
理事会報告  令和２年度事業報告 

令和２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２年度は第１０期目であり、引き続き法人

会の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うことを方針としたと

ころである。しかしながら、昨年 1 月以来の新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中、高田法

人会の事業や会議については、大きな影響を被り、止む無く延期や中止となったものが多く発生した

が、出来る限りの感染予防に努めながら可能な事業活動については実施した。 

まず、税を巡る諸環境の整備改善事業については、税務研修会をはじめ 7 月までの研修会関係はす

べて中止又は延期としたが、決算関係など中止としたものについては、希望者に対して研修会の際に

配付予定だった資料を無償提供した。また、９月以降は定員数を抑え、余裕のある会場の選定や検温

の実施等感染防止に努めながら当初予定した研修会・セミナーをほぼ開催することが出来た。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

の研修とともに、実施した別の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ほか、機会

は限られたが役員会等においては実施要請や資料提供に努めた。 

 青年部会、女性部会における租税教室については、小学生を対象にした夏休みの施設見学は中止と

したが、小学校や放課後児童クラブに出向いてのものは、回数の減や実施方法を工夫して行った。 

税を考える週間特別講演会は実施できたが、それ以外の親会総会、支部総会時の各講演会、健康講

演会は延期又は中止となった。その他、各支部においても慎重な判断のもと、例年行ってきた事業活

動を中止又は回数を減らさざるを得なかった。 

税制改正への提言事業は、「税・財政改革の推進とコロナ禍にあっての中小企業対策」を基本的なテ

ーマとしながら２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

コロナ禍支援策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、それぞれの事業回数は減となったが、地域経済の

振興や地域活性化につながる研修会及び講演会を開催した。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、

献血活動も実施した。 

共益事業関係では、会員親睦、会員交流事業についても、飲食の伴う事業については特に慎重な対

応が求められたことから、一部実施できたものもあったが、大部分は中止せざるを得なかった。 

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

目標を引き続き設定し、それぞれの組織と連携を図りながら取り組んだ結果、会員減少の著しい支部

においても新たな会員を複数確保できた。 

会議関係では、当会主催の総会を含む各種会議については、感染防止に最大限努めながら年間予定

したものは役員の皆様を中心にご理解いただき殆ど開催することが出来た。また、外部団体の関係で

は、書面票決が多く実施され、それに則りながら対応した。 

 



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 

 (１) 各研修会・セミナーの開催（資料配布のみ含む） 

令和２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、前半は、研修

会の実際の開催が難しかったため、税制改正、税務、申告、決算の関係で、希望者へ資料配布や

資料送付を行った。後半においては、引き続き地方税務の他、今年度については確定申告のため

の説明会が全国的に中止となったことから、当会主催で余裕のある会場設営など感染対策を講じ

ながら確定申告に係る事務研修会を開催した。また、実施に当たっては、税務署や県・市との連

携・指導体制を出来るだけお願いしながら、慎重に行うとともに、会計や労務関係、また今年度

初めての情報セキュリティ対策等、企業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

については、ほぼ予定どおり開催した。 

 

事 業 名 内        容 回 数 
参加者

（名） 
講    師 

税務研修会 2. 6.11 令和元年度法人税関係法令改正の概要 

           （法人会事務局 資料配付） 

2. 9.17 ・法人県民税・事業税に係る令和

１・２年度税制改正の概要につ

いて 

・市税 償却資産について 

 2.10.22 企業税務・会計徹底ｾﾐﾅｰ 

 2.10.22 会社取引を巡る税務、源泉所得税

実務等について 

 2.12. 3 年末調整研修会 

    「年末調整における実務」第１部 

 「年末調整における実務」第２部 

６回 

 

２４１名 

  

高田税務署担当官 

（資料提供） 

新潟県上越地域振興局

県税部課税課担当官 

 

上越市税務課担当官 

高田税務署担当官 

 

決算説明会 2. 4.21会社の決算 と申告・申告の留意点 

     （法人会事務局 資料配付） 

2. 7.21会社の決算と申告・申告の留意点 

（法人会事務局 資料配付） 

 2.10. 8 会社の決算と申告・申告の留意点 

（法人会事務局 資料配付） 

 3. 1.21会社の決算と申告・申告の留意点 

（法人会事務局 資料送付） 

４ １８４   

高田税務署担当官 

（資料提供） 

 

 

 



 

青年･女性部会 

(経営・税の勉強会) 

2. 9.23 政策金融と国税、国家財政 

青年部会  
１ １１ 

高田税務署担当官 

2.9.24経営者のためのハラスメント防止対策 

                女性部会 
１ ２３ 

弁護士 

原野 聖子 氏 

2.11. 6 年末調整について 
女性部会 １ ２１ 

高田税務署担当官 

2.12.12 年末調整の留意点 Q&A 

    新型コロナウイルスに関する給付金等、税務上の取り扱い 他 
女性部会 

１ ２６ 
山川とも子 税理士 

3. 3. 3 

事業継続力強化計画認定制度の概要、法人税等の申告・調査事績の概要 
女性部会 

１ １９ 
高田税務署担当官 

3. 3. 5  

事業継続力強化計画認定制度の概要、法人税等の申告・調査事績の概要 
青年部会 

１ １４ 
高田税務署担当官 

支 部 等 

(税の勉強会) 

2. 6.25 税務について 資料配付 

              大潟支部 
１ １１  

高田税務署担当官 

（資料提供） 

2. 6.26 税務について 資料配付 

             妙高高原支部 
１ ６ 

高田税務署担当官 

（資料提供） 

2. 6.29 税務について 資料配付 

               頸北支部 
１ １０ 

高田税務署担当官 

（資料提供） 

2. 7. 2 税務について 資料配付          

高田支部 
１ ３３ 

高田税務署担当官 

（資料提供） 

2. 8.18 税務について 資料配付          

直江津支部 
１ ２８ 

高田税務署担当官 

（資料提供） 

2.11.25 税についてのセミナー 

高田支部・直江津支部（共催） 
１ ４３ 

髙山正人 税理士 

経営財務セミナー 2. 9.17 情報セキュリティ対策セミナー 

「まずはできるところから始めよう 

～情報セキュリティ対策（ＩＰＡ）をわかりやす

く解説します～」 

１ ２２ 

㈱ジェーミックス 

セキュリティ対策 

担当者 

2.11. 9 雇用労働・経営セミナー 

「雇用状況や助成金等について」 

「労働管理上の留意点について」 

   上越商工会議所 （後援） 

2.11. 9 「コロナ禍下での総会運営について  
オンライン総会を行うには～」 

               上越商工会議所 （共催） 

２ ２８ 

上越公共職業安定所 統括職業指導官

小柳 博行 氏 

上越労働基準監督署 副署長

五十嵐 潤 氏 

八田賢司司法書士事務所 

八田 賢司 氏 

2.11.24 経理の力！ステップアップセミナー 

          高田支部 （共催） 

上越商工会議所・新井商工会議所（後援） 

１ １８ 

㈲マスエージェント代表取締役  

林 忠史 氏 

 



 

(２) インターネットセミナー 

高田法人会ホームページからログインし、会員なら誰でもインターネット上で税務・経

営・人材育成等、企業経営の向上に資するセミナーを聴講出来るものである。また、アク

セス数は前年度までは順調に増加してきたが、事業活動の回数の減に伴いネットセミナー

広報の配布が減ったこともあり、令和２年度は伸び悩んだ。 

利用状況アクセス数 延べ，７，１２５件 （内一般７０１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、法人会研修事業の中心であり、令和２年度においても各種テ

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。また、今年度は中止した研修会

については、希望者に使用予定だった研修会資料を配布した。 

配付したテキスト等 

令和２年度税制改正のあらまし／調査官はここを見る！税務調査のチェックポイント／

会社の決算・申告の実務／源泉所得税実務のポイント／新型コロナ緊急経済対策ガイド 

ブック／R2 年版 知っておきたい法人税／会社取引をめぐる税務 Q＆A／主要税法取扱便

覧／自主点検チェックシート入門編／自己点検チェックシートフルバージョン／会社が

もらえる助成金活用のポイント／税のマンガ本おじいさんの赤いつぼ／損益計算書から考

えるコスト削減のカンどころ／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／R2 年

版 会社税務のてびき／会社役員のための確定申告実務ポイント／令和２年分からの新し

い年末調整実務／逆境に負けない元気な会社の経営戦略／おさえておきたい改正相続法

と税務１５のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務コンプライアンス 2. 4.21 自主点検チェックシート（入門編）の活用に

ついて           （資料配付） 

2. 7.21    〃 

2.10. 8    〃 

2.10.22 自主点検チェックシート(フルバージョン)の

活用について 

3. 1.21 自主点検チェックシート（入門編）の活用に

ついて           （資料送付） 

５ ２１３ 

法人会事務局 

             合 計   ３１回     ９５１名 （内一般１２９名） 



【２】税及び経済に関する講演会の実施状況 

令和２年度の税や経済に関する講演会を下記のとおり開催した。 

 

【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」は、実質的には中止せざるを得なかった。 

(１)  青年部会の小学生高学年対象に税金の使われ方を実感する為の施設見学は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止の観点から中止とした。また、租税教育資料とビデオを使用した小学校

を訪問しての「税の教室」については３回実施した。 

(２)  女性部会では、小学校放課後児童クラブ２か所に租税教育ＤＶＤをお持ちし、視聴をお願

いした。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、３か校を訪問し応募のお願いをした結果、４２作品

の応募があり、優秀作品を選考して表彰した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 演 会 内 容 回数 参加者 講  師 

2.11.17 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「国税庁の使命と任務」 

１ １４０ 

高田税務署長 

八木澤 浩 氏 

2.11.17 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） 

高田法人会青年部会創立３０周年記念事業 

第２部「わが国の政権運営と経済対策、 

新型コロナ対策」 

１ １４０ 

政治ジャーナリスト 

駿河台大学客員教授 

田﨑 史郎 氏 

合 計   ２回   ２８０名 （内一般３４名） 

租 税 教 室 

(５回開催 )  

2. 7.31 名立放課後児童クラブ   児童  １０名 女性部会 

2. 7.31 谷浜小学校放課後児童クラブ 児童 １４名  〃 

2.12. 8 上越市立和田小学校   児童 ２１名 青年部会 

2.12. 9 上越市立富岡小学校    児童 １４名  〃 

2.12.15 上越市立古城小学校    児童  ８名  〃 

絵はがきコンクール 2.11.24 事前説明・準備 上越市立富岡小学校 女性部会 

2.11.26 事前説明・準備 上越市立和田小学校  〃 

2.12.10 事前説明・準備 上越市立古城小学校  〃 

2.12. 8 応募依頼 上越市立和田小学校 児童 ２１名  〃 

2.12. 9 応募依頼  上 越 市 立 富 岡 小 学 校 児童 １４名  〃 

2.12.15 応募依頼 上越市立古城小学校 児童  ８名  〃 

3. 2. 2 審査会応募４２点より優秀作品８点を選出  〃 

3. 2.26 表彰状を学校へお届け 富岡小学校 １名  〃 

3. 2.26 表彰状を学校へお届け 古城小学校 １名  〃 

3. 3. 1 表彰状を学校へお届け 和田小学校 １名  〃 

税のマンガ本配布 67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、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) ホームページによる税の広報 

税についての情報コーナーを掲載（定期的に内容を更新）した。また、各種研修会の案内

を公開し一般市民にも参加を呼びかけた。 

 

【５】税の調査研究及び税制改正に関する提言事業 

（１） 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３年度の税制改正に向けてのスロー

ガンについては、次のとおりとなった。 

○コロナ禍における厳しい経営環境を踏まえ、中小企業に実効性ある支援と税制措置を！ 

○厳しい財政状況を踏まえ、コロナ収束後には本格的な税財政改革を！ 

 

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[法人課税] 

１．法人税率の軽減措置 

法人会提言 改正の概要 

・中小法人に適用される軽減税率の特

例１５％を本則化すべきである。ま 

た、昭和５６年以来、８００万円以

下に据え置かれている軽減税率の適

用所得金額を、少なくとも１，６０

０万円程度に引き上げる。なお、本

制度は令和３年３月末日が適用期限

となっていることから、直ちに本則

化することが困難な場合は適用期限

を延長する。 

・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例

の適用期限が２年延長されました。 

 

 

 令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、

企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措

置が創設されるとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例が設

けられました。また、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置が創設されま

した。 

法人会では、昨年９月に「令和３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、土地に係る固定資産税の課税標準額が据え置かれるなど法人会の提言

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。 

 



２．中小企業投資促進税制 

法人会提言 改正の概要 

・中小企業投資促進税制については、

対象設備を拡充したうえ、「中古設

備」を含める。なお、それが直ちに

困難な場合は、令和３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。 

・中小企業投資促進税制に商業・サービス

業・農林水産業活性化税制を整理・統合

したうえで、適用期限が２年延長されま

した。 

 

 

３．中小企業の設備投資支援措置 

法人会提言 改正の概要 

・「中小企業経営強化税制」、および

令和元年度税制改正で創設された

「中小企業防災・減災投資促進税制

（中小企業強靱化法）」は、令和３

年３月末日が適用期限となっている

ことから、適用期限を延長する。 

・中小企業経営強化税制について、対象に

経営資源集約化設備が追加されたうえ

で、２年延長されました。 

 

・中小企業防災・減災投資促進税制につい

て、計画の認定期限が設けられるととも

に、特別償却率の引き下げや対象資産の

見直しが行われました。 

 

[地方税] 

１．固定資産税の抜本的見直し 

法人会提言 改正の概要 

・令和２年の全国の公示価格は５年連

続で上昇し、地方圏においても、全 

用途平均、商業地が平成４年以来２

８年ぶりに上昇に転じるなど、地価

は全国的に上昇傾向が広がりはじめ

た。令和３年度は評価替えの年度と

なるが、今般の新型コロナは企業に

多大な影響を与えていることから、

負担増とならないよう配慮すべきで

ある。 

・令和３年度に限り、税額が増加する宅地

等（負担水準が商業地等は６０％未満、

それ以外は１００％未満の土地に限る）

及び農地（負担水準が１００％未満の土

地に限る）については、令和２年度の課

税標準額と同額となります。 

 

[その他] 

１．新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の延長等 

 

２．少子化対策 

法人会提言 改正の概要 

・少子化対策では、現金給付より保育

所や学童保育等を整備するなどの現

・子ども・子育て支援法に基づく政府の補

助を受けた者が一定の保育施設の用に供

法人会提言 改正の概要 

・新型コロナウイルスの収束時期は不

透明であることから、中小企業の厳 

しい経営実態等を見極めながら、適

用期限の延長や制度を拡充するこ

と。 

・新型コロナウイルス感染症によりその経

営に影響を受けた事業者に対して行う特

別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税

の非課税措置の適用期限が令和４年３月

３１日まで延長されました。 



物給付に重点を置くべきである。そ

の際、企業も積極的に子育て支援に

関与できるよう、企業主導型保育事

業のさらなる活用に向けて検討す

る。 

する固定資産に係る固定資産税及び都市

計画税の課税標準を減免する特例措置に

ついて、適用期限が２年延長されまし

た。 

 

（２）要望実現のための陳情活動の展開 

令和３年度税制改正要望書提出  

令和２年１１月２０日(小熊会長.山川税制委員長.事務局長)     

          高鳥修一 衆議院議員     

野口和広 上越市副市長  飯塚義隆 上越市議会議長   

      令和２年１２月２日(小熊会長、山﨑副会長、山川税制委員長、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２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、次のとおり開催した。 

研修会・講演会実施状況 

 

 

 内   容 参加者 講 師 

頸 北 支 部 2.11. 1 於 下黒川小学校 

「歌から学んだ私の生涯学習」 

  マイ・フェボライト・ソング 

マイ・ラスト・ソング  （協賛） 

１２４ 

新潟県生涯学習協会 会長 

平山 征夫 氏 

2.11.28 於 柿崎地区公民館下黒川分館 

「動脈硬化の予防と治療」 

              （協賛） 
４８ 

上越総合病院循環器内科 医師 

西川 賢 氏 

東 頸 支 部 2. 8. 5 於 割烹ギャラリーわたや 

まちづくり講演会 
３１ 

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 

安井 和也 氏 

大 潟 支 部 3. 3.19 於 大潟商工会館  

「コロナ禍における健康管理について」 

              （後援） 

３７ 

医療法人社団 杉田医院 院長 

杉田 玄 氏 

名 立 支 部 2.11.25 於 上越地域消防局庁舎 

於 うみてらす名立 光鱗  

視察見学          （共催） 

講話「地域総合防災力の必要性と新庁舎の役割」  

１２ 

上越地域消防局 局長 

伊藤 公雄 氏 

 

  

 合 計  ５回 ２５２名  



【２】 地域の福祉問題や環境問題改善事業 

(１) 古タオル・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等を、市内１９ヶ所に設置した

回収ボックス（スーパー、金融機関、会員事業所等）への寄付を募り、女性部会役員が定

期的に回収し、あわせて日常の消耗品であるティッシュペーパーとともに老人介護施設に

寄贈した。令和２年度は次のとおり実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

(２) 環境美化ボランティア運動   

各地域において、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

(訪問先) 

特別養護老人ホーム．老人保健施設 

グループホーム.ショートステイ 

特定施設入居者生活介護住宅 

 

 

 

 

 

令和２年度  合計 

(訪問回数) 

2. 6. 1 １か所 

2. 6.16 ２か所 

2. 8. 4 ２か所 

2.10.21 ３か所 

 3. 2. 8 ２か所 

 

 

 

１０回 

 

 

 

 

 

 

古タオル他     ５２５kg 

古い絵本       ０冊 

ティッシュペーパー     １２０箱 

 

 

平成１２年７月から開始   累計 

 

 

２２９回 

古タオル他 １２，４７１kg 

古い絵本   １，０８６冊  

ティッシュペーパー   ３，９９５箱 

美化運動                               実施回数 ６回       

 2. 5.21花いっぱい運動「安塚区公共施設花植作業」（東頸支部共催）   １１名参加 

 2. 5.21 花壇整備 「ほくほく大島駅前花壇」草刈  （東頸支部共催）     

2. 5.28    同   上              花植え ( 同  上 ）    

2. 8. 6    同   上                    草刈  ( 同  上 ）   ４１名参加 

 2. 9.23美化運動 「虫川大杉駅清掃及び草取り」  (東頸支部)      １０名参加 

2.10.16～18 福祉 手しごと・手づくり柿崎・上越作品展（頸北支部共催） ５６０名参加 

献血                                 実施回数 ２回 

2. 8. 6 大潟区保険センター （大潟支部共催）               ３２名参加 

3. 1.26 大潟区保険センター （大潟支部共催）             ３９名参加 

交通安全                              実施回数 ２回 

2.12.21 交通安全鈴の作成 （妙高高原支部共催）              ３名参加 

3. 3.15 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】 会組織の充実事業 

(１) 組織 

会員数  １，６３６社（令和３年３月３１日現在） 

組織率   ４１．４％（所管法人数 ３，９５１社） 

(２) 会員移動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 組織の充実・強化 

①組織委員会並びに組織・正副支部長・正副部会長合同会議を例年より早く開催し、お試し

期間の有効策や、それぞれの組織での早期取り組みの方針と目標を示し、コロナ禍の厳し

い状況にあるものの、今後も引き続き積極的に会員増強を展開した。 

②親会ばかりでなく、青年部会、女性部会の他、各支部においても取り組むための会議を引

き続き開催し、組織委員会と連携しながら実際の活動を行った。また、複数の小規模支部

において、これまでにない会員増強の強力な取り組みにより、新規会員を確保することが

出来た。 

③会員増強の推進に顕著な功績のあった会員、役員の方々に対して、今年度初めて通常総会

の場で会員増強の表彰状が授与された 

    ④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お願いした他、法人会のポスターの掲

示や効果的な協賛広告の掲載、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 

感染拡大が収まらないため、上半期においては毎年行ってきた懇親会や女性部会日帰

り研修旅行は中止とした。また、全国法人会連合主催の全国女性フォーラムや、県連合

会主催の青年部会及び女性部会の県連合セミナーも同様中止となった。 

青年部会は、創立３０周年を迎えたことから、これまでの活動を振り返り、また総括

と報告のため記念誌を作成し、部会員の他、主要役員等に送付した。 

女性部会では、地域の企業への応援も兼ね、下記のとおり感染対策に努めながら企業

見学を行った。 

施設見学 2.10.13 女性部会「企業見学」 岩の原葡萄園 

 

【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。 

期首会員数 
期 中 移 動 

３月末会員数 
入 会 退 会 

 

１，６５４社 

 

３４社 

 

 ５２社 

(内賛助会員７４) 

１，６３６社 

 期首会員数 入会 退会 ３月末会員数 

青年部会  ８４名  ３名  ３名 ８４名 

女性部会  ８０名 １２名  ５名 ８７名 



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ＰＥＴ・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２３２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制度運用を図るとともに、法令に基づく適正な情報開示を行っ

た。さらにホームページ等により、会員や一般市民に対する「税」や経営に係るコロナ対策情

報の発信に努めた。 

 

【２】諸会議の開催状況 

(１) 公益社団法人第１０回通常総会               

日 時 令和 2年 5月 18日(月)午後 4時 00分～         場 所 デュオ･セレッソ 

議 事  

（決議事項）1.令和元年度決算報告承認の件 

      2.その他 

（報告事項）理事会承認事項 

1.令和元年度事業報告 

2.令和 2年度事業計画 

3.令和 2年度収支予算  

4.その他 

    出席者 １，０６０名(内委任状１，０２４名)   

法人会の会員増強功労者に表彰状贈呈        

(２) 正副会長会 

①日 時 令和 2年 4月 10日(金)午前 11時 30分～        場 所 藤作 別館   

議 題 1.公益社団法人第１０回通常総会の開催・運営について 

         2.その他 

出席者 ５名  

②日 時 令和 2年 7月 30日(木)午後 4時 00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.会員増強について 

         3.理事会について 

         4.その他 

     出席者 ９名               

（税理士会・法人会正副合同会議） 

③日 時 令和 2年 7月 30日(木)午後 5時 00分～         場 所 長養館    

議 題 1.事業活動と連携について 

         2.その他 

 出席者 １２名          



④日 時 令和 2年 10月 15日(木)午後 3時 45分～        場 所 ホテルセンチュリーイカヤ   

         （理事会前正副会長会議） 

議 題 1.支部長・総務合同会議、理事会の決議事項について 

2.理事会報告事項について 

          3.三者会議について 

     出席者 ５名 

⑤日 時 令和 3年 1月 28日(木)午後 4時 00分～         場 所 藤作 別館    

議 題 1.公益社団法人第 11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 ９名  

（３）理事会 

①日 時 令和 2年 4月 22日(水)午後 4時 15分～             場  所 上越商工会議所 

議 題  

（討議事項）1.令和元年度年間事業報告について     

2.令和元年度決算報告について 

3.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 ２９名          

②日 時 令和 2年 10月 15日(木)午後 4時 15分～            場  所 ホテルセンチュリーイカヤ  

議 題  

（決議事項）1.就業規則の一部改定（案）について 

（報告事項）1.令和２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 ４１名  

③日 時 令和 3年 3月 1７日(水)午後 4時 15分～            場  所 上越商工会議所 

議 題  

（決議事項）1.令和 3年度事業計画（案）について  

2.令和 3年度予算（案）について  

3.公益社団法人高田法人会第 11回通常総会について 

4.役員改選の件 

（報告事項）1.令和 2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 ３７名 

 



(４) 監査会  

日 時 令和 2年 4月 15日(水)午前 11時 00分～           場  所 上越商工会議所 

議 題 1.令和元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 

①（支部長・総務委員合同会議） 

日 時 令和 2年 4月 22日(水)午後 4時 00分～            場  所 上越商工会議所 

議 題  

（討議事項）1.令和元年度年間事業報告について     

2.令和元年度決算報告について 

3.その他 

（報告事項）1.会員の現状について 

2.その他 

     出席者 １２名 

②（支部長・総務委員合同会議） 

日 時 令和 3年 3月 17日(水)午後 3時 45分～            場  所 上越商工会議所 

議 題  

1.令和３年度年間事業計画（案）承認の件     

2.令和３年度予算（案）承認の件 

3.公益社団法人高田法人会第１１回通常総会の開催の件 

4.令和２年度予算執行状況報告について 

5.全法連・県連表彰者について 

6.令和２年度会員増強の取組状況について 

7.その他 

     出席者 １１名 

税制委員会 

日 時 令和 2年 7月 16日(木)午前 11時 00分～            場  所 藤作 別館 

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３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 2年 9月 3日(木)午前 11時 00分～             場  所 松風園 藤作 

議 題 1.親睦交流会の実施について      

2.令和２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 

 

 

 



広報委員会・研修委員会 

日 時 令和 2年７月 22日(水)午前 11時 00分～             場  所 藤作 別館 

議 題 1.広報事業の現状と課題について 

2.令和２年度会報(№３６)の編集方針について 

3.その他 

出席者 ７名 

 組織委員会   

①日 時 令和 2年 8月 27日(木)午前 11時 00分～             場  所 百年料亭 宇喜世 

議 題 1.高田法人会会員の現状について  

2.会員増強の取り組みについて 

3.その他 

出席者 １０名 

   ②（組織委員会・正副支部長・青年部会・女性部会正副部会長 合同会議） 

日 時 令和 2年 9月 29日(火)午前 11時 00分～              場  所 百年料亭 宇喜世 

議 題 1.高田法人会会員の現状について 

2.会員増強強化運動について 

3.その他 

出席者 ２６名 

③（保険会社・高田法人会、会員増強打ち合わせ会議） 

日 時 令和 2年 10月 8日(金)午前 11時 30分～              場  所 百年料亭 宇喜世 

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り組みについて 

3.その他 

出席者 ４名 

④（組織委員会・正副支部長・青年部会・女性部会正副部会長 合同会議） 

日 時 令和 2年 12月 17日(木)午前 11時 30分～             場  所 百年料亭 宇喜世 

議 題 1.高田法人会会員の現状について 

2.会員増強の取り組み状況について 

3.その他 

出席者 １０名 

(６) 支部長会 

①日 時 令和 2年 4月 22日(水)午後 4時 00分～             場  所 上越商工会議所 

議 題 総務委員会と合同で開催 

②日 時 令和 2年 9月 29日(火)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 12月 17日(木)午前 11時 30分～            場  所 百年料亭 宇喜世 

議 題 正副会長・組織委員会・青年部会・女性部会と合同で開催 

④日 時 令和 3年 3月 17日(水)午後 3時 45分～             場  所 上越商工会議所 

議 題 総務委員会と合同で開催 

（７） 支部事務担当者会議 

 日 時 令和 2年 10月 19日(月)午前 11時 00分～            場  所 上越商工会議所 

 



議 題 1.令和２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.令和３年度予算見積もりについて 

    5.その他 

出席者 ９名 

 (８) 青年部会関係 

2. 4.16 

  4.16 

 監査会 

役員会        

R1監査 

R1収支事業報告・R2 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 

    5.18  総会 総会 デュオ・セレッソ 

  6.25  正副部会長会議 今後事業、会員増強について他 松風園 藤作 

    8.11  役員会 今後事業、創立３０周年記念事業について他 松風園 藤作 

    9.23  役員会 今後事業、創立３０周年記念事業について他 上越商工会議所 

  10.27  役員会 今後事業、会員増強について他 百年料亭 宇喜世 

3. 2.12  正副部会長会議 役員改選、新年度事業・予算の概要 上越商工会議所 

3. 5  役員会 R2 収支事業報告・R3 事業計画予算（案）役員改選 上越商工会議所 

（９） 女性部会関係 

2. 4.14     監査会 R1監査 上越商工会議所 

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

5.18  総会 総会 デュオ・セレッソ 

 6.24  正副部会長会議 今後事業、会員増強について他 松風園 藤作 

7.17  役員会 今後事業 (租税教育他) 松風園 藤作 

9.24  役員会 今後事業、その他 上越商工会議所 

10.22  正副部会長会議 今後事業、会員増強、全国女性フォーラム 上越商工会議所 

11. 6  役員会 今後事業、会員増強、全国女性フォーラム 上越商工会議所 

3. 2. 2  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 

2. 2  正副部会長会議 今後事業、次年度役員体制について他 上越商工会議所 

3. 3  役員会 R2 収支事業報告・R3 事業計画予算（案）役員改選 上越商工会議所 

（１０） 支部関係 

 2. 4. 6  名立支部監査会 R1 監査 名立商工会館 

   4. 6  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 

5.12  名立支部総会 総会 名立商工会館 

    5.22  東頸支部監査会 R1 監査 浦川原商工会館 

    5.22  東頸支部役員会 総会議案審議 浦川原商工会館 

5.28  新井支部監査会 R1 監査 新井商工会議所 

5.28  新井支部役員会 総会議案審議 新井商工会議所 

6. 4  高田支部監査会 R1監査 上越商工会議所 

6.12  大潟支部監査会 R1 監査 大潟商工会館 

6.12  大潟支部役員会 総会議案審議 大潟商工会館 

6.12  妙高高原支部監査会 R1 監査 妙高高原商工会館 



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

6.18  高田支部役員会 R1 決算報告・R2 予算事業計画（案）・会員増強 松風園 藤作別館 

6.24  新井支部総会 総会 新井商工会議所 

6.24  頸北支部監査会 R1 監査 柿崎商工会館 

6.25  大潟支部総会 総会 ホテル見はらし 

6.26  妙高高原支部理事会 R1 事業及び決算報告・R2 予算事業計画（案） 妙高高原商工会館 

6.26  妙高高原支部総会 総会 妙高高原商工会館 

6.29  頸北支部役員会 総会議案審議 柿崎商工会館 

6.29  頸北支部総会 総会 柿崎商工会館 

    7. 2  高田支部総会 総会 百年料亭 宇喜世 

7. 8  直江津支部監査会 R1 監査 上越商工会議所 

7.21  直江津支部役員会 R1 決算報告・R2 予算事業計画（案） 松風園 藤作 

8. 5  東頸支部総会 総会 割烹ギャラリーわたや 

8.18  直江津支部総会 総会 ホテルハイマート 

10. 6  名立支部役員会 下期事業、会員増強について 名立商工会館 

10.20  東頸支部役員会 会員増強について 浦川原商工会館 

10.21  高田支部役員会 会員増強について 上越商工会議所 

10.22  大潟支部役員会 上期事業報告、下期事業計画、会員増強について 明治庵 

11.10  直江津支部役員会 会員増強について 松風園 藤作 

12.16  妙高高原支部幹部会 役員改選、会員増強について 妙高高原商工会 

3. 2.16  名立支部役員会 役員改選、今後の会議日程について 名立商工会館 

2.26  大潟支部役員会 事業報告、R3事業計画・予算、役員改選 大潟商工会館 

（１１） その他会議・行事参加 

6.19  税団連幹事会 書面開催  

6.19  間税会総会 松風園 藤作 

6.19  妙高市租税教育推進協議会総会 書面開催  

7. 7  税団連総会 書面開催  

7.15  上越市租税教育推進協議会総会 書面開催  

9. 8  間税会役員会 松風園 藤作 

9.15  税団連幹事会 書面開催    

10.28  税団連 税務署長と正副会長懇談会  高田税務署 

10.30  税団連広報委員会 書面開催  

12. 7  間税会役員会 松風園 藤作 

(１２)  全法連・県連関係会議参加  

2. 5.20  県連・総務委員会 書面開催  

5.25  県連・理事会 書面開催  

6.10  県連・総会 ホテルイタリア軒 

6.12  県連・新潟法人会合同税制委員会 にいがた法人会館 

7. 9  県連・女性部会連絡協議会正副会長会議 にいがた法人会館 



8. 7  県連・厚生委員会、大型保障制度「特別推進会議」 ホテルハイマート 

8.27  関信局連・通常役員総会  書面開催      

9.10  全国女性フォーラム新潟大会第１０回実行委員会 にいがた法人会館       

10. 1  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 

10.14  全国女性フォーラム新潟大会第１１回実行委員会 にいがた法人会館       

10.27  県連・事務局会議及び研修会 新潟グランドホテル  

11. 6  県連青年部会連絡協議会正副会長会議 ホテルイタリア軒 

11.25  全国女性フォーラム新潟大会第１２回実行委員会 にいがた法人会館       

12. 1  関信局連・事務局担当者研修会(リモート研修会)  

12. 7  県連年末特別講演会 ANA クラウンプラザホテル新潟 

12.18  県連事務局長会議 ANA クラウンプラザホテル新潟 

3. 2. 3  県連・総務委員会     ANA クラウンプラザホテル新潟 

 2. 8  県連・理事会及び国税局幹部との協議会（文書報告）        ANA クラウンプラザホテル新潟 

 2.16  全法連・令和３年税制セミナー（ライブ配信）  

3.16  全国女性フォーラム新潟大会第１３回実行委員会 にいがた法人会館       

 


