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令和２年度事業報告

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

当会は、法人会の基本指針である「健全な納税者の団体」「よき経営者をめざすものの団体」「地域社会に

貢献する団体」の趣旨に沿い、会員各位の積極的なご協力と税務当局、関係団体のご支援を得て、企業並

びに地域社会の健全な発展を図るため、活発な各種事業を展開しています。

しかしながら今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業が中止せざるを得ない状況

となりました。この状況下において事業を実施することが出来ましたのはひとえに会の趣旨に賛同頂いた

多くの会員各位の皆様、浅草税務署並びに関係諸団体の格別なるご支援、ご協力の賜物であると感謝致し

ます。

１．税知識の普及を目的とする事業

新規設立法人を対象とした、新設法人説明会、決算期を迎える法人を対象とした決算法人説明会、法人

税の申告書の書き方、税制改正説明会、税制税務勉強会、支部では地区合同の税務研修会開催を予定し

ておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となりました。

青年部会が講師を務める、小学校５・６年生を対象とした租税教室は、浅草税務署管内４校の児童約２

７０名に授業を実施しましたが、残り６校は新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となりまし

た。また税の関係書籍を配布しました。

２．納税意識の高揚を目的とする事業

税を考える週間行事として上野法人会共催での文化講演会および署長の講演会、また、マロニエまつり、

法人会寄席での税金クイズも新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となりました。

情報誌「浅草だより」は４回発行し、会の活動状況、税制の動き等の情報の提供を、また税務税制に係

わる書籍を配布しました。女性部会では、浅草税務署管内１０校、小学校５・６年生を対象に国税庁協

賛の「税に関する絵はがきコンクール」を実施し、約９１０名の児童からの応募がありました。選考の

結果２１名の児童が受賞し、税務署、信用金庫、都営地下鉄の駅などに展示し、また「浅草だより」等に

より広く一般に公開しました。

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

公益財団法人全国法人会総連合主催による全国大会・岩手大会は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、中止となりました。

４．地域企業の健全な発展に資する事業

健康研修会並びに経営セミナーは実施し、マロニエまつりでのバザーは新型コロナウイルス感染症の影

響により、中止となりました。

５．地域社会への貢献を目的とする事業

馬道支部の地球温暖化防止キャンペーンとしての「打ち水」イベントは新型コロナウイルス感染症の影

響により、中止となりました。

６．会員の福利厚生等に資する事業

法人会福利厚生制度の「経営者大型総合保障制度」をはじめとする各種共済制度は、明日への備えとし

て、多くの会員にご加入頂いております。さらに会員企業の福利厚生を図るため、経営者、従業員を対

象とした健康診断は好評で１６７名の参加がありました。
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福利厚生制度利用状況

７．会員の交流に資するための事業

会員相互の交流、支部チャリティーゴルフ大会、女性部会交流会、青年部会ソフトボール大会は新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、中止となりましたが、青年部会異業種交流会、OBとの交流会は実施

しました。

８．会員状況

区分 ３１年度末 年度内入会 年度内退会 Ｒ２年度末 備考

会員総数 ２，３７１ ２６ １３４ ２，２６３ 内特別会員 １７８

部会
青年部会 ９１ ６ １４ ８３ （卒業１１名）   

女性部会 ４７ ０ ７ ４０   

主要制度商品 H３１年度末 Ｒ２年度末 取扱会社

全
法
連

東
法
連
取
扱
商
品

経営者大型総合保障制度       １,６９０件   １，６６６件 大同生命／ＡＩG

個人年金プラン              ２４８件   ２４１件 大同生命

ビジネスガード ３２２件   ３１５件 ＡＩG

ハイパー任意労災 アットワーク １４９件   １４５件 ＡＩG

医療保険 ７１３件   ６７９件 アフラック

ガン保険 １,８４2 件   １，７７０件 アフラック

介護保険 ２２件   ２２件 アフラック

独
自
取
扱
商
品

簡易保険団体払込制度 ３８件   ３２件 浅草郵便局

自動車共済 ２０件   １３件 関東自動車共済

火災共済 ５１件   ５４件 東京都火災共済

生活習慣病健康診断 ２７３件   １６７件 全日本労働福祉協会
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9．情報誌の発行                                     

発行号 主な内容 発行号 主な内容

春号

令和２年度事業計画と予算

令和２年度税制改正に関する提言

知っておきたい「消費税の軽減税率制度」

シリーズ10

行動する法人会 税制改正提言活動

[コラム］ホームページのいろは

税金クイズ

法人会活動報告

夏号

新税務署長あいさつ

第９回通常総会報告

「納税の猶予」のご利用について

浅草税務署幹部異動

[コラム］ホームページのいろは

秋号

「税を考える週間」文化講演会開催

令和３年度 税制改正アンケート

[コラム］ホームページのいろは

表紙新シリーズ「地域の元気社長」

インタビュー

[トピックス]浅草医師会へ金一封を贈呈

新年号

表紙新シリーズ「地域の元気社長」

インタビュー

令和３年新春対談

[コラム］ホームページのいろは

ホームページ会員企業紹介

法人会活動報告

3



１０．事業の内容

実施月 内容 主管 参加人数

通年 【中止】 決算法人説明会   計６回 税制税務委員会 －

通年 【中止】 新設法人説明会   計２回 総務組織委員会 －

通年 小学校租税教室 ４校 青年部会 ２６９名

４月 【延期】 部会報告会・懇談会 青年部会 －

５月 【中止】 部会報告会・懇談会 女性部会 －

５月 【中止】 マロニエまつり 税金クイズ大会・バザー 浅草橋支部 －

５月 第１回理事会 - １６名

５月 【中止】 税務研修会 税制税務委員会 －

６月 第９回通常総会 総務組織委員会 １２２４名

６月 【延期】 税制改正説明会 税制税務委員会 －

６月 【延期】 企業訪問研修会 (名古屋・伊勢方面) 青年部会 －

７月 【中止】 会員交流会 厚生共益事業委員会 －

７月 第２回理事会 - １５名

８月 青年部会卒業式 青年部会 ３２名

８月 浅草医師会への寄附贈呈式 公益事業委員会 １３名

８月 【中止】 打ち水イベント 馬道支部 －

８月 【中止】 税務研修会・交流会（花やしき） 雷門支部 －

９月 税に関する絵はがきコンクール応募 女性部会 ９０７名

９月 【中止】 バス見学研修会 女性部会 －

９月 【中止】 ソフトボール大会 青年部会 －

９月 【中止】法人税申告書の書き方講習会 税制税務委員会 －

１０月 【中止】 第３７回法人会全国大会 (岩手大会) （全法連） －

１０月 役員会議 - ８名

１０月 【延期】 全体税務研修会 青年部会 －

１０月 【中止】 チャリティーゴルフ大会 雷門・馬道支部 －

１０月 【参加見送り】 蔵前コミュニティ 税金クイズ大会 寿支部 －

１１月 【中止】 第３４回法人会全国青年の集い（島根大会） （全法連） －

１１月 研修会 「新型コロナウイルス感染予防について」
公益事業委員会

厚生共益事業委員会
２６名

１１月 【中止】 税と環境・税金クイズ（環境フェスタたいとう） 公益事業委員会 －

１１月
【中止】 文化講演会 「浮世絵からお江戸にタイムスリップ」

牧野健太郎 氏
公益事業委員会 －

１１月 【中止】 第 15 回全国女性フォーラム（愛媛大会） （全法連） －

１１月 税制改正に関する提言の解説 税制税務委員会 １２名

  １１月 【中止】 「税に関する絵はがきコンクール」 表彰式 女性部会 －
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実施月 内容 主管 参加人数

１１月 【中止】 会員交流会 雷門支部 －

１２月 異業種交流会 青年部会 ２４名

１２月 【中止】 環境バス研修会 公益事業委員会 －

１２月 第３回理事会 - １４名

２月
【動画配信】 支部研修会 「年星運で令和３年を知る」

井上慶亮師
馬道・清川支部 －

２月 第４回理事会 - １５名

２月 【中止】 税務寄席 (浅草演芸ホール) 厚生共益事業委員会 －

３月 研修会 「経営トップ方針に基づく働き方改革」の講習会 公益事業委員会 １６名

３月 OB との交流会 青年部会 ２９名

３月 【中止】 税務研修会 馬道支部 －

３月 【中止】 新会員研修会  総務組織委員会 －
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１１．役員会・委員会等活動
    

委員会・支部・部会の担当

(副会長担当)

     玉越副会長  【浅草橋支部 税制税務委員会 全法連税制委員会委員

東法連税制税務委員会委員・連絡協議会委員】

早川副会長 【清川支部 厚生共益事業委員会】

倉田副会長 【寿支部 広報委員会 女性部会 東法連広報委員会連絡協議会委員】

髙岡副会長 【雷門支部 公益事業委員会 青年部会 東法連公益事業委員会委員・連絡協議会委員】

須藤副会長  【馬道支部 総務組織委員会 東法連総務組織委員会連絡協議会委員】

(理事担当)

【支部】              

大西理事   【浅草橋支部長】     

齋藤理事 【寿支部長】            

太田理事 【雷門支部長】         

滝澤理事 【馬道支部長】         

金子理事 【清川支部長】

  【委員会】   

伊藤理事  【総務組織委員長】

染谷理事   【税制税務委員長】   

河原理事   【広報委員長】

礒部理事   【公益事業委員長】

髙田理事   【厚生共益事業委員長 東法連厚生共益事業委員会連絡協議会委員】

       

【部会】

町田理事   【青年部会長 東法連青年部会連絡協議会委員】

関 理事 【女性部会長 東法連女性部会連絡協議会委員】

区    分 回  数 出 席 者 数 備       考

通常総会

理事会

正副会長会・臨時正副会長会

役員会議

専門委員会

部会・幹事会、報告会

編集会議

１回

４回

７回

３回

１６回

６回

４回

１,２２４名

    ６０名

    ４９名

  ２９名    

１６２名    

１３２名   

４１名

合    計 ４１回 １，６９７名
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