/27,12/○＝中止、3/15 ） 

＆（東法連・第４ブロック会長会 7/2）（会長参加） 

（東法連・特退共評議員会）（担当：宮島顧問） 

（東法連・通常総会 6/10（木）於：目黒・雅叙園）（横山会長・宮島顧問参加） 

（東法連・新年賀詞交歓会 1/19（水）中止） 

（東法連・青連協：役員会 6/28:及び連絡協議会 5/20=WEB,2/8）（渡邉部会長他） 

（東法連・青連協：ゴルフコンペ 10/14）（渡邉部会長他） 

（東法連・青連協：第４ブロック役員会 5/○WEB及び書面決裁等）（渡邉部会長他） 

（東法連・青連協：第４ブロックゴルフコンペ 10/6）（渡邉部会長他） 

（東法連・青連協：ボウリング大会 3/24（木）中止）（渡邉部会長他） 

（東法連・青連協：ｷｯｻﾞﾆｱ東京：TAXWEEK 11/11～11/17）（渡邉部会長他） 

（東法連・女連協:役員会 5/13:及び連絡協議会 3/9）（大島部会長他） 

（東法連・専務理事・事務局長会議）（6/25&12/8＝ＷＥＢにて参加）（佐藤専務理事） 

 

（東法連・総務委員会）（担当者：矢島副会長）(※第４ﾌﾞﾛｯｸ代表) 

（東法連・組織委員会）（担当者：川村副会長） 

（東法連・厚生共益事業委員会）（担当者：宮治副会長） 

（東法連・公益事業委員会）（担当者：柴野副会長） 

（東法連・税制税務委員会）（担当者：大月副会長） 

（東法連・広報委員会）（担当者：木村副会長） 

 

※（全法連）「アンケート調査システムの推進」※（国税庁）「自主点検チェックシートの活用の推進」 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①予定していなかった事業で、新たに実施した事業は一切ない。 

 

②令和３年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律規則」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」が存在しないので作成しない。 


