
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
(縮小開催)

R2.5.26 第8回通常総会 安城商工会議所 8 0

理事会
(書面決議)

R2.5.12 R2年度総会付議事項につい
て

82 0

R2.10.8 各委員会事業報告、会費規
定の改正について

刈谷市産業振興ｾﾝ
ﾀｰ

刈谷税務署長 髙塚隆仁氏
法人課税第一部門統括官
野々村匡司氏

45 0

R3.3.23 令和3年度予算(案)及び事業計画
(案)について、理事会・総会日程
について他

刈谷市産業振興ｾﾝ
ﾀｰ

刈谷税務署 筆頭副署長　石原
万義氏、法人課税第一部門統括
官　野々村匡司氏

46 0

広報委員会 R2.8.6 県連委員会報告、法人会の
活動等について

刈谷商工会議所 刈谷税務署 法人課税第一部
門統括官　野々村匡司氏

8 0

組織･厚生委
員会

R2.9.23 県連委員会報告、会員増強と
保険3社活動報告について

安城商工会議所 刈谷税務署 法人課税第一部
門統括官　野々村匡司氏

17 0

総務・事業
委員会

R2.9.23 県連委員会報告、令和2年
度事業活動等について

安城商工会議所 刈谷税務署 法人課税第一部
門統括官　野々村匡司氏

11 0

事業総括

令和２年度　事業報告

自　　令和　２年　４月　１日

至　　令和　３年　３月３１日

　令和２年度は、新型コロナウィルス感染症の流行によりかつてない危機に直面した年であった。

自由な外出の自粛が要請され、刈谷法人会も多くの活動が中止又は延期となったが、公益社団法人

として法人会の原点である納税意識の高揚及び企業経営並びに社会の健全な発展に貢献するため、

オンライン研修の開催やネットセミナーの提供などにも積極的に取り組んだ。また、税務当局と連

携をはかりながら所得税確定申告会場の密を避けることを目指し、eーTax申告の更なる普及に向け

た研修会を各地で開催するほか、本会・支部・部会とも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、小学校への租税教室講師の派遣などを実施した。

　令和元年度は多数の新規会員の加入を得て会員数が増加し、令和２年度も引続き会員の増強を目

指したが、コロナウィルス感染症拡大の影響もあり、入会者数より退会者数が多く会員減少となっ

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

＜会員数＞

支部名 部会名

刈  谷 1,024 調査部会 74

碧  南 665 青年部会 43

安  城 983 女性部会 182

知  立 347

高  浜 288 管内法人数 8,544

合　計 3,307 組織率 38.7 %

会員数 部会員数

（R3.3.31現在　　単位:社）



２．本会会議等の概要

会員 一般

総務委員会 R3.3.23 令和3年度予算(案)及び事業計画(案)に
ついて、理事会・総会日程について他

刈谷市産業振興ｾﾝ
ﾀｰ

刈谷税務署 法人課税第一部門
統括官　野々村匡司氏

9 0

事務局担当
者会議

R2.7.27 法人会の現状について、会費
規定の改定について

安城商工会議所 刈谷税務署 法人課税第一部門
統括官　野々村匡司氏

12 0

３．本会事業の概要

会員 一般

署訪問 R2.7.17 刈谷税務署訪問 刈谷税務署 刈谷税務署幹部職員 7 0

講演会 R3.3.19 「橋下流・現状打破の鉄
則」

ﾊﾟﾃｨｵ池鯉鮒 元大阪府知事、元大阪市長
橋下徹氏

373 101

役員研修 R2.10.8 本会･部会役員合同研修会
署長講話 「査察の仕事 」

刈谷市産業振興ｾﾝ
ﾀｰ

刈谷税務署長 髙塚隆仁氏　法
人課税第一部門統括官　野々村
匡司氏

53 0

実務研修 R2.11.16 「従業員のためのe-Tax申
告説明会」

知立市商工会 刈谷税務署 個人課税第一部
門統括官 宮田博一氏

12 0

R2.11.17 「従業員のためのe-Tax申
告説明会」

刈谷商工会議所 刈谷税務署 個人課税第一部
門統括官 宮田博一氏

43 0

R2.11.20 「従業員のためのe-Tax申
告説明会」

安城商工会議所 刈谷税務署 個人課税第一部
門統括官 宮田博一氏

29 0

R2.12.2 「従業員のためのe-Tax申
告説明会」

高浜市商工会 刈谷税務署 個人課税第一部
門統括官 宮田博一氏

20 0

R2.12.3 「従業員のためのe-Tax申
告説明会」

碧南商工会議所 刈谷税務署 個人課税第一部
門統括官 宮田博一氏

28 0

R2.9.29 接遇ﾏﾅｰ講習会 刈谷市産業振興ｾﾝ
ﾀｰ

ﾏﾅｰﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ
代表 広瀬由紀子氏

30 0

租税教育 R2.9.29 租税教室講師養成講座 刈谷税務署 刈谷税務署担当係官 1 0

社会貢献 R2.6.17 マナー講座撮影会
（You Tube用）

碧海信用金庫 3 1

会報発行  年2回

４．調査部所管法人部会会議･事業の概要

会員 一般

大規模法人
研修会

R2.10.22 「従業員のためのe-Tax申
告に向けて」

ｼｬｲﾝｽﾞ5Fﾌﾟﾗｻﾞ 刈谷税務署長　髙塚隆仁氏
個人課税第一部門統括官　宮田
博一氏

27 0

５．青年部会会議・事業等の概要

会員 一般

通常総会
(中止)

R2.5.26 令和2年度通常総会 刈谷市産業振興ｾﾝ
ﾀｰ

- -

役員会
(中止)

R2.4.14 総会付議事項について 刈谷市総合文化ｾﾝ
ﾀｰ

- -

正副部会長
会議

R2.6.26 令和2年度事業について 刈谷商工会議所 刈谷税務署 法人課税1部
門統括官 髙本俊哉氏

5 0

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

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

事業名称 開催日 事業内容 開催場所 来賓・講師名等



５．青年部会会議・事業等の概要

会員 一般

正副部会長
会議

R3.2.26 令和3年度以降の役員選考・
事業について

刈谷市総合文化ｾﾝ
ﾀｰ

刈谷税務署 法人課税第一部
門統括官 野々村匡司氏

5 0

税ｾﾞﾐﾅｰﾙ(中
止)

R2.8 税ｾﾞﾐﾅｰﾙ(安城・高浜合同) - -

R2.11.27 間税会合同研修(刈谷)署長講
話｢国税査察官の仕事｣

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

10 0

R2.12.11 税ｾﾞﾐﾅｰﾙ（蕎麦打ち体験） 碧南市棚尾公民
館

一色農地花・そばクラブ 松
井吉雄氏

10 0

税ｾﾞﾐﾅｰﾙ(中
止)

R3.2 - -

租税教育活
動

R3.1.13 租税教室(安城) 高棚小学校 青年部会員 2 26

R3.1.22 租税教室講習(知立) 八ツ田小学校 青年部会員 1 29

報告会 R3.3.27 知立支部令和2年度事業報
告等

弘常屋 6 0

社会貢献活
動

R2.12.1 未成年者飲酒防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
街頭広報活動

刈谷駅前 2 300

寄付活動 R3.2.16 寄付(加湿空気清浄機4台・
非接触型体温計4台)

社会福祉法人高浜市社会
福祉協議会

2 0

６．女性部会会議・事業等の概要

会員 一般

通常総会 R2.5.26 通常総会(中止) - -

正副部会長
会議

R2.7.8 令和2年度事業について 刈谷商工会議所 刈谷税務署 法人課税1部門
統括官 髙本俊哉氏

5 0

R2.9.9 令和2年度租税教室等につ
いて

刈谷商工会議所 刈谷税務署 法人課税1部門
統括官 野々村匡司氏

9 0

R3.2.15 令和3･4年度役員改選
会則の一部改正について

刈谷市産業振興ｾﾝ
ﾀｰ

刈谷税務署 法人課税1部門
統括官 野々村匡司氏

6 0

一般研修 R2.11.4 「税務研修会・ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｽｸ
ｴｱ中国料理ﾗﾝﾁ」

ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｽｸｴｱ
41階 　麗穂

刈谷税務署 法人課税1部門
統括官 野々村匡司氏

33 2

租税教育 R2.12.7 税務署長との座談会 刈谷税務署 刈谷税務署長 髙塚隆仁氏､筆頭副署
長 石原万義氏、法人課税1部門統括
官 野々村匡司氏

5 0

R2.12.7 絵はがきｺﾝｸｰﾙ審査会 刈谷税務署 刈谷税務署長 髙塚隆仁氏､筆頭副署
長 石原万義氏、法人課税1部門統括
官 野々村匡司氏

5 0

R2.10.16 租税教室実施前講習(碧南) 碧南商工会議所 刈谷税務署 法人課税1部門
統括官 野々村匡司氏

11 0

R2.10.23 租税教室(碧南) 西端小学校 女性部会員(碧南) 8 80

R2.12.17 租税教室実施前講習(刈谷) ｼｬｲﾝｽﾞ 女性部会員(刈谷) 8 0

R3.1.12 租税教室(刈谷) 富士松北小学校 女性部会員(刈谷) 6 72

R3.1.13 租税教室(安城) 高棚小学校 女性部会員(安城) 2 52

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

事業名称 開催日 事業内容 開催場所 来賓・講師名等



６．女性部会会議・事業等の概要

会員 一般

租税教育 R3.1.14 租税教室実施前講習(知立) 知立市商工会 女性部会員(知立) 5 0

R3.1.22 租税教室(知立) 八ツ田小学校 女性部会員(知立) 5 29

７．女性部会支部単独事業

会員 一般

支部役員会 R2.4.16 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 3 0

R2.4.20 碧南支部役員会・報告会
（書面実施）

碧南商工会議所 43 0

R2.6.4 知立支部役員会 知立市商工会 7 0

R2.7.8 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 5 0

R2.7.15 碧南支部役員会 ｴｽﾎﾟｱｰﾙ 6 0

R2.8.5 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 5 0

R2.9.29 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 3 0

R2.10.1 刈谷支部役員会 刈谷商工会議所 12 0

R2.10.20 安城支部役員会 安城商工会議所 5 0

R2.11.25 碧南支部役員会 ﾗｸﾞｰﾅﾍﾞｲｺｰﾄ 6 0

R2.12.4 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 4 0

R3.1.20 碧南支部役員会 ｴｽﾎﾟｱｰﾙ 6 0

R3.2.16 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 5 0

R3.2.25 刈谷支部役員会 刈谷商工会議所 12 0

R3.3.2 安城支部役員会 安城商工会議所 5 0

R3.3.16 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 8 0

懇談会 R2.12.17 刈谷支部役員懇談会 ｼｬｲﾝｽﾞ 7 0

一般教養 R2.10.23 知立　THE SLOW ﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰ
ｼﾞｭ講習会

知立市商工会 戸田百香氏 9 0

R2.12.4 高浜　ｱﾚﾝｼﾞﾌﾗﾜｰ教室 高浜ｴｺﾊｳｽ 11 1

社会貢献活
動（寄贈）

R2.10.26 刈谷市内小中学校等消毒剤
寄贈

刈谷市役所 ‐ ‐

R2.12.23 刈谷　老人ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽひまわりへﾌﾗ
ﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ寄贈

刈谷市社会福祉
協議会

‐ ‐

参加人員

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 講師名


