
令和２年度事業報告

Ⅰ　事業概況

　（概　況）

　法人会の基本指針である「企業経営および社会の健全な発展」「納税意識の向上」に基

　づき会員企業の発展と法人会組織の充実強化を図り、公益法人としての使命を達成するた

　め、関係機関との連携を密にし、《よき経営者をめざすものの団体》として各種事業の推

　進に取り組んでまいりました。

コロナ禍にありましたが、感染予防対策を徹底した新しい生活様式を踏まえた事業実施

　に努めました。

　　事業並びに会議等の実施内容は以下のとおりです。

　　（事　業）

　１　税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業

 （１）税知識の普及を目的とする事業

①新設法人説明会

開催日 令和２年  ５月  ７日（木）（開催中止）

令和２年 ７月  ６日（月）（開催中止）

令和２年 ９月  ２日（水）（開催中止）

令和２年１１月  ４日（水）（参加人数１０名＜１０社＞）

令和３年 １月１４日（木）（参加人数３名＜３社＞）

令和３年  ３月  ８日（月）（参加人数７名＜５社＞）

開催場所　　板橋法人会館　３階会議室（上記開催日全て）

②決算法人説明会

開催日 令和２年  ４月 ２日（木）（開催中止）

令和２年  ４月 ３日（金）（開催中止）

令和２年  ５月  ８日（金）（開催中止）

令和２年  ６月 ４日（木）（開催中止）

令和２年  ７月  ７日（火）（開催中止）

令和２年  ８月  ７日（金）（開催中止）

令和２年  ９月 ３日（木）（開催中止）

令和２年１０月 ７日（水）（参加人数６名＜６社＞）

令和２年１０月１２日（月）（参加人数６名＜６社＞）

令和２年１１月 ６日（金）（参加人数６名＜５社＞）

令和２年１２月  ２日（水）（参加人数１１名＜１１社＞）

令和３年  １月１５日（金）（開催中止）

令和３年   ２月  ５日（金）（開催中止）

令和３年  ３月  ９日（火）（参加人数１１名＜１１社＞）

令和３年  ３月１０日（水）（参加人数１２名＜１２社＞）

開催場所　　板橋法人会館　３階会議室（上記開催日全て）



③法人税申告書・決算書の書き方講習会

開催日 ①令和２年１０月２２日（木）（参加人数９名）

②令和２年１０月２９日（木）（参加人数７名）

③令和２年１１月  ５日（木）（参加人数５名）

④令和２年１１月１２日（木）（参加人数７名）

⑤令和２年１１月１９日（木）（参加人数７名）

⑥令和２年１１月２６日（木）（参加人数３名）

⑦令和２年１２月   ３日（木）（参加人数５名）

開催場所　　板橋法人会館　３階会議室（上記開催日全て）

講　師 税理士　和田 浩一 氏（東京税理士会板橋支部）（上記開催日全て）

④ブロック別税務座談会 中止

⑤税の知っ得塾 開催支部・部会なし

⑥板橋区民まつり　税のスタンプラリー　板橋区民まつり中止のため実施せず

⑦支部研修会 開催支部・部会なし

 （２）納税意識の高揚を目的とする事業

①ｅ－Ｔａｘ・ｅＬＴＡＸの促進

広報誌、ホームページを通じ広くＰＲを実施。

②広報誌等による税情報の発信

広報誌は、年４回（発行月８月、１０月、３年１月、３月）発行し板橋税務署、　

東京都板橋都税事務所、板橋区、板橋法人会からの情報を掲載。

③税を考える週間実施事業

税をテーマとした川柳コンクール

川柳募集期間 令和２年６月１日（月）～１１月１日（日）

発　　表 令和３年１月１８日（月）

応募作品数 １６，９８９句

受賞者数 百選入選（一般部門１００名、ジュニア部門１００名）

各部門：主催団体賞４句、後援団体賞３句、特別賞８句

④板橋花火大会　イベント協働事業

開催日 令和２年５月２３日（土）⇒ 中止（新型コロナ感染拡大防止対策）



 （３）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

①税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出（全国大会）

開催日 令和２年１０月８日（木）⇒ 中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

開催場所　　盛岡市　盛岡市民文化ホール

内　容 税制改正要望事項を有効なものとするため国レベル、県連レベル、

単位会レベルで関係機関等に対し、要望活動を行っている。

要望活動　　板橋区長、区議会議長、地元選出国会議員に対して要望活動を行う。

令和２年１１月１９日（木）実施　　４名参加

②全国青年の集い

開催日 令和２年１１月６日（金）⇒ 中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

開催場所　　松江市総合体育館

③女性フォーラム

開催日 令和２年１１月２５日（木）⇒ 中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

開催場所　　アイテムえひめ（愛媛国際貿易センター）



　２　地域企業の健全な発展に資する事業

 （１）夏期研修会 ⇒ 中止（新型コロナ感染拡大防止対策）　

 （２）簿記講習会

①やさしい簿記（Ⅰ）

開催日　　　①令和２年８月２０日（木）（参加人数１６名）

②令和２年８月２４日（月）（参加人数１４名）

③令和２年８月２７日（木）（参加人数１４名）

④令和２年８月３１日（月）（参加人数１４名）

⑤令和２年９月   ３日（木）（参加人数１５名）

開催場所　　板橋法人会館　３階会議室（上記開催日全て）

講　師 税理士　坂田　映氏（東京税理士会板橋支部）（上記開催日全て）

②やさしい簿記（Ⅱ）

開催日　　　①令和２年  ９月   ９日（水）（参加人数１８名）

②令和２年  ９月１６日（水）（参加人数１８名）

③令和２年  ９月２３日（水）（参加人数１３名）

④令和２年  ９月３０日（水）（参加人数１３名）

⑤令和２年１０月   ７日（水）（参加人数１２名）

⑥令和２年１０月１４日（水）（参加人数１０名）

開催場所　　板橋法人会館　３階会議室（上記開催日全て）

講　師 税理士　鈴木 都子氏（東京税理士会板橋支部）（上記開催日全て）

 （３）税務・労務・経営及び経営支援相談

開催場所　　板橋法人会館　役員室又は３階会議室

相談員　　　（税務）税理士、（労務）社会保険労務士、

　（経営及び経営支援）中小企業診断士、経営コンサルタント

　（無形（知的）財産）特許事務所職員

　（行政手続支援）行政書士

相談数 ９社

 （４）インターネット配信サービス「セミナー・オンデマンド」

視聴数 ７，５８２回

利用者数　　９０８名

　内　容　　　「経営支援活動」「社会貢献活動」「正しい税知識の普及活動」等の

推進に有効なツールとして、インターネットによるセミナー配信

サービスを実施。



 （５）実務セミナー

中小企業の経営戦略セミナー

　【 WEBセミナー】

　「戦略 SWOT 基礎講座」〜コロナ危機から脱出するための知恵と方策〜

開催日　　　令和２年１１月２４日（火）

開催場所　　（ライブ配信）Zoom ウェビナー

講　師　　　株式会社アールイー経営 代表取締役　嶋田 利広 氏

参加者　　　２２名

経営力強化セミナー

　【 WEBセミナーとリアル研修】

　「ビジネスモデル“発想”基礎講座」〜コロナ不況を新たな事業で吹き飛ばす〜

開催日　　　令和２年１２月８日（火）

開催場所　　（ライブ配信）Zoom ウェビナー＋

板橋法人会館　３階会議室

講　師 税理士　佐々木 美佳 氏

参加者 １６名

スキルアップセミナー

　【 WEBセミナー】

　「簿記入門講座」

開催日 令和３年１月２８日（木）〜２月１０日（水）

開催場所　　オンライン配信

講　師 TAC　税理士　松本　勝 氏

　　　　　　参加者　　　２９名



　３　地域社会への貢献を目的とする事業

 （１）地域社会貢献事業　こどもわくわくフェスタへの参加

開催日 令和２年５月３１日（日）⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

開催場所　　旧高島七小校庭

 （２）子育て支援事業

　「音楽のおくりもの」

開催日 令和２年９月２９日（火）⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

開催場所　　板橋区立文化会館　小ホール

 （３）板橋Ｃｉｔｙマラソン

コロナ対応としてオンライン等を活用した方式により開催。

大会ホームページ上で法人会のＰＲを実施。

 （４）厚生講演会

開催日 令和３年２月２２日（月）～３月１日（月）の間

開催場所　　ＷＥＢ配信（事前申込制）

講　師 板橋中央総合病院腎臓内科医師　塚本雄介氏

演　題　　　「あなたの腎臓は大丈夫ですか？」

～日常生活の中で知ってほしい腎臓のこと～

講　師 同病院　心臓血管外科医師　佐藤博重氏

演　題　　　「日常生活で気をつけたい感染症」

参加者　　　【視聴回数】６３回

 （５）チャリティコンサート事業

復興支援チャリティコンサート「音楽の絵本」

開催日 令和２年１２月１２日（土）⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

開催場所　　板橋区立文化会館　大ホール

 （６）梅まつり　イベント協働事業　⇒　梅まつり中止のため実施せず

開催日 令和３年３月６日（土）・７日（日）

開催場所　　赤塚溜池公園

 （７）東京エクセレンス協賛試合における税に関する広報活動

開催日 令和３年１月３１日（日）・３月２１日（日）

開催場所　　小豆沢体育館

内　容 板橋区を本拠地とするプロバスケットチーム東京エクセレンスの協　

賛試合を行い、試合前の会長挨拶、ハーフタイム中に税金クイズや

PR を行い、納税意識の高揚を図る。



 （８）青年部会地域社会貢献事業

①板橋区民まつり　親子税金クイズ　⇒　板橋区民まつり中止のため実施せず

②板橋農業まつり　親子税金クイズ・野菜スタンプ・野菜収穫体験手伝い

⇒ 板橋農業まつり中止のため実施せず

③小学生向け租税教育活動

税の教室（税金落語・オンライン税金クイズ）

開催日 令和２年１２月１９日（土）

開催場所　　板橋区立大谷口小学校

参加人数　　小学４年生４８名、部会員５名

オンライン税金クイズ

開催場所　　板橋区立小学校６校

　（赤塚・大谷口・金沢・上板橋第四・ときわ台・北前野）

対　　象　　各学校４年生

④板橋 City マラソン 親子税金クイズ ⇒ 板橋 City マラソン中止のため実施せず

 （９）女性部会地域社会貢献事業　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

 （10）支部社会貢献活動

第１支部　令和２年１２月４日（金）

　「地域小学校を対象とした出前コンサート」

第１７支部　令和２年１２月２０日（日）

　「親子で楽しめる子育て支援コンサート「音のおもちゃ箱」」

 （11）地域社会貢献講演会

周年事業地域講演会

開催日　　令和２年１１月１日（日）　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

板橋ビジネスミーティング　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）



　４　会員の交流に資するための事業

 （１）署長講演会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

 （２）役員懇談会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

 （３）法律相談　　実施回数　　０回

 （４）板橋税務署との意見交換会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

 （５）板橋区民まつり協賛　⇒　板橋区民まつり中止のため実施せず

 （６）板橋Ｃｉｔｙマラソン イベント協賛  ⇒  板橋Ｃｉｔｙマラソン中止のため実施せず

 （７）女性部会全国大会懇親会　⇒　女性部会全国大会中止のため実施せず

開催日　　　令和２年１１月２５日（水）

会　場 アイテムえひめ（愛媛国際貿易センター）

 （８）新年賀詞交歓会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

開催日　　　令和３年１月１８日（月）

会　場 板橋区立文化会館　大会議室

 （９）１２月理事会（年末忘年会）　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

 （10）総会懇親会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

開催日　　　令和２年７月２９日（水）

会　場 板橋区立文化会館　大会議室

 （11）会員増強功労者表彰

開催日 令和２年７月２９日（水）

開催場所　　板橋区立文化会館　小ホール

受彰者 １名、４団体

 （12）会員増強活動用器材の手配

内　容 経営支援サービスや、福利厚生制度を中心に、入会することのメリット　

を分かりやすく掲載した、パンフレット「入会のご案内」の作成・配付

 （13）支部活動（共益）

内　容 各支部で役員会等を実施

 （14）青年部会共益事業

①青年部会通常総会懇親会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

※議案のみ書面審議で実施

②青年部会役員会

開催回数　　２回

開催場所　　板橋法人会館　３階会議室



③青年部会グループ会議

開催回数　　総務　１回、事業研修　０回、社会貢献　５回、

財務　０回

開催場所　　板橋法人会館　３階会議室　他

④全国青年の集い島根大会懇親会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

開催日　　　令和２年１１月６日（金）

開催場所　　松江市総合体育館

⑤青年部会税務座談会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

⑥納涼会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

⑦忘年会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

⑧新年会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

⑨青年部会宿泊研修会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

⑩青年部会日帰り研修会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

 （15）女性部会活動（新年会・役員会）

①新年会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

②役員会

開催回数　　３回

開催場所　　板橋法人会館　３階会議室

 （16）源泉部会共益事業

新任者講習会　⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

開催日 令和２年５月１９日（火）、２６日（火）

開催場所　　板橋法人会館　３階会議室

 （17）経営者大型保障制度の普及推進（案内・周知）

 （18）経営保全プランの普及推進（案内・周知）

 （19）がん保険制度の普及推進（案内・周知）

 （20）貸倒保障制度（取引信用保険）の普及推進（案内・周知）

 （21）創立７０周年記念事業

＜記念式典の開催＞⇒　中止（新型コロナ感染拡大防止対策）

開催日　　令和２年１１月９日（月）

会　場　　ホテル椿山荘東京

＜記念誌の発行＞

発行日　　令和３年１月２２日（金）　

配　付　　全会員に配付



５　会員の福利厚生等に資するための事業

 （１）簡易生命保険団体保険料払込制度に係る集金事務

 （２）板橋法人会館の賃貸業務

 （３）労働保険事務代行業務



Ⅱ　組織の状況

　１　会員数

期　首　（令和２年４月１日）　　　   ５，７２３社

当　期　（新規加入） 　７７社

当　期　（退　　会） １,４４３社

期　末　（令和３年３月３１日）　　　４，３５７社（加入率３６．０％）

※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「事業報

告の内容を補足する重要な事項」が存在しないため、「事業報告の附属明細書」は作成し

ておりません。


