
第１号議案 

 

令和２年度事業報告書 

 

１.  概 況 

令和２年度の我が国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染の広がりにより経済

全体に大きな影を落とし、二度にわたる緊急事態宣言の発令などから引き続きマイナス

成長に陥り、回復ペースは鈍化しています。 

こうした先行き不透明な経済状況の中、世田谷法人会におきましても感染拡大防止の

観点から事業の相次ぐ中止を余儀なくされましたが、ウイルス対策を講じた上で可能な

範囲で公益法人の使命を全うするため、税務、納税意識の向上及び e-Tax・e-LTAX の普

及、また企業経営及び地域社会の健全な発展に貢献する事業を行いました。 

 

 

２. 事業概要 

 

（１） 総務委員会関係 

当会は昭和２４年に発足（昭和４４年に社団法人化）し、公益社団法人として９年目

を迎え、会員各位のご協力によりつつがなく事業を推進してまいりました。本年度は、

法人会全国大会をはじめとする事業の中止が相次ぎ、積極的な会務参加についてはま

まならない状況となりましたが、通常総会、新幹部署員の方々との顔合わせ会等は規模

を縮小するなどして感染防止対策を講じた上で実施、会員増強にも努めました。 

 

ア．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１－３） 

（ア）法人会全国大会 

令和 ２年１０月 ８日 第３７回法人会全国大会（岩手大会） 

会場：岩手県  

 （ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

イ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

（ア）表彰関係 

令和３年１月２８日の新年の集いにおいて行う予定の拡大キャンペーン表

彰はコロナウイルス感染拡大防止のため中止となり、３月１２日の常任理事

会後、会長から新規会員獲得数第１位の第６地区、第２位の第４地区、第３位

の第９地区に対して表彰状を贈呈いたしました。 

その他、令和２年１１月１８日に行われた令和２年度納税表彰式において、

世田谷税務署長から税務行政の円滑な運営と納税道義の高揚に貢献した５名

の会員（表彰状３名・感謝状２名）が表彰されました。 

（イ）新幹部署員の方々との顔合わせ会 

   令和 ２年 ７月２１日 

会場：世田谷電設会館 

参加：４０名 

 （ウ）世田谷税務協議会会議への参加（計３回） 

令和 ２年 ７月３０日 世田谷税務協議会 

           １０月 ５日 世田谷税務協議会 

           １１月３０日 世田谷税務協議会 
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ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）通常総会 

       令和２年６月２６日午後４時００分から、世田谷電設会館において第９回

通常総会を開催いたしました。正会員総数１,３６８社のうち８１１社（委任

状含む）の過半数出席により適法に成立、令和２年度事業計画・収支予算の件

を報告し、令和元年度事業報告・決算報告承認の件を審議し、承認可決されま

した。 

なお、令和２年６月３０日に世田谷税務署と東京都渋谷都税事務所に申告、

令和２年７月２２日に納税いたしました。 

       また、令和２年３月２６日に令和２年度事業計画・収支予算を、令和２年６

月２９日に令和元年度事業報告・決算報告を東京都に提出いたしました。 

（イ）会議 

令和２年度の基本方針に基づく会の事業計画を円滑に推進するため、次の通

り会を開催いたしました。 

ａ．理事会 

    （開催日）     （主要議題） 

令和 ２年 ４月２１日  業務執行理事の報告 

通常総会提出議案の承認の件他 

（ウイルス感染防止対策のため書面決議） 

        ７月２１日 （ウイルス感染防止対策のため中止） 

       １０月 １日  業務執行理事報告 

税に関する絵はがきコンクール開催中止 

令和２年度理事会日程変更について 

補正予算承認 

会費規程変更他 

（ウイルス感染防止対策のため書面決議） 

          １２月２５日 （ウイルス感染防止対策のため中止） 

令和３年 ３月１９日 業務執行理事の報告 

令和３年度事業計画及び予算（案） 

令和２年度事業報告及び収支報告の件他 

会場：三茶しゃれなあどホールオリオン 

出席理事：２５名（オンラインとの併用） 

ｂ．常任理事会 

令和 ２年 ４月１４日 （ウイルス感染防止対策のため中止） 

       ７月１３日 業務執行理事の報告 

通常総会報告の件・会員増強運動実施要領の件他 

会場：世田谷電設会館 

出席常任理事：１７名 

       ９月２４日 業務執行理事の報告他 

会場：渋谷エクセルホテル東急 

出席常任理事：１２名 

１２月１１日 業務執行理事の報告 

会員増強運動結果報告他 

会場：世田谷合同庁舎 

出席常任理事：１５名 

令和 ３年 ３月１２日 業務執行理事の報告 

令和３年度事業計画及び予算（案）の策定他 

会場：世田谷電設会館 
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出席常任理事：１５名 

ｃ．正副会長会 

令和 ２年 ４月１４日 （ウイルス感染防止対策のため中止） 

５月１４日 常任理事会審議事項の検討他 

（ウイルス感染対策のため電磁的方法による協議） 

          ７月１３日 常任理事会審議事項の検討他 

会場：世田谷法人会事務局 

出席正副会長：５名 

          ９月２４日 常任理事会審議事項の検討他 

会場：渋谷エクセルホテル東急 

出席正副会長：４名 

         １２月１１日 常任理事会審議事項の検討他 

会場：世田谷合同庁舎 

出席正副会長：４名 

      令和 ３年 ２月１８日 常任理事会審議事項の検討他 

会場：世田谷法人会事務局 

出席正副会長：５名 

            ３月１２日 常任理事会審議事項の検討他 

会場：世田谷法人会事務局 

出席正副会長：５名 

   ｄ．監査会 

      令和 ２年 ４月 １３日 令和元年度業務監査及び会計監査 

会場：世田谷法人会事務局 

出席人数：５名 

    ｅ．総務委員会会議等 

      令和 ２年 ４月 ６日 通常総会議案書・ご案内等について 

            ７月１５日 顔合わせ会・各種規程見直しについて 

            ９月１４日 補正予算について 

           １２月 ３日（ウイルス感染防止対策のため中止） 

令和 ３年 ２月１６日 令和３年度事業計画及び予算（案）について 

（ウイルス感染防止対策のためメールにて実施） 

ｆ．東法連行事の参加 

      令和 ２年 ５月２６日 第１回理事会 

（ウイルス感染防止対策のため書面決議） 

６月１１日 通常総会 

（ウイルス感染防止対策のため書面決議）            

 ６月１８日 第１回税制税務委員会 

６月２５日 専務理事・事務局長会議 

（ウイルス感染防止対策のため中止） 

            ７月       東法連第３ブロック会長意見交換会 

                  （ウイルス感染防止対策のため中止） 

            ９月１７日 第２回税制税務委員会 

９月１７日 第１回税制税務委員会連絡協議会 

１０月 ２日 第２回理事会 

 １１月２０日 ４８会専務理事・事務局長会議 

（ウイルス感染防止対策のため中止） 

           １２月 ３日 第３回理事会（ウイルス感染防止対策のため中止） 

      令和 ３年 １月２０日 新年賀詞交歓会 

（ウイルス感染防止対策のため中止） 
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１月２０日 ４８会専務理事・事務局長会議 

            ２月１８日 特退共理事会・特退共加入推進優秀者表彰式 

                 （ウイルス感染防止対策のため中止） 

            ２月２４日 第３回税制税務委員会（オンラインで参加） 

            ３月１７日 第４回理事会 

            ３月１７日 東法連第３ブロック会長協議会 

g．友誼団体事業の参加 

      令和 ２年 ４月１７日 世田谷青色申告会 通常総会 

           （ウイルス感染防止対策のため懇親会中止のため今年度は不参加） 

６月    世田谷間税会 第３１回通常総会 

                 （ウイルス感染防止対策のため懇親会中止のため今年度は不参加） 

                     ６月    世田谷納税貯蓄組合連合会 定期総会 

            （ウイルス感染防止対策のため懇親会中止のため今年度は不参加） 

           ６月    東京税理士会世田谷支部 第７２回定期総会 

         （ウイルス感染防止対策のため懇親会中止のため今年度は不参加）      

令和 ３年 １月    世田谷区商店街連合会 新年賀詞交換会 

            （ウイルス感染防止対策のため懇親会中止のため今年度は不参加） 

１月    東京商工会議所世田谷支部 新年賀詞交歓会 

（ウイルス感染防止対策のため懇親会中止のため今年度は不参加） 

エ．その他 

（ア）弔意 

会員死亡によるもの                       ４件 

＊事務局に申請のあったもの 

 

 

（２）拡大組織委員会関係 

会の基盤作りと事業の公益性を高めるために不可欠な会員増強運動は、会員増強月間

を３カ月（９・１０・１１月）に設定し、これまで増強運動に注力してまいりましたが、

今年度はコロナウイルス感染拡大による影響で事業の延期や中止が相次ぎ、また会員の

事業不振等による退会等も生じたため、令和２年度は２８件の入会にとどまり、令和３年

３月３１日現在の会員数は１，５７７件となっております。 

更なる会員増強を図るためには、既存会員企業の増強を行うため各地区、各部会におい

て地区会などを開催することによって参加できる場を増やすこと、フォローアップセミ

ナーの充実などを行うことによって努力をして参りたいと思います。会員各位には従前

にも増したご支援・ご協力をお願いいたします。 

ア. 地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

（ア）経営セミナー（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

イ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）会員増強特別月間 

令和 ２年 ９月・１０月・１１月 

（イ）拡大組織委員会会議等 

       令和 ２年 ７月１３日 令和２年度会員増強運動について 

会場：渋谷エクセルホテル東急 

参加１７名 

  （ウ）拡大キャンペーン表彰 

     令和 ３年 ３月１２日 

常任理事会にて、新規会員獲得数第１位の第６地区、第２位の第４地区、第 
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３位の第９地区に対して表彰状を贈呈いたしました。 

会場：世田谷電設会館 

  （エ）フォローアップセミナー 

令和 ２年 ５月（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

 

 

（３）税制委員会関係 

１０月８日に予定していた第３７回法人会全国大会（岩手大会）は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため中止となりましたが、「税制改正に関する提言」については法人会

の声として地元国会議員・地方自治体に強く訴え、その実現に向けてアピールし、コロナ

禍においても法人会の立場を主張いたしました。 

ア．税知識の普及を目的とする事業（公１－１） 

（ア）税制委員会会議等（ウイルス感染防止対策のため中止） 

（イ）新設法人説明会（年４回・全日程ウイルス感染防止対策のため中止） 

（ウ）決算法人説明会（年８回・全日程ウイルス感染防止対策のため中止） 

（エ）研修会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

  （オ）年末調整説明会（説明会はウイルス感染防止対策のため今年度中止・「年末 

調整申告書等用紙配布会」として実施） 

令和 ２年１１月１０日             会場：世田谷合同庁舎 

                          参加：２４名 

   （カ）年末調整手続きの電子化等税務資料の配布 

令和 ２年１０月７日～１０日  

対象：世田谷税務署管内法人 １１２１７件 

イ．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１－３） 

 （ア）税制改正に関するアンケート調査への協力 

    ａ．内容 

      法人税・設備投資・賃上げ・事業継承・消費税・個人所得課税・地方財源他 

回答：２４社 

（イ）法人会全国大会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

令和 ２年１０月 ８日 第３７回法人会全国大会（岩手大会） 

令和２年度税制改正要望大会 

（ウ）税制改正要望書提出 

令和 ２年１２月 ２日 地元選出衆議院議員 

（世田谷区長・世田谷区議会議長には今年度は密回避のため書面で提出） 

ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）令和 ３年 ２月１６日 全法連主催令和３年税制セミナー（オンライン開催） 

 

 

（４）広報委員会関係 

世田谷法人会報「けやき」の発行、全法連機関誌「ほうじん」の無料配布等を通じて税

務知識の普及、法人会の広報活動を行ってまいりました。 

このうち、「けやき」におきましては、１２月１日に世田谷税務署長との対談を行うな

どコンテンツの拡充に努め、また巻末のクロスワードパズルにも多数の応募があり好評
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を得ました。 

ホームページやＳＮＳは随時更新し最新の情報を提供しています。 

昨年度に引き続き、街頭広報車による所得税確定申告期の提出を呼びかけました。 

ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

（ア）広報誌発行 

令和 ２年 ４月 １日 第３２６号 Ａ４版 カラー １２ページ 

７月 １日 第３２７号 Ａ４版 カラー  ８ページ 

１０月 １日 第３２８号 Ａ４版 カラー  ８ページ 

令和 ３年 ２月 １日 第３２９号 Ａ４版 カラー  ８ページ 

（イ）ホームページ 

定期更新・・・毎月  臨時更新・・・必要に応じて随時 

（ウ）街頭広報活動（計３回） 

令和 ３年  ２月１６日 確定申告書提出 

３月 ２日 確定申告書提出 

３月 ９日 確定申告書提出 

  イ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）広報委員会会議等 

令和 ２年  ５月１８日 第３２７号打ち合わせ・ホームページについて 

（イ） 広告掲載 

 

 

（５）事業研修委員会関係 

本年度は、コロナウイルス感染症拡大の影響により開催中止を余儀なくされましたが、

企業経営者の資質向上のために経営セミナーを規模を縮小して開催するなど、地域企業

の健全な発展のために経営者に役に立つ知識の普及を図る場も提供いたしました。 

  ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

（ア）第４２回せたがやふるさと区民まつり（今年度中止） 

イ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

（ア）経営セミナー 

   ａ. 事業研修委員会会議等（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

ｂ. 経営セミナー 

令和 ２年 ９月２４日 税務セミナー 

           「新しい生活様式の下での税情報」 

 講師：世田谷税務署 法人課税第１部門 審理担当上席 鈴木 啓一 氏 

会場：渋谷エクセルホテル東急プラネッツルーム 

参加：２０名（うち会員１６名） 

令和 ３年 ３月３０日 経営セミナー 

                        社員や家族のための健康管理セミナー 

「コロナ禍における免疫力をあげる油の選び方」 

    講師：富田 拓也 氏 
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会場：三茶しゃれなあどホールスワン・ビーナス 

参加：２７名（うち会員１７名） 

 

 

（６）厚生委員会関係 

本年度も全法連の福利厚生制度計画に基づき、経営者大型保障制度・新がん保険や東法連

の特定退職金共済制度を推進いたしました。 

また、成人病健診は時期を変更するなどして実施いたしましたが、恒例行事として行って

まいりました会員交流のための親睦旅行、ボウリング大会、新年の集い、同好会活動につき

ましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためやむを得ず中止いたしました。 

 

ア．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

 （ア）親睦旅行（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（イ）ボウリング大会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

 （ウ）新春講演会と世田谷法人会「新年の集い」 

令和 ３年 １月２８日（ウイルス感染防止対策のため中止） 

（エ）同好会活動 

ａ．民謡同好会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

ｂ．ゴルフ同好会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

ｃ．アート同好会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

イ．公益事業等を補完するための収益を得る事業（収－１） 

（ア）成人病健診（計３回） 一般財団法人 全日本労働福祉協会に委託 

       令和 ２年 ８月 ４日（ウイルス感染防止対策のため春の開催を夏に延期） 

会場：世田谷区民会館 

延参加：５８名 

１１月１３日・１７日 

会場：世田谷区民会館 

延参加：７８名 

ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）厚生委員会会議等（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（イ）東法連行事の参加 

      令和 ３年 ２月１８日 特退共加入推進優績者表彰式 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（ウ）法人会経営者大型保障制度の推進 

令和 ３年３月末現在の契約件数  ９８４件（３３３社） 

契約額  ２１９億１,０００万円 

 

 

（７）財務委員会関係 

財政基盤の健全化を図るため、予算の編成及び決算に関する事項に傾注し、会費収入そ

の他、収入の安定化と経費の削減並びに予算の適正なる実行に努めました。 

ア．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）財務委員会会議等（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（イ）令和３年度予算検討会議（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 
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（８）青年部会関係 

私たち青年部会は、令和２年度のスローガン「協同と承継」をメインとし、これまでの「フ

ロンティア・アクティブ・クリエイティブ」の３精神の理念のもと、本部事業を積極的に協

力推進してきた初心に立ち返り、青年部会活動本来の「輝き」を取り戻すことを目指し、１

年間活動を行ってまいりました。 

以下に、主な事業計画として据えた６項目毎に、実施事業についてご報告申し上げます。 

 

ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

（ア）街頭広報活動（計３回） 

       令和 ３年 ２月１６日 確定申告書期限内提出 

             ３月 ２日 確定申告書期限内提出 

             ３月  ９日  確定申告書期限内提出 

（イ）第４３回わんぱく相撲世田谷区大会 

      令和 ２年 ５月３１日（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（ウ）せたがや産業フェスタ２０２０ 

令和 ２年１０月２４日（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（エ）せたがや産業フェスタ２０２０ 実行委員会（計４回） 

令和 ２年 ７月１７日・１２月２２日 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

令和 ２年１０月１４日・１１月２６日 

会場：三茶しゃれなあどホールオリオン 

（オ）せたがや産業フェスタ２０２１ 実行委員会（計３回） 

令和 ３年 １月１３日・２月１０日 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

令和 ３年 ３月２２日 

会場：三茶しゃれなあどホールオリオン 

（カ）その他（上記事業中止による追加事業） 

ａ．令和 ２年 ７月２７日・１１月２０日 

租税教育活動の一環として「イータくんペーパークラフト」「消毒薬」

「ハンドソープ」「マスク」寄贈時に、消費税の仕組みについて説明。 

対象：世田谷税務署管内小学校、新ＢＯＰ、児童館 計５６施設 

             b．令和 ３年 ３月２８日 

          スフィーダ世田谷（地域の女子サッカーチーム）開幕戦の入場ゲー

ト付近において、租税教育活動として「イータくんペーパークラフト」

や租税教育冊子の配布・作成ブースを出展。 

会場：駒沢陸上競技場 

来場者数：５５１名 

参加：８名 

イ．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１－３） 

   （ア）全国青年の集い 

令和 ２年１１月６日 第３４回法人会全国青年の集い（島根大会） 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

ウ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

   （ア）経営セミナー（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

エ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

 （ア）部会（計１回） 

    令和 ２年 ６月２４日 （ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により 

実施） 
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（イ）第３４回ＳＫＴ連絡会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

会員相互の交流・研鑽を図り、次代経営者としての資質向上を目指すと共に地

域産業と地域社会の発展に貢献することを目的として開催 

（ウ）新入会員歓迎会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（エ）その他 

     令和 ２年 ５月２１日 東法連青連協第３ブロック第２０回ゴルフコンペ

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

６月２４日 第８回青年部会親睦ゴルフ大会 

     （ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

８月    ＳＫＴ交流会 

     （ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

            ８月    納涼会 

                 （ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

９月 ５日・６日 北澤八幡神社例大祭（北沢法人会） 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

１０月１３日 東法連青連協交流ゴルフコンペ 

１１月１２日 東法連青連協キッザニア東京 

１２月 ４日 望年会 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

令和 ３年 ３月１８日 東法連青連協交流ボウリング大会 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

オ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）役員会（計５回） 

（ウイルス感染防止対策のため４月２０日・１月１９日は中止） 

令和 ２年 ５月  １日・６月１６日・８月１８日・１０月１２日・ 

１２月１５日 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

（イ）年次報告会 

    令和 ２年 ４月 ８日 第９回年次報告会 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（ウ）ＳＫＴ連絡会議（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（エ）東法連青連協第３ブロック部会長会議（計２回） 

      令和 ２年 ７月 １日・１１月１３日 

（オ）東法連青連協その他 

令和 ２年 ８月２６日 第８回定時連絡協議会 

      ９月１１日 東法連広報委員会（広報活動表彰） 

      令和 ３年 ２月１３日～１９日 東京横断法人会税務広報活動 

２月 ９日 東法連青年部会全体連絡会議（ＷＥＢ会議） 

３月３０日 全法連青連協健康経営プロジェクト推進ＷＥＢセ 

      ミナー 

（カ）友誼団体事業への参加（ウイルス感染防止対策のため不参加） 

カ．その他 

（ア）本部事業への参加協力 

      令和 ２年 ６月２６日 （公社）世田谷法人会 第９回通常総会 

            ７月２１日 新幹部署員の方々との顔合わせ会 

 令和 ３年 １月２８日 新春講演会と世田谷法人会「新年の集い」 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（イ）部会内委員会の機能化と部会運営の効率化 

ａ．監査会（計１回） 

        令和 ２年 ４月  １日 
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ｂ．正副部会長会議（計９回） 

（ウイルス感染防止対策のため１月１２日は中止） 

令和 ２年 ５月１９日・５月２６日・６月９日・７月７日・８月４日・ 

９月１６日・１０月６日・１１月１０日 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

       令和 ２年１２月 ８日 

ｃ．総務・厚生委員会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止）                 

ｄ．会員交流委員会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止）                    

ｅ．事業研修委員会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

     ｆ．渉外委員会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

ｇ. 合同委員会（計１回） 

  令和 ２年 ５月１２日 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

ｈ. メールマガジン配信（第１３０号－第１４１号） 

     令和 ２年 ４月１０日・５月１１日・６月１０日・７月１０日・ 

           ８月１７日・９月１０日・１０月１２日・１１月１０日・ 

１２月１０日 

     令和 ３年 １月１２日・２月１０日・３月１０日 

本年度はコロナウイルス感染症の影響で事業の中止を余儀なくされ、事業計画通りの実

施、運営には至りませんでしたが、今後も『法人会活動推進の担い手』として、魅力ある法

人会づくりに寄与できるよう、部会内委員会の開催による部会運営の実施、世田谷区内３法

人会青年部会（ＳＫＴ）の連携強化・協働事業の拡充に努め、会務運営の円滑化、部会及び

会員事業の活性化に努めてまいります。実りある青年部会活動に邁進することをお約束申

し上げ、事業報告とさせていただきます。 

 

 

（９）女性部会関係 

私ども女性部会は女性経営者及び女性役員として、これまでも経営に役立つ研修会や情

報交換を行い、各公益事業に参加をし、社会に貢献してまいりました。 

公益事業におきましては、全法連行事のひとつであります「税に関する絵はがきコンクー

ル」を実施し、世田谷法人会管轄であります公立小学校全校のほか、一部の私立小学校にも

ご参加いただくよう推奨してまいりました。この事業は、税に対する興味や関心を高めると

とともに、税金が自分の生活と密接にかかわっていること、税金の必要性について各ご家庭

で考えていただく良い機会となり、例年継続的に実施してまいりましたが、今年度はコロナ

ウイルス感染症による各校への配慮からやむを得ず中止となりました。そのため、世田谷税

務署管内の区立小学校２２校、私立小学校１校に対して、租税教育を普及促進するためのツ

ールとして「絵はがきコンクールカレンダー」「租税教育冊子（２冊）」「イータくんペーパ

ークラフト」「マスク」を寄贈しました。 

女性部会はこれからも、さまざまな部会活動を通じ、発展に努めてまいりますので、今後

とも更なるご協力、ご支援の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

ア．税知識の普及を目的とする事業（公１－１） 

（ア）税に関する絵はがきコンクール 

（ウイルスの影響による小学校・児童に配慮し、今年度中止） 

令和 ２年 ７月２７日 

「絵はがきコンクールカレンダー」「租税教育冊子（２冊）」「イータくんペ 

ーパークラフト」「マスク」寄贈時に、消費税の仕組みについて説明。 

対象：世田谷税務署管内区立小学校２２校、私立小学校１校 

イ．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１－３） 
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（ア）全国女性フォーラム 

令和 ２年１１月２５日 第１５回法人会全国女性フォーラム（愛媛大会） 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

ウ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

（ア）経営セミナー（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

エ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

（ア）暑気払い 

令和 ２年 ８月（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（イ）忘年会 

令和 ２年１２月（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

オ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）年次報告会 

令和 ２年 ４月２２日 第９回年次報告会 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（イ）役員会 

令和 ２年 ６月 ３日 第１回役員会 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

７月 ６日 第２回役員会 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

           １１月 ９日 第３回役員会 

               （ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

           １２月１４日 第４回役員会 

               （ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

令和 ３年 １月１４日 第５回役員会 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

（ウ）正副部会長会 

令和 ２年 ６月 ２日 第１回正副部会長会 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

１０月３０日 第２回正副部会長会 

令和 ３年 １月２１日 第３回正副部会長会 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

（エ）ＳＫＴ関係 

令和 ２年１２月２３日 ＳＫＴ部会長会（世田谷法人会幹事） 

令和 ３年 １月１６日 ＳＫＴ部会長会（世田谷法人会幹事） 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

      ２月１２日 ＳＫＴ部会長会（世田谷法人会幹事） 

（ウイルス感染防止対策のため電磁的方法により実施） 

      ３月 ５日 ＳＫＴ連絡協議会（世田谷法人会幹事） 

会場：オンラインセミナー 

           参加：４６名 

（オ）全法連・東法連関係 

ａ．令和 ２年 ８月２７日  東法連女連協第８回定時連絡協議会 

ｂ．令和 ３年 ３月 ９日  東法連女連協令和２年度女性部会全体連絡会議 

カ．その他 

（ア）（公社）日本キリスト教海外医療協力会へ使用済み切手寄贈 

（ウイルス感染防止対策のため今年度受入休止により中止） 
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３．地区事業概要 

   

  今年度は、年間を通して新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりイベントの中止

が相次ぎましたが、コロナ禍において可能な範囲で事業活動を通して納税意識の向上、e-

Tax・eLTAX の普及、また地域企業の発展、地域社会への貢献に努めました。 

 

（１）第１地区 

  ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

    令和 ２年 ５月１６日 せたがや環境フェスタ２０２０ 

                             （ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

イ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

   （ア）経営セミナー（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

  ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）年次報告会 

令和 ２年 ４月１６日（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

   （イ）役員会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

 

 

（２）第２地区 

  ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

    令和 ２年 ４月    太子堂桜まつり 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

          ５月    太子堂ふれあいまつり 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

８月    第３６回三茶ラテンフェスティバル 

      （ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

イ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

（ア）経営セミナー（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

  ウ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

   （ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

エ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）年次報告会 

令和 ２年 ４月１７日（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

   （イ）役員会 

令和 ３年 ３月 ２日 第１回役員会 

 

 

（３）第３地区 

  ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

令和 ３年 ３月    下馬桜まつり 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

イ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

（ア）経営セミナー（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

ウ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

   （ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

エ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

   （ア）年次報告会 

令和 ２年 ４月２７日（ウイルス感染防止対策のため中止） 
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（４）第４地区 

ア．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

  イ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

   （ア）年次報告会 

令和 ２年 ４月２０日（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

   （イ）役員会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

 

 

（５）第５地区 

  ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

令和 ２年１０月 ３日 第１１回小泉公園ふれあいフェスタ 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

イ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

令和 ２年 ７月２６日 駒沢ふれあい広場夏祭り 

            （ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

令和 ３年 １月    祭リンピック 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

  ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

   （ア）年次報告会 

令和 ２年 ４月２４日（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

   （イ）役員会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

 

 

（６）第６地区 

  ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

    令和 ２年１１月     第２０回せたがや駅前 楽市楽座２０２０ 

                              （ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

イ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

（ア）経営セミナー（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

  ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

   （ア）年次報告会 

令和 ２年 ４月２３日（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

   （イ）役員会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

 

 

（７）第７地区 

ア．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

（ア）経営セミナー 

世田谷版グリーンインフラの普及に向けた取り組み事業 

（第９地区との合同事業） 

自然環境が持つ多様な機能を賢く利用するグリーンインフラを普及させる 

      ことを目的として、（一財）世田谷トラストまちづくりが行う世田谷らしい 

      取り組みに協力する。当会としてはモデルケースづくりの企画提案や施工に 

関わるとともに、資材協賛をする。2年目以降は、モデルケースを足掛かり 

として、環境に関心のある区民・事業者を見出して機運を醸成し、推進体制 

の構築を目指して世田谷版グリーンインフラの普及に努め、地域企業の健全 

な発展、及び地域社会に貢献する。 

令和 ２年 ８月２８日 説明会 
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会場：喜多見まちづくりセンター 

参加：１２名（うち会員８名） 

１１月２３日 オリエンテーション・フィールドワーク・グループワ 

ーク 

会場：喜多見まちづくりセンター 

参加：３３名（うち会員３名） 

 

      １１月２８日 オリエンテーション・グループワーク・最終発表                      

会場：喜多見まちづくりセンター 

参加：３２名（うち会員２名） 

      １２月１６日 世田谷トラストまちづくりとの打ち合わせ 

                             会場：梅丘分庁舎 

                        参加：７名（うち会員３名） 

  令和 ３年 ２月１７日 世田谷トラストまちづくりとの打ち合わせ 

                              会場：梅丘分庁舎 

                         参加：7名（うち会員３名） 

３月１１日 モデルケースづくりの概要説明と意見交換会 

                              会場：オンライン 

                                 参加：２名 

３月１６日 資材の手配、搬入の打ち合わせ 

                          会場：古川産業(株)事務所 

                                 参加：４名 

３月２４日 資材搬入の調整 

                              会場：梅丘分庁舎 

                         参加：６名（うち会員４名） 

イ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

   （ア）年次報告会 

令和 ２年 ４月２３日（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

   （イ）役員会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

 

 

（８）第８地区 

 ア．税に関する広報活動事業（公１－２） 

   令和 ２年１０月２５日 祖師谷ふるさとフェスティバル 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

１１月２４日 第１回役員会 

イ．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

令和 ３年 １月２５日 公益事業に関するチラシポストイン 

             対象：第８地区エリア約１０,０００世帯 

ウ. 会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

   エ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

（ア）年次報告会 

令和 ２年 ４月１４日（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

（イ）役員会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 
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（９）第９地区 

ア．地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業（公２） 

（ア）経営セミナー 

世田谷版グリーンインフラの普及に向けた取り組み事業 

（第７地区との合同事業） 

自然環境が持つ多様な機能を賢く利用するグリーンインフラを普及させる 

      ことを目的として、（一財）世田谷トラストまちづくりが行う世田谷らしい 

      取り組みに協力する。当会としてはモデルケースづくりの企画提案や施工に 

関わるとともに、資材協賛をする。2年目以降は、モデルケースを足掛かり 

として、環境に関心のある区民・事業者を見出して機運を醸成し、推進体制 

の構築を目指して世田谷版グリーンインフラの普及に努め、地域企業の健全 

な発展、及び地域社会に貢献する。 

令和 ２年 ８月２８日 説明会 

会場：喜多見まちづくりセンター 

参加：１２名（うち会員８名） 

１１月２３日 オリエンテーション・フィールドワーク・グループワ 

ーク 

会場：喜多見まちづくりセンター 

参加：３３名（うち会員３名） 

 

      １１月２８日 オリエンテーション・グループワーク・最終発表                      

会場：喜多見まちづくりセンター 

参加：３２名（うち会員２名） 

      １２月１６日 世田谷トラストまちづくりとの打ち合わせ 

                             会場：梅丘分庁舎 

                        参加：７名（うち会員３名） 

  令和 ３年 ２月１７日 世田谷トラストまちづくりとの打ち合わせ 

                              会場：梅丘分庁舎 

                         参加：7名（うち会員３名） 

３月１１日 モデルケースづくりの概要説明と意見交換会 

                              会場：オンライン 

                                 参加：２名 

３月１６日 資材の手配、搬入の打ち合わせ 

                          会場：古川産業(株)事務所 

                                 参加：４名 

３月２４日 資材搬入の調整 

                              会場：梅丘分庁舎 

                         参加：６名（うち会員４名） 

イ．会員の交流・福利厚生に資するための事業（他－１） 

令和 ３年 ３月２４日 交流会「ワイン会」 

 会場：デギスタシオン 

参加：１０名 

ウ．その他本会の目的を達成するために必要な事業（法－１） 

   （ア）年次報告会 

令和 ２年 ４月 ６日（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 

   （イ）役員会（ウイルス感染防止対策のため今年度中止） 
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