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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 

 

 

徳島法人会は、県下６法人会の先導的役割を担うなかで、公益目的事業を柱とした事業を展開し

ております。 

「法人会は税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会

の繁栄に貢献する経営者の団体である」という理念に則り、全国法人会総連合、徳島県法人会連合

会と一体となり、納税意識の高揚、税知識の普及を始めとする社会貢献活動や会員への支援事業を

積極的に行っております。本会では、公益法人の使命を踏まえ、会員、非会員を問わず公益事業に

軸足を置き、地域に根ざす団体として地域企業・地域社会への貢献と健全な発展に資する活動に力

を入れて取り組みました。 

   

 

１．税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業（公益事業） 

 

１）新設法人説明会 

開催日 会 場 講 師 出席者数 

１２． ９ 阿波観光ホテル 徳島税務署担当官 ３６名 

 

２）決算研修会  

開催日 会 場 講 師 出席者数 

  ６． ５ あわぎんホール 徳島税務署担当官 開催中止 

  ９．１４ あわぎんホール 徳島税務署担当官 開催中止 

１２．１１ あわぎんホール 徳島税務署担当官 開催中止 

  ２．１９ あわぎんホール 徳島税務署担当官 ３１名 

 

３）源泉所得税講座  

開催日 会 場 講 師 出席者数 

６． ９ あわぎんホール 徳島税務署担当官 開催中止 

 

４）年末調整説明会  

開催日 会 場 講 師 出席者数 

１１．１３(午前) あわぎんホール 徳島税務署担当官 １０９名 

１１．１３(午後) あわぎんホール 徳島税務署担当官 １１３名 

１１．１６(午後) あわぎんホール 徳島税務署担当官  ９６名 

 

 

 

 



- 2 - 

 

５）青年部会・女性部会税務研修会   

 青年部会 

開催日 会議名 会 場 講 師 出席者数 

４．１４ 会員交流会議 

研修会 

阿波観光 

ホテル 

「暮らしの税情報」 

徳島税務署 法人課税第一部門統括官 河野 茂雄 氏 

開催中止 

 

 女性部会 

開催日 会議名 会 場 講 師 出席者数 

５．１４ 会員交流会議 

研修会 

阿波観光 

ホテル 

「暮らしの税情報」 

徳島税務署 法人課税第一部門統括官 河野 茂雄 氏 

開催中止 

３．１９ 研修会 阿波観光 

ホテル 

「消費税インボイス制度について」 

徳島税務署 法人課税第一部門統括官 中西 誠 氏 

３４名 

 

６）ブロック研修交流会 [税務研修、及び一般研修(地域企業の健全な発展に資する事業)] 

   

開催日 ブロック 支部 会 場 講 師 出席者数 

10 月～12 月 8 ブロック 15 支部 
 

ブロック別各会場 税務研修 

一般研修 

開催中止 

  ( 開催中止:令和２年９月２５日開催の支部長会にて決定 )  

 

７）税金何でも相談会 

開催日 会 場 講 師 出席者数 

１１．１３ あわぎんホール 四国税理士会 遠山 伴恵 税理士 ４名 

 

８）「税を考える週間」広報活動  

１１月１３日（金）～１６日（月）マルナカ スーパーセンター徳島店において公益社団法人徳

島法人会の広報活動を実施。税の啓発用ポスターや小冊子、広報紙等 PR 品を掲示・配布し、

税に関する情宣と意識啓発を行った。 

 

９）ｅ－Ｔａｘの利用推進についての情宣活動 

研修会・ホームページ・広報紙を通じて、利用促進を呼びかけた。 

    令和２年度 e-Tax 利用状況           （令和３年１月３１日） 

徳島法人会 役員企業数及び会員企業数 e-Tax 利用企業数（％） 

役   員 ５１社 ５１社（100.0％） 

青年部会員 ４３社 ３７社（ 86.0％） 

女性部会員 ５７社 ５３社（ 93.0％） 

 

１０）広報紙並びにホームページによる税情報の発信  

広報紙「とくしま法人ニュース」（年２回発行２・９月） 

徳島税務署提供の国税に関する情報、税制改正事項、確定申告情報、e-Tax 等の掲載を積極

的に行うと共に、徳島税務署・県庁へ各２０部、徳島市役所へ１０部配布し、広く一般に税

に関する情報を提供した。 

 

 



- 3 - 

 

ホームページ 

研修会、講演会、セミナーの参加者を広く一般に募集した。 

また当会の情報公開と広報情宣活動を強化、国税庁・公益財団法人全国法人会総連合・関係 

団体へのリンクによる適宜必要な税に関する情報を提供し、税についての理解と意識啓発を 

促した。 

 

１１）マイナンバー制度についての情宣活動 

税務研修会等にてマイナンバー制度に関するチラシを配布、また広報紙にも掲載し、特にマ

イナンバーカードの利便性を周知し利用促進を呼び掛けた。 

 

１２）第２４回親子タックスセミナー   

（共催）徳島地区租税教育推進協議会 

８月２２日（土） 日頃なじみの薄い「税」に関する関心を高め、親子で納税道義につい 

て理解を深めるため、「租税教室」「税金クイズ大会」の実施や公共施設の見学を予定してい

たが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止した。 

 

１３）租税教室  

開催日 学校名 青 年 部 会 講 師 児童数 

６．２９ 佐古小学校 湯村副部会長 ８８名 

７． １ 渋野小学校 笠井幹事 ５２名 

７． ２ 福島小学校 杣友幹事 ７４名 

 ７． ３ 南井上小学校 湯村副部会長 ６７名 

７． ６ 立江小学校 石津副部会長 １０名 

７． ８ 櫛渕小学校 杣友幹事 ４名 

７． ９ 宮井小学校 湯村副部会長 ２４名 

７．１０ 高川原小学校 笠井幹事 ４７名 

７．１３ 和田島小学校 石津副部会長  ２８名 

 ７．１４ 新町小学校 笠井幹事 ２４名 

 ７．１５ 津田小学校 

石津副部会長 

杣友幹事 

笹本会員 

１０８名 

 ７．１７ 浦庄小学校 笠井幹事 ２８名 

 ７．２０ 石井小学校 笹本会員 ９３名 

 ７．２９ 助任小学校 

石津副部会長 

湯村副部会長 

杣友幹事 

１５１名 

 １．１８ 城東小学校 宮﨑幹事 ６３名 

 １．２０ 南小松島小学校 漆原事務局長 ７５名 

 １．２５ 不動小学校 漆原事務局長 ７名 

 ２． ２ 加茂名南小学校 
田村部会長 

湯村副部会長 
９４名 

 ２． ３ 内町小学校 田村部会長 ３６名 

 ２．１６ 北井上小学校 宮﨑幹事 ２９名 

               〈 令和２年度租税教室 ２０小学校 ３７回 １,１０２名 〉 
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  租税教室補助教材「大人になってこまらないマンガで身につく税金のちしき」を５５小学校

へ 計４３０冊 寄贈した。 

 

１４）小学生の税に関する作文コンクール  

（共催）徳島県  （後援）徳島地区租税教育推進協議会・（一社）徳島県法人会連合会 

租税教育の一環として、作文を通じ児童に税の意義や役割を正しく理解してもらうために実施。 

徳島税務署管内の小学校５５校へ応募依頼を行い、１４校から１１７編の応募があり、入選作

品は「税の作品展」（徳島税務署との共催）にて展示を行った。特選者については１２月に学校

を訪問し表彰を行い、副賞を贈呈した。また税の絵はがき入賞作品と共に３月「小学生の税に

関する作品集」を９４０部刊行し、入賞者、各小学校、官公庁等に配布した。 

  

１５）税に関する絵はがきコンクール   

（後援）国税庁・（一社）徳島県法人会連合会 

租税教育活動の一環として小学生の税への関心を高めるため平成２４年度より実施。 

徳島税務署管内の小学校５５校へ応募依頼を行い、１０校から２１０名の応募があった。 

会長賞、税務署長賞、女性部会長賞、青年部会長賞、入選作を選定し、「税の作品展」（徳島税 

務署との共催）にて展示を行った。入賞者には１２月に表彰状と記念品を贈呈した。 

 

 

２．税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業（公益事業） 

 

１）令和３年度税制改正要望書の提出  

１０月８日(木）法人会全国大会(岩手大会)にて「令和３度税制改正に関する提言」の要旨を発

表予定であったが、開催中止の為、税制改正提言を発表する場として、(公財)全国法人会総連

合より１０月５日(月) 日本経済新聞(朝刊・全国版)に提言内容の概要を盛り込んだ意見広告

(全面)が掲載された。 

本会では１１月１９日（木）徳島市長、市議会議長へ税制改正要望の趣旨を説明し、当会の

取り組みに協力を要請した。  

 

２）徳島税務署と青年・女性部会等定期協議会  

  令和２年度 開催中止(令和２年１０月６日徳島税務署との協議にて決定)  

徳島税務署幹部と青年経営者・女性経営者による租税教育、税制改正等についての意見交換会

を行うもので、例年であれば徳島税務署から「税を考える週間」の趣旨・テーマ・変遷、納税

者の利便性向上の為のインターネットによる確定申告やダイレクト納付、軽減税率制度等につ

いての説明が行われ、その後フリーテーマで意見交換を行う。 

 

３）法人会全国大会「岩手大会」 開催中止 

  １０月８日（木）盛岡市民文化ホール  

例年であれば全国より経営者が一堂に会し「令和３年度税制改正に関する提言」の要旨が発表

され、都城法人会(租税教育活動プレゼンテーション令和元年度最優秀賞)による租税教育活動

の事例発表等が行われる予定であった。他法人会との交流・情報交換を通じ、「税」を中心とし

た公益活動を積極的に展開していくことを確認する場である。 
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４）法人会全国青年の集い「島根大会」 開催中止 

  １１月６日（金）松江市総合体育館 

  例年地域活動や租税教育を中心テーマに情報交換や研鑽の場として開催される。各地法人会青

年部会の一年間の取組みと成果を発表し、全国青年部会の連携強化、さらなる発展のために活

発な意見交換を行うものであり、当会青年部会においても主力公益事業である「租税教室」活

動充実のため多いに参考となる大会である。 

 

５）法人会女性フォーラム「愛媛大会」 開催中止 

  １１月２５日（水）アイテムえひめ[愛媛国際貿易センター] 

  当初４月１６日の予定を１１月２５日に延期するも新型コロナウイルス感染症が収まらず、開

催中止となった。例年なら全国から女性部会員を中心に１,６００人以上が参加し、社会貢献活

動や租税教育活動について情報交換を行う。特に未来を担う小学生が税の仕組みや大切さを学

ぶ「税に関する絵はがきコンクール」は、各地域の租税教育の中で重要な活動となっている。 

 

 

３．地域企業の健全な発展に資する事業（公益事業） 

 

１）パソコンセミナー 

開催日 会 場 講 師 出席者数 

 ８． ４ 阿波観光 

ホテル 

午前：「ワード基礎講座」 

午後：「エクセル基礎講座」 

(株)ブレーン 専任講師 中村 和彦 氏 

１５名 

 ８． ５ 阿波観光 

ホテル 

午前：「ワード基礎講座」 

午後：「エクセル基礎講座」 

(株)ブレーン 専任講師 中村 和彦 氏 

２０名 

 

２）実務（経営・税務・会計等）セミナー、インターネットセミナー 

開催日 会 場 講 師 出席者数 

 ４．１４ 阿波観光 

ホテル 

「完売王が語る ! “モノが売れない時代”に売れる商品の魅力とは」 

株式会社カワセ·クリエイティブ·カンパニーず 代表取締役  河瀬 和幸 氏 

開催中止 

５．１４ 阿波観光 

ホテル 

「中小企業のための 経営改革と人財育成」 

ダイヤ精機株式会社 代表取締役 諏訪 貴子 氏 

開催中止 

５．２７ 阿波観光 

ホテル 

「実践!成果につながる報・連・相」 

アビリティーセンター㈱ 研修インストラクター太田 和也 氏 

開催中止 

 ６． ４ 阿波観光 

ホテル 

「事業承継セミナー 大切な資産・事業を円滑に引き継ぐために 

経営者・後継者がすべきこと」 

相続遺言専門行政書士 佐山 和弘 氏 

開催中止 

 ７．１４ 阿波観光 

ホテル 

「１日でわかる経理入門セミナー」 

(有)マスエージェント 代表取締役 林 忠史 氏 

３５名 

１１．１９ オンライン

セミナー 

「素晴らしい国、日本の自立と覚醒を待望する」 

米カリフォルニア州弁護士・タレント ケント・ギルバート 氏 

８８名 

２．２２ オンライン

セミナー 

「今求められる地方創生について」 

元宮崎県知事／前衆議院議員 東国原 英夫 氏 

５８名 
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コロナ禍による特別便   

冊子「民法(債権法)改正のポイント」・「中小企業経営者のためのコロナ禍を生き抜く税務&金

融&給付金ガイド」 各３,４９４部 １０月５日(月) 配布 

講演会中止の代替措置として 

  冊子「職場のセクハラ・パワハラ・モラハラ対応」 ３,５０８部 １１月１３日(金) 

ほうじん秋号に同梱 配布 

冊子 2021版「くらしの豆知識」 ３,５４０部 １月１４日(木) ほうじん新年号に同梱 配布 

冊子 「職場のメンタルヘルスＱ＆Ａ」 ３,５８８部 ２月１０日(水)  

法人とくしまニュース№１０６に同梱 配布 

 

インターネットセミナー 

  広報紙、講演会、研修会等においてセミナーオンデマンドのチラシを配布し、周知を図った。 

  ＜令和２年度利用件数＞ 

 アクセス数１０,８６１件（一般ログイン数８６件、会員ログイン数１,２３３件） 

 

 

４．地域社会への貢献を目的とする事業（公益事業）  

 

１）吉野川清掃ボランティア活動    

開催日 場 所 参加者 

４．１８ 四国三郎橋北岸 

下流運動場 

役員、青年・女性部会 

徳島税務署、協力保険会社等   開催中止 

９．１２ 四国三郎橋北岸 

下流運動場 

役員、青年・女性部会 

徳島税務署、協力保険会社等   開催中止 

１１．１４ 四国三郎橋北岸 

下流運動場 

役員、青年・女性部会 

徳島税務署、協力保険会社等   開催中止 

 

２）健康セミナー 

開催日 会 場 講 師 出席者数 

 ３．１９ 阿波観光 

ホテル 

「最先端医療の現状～ここまで進んだがん治療～」 

医学ジャーナリスト 松井 宏夫 氏 

３４名 

 

３）児童養護施設の訪問活動 

女性部会長・専務理事・局長の３名が訪問し、タオルや文房具、菓子、除菌スプレー等の粗品

をお渡しした。 

・１２月２１日（月）社会福祉法人常楽園（徳島市国府町） 

 

４）地域イベントへ参加  

東日本大震災・原発事故に起因した電力供給量の低下への対応として、女性部会において節電

対策「いちごプロジェクト」(家庭における使用電力の１５％削減運動） 

・例年女性部会員が阿波踊り演舞場付近にて節電うちわを配布し節電をＰＲしているが、今年

度は阿波踊り開催中止のため、新型コロナウイルス感染症対策に留意しつつ事務局スタッフ

が８月７日（金）徳島駅付近にて配布した。 
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５）「経営者の声」アンケート調査システムの送信対象者の拡大 

各会員交流会議にて「新規登録にご協力ください」のチラシを配布、登録を推進した。 

 

 

５．会員の交流に資するための事業（共益事業） 

 

１）ブロック研修交流会での会員交流会  開催中止 

 

２）海外研修視察旅行    開催中止 

 

３）女性部会研修視察旅行  開催中止 

 

 

６．会員の福利厚生等に資する事業（共益事業） 

 

１）経営者大型保障制度の普及推進（大同生命保険） 案内・周知 

《経営者大型総合保障制度》 (令和３年３月末日現在) 

 法人会員数     加入企業数     加 入 率 

  ３,５１５社    ６００社      １７.０％ 

 

２）経営保全プラン（ビジネスガード）の普及推進（ＡＩＧ損害保険） 案内・周知  

《ビジネスガード》     (令和３年３月末日現在) 

  法人会員数     加入企業数     加 入 率 

    ３,５１５社    ７１４社      ２０.３％ 

 

３）がん保険制度・医療保険の普及推進(アフラック生命保険） 案内・周知 

《がん保険 会員加入状況》  (令和３年３月末日現在) 

 法人会員数     加入企業数     加 入 率 

  ３,５１５社    ４９９社      １４.１％ 

 

４）貸倒保証制度（取引信用保険）の推進（三井住友海上火災保険） 案内・周知 

 

 

７．その他本会の目的を達成するために必要な事業（共益事業）  

 

１）会員企業増強運動展開 

徳島法人会会員数（令和２年１２月３１日現在）   ３,５１５ 社  

加入状況  所管法人数 ７,８７７ 社        ４４.６ ％ 

 

入 会         ９０ 社 

退 会        １１９ 社 

   （内訳） 休業・廃業 ４６社 

 利用していない・メリットなし ２９社 

 営業不振・経費削減  ７社 
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 転出 １社 

 会費未納による整理  ０社 

 所在不明    ２社 

 その他  ３４社 

 

青年部会 部会員数（令和２年１２月３１日）４７名 前年度減１ 

女性部会 部会員数（令和２年１２月３１日）５８名 前年度減４ 

 

 

８．その他 

 

１）諸会議等開催  

（１）第９回通常総会 

  ・令和２年 ６月１６日（火） 会場：ＪＲホテルクレメント徳島  出席者５０名 

（２）理事会 

  ・第１回 令和２年 ５月１８日（月） 決議の省略(５月１８日書面同意により決議があった 

ものとみなす) 

  ・第２回 令和２年１０月１３日（火） 会場：ザ・グランドパレス   出席者３８名 

  ・第３回 令和３年 ３月１６日（火） 会場：ザ・グランドパレス   出席者４０名 

（３）正副会長会議 

  ・令和３年 ２月１５日（月） 会場：ザ・グランドパレス     出席者 ８名 

（４）支部長会 

  ・令和２年 ９月２５日（金） 会場：ザ・グランドパレス     出席者１２名 

（５）委員会 

  ・総務・組織合同委員会 

   令和３年 ３月１２日（金） 会場：阿波観光ホテル       出席者１２名 

  ・税制委員会 

   令和２年 ５月    開催中止  文書にて意見集約 

  ・広報委員会 

   令和２年 ７月２８日（火） 会場：阿波観光ホテル     出席者 ９名 

（６）青年部会 

  ・会員交流会議 

   令和２年 ４月１４日（火） 会場：阿波観光ホテル     開催中止 

  ・役員会 

   令和２年 ４月１４日（火） 会場：阿波観光ホテル     開催中止 

  ・報告会 

   令和２年１２月    開催中止 

  ・租税教室意見交換会 

   令和３年 ３月    開催中止 

（７）女性部会 

  ・会員交流会議 

   令和２年 ５月１４日（木） 会場：阿波観光ホテル     開催中止 

  ・役員会 

   第１回 令和２年 ５月１４日（木） 会場：阿波観光ホテル 開催中止 

   第２回 令和２年１０月３０日（金） 会場：阿波観光ホテル 出席者 ９名 
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（８）優良申告法人部会（幸優会） 

  ・会員交流会議 

   令和２年 ６月 ４日（木） 会場：阿波観光ホテル     開催中止 

  ・交流会 

   令和３年 １月    開催中止 

（９）関係機関等 

 （一社）徳島県法人会連合会 

  ・第８回通常総会 

   令和２年 ６月２２日（月） 決議の省略(６月２２日書面同意により決議・報告があった 

ものとみなす) 

  ・理事会 

   第１回 令和２年 ５月２５日（月） 決議の省略(５月２５日書面同意により決議があった 

ものとみなす) 

   第２回 令和２年１０月１５日（木） 会場：ザ・グランドパレス    出席者６名 

   第３回 令和３年 ３月２４日（水） 会場：ザ・グランドパレス    出席者７名 

    

（一社）四国法人会連合会 

  ・第４８回通常役員総会  

令和２年 ９月２５日（金）   開催中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務執行体制等 

 令和３年４月２６日、次の事項等について、監事による監査を受け、いずれも適正である旨、

代表理事に報告があった。 

・理事及び職員の職務の執行が、法令、定款、諸規定に適合していること。 

・理事会が、法令、定款及び理事会運営規則に従い、重要事項を決定するとともに、理事の職

務の執行を監督していること。 

・理事の職務執行に係る情報が、理事会運営規則等に基づき、理事会議事録に記録され、その

記録の保存・管理が事務処理規程等に基づき適切に保存及び管理されていること。 

 

 また、令和３年４月２８日、上記の監査結果や監査方法等について、税理士法人徳島による

外部監査を受け、いずれも適正である旨、代表理事に報告があった。 
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事業報告の附属明細書 

 令和２年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４

条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作

成しない。 

 

 

                             令和３年５月 

公益社団法人 徳島法人会 

 

 

 

 

 

 

 


