
１．公益社団法人刈谷法人会組織

２．本会会議等の概要

会員 一般

通常総会 R1.5.24 平成30年度決算報告､役員
変更案､事業等承認

刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 刈谷税務署長 深尾俊一氏､筆頭
副署長 新實亮氏､法人１部門統
括官　高野博行氏

104 0

理事会 R1.5.9 総会付議事項について 5Fｼｬｲﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ 刈谷税務署 筆頭副署長 新實亮
氏､法人１部門統括官　高野博
行氏

51 0

理事会 R1.5.24 臨時理事会 刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 43 0

理事会 R1.9.24 各委員会報告 5Fｼｬｲﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ 刈谷税務署筆頭副署長 石原万
義氏､法人１部門統括官　髙本
俊哉氏

42 0

理事会 R2.3.31 R2年度事業､予算について
書面決議

82 0

総務委員会 R1.5.9 総会付議事項について 5Fｼｬｲﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ 刈谷税務署 法人1部門
統括官　高野博行氏

13 0

事業委員会 R1.9.11 事業活動､運営研究会､その
他について

刈谷市総合文化ｾﾝﾀｰ 刈谷税務署 法人1部門
統括官 髙本俊哉氏

7 0

　令和元年度においても、公益社団法人として納税意識の高揚及び企業経営と社会の健全な発展に

貢献するため、本会・支部・部会とも地域社会への社会貢献事業及び小学校への租税教室講師の派

遣を積極的に行った。更に、会員企業や一般の方に対する経済講演会、税務研修、見学研修会を実

施した結果、昨年同様の研修参加率を達成した。

　また、愛知県法人会連合会から運営研究の発表の指定を受け、当会は「部会の活動の充実と本会

の活性化について」をテーマに法人会としての活動や組織等の現状分析を行い、本会、支部及び部

会相互の連携の重要性を改めて再認識するとともに、今後の法人会としての社会貢献活動等の取組

み方、あり方について方向性を確認することが出来た。

　特に組織拡大については、組織委員会を中心に会員増強活動を積極的に行い、多数の新規会員の

加入があり、組織率が向上し、県内単位会の中でも顕著な成績を収めることが出来た。

会議等名称 開催日 会議･事業内容 開催場所 来賓・講師名等
参加人員

報告事項１

令和元年度　事業報告

自　　平成３１年　４月　１日

至　　令和　２年　３月３１日

事業総括

＜会員数＞

支部名 部会名

刈  谷 1,055 調査部会 74

碧  南 684 青年部会 48

安  城 995 女性部会 188

知  立 364

高  浜 291 管内法人数 8,481

合　計 3,389 組織率 40.0 %

会員数 部会員数

（R2.3.31現在　　単位:社）



２．本会会議等の概要

会員 一般

組織厚生委
員会

R1.9.13 会員増強施策､保険会社3社
活動状況について

だるま 刈谷税務署 法人1部門統括官
髙本俊哉氏､保険会社3社

17 0

事務局担当
者会議

R2.1.31 法人会実務について ｼｬｲﾝｽﾞ 11 0

福利厚生推
進会議

R2.2.6 厚生事業推進会議 ｼｬｲﾝｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 刈谷税務署法人1部門統括官 髙
本俊哉氏､保険会社3社

11 0

３．本会事業の概要

会員 一般

署訪問 R1.7.19 刈谷税務署訪問 刈谷税務署 刈谷税務署幹部職員 7 0

署訪問 R2.1.15 刈谷税務署訪問(新年挨拶) 刈谷税務署 刈谷税務署幹部職員 6 0

総会記念講演 R1.5.24 総会記念講演会 刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 近畿大学生物理工学部
准教授 谷本道哉氏

140 25

役員研修 R1.9.24 本会･部会役員合同研修会
署長講話 徴収の仕事

5Fｼｬｲﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ 刈谷税務署長
筒井真澄氏

48 0

運営研究発
表関係

R1.7.19 運営研究会発表内容につい
て

刈谷税務署 刈谷税務署幹部職員 7 0

運営研究発
表関係

R1.11.11 運営研究会リハーサル 碧海信用金庫 刈谷税務署長 筒井真澄氏､
法人１部門統括官 髙本俊哉氏

9 0

運営研究発
表関係

R1.11.26 運営研究会リハーサル 碧海信用金庫 刈谷税務署長 筒井真澄氏､
法人１部門統括官 髙本俊哉氏

12 0

運営研究発
表関係

R2.2.27 東海大会リハーサル 碧海信用金庫 刈谷税務署長 筒井真澄氏､
法人１部門統括官 髙本俊哉氏

10 0

運営研究発
表関係

R2.3.24 運営研究記録会 刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 刈谷税務署 法人1部門
統括官 髙本俊哉氏

10 0

新設法人説
明会

R1.5.13 新設法人説明会 刈谷税務署 刈谷税務署担当係官 0 13

新設法人説
明会

R1.11.6 新設法人説明会 刈谷税務署 刈谷税務署担当係官 0 17

税法税務 R2.2.12 税務調査の心構え
～いざという時に、あわてない～

安城商工会議所 刈谷税務署 法人1部門
統括官 髙本俊哉氏

42 3

実務研修 R1.6.4 接遇ﾏﾅｰ講習会 第1回 刈谷市総合文化ｾﾝﾀｰ ﾏﾅｰﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ
代表 広瀬由紀子氏

36 2

実務研修 R1.6.12 接遇ﾏﾅｰ講習会 第2回 刈谷市総合文化ｾﾝﾀｰ ﾏﾅｰﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ
代表 広瀬由紀子氏

30 0

実務研修 R2.2.12 中小企業のための雇用関係
助成金の基礎知識

安城商工会議所 ｱｲ･ｽﾏｲﾙ社会保険労務士法人社会保険
労務士 ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾗｰ 江崎智也氏

42 3

租税教育 R1.9.18 租税教室講師養成講座 刈谷税務署 刈谷税務署担当係官 7 0

社会貢献 R1.8.24 わくわくおもしろ体験準備 刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 10 0

社会貢献 R1.8.25 わくわくおもしろ体験実施 刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 刈谷税務署幹部 12 600

会報発行  年2回

事業名称 開催日 事業内容 開催場所 来賓・講師名等
参加人員

会議等名称 開催日 会議･事業内容 開催場所 来賓・講師名等
参加人員



４．調査部所管法人部会会議･事業の概要

会員 一般

税法税務 R1.10.24 大規模法人税法研修会 5Fｼｬｲﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ 名古屋国税局調査部次長 飯田
敏博氏 調査審理課課長補佐 田
宮裕介氏 刈谷税務署長 筒井真
澄氏他

37 0

５．青年部会会議・事業等の概要

会員 一般

通常総会 R1.5.9 通常総会 5Fｼｬｲﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ 刈谷税務署長 深尾俊一氏､筆頭
副署長 新實亮氏､法人１部門統
括官　高野博行氏

16 0

役員会 H31.4.12 総会付議事項について 刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 刈谷税務署 法人1部門
統括官　高野博行氏

8 0

役員会 R1.6.14 役員会令和元年事業計画 高浜ｴｺﾊｳｽ 刈谷税務署 法人1部門
統括官　高野博行氏

8 0

正副部会長
会議

R2.2.28 正副部会長会議 役員改選 刈谷商工会議所 刈谷税務署 法人1部門
統括官 髙本俊哉氏

5 0

税ｾﾞﾐﾅｰﾙ R1.6.14 ﾁｪｯｸｼｰﾄの活用と内部牽制
について(高浜)

高浜ｴｺﾊｳｽ 刈谷税務署 法人1部門
統括官　高野博行氏

12 0

税ｾﾞﾐﾅｰﾙ R1.11.22 間税会合同研修(刈谷)署長講話｢
徴収の仕事｣税法研修｢消費税の軽
減税率制度について｣

刈谷市総合文化ｾﾝﾀｰ 刈谷税務署長 筒井真澄氏､筆頭
副署長 石原万義氏､法人１部門
統括官 髙本俊哉氏

12 0

税ｾﾞﾐﾅｰﾙ R2.1.24 チェックシートの活用及び税
務調査について(知立)

弘常屋 刈谷税務署 法人1部門
統括官 髙本俊哉氏

9 0

税ｾﾞﾐﾅｰﾙ R2.3.12 ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄについて(碧
南)

㈱梶川建設2F 10 2

租税教育 R1.5.9 租税研修会 5Fｼｬｲﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ (公社)刈谷法人会
青年部会長 丸山直希氏

16 0

租税教育 R1.8.2 安城七夕まつり租税ブースもっと
税について知ってもらおう(安城)

碧信本店 刈谷税務署幹部 11 0

租税教育 R1.8.25 わくわくおもしろ体験実施 刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 青年部会員 10 600

租税教育 R1.11.25 租税教室(安城) 東部小学校 青年部会員 2 38

租税教育 R1.12.4 租税教室講習(知立) 知立市商工会 青年部会員 2 0

租税教育 R1.12.9 租税教室(高浜) 高浜小学校 青年部会員 3 34

租税教育 R1.12.10 租税教室(知立) 猿渡小学校 青年部会員 2 27

親睦事業 R1.6.14 税ｾﾞﾐﾅｰﾙ懇親会(高浜) 江戸みこし 7 0

親睦事業 R1.8.2 税普及活動懇親会(安城) 鈴岡 7 0

親睦事業 R1.11.22 間税会との懇親会(刈谷) サクラマチ 9 0

親睦事業 R2.1.24 税ｾﾞﾐﾅｰﾙ懇親会(知立) 弘常屋 8 0

親睦事業 R2.3.12 税ｾﾞﾐﾅｰﾙ懇親会(碧南) 清州園 9 0

全法連事業 R1.11.7
      8

青年の集い(大分大会)参加 大分 2 0

報告会 R2.3.27 青年知立支部R1年度事業報
告等

弘常屋 7 0

報告会 R2.3.27 青年知立支部懇親会 弘常屋 7 0

事業名称 開催日 事業内容 開催場所 来賓・講師名等
参加人員

事業名称 開催日 事業内容 開催場所 来賓・講師名等
参加人員



６．女性部会会議・事業等の概要

会員 一般

通常総会 R1.5.24 通常総会 刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 刈谷税務署長 深尾俊一氏､筆頭副署
長 新實亮氏､法人統括官 高野博行
氏､会長 福田雅美氏

36 0

役員会 H31.4.19 総会付議事項について 刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 刈谷税務署 法人1部門
統括官　高野博行氏

17 0

役員会 R1.6.12 事業､絵はがき､租税教室に
ついて

刈谷市総合文化ｾﾝﾀｰ 刈谷税務署 法人1部門
統括官　高野博行氏

16 0

正副部会長
会議

R2.3.16 事業報告､女連協役員につ
いて

刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 6 0

教養研修 R2.1.28 教養研修｢刈谷市歴史博物
館｣見学

刈谷市歴史博物館 女性部会員 29 0

視察研修 R1.10.15 視察研修　琵琶湖ﾃﾗｽ見学 滋賀県方面 26 0

租税教育 R1.7.25 絵はがきｺﾝｸｰﾙ等について ｼｬｲﾝｽﾞ 7 0

租税教育 R1.8.25 わくわくおもしろ体験実施 刈谷市産業振興ｾﾝﾀｰ 女性部会員 30 600

租税教育 R1.10.7 絵はがきｺﾝｸｰﾙ審査会 碧南商工会議所 刈谷税務署長 筒井真澄氏､
法人１部門統括官 髙本俊哉氏

6 0

租税教育 R1.10.19 鬼みちまつりで税金ｸｲｽﾞ
(高浜)

高浜市鬼みち 刈谷税務署長 筒井真澄氏､筆頭
副署長 石原万義氏､法人１部門
統括官 髙本俊哉氏

7 300

租税教育 R1.11.12 租税教室講習(刈谷) 刈谷商工会議所 女性部会員(刈谷) 8 0

租税教育 R1.11.15 租税紙芝居と税金ｸｲｽﾞ(碧
南)

大浜児童クラブ 女性部会員(碧南) 10 70

租税教育 R1.11.20 租税教室講習(高浜) 高浜市ｴｺﾊｳｽ 女性部会員(高浜) 5 0

租税教育 R1.11.25 租税教室(安城) 東部小学校 女性部会員(安城) 2 38

租税教育 R1.11.26 租税教室(刈谷) 衣浦小学校 女性部会員(刈谷) 9 94

租税教育 R1.12.4 租税教室講習(知立) 知立市商工会 女性部会員(知立) 3 0

租税教育 R1.12.5 租税教室講習(碧南) 碧南商工会議所 刈谷税務署法人1部門統括官 髙
本俊哉氏､女性部会員(碧南)

15 0

租税教育 R1.12.9 租税教室(高浜) 高浜小学校 女性部会員(高浜) 5 67

租税教育 R1.12.10 租税教室(知立) 猿渡小学校 女性部会員(知立) 5 27

租税教育 R1.12.12 租税教室(碧南) 鷲塚小学校 女性部会員(碧南) 13 113

７．女性部会支部単独事業

会員 一般

報告会 H31.4.22 碧南支部報告会 碧南商工会議所 16 0

H31.4.24 高浜女性事業報告会（新役
員紹介等）

鮨懐石みどり 14 0

R1.5.17 高浜支部総会 鮨懐石みどり 2 0

R1.6.3 安城支部報告会 デンパーク 4 0

事業名称 開催日 事業内容 開催場所 講師名
参加人員

事業名称 開催日 事業内容 開催場所 来賓・講師名等
参加人員



７．女性部会支部単独事業

会員 一般

支部役員会 H31.4.23 刈谷支部役員会 刈谷商工会議所 12 0

R1.5.13 安城支部役員会 安城商工会議所 7 0

R1.5.27 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 5 0

R1.6.19 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 5 0

R1.6.24 刈谷支部役員会 刈谷商工会議所 10 0

R1.6.24 知立支部役員会 知立市商工会 9 0

R1.7.18 高浜支部役員会 かわら美術館 4 0

R1.7.22 知立支部三役会 知立市商工会 3 0

R1.9.3 碧南支部役員会 碧南商工会議所 8 0

R1.9.10 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 4 0

R1.9.27 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 3 0

R1.10.30 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 5 0

R2.2.7 高浜支部役員会 名古屋市 5 0

税務研修会 H31.4.22 碧南　税務研修会 碧南商工会議所 刈谷税務署 法人1部門統
括官 高野博行氏他

16 0

視察研修 R1.6.4 碧南支部視察研修会 山梨県：小野洋蘭
果樹園

13 0

R1.10.10 碧南　視察研修会 岐阜県：岩寿荘 10 0

R1.11.13 知立　｢二軒茶屋餅･伊勢角
屋麦酒」見学

三重県伊勢市 12 0

R1.11.22 高浜　｢覚王山日泰寺･揚輝荘･有
松鳴海絞会館と町並み散策｣

名古屋市 17 0

R2.1.21 碧南　視察研修会 三重県：伊勢神宮 8 0

R2.2.13
　 ～14

刈谷　静岡･山梨視察研修 静岡･山梨視察研修 5 0

一般教養 R1.7.18 高浜　教養講座｢ﾊﾝﾄﾞｾﾗﾋﾟｰ
&ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸﾚｯｽﾝ｣講演会

かわら美術館 10 0

R1.12.4 知立　ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ講習
会

知立市商工会 内田眞奈美氏 7 0

社会貢献活動 R1.12.26 刈谷　社会貢献活動ﾌﾗﾜｰｱﾚ
ﾝｼﾞﾒﾝﾄ

(公社)刈谷市老人ﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(たんぽぽ)

15 0

事業名称 開催日 事業内容 開催場所 講師名
参加人員


