
               令和３年度事業報告 

（自令和３年 4月 1日 至令和４年 3月 31日） 

 

当法人会は、公益社団法人として「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」という理念に基づき、「税知識の普及及び納税意識の高揚を目的とす

る事業」をはじめとして、「企業の発展や地域社会に貢献する事業」を計画しましたが、コロナウイルス感染症

拡大の影響を受け、事業活動が大幅に縮小されましたが、可能な限り実施いたしました。 

 

令和３年度に掲げた重点事項の実施状況は次のとおりです。 

１ 税知識の普及を目的とする事業、納税意識の高揚を目的とする事業、税制及び税務に関する調査並び

に提言に関する事業 

税務教室において、令和５年１０月１日から適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入を見据え、名

古屋西税務署の協力を得て、インボイス制度の研修を行った。研修の中では、消費税の軽減税率にも触れ、

そのほか、法人税の決算整理と自主点検チェックシート、年末調整と源泉所得税等の内容について併せて

行いました。公認会計士・税理士による「企業会計と税務会計」や「富裕層課税強化を前に」等の研修を開

催しました。 

また、大規模法人研修会、青年部会、女性部会での税務研修を行うなど、開催いたしました。 

名古屋西税務署管内の小学校で青年部会が４コマ、女性部会が２コマの租税教室の講師を務めるなど、

納税意識の高揚を目的とする事業を行いました。 

平成３０年度から開催している女性部会による税の絵はがきコンクールは、４年目を迎え、７つの小学校か

ら１０７件の応募がありました。応募はがきの中から名古屋西税務署長賞、名古屋西法人会長賞、青年部会

長賞、女性部会長賞を選んで表彰状を送り、優秀賞を新たに設け、参加者全員に参加賞を送りました。 

 

２ 地域企業の健全な発展に資する事業、地域社会への貢献を目的とする事業 

地域企業の経営者等に対して経済・経営講演会、地域企業向け実務研修会として人事労務セミナー・健

康セミナーや簿記講座を実施しました。 

地域社会への貢献を目的として、１０月にモーリーロバートソン氏「日本のミカタ・世界のミカタ」と題して講

演会を開催しました。 

 

３ 福利厚生事業 

大同生命、ＡＩＧ、アフラックの団体扱いの各種保障制度、三井住友海上火災保険の中小企業向け貸倒

保証制度、人間ドックの斡旋等を実施しました。 

 

４ 会員増強推進事業 

会員の廃業、休業、転出による退会が多数に上り、厳しい状況が続いています。新規の会員加入勧奨を

行い法人会加入率の低下を阻止すべく各支部長を中心に支部役員、委員の協力のもと加入勧奨を行い、

新規加入が２６件ありましたが、廃業、休業等による退会９３件と大幅に退会者が増加し、会員数 3,000 件を

割ってから３年目となり、併せて、加入率も引続き低下しています。 

 

令和３年度に実施した本会・支部・部会等の事業並びに会議等の活動状況は次頁以降のとおりです。 



Ⅰ　会議関係

１　総会

第６回通常総会 第1号議案　議事録署名人選任に関する件

第2号議案　令和２年度収支決算報告承認の件

第3号議案　役員選任案承認の件

報告事項

(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

２　役員会・委員会

正副会長会

(第１回) 通常総会議案書(案)の審議

その他

(第２回) 常任理事会・理事会議案について

その他

(第３回) 常任理事会・理事会議案について

その他

常任理事会

(第１回) 通常総会議案書(案)の審議

その他

(第２回) 各委員会・部会報告

その他

(第３回) 通常総会の開催について

各委員会・部会報告

理事会

(第１回) 通常総会議案書(案)の審議

その他

(第２回) 役員改選の件

(第３回) 各委員会・部会報告

その他

(第４回) 通常総会の開催について

各委員会・部会報告

令和３年度事業報告明細書

行事名 内　　　容(講師・テーマ)開催年月日

3. 6. 7

3. 4.16

3. 7.15

3.12.15

3. 4.23

3. 8.16

4. 1.18

3. 4.23

3. 8.16

4. 1.18

3. 6. 7



行事名 内　　　容(講師・テーマ)開催年月日

総務委員会

(第１回) 通常総会議案書(案)の審議

その他

(第２回) 常任理事会・理事会議案について

その他

(第３回) 常任理事会・理事会議案について

その他

事業委員会

(第１回) 租税教育・アニメ上映会について

実務研修会・セミナーについて

通常総会・記念講演会について

(第２回) 租税教育・アニメ上映会について

社会貢献活動について

通常総会・記念講演会について

(第３回) 本年度の事業活動について

来年度の事業の検討について

その他

税制委員会

(第１回) 税制改正要望事項の取りまとめについて（中止）

広報委員会

(第１回) 広報誌の記事編集について

その他

(第２回) 広報誌の記事編集について

その他

組織委員会

(第１回) 会員増強運動の取り組みについて

福利厚生制度の利用状況

福利厚生制度の推進について

その他

(第２回) 会員増強運動の結果報告について

大型総合保障制度の推進状況について

その他

厚生委員会

(第１回) 会員増強運動の取り組みについて

福利厚生制度の利用状況

福利厚生制度の推進について

その他

(第２回) 会員増強運動の結果報告について

大型総合保障制度の推進状況について

その他

3.12. 8

3. 4月

3. 7.27

3. 9. 9

4. 3.15

3. 7.27

3.12. 8

3.12. 7

3. 4.16

3. 7.15

3.12.15

3. 5.13

3. 7.16



Ⅱ　税知識の普及を目的とする事業

出席者(名)

税務教室

(第１回) 法人税に関する誤りやすい主な事例 中止

名古屋西税務署　法人課税部門担当官

(第２回) 令和３年度 税制改正の実務ポイント 23
税理士法人　名南経営

税理士　安藤　教嗣　氏

(第３回) 企業会計と税務会計　～法人税のいけない事例～ 14
名古屋税理士会　名古屋西支部

税理士　二村　友佳子　氏

(第４回) 改正消費税法について（インボイス関係） 31
名古屋西税務署　法人課税第一部門上席国税調査官

志見　裕道　氏

(第５回) 年末調整と源泉所得税の実務ポイント 44
名古屋西税務署　法人課税第一部門上席国税調査官

刈本　健治　氏

(第６回) 富裕層課税強化を前に 27
～相続税・贈与税を考える～

名古屋税理士会所属　税理士　外山　典央　氏

新設法人説明会 新設法人説明会 24

大規模法人研修会 講演会 13
税務を取巻く環境変化と税務行政

名古屋国税局 調査部 部長 四井　清裕　氏

研修会

申告書作成のチェックポイント

名古屋国税局 調査部 調査審理課 課長

小山　太郎　氏

講演会 お酒と税はスマートに 32
名古屋西税務署　署長 三輪　三津雄　氏

天神山支部

講演会 消費税インボイス制度について 10
名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

北名古屋・豊山支部

講演会 消費税インボイス制度について 15
名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

行事名 内　　　容(講師・テーマ)

3.11.25

２　新設法人

説明会

3.10.14

事業区分 開催年月日

3. 5.17

3. 7.28

3. 9. 2

3.11.24

4. 2. 4

１　税務研修

会・税務教室

3.10.13

４　講演会 4. 1.18

３　大規模

法人研修会

 3. 4.12

 3. 4.20



出席者(名)行事名 内　　　容(講師・テーマ)事業区分 開催年月日

名塚支部

講演会 消費税インボイス制度について 6
名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

菊井支部

講演会 消費税インボイス制度について 中止

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

浄心支部

講演会 消費税インボイス制度について 中止

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

山田支部

講演会 消費税インボイス制度について 中止

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

清須支部

講演会 消費税インボイス制度について 中止

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

税務講習会 インボイス制度について　～事前準備・対策～ 24
福田会計事務所 福田　裕文　氏

青年部会

講演会 おさけのみかた 13
　～見方で変わるお酒の世界～

名古屋西税務署　署長 三輪　三津雄　氏

講演会 税のよもやま話 21
～報道発表などから見る税務調査の現状～

名古屋西税務署　筆頭副署長 広　勝巳　氏

女性部会

講演会 税務行政の現状とロビンソン・クルーソー経済学 中止

名古屋西税務署　署長 笠井　寿士　氏

税務研修会 インボイス制度について 中止

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

 3. 4.21

 3. 5.14

3. 5.11

3. 6.23

4. 3.23

3.12.14

3. 9.15

 3. 5.10

3. 5.26

 3. 5.18



Ⅲ　納税意識の高揚を目的とする事業

出席者(名)

夏休み子どもまつり 税金教室と子ども映画会 中止

租税教室 白木小学校へ訪問し租税教室実施(1ｺﾏ) 2
西枇杷島小学校へ訪問し租税教室実施(1ｺﾏ) 2
栄生小学校へ訪問し租税教室実施(1ｺﾏ) 2
城西小学校へ訪問し租税教室実施(2ｺﾏ) 中止

浮野小学校へ訪問し租税教室実施(1ｺﾏ) 2

税を考える週間 税の広場・税金クイズ 1
税の作文・習字の展示

絵はがきコンクール 絵はがき審査 4

Ⅳ　税制及び税務に関する調査及び提言に関する事業

出席者(名)

税制委員会

(第１回) 税制改正要望事項の取りまとめについて 中止

全国法人会総連合 全国大会(岩手大会)　オンライン開催

行事名 内　　　容(講師・テーマ)

１　税制改正

の提言 3. 4月

事業区分

3.10. 7

4. 1.25

4. 1.26

4. 1.31

3.11. 7

4. 2.18

開催年月日

3.12.17

事業区分 開催年月日 行事名 内　　　容(講師・テーマ)

１　租税教育 3. 8.26

活動

3. 5.24



Ⅴ　地域企業の健全な発展に資する事業

出席者(名)

青年部会

講演会 尽生（じんせい）と志事（しごと） 20
株式会社 ティア 代表取締役　冨安　徳久　氏

人事・労務セミナー 「助成金」活用法セミナー 11
　～令和３年度版 使いやすい助成金の活用を

　実際の書式を用いてわかりやすく教えます～

アライツ社労士事務所　所長

社会保険労務士　浅野　貴之　氏

人事・労務セミナー 今後予定される労働法改正ポイントと、 10
　トラブルにならない実務対応セミナー

アライツ社労士事務所　所長

社会保険労務士　浅野　貴之　氏

防災セミナー 災害（大震災）の対応力強化について 延期

リスクスーパーアドバイザー 岡本　光史　氏

簿記講座 大原簿記情報医療専門学校　名古屋校

(日商簿記3級 基本講座10回コース) 0
(日商簿記3級 直前対策 8回コース) 0

北名古屋・豊山支部

講演会 アフターコロナを見据えて！ 7
非対面ビジネスの作り方

【ズームを活かした方法など】

株式会社　未来会議

代表取締役　細谷　宏　氏

天神山支部・名塚支部

視察研修会 大須演芸場 27
浄心支部

視察研修会 伊勢神宮 20 4. 3.10

4. 2. 17

 3.11.17

３　企業施設

見学会

事業区分 開催年月日

3. 7. 6

１　経済・経

営講演会

２　地域企業

向け実務研修

会

3.12. 2

内　　　容(講師・テーマ)行事名

3. 9. 7

 ～11.14

3.10. 5

3. 4.13



Ⅵ　地域社会への貢献を目的とする事業

出席者(名)

記念講演会 ビジネスに活かす脳科学 中止

　成功する人の習慣 チャンスを勝ち取る人になる！

脳科学者・医学博士・認知科学者

東日本国際大学　教授　中野　信子　氏

地域社会貢献活動講演会 日本のミカタ・世界のミカタ 94
国際ジャーナリスト　ミュージシャン

モーリー・ロバートソン　氏

青年部会

研修会 歯と健康について 16
桑名はらだ歯科クリニック院長

（名古屋よしもと所属 芸人） 原田　聡　氏　

女性部会

新春公演会 フラダンス 中止

女性部会

タオルの寄贈 豊山町社会福祉協議会を通じて地域の 2
社会福祉施設等にタオルを寄贈している

事業区分 開催年月日 行事名 内　　　容(講師・テーマ)

１　健康、文 3. 6. 7

２　地域社会

への貢献活動 4. 3. 2

化及び芸術等

に関する講演

会及び研修会

3.10.26

3.10.20

4. 2. 3



Ⅶ　支部事業

菊井支部

総会（講演会は中止）第1号議案　事業報告並びに収支決算報告について

第2号議案　事業計画案並びに収支予算案について

第3号議案　役員任期満了につき選任の件

消費税インボイス制度について

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

浄心支部

役員会 加入勧奨等について

今後の支部事業等について

総会・講演会 第1号議案　事業報告並びに収支決算報告について

（中止） 第2号議案　事業計画案並びに収支予算案について

第3号議案　役員任期満了につき選任の件

消費税インボイス制度について

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

役員会 加入勧奨等について

今後の支部事業等について

視察研修会 伊勢神宮

天神山支部

総会・講演会 第1号議案　事業報告並びに収支決算報告について

第2号議案　事業計画案並びに収支予算案について

第3号議案　役員任期満了につき選任の件

消費税インボイス制度について

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

合同役員会 今後の支部事業等について

合同役員会 支部研修について

合同視察研修会 大須演芸場

役員会 支部総会について

来年度の支部事業等について

事業区分 開催年月日

１　総会・役員

会・事業関係

 4. 3.10

内　　　容(講師・テーマ)

 3. 5.10

 3. 4.12

 3. 5.14

 3. 4.15

 3.11.24

 3. 8.24

 3.11. 2

 3.11.17

 4. 3. 8



事業区分 開催年月日 内　　　容(講師・テーマ)

名塚支部

総会・講演会 第1号議案　事業報告並びに収支決算報告について

第2号議案　事業計画案並びに収支予算案について

第3号議案　役員任期満了につき選任の件

消費税インボイス制度について

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

合同役員会 今後の支部事業等について

合同役員会 支部研修について

合同視察研修会 大須演芸場

山田支部

今後の支部事業等について

役員会 支部総会（中止）について

今後の支部事業等について

総会・講演会 第1号議案　事業報告並びに収支決算報告について

（中止） 第2号議案　事業計画案並びに収支予算案について

第3号議案　役員任期満了につき選任の件

消費税インボイス制度について

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

役員会 今後の支部事業等について

役員会 今後の支部事業等について

来年度の支部事業等について

清須支部

総会・講演会 第1号議案　事業報告並びに収支決算報告について

（中止） 第2号議案　事業計画案並びに収支予算案について

第3号議案　役員任期満了につき選任の件

消費税インボイス制度について

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

役員会 今後の支部事業等について

加入勧奨について

役員会 加入勧奨について

来年度の支部事業等について

税務講習会 インボイス制度について　～事前準備・対策～

福田会計事務所 福田　裕文　氏

山田グループ役員会

 3. 5.12

4. 3.23

3. 5.26

3.10.27

3.12.15

4. 1.13

3.11.24

 3. 5.18

 3. 8.24

 3.11. 2

 3. 4.21

 3. 4.14

 3.11.17



事業区分 開催年月日 内　　　容(講師・テーマ)

北名古屋・豊山支部

役員会 支部総会等について

総会・講演会 第1号議案　事業報告並びに収支決算報告について

第2号議案　事業計画案並びに収支予算案について

第3号議案　役員任期満了につき選任の件

消費税インボイス制度について

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

役員会 今後の支部事業等について

講演会 アフターコロナを見据えて！

非対面ビジネスの作り方

【ズームを活かした方法など】

株式会社　未来会議

代表取締役　細谷　宏　氏

3.12. 2

3. 8.23

 3. 4.20

 3. 4. 9



Ⅷ　青年部会事業

第44回通常総会 第1号議案　事業報告並びに収支決算報告承認の件

第2号議案　事業計画案並びに収支予算案承認の件

第3号議案　役員選任案承認の件

理事会 第１回理事会

第２回理事会

第３回理事会

第１回役員会

第４回理事会

講演会 尽生（じんせい）と志事（しごと）

株式会社 ティア 代表取締役　冨安　徳久　氏

新入会員増強（中止） 新入会員増強情報交換会

研修会（10/20に延期）

情報交換会（中止） 昭和・名古屋北・名古屋西法人会情報交換会

夏休み子どもまつり 税金教室と子ども映画会

講演会 おさけのみかた

　～見方で変わるお酒の世界～

名古屋西税務署　署長 三輪　三津雄　氏

研修会 歯と健康について

桑名はらだ歯科クリニック院長

（名古屋よしもと所属 芸人） 原田　聡　氏　

研修旅行 熊本

講演会 税のよもやま話

～報道発表などから見る税務調査の現状～

名古屋西税務署　筆頭副署長 広　勝巳　氏

租税教室 西枇杷島小学校へ訪問し租税教室実施(1ｺﾏ)

租税教室 栄生小学校へ訪問し租税教室実施(1ｺﾏ)

租税教室（中止） 城西小学校へ訪問し租税教室実施(2ｺﾏ)

多部会合同研修会 名古屋法人会青年部会合同事業

全国法人会総連合 全国青年の集い(佐賀大会)

東海法人会連合会 青連協　定時総会、情報交換会

愛知県法人会連合会 青連協　定時総会

青連協　親睦ゴルフコンペ

青連協　情報交換会

（中止）

3.10.27

3. 4.20

4. 2.25

3.11.25

3. 7. 5

3. 6.30

 ～11.26

内　　　容(講師・テーマ)

3. 4.13

3. 4.13

3. 6.23

4. 3.29

4. 3. 2

3. 9.15

（中止）

事業区分 開催年月日

3. 5.15

3. 8.26

３　関係団体

１　総会・理事会

２　事業関係 3. 4.13

3. 9.15

3.12.14

4. 1.25

3.11.26

 ～11.27 

3. 7月

3. 6.23

3.10.20

3.12.17

4. 1.26



Ⅸ　女性部会事業

第32回通常総会 第1号議案　事業報告並びに収支決算報告承認の件

第2号議案　事業計画案並びに収支予算案承認の件

第3号議案　役員選任案承認の件

理事会 第１回理事会

第２回理事会

第３回理事会

第４回理事会

第５回理事会

第６回理事会

講演会（中止） 税務行政の現状とロビンソン・クルーソー経済学

名古屋西税務署　署長 笠井　寿士　氏

租税教室 白木小学校へ訪問し租税教室実施(1ｺﾏ)

税務研修会（中止） インボイス制度について

名古屋西税務署　法人課税第一部門統括官

太田　誠　氏

夏休み子どもまつり 税金教室と子ども映画会

研修旅行 徳川園見学

租税教室 浮野小学校へ訪問し租税教室実施(1ｺﾏ)

新春公演会（中止） フラダンス

絵はがきコンクール 絵はがき審査

社会貢献活動 タオルの寄贈

全国法人会総連合 全国女性フォーラム（新潟大会）

愛知県法人会連合会 女連協　定時総会

女連協　情報交換会3.11.30

4. 3. 2

3. 4.28

4. 2.18

内　　　容(講師・テーマ)

3. 5.11

3.10.19

4. 2. 3

3. 6.23

4. 1.21

3. 5.11

（中止）

３　関係団体

3. 8. 3

3. 9.28

3.11.19

3. 8.26

3.11.16

4. 1.31

２　事業関係 3. 5.11

3. 5.24

事業区分 開催年月日

3. 4.19

１　総会・理事会



Ⅹ　広報誌・連合会関係

名古屋西法人会だより ＮＡＧＯＹＡＮＩＳＨＩ　164号

ＮＡＧＯＹＡＮＩＳＨＩ　165号

ほうじん 春号

夏号

新年号

全国法人会総連合 全国大会(岩手大会)　オンライン開催

東海法人会連合会 定時総会（書面決議）

東海大会　オンライン開催

愛知県法人会連合会 通常総会

税制講演会

運営研究会

大規模法人経営者国税局長講演会

税務連絡協議会 定時総会（書面決議）

第１回定例会

第２回定例会

第３回定例会(臨時会)

税の広場、税の作文・習字展示

第４回定例会

Ⅺその他

観劇会（御園座） 坂東玉三郎　特別公演

生活習慣病予防健診 一般財団法人　全日本労働福祉協会　東海支部

日帰り人間ドック 一般財団法人　愛知健康増進財団

日帰り人間ドック ひまわり　クリニック

日帰り人間ドック エルズメディケア名古屋

3.11. 1

随時開催

3.10.12

3. 7.15

3. 7.25

3. 7.26

行事名 内　　　容(講師・テーマ)

随時開催

随時開催

3.10.27

3.11. 7

3.12. 7

～ 7.31

4. 3. 9

事業区分 開催年月日

3.12. 1

4. 2.22

3. 6.18

3.10. 6

3. 8.23

３　税連協関係

行事名 内　　　容(講師・テーマ)

3. 7

4. 1

3. 4

3. 9.10

3. 6.18

事業区分 開催年月日

3. 7

4. 1

3.10. 7

１　広報関係

２　連合会関係

4. 3. 3


