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令和元年度事業報告 

I. 概況 

 平成２３年４月に公益社団法人として再発足して、令和元年度は第９期目となった。法人会の新

しい理念と定款に定めた目的に則り、税のオピニオンリーダーとよき経営者をめざす団体として、公

益法人新制度における事業の適正な運営の推進と新たな課題へも対応すべく各種事業を積極的に行い

ながら１年間取り組んだ。 

事業活動としては、法人会活動の原点である「税」に関する活動を中心に、税知識の普及や建設的

な税制改正の提言等に努めながら、地域社会における幅広い貢献活動とともに、会員の自己啓発を図

るための研修活動の充実に積極的に取り組んだ。 

まず、税を巡る諸環境の整備改善事業については、「税法・税制・税務」を中心とした研修会を開催

したが、特に令和元年度は１０月に消費税率の改定とこれに伴う軽減税率制度の導入が行われたこと

から、これに向けての研修を積極的に行った他、その他税制改正への対応や地方税務についてもテー

マとし、公益性をより目指して会員以外や企業以外の法人も対象とする研修会を強力に行った。また、

制度改正に向けて初めての制度への対応に関して税広報も重要なことから、係る情報を広く地域住民

に提供するため、国税・地方税等の情報資料の提供や周知に努める一方、青年部会・女性部会が行っ

ている租税教育や地域のイベント会場での「税金クイズ」の実施など、地域社会に対する税の広報活

動をさらに積極的に実施した。特に、女性部会では税の絵はがきコンクールに引き続き取組んだほか、

企業における税務コンプライアンスの向上を図る取り組みについては、ステップアップを目指した実

務対策の研修を行うとともに、主な税務研修会においてチェックシートの説明と活用要請を行った。 

税制改正への提言事業は、「税・財政改革の推進と中小企業対策」を基本的なテーマとしながら、４

つのスローガンを掲げ、中小企業の活力向上や事業承継に資する税制拡充をはじめ地域産業や地域企

業対策等について、地元行政や地元選出国会議員等に対して建設的な提言を行った。 

地域社会・地域経済の整備改善事業については、地域経済の発展につながる研修会及び地域活性化

に役立つ講演会を開催した。また、福祉問題、環境問題改善事業として、女性部会の介護等施設への

古タオル寄贈事業の他、地域支部では国道や公共施設周辺の美化活動、献血活動を引き続き実施した。 

会組織の充実については、組織基盤強化のため、法人会の組織活動についてホームページや会報を

通して積極的なＰＲに努めるとともに、会員増強策をきめ細かく実施するため、各支部や両部会毎の

目標を設定する等、それぞれの組織と連携を図りながら取り組んだ結果、公益法人移行後初めて年度

末の会員数が前年度に対して増となった。 

会員支援のため親睦・交流に関する事業については、会員企業の健全経営、発展向上に資するため

の福利厚生事業や企業支援事業を実施した。また、税関係団体との連携を深めながら、引き続き親睦

交流事業を開催した。 

管理関係については、新公益法人制度に対応した諸会議の適時開催とともに、関係機関との連携を

図りながら法人会事業活動体制としての管理運営に努めた。 

Ⅱ．公益関係 

１．税を巡る諸環境の整備改善事業 

【１】税に関する研修・セミナー事業 

令和元年度の税に関する研修会及び経営改善に関する研修会の実施状況として、税制改正、税務、

 



申告、決算の他、引き続き地方税務等、数多くの税務研修を行った。特に元年１０月の消費税率の改

定とそれに伴う軽減税率制度の導入に対応する研修会については、税務署との連携・指導体制をこれ

まで以上に図りながら積極的に行ったほか、会計や労務関係、今年度初めてのリスクマネジメント対

策等、経営を取り巻く諸問題改善をテーマとした研修会やセミナーについても開催した。 

 

事 業 名 内        容 回 数 
参加者

（名） 
講    師 

税務研修会 31. 4.10 消費税軽減税率制度の概要 

 1. 5. 8消費税軽減税率制度の概要 

1. 6.17 令和元年度法人税関係法令改正の概要 

1. 6.27 令和元年度法人税関係法令改正の概要 

1. 8.26 ・個人市民税について 

・県税の概要について 

 1.10.29 法人税、消費税、源泉税等の実務研修 

      その他 

 1.10.29 企業税務・会計徹底セミナー 

 1.11. 6 法人税、消費税、源泉税等の実務研修 

      その他 

 1.11. 6 企業税務・会計徹底セミナー 

９回 

 

２５７名 

  

高田税務署担当官 

 

 

 

上越市税務課担当官 

新潟県上越地域振興局県税部課税課担当官 

高田税務署担当官 

 

 

 

決算説明会 31. 4.24会社の決算と申告・申告の留意点 

1. 7.18会社の決算と申告・申告の留意点 

1.10.24会社の決算と申告・申告の留意点 

2. 1.22会社の決算と申告・申告の留意点 

４ １６１  

高田税務署担当官 

新設法人説明会 1. 5.28 新設法人と税金について 

1.10. 7 新設法人と税金について 
２ ７ 

高田税務署担当官 

青年･女性部会 

(税の勉強会) 

31. 4.12 軽減税率制度について 

紙幣について     女性部会 
１ １８ 

高田税務署担当官 

31. 4.18 Ｈ31年度税制改正（案）について 

青年部会  
１ １７ 

高田税務署担当官 

1. 6.10 もっと知りたい税のこと 

                 青年部会 
１ １８ 

高田税務署担当官 

1. 6.12 もっと知りたい税のこと 

             女性部会 
１ ２１ 

高田税務署担当官 

1. 8.23 青年・女性部会高田税務署訪問 

       
１ ２３ 高田税務署長 

1. 9. 3 相続関係の民法の改正について 
                女性部会 １ １８ 

税理士 

井部 優 氏 

1.10. 8 消費税軽減税率制度について  
青年部会 １ １１ 

高田税務署担当官 

 



 

 1.10.28 消費税と軽減税率制度について  
女性部会 １ ２０ 

高田税務署担当官 

1.12.18 改正消費税対応は万全ですか？ 

     ～確認すべき１２のポイント～ 
女性部会 

１ ２５ 
山川とも子 税理士 

 2. 2.13 確定申告 e-Taxについて 
青年部会 １ １４ 

高田税務署担当官 

2. 3. 6 確定申告 e-Taxについて 
女性部会 １ １９ 

高田税務署担当官 

支 部 等 

(税の勉強会) 

1. 5.15 税務、消費税軽減税率について 

    名立支部 
１ ２９  

高田税務署長 

高田税務署担当官 

1. 6.13 消費税軽減税率制度について 

               新井支部 
１ ４５ 

高田税務署担当官 

1. 6.24 消費税軽減税率制度について 

              大潟支部 
１ ２２ 

高田税務署担当官 

1. 6.27 消費税率引き上げ及び軽減税率への対応について 

         妙高高原支部（共催） 
１ ２２ 

高田税務署担当官 

1. 8.29 消費税軽減税率制度の具体的 

処理、経理のポイントについて 

名立支部（共催） 

１ ２５ 

税理士法人ビジネスカツシマ 

税理士 

中嶋 義郎 氏 

1.11.27 税についてのセミナー 

直江津支部・本部・上越商工会議所共催 
１ ９ 

税理士 

玉井 和浩 氏 

経営財務セミナー 1. 5.28 総務実務セミナー 

「明日から経理ができる、経理入門セミナー」  

     本部・高田支部共催 

１ ３９  

㈲マスエージェント代表取締役  

林 忠史 氏 

 

1. 6.27 キャッシュレス決済セミナー 

               頸北支部 
１ １６ 

㈱セントメディア 

渡辺 英明 氏 

1. 9. 2 キャッシュレス決済対応セミナー 

            頸北支部(共催) 
１ １４ 

大谷更生総合研究所合同会社  

大谷 更生 氏 

1. 7.26 雇用・労働セミナー 

「雇用状況や助成金等について」 

「労務管理上の留意点について」 

１ ７６ 

ハローワーク担当官 

労働基準監督署担当官 

 

1. 9.24 リスク対策セミナー 

リスクマネジメント・危機管理について 
１ ２０ 

リスクコンサルタント 

田中 庄二 氏 

1.12. 5業務効率を上げる整理整頓術 

高田支部・本部共催 
１ ２５ 

トトノエトトノウ代表 

大谷 尚子 氏 

税務コンプライアンス 31. 4.24 自主点検チェックシートの活用について 

1. 7.18    〃 

1.10.24    〃 

2. 1.22    〃 

４ １６１ 

法人会事務局 

             合 計   ４２回   １，１３２名 （内一般１２９名） 

 



(２) インターネットセミナー 

社員の知識や技能、企業経営の向上につながる多様なコンテンツが用意されたインターネット

セミナーの利用者は年々増えてきたが、今後も多くの企業の経営者、社員に利用されることに

より、税務・経営・人材育成等に資することが大いに期待することが出来る。また、アクセス

数は前年度に比べ２０%増となり年々増え続けており、広く利用されつつあることが伺える。 

利用状況アクセス数 延べ１０，４３２件 （内一般９５７件） 

研修内容  税法税制、決算会計処理関係、企業経営、社員教育、経済情報関係  

(３) 研修会用教材の配付 

     税法・税務関係の研修会は、法人会の中心な事業の一つであり、令和元年度においても各

テキストを研修会の開催時に会員及び一般市民に配付した。特に、軽減税率制度の資料に

ついては、全会員に配付した。 

 配付したテキスト等 

平成 31 年度税制改正のあらまし／決算書の前期比較術／会社の決算・申告の実務／軽減

税率・経過措置・インボイス制度の実務ポイント Q&A／キャッシュレス決済の基礎知識

／会社の税金ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ／H31 年版 知っておきたい消費税／会社取引をめぐる税務 Q＆A

／主要税法取扱便覧／源泉所得税実務のﾎﾟｲﾝﾄ／自主点検チェックシート入門編／会社が

もらえる助成金活用のポイント／自主点検チェックシートフルバージョン編／税のマン

ガ本おじいさんの赤いつぼ／いま、管理職が直面する労務管理のポイント 20／

キミも納めてる！税金どこいくの！タックスフントとけんたくん／消費税の軽減税率○×判定／令和元 

年分会社役員のための確定申告実務ポイント／６５歳・７０歳・８０歳からの老後資金

と相続アドバイス 

 

【２】税及び経済に関する講演会の実施状況 

    行政機関や金融機関、政治・経済学者等の視点を変えた税制に関する考え方を聞くこと 

で、税知識の普及が身近に感じることを目指す講演会を下記のとおり開催した。 

講 演 会 内 容 回数 参加者 講  師 

1. 5.20 於 デュオ・セレッソ 

経済講演会（本部・直江津支部共催） 

「激動する世界と日本の針路」 

１ ２０８ 

政治ジャーナリスト・東海大学教授 

末延 吉正 氏 

1. 6.28 於 やすね 

高田支部経済講演会 

「遊休資産を活用した地域活性化への取組み」 

１ ４３ 

㈱日本政策投資銀行地域企画部 副調査役 

山野井 友紀 氏 

1.11.15 於 デュオ・セレッソ 

税を考える週間特別記念講演会 

（本部・高田支部・直江津支部共催） 

第 1 部「税を取り巻く環境変化と税務行政の課題」  

１ １５３ 

関東信越国税局 課税第二部長 

細井 一明 氏 

1.12.11 於 やすね 

青年部会経済講演会 

「燕三条発 中小企業から世界のブランドへの挑戦」 

１ ３５ 

㈱マルト長谷川工作所 

代表取締役社長 

長谷川 直哉 氏 

合 計   ４回   ４３９名 （内一般６４名） 

 



 

【３】租税教育活動実施状況 

青年・女性部会活動の大きな柱である「租税教育」をより積極的に展開した。 

(１) 青年部会では、小学校において租税教育資料とビデオを使用した「税の教室」を５回開催し

た。また、税金の使われ方を実際に学ぶことの出来る、小学生高学年対象にした施設見学

については、学校の夏休みを利用して１回開催した。 

 (２) 女性部会では、小学校放課後児童クラブを訪問して租税教育ビデオと紙芝居を使用した 

「税の教室」を２回開催した。また、全国・県内の多くの法人会女性部会が行っている、小

学生を対象にした税に関する絵はがきコンクールについては、５か校を訪問し応募のお願い

をした結果、１１１作品の応募があり、優秀作品を選考して表彰した。 

 

 

 

 

 

 

 

租 税 教 室 

 ( 8 回 開 催 ) 

1. 8.20 施設見学 国際石油開発帝石㈱直江津 LNG 基地 

小学校高学年 ２９名 

青年部会 

1. 8. 6 東本町小学校放課後児童クラブ 児童１１０名 女性部会 

1. 8. 8 国府小学校放課後児童クラブ    児童 ９０名  〃 

1.11.29 妙高市立斐太北小学校  児童 １８名 青年部会 

1.12. 4 上越市立八千浦小学校   児童 ３２名  〃 

1.12. 6 上越市立黒田小学校    児童 ４１名  〃 

1.12. 9 上越市立富岡小学校    児童 １７名  〃 

1.12.13 上越市立北諏訪小学校   児童 １１名  〃 

絵はがきコンクール 1.11.14 事前説明・準備 妙高市立斐太北小学校 女性部会 

1.11.21 事前説明・準備 上越市立富岡小学校  〃 

1.11.22 事前説明・準備 上越市立八千浦小学校  〃 

1.11.25 事前説明・準備 上越市立黒田小学校  〃 

1.11.29 応募依頼 妙高市立斐太北小学校 児童 １８名  〃 

1.12. 3 事前説明・準備 上越市立北諏訪小学校  〃 

1.12. 4 応募依頼 上越市立八千浦小学校 児童 ３２名  〃 

1.12. 6 応募依頼 上越 市 立黒 田小 学校 児童 ４１名  〃 

1.12. 9 応募依頼 上 越 市 立 富 岡 小 学 校 児童 １７名  〃 

1.12.13 応募依頼 上越市立北諏訪小学校 児童 １１名  〃 

2. 1.16 審査会応募１１１点より優秀作品１２点を選出  〃 

2. 2.25各賞入賞者表彰 斐太北小学校３名参加  〃 

2. 2.27        〃   八千浦小学校 ３名参加  〃 

2. 2.28        〃   北諏訪小学校 ４名参加  〃 

2. 2.28 表彰状を学校へお届け 黒田小学校 １名  〃 

2. 2.28        〃       富岡小学校 １名  〃 

紙芝居練習 1. 7.11 租税教育講師の紙芝居練習   ４名参加  〃 

1. 8. 8 租税教育講師の紙芝居練習   ４名参加  〃 

研 修 会 1.11. 1 租税教育講師研修会高田税務署 １３名参加 青年・女性部会 

税のマンガ本配布 ３４８冊 

 



【４】税の広報活動 

(１) 全法連機関紙「ほうじん」の配布 

税・経営関係に関する情報を提供するため、高田法人会発行の広報誌１回、全国法人会総

連合のほうじん誌（季刊発行）４回を会員および一般向けに無料で配布した。 

 (２)ホームページの掲載と公共施設等への配付 

ホームページでは税情報や各種研修会等の案内を掲載した。また、高田税務署管内の公共施

設や金融機関等３３か所に広報誌や各種研修会等の案内チラシや会報等を備えてもらう等、

一般市民への広報を積極的に行った。 

(３) 税金クイズ街頭広報 

一般市民への税の啓発の街頭広報として、青年部会では高田地区開催のイベント会場におい

て、また女性部会では今回初めて税を考える週間(毎年１１月１１日から１７日まで)におい

て管内行政各機関の広報活動に同行し、市内ショッピングモールにおいてそれぞれ「税金ク

イズ」を実施した。 

 

 

 

 

 

 

【５】税の調査研究及び税制改正に関する提言事業 

（１）今年度４月に税制委員を中心に「税制改正に関するアンケート調査」を実施し、県連で取り

まとめ全法連へ提出した。 

公益財団法人全国法人会総連合がまとめ策定した、令和２年度の税制改正に向けてのスロー

ガンについては、次のとおりとした。 

○ 経済の再生と財政健全化を目指し、歳出・歳入の一体的改革を！ 

○ 適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！ 

○ 中小企業は日本経済の礎。活力向上のための税制措置拡充を！ 

○ 中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！ 

 

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税金クイズ 1.10.19 ＳＡＫＥまつり会場回答者        一般市民  １３９名 

1.11.11 税を考える週間税金クイズ  於 イオン上越店  

回答者         一般市民   ３５名 

                                                 合 計    １７４名 

 令和２年度税制改正では、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの

促進及び投資や賃上げを促すための税制上の措置が講じられました。さらに、経済社会の

構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現するととも

に、ＮＩＳＡ制度の見直し等が行われました。 

法人会では、昨年９月に「令和２年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、

政府・政党・地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、

中小法人向け税制措置の適用期限延長など法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下の

とおり実現する運びとなりました。 

 



[法人課税] 

１．少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置 

法人会提言 改正の概要 

・少額減価償却資産の取得価額の損金

算入の特例措置については、損金算

入額の上限（合計３００万円）を撤

廃し全額を損金算入とする。なお、

それが直ちに困難な場合は、令和２

年３月末日までとなっている特例措

置の適用期限を延長する。 

・適用対象から、連結納税制度適用事業者

及び従業員５００人超の法人が除外され

たうえで、適用期限が２年延長されま

す。 

 

２．交際費課税の適用期限延長 

法人会提言 改正の概要 

・交際費課税の特例措置については、

適用期限が令和２年３月末日までと

なっていることから、その延長を求

める。 

・中小法人の交際費課税の特例措置（定額

控除限度額８００万円まで損金算入可）

の適用期限が２年延長されます。 

 

・交際費等のうち接待飲食費の５０％まで

を損金算入できる特例措置については、

対象法人から資本金の額等が１００億円

を超える法人が除外されたうえで、適用

期限が２年延長されます（中小法人の交

際費課税の特例措置との選択適用）。 

 

[消費課税] 

１．消費税の確定申告書の提出期限 

法人会提言 改正の概要 

・消費税の確定申告書の提出期限は、

前述の法人税の確定申告書の提出期

限に合わせ、課税期間終了後３か月

以内（現行２か月以内）とするこ

と。 

なお、上記改正が行われるまでの間

においても、法人税の申告期限の延

長特例を受けている法人について

は、消費税についても申告期限の延

長を認めること。 

・法人税の確定申告書の提出期限の延長の

特例を受ける法人について、消費税の申

告期限を１月延長する特例が創設されま

す。 

 

[その他] 

１．地方のあり方 

法人会提言 改正の概要 

・地方創生では、さらなる税制上の施

策による本社機能移転の促進、地元

の特性に根差した技術の活用、地元

大学との連携などによる技術集積づ

くりや人材育成等、実効性のある改

革を大胆に行う必要がある。 

・地方拠点強化税制の適用期限が２年延長

されます。また、雇用促進に係る税制措

置について、移転型事業の上乗せ措置に

おける雇用者１人当たりの税額控除額が

拡充されます。 

 



２．電子申告 

法人会提言 改正の概要 

・国税電子申告（ｅ－Ｔａｘ）の利用

件数は年々拡大してきているが、さ

らなる促進を図る観点から、制度の

一層の利便性向上と、地方税の電子

申告（ｅＬＴＡＸ）とのシステム連

携を図る必要がある。 

・振替納税の通知依頼及びダイレクト納付

の利用届出について、ｅ－Ｔａｘにより

申請等を行うことが可能となります。 

 

 

 

（２）税制改正要望大会への参加 

  開催日 令和元年１０月３日（木） 

   会 場 三重県津市 「産業・スポーツセンター」 

   来 賓 星野次彦 国税庁長官  鈴木英敬 三重県知事  他  

 法人会参加人員 約１,６００名 

（３）要望実現のための陳情活動の展開 

令和２年度税制改正要望書提出  

令和元年１１月(笹川副会長.山川税制委員長.事務局長)     

          高鳥修一 衆議院議員     

村山秀幸 上越市長  武藤正信 上越市議会議長  杉田勝典 上越市議会副議長 

      令和元年１２月(小熊会長、山﨑副会長、事務局長） 

        入村明 妙高市長   関根正明 妙高市議会議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



２．地域社会・地域経済の整備改善事業 

【１】 講演会・セミナー事業 

     令和元年度の地域経済の発展につながる実務セミナーや、地域社会への活性化に役立つ講演

会については、下記のとおり開催した。 

研修会・講演会実施状況 

 

 

【２】 地域の福祉問題や環境問題改善事業 

(１) 古タオル・古シーツ・古い絵本等の寄付 

女性部会では、一般市民に家庭で不用になった古タオル・古シーツ・古い絵本を、市内 

２４か所に設置した回収ボックス（スーパー、金融機関、会員事業所等）や法人会の事業

 内   容 参加者 講 師 

本 部 

高 田 支 部 

直江津支部 

共催 

1.11.15 於 デュオ・セレッソ 

税を考える週間特別記念講演会 第 2部 

「『週刊文春』はなぜスクープを連発できるのか」  
１５３ 

「週刊文春」編集局長 

新谷 学 氏 

本 部 2.2.21 於 デュオ・セレッソ 

健康講演会 

「こころと健康―精神学的ストレスを 

減らし、健康を保つ秘訣とは？」 

２０４ 

京都府立医科大学大学院医学研究科 

免疫学 助教 

渡邉 映里 氏 

直江津支部 1. 9. 6 於 ホテル センチュリーイカヤ 

「上越市立水族博物館の現状と展望」 
４５ 

上越市立水族博物館 館長 

櫻 健太郎 氏 

新 井 支 部 1.11.11於 シチズン時計マニュファクチャリング㈱妙高工場 

優良企業見学・研修会 
２０ 

シチズン時計マニュファクチャリング㈱妙高工場  

担当者 

妙高高原支部 

 

1.10.16 於 赤倉ワクイホテル 

「 接客×笑い の法則」 （共催） 
２６ 

クレームコンサルタント 

谷 厚志 氏 

頸 北 支 部 

 

1. 7.20 於 柿崎地区公民館下黒川分館 

 「復興めざして！酒造り・街づくり」 

（共催） 

４９ 

加賀の井酒造㈱ 第１８代蔵元 

小林 大祐 氏 

東 頸 支 部 1. 5.14 於 安塚商工会館 

まちづくりについて 
１７ 

上越東農林事務所 所長 

八代 昌彦 氏 

上越東維持管理事務所 所長 

上村 康司 氏 

名 立 支 部 1.11.20 於 うみてらす名立 光鱗 

「能水商店の取り組みと地域振興」 

（共催） 

１３ 

㈱能水商店 代表取締役 

松本 将史 氏 

2. 1.10 於 うみてらす名立 光鱗 

「地域資源と着地型観光について 

 ～フルサットが目指すもの～」（共催） 

４６ 

㈱北信越地域資源研究所 代表取締役 

平原 匡 氏 

 合 計   ９回 ５７３名 （内一般２０３名） 

 



を通して寄付を募り、女性部会役員が回収した。古タオルについては、日常の消耗品であ

るティッシュペーパーとともに、特別養護老人ホームや老人介護施設等８か所を訪問して

寄贈した。また、絵本については、保育園３か所に寄付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(２) 環境美化ボランティア運動   

各地域において、各支部が他団体と共催で美化ボランティア活動や献血活動を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(訪問先) 

特別養護老人ホーム．老人保健施設 

介護付有料老人ホーム.保育園 

その他 

 

 

 

 

 

 

令和元年度  合計 

(訪問回数) 

1. 7. 2 ２か所 

1. 9.13 ２か所 

1.10.26 １か所

1.11. 5 １か所 

1.11.18 １か所 

1.12.16 ２か所 

2. 3.25  １か所 

2. 3.27  １か所 

 

１１回 

 

古タオル他     ５５０kg 

古い絵本     １４０冊 

ティッシュペーパー      ８０箱 

手作りマスク   １３０枚 

 

 

 

平成１２年７月から開始   累計 

 

 

 

２１９回 

古タオル他 １１，９４６kg 

古い絵本   １，０８６冊  

 ティッシュペーパー   ３，８７５箱 

手作りマスク    １３０枚 

美化運動                               実施回数 10回       

31. 4.11 ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「国道８号線周辺ごみ拾い」（名立支部共催）      ７２名参加 

1. 5.16 花いっぱい運動「豊橋交差点花壇花植え」（妙高高原支部共催）  １２名参加 

1. 5.22 花いっぱい運動「安塚区公共施設花植作業」（東頸支部共催）    ９名参加 

1. 5.22 花壇整備 「ほくほく大島駅前花壇」草刈  （東頸支部共催）     

1. 5.28    同   上              花植え ( 同  上 ）   ２１名参加 

1. 6. 1 花いっぱい運動「公共施設花壇花植え」  （名立支部共催）     １４名参加 

1. 6.24 美化運動 「虫川大杉駅清掃及び草取り」 (東頸支部)        ９名参加 

1.8.17～19 福祉 手しごと・手づくり柿崎・上越作品展 （頸北支部共催）２９６名参加 

1. 9.12 ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「国道８号線周辺ごみ拾い」（名立支部共催）      ７４名参加 

1.10. 7 花いっぱい運動「豊橋交差点花壇花植え」（妙高高原支部共催）      １１名参加 

献血                                 実施回数 ２回 

1. 8. 8 大潟区保険センター （大潟支部共催）               ２６名参加 

2. 1.21 大潟区保険センター （大潟支部共催）              ３２名参加 

交通安全                              実施回数 ２回 

1.11.14 交通安全鈴の作成 （妙高高原支部共催）              ６名参加 

2. 3.18 地区の小学校新１年生に交通安全鈴をお祓い後贈呈（ 〃 ）        ３名参加 

1 



Ⅲ．共益関係 

１．会組織の充実、全国各地法人会との連携強化、 

会員支援のための親睦・交流に関する事業、会員のための福利厚生事業 

【１】 会組織の充実事業 

(１) 組織 

会員数  １，６５４社（令和２年３月３１日現在） 

組織率   ４１．９％（所管法人数 ３，９４３社） 

 

(２) 会員移動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 組織の充実・強化 

①組織委員会、並びに 正副支部長・部会役員合同会議を開催し、「３年２００社増強」の取

組最終年度として目標設定と相互連携による会員増強運動を行うこととし、支部単位の取

組みとともに、青年部会・女性部会への入会と合わせ両部会役員も入会勧奨に努めた。 

② 新設法人データにより法人会入会のおすすめ等のダイレクトメールを送付するとともに、

役員を中心とした入会勧誘を行った。 

③ 研修会やセミナーにおいては、参加した未加入法人への入会勧奨を実施した。 

④ 組織委員会において、さらに踏み込んだ目標設定や取り組み方策を検討するとともに、青

年部会、女性部会をはじめ支部毎の取り組みをお願いするなど、積極的な連携を図った。 

⑤今年度は特に支部毎に会員増強対策としての役員会を開催してもらい、支部単位の取り組

みも強めた。 

⑥その他、入会勧誘チラシの作成・配布を引き続き行うとともに、福利厚生制度受託会社や

税理士会等を通じての会員増強の取り組みの協力を要請した他、法人会ポスターの掲示や

ホームページによる法人会広報に努めた。 

 

【２】 会員支援のための親睦交流、全国各地法人会との連携事業 

会員企業の積極的な情報交換の場となる親睦交流事業を引き続き行った。また、全国・

県内各地の法人会会員との連携と交流を深めるため、各種行事に積極的に参加した。特

に本年度は青年部会の県連合同セミナーが当管内で開催され、県内各地から１０３名の

参加があった。 

 

 

期首会員数 
期 中 移 動 

３月末会員数 
入 会 退 会 

 

１，６３１社 

 

６８社 

 

 ４５社 

(内賛助会員７５) 

１，６５４社 

 期首会員数 入会 退会 ３月末会員数 

青年部会  ８０名 １１名  ７名 ８４名 

女性部会  ７４名 １５名  ９名 ８０名 

 



会員交流事業 

全国女性フォーラム 31. 4.25 全国女性フォーラム（富山大会） 富山産業展示館テクノホール  

総会後懇親会 1. 5.20 親会・青年部会・女性部会合同 デュオ・セレッソ 

日帰り研修旅行 1. 6.26 女性部会美術館巡りの旅 みなかみ 天一美術館 

県連合同セミナー 1. 9.18 県連青年部会合同セミナー 百年料亭 宇喜世 

施設見学 1.10. 3 女性部会「企業見学」 ロッテアライリゾート 

法人会全国大会 1.10. 3 法人会全国大会（三重大会） 三重県津市産業・スポーツセンター 

県連合同セミナー  1.10.17 県連女性部会合同セミナー 五泉市ガーデンホテル マリエール 

ゴルフコンペ 1.10.29 青年部会ゴルフコンペ・慰労会 妙高サンシャインゴルフ倶楽部  

全国青年の集い 1.11. 8 全国青年の集い（大分大会） 大分県 iichiko総合文化センター 

親睦交流会 1.11.15 本部、青年・女性部会合同 デュオ・セレッソ 

新年賀詞交歓会 2. 2.21 本部、青年・女性部会合同新年会 デュオ・セレッソ 

 

【３】福利厚生事業 

全法連の福利厚生制度は法人や社員のリスク管理対策であるばかりでなく、法人会にとっては

会員増強、財政基盤の安定化に資するものであるため、推進各社と連携を図りながら、積極的な 

情報提供に努め着実な活動に取り組んだ。 

①法人会福利厚生制度推進連絡協議会を開催し、課題と情報の共有化を図るとともに、会員に対

して情報提供を積極的に行った。 

②福利厚生制度推進に功績のあった協力会社推進員の表彰を行った。 

③会員対象に、健康管理サ－ビスとしてＰＥＴ／ＣＴがん検診（法人会会員特別価格）を長野Ｐ

ＥＴ・画像診断センターと提携し、法人会大型保障制度加入者に受診の補助を実施し福利厚生

制度推進に繋げた。平成１９年１１月より延べ２２５名が受診した。 

 

Ⅳ．管理関係 

【１】事務運営体制の確立 

 公益法人制度改革を踏まえた諸事業の運営と事務管理を行うため、本年度も諸会議の適時開催

を行うとともに、関係機関との連携を図りながら、適正な制度運用と事業活動の実施に努めた。 

 

【２】諸会議の開催状況 

(１) 公益社団法人第９回通常総会               

日 時 令和元年 5月 20日(月)午後 2時 45分～          場 所 デュオ･セレッソ 

議 事  

（決議事項）1.平成 30年度決算報告承認の件 

      2.役員選任（案）承認の件 

      3.その他 

（報告事項）理事会承認事項 

1.平成 30年度事業報告 

2.平成 31年度事業計画 

3.平成 31年度収支予算  
 



4.その他 

    出席者 ９４６名(内委任状８６０名)   

法人会の福利厚生制度推進功績者に表彰状贈呈        

 

(２) 正副会長会 

①日 時 令和元年 8月 6日(火)午後 3時 45分～           場 所 長養館    

議 題 1.税を考える週間記念講演会講師等について 

         2.次回理事会日程と議題について 

         3.会員増強について 

         4.その他 

     出席者 ９名               

（税理士会・法人会正副合同会議） 

②日 時 令和元年 8月 6日(火)午後 5時 00分～          場 所 長養館    

議 題 1.今後の連携のあり方について 

          ・高田法人会の現状と課題 

     ・法人会の事業活動と会員増強 

         2.その他 

 出席者 １３名 

③日 時 令和元年 10月 16日(水)午後 4時 00分～       場 所 ホテルハイマート   

         （理事会前正副会長会議） 

議 題 1.理事会報告事項について 

         2.三者会議について 

     出席者 5名 

④日 時 令和 2年 1月 20日(月)午後 4時 00分～        場 所 長養館    

議 題 1.公益社団法人第 10回通常総会の開催日程と記念講演会講師について 

         2.総務委員会・支部長会及び理事会の開催日程等について 

         3.会員増強について 

         4.その他 

 出席者 ８名          

  （３）理事会 

①日 時 平成 31年 4月 23日(火)午後 4時 15分～           場  所 長養館 

議 題  

（討議事項）1.平成 30年度年間事業報告について     

2.平成 30年度決算報告について 

3.役員選任（案）について 

4.その他  

（報告事項）1.会員の現状について 

2.その他 

福利厚生制度連絡協議会 

出席者 ３５名          

②日 時 令和元年 5月 20日(月)午後 4時 10分～       場 所 デュオ･セレッソ 

議 題  
 



（討議事項）1.役員改選による会長、副会長の選定について     

2.顧問の選任について 

3.委員会委員の選任について 

出席者 ３８名          

③日 時 令和元年 10月 16日(水)午後 4時 15分～           場  所 ホテルハイマート 

議 題  

（報告事項）1.令和元年度事業経過報告並びに予算執行状況について     

2.今後の事業予定について 

3.その他  

  三者会議（高田税務署、税理士会役員、高田法人会役員）会員増強について 

福利厚生制度連絡協議会 

出席者 ３９名   

④日 時 令和 2年 3月 1７日(火)午後 4時 15分～              場  所 松風園藤作 

議 題  

（決議事項）1.会員増強表彰規程（案）について  

2.令和 2年度事業計画（案）承認の件     

3.令和 2年度予算（案）承認の件 

4.公益社団法人高田法人会第 10回通常総会の開催の件 

5.その他 

（報告事項）1.令和元年度予算執行状況報告について 

2.全法連・県連表彰者について 

3.その他 

出席者 ３１名 

(４) 監査会 

日 時 平成 31 年 4月 19日(金)午前 11時 00分～            場  所 上越商工会議所 

議 題 1.平成 30年度事業報告並び会計監査実施   

      出席者 ４名 

(５) 委員会 

総務委員会 

（支部長・総務委員合同会議） 

①日 時 平成 31年 4月 23日(火)午後 3時 30分～         場  所 長養館 

議 題  

（討議事項）1.平成 30年度年間事業報告について     

2.平成 30年度決算報告について 

3.役員選任（案）について 

4.その他  

（報告事項）1.会員の現状について 

2.その他 

     出席者 ９名 

（支部長・総務・組織・青年部会・女性部会部会長合同会議） 

②日 時 令和 2年 3月 17日(水)午後 4時 00分～            場  所 松風園藤作 

議 題  
 



（討議事項）1.会員増強表彰規程（案）について 

2.令和 2年度事業計画（案）について     

3.令和 2年度予算（案）について 

4. 公益社団法人高田法人会第 10回通常総会について 

5.その他  

（報告事項）1. 令和元年度予算執行状況報告について 

2. 全法連・県連表彰者について 

     出席者 １８名 

税制委員会 

日 時 令和元年 7月 18日(木)午前 11時 00分～             場  所 上越商工会議所 

議 題 1.税制改革要望に関するアンケート調査結果について     

2.令和２年度税制改革要望事項について 

3.その他  

出席者 ６名 

厚生委員会 

日 時 令和元年 8月 29日(火)午前 11時 00分～             場  所 上越商工会議所 

議 題 1.親睦交流会の実施について      

2.令和元年度「健康についての講演会」と「賀詞交歓会」 

 について 

3.その他  

出席者 ８名 

（福利厚生制度推進打ち合わせ会議） 

日 時 令和元年 8月 6日(火)午前 11時 00分～              場  所 上越商工会議所 

議 題 1.福利厚生制度推進の今後の取り組みについて      

2.その他 

出席者 ４名 

広報委員会・研修委員会 

日 時 令和元年７月 23日(火)午前 11時 00分～              場  所 上越商工会議所 

議 題 1.広報事業の現状と課題について 

2.令和元年度会報(№３５)の編集方針について 

3.研修事業の現状と課題について 

4.その他 

出席者 ８名 

 組織委員会 

①日 時 令和元年９月 27日(金)午前 11時 00分～              場  所 百年料亭 宇喜世 

議 題 1.会員増強の現状と今後の取組みについて 

2.その他 

出席者 ７名 

②日 時 令和元年 12月 5日(木)午前 11時 00分～              場  所 百年料亭 宇喜世 

（正副支部長・青年部会・女性部会正副部会長合同会議） 

議 題 1.高田法人会及び県下１３法人会の現状について 

2.これからの会員増強の取組みについて 

 



3.その他 

出席者 ２１名 

③日 時 令和 2 年１月 28日(火)午前 11時 00分～              場  所 百年料亭 宇喜世 

議 題 1.会員増強の現状と今後の取組みについて 

2.その他 

出席者 ６名 

④日 時 令和 2年 3月 17日(火)午後 4時分～                 場  所 松風園藤作 

（支部長・組織・総務・青年部会・女性部会部会長合同会議） 

議 題 1.会員増強の取組みの集約について 

2.その他 

出席者 １７名 

(６) 支部長会 

①日 時 平成 31年 4月 23日(火)午後 3時 30分～             場  所 長養館 

議 題 総務委員会と合同で開催 

②日 時 令和元年 12月 5日(木)午前 11時 00分～            場  所 百年料亭 宇喜世 

議 題 組織委員会・青年部会・女性部会と合同で開催 

③日 時 令和 2年 3月 17日(火)午後 4時 00分～             場  所 松風園藤作 

議 題 組織・総務・青年部会・女性部会部会長と合同会議  

（７） 支部事務担当者会議 

 日 時 令和元年 10月 30日(水)午前 11時 00分～            場  所 春日亭 

議 題 1.令和元年度事業の実施について 

    2.会計処理の留意点について 

    3.支部等運営規則について 

    4.その他 

出席者 ９名 

 (８) 青年部会関係 

31.4.18 

  4.18 

 監査会 

役員会        

  H30監査 

H30 収支事業報告・H31 事業計画予算（案）・会員増強 

上越商工会議所 

上越商工会議所 

  1.5.15  正副部会長会議 2019県連セミナーについて（現・新役員） 上越商工会議所 

    5.20  総会 総会 デュオ・セレッソ 

  6.10  役員会 今後事業、会員増強について他 上越商工会議所 

    8. 5  正副部会長会議 2019県連セミナーについて 上越商工会議所 

    9. 4  役員会 2019県連セミナーについて 百年料亭 宇喜世 

   10. 8  役員会 今後事業、会員増強について他 上越商工会議所 

 2. 1.22  正副部会長会議 令和２年度事業計画・予算概要他 上越商工会議所 

    2.13  役員会 R1収支事業報告・R2事業計画予算（案） 上越商工会議所 

（９） 女性部会 

31.4.12     監査会 H30監査 上越商工会議所 

4.12  役員会 H30 収支事業報告・H31 事業計画予算（案）・会員増強 上越商工会議所 

1.5.20  総会 総会 デュオ・セレッソ 

 6.12  役員会 今後事業、会員増強について他 上越商工会議所 



9. 3  役員会 今後事業 (租税教育他) 上越商工会議所 

10.23  役員会 全国女性フォーラム打ち合わせ 上越商工会議所 

10.28  役員会 今後事業、会員増強について他 上越商工会議所 

12. 3  正副部会長・担当役員会議 会員増強について 上越商工会議所 

2. 1.16  正副部会長会議 令和２年度事業計画・予算概要他 上越商工会議所 

 1.16  正副部会長・担当幹事会議  絵はがきコンクール審査会 上越商工会議所 

3. 6  役員会 R1収支事業報告・R2事業計画予算（案） 上越商工会議所 

（１０） 支部関係 

 31.4. 3  名立支部監査会 H30 監査 名立商工会館 

   4. 4  名立支部役員会 総会議案審議・総会開催要項 名立商工会館 

    4.17  東頸支部監査会 H30 監査 安塚商工会館 

    4.17  東頸支部役員会 総会議案審議 安塚商工会館 

1.5.10  妙高高原支部幹部会 総会議案審議・総会開催要項 妙高高原商工会館 

5.14  東頸支部総会 総会 安塚商工会館 

5.15  名立支部総会 総会 ホテル光鱗 

5.16  新井支部監査会 H30 監査 新井商工会議所 

5.16  新井支部役員会 総会議案審議 新井商工会議所 

5.27  高田支部監査会 H30監査 上越商工会議所 

5.28  大潟支部監査会 H30 監査 大潟商工会館 

5.28  大潟支部役員会 総会議案審議 大潟商工会館 

6. 6  高田支部役員会 H30 決算報告・R1 予算事業計画（案）・役員改選 上越商工会議所 

6. 6  妙高高原支部監査会 H30 監査 妙高高原商工会館 

6. 6  妙高高原支部理事会 H30 決算報告・R1 予算事業計画（案） 妙高高原商工会館 

6.13  新井支部総会 総会 新井商工会議所 

6.21  直江津支部監査会 H30 監査 上越商工会議所 

6.24  大潟支部総会 総会 鵜の浜ニューホテル 

6.27  頸北支部監査会 H30 監査 柿崎商工会館 

6.27  頸北支部役員会 総会議案審議 柿崎商工会館 

6.27  頸北支部総会 総会 柿崎商工会館 

6.27  妙高高原支部総会 総会 池の平温泉 シルバー音羽 

    6.28  高田支部総会 総会 やすね 

7.17  直江津支部役員会 H30 決算報告・R1 予算事業計画（案）・役員改選 松風園 藤作 

8. 8  新井支部役員会 会員交流会について 新井商工会議所 

9. 4  妙高高原支部幹部会 会員増強について 妙高高原商工会館 

9. 6  直江津支部総会 総会 センチュリーイカヤ 

10.10  名立支部役員会 下期事業について 名立商工会館 

10.24  新井支部役員会 会員増強について 新井商工会議所 

11.11  妙高高原支部理事会 会員増強について 妙高高原商工会館 

11.20  直江津支部役員会 会員増強について 上越商工会議所 



11.25  新井支部役員会 会員増強について 新井商工会議所 

2. 2.20  頸北支部役員会 会員増強について 柿崎商工会館 

（１１） その他会議・行事参加 

1.5. 9  間税会役員会 松風園 藤作 

5.17  税団連幹事会 関東信越税理士会高田支部 

   6. 3  税理士会総会 デュオ・セレッソ 

6.12  間税会総会 松風園 藤作 

6.24  妙高市租税教育推進協議会総会 妙高市役所 

6.24  上越市租税教育推進協議会総会 上越市役所 

6.25  税団連総会 上越市市民プラザ 

9. 9  間税会役員会 松風園 藤作 

10.30  税団連事務連絡会議 高陽荘 

10.30  税団連広報委員会 高陽荘 

11.13  納税表彰式、祝賀会 高陽荘 

11.21  年末調整のしかた本販売 リージョンプラザ 

11.22  年末調整のしかた本販売 新井ふれあい会館 

11.28  間税会役員会 松風園 藤作 

2.1. 6  上越市新年祝賀会 リージョンプラザ 

1. 6  妙高市新年を祝う集い 新井ふれあい会館 

(１２)  全法連・県連関係会議参加  

31.4.25  全法蓮・全国女性フォーラム（富山大会） 富山産業展示館 

1.5.20  全国女性フォーラム新潟大会第４回実行委員会   にいがた法人会館       

5.22  県連・総務委員会 にいがた法人会館 

6.11  県連・総会 ホテルイタリア軒 

6.13  県連・新潟法人会合同税制委員会 にいがた法人会館 

7. 3  県連・青年部会協議会役員会 にいがた法人会館 

7.29  県連・女性部会協議会役員会 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 

7.29  県連・厚生委員会、大型保障制度「特別推進会議」 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 

8.27  関信局連・通常役員総会     ラフレさいたま 

9.10  全国女性フォーラム新潟大会第５回実行委員会   にいがた法人会館       

9.12  県連・理事会及び福利厚生制度連絡協議会 ホテルイタリア軒 

9.18  県連・青年部会合同セミナー 百年料亭 宇喜世 

9.26  県連・事務局会議及び研修会 ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 

10. 3  全法連・全国大会「三重大会」 三重県津市産業・スポーツセンター 

10.17  県連・女性部会合同セミナー 五泉市ガーデンホテル マリエール 

10.28  全国女性フォーラム新潟大会第６回実行委員会    にいがた法人会館 

10.31  県連・青年部会「健康経営プロジェクト」研修会 にいがた法人会館 

11.27  全国女性フォーラム新潟大会第７回実行委員会 にいがた法人会館 

11. 8  全法連・全国青年の集い（大分大会） iichiko 総合文化センター グランシアタ  



12. 4  関信局連・事務局担当者研修会 ブリランテ武蔵野 

12. 9  県連年末特別講演会 ANA クラウンプラザホテル新潟 

12.16  県連事務局長会議 万代シルバーホテル 

2.1.22  全法連・賀詞交歓会 帝国ホテル 

1.30  全国女性フォーラム新潟大会第８回実行委員会 にいがた法人会館 

2. 5  県連・総務委員会 ANA クラウンプラザホテル新潟  

2. 7  県連・理事会及び国税局幹部との協議会 ANA クラウンプラザホテル新潟  

2.26  全国女性フォーラム新潟大会第９回実行委員会 にいがた法人会館 

 

                             

 


