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令和２年度事業報告と決算を承認
令和３年度第１回東法連理事会

つないで

年『 会 員 企 業 を 守 り た

で ％であったことが報告された。

年３月末）の達成率が東法連ベース

い』キャンペーン」の令和２年度（３

50

さらに、公益事業関連では、地球温
令和３年度

社（前年は３４２８社）と半分近く

なかったため新規入会数が１８６９

された。

きコンクールの実施結果などが報告

暖化対策報告書の提出状況、絵はが
第１回東法連

減少しており、会員減少の主要因と

開催され、東法連の令和２年度事業

雅叙園東京で

業績不振は約 倍増加した。

較し、ほぼ横ばいだったのに対し、

休業・廃業が最も多いが前年度と比

（１会 万円）を免除したため 百

支援として令和２年度の東法連会費

決算報告では、経常収益は単位会

公益目的支出計画は予定通り完了

理事会が５月

なっている。退会理由については、

報告、決算が承認された。

26

ス感染症の影響により運営面や事業

事業報告では、新型コロナウイル

広告、パブリ

鉄での電車内

広 報 関 連 で は、 Ｊ Ｒ、 都 営 地 下

り総会・理事会（
「 決 議 の 省 略 」等

少した。事業費は感染症の影響によ

万円の減少、全体では約 百万円減

る中、東法連が令和２年度に行った

百万円減少した。最終的に正味財

15
事業が、数多

ける租税教育

なった。

り、前年度末比約８百万円の増加と

産額合計額は、約３０９百万円とな

れたことなど

支出計画は令和２年度決算をもって

況について報告があった。公益目的

続いて、公益目的支出計画実施状
の報告があっ

な支出が可能となる。

ることから、今後は従来よりも柔軟

８年間という当初の予定通り完了す
は、
「想いを

厚生関連で

た。

に取り上げら

くのマスコミ

ニア東京にお

令和２年度事業報告と決算等を審議する理事会

面において様々な支障をきたしてい

により実施）をはじめ、多くの会議

9.6
シティ活動に

20

等を中止・縮小したため、全体で約

1.4

より、キッザ

前年度と比較して減少幅は拡大して

32

租税教育などの税関連事業をはじ
め、組織、共益・研修関連、広報、

万８千社

厚生、
公益などの事業が報告された。
東法連の会員数は約

員数が約 万８千社となり、前年度

令和３年３月末の東法連における会

組織関連における会員増強では、

11

おり、特に会員勧奨がほとんどでき

法人会は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」を推進しています

51

日、ホテル

あいさつする
小林栄三会長

と比較して約５千７百社減少した。

11

Mail：info@tohoren.or.jp
URL：http://www.tohoren.or.jp
TEL 03−3357−0771（代）

全法連会館3階
〒160−0002 東京都新宿区四谷坂町5番6号
Ｃ
一般社団法人 東京法人会連合会○

定時連絡協議会をＷＥＢ開催

新会長に酒井透氏 （青梅法人会を
） 選任

ブロック選出役員

名、会長選出

に伴う第６ブロックの補充役員１

る租税教育活動に積極的に取り組
むことになり、引き続きキッザニ

名、さらに新会長が推薦する４名

場での開催を取り

ア東京での租税教育事業を行うと

の 役 員、 計

日、総

東法連青年部会連絡協議会は、
会長）のあいさつの後、令和２年

年部会担当副会長（練馬西法人会

（ 荒 川 法 人 会 理 事 ）、 髙 橋 利 充 青

また、令和３・４年度の東法連

した。

的にＷＥＢの活用を取り入れると

の終息が不透明であるため、積極

委員推薦の審議では、全法連青連

また、全法連青連協役員および

止めた。
協議会では、遠

ともに、本年度においても感染症

名 が 就 任 し た。（ 新

藤正幸青連協会長

会にあたる定
度活動報告、令和３年度活動計画

青連協新役員の審議では、各ブロ

役員は別掲のとおり）

時連絡協議会
案、新役員の選任等についての審

協役員として酒井会長、全法連青

当日は現役員のみ全法連会館に集

（向

島）

川）
（立

（東村山）

副会長には、酒井新会長を除く

定時連絡協議会を書面開催

談役に就任した。

があったものとみ

同意があり、決議

員全員の書面よる

し、令和２年度委

ついて提案書を発

ことが承認された。

東法連女連協会長に
） 選任
飯村早苗氏 （本郷法人会を

なされた。

東法連女性部会連絡協議会
東法連女性部会連絡協議会は、

①令和２年度活動報告について

提案事項は以下の通り。
協議会を東京ドームホテルで開催

②令和３年度活動計画について

日に総会にあたる定時連絡
予定であったが、緊急事態宣言の

③令和３年度東法連女連協「税に

関する絵はがきコンクール」の

④役員選任ついて

実施について
議会中島三枝子会長が定時連絡協

⑤全法連女連協役員および委員の

書面開催では、女性部会連絡協

面を考え、書面開催とした。

延長により出席者の健康面、安全

５月

なお、遠藤会長は規約により相

を、全法連会

ックから１名、計６名の選出役員

連協委員として、西山和伸副会長

５月

館で開催した。 議が行われ、原案どおり承認され

の互選により、青梅法人会の酒井

（向島法人会）
、大貫高輝副会長

そのうち、令和２年度活動報告

た。

透氏（青梅法人会理事）が東法連

まり、委員はＷＥＢ会議システム

では、キッザニア東京での租税教

（江戸川北）

青連協第

（立川法人会）の３名を推薦する

東法連青年部会連絡協議会

5

議会の決議目的である提案事項に

自分のカラダと “ がん ” のこと、ちょっとだけ考えてみませんか？

11

代会長に選任された。

により参加した。

並）

育事業、
大型保障制度「Ｊタイプ」

（杉

当初は新宿のハイアットリージ

森）

の推進、動画作成やＷＥＢを活用

原）

（大

ェンシー東京で開催予定だった

（荏

した事業活動の検討に取り組み、

草）

が、緊急事態宣言の期間が延長さ

（浅

コロナ禍においてもあまり影響を

郷）

れ、参加者

田）

（本

受けない活動を実施した。また、

（神

の健康面、

川）

令和３年度活動計画案では、前年

（荒

安全面を考

梅）

度同様、公益事業の大きな柱であ

（敬称略・法人会名簿順）

19

20

令和３・４年東法連
青年部会連絡協議会役員

慮し、同会

（青

酒井
相談役 遠藤
副会長 河合
塙
町田
貝塚
伊藤
小林
西山
浜田
大貫
遠藤

透
正幸
泰祐
英幸
俊治
克実
健二
滋之
和伸
祐介
高輝
敏夫
会長

13

あいさつする
酒井透新会長
令和２年度活動計画案等を審議する青連協定時連絡協議会
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推薦について
⑥報告事項・その他
新役員の選任では、規約に基づ

（ 芝 ）
（上 野）
（品 川）
（渋 谷）
（杉 並）
（江東東）
（東村山）

は、役員として飯村早苗会長、委
員として岡田ともみ副会長（芝法
人会）
、 名 和 玲 子 副 会 長（ 渋 谷 法
人会）の２名を推薦することが承
認された。
ａｘの利用促進に役立ててもらう
ととともに、法人会が行っている
絵はがきコンクールのＰＲ、推進

東 法 連 で は、 昨 年 度 に 引 き 続

もらうよう、各単位会から各署に

また、都内税務署にも掲示して

にも広く活用してもらう。
き、ｅ―Ｔａｘ利用促進のため、

依頼する。

法人会は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」を推進しています

き、東法連６つのブロックから各

会長
飯村 早苗 （本 郷）
相談役 中島三枝子 （新 宿）
副会長 水野 珠貴 （麹 町）

岡田ともみ
中立由美子
柿沢 美貴
名和 玲子
原田 史子
若林 恵子
白石 和子
e-Tax利用促進ポスター

関する絵はがきコンクール入賞作
品を題材にしたポスターを作成し
税務署」のロゴが

た。ポスターには「法人会」及び
「東京国税局
付されている。
ポスターは会員の事業所や事務
局などに掲示してもらい、ｅ―Ｔ

東京国税局長から当会による確定申告期の税務支援事業に対する御礼状が届けられた。

東京国税局からの御礼状

１名、現役員会が推薦する３名の
計９名が選出された。
この新役員９名の互選により、
新会長には飯村早苗氏（本郷法人
会常任理事）が、東法連女連協第
代 会 長 に 選 任 さ れ た。
（新役員

（敬称略・法人会名簿順）

令和３・４年東法連
女性部会連絡協議会役員

イータ君と令和２年度東法連税に

ｅ―Ｔａｘ利用促進ポスター

絵はがきコンクール入賞
作品を題材に

また、全法連女連協委員推薦に

相談役に就任した。

なお、中島会長は規約により、

は別掲のとおり）
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東京国税局・関係団体が
「キャッシュレス納税」の共同推進宣言

長 が 代 表 者 あ い さ つ、 宣 言 者 紹

宣言式では美並義人東京国税局

納税者に便利なキャッシュレス
納付の利用率向上を図る

介、各機関における取組状況等の

都３県、地方
税共同機構、

現在は金融機関や税務署窓口の

税局では動画投稿サイトユーチュ

金融機関から

市銀行、１都３県の地方銀行など、 各団体が連携・協力して、納税者

ーブで「今すぐ始めるダイレクト

説明があった。その中でも東京国

に便利で行政の効率化につながる

現金納付が主流となっているが、

納税者側から税理士会などの業界

納付～登録手続編～」を公開する

日本銀行、都
内の金融機関および業界団体など

団体。法人会から、東京、神奈川、 キャッシュレス納付の利用率向上

日、東京国税局や同局管

１２６団体が、東京国税局（中央
千葉、山梨の各県連。東法連は田

５月

区築地）において「キャッシュレ
中光史専務理

キャッシュレス納付共同推進宣言

社会全体のデジタル化は、国民・企業の利便性を向上させ、

行政の効率化に資するものであり、その推進は、官民問わず、

私たちにとって共通の課題です。

こうした中、国税局、地方公共団体及び関係民間団体におい

拡大してきた一方、キャッシュレス納付については、未だ普及

の余地が大きい状況にあります。

デジタル化のメリットをより多くの方々が得られるよう、

私たちが一層連携し、協力して取り組んでいくことが重要で

あると認識しています。

私たちは、こうした共通認識のもと、
「いつでも・どこでも・

便利な」キャッシュレス納付の一層の普及に向けて、共同して

推進していくことを宣言します。

令和３年５月２４日

など、
動画配信の取組を紹介した。

ス納付共同推進宣言」を行った。
事がリモート

千葉県・東京都・神奈川県・山梨県

を図る。

キャッシュレス納付の一層の普及
参加した。
キャッシュ

に向けて共同して推進していく。
参加したのは国税側から東京国
レス納付共同
推進宣言は納
税者を代表し
て、東京国税
局管内納税貯
蓄組合連合会
の近藤忠夫会
長が宣言を行
い、行政機関
を代表して、
東京国税局長
がその宣言を
受ける形式で
実施された。
宣言の内容は
下記のとおり。

自分のカラダと “ がん ” のこと、ちょっとだけ考えてみませんか？
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税局、地方税側から同局管内の１

キャッシュレス納付共同推進宣言集合写真
美並義人東京国税局長
（中央）
と関係団体代表者
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ては、申告・納付のデジタル化、すなわち電子申告・キャッシュ

レス納付の利便性向上や普及促進に向けて、様々な取組を

進めてきました。また、金融機関においても、税公金の収納・

支払の効率化に向けて、より便利な金融サービスを社会に提供

してきました。

こうした取組のもと、電子申告については、相当程度利用が

