
理事会報告  令和３年度事業報告 

令和３年度事業報告 

I. 概況 

令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染症が収束せず数度にわたる感染拡大の波を繰り返す中であ

ったが、「納税意識と税務知識の普及向上、会員の研さん、社会への貢献等に取り組み、もって円滑な

税務行政の推進と企業の支援、地域振興に寄与する」と定めた基本方針に基づく事業活動に積極的に

取り組み、一部にやむを得ず中止としたものがあったものの、予定していた事業活動については感染

防止に最大限努めながら概ね計画どおりに実施することができた。 

主な事業活動の概況は以下のとおり。 

（公益関係） 

税を巡る諸環境の整備改善事業では、税に関する研修会・セミナーは、感染防止対策として人数制

限を設けたものもあったが、予定していた全ての事業を実施した。 

税及び経済に関する講演会事業では、総会記念講演会、公益法人移行 10 周年記念講演会及び青年部

会経済講演会を開催し、一般市民を含む大勢の方々の参加があった。 

青年・女性部会活動の大きな柱である租税教育事業では、小学校や放課後児童クラブで租税教室を

実施するとともに、施設見学や絵はがきコンクールなどの事業を実施した。 

地域社会・地域経済の整備改善事業では、地域経済の発展や地域社会の活性化に資する講演会・セ

ミナーを 3支部で開催したが、健康に関する講演会は感染拡大の影響で中止とした。 

また、古タオルの寄付や美化運動、献血、交通安全など、地域の福祉問題や環境問題の改善にも積

極的に取り組んだ。 

（共益事業） 

組織の強化・充実や親睦交流、会員企業の福利厚生事業に取り組んだが、感染拡大の影響で総会後

懇親会や合同新年会など、親睦・交流事業を中心に中止とした事業があった。 

昨年 11 月 12 日には、多数のご来賓並びに会員からご臨席いただき、公益法人移行 10 周年記念式典

を挙行した。 

（管理関係） 

事務精度の向上・合理化に向けて諸規定の整備や諸会議及び事業活動等の態勢の改善等、管理運営

に努めた。 

総会、理事会及び各委員会など計画していた会議は、全て開催した。 

 

 

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（資料配布含む） 

企業活動にとって欠かせない税知識の普及のため、税制改正や法人税、地方税、消費税、年末

調整等をテーマとした各種税務研修会を開催するとともに、決算説明会や新設法人説明会を開催

した。特に、令和 3 年 10 月 1 日から登録申請の受付が開始されたインボイス制度の周知に努めた。 

また、総務実務や雇用・労働、情報セキュリティ対策など企業ニーズや時代にマッチした各種



経営財務セミナーを開催した。 

事 業 名 内        容 回 数 
参加者

（名） 
講    師 

税務研修会 3. 6. 9 令和３年度法人税関係法令改正の概要  

3. 6.17      〃 

3. 8.26 ・法人事業税、県民税の概要及び

産立条例等における県税の優遇

措置について 

・市税について 

3.10.26 企業税務・会計徹底ｾﾐﾅｰ 

    法人税、消費税、源泉税等の実務 

 3.11. 5     〃 

 3.11.19 年末調整研修会 

    「年末調整における実務」１,２部 

 3.11.26     〃     ３,４部 

９回 

 

２５４名 

  

高田税務署担当官 

 

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 3. 4.19     〃      

3. 7.29     〃      

3.10.13     〃      

4. 1.18     〃        

４ １３０  

高田税務署担当官 

 

新設法人説明会 3. 5.27 新設法人と税金について 

3.10. 7     〃 
 ２ １７ 

高田税務署担当官 

青年･女性部会 

(経営・税の勉強会) 

3. 4. 8 インボイス制度について 

女性部会  
１ ２０ 

高田税務署担当官 

 3. 4.13 インボイス制度について 

青年部会 
１ １４ 

高田税務署担当官 

 3. 6. 8 消費税のインボイス制度について 

女性部会  
１ １６ 

高田税務署担当官 

 3. 6.15 消費税のインボイス制度について 

青年部会 
１ １６ 

高田税務署担当官 

 3. 7.27 会社税務のＮＧ事項について 

青年部会 
１ １３ 

高田税務署担当官 

 3. 9.17 インボイス制度と電子帳簿保存 

制度について 

                女性部会 
１ １４ 

税理士 

井部 優 氏 

 3.11. 8 インボイス制度について 

                女性部会 
１ １９ 

高田税務署担当官 



 

青年･女性部会 

(経営・税の勉強会) 

3.12.11 修繕費か？資本的支出か？ 

    給与・外注費の取扱いと留意点 

    その他 暮らしに役立つ税情報 
女性部会 

１ ２１ 

税理士 

山川 とも子 氏 

支 部 等 

(税の勉強会) 

3. 8.24 税務研修会 

           直江津支部 
１ ３２ 

高田税務署担当官 

3. 8.25 インボイス制度の基本について 

3. 8.30   〃   大潟支部（共催） 
２ ２４ 

大潟商工会 

経営指導員 

3. 8.26 インボイス制度の基本について 

           名立支部（共催） 
１ １８ 

名立商工会 

経営指導員 

3. 8.30 インボイス制度の概要と電子インボ

イス導入に向けた実務対応 

頸北支部（後援） 

１ ７ 

税理士・行政書士 

星 叡 氏 

3.12. 2 税理士先生による！税についての

セミナー  直江津支部（共催） １ ３２ 
税理士 

山川 とも子 氏 

経営財務セミナー 3. 7. 8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 ３４ 

ハローワーク担当官 

労働基準監督署担当官 

 

3. 9.16 情報セキュリティ対策ステップアップセミナー  

「情報セキュリティ対策をステップアップ 

～情報セキュリティ対策（IPA）の知識をより深め

ます～」 

１ １３ 

㈱ジェーミックス 

セキュリティ対策 

担当者 

3. 9.24 総務の基本と実務セミナー 

        本部・高田支部（共催） 
１ ２６ 

㈲マスエージェント代表取締役  

林 忠史 氏 

3.11.10 Google マイビジネス講習会 

3.11.16   〃  妙高高原支部（共催） 
２ １８ 

㈱ジェーミックス 

横山 裕孝 氏 

3.12. 8 企業競争力アップにつながる SDGs 

        の始め方   高田支部 
１ １４ 

ナレッジフォース・パートナーズ代表  

藤原 敬行 氏 

税務コンプライアンス 3. 4.19 自主点検チェックシート入門編の活用について 

3. 6. 9        〃 

3. 6.17        〃 

3. 7.29    〃 

3.10.13        〃 

3.10.26 自主点検チェックシートフルバージョン編の

活用について 

3.11. 5    〃 

4. 1.18 自主点検チェックシート入門編の活用について 

８ ２３６ 

高田税務署担当官 

             合 計   ４３回   ９８８名 （内一般１１７名） 



  (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。 

利用状況アクセス数 延べ，６，４５９件 （内一般４３３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４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ている。 

 配付したテキスト等 

令和３年度税制改正のあらまし／成功する！会社業務のデジタル化／会社の決算・申告

の実務／ついうっかり！会社税務の NG 集／今、知っておくべきウイズコロナの法律知識

／会社の税金ガイドブック／ 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／源泉所得税実務のポイント／自主点検チェックシート入門編／自主点

検チェックシートフルバージョン編／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／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／基礎から

わかるインボイス／令和３年分会社役員のための確定申告実務ポイント／よくわかる総

務の基本と実務／わかりやすい年末調整実務のポイント 

 

 

 

 

 

【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 

3. 5.21 於 デュオ・セレッソ 

経済講演会（本部・直江津支部共催） 

「アフター・コロナにおける企業の存在意義 

～渋沢栄一の「論語と算盤」で未来を拓く～」 

１ １６９ 

コモンズ投信㈱ 取締役会長 

渋澤 健 氏 

3.11.12 於 デュオ・セレッソ 

公益法人移行１０周年記念講演会 

（本部・高田支部・直江津支部共催） 

「地政学と日本の大戦略 

～日本の経済と企業の対応～」 

１ １５７ 

キヤノングローバル戦略研究所 

研究主幹 

宮家 邦彦 氏 

3.12. 3 於 百年料亭 宇喜世 

青年部会経済講演会 

「現在、新潟で起こるべき変革の機運について」  

１ ４８ 

フラー㈱ 代表取締役会長 

渋谷 修太 氏 

合 計   ３回   ３７４名 （内一般１１９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活動を積極的に実施した。 

(１) 青年部会では、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を１回開催した。 

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校に

おいて実施した。 

(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、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、６２

作品の応募があり、優秀作品を選考して表彰した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 

 

 

 

租 税 教 室 

(６回開催 )  

3. 8.20 施設見学 上越消防局 上越消防署 

小学校高学年 ５４名 

青年部会 

3. 7.30 有田小学校放課後児童クラブ児童２０３名 女性部会 

  3. 7.30 大和小学校放課後児童クラブ 児童 ５２名  〃 

3.11.29 上越市立高士小学校   児童 １５名 青年部会 

3.12. 6 上越市立和田小学校    児童 １８名  〃 

3.12. 9 上越市立大和小学校    児童 ３２名  〃 

絵はがきコンクール 3.11.22 事前説明・準備 上越市立高士小学校 女性部会 

3.11.30 事前説明・準備 上越市立大和小学校  〃 

3.11.30 事前説明・準備 上越市立和田小学校  〃 

3.11.29 応募依頼 上越市立高士小学校 児童 １５名  〃 

3.12. 6 応募依頼  上越市立和田小学校 児童 １８名  〃 

3.12. 9 応募依頼 上越市立大和小学校 児童 ３２名  〃 

4. 1.20 審査会応募６２点より優秀作品９点を選出  〃 

4. 2.21 表彰状を学校へお届け 高士小学校 ２名  〃 

4. 2.21 表彰状を学校へお届け 大和小学校 ２名  〃 

4. 2.21 表彰状を学校へお届け 和田小学校 ２名  〃 

研 修 会 3.10.28 租税教育講師研修会高田税務署 ６名参加 青年・女性部会 

税のマンガ本配布 374冊 



【５】税の調査研究及び税制改正に関する提言事業 

（１） 本年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４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。 

○ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、税財政改革の実現を！  

○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！ 

○コロナの影響はまだ残る。深刻な打撃を受ける中小企業に、実効性のある対策を！  

○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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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 

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４

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。 

・中小企業者等の少額減価償却資産の取得

価額の損金算入の特例について、対象資

産から貸付け（主要な事業として行われ

るものを除く）の用に供した資産を除外

した上で、その適用期限が２年延長され

ました。 

 

２．交際費課税 

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４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年延長されました。 

また、交際費等のうち接待飲食費の５

０％までを損金算入できる特例措置（資

本金の額等が１００億円以下の大法人も

適用可）についても、適用期限が２年延

長されました（中小法人の交際費課税の

特例措置との選択適用）。 

 令和４年度税制改正では、成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮

した経営と積極的な賃上げを促す観点から賃上げに係る税制措置が抜本的に強化されるとともに、

スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進するための措置が講じ

られました。また、カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除等が見

直されました。加えて、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税等の負担調整措置につ

いて、激変緩和の観点から所要の措置が講じられました（令和４年度税制改正大綱より）。 

法人会では、昨年９月に「令和４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、相続税・贈与税の

納税猶予制度の特例承継計画の提出期限延長、中小企業向け税制措置の適用期限延長等、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。 

 

 



[事業承継税制] 

１．相続税、贈与税の納税猶予制度 

法人会提言 改正の概要 

・新型コロナの影響により事業承継の

時期を延期せざるを得ないケースも

あることから、特例承継計画の提出

期限（令和５年３月末日）および特

例措置の適用期限（令和９年１２月

末日）を延長すべきである。 

・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納

税猶予制度について、特例承継計画の提

出期限が１年延長（令和６年３月末日ま

で）されました。 

 

[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３年の全国の公示価格は、コロ

ナの影響等により６年ぶりに下落し

た。こうした事態を受けて令和３年

度税制改正においては、固定資産税

の税額が増加する土地について前年

度の課税標準額に据え置く措置が講

じられた。令和４年度においてもコ

ロナ禍の影響はまだ残るとみられて

おり、令和３年度改正と同様の措置

が必要である。さらに、都市計画税

と合せて評価方法および課税方式を

抜本的に見直すべきである。 

・土地に係る固定資産税の負担調整措置に

ついて、令和４年度に限り、商業地等

（負担水準が６０％未満の土地に限る）

に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の 

２．５％（改正前：５％）とする措置が

講じられます（都市計画税についても同

様）。 

 

[その他] 

１．地方のあり方 

 

（２）要望実現のための陳情活動の展開 

令和４年度税制改正要望書提出  

令和３年１２月８日(笹川会長、山﨑副会長、山川税制委員長、事務局長） 

        妙高市 入村明市長、佐藤栄一市議会議長 

令和３年１２月８日(笹川会長、山川税制委員長、事務局長） 

梅谷守衆議院議員 

高鳥修一衆議院議員 

令和３年１２月１７日(笹川会長、山川税制委員長、事務局長)     

上越市 中川幹太市長、飯塚義隆市議会議長 

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

されるとともに、感染症の影響によるビ

ジネス環境や企業動向の変化等を踏まえ

た適用要件の緩和等が行われました。 

 



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３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 

 

【２】 地域の福祉問題や環境問題改善事業 

(１) 古タオルの寄付 

女性部会では、一般市民に家庭で不用になった古タオルを、市内２０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３年度は次のとおり実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内   容 参加者 講 師 

東 頸 支 部 3. 8. 5 於 安塚コミュニティプラザ 

まちづくり講演会 
３１ 

上越東農林事務所 所長 

沖田 悟 氏 

上越東維持管理事務所 所長 

須山 洋一 氏 

頸 北 支 部 3. 6. 6 於 下黒川小学校体育館 

  「会社と地域を元気に」  （協賛） 

 

８０ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

代表取締役社長 

鳥塚 亮 氏 

名 立 支 部 4. 1.11 於 うみてらす名立 光鱗 

「私が描く上越市の未来」（共催） ３８ 

上越市長 

中川 幹太 氏 

 合 計  ３回  １４９名 （内一般１８名） 

(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 

訪問介護事業所 

 

 

令和３年度  合計 

(訪問回数) 

3. 6.16 ２か所 

3. 7.29 ３か所 

3.10.13 ２か所 

4. 3.22 ２か所 

 

 

９回 

 

 

古タオル      ５００kg 

ティッシュペーパー     ３００箱 

 

 

平成１２年７月から開始   累計 

 

 

２３８回 

古タオル他 １２，９７１kg 

古い絵本   １，０８６冊  

 ティッシュペーパー   ４，２９５箱 



(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を実施した。 

活動内容は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  １，６２４社（令和４年３月３１日現在） 

組織率   ４１．０％（所管法人数 ３，９６３社） 

 

(２) 会員移動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美化運動                               実施回数 ８回       

3. 4. 8 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）   ７０名参加 

3. 5.26 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 

 3. 5.26 花壇整備 「ほくほく大島駅前花壇」草刈  （東頸支部共催）     

3. 6. 7    同   上              花植え ( 同  上 ）   １３名参加 

3. 6. 5 花いっぱい運動「公共施設花壇花植え」    （名立支部共催）   １１名参加 

3. 7.28 美化運動 「虫川大杉駅清掃及び草取り」  (東頸支部共催)     ９名参加 

3. 9. 9 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）    ６４名参加 

3. 9.17～19福祉 手しごと・手づくり柿崎・上越作品展（頸北支部共催）６０９名参加 

献血                                 実施回数 ２回 

3. 8.11 大潟コミュニティプラザ （大潟支部共催）            ３２名参加 

4. 1.25 大潟コミュニティプラザ （大潟支部共催）            ３３名参加 

交通安全                             実施回数 ２回 

3.11.18 交通安全鈴の作成 （妙高高原支部共催）              ４名参加 

4. 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 

期首会員数 
期 中 移 動 

３月末会員数 
入 会 退 会 

 

１，６３６社 

 

３７社 

 

 ４９社 

(内賛助会員７２) 

１，６２４社 

 期首会員数 入会 退会 ３月末会員数 

青年部会  ８４名  ９名  ９名 ８４名 

女性部会  ８７名  ９名  ８名 ８８名 



(３) 組織の充実・強化 

会員数の減少に歯止めをかけるべく、組織委員会並びに組織委員・正副支部長・正副部会

長合同会議を開催し、現状や今後の取組方針、数値目標等の情報を共有するとともに、各支

部・各部会において役員を中心に会員増強に取り組んだ。 

また、入会勧誘チラシの作成・配布を引き続き行うとともに、税理士会及び福利厚生制度

受託会社にも例年どおり協力を要請した。 

 

【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 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、総会後懇親会や合同新年会を始め、中止とした

親睦・交流事業が多くあり、開催できたのは女性部会の日帰り研修旅行と公益法人移行 10

周年記念式典・祝賀会のみであった。 

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は中止となったが、全国青年の集

い及び全国女性フォーラムは予定どおり開催され、多くの青年・女性部会員が全国各地の仲

間と連携・交流を深めた。特に、全国女性フォーラムは新潟県での開催であったため例年以

上の参加があり、大会スタッフとして全国各地の仲間をもてなした。 

 

日帰り研修旅行 3.10. 4 女性部会美術館巡りの旅 小林古径記念美術館 

公益法人移行１０周年記念式典 3.11.12 公益法人移行１０周年記念式典 デュオ・セレッソ 

公益法人移行１０周年記念祝賀会 3.11.12公益法人移行１０周年記念祝賀会 デュオ・セレッソ 

全国女性フォーラム 3.11.16 全国女性フォーラム（新潟大会） 朱鷺メッセ 

全国青年の集い 3.11.25 全国青年の集い（佐賀大会） 

3.11.26 

佐賀市文化会館 

 

【３】福利厚生事業 

 (１) 福利厚生制度推進連絡協議会の開催 

(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実施 

(３) 法人会会員健康管理サ－ビス 

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２４２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１１回通常総会               

日 時 令和 3年 5月 21日(金)午後 2時 45分～        場 所 デュオ･セレッソ 

議 事  

（決議事項）1.令和２年度決算報告承認の件 

      2.役員選任について 

（報告事項）理事会承認事項 

1.令和２年度事業報告 

2.令和３年度事業計画 

3.令和３年度収支予算  

4.その他 

    出席者 １，０４１名(内委任状９６１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 3年 4月 16日(金)午前 11時 30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・運営について 

         2.役員改選について 

         3.臨時理事会開催について 

         4.功労者表彰受彰者について 

         5.高田税務署管内税務関係団体総連合会と納税貯蓄組合連合会について 

         6.その他 

出席者 ６名  

②日 時 令和 3年 8月 2日(月)午後 4時 00分～        場 所 長養館    

議 題 1.公益移行１０周年記念事業について 

         2.理事会について 

         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） 

③日 時 令和 3年 8月 2日(月)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 

         2.その他 

 出席者 １２名 

④日 時 令和 3年 10月 14日(木)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.令和３年度事業経過及び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 

     出席者 ５名 

⑤日 時 令和 4年 1月 27日(木)午後 3時 30分～       場 所 藤作 別館    

議 題 1.第 12回通常総会の開催について 



    2.総会記念講演会講師について 

         3.3月支部長・総務合同会議及び理事会の開催について 

         4.4月支部長・総務合同会議及び理事会の開催について 

         5.令和 3年度予算の執行状況について 

         6.令和 4年度予算概要（案）について 

         7.その他 

 出席者 ９名         

  （３）理事会 

①日 時 令和 3年 4月 23日(金)午後 4時 15分～           場  所 上越商工会議所 

議 題  

（討議事項）1.令和２年度事業報告について     

2.令和２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.高田法人会第１１回通常総会の開催・運営について 

2.会員の現状について 

3.その他 

福利厚生制度連絡協議会 

出席者 ３７名          

②日 時 令和 3年 5月 21日(金)午後 3時 55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、副会長の選定の件     

2.顧問の選任の件 

3.委員会委員の選任の件 

出席者 ４２名  

③日 時 令和 3年 10月 14日(木)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３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 ３８名  

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

議 題  

（決議事項）1.令和４年度年間事業計画（案）承認の件  

2.令和４年度予算（案）承認の件 

3.公益社団法人高田法人会第１２回通常総会の開催の件 

（報告事項）1.令和３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.令和３年度会員増強の取組状況について 



4.その他 

出席者 ４２名 

(４) 監査会  

日 時令和 3年 4月 15日(木)午前 11時 00分～           場  所 上越商工会議所 

議 題 1.令和２年度事業報告並び会計監査実施   

      出席者 ５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 3年 4月 23日(金)午後 3時 45分～          場  所 上越商工会議所 

議 題  

（討議事項）1.令和２年度事業報告について     

2.令和２年度決算報告について 

3.役員選任（案）について 

4.高田法人会第１１回通常総会の開催・運営について 

（報告事項）1.会員の現状について 

2.その他 

     出席者 １３名 

②（支部長・総務委員合同会議） 

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

議 題  

（決議事項）1.令和４年度年間事業計画（案）承認の件  

2.令和４年度予算（案）承認の件 

3.公益社団法人高田法人会第１２回通常総会の開催の件 

（報告事項）1.令和３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.令和３年度会員増強の取組状況について 

4.その他 

出席者 １４名 

税制委員会 

日 時 令和 3年 7月 14日(水)午前 11時 00分～         場  所 上越商工会議所 

議 題 1.税制改正要望に関するアンケート調査結果について     

2.令和４年度税制改正要望事項について 

3.法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項 

4.その他  

出席者 ７名 

厚生委員会 

日 時 令和 3年 9月 1日(水)午前 11時 00分～          場  所 上越商工会議所 

議 題 1.令和３年度「健康についての講演会」と「賀詞交歓会」について      

2.その他 

出席者 １０名 



広報委員会・研修委員会 

日 時 令和 3年 7月 28日(水)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３年度会報(№３７)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 １０名 

 組織委員会   

日 時 令和 3年 8月 23日(月)午前 11時 00分～           場  所 百年料亭 宇喜世 

議 題 1.会員増強のこれまでの取り組みについて 

2.令和３年度の取り組み方針について 

3.その他 

出席者 ８名 

  （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 3年 9月 15日(水)午前 11時 00分～           場  所 百年料亭 宇喜世 

議 題 1.高田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 ２２名 

(６) 支部長会 

①日 時 令和 3年 4月 23日(金)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 

②日 時 令和 4年 3月 17日(木)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 3年 11月 2日(火)午前 11時 00分～           場  所 上越商工会議所 

議 題 1.令和３年度の今後の事業予定について 

    2.支部における帳票類の提出等について 

    3.令和４年度予算の編成について 

    4.会員増強について 

    5.その他 

出席者 １０名 

 (８) 青年部会関係 

3.4.13 

  4.13 

 監査会 

役員会        

R2監査 

R2収支事業報告・R3 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 

    5.21  総会 総会 デュオ・セレッソ 

    6.15  役員会 今後事業、役割分担、会員増強について他 上越商工会議所 

    7.27  役員会 今後事業、その他 上越商工会議所 

10.19  役員会 今後事業、会員増強について 百年料亭 宇喜世 

4. 3. 4  役員会 R3収支事業報告・R4事業計画予算（案） 上越商工会議所 



（９） 女性部会関係 

3.4. 8      監査会 R2監査 上越商工会議所 

4. 8  役員会 R2収支事業報告・R3 事業計画予算（案）・会員増強 上越商工会議所 

5.21  総会 総会 デュオ・セレッソ 

6. 8  役員会 今後事業 、役割分担、古タオル回収・寄付活動、会員増強について他 上越商工会議所 

7. 9  役員会 今後事業、役割分担、その他 上越商工会議所 

9.17  役員会 今後事業、その他 上越商工会議所 

11. 8  役員会 今後事業、その他 上越商工会議所 

4. 3. 8  役員会 R3収支事業報告・R4事業計画予算（案） 上越商工会議所 

（１０） 支部関係 

 3. 4. 6  名立支部監査会 R2 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 

4. 8  大潟支部監査会 R2 監査 大潟商工会館 

4. 8  大潟支部役員会 総会議案審議 大潟商工会館 

4.14  高田支部役員会 役員改選（案） 上越商工会議所 

    4.20  東頸支部監査会 R2 監査 浦川原商工会館 

    4.20  東頸支部理事会 総会議案審議 浦川原商工会館 

5.11  高田支部監査会 R2監査 上越商工会議所 

5.12  名立支部総会 総会 名立商工会館 

5.25  高田支部役員会 R2 決算報告・R3 予算事業計画（案）・役員改選 上越商工会議所 

6.16  妙高高原支部監査会 R2 監査 妙高高原商工会館 

6.21  直江津支部監査会 R2 監査 上越商工会議所 

6.22  新井支部監査会 R2 監査 新井商工会議所 

6.22  新井支部役員会 支部総会について 新井商工会議所 

6.23  大潟支部総会 総会 鵜の浜人魚館 

6.28  妙高高原支部理事会 R2 事業及び決算報告・R3 予算事業計画（案）・役員選任 妙高高原商工会館 

6.28  妙高高原支部総会 総会 妙高高原商工会館 

    6.28  高田支部総会 総会 百年料亭 宇喜世 

7. 9  新井支部総会 総会 新井商工会議所 

7.20  直江津支部役員会 R2 決算報告・R3 予算事業計画（案） 松風園 藤作 

8. 4  頸北支部監査会 R2 監査 柿崎商工会館 

8. 4  頸北支部役員会 総会議案審議 柿崎商工会館 

8. 4  頸北支部総会 総会 柿崎商工会館 

8. 5  東頸支部総会 総会 安塚商工会館 

8.24  直江津支部総会 総会 ホテルセンチュリーイカヤ 

10. 5  新井支部役員会 会員交流事業・会員増強について 新井商工会議所 

10.20  東頸支部役員会 会員増強について 浦川原商工会館 

10.20  大潟支部役員会 会員増強について 大潟商工会館 

10.21  高田支部役員会 会員増強について 上越商工会議所 



10.25  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 

4. 1.20  直江津支部役員会 会員増強について 松風園 藤作 

（１１） その他会議・行事参加 

3.5.12  税団連幹事会  上越商工会議所 

5.19  間税会役員会 書面開催   松風園 藤作 

6.10  間税会総会 書面開催 松風園 藤作 

6.23  上越市租税教育推進協議会総会  上越市役所 

6.24  税団連総会  上越商工会議所 

7. 9  妙高市租税教育推進協議会総会 書面開催  

10.29  税団連広報委員会 上越商工会議所 

10.29  税団連事務連絡会議・税務署長講演会 上越商工会議所 

12. 1  税理士会例会 デュオ・セレッソ 

12. 6  間税会役員会 松風園 藤作 

4. 1. 4  上越市新年祝賀会 リージョンプラザ 

1. 4  妙高市新年を祝う集い 妙高市文化ホール 

(１２)  全法連・県連関係会議参加  

3.5.26  県連・理事会  ホテルイタリア軒 

6.11  県連・総会 ホテルイタリア軒 

6.14  県連・新潟法人会合同税制委員会 にいがた法人会館 

7. 2  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 

7.29  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. 6  県連・女性部会連絡協議会正副会長会議 新潟グランドホテル 

8.30  全法連・新任事務局長セミナー（リモート）  

8.31  関信局連・通常役員総会  書面開催  

9. 3  全国女性フォーラム新潟大会第１５回実行委員会（リモート） にいがた法人会館 

9.24  全国女性フォーラム新潟大会第１６回実行委員会 新潟グランドホテル 

9.29  県連・理事会 ANA クラウンプラザホテル新潟 

10.21  全国女性フォーラム新潟大会第１７回実行委員会 にいがた法人会館 

10.28  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 

11. 9  全国女性フォーラム新潟大会第１８回実行委員会    朱鷺メッセ 

11.16  全国女性フォーラム（新潟大会） 朱鷺メッセ 

11.25  全法連・全国青年の集い（佐賀大会）部会長サミット 佐賀市文化会館 

11.26  全法連・全国青年の集い（佐賀大会）式典・記念講演 佐賀市文化会館 

12. 1  関信局連・事務局担当者研修会（リモート）  

12. 3  県連年末特別講演会 ホテルイタリア軒 

12.17  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 

4. 2. 9  県連・総務委員会 ANA クラウンプラザホテル新潟  

2.15  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  

2.15  全法連・令和４年税制セミナー（ライブ配信）  



3. 4 

3.23  

全法連・事務局セミナー（ライブ配信） 

全国厚生委員長会議（リモート）  

 


