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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)

R3. 5.27 第9回通常総会 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

9 0

理事会
(書面決議)

R3. 5.13 R3年度総会付議事項につ
いて

79 0

(書面決議) R3. 8.31 各委員会事業報告 79 0

R4. 3.22 令和4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 尾崎
圭介氏、法人課税第一部門統
括官 田代哲裕氏

40 0

総務委員会 R4. 3.22 令和4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 田代哲裕氏

7 0

事業総括

会議等名称 開催日 開催場所 来賓・講師名等

事業報告

自　　令和　３年　４月　１日

至　　令和　４年　３月３１日

　令和３年度は、前年から続く新型コロナウイルス影響から一部、活動が中止又は延期となっ

たが、ウイズコロナも浸透し、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

業経営と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

ど開催方法を工夫し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消費税インボイス制度など税制改正についての研修会

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への講師派遣を積極的に実施した。

　一方、令和３年度も組織の拡大に向け、引続き会員の増強を目指したが、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響もあり、廃業等事業閉鎖による退会や会社都合による退会社数が多く会員

減少となった。

参加人員
会議･事業内容

＜会員数＞

支部名 部会名

刈  谷 1,011 調査部会 73

碧  南 650 青年部会 35

安  城 967 女性部会 172

知  立 336

高  浜 285 管内法人数 8,700

合　計 3,249 組織率 37.3 %

会員数 部会員数

（R4.3.31現在　　単位:社）

http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/kariya/


３．本会事業の概要

会員 一般

署訪問 R3. 7.20 刈谷税務署訪問 刈谷税務署 刈谷税務署幹部職員 8 0

役員研修 R3.11.24 本会･部会役員合同研修会　署
長講話 「税あれこれ 」
研修「従業員のためのe-Tax」

刈谷市産業振興ｾ
ﾝﾀｰ

刈谷税務署長 澤田 誠氏

個人課税第一部門統括官 宮
田博一氏
法人課税第一部門統括官 田
代哲裕氏

55 0

実務研修 R3.11.11 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

35 0

R4. 1.26 「電子帳簿の保存・ｲﾝﾎﾞｲｽ
制度について」

知立市商工会館 刈谷税務署 法人課税第一部
門統括官 田代哲裕氏

R4. 2. 3 ｲﾝﾎﾞｲｽ制度と改正電子帳簿の
保存法制度説明会

高浜ｴｺﾊｳｽ 刈谷税務署 法人課税第一部
門統括官 田代哲裕氏

社会貢献 R3. 6.30 ﾏﾅｰ講座(基礎編)撮影会
（You Tube用）

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

4 3

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

税法研修会 R3.11. 5 講演「税務を取巻く環境変
化と税務行政
研修「申告書作成のﾁｪｯｸﾎﾟ
ｲﾝﾄ」
研修「従業員のためのe-
Tax」

ｼｬｲﾝｽﾞ5Fﾌﾟﾗｻﾞ 名古屋国税局調査部次長
梅村幸彦氏
調査審理課課長補佐 塚本
修氏
個人課税第一部門統括官
宮田博一氏

33 0

５．青年部会会議・事業等の概要

会員 一般

通常総会
(中止)

R3. 5.27 令和3年度通常総会 - -

役員会 R3. 4.13 総会付議事項について、会員
の増強について、通常総会の
日程について

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

7 0

R3. 7.15 令和3年度事業について 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 田代哲裕氏

6 0

正副部会長
会議

R4. 3.15 令和4年度以降の役員改選・会
員の増強・事業について

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 田代哲裕氏

3 0

税ｾﾞﾐﾅｰﾙ R3.11.26 間税会合同研修(刈谷)署長講
話｢税のあれこれ｣ 研修「イン
ボイス制度について」

刈谷市総合文化ｾ
ﾝﾀｰ

刈谷税務署長 澤田 誠氏､法
人一部門統括官 田代哲裕
氏、連絡調査官 石井 達氏

2 14

R4. 2. 4 「ﾁｪｯｸｼｰﾄの活用及び税務
調査について」

知立市商工会館 刈谷税務署 法人課税第一部
門統括官 田代哲裕氏

8 0

税ｾﾞﾐﾅｰﾙ合同研
修会(青年・女
性部会)

R3.12.10 「中小企業を巡る環境変化と
対応」～ｺﾛﾅに負けない企業経
営を目指して～

碧南商工会議所 (公社)刈谷法人会会長 深
谷 誠氏(碧海信用金庫
代表理事・専務理事)

9
女性
(12)

15

租税教育活
動

R3. 5.20 租税教室(高浜) 高取小学校 青年部会員 2 34

R3. 6.22 租税教室(知立) 知立東小学校 青年部会員 2 19

開催日

事業内容 開催場所

参加人員

参加人員
来賓・講師名等

来賓・講師名等

事業名称 開催日
参加人員

事業名称 開催日

事業名称

事業内容

事業内容

32

19

開催場所 来賓・講師名等

開催場所



５．青年部会会議・事業等の概要

会員 一般

広報活動 R3. 7.20 刈谷税務署長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 刈谷税務署 青年部会員　 3 3

社会貢献活
動

R3.12. 6 未成年者飲酒防止ｷｬﾝﾍﾟｰ
ﾝ決起式

刈谷商工会議所 青年部会員 1 7

R3.12. 7 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 青年部会員 2 300

６．女性部会会議・事業等の概要

会員 一般

通常総会(中
止）

R3. 5.27 通常総会 - -

役員会 R3. 4.13 総会付議事項について、通
常総会の日程について

刈谷市総合文化ｾ
ﾝﾀｰ

刈谷税務署 法人課税1部
門統括官 野々村匡司氏

16 0

R3. 7.14 令和3年度事業について 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 田代哲裕氏

19 0

正副部会長
会議

R4. 3.18 令和4年度事業計画につい
て、女性部会員の募集につ
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 田代哲裕氏

7 0

教養研修会 R3.10. 6 「法話と戒壇めぐり」 知立弘法山 遍
照院

遍照院住職 横井杲鈶氏 39 0

税ｾﾞﾐﾅｰﾙ合同研
修会(青年・女
性部会)

R3.12.10 「中小企業を巡る環境変化と
対応」～ｺﾛﾅに負けない企業経
営を目指して～

碧南商工会議所 (公社)刈谷法人会会長 深
谷 誠氏(碧海信用金庫
代表理事・専務理事)

12 24

租税教育 R3. 4.20 租税教室(刈谷) 平成小学校 女性部会員(刈谷) 7 69

R3. 5.11 租税教室実施前講習(碧
南・高浜合同)

碧南商工会議所 女性部会員(碧南・高浜)
刈谷税務署 法人課税第一部
門統括官 野々村匡司氏

14 0

R3. 5.18 租税教室(碧南) 日進小学校 女性部会員(碧南) 9 50

R3. 5.18 租税教室実施前講習(知
立)

知立市商工会 女性部会員(知立) 2 0

R3. 5.20 租税教室(高浜) 高取小学校 女性部会員(高浜) 4 67

R3. 5.21 租税教室(安城) 安城西部小学校 女性部会員(安城・碧南) 6 105

R3. 6.22 租税教室(知立) 知立東小学校 女性部会員(知立) 2 19

R3.10.18 税の絵はがきｺﾝｸｰﾙ審査
会

刈谷税務署 刈谷税務署長 澤田 誠氏､筆頭副署
長 尾崎圭介氏、法人課税第一部門
統括官　田代哲裕氏他

7 0

R3.11.11 税の紙芝居事前練習 碧南商工会議所 女性部会員(碧南) 7 0

R3.11.11 税の紙芝居と税金ｸｲｽﾞ 西端児童ｸﾗﾌﾞ 女性部会員(碧南) 7 70

事業名称 開催日

事業名称 開催日

事業内容 開催場所

事業内容 開催場所

参加人員
来賓・講師名等

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

報告会 R3. 4.16 高浜支部事業報告会
（新役員紹介）

高浜ｴｺﾊｳｽ 12 0

R3. 4.22 碧南支部報告会 碧南商工会議所 12 0

R3. 7. 29 安城支部報告会 初寿司 6 0

支部役員会 R3. 4.14 碧南支部役員会 ATTRACT奥山 6 0

R3. 4.15 安城支部役員会 安城商工会議所 6 0

R3. 4.16 碧南支部監査会 ㈱東栄社 1 0

R3. 4.22 碧南支部役員会 碧南商工会議所 9 0

R3. 5.19 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 7 0

R3. 5.20 刈谷支部役員会 刈谷商工会議所 14 0

R3. 6.16 知立支部役員会 知立市商工会館 8 0

R3. 6.23 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 6 0

R3. 7. 9 碧南支部役員会 日本料理 成錦堂 6 0

R3. 9.10 刈谷支部役員会 刈谷商工会議所 14 0

R3. 9.22 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 7 0

R3.11. 9 安城支部役員会 安城商工会議所 4 0

R4. 2. 7 高浜支部役員会 高浜ｴｺﾊｳｽ 5 0

R4. 3.28 碧南支部役員会 日本料理 小伴天 6 0

税務研修会 R3. 4.22 碧南支部「税務研修会」 碧南商工会議所 刈谷税務署 法人課税一部
門統括官 野々村匡司氏

12 0

視察研修会 R3.11. 2 碧南「八丁味噌の郷他」 岡崎市 11 0

R3.11.16､11.17 刈谷「新潟視察研修/全
国女性ﾌｫｰﾗﾑ」

新潟県 9 0

R4. 3. 2 刈谷「MIRAI TOWER視察研
修、大澤社長講演」

名古屋ﾃﾚﾋﾞ塔 名古屋ﾃﾚﾋﾞ塔(株)代表取
締役社長　大澤和宏氏

17 0

会員交流事
業

R3.10.13 高浜「劇団四季観劇とﾗﾝ
ﾁﾋﾞｭｯﾌｪ」

名古屋市 11 0

一般教養 R3.12. 6 高浜「ｱﾚﾝｼﾞﾌﾗﾜｰ教室」 高浜ｴｺﾊｳｽ 花工房ﾗｯｸ 犬塚好美氏 15 0

R3.12.20 知立「ｷﾞｬｻﾞﾘﾝｸﾞ講習
会」

ｸﾞﾘｰﾝｼｮｯﾌﾟ ｳｫｰﾙﾃﾞ
ﾝ

佐藤幸子氏 10 0

社会貢献活
動

R3.12.20 刈谷「ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ寄
贈」

刈谷市老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰひまわり

‐ ‐

事業名称 開催日 事業内容 開催場所 講師名
参加人員


