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「井の頭公園の散歩道」
写真提供

武蔵野法人会　写真同好会
五十嵐明一さん（井の頭支部）

今月の表紙は夏の緑がまぶしい井の頭公園の
西園、野球場の土手の上の散歩道です。撮影
者の五十嵐さんは、井の頭公園の散歩をいつ
もここからスタートされるそうです。道の先を
見つめて進んでいきたいと思わせる一枚です。

季節の移り変わりの速さについて行けず、置いてきぼりのように感じ
る今日この頃です。が、植物の生命力の強さに感心してもいます。私
は商店会のお花の係をしているのですが、結構距離が長いので置いて
あるフラワーポットの環境も色々です。でもどんな所にあってもその
場所の環境に順応するんですね。その生命力の強さに、素晴らしいなぁ
と思いながらお世話をしています。夏の暑さにも冬の寒さにもめげな
い、どんな過酷な環境にあっても順応していくしたたかさや強さを、私
も見習いたいと思いながら。
コロナ禍で感じた閉塞感や厳しい状況にも負けずに、春に芽吹く植物
達のように私たちもこれから少しずつ良くなっていくことを信じて伸
びていきたいものです。

武蔵野法人会・立川法人会との共催形式で開催の「初級 簿記講座」
は実務にすぐ役立つ簿記講座！
簿記の初歩的、基本的な事を学びたい方、特に新設法人の方、会社
で経理を担当される方向けの実務簿記です。（検定向けではありま
せん。）
今年は9月の会場が武蔵法人会館、10月は立川法人会での開催を
予定しております。詳細が決まり次第、ご案内いたしますので、興
味のある方は是非この機会に受講をご検討ください。

※武蔵野法人会会員以外の方もご参加頂けます。
　（有料。日程の違う全5回で1コースの授業です）

《予告》

武蔵野法人会の夏の伝統事業、「夏期経営者講座」を開催します。
今年も著名な方の講演を予定しております。（現在調整中）

「第64回  夏期経営者講座」を開催します

「みたか商工まつり」に出店します

日　程： 令和4年9月8日（木）　時間未定
場　所： 吉祥寺東急REIホテル

3年ぶりの「みたか商工まつり」に武蔵野法人会（三鷹ブロック）
がブースを出店します。
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

決算法人説明会の会場参加を
再開します（オンライン併用）

毎月開催している武蔵野税務署・武蔵野法人会共催
【決算法人説明会】の法人会館での参加を令和4年
7月14日（木）の回から再開します。決算月の法人
に税務署から送られるハガキをご持参の上、ご参加
ください。ただし、今後の社会情勢・政府の通達に
応じて、急遽、会場での開催を見合わせる場合もあ
りますのでご了承ください。
なお、コロナ禍の中はじまったオンラインの配信は、
継続して実施します。ZoomのID等および使用する
資料は、武蔵野法人会のホームページにも掲載され
ていますので、参加希望の方はご確認ください。

日　時： 令和4年7月16日（土） 11：00～ 19：00
 令和4年7月17日（日） 11：00～ 17：00
場　所： 三鷹市役所

女性部会主催の「第10回 税に関する絵はがきコンクール（令和3年
度）」に武蔵野市・三鷹市・小金井市の小学生（主に租税教室対象の
6年生）から応募いただいた全作品1,171点を展示します。

「第10回  税に関する絵はがきコンクール」
全応募作品を展示します

日　時：令和4年7月24日（日）～8月20日（土）
場　所： 「COPPICE（コピス）吉祥寺」４階
 連絡通路壁面

秋に実務簿記講座を開催予定です
（会場参加のみ）

※詳細につきましては決定次第、ご案内いたします。 昨年の様子

昨年の様子
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安藤裕朗公益委員長

田中忠彦監事

司会　岩井昭治総務副委員長

臺孝之総務委員長臺孝之総務委員長

来賓
櫻井元博武蔵野税務署長

来賓
清水健吾立川都税事務所長

大同生命保険株式会社　庄司泰広多摩支社長

共益委員会　山本康雄共益委員長 女性部会　岡田和泉副部会長

第56回 通常総会 報告

特集

2022年6月14日（火）吉祥寺東急 REIホテル

法人会の事業が皆様の特効薬になるように 
第56回通常総会は、午後5時より開会しました。定足数は正会
員数2,401社のうち本人出席85人と委任状1,590通を合わせて
1,675社となり、過半数の1,201社を超え成立しました。定款に従
い清水会長が議長を務め、議事は第1号議案から第4号議案まで
すべての議案が承認されました。清水会長からは「コロナ禍、ロシ
アのウクライナへの侵攻などの影響が長引き、会社の経営が厳しい
なか、法人会の事業が皆様の特効薬になるように精一杯頑張って
いきたい」とご挨拶をいただきました。

※報告の詳細は6～9ページをご参照ください。

清水宏益会長

会場の様子

会場の様子

令和4年度　表彰者ご芳名 （順不同　敬称略）

全法連及び東法連　表彰者ご芳名

東法連の通常総会・感謝状及び記念品贈呈式は6月15日に開催されましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
人数を制限しての開催となりました。受賞者の皆様には事務局より直接表彰状をお渡ししました。

高　麗　　　元　（有）コマ企画　　 〈常任理事・支部長　三鷹東支部〉
臺　　　孝　之 　ウテナ産業（株） 〈常任理事・総務委員長　吉祥寺北第二支部〉　

全法連
功労者表彰

東法連
会員増強功労者表彰

岩　澤　　　勝　（株）ハーモニック 〈常任理事・支部長　吉祥寺南支部〉
駒　林　徹　彦　（株）鈴一 〈支部役員・公益委員　三鷹中央支部〉
和田山　明　美　アフラック募集代理店  〈支部役員・共益委員　小金井南支部〉
　　　　　　　　　　　　

◎会員増強への貢献

大同生命保険株式会社　多摩支社　第１営業課
新設法人説明会における加入勧奨

◎法人会組織の価値向上への貢献

共益委員会　　コロナ禍における会員交流事業の開催 女性部会　　　国税庁長官表彰の受賞

（順不同　敬称略）
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事 業 報 告
令和３年度

経常費用

55,296千円
事業費
47,831千円

管理費
7,465千円

経常収益

59,150千円
受取会費
34,816千円

雑収入
2,426千円

事業収益
7,209千円

受取負担金
846千円

受取補助金
13,812千円

その他
41千円

｜第56回  通常総会｜

令和元年度末から猛威を振るい始めた新型コロナウイルスの感染症拡大が続く中、令和３年の夏は５８年ぶ
りに東京でオリンピック、パラリンピックが開催されました。メダルラッシュに沸く日本選手団の活躍は、
コロナ禍で疲弊した日本人の心を癒すのに余りあるほどの快挙でした。しかし、年明け２月に始まったロシ
アによるウクライナ侵攻が物流や貿易に及ぼす影響は大きく、回復の傾向が見え始めた日本経済に再び暗い
影を落としつつあります。とはいえ、新型コロナウイルスによる感染症のワクチンの３回目接種が進みつつ
あることもあり、長く暗いトンネルの出口の光がようやく見えてきたような状況です。

■■オンラインシステムを駆使し、関係者から評価を得る
「実務研修会」においては、Zoomを使用したオンラインによるシステムを駆使することにより、ほぼ計画通りに実
施することができ、コロナ禍で法人会への関心も薄れがちな会員の皆様に対し、多少なりとも意識向上に貢献でき
たのではないかと考えています。また今年度もオンラインシステムを活用した小学校の「租税教室」を数校開催、
学校側からも感謝の声をいただきました。会員増強については、１年９か月ぶりに新設法人説明会が非対面方式で
開催され、会員増強においても万全のコロナ対策を講じた上で対面での加入勧奨が復活し、毎回確実に新規会員も
獲得でき、会員数の数年来続く減少傾向からの脱出にむけ、ほんの少しではありますが、光が差してきた状況とい
えます。
一方、各支部においては、令和２年度と同様に地域の活性化をめざして企画された各種イベントが軒並み中止とな
り、また会員同士の “絆”を深める会員交流事業のほとんどが開催できない状況でした。しかし、このような中で
もwithコロナに即した事業をいち早く取り入れた支部もあり、支部会員の皆様に早く従前のような事業を開催で
きるよう役員一同モチベーションを高くしております。
部会においても、同様に交流事業はほぼ実施されずに終わりましたが、青年部会では部会員の資質向上のための研
修会、女性部会では「租税教育」を前述したとおりオンラインを活用するなどして行った結果、コロナ禍の影響は
少なからず受けましたが、今年も行政・学校関係者からは高い評価を得ることができました。
２年以上にわたって続いている新型コロナウイルスによる感染症の拡大が、法人会の事業に与えた影響は大変大き
なものであり、70年の法人会の歴史の中でも未曾有の出来事であると言えます。少しずつ収束が見えてくると新
しい派生種が出てきて再び感染者数が増加するという繰り返しの中、まだまだ手探りの状態が続くことは間違いな
く、先行き不透明な状態で新しい年度がスタートします。
このような状態の中でも、武蔵野法人会と会を取り巻く地域社会を守るべく、引き続きご理解とご支援をいただけ
ますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

■■公益事業の多くは計画どおり実施、会員交流は一部実施
武蔵野法人会においては “よき経営者をめざすものの団体”として、関係当局をはじめ東京税理士会武蔵野支部や
武蔵野青色申告会等の各友誼団体及び近隣法人会との密接な連携を保ちつつ、「令和３年度 会長の重点施策」に
のっとり以下の方針の下、様々な事業・施策を展開する予定でおりました。令和２年度と比較すると、研修会や
講演会をはじめとする公益事業の多くは何とか計画どおり実施することができました。会員交流を主眼とする共
益委員会や支部・部会の事業は、工夫を凝らして一部実施されましたが、その大半は前年度同様、開催できない
まま推移しました。

≪単年度と中長期の取り組み≫
昨年に引き続き、単年度として取り組む「令和３年度の事業・施策」と並行して、法人会のビジョン策定のよ
うな中長期的な課題に取り組むグループと会員増強に取り組むグループによる二つの「特別委員会」を再構築
して、喫緊の課題と先を見据えた課題に取り組む方向付けを行いました。

≪令和３年度事業展開の基本方針≫
　　■本部・支部・部会で行ってきた従来の事業について改廃を含め再点検し、費用対効果をよく検討しながら、

withコロナの時代に合わせて、それぞれが果たすべき役割に応じた事業を確実に実行する。
　　■法人会の基幹組織を支部と位置づけ、ブロック会議体を活かしつつ、支部の独自性を失わず広く支部会員

の参加が可能となる事業を企画し、退会防止に繋がるよう会員同士の “絆” を深める。
　　■ブロック会議体は支部間の調整を図りつつ、支部を超えた規模の事業を企画・実施すると共に支部の会員

増強活動の実効性が上がるよう、必要な施策を立案し支援を行う。
　　■広報活動（情報伝達）
　　　広報誌、ホームページ、メルマガ、ＳNS等の特性を活かし、会員のみならず地域社会に対し、積極的に法

人会をアピールすると共に、会員同士の “絆” が深まるような情報手段の活用策の展開を図る。
　　■他団体と差別化できる事業を推進する一方、協業が可能な分野については積極的に協力関係を築き、集客

のみならず費用を含めた効率的な事業展開を図る。

■■感染対策を行い、工夫を凝らして各事業を実施
以上の方針に基づき、各種事業を計画しました。以下、弊会の必須事業とも云うべき事業から見ていきます。まず
は通常総会です。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が相次いで発出される中、第５５回通常総会については前
年同様規模を縮小し、吉祥寺第一ホテルで開催はできましたが、会員交流の場である懇親パーティの開催は今回も
見送られました。次に「夏期経営者講座」です。１年延期されたオリンピック、パラリンピックの開催が決定され
ていた事、また新型コロナウイルス感染症の感染状況やワクチンの進捗状況を鑑みて、夏期の実施は困難と判断し
て、「税を考える週間記念講演会」と合体し、「秋期経営者講座」として開催しました。当時、運良く感染者数も落ち
着きを見せていましたが、それでも充分すぎるくらいの感染対策をとり、同ホテルで開催すると共にZoomを使用

合
計

合
計

したオンライン参加も併用しました。尚、弊会は元 「々夏期経営者講座」及び「税を考える週間記念講演会」後の懇
親パーティを開催していませんでした。最後に「新春会員の集い」です。他団体が所謂、新年会を軒並み取りやめ
ていくなか、後述の通り、その “パーパス（存在理由）”を改めて考え直し、“集い”に重点を置いて出来る形を模索し
ました。「新春セレモニー」と名を変えて、会員交流の場でもある同事業でもオンライン参加を併用しました。決し
て十分ではなかったものの会員交流は出来たと考えています。

概況

令和３年度  事業報告承認の件第１号議案

令和３年度  収支決算報告及び監査報告承認の件第２号議案
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事 業 報 告
令和３年度

経常費用

55,296千円
事業費
47,831千円

管理費
7,465千円

経常収益

59,150千円
受取会費
34,816千円

雑収入
2,426千円

事業収益
7,209千円

受取負担金
846千円

受取補助金
13,812千円

その他
41千円

｜第56回  通常総会｜

令和元年度末から猛威を振るい始めた新型コロナウイルスの感染症拡大が続く中、令和３年の夏は５８年ぶ
りに東京でオリンピック、パラリンピックが開催されました。メダルラッシュに沸く日本選手団の活躍は、
コロナ禍で疲弊した日本人の心を癒すのに余りあるほどの快挙でした。しかし、年明け２月に始まったロシ
アによるウクライナ侵攻が物流や貿易に及ぼす影響は大きく、回復の傾向が見え始めた日本経済に再び暗い
影を落としつつあります。とはいえ、新型コロナウイルスによる感染症のワクチンの３回目接種が進みつつ
あることもあり、長く暗いトンネルの出口の光がようやく見えてきたような状況です。

■■オンラインシステムを駆使し、関係者から評価を得る
「実務研修会」においては、Zoomを使用したオンラインによるシステムを駆使することにより、ほぼ計画通りに実
施することができ、コロナ禍で法人会への関心も薄れがちな会員の皆様に対し、多少なりとも意識向上に貢献でき
たのではないかと考えています。また今年度もオンラインシステムを活用した小学校の「租税教室」を数校開催、
学校側からも感謝の声をいただきました。会員増強については、１年９か月ぶりに新設法人説明会が非対面方式で
開催され、会員増強においても万全のコロナ対策を講じた上で対面での加入勧奨が復活し、毎回確実に新規会員も
獲得でき、会員数の数年来続く減少傾向からの脱出にむけ、ほんの少しではありますが、光が差してきた状況とい
えます。
一方、各支部においては、令和２年度と同様に地域の活性化をめざして企画された各種イベントが軒並み中止とな
り、また会員同士の “絆”を深める会員交流事業のほとんどが開催できない状況でした。しかし、このような中で
もwithコロナに即した事業をいち早く取り入れた支部もあり、支部会員の皆様に早く従前のような事業を開催で
きるよう役員一同モチベーションを高くしております。
部会においても、同様に交流事業はほぼ実施されずに終わりましたが、青年部会では部会員の資質向上のための研
修会、女性部会では「租税教育」を前述したとおりオンラインを活用するなどして行った結果、コロナ禍の影響は
少なからず受けましたが、今年も行政・学校関係者からは高い評価を得ることができました。
２年以上にわたって続いている新型コロナウイルスによる感染症の拡大が、法人会の事業に与えた影響は大変大き
なものであり、70年の法人会の歴史の中でも未曾有の出来事であると言えます。少しずつ収束が見えてくると新
しい派生種が出てきて再び感染者数が増加するという繰り返しの中、まだまだ手探りの状態が続くことは間違いな
く、先行き不透明な状態で新しい年度がスタートします。
このような状態の中でも、武蔵野法人会と会を取り巻く地域社会を守るべく、引き続きご理解とご支援をいただけ
ますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

■■公益事業の多くは計画どおり実施、会員交流は一部実施
武蔵野法人会においては “よき経営者をめざすものの団体”として、関係当局をはじめ東京税理士会武蔵野支部や
武蔵野青色申告会等の各友誼団体及び近隣法人会との密接な連携を保ちつつ、「令和３年度 会長の重点施策」に
のっとり以下の方針の下、様々な事業・施策を展開する予定でおりました。令和２年度と比較すると、研修会や
講演会をはじめとする公益事業の多くは何とか計画どおり実施することができました。会員交流を主眼とする共
益委員会や支部・部会の事業は、工夫を凝らして一部実施されましたが、その大半は前年度同様、開催できない
まま推移しました。

≪単年度と中長期の取り組み≫
昨年に引き続き、単年度として取り組む「令和３年度の事業・施策」と並行して、法人会のビジョン策定のよ
うな中長期的な課題に取り組むグループと会員増強に取り組むグループによる二つの「特別委員会」を再構築
して、喫緊の課題と先を見据えた課題に取り組む方向付けを行いました。

≪令和３年度事業展開の基本方針≫
　　■本部・支部・部会で行ってきた従来の事業について改廃を含め再点検し、費用対効果をよく検討しながら、

withコロナの時代に合わせて、それぞれが果たすべき役割に応じた事業を確実に実行する。
　　■法人会の基幹組織を支部と位置づけ、ブロック会議体を活かしつつ、支部の独自性を失わず広く支部会員

の参加が可能となる事業を企画し、退会防止に繋がるよう会員同士の “絆” を深める。
　　■ブロック会議体は支部間の調整を図りつつ、支部を超えた規模の事業を企画・実施すると共に支部の会員

増強活動の実効性が上がるよう、必要な施策を立案し支援を行う。
　　■広報活動（情報伝達）
　　　広報誌、ホームページ、メルマガ、ＳNS等の特性を活かし、会員のみならず地域社会に対し、積極的に法

人会をアピールすると共に、会員同士の “絆” が深まるような情報手段の活用策の展開を図る。
　　■他団体と差別化できる事業を推進する一方、協業が可能な分野については積極的に協力関係を築き、集客

のみならず費用を含めた効率的な事業展開を図る。

■■感染対策を行い、工夫を凝らして各事業を実施
以上の方針に基づき、各種事業を計画しました。以下、弊会の必須事業とも云うべき事業から見ていきます。まず
は通常総会です。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が相次いで発出される中、第５５回通常総会については前
年同様規模を縮小し、吉祥寺第一ホテルで開催はできましたが、会員交流の場である懇親パーティの開催は今回も
見送られました。次に「夏期経営者講座」です。１年延期されたオリンピック、パラリンピックの開催が決定され
ていた事、また新型コロナウイルス感染症の感染状況やワクチンの進捗状況を鑑みて、夏期の実施は困難と判断し
て、「税を考える週間記念講演会」と合体し、「秋期経営者講座」として開催しました。当時、運良く感染者数も落ち
着きを見せていましたが、それでも充分すぎるくらいの感染対策をとり、同ホテルで開催すると共にZoomを使用

合
計

合
計

したオンライン参加も併用しました。尚、弊会は元 「々夏期経営者講座」及び「税を考える週間記念講演会」後の懇
親パーティを開催していませんでした。最後に「新春会員の集い」です。他団体が所謂、新年会を軒並み取りやめ
ていくなか、後述の通り、その “パーパス（存在理由）”を改めて考え直し、“集い”に重点を置いて出来る形を模索し
ました。「新春セレモニー」と名を変えて、会員交流の場でもある同事業でもオンライン参加を併用しました。決し
て十分ではなかったものの会員交流は出来たと考えています。

概況

令和３年度  事業報告承認の件第１号議案

令和３年度  収支決算報告及び監査報告承認の件第２号議案
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事 業 計 画
令和４年度  事業計画報告の件

令和４年度

■■令和４年度事業展開の基本方針

｜第56回  通常総会｜

収束の兆しが見えてきたコロナ禍の中、復活の兆しの見え始めた経済状況の中で深刻な打撃を受けた会員企業の立ち直りの一助
となるような事業を展開することが今の法人会に求められているといえます。
“よき経営者をめざすものの団体”として、令和４年度は、会員にとって有益な事業・施策を以下の通り展開してまいります。

■本部、支部、部会、専門部会で行ってきた従来の事業について、コロナが収束した段階でその状況に即した事業展開に変える
ことができるように準備を進める。

■会員資格の見直しと会費の改定を令和５年に実施される第５７回通常総会への上程をめざし、承認された場合、令和６年４月
から、スムーズに移行できるよう準備を進める。

■法人会の基幹組織を支部と位置づけ、４年目を迎える「ブロック会議体」をさらに活用しつつ、支部の独自性を失わず、広く
支部会員の参加が可能となる事業を企画し、退会防止につながるように会員同士の “絆” を深める。

■４年目を迎える「ブロック会議体」はそのあり方を含めて検討すると同時に、「会員増強特別委員会」と連携し、支部の会員増
強活動の実効性が上がるよう、必要な施策を立案し支援を行う。

■広報活動（情報伝達）については、広報誌、ホームページ、メルマガ、SNS等のそれぞれの特性を最大限に活かし、会員のみ
ならず地域社会に対し、積極的に法人会の知名度アップをめざすと共に、会員同士の “絆” が深まるような情報手段の活用策
の展開を図る。

■他団体と差別化できる事業を推進する一方、「税を考える週間」の記念事業等のように協業が可能な分野では、積極的に協力関
係を築き、集客のみならず費用を含めた効率的な事業展開を図る。

■■令和３年度の振り返り
パンデミックが発生してからの２年余、まさに「まちがいさがしの間違いの方に生まれてきたような気でいたけど」の歌詞通りだっ
たかもしれません。令和３年度の事業報告で述べた通り、大半の事業が残念ながら出来なかったのは事実ですが、コロナ禍を
出来なかった事の言い訳にしたくないとの思いから、弊会の必須事業とも言うべき３大事業は行う事が出来ました。かの名曲は
「まちがいさがしの正解の方じゃきっと出会えなかったと思う」と続きます。コロナ禍で改めて気づかされた事も少なくありません。
ですからコロナ禍を奇貨として、改めて各事業の “パーパス ( 存在理由 )” や本来のあり方を見つめ直し、他団体に先駆けて導入
した Zoom 等の “武器” を有効利用して、何のために、どうやったらその事業が実現できるかを皆で考え、行動してきた賜物と
自負しています。

■■令和４年度の課題と見通し
現時点でコロナ前の生活に戻りたいというのは楽観主義を超えてあり得ないと考えます。仮にコロナ禍が収束・終息しても元の
生活には戻れないし、戻る必要もありません。上記の通り、前年度は各事業の “パーパス” を見つめ直し、新しい形で実現して
きましたが、様々な制約の中、必ずしも十分とは言えなかったと思います。また、実現できなかった事業も少なくありません。
前年度に我々が学んだ事業に対する考え方、取り組み方を令和４年度は更に深耕化し、出来た事業は会員目線で再検討し、場合
によっては新たに再構築する事も厭わず取り組み、そして、出来なかった事業は果敢に再挑戦していきたいと考えています。

■■主な実施事業・施策
１．税知識の普及を目的とする事業　＜公１－１＞　
　⑴　租税教育（小学校租税教室、税に関する絵はがきコンクール、サッカー租税教室、地域イベントにおける税金クイズ）
　⑵　租税教室講師養成勉強会（年８回）
　⑶　新設法人説明会（４月、５月、６月、９月、11月、２月、３月）
　⑷　決算法人説明会（３月のみ２回で年13回）
　⑸　年末調整説明会（11月）
　⑹　税制実務研修会（７月、９月、10月（２回）、11月、１月、２月）
２．納税意識の高揚を目的とする事業　＜公１－２＞
　⑴　税を考える週間記念講演会（11月）
　⑵　税に関する絵はがきコンクール表彰式（12月 10日）
　⑶　納税表彰式（11月）
　⑷　広報誌（年６回発行）、ホームページ、メルマガ、ポスター掲示による税関連情報の発信
３．税制及び税務に関する調査研究並びに提言に資する事業　＜公１－３＞
　⑴　税制改正アンケートへの参画（３月～４月）
　⑵　法人会全国大会（10月）、全国女性フォーラム（11月）、全国青年の集い（11月）への参画
　⑶　自治体等への税制改正要望の陳情活動（11月～ 12月）
　⑷　全法連、東法連税制委員会主催セミナーへの参加（開催の都度随時）
　⑸　その他団体主催の税関連セミナーへの参加（開催の都度随時）
４．地域企業の健全な発展に資する事業　＜公２＞
　⑴　夏期経営者講座（９月）
　⑵　経営実務研修会（７月（２回）、９月、10月、２月、３月）
　⑶　無料経営相談サービス、無料法律相談サービス（随時）

　⑷　実務簿記講座（９月～10月）
　⑸　広報誌、ホームページ、メルマガ、掲示板による経営関連情報の発信
　⑹　インターネットセミナー・オンデマンドの活用促進
５．地域社会への貢献を目的とする事業　＜公３＞
　⑴　中学生キャリア教育支援（職場体験のサポート）
　⑵　環境美化事業（野川クリーン作戦、仙川クリーン作戦）
　⑶　東京都地球温暖化防止対策報告書制度の普及促進
　⑷　地域イベント支援（三鷹阿波踊り、三鷹商工まつり、小金井阿波踊り、青少年のための科学の祭典、小金井桜落ち葉回収

作戦 等）
　⑸　各種チャリティ事業（コンサート、ボウリング、ゴルフ等）
　⑹　タオル１本運動
６．収益を伴う会員のための福利厚生事業　＜収１＞
　⑴　経営者大型保障制度を始めとする各種保険制度の利用促進
　⑵　生活習慣病健診及び人間ドック等の利用促進
　　　•全日本労働福祉協会（三鷹、小金井で夏期・秋期の延５回）
　　　•武蔵村山病院のがん検診PET－CT（随時）
　⑶　東法連提携「ラフォーレ倶楽部」「ホームセキュリティ制度」利用促進
　⑷　東法連提携「特定退職金共済制度」の普及促進
　⑸　東法連提携ビジネス誌の割引購入制度の利用促進　
　⑹　共済制度推進連絡協議会の開催
　⑺　葬祭、自販機、レンタカー、クレジットカード、電報等の各取扱い指定業者の割引紹介サービスの利用促進
７．会員支援のための親睦・交流等福利厚生に関する事業　＜他１＞
　⑴　会員優待サービス事業の定着と拡大発展
　⑵　文化事業チケット購入補助制度の運営
　⑶　会員交流ボウリング大会の開催
　⑷　日帰りバス見学研修会の開催
　⑸　企業視察見学研修会の開催
　⑹　同好会活動の支援
　⑺　新年賀詞交歓会の開催
　⑻　新入会員歓迎会
　⑼　その他会員交流事業の開催
　⑽　福利厚生制度の促進（大型保障制度創設50周年記念キャンペーン）
８．その他本会の目的を達成するに必要な事業　＜法人会計＞
　⑴　会員増強運動による組織基盤の強化
　　　•支部における会員増強運動の展開
　　　•厚生制度受託各社との連携と協力体制の強化
　　　•“顔の見える支部組織” の充実を図る（地区割りと地区役員体制の充実）
　⑵　総会・理事会等各会議体の適正運営
　⑶　全法連・東法連・三法連との連携協調
　⑷　税務行政関係諸団体との連携
　⑸　関係自治体、行政機関との連携（武蔵野市、三鷹市、小金井市、各市教育委員会・警察・消防）
　⑹　関係地域諸団体との連携（商工会議所、商工会、社会福祉協議会、青年会議所 等）

第3号議案

令和４年度  収支予算報告の件第４号議案

経常費用

63,603千円
事業費
56,265千円

管理費
7,338千円

経常収益

63,963千円
受取会費
33,500千円

雑収入
2,010千円

事業収益
8,960千円

受取負担金
5,339千円

受取補助金
13,749千円

その他
405千円

合
計

合
計
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事 業 計 画
令和４年度  事業計画報告の件

令和４年度

■■令和４年度事業展開の基本方針

｜第56回  通常総会｜

収束の兆しが見えてきたコロナ禍の中、復活の兆しの見え始めた経済状況の中で深刻な打撃を受けた会員企業の立ち直りの一助
となるような事業を展開することが今の法人会に求められているといえます。
“よき経営者をめざすものの団体”として、令和４年度は、会員にとって有益な事業・施策を以下の通り展開してまいります。

■本部、支部、部会、専門部会で行ってきた従来の事業について、コロナが収束した段階でその状況に即した事業展開に変える
ことができるように準備を進める。

■会員資格の見直しと会費の改定を令和５年に実施される第５７回通常総会への上程をめざし、承認された場合、令和６年４月
から、スムーズに移行できるよう準備を進める。

■法人会の基幹組織を支部と位置づけ、４年目を迎える「ブロック会議体」をさらに活用しつつ、支部の独自性を失わず、広く
支部会員の参加が可能となる事業を企画し、退会防止につながるように会員同士の “絆” を深める。

■４年目を迎える「ブロック会議体」はそのあり方を含めて検討すると同時に、「会員増強特別委員会」と連携し、支部の会員増
強活動の実効性が上がるよう、必要な施策を立案し支援を行う。

■広報活動（情報伝達）については、広報誌、ホームページ、メルマガ、SNS等のそれぞれの特性を最大限に活かし、会員のみ
ならず地域社会に対し、積極的に法人会の知名度アップをめざすと共に、会員同士の “絆” が深まるような情報手段の活用策
の展開を図る。

■他団体と差別化できる事業を推進する一方、「税を考える週間」の記念事業等のように協業が可能な分野では、積極的に協力関
係を築き、集客のみならず費用を含めた効率的な事業展開を図る。

■■令和３年度の振り返り
パンデミックが発生してからの２年余、まさに「まちがいさがしの間違いの方に生まれてきたような気でいたけど」の歌詞通りだっ
たかもしれません。令和３年度の事業報告で述べた通り、大半の事業が残念ながら出来なかったのは事実ですが、コロナ禍を
出来なかった事の言い訳にしたくないとの思いから、弊会の必須事業とも言うべき３大事業は行う事が出来ました。かの名曲は
「まちがいさがしの正解の方じゃきっと出会えなかったと思う」と続きます。コロナ禍で改めて気づかされた事も少なくありません。
ですからコロナ禍を奇貨として、改めて各事業の “パーパス ( 存在理由 )” や本来のあり方を見つめ直し、他団体に先駆けて導入
した Zoom 等の “武器” を有効利用して、何のために、どうやったらその事業が実現できるかを皆で考え、行動してきた賜物と
自負しています。

■■令和４年度の課題と見通し
現時点でコロナ前の生活に戻りたいというのは楽観主義を超えてあり得ないと考えます。仮にコロナ禍が収束・終息しても元の
生活には戻れないし、戻る必要もありません。上記の通り、前年度は各事業の “パーパス” を見つめ直し、新しい形で実現して
きましたが、様々な制約の中、必ずしも十分とは言えなかったと思います。また、実現できなかった事業も少なくありません。
前年度に我々が学んだ事業に対する考え方、取り組み方を令和４年度は更に深耕化し、出来た事業は会員目線で再検討し、場合
によっては新たに再構築する事も厭わず取り組み、そして、出来なかった事業は果敢に再挑戦していきたいと考えています。

■■主な実施事業・施策
１．税知識の普及を目的とする事業　＜公１－１＞　
　⑴　租税教育（小学校租税教室、税に関する絵はがきコンクール、サッカー租税教室、地域イベントにおける税金クイズ）
　⑵　租税教室講師養成勉強会（年８回）
　⑶　新設法人説明会（４月、５月、６月、９月、11月、２月、３月）
　⑷　決算法人説明会（３月のみ２回で年13回）
　⑸　年末調整説明会（11月）
　⑹　税制実務研修会（７月、９月、10月（２回）、11月、１月、２月）
２．納税意識の高揚を目的とする事業　＜公１－２＞
　⑴　税を考える週間記念講演会（11月）
　⑵　税に関する絵はがきコンクール表彰式（12月 10日）
　⑶　納税表彰式（11月）
　⑷　広報誌（年６回発行）、ホームページ、メルマガ、ポスター掲示による税関連情報の発信
３．税制及び税務に関する調査研究並びに提言に資する事業　＜公１－３＞
　⑴　税制改正アンケートへの参画（３月～４月）
　⑵　法人会全国大会（10月）、全国女性フォーラム（11月）、全国青年の集い（11月）への参画
　⑶　自治体等への税制改正要望の陳情活動（11月～ 12月）
　⑷　全法連、東法連税制委員会主催セミナーへの参加（開催の都度随時）
　⑸　その他団体主催の税関連セミナーへの参加（開催の都度随時）
４．地域企業の健全な発展に資する事業　＜公２＞
　⑴　夏期経営者講座（９月）
　⑵　経営実務研修会（７月（２回）、９月、10月、２月、３月）
　⑶　無料経営相談サービス、無料法律相談サービス（随時）

　⑷　実務簿記講座（９月～10月）
　⑸　広報誌、ホームページ、メルマガ、掲示板による経営関連情報の発信
　⑹　インターネットセミナー・オンデマンドの活用促進
５．地域社会への貢献を目的とする事業　＜公３＞
　⑴　中学生キャリア教育支援（職場体験のサポート）
　⑵　環境美化事業（野川クリーン作戦、仙川クリーン作戦）
　⑶　東京都地球温暖化防止対策報告書制度の普及促進
　⑷　地域イベント支援（三鷹阿波踊り、三鷹商工まつり、小金井阿波踊り、青少年のための科学の祭典、小金井桜落ち葉回収

作戦 等）
　⑸　各種チャリティ事業（コンサート、ボウリング、ゴルフ等）
　⑹　タオル１本運動
６．収益を伴う会員のための福利厚生事業　＜収１＞
　⑴　経営者大型保障制度を始めとする各種保険制度の利用促進
　⑵　生活習慣病健診及び人間ドック等の利用促進
　　　•全日本労働福祉協会（三鷹、小金井で夏期・秋期の延５回）
　　　•武蔵村山病院のがん検診PET－CT（随時）
　⑶　東法連提携「ラフォーレ倶楽部」「ホームセキュリティ制度」利用促進
　⑷　東法連提携「特定退職金共済制度」の普及促進
　⑸　東法連提携ビジネス誌の割引購入制度の利用促進　
　⑹　共済制度推進連絡協議会の開催
　⑺　葬祭、自販機、レンタカー、クレジットカード、電報等の各取扱い指定業者の割引紹介サービスの利用促進
７．会員支援のための親睦・交流等福利厚生に関する事業　＜他１＞
　⑴　会員優待サービス事業の定着と拡大発展
　⑵　文化事業チケット購入補助制度の運営
　⑶　会員交流ボウリング大会の開催
　⑷　日帰りバス見学研修会の開催
　⑸　企業視察見学研修会の開催
　⑹　同好会活動の支援
　⑺　新年賀詞交歓会の開催
　⑻　新入会員歓迎会
　⑼　その他会員交流事業の開催
　⑽　福利厚生制度の促進（大型保障制度創設50周年記念キャンペーン）
８．その他本会の目的を達成するに必要な事業　＜法人会計＞
　⑴　会員増強運動による組織基盤の強化
　　　•支部における会員増強運動の展開
　　　•厚生制度受託各社との連携と協力体制の強化
　　　•“顔の見える支部組織” の充実を図る（地区割りと地区役員体制の充実）
　⑵　総会・理事会等各会議体の適正運営
　⑶　全法連・東法連・三法連との連携協調
　⑷　税務行政関係諸団体との連携
　⑸　関係自治体、行政機関との連携（武蔵野市、三鷹市、小金井市、各市教育委員会・警察・消防）
　⑹　関係地域諸団体との連携（商工会議所、商工会、社会福祉協議会、青年会議所 等）

第3号議案

令和４年度  収支予算報告の件第４号議案

経常費用

63,603千円
事業費
56,265千円

管理費
7,338千円

経常収益

63,963千円
受取会費
33,500千円

雑収入
2,010千円

事業収益
8,960千円

受取負担金
5,339千円

受取補助金
13,749千円
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25水

6
7 火

4
30土

6
2 木

吉祥寺南支部

講演会

「Ｉ ＬＯＶＥ ＣＵＲＲＹ！！　Ｉ ＬＯＶＥ ＭＹＡＮＭＡＲ！！！」
～ミャンマー国軍のクーデターに巻き込まれて
　から帰国するまでの83日間～を開催

場所▶武蔵野公会堂

6月7日(火)武蔵野公会堂にて
ミャンマー料理研究家、保芦ヒロ
スケさんを講師にお迎えし25名
の参加者の中ご講演頂きました。
幼少の頃からお付き合いがある
支部役員である河田さんがコーディネーターとして参加し、質問形
式でのアットホームな講演会となりました。ミャンマー国内でのレト
ルトカレー販売の苦悩、子供たちにカレーを振舞った後にクーデ
ターが起こった事など直接経験した保芦さんだからこそ話せる臨場

感のあるお話で
いろいろと考え
させられる内容
でした。
（吉祥寺南支部

大内　剛）

青年部会

研修会

「健康な会社は健康な身体から」を開催

場所▶オンライン

第1回青年部会研修会がYouTubeのライブ配信で開催され、
多くの方にご参加いただきました。青年部会員である、たかの総
合整骨院院長・髙野宗春さんを講師にお迎えし、「健康な会社は
健康な身体から」と題してご講演いただきました。正しい姿勢をデ
モンストレーションで解説いただき、また、睡眠、食事、ファスティ

ングなどについてのお話もあ
り、自身の健康について見直
す良い機会となりました。
（青年部会　山浦友香）

「ターゲットでこんなに違う! 効果的な宣伝広告
~ 女性に響くキャッチコピーも伝授~」を開催
6月2日、女性部会では昨年
の忘年研修会以来、久々の
研修会を開催しました。講師
には女性部会役員でもある 
ＡｎｎｉＢｉｒｔｈＣｏｌｏｒ の藤田昭江
さんを迎え「ターゲットでこん
なに違う！  効果的な宣伝広告～女性に響くキャッチコピーも伝
授～」と題して講演いただきました。クイズを交えながらのお話は
横文字に弱い私でも楽しくあっという間に時間が過ぎました。最後
は男性脳と女性脳の差でキャッチコピーが違ってくるという事例も
あり、あらためて納得しました。
今年度はコロナ対策を取りながら、様々な催事を積極的に開催で
きるよう女性部会役員一同努めてまいりますので皆様のご参加、

ご意見、情報等、よろ
しくお願い致します。
（女性部会　近藤君江）

女性部会

研修会
場所▶法人会館大会議室

井の頭支部・吉祥寺南支部

合同研修会

「DRI-V COORDINATION DANCE」を
開催

場所▶吉祥寺東急REIホテル

4月30日に吉祥寺東急REIホ
テルにて、１月開催から延期と
なっていた吉祥寺南支部と井の
頭支部との合同事業「DRI-V 
COORDINATION DANCE」
を行いました。吉祥寺出身で元
Dragon Ashのダンサー・DRI-V氏を講師にお招きし、カホン
という楽器のリズムに合わせて参加者と共にダンスを行いました。
コロナ禍で体を動かすことが減った人もいる中で、子供から大人
まで楽しく体を動かすことができて、健康的にも良い内容でした。

また秋に第2弾を
予定しているとのこ
とで、楽しみにして
います。
（吉祥寺南支部

佐々木大輔）

　4月14日（木）ツインメッセ静岡に於いて、第16回法人
会全国女性フォーラム静岡大会が開催。［ふじのくに“地域
で学び、文化でつなぐ”～女性の力～］と題し、32県連
348会1,382名の女性部部会員が集まりました。
　第一部の俳優・別所哲也氏の講演は、「ショートフィルム
のチカラ」というテーマで、多様性のある社会の中で生きて
いく人々にスポットを当てた作品数点を鑑賞しました。そこ
に描かれていたのは、男とか女とかではなく、国籍・人種・
肌の色・障害のあるなし・仕事や階級など如何なる差別も
区別もない社会を目指した、どれも心に訴えかける短編作
品ばかりでした。
　第二部では女性部会独自の取り組みである「税に関する
絵はがきコンクール」の女連協会長賞受賞者の素晴らしい

作品を拝見。平成24年
から国税庁のご後援も賜
り、子どもたちに社会を
支える税の役割について
理解を深めてもらうこと
は、将来を担う小学生
のため、ひいては日本の
未来のためにもとても大
切な活動であることを改めて認識いたしました。
　また、昨年度より検討課題の「フード・ロス」問題につい
ては、各会に持ち帰り、私たちにできることは何か？を引き
続き話し合ってまいりたいと思います。
（女性部会　岡田和泉）

支部・部会

吉祥寺北第一支部

吉祥寺北第二支部

吉祥寺南支部

武蔵野西支部

三鷹中央支部

井の頭支部

三鷹東支部

三鷹西支部

小金井南支部

小金井北支部

青年部会

女性部会

不動産賃貸経営専門部会

士業専門部会

法人会館大会議室

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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講演会

支部・部会全体会議の様子

第16回　全国女性フォーラム 静岡大会

●青年部会・女性部会
　「ワイン小話」
　武蔵野税務署長　櫻井元博 氏

●三鷹東支部
　「インボイス制度について」
　武蔵野税務署 法人課税第一部門 統括官　菅谷良一 氏
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スタッフと
送迎車

訓練の様子 三鷹のオフィス

趣味はゴルフ

愛猫のフクとハナ

福島・避難地域の
保護猫を兄妹で引き
取った

妻と一緒にゴルフ
コースを回る。ジョ
ギングや自転車も
習慣になっている

オンラインで全国の顧客と
やりとりをしている

後ろの富士山や
お花、鯉のぼりは
利用者さんの作品

送迎エリアは武蔵
野市・三鷹市※。
地域のさまざまな
人とともに運営し
ている

ちょっと努力すればできることは
していただく、そんな一つ一つが
大切な訓練になる

※エリア以外の
　地域は応相談

■「たんぽぽに来てよかった」
　「たんぽぽリバティ中町」は、定員18名の地域密着型の
通所介護施設です。通所介護はいくつかに分けられ、うち
は機能訓練型のデイサービスで運動がメイン。生き生きと毎
日を暮らすことを目的に、マシンには頼らずに自身の体に負
荷をかけて鍛えていきます。つま先かかと上げを100回ずつ、
腿上げ80回、スクワット30回とけっこうな回数ですが、一番
高齢の97歳の方もできています。午前中は全身運動や指体
操、午後は歌や創作などの活動。音楽やフラダンスはそれぞ
れ専門の先生方に来ていただいています。楽しくないと続か
ないので、言葉のキャッチボールで盛り上げて会話を引き出
します。コロナの前はご利用者様のご要望をお聞きしレストラ
ンやカフェ、お花見、ぶどう狩りなど外出も多く取り入れてい
ました。
　ご利用者様が前よりも明るく元気になられると嬉しいです。
「たんぽぽに来てよかった」とご本人やご家族に喜んでいた
だくと、頑張らなきゃ、と思います。

■この仕事が天職
　短大まで宮城県で過ごし、卒業後は東京の百貨店に８年
ほど勤務、結婚後は専業主婦をしていました。求人広告で
ヘルパーの募集を目にして興味を持ち、資格を取り、特別養

護老人ホームのデイサービスで働き始めました。
　仕事を始めて最初に担当した方が２日後に亡くなり、大き
なショックを受けました。この仕事はその方の人生の最後に
関わる仕事、中途半端な気持ちではできないとそのときに痛
感しました。それから19年、ケアマネージャーも経験しまし
たが、デイサービスが向いているんでしょうね。天職だと思
います。ご利用者様を大切に、後悔のない介護をしていきた
いと思います。

■心から「行きたい」と思えるように
　学生時代はテニス部のキャプテンでした。弱小クラブを強
くしようと頑張って、東北選手権に出られるまでにしたんです
よ。テニスは百貨店に勤務しながらも続けて、仕事前に朝練
までやっていた時期もありました。そのお陰か体は丈夫です。
今、休日は山梨に嫁いだ娘のところに出かけたり、趣味の大
工仕事、お裁縫、編み物などをすることが多いですね。
　これからも、ご利用者様からの意見をいただきながら、や
りたいことをもっと引き出していろいろな活動をしてみたいと
思います。心から「行きたい」と思えるデイサービスを作りた
いです。そろそろ後継者のことも考えています。皆さんの気
持ちを引き出し楽しんでいただき、自主的にいろいろなこと
ができるように運営してくれる人に継承してほしいと思ってい
ます。

経営者の右腕として
伴走支援
事業計画作成、その後の実行段階を隣で支援

ご利用者様の
「やりたい」気持ちを引き出す
生き生きとした毎日のための機能訓練型デイサービス

三鷹東
支部

吉祥寺北
第二
支部

ライブ・トゥルー株式会社
たんぽぽリバティ中町
武蔵野市中町
3－23－13－101
☎ 0422-38-7832

坂井 敏代さん 山下 哲博さん

■会社の未来、「あるべき姿」実現をともに考える
　2008年に開業し、中小企業診断士として企業の経営診
断をさせていただいた後、実行に移すための事業計画づく
りや実行支援をしています。また、前職の経験を活かし、
フランチャイズなど多店舗展開の支援、補助金申請のお手
伝いなどもしています。コロナでやりとりがオンライン中心に
なり都心にオフィスを構える必要がなくなったので、２年前
に代々木から三鷹に引っ越しました。今は「事業再構築補
助金」の申請の仕事が多く、経営者とともに今まで培って
きた強みを新しいことに活かせないか考え、事業の体制、
投資額、回収見込などをまとめています。
　社名の「M」は、Management、Marketing、Mind。経営
者に寄り添い、支えたい。その思いが原点です。「山下さん
とお話しして、うちの会社の未来が見えてきたよ」とおっ
しゃっていただいたときが一番嬉しいですね。

■独立開業と家業の廃業
　実家は自動車板金業で私は長男ですが、手先を使うこ
とが苦手で家業は継ぎませんでした。大学を出てJRに入
社後、出向で航空会社へ。旅行の企画や営業で全国に
行きました。ITベンチャーに転職し役員を経験後、ガリ
バーインターナショナル［現、（株）IDOM］でフランチャイズ

加盟店の支援をしました。
　加盟店のオーナーの支援をするために経営の勉強が必
要になり資格を取ったころ、父が体調を崩し、時間が必要
になり独立開業しました。家業の廃業を手伝い、さまざま
な仕事をしながら大学院に通い経営学修士をとりました。
その後介護（デイサービス）のフランチャイズ展開の仕事に
携わり、相談役として経営者に向き合い、訪問看護の直
営展開のための出資を受けるサポートをし、今に至ります。

■経営者の右腕になりたい
　現在は補助金の仕事が中心ですが、今後、原点に戻
り経営者の参謀役、右腕になる仕事がしたいですね。事
業計画を書いて終わりではなく、実行していく上で計画の
修正や見直しが必要になりますので、パートナー的な立ち
位置で一緒に考えていきたいです。
　これまでもフランチャイズ展開で必要になる指導員の育
成や店長の指導など、外部から経営者補佐的な位置づ
けで入ってサポートしてきました。経営者に対してはディス
カッションパートナーとして「壁打ち」の相手を務めました。
今後は例えば、親から事業を引き継ぐにあたってやること
を一緒に整理し、その後継続的に相談を受けていくといっ
たことができればと思っています。

株式会社 エム．サポーティング

三鷹市新川6－3－6 2F

☎ 03-4283-1313

私の仕事
MY  JOBあの顔 この顔 vol.07会員の方同士のつながりが生まれていくように

「会員広場」と名付けたこのコーナー。
会員の方の「お仕事」「人となり」に迫ります。
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たんぽぽリバティ中町
武蔵野市中町
3－23－13－101
☎ 0422-38-7832

坂井 敏代さん 山下 哲博さん

■会社の未来、「あるべき姿」実現をともに考える
　2008年に開業し、中小企業診断士として企業の経営診
断をさせていただいた後、実行に移すための事業計画づく
りや実行支援をしています。また、前職の経験を活かし、
フランチャイズなど多店舗展開の支援、補助金申請のお手
伝いなどもしています。コロナでやりとりがオンライン中心に
なり都心にオフィスを構える必要がなくなったので、２年前
に代々木から三鷹に引っ越しました。今は「事業再構築補
助金」の申請の仕事が多く、経営者とともに今まで培って
きた強みを新しいことに活かせないか考え、事業の体制、
投資額、回収見込などをまとめています。
　社名の「M」は、Management、Marketing、Mind。経営
者に寄り添い、支えたい。その思いが原点です。「山下さん
とお話しして、うちの会社の未来が見えてきたよ」とおっ
しゃっていただいたときが一番嬉しいですね。

■独立開業と家業の廃業
　実家は自動車板金業で私は長男ですが、手先を使うこ
とが苦手で家業は継ぎませんでした。大学を出てJRに入
社後、出向で航空会社へ。旅行の企画や営業で全国に
行きました。ITベンチャーに転職し役員を経験後、ガリ
バーインターナショナル［現、（株）IDOM］でフランチャイズ

加盟店の支援をしました。
　加盟店のオーナーの支援をするために経営の勉強が必
要になり資格を取ったころ、父が体調を崩し、時間が必要
になり独立開業しました。家業の廃業を手伝い、さまざま
な仕事をしながら大学院に通い経営学修士をとりました。
その後介護（デイサービス）のフランチャイズ展開の仕事に
携わり、相談役として経営者に向き合い、訪問看護の直
営展開のための出資を受けるサポートをし、今に至ります。

■経営者の右腕になりたい
　現在は補助金の仕事が中心ですが、今後、原点に戻
り経営者の参謀役、右腕になる仕事がしたいですね。事
業計画を書いて終わりではなく、実行していく上で計画の
修正や見直しが必要になりますので、パートナー的な立ち
位置で一緒に考えていきたいです。
　これまでもフランチャイズ展開で必要になる指導員の育
成や店長の指導など、外部から経営者補佐的な位置づ
けで入ってサポートしてきました。経営者に対してはディス
カッションパートナーとして「壁打ち」の相手を務めました。
今後は例えば、親から事業を引き継ぐにあたってやること
を一緒に整理し、その後継続的に相談を受けていくといっ
たことができればと思っています。

株式会社 エム．サポーティング

三鷹市新川6－3－6 2F

☎ 03-4283-1313

私の仕事
MY  JOBあの顔 この顔 vol.07会員の方同士のつながりが生まれていくように

「会員広場」と名付けたこのコーナー。
会員の方の「お仕事」「人となり」に迫ります。

13



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

物品販売業
不動産販売業
金銭貸付業
物品貸付業
不動産貸付業
製造業
通信業
運送業
倉庫業
請負業
印刷業
出版業

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

写真業
席貸業
旅館業
料理店業その他の
飲食店業
周旋業
代理業
仲立業
問屋業
鉱業
土石採取業
浴場業

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

理容業
美容業
興行業
遊技所業
遊覧所業
医療保健業
技芸教授業
駐車場業
信用保証業
無体財産権の
提供等を行う事業
労働者派遣業

（出典：国税庁HP）

対象法人

公益社団（財団）法人

宗教法人

学校法人
社会福祉法人
社会医療法人
認定NPO法人

損金算入限度額

① 寄附金支出前の所得金額の50％
② みなし寄附金の額と公益法人特別限度額
　（公益事業の実施に係る費用からその収入
　の額等を控除した金額）のいずれか少ない
　金額
③ ①と②のいずれか大きい金額

① 寄附金支出前の所得金額の50％
② 年200万円
③ ①と②のいずれか大きい金額

① 寄附金支出前の所得金額の20％
② 年200万円
③ ①と②のいずれか大きい金額

売上
（税額）

仕入・経費
（税額） 納付税額

1,000
（100）

700
（70） 100－70＝30

寄附
（税額）

仕入・経費
（税額） 納付税額

400
（0）

売上
（税額）

600
（60）

700
（70）

60－70＝△10
（還付）

対象法人

学校法人
社会福祉法人
宗教法人

公益社団（財団）法人
一般社団（財団）法人
認定NPO法人
NPO法人
社会医療法人
普通法人

法人税率
（所得年800万円までの税率）

19％
（15％）

23.2％
（15％）

寄附
（税額）

仕入・経費
（税額） 納付税額

400
（0）

売上
（税額）

600
（60）

700
（70） 60－70×40％＝32

特定収入割合  ＝
特定収入の合計額

※資産の譲渡等の対価の額と合計額＝
　課税売上高（税抜き）＋免税売上高＋非課税売上高＋国外売上高

資産の譲渡等の対価の額の合計額※
＋

特定収入の合計額

（出典：国税庁HP）

税制委員会がお届けする
税制研修のコーナー27

公益法人と普通法人、
　　　　　税制の違いを解説

法人税
●「公益性の高い法人」と「収益事業」
　法人税法第４条には、国内の法人には法人税の納税義務
があることが明記されていますが、その中でも「公益性の
高い法人」（以下「公益法人等」）については、「収益事業」を
行う場合に限り納税義務があるとされています。公益法人
等とは、法人税法別表第２などに規定されており、以下が
その一部となります。

　•一般社団（財団）法人（※１） •社会福祉法人
　•医療法人（※２）  •宗教法人
　•学校法人   •NPO法人
　•公益社団（財団）法人 

※１：非営利型法人に限る。
※２：社会医療法人に限る。

　また「収益事業」とは、以下に掲げる34業種で、継続し
て事業場を設けて行われるものが該当します。

※公益社団（財団）法人については、収益事業に該当する
事業であっても、行政庁へ申請しその法人の公益目的事
業として認定された事業については、法人税の対象とな
りません。

　「収益事業」で得られた収益から、「収益事業」に直接要し
た費用をマイナスし、さらにその法人のすべての事業に共
通して要した費用を、「収益事業」に要した費用として合理
的に按分した金額をマイナスしたものが、法人税の課税標
準となります。

　一方、収益事業を行っていない公益法人等でも年間収入
の合計額が8,000万円を超える場合は、事業年度終了の日
の翌日から4月以内に、主たる事務所の所在地の所轄税務
署長に損益計算書又は収支計算書を提出しなければなりま
せん。

●みなし寄附金
　公益法人等は公益事業を行うことが主たる目的であるた
め、副業的に行う収益事業から得られた利益は、公益事業
のための財源とすべきであるとされています。そのため、
収益事業に属する資産から公益事業に属する資産へ支出し
た金額は、寄附金とみなして一定額まで損金（税務上の費
用）への算入を認めるのがこの制度です。要件として、
•公益事業、収益事業などの各事業を区分経理していること
•公益事業→収益事業となるような支出（寄附の実質的な
返還）が無いこと
が求められます。
　各法人における損金算入限度額は以下のとおりです。

 
※非営利型一般社団（財団）法人、一般NPO法人にはこの
制度は適用されません。
 
●税率
　一部の公益法人等については、普通法人より税率が軽減
されています。
 

※平成30年４月１日から令和５年３月31日までの間に開
始する各事業年度に適用される税率
　

所得税
●利子等に係る源泉所得税の非課税
　普通法人の場合、支払いを受ける利子・配当について
15.315％（非上場株式に係る配当の場合は20.42％）の源
泉所得税（復興特別所得税を含む）が控除されますが、公
益法人等の場合は源泉所得税が控除されません。
　

消費税
●消費税の原則的な計算方法
　消費税の対象となる収入（課税売上）に係る消費税額か
ら、消費税の対象となる支出（課税仕入）に係る消費税額
を控除し、その差額を国に納付する（マイナスになる場合
は還付を受ける）というのが消費税の原則的な計算方法と
なります。
　〈計算例〉

 

　しかしこの計算された消費税を、すべての事業者が国に納
付する義務があるわけではなく、２期前の課税売上高が
1,000万円を超える事業者に限られます（他にも要件あり）。
　これらのルールは普通法人のみならず、公益法人等にも
適用されます。法人税では、その法人の事業のうち収益事業
のみにフォーカスしましたが、消費税についてはそのよう
な区別はなく、その法人のすべての取引が対象となります。
　しかし公益法人等の場合、課税売上に該当しない収入
（例えば寄附金や、国・地方自治体からの助成金など）が多
くを占めるケースが多くあります。上記の例で、その公益
法人等の収入1,000のうち400が寄附であったとすると、

 

　このように、寄附は消費税の対象外であることから、仕
入や経費に係る消費税額の方が過大となり、結果として消
費税の還付が受けられるということになります。
　先にも述べたように、公益法人等は法人税においては課
税される範囲が限定されたり、税率が軽減されたりなど優
遇されている中で、消費税の還付まで受けられるとなると、
普通法人に比べて過剰な優遇となってしまうことから、公
益法人等の場合は特定収入がある場合について、一定の調
整計算をすることとされています（簡易課税制度を選択し
ている場合を除く）。

●特定収入に係る仕入税額控除の調整計算
　調整計算が求められる要件としては、「特定収入割合が
５％を超える公益法人等」であることとなります。まず特
定収入とは、例えば次のようなものが該当します。

　•補助金  　•損害賠償金
　•交付金  　•負担金
　•寄附金  　•会費等
　•出資に対する配当金 　•喜捨金
　•保険金

　そして特定収入割合は、次の式で計算されます。

 

　上記の例に当てはめると、特定収入割合は400÷
（600+400）＝40％となって、5%を超えているため調整
計算が必要となります。この特定収入割合40％を、仕入・
経費に係る消費税額70に乗じた金額である28が、仕入税
額控除の金額となります。そのため、実際の納付税額は
60－28＝32となります。

　この調整計算は仕入・経費に係る消費税額を、課税売上
に対応する部分と特定収入に対応する部分とに按分して、
課税売上に対応する部分のみを控除する、というイメージ
です。
　公益法人等は普通法人とは異なる取扱いが多岐にわたる
ため注意が必要です。ご不明な点は専門家へお問い合わせ
ください。

世の中にはさまざまな形態の法人があります。株式会社や有限会社など、いわゆる「フツーの会社」以外にも例えば、
医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人、公益法人…などがありますが、これら法人はフツーの会社（＝普
通法人）とは税務上も異なる取扱いとなります。
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5
6
7
8
9
10
11
12
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不動産販売業
金銭貸付業
物品貸付業
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製造業
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運送業
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請負業
印刷業
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21
22
23
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周旋業
代理業
仲立業
問屋業
鉱業
土石採取業
浴場業

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

理容業
美容業
興行業
遊技所業
遊覧所業
医療保健業
技芸教授業
駐車場業
信用保証業
無体財産権の
提供等を行う事業
労働者派遣業

（出典：国税庁HP）

対象法人

公益社団（財団）法人

宗教法人

学校法人
社会福祉法人
社会医療法人
認定NPO法人

損金算入限度額

① 寄附金支出前の所得金額の50％
② みなし寄附金の額と公益法人特別限度額
　（公益事業の実施に係る費用からその収入
　の額等を控除した金額）のいずれか少ない
　金額
③ ①と②のいずれか大きい金額

① 寄附金支出前の所得金額の50％
② 年200万円
③ ①と②のいずれか大きい金額

① 寄附金支出前の所得金額の20％
② 年200万円
③ ①と②のいずれか大きい金額

売上
（税額）

仕入・経費
（税額） 納付税額

1,000
（100）

700
（70） 100－70＝30

寄附
（税額）

仕入・経費
（税額） 納付税額

400
（0）
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（税額）
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（60）

700
（70）

60－70＝△10
（還付）

対象法人

学校法人
社会福祉法人
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公益社団（財団）法人
一般社団（財団）法人
認定NPO法人
NPO法人
社会医療法人
普通法人

法人税率
（所得年800万円までの税率）

19％
（15％）

23.2％
（15％）

寄附
（税額）

仕入・経費
（税額） 納付税額

400
（0）

売上
（税額）

600
（60）

700
（70） 60－70×40％＝32

特定収入割合  ＝
特定収入の合計額

※資産の譲渡等の対価の額と合計額＝
　課税売上高（税抜き）＋免税売上高＋非課税売上高＋国外売上高

資産の譲渡等の対価の額の合計額※
＋

特定収入の合計額

（出典：国税庁HP）
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税制研修のコーナー27

公益法人と普通法人、
　　　　　税制の違いを解説

法人税
●「公益性の高い法人」と「収益事業」
　法人税法第４条には、国内の法人には法人税の納税義務
があることが明記されていますが、その中でも「公益性の
高い法人」（以下「公益法人等」）については、「収益事業」を
行う場合に限り納税義務があるとされています。公益法人
等とは、法人税法別表第２などに規定されており、以下が
その一部となります。

　•一般社団（財団）法人（※１） •社会福祉法人
　•医療法人（※２）  •宗教法人
　•学校法人   •NPO法人
　•公益社団（財団）法人 

※１：非営利型法人に限る。
※２：社会医療法人に限る。

　また「収益事業」とは、以下に掲げる34業種で、継続し
て事業場を設けて行われるものが該当します。

※公益社団（財団）法人については、収益事業に該当する
事業であっても、行政庁へ申請しその法人の公益目的事
業として認定された事業については、法人税の対象とな
りません。

　「収益事業」で得られた収益から、「収益事業」に直接要し
た費用をマイナスし、さらにその法人のすべての事業に共
通して要した費用を、「収益事業」に要した費用として合理
的に按分した金額をマイナスしたものが、法人税の課税標
準となります。

　一方、収益事業を行っていない公益法人等でも年間収入
の合計額が8,000万円を超える場合は、事業年度終了の日
の翌日から4月以内に、主たる事務所の所在地の所轄税務
署長に損益計算書又は収支計算書を提出しなければなりま
せん。

●みなし寄附金
　公益法人等は公益事業を行うことが主たる目的であるた
め、副業的に行う収益事業から得られた利益は、公益事業
のための財源とすべきであるとされています。そのため、
収益事業に属する資産から公益事業に属する資産へ支出し
た金額は、寄附金とみなして一定額まで損金（税務上の費
用）への算入を認めるのがこの制度です。要件として、
•公益事業、収益事業などの各事業を区分経理していること
•公益事業→収益事業となるような支出（寄附の実質的な
返還）が無いこと
が求められます。
　各法人における損金算入限度額は以下のとおりです。

 
※非営利型一般社団（財団）法人、一般NPO法人にはこの
制度は適用されません。
 
●税率
　一部の公益法人等については、普通法人より税率が軽減
されています。
 

※平成30年４月１日から令和５年３月31日までの間に開
始する各事業年度に適用される税率
　

所得税
●利子等に係る源泉所得税の非課税
　普通法人の場合、支払いを受ける利子・配当について
15.315％（非上場株式に係る配当の場合は20.42％）の源
泉所得税（復興特別所得税を含む）が控除されますが、公
益法人等の場合は源泉所得税が控除されません。
　

消費税
●消費税の原則的な計算方法
　消費税の対象となる収入（課税売上）に係る消費税額か
ら、消費税の対象となる支出（課税仕入）に係る消費税額
を控除し、その差額を国に納付する（マイナスになる場合
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医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人、公益法人…などがありますが、これら法人はフツーの会社（＝普
通法人）とは税務上も異なる取扱いとなります。
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下

詳しくは
ホームページで

※1：FM認証（Forest Management：森林管理）は、適切な管理がなされている森林を認証する制度です。 
※2：CoC認証（Chain of Custody)は、製造・加工・流通における認証で、 FSC認証森林(FM認証）から出材された木材を最終製品になるまでの全ての工程で、

非認証材と混じらないよう適切に管理が行われているかを審査機関によって認証する制度です。

武蔵野法人会広報誌のSDGs

今月号の広報誌から、FSC ® 認証を受けた用紙を使用しています

FSC ®認証 大切な森を守りながら
　　　　   利用し続けるための制度

GP認定

法人会広報誌は現在環境に配慮した「GPマーク」を表示
していますが、今月号から新たに「FSC® マーク」の表示
が加わります。これは、世界の森林資源の責任ある利用を
保証するものです。認証を取得している会社へ制作を依頼
することで、環境に配慮した広報誌をみなさまへお届けして
いきたいと思います。

グリーンプリンティング（GP）認定制度とは、日本印刷産業連合会が
認定機関となり、客観的証明により認定を行い、認定マーク（GP
マーク）を表示できる制度です。
グリーン基準に示された項目を達成した印刷工場、印刷製品などを
認定し、環境経営に積極的な印刷関連企業を推薦、環境に配慮し
た印刷製品を広く普及することを目的に創設されました。
GPマークは、グリーンプリンティング認定工場である
こと、また印刷製造過程で使用する資材、工程、印
刷会社の環境など、総合的に環境に配慮された製品
のみに表示することができ、自然環境への思いやりが
認められた証です。

FSCとは “Forest Stewardship Council®” の頭文字をとった
もので、森林管理協議会という国際的組織です。深刻な森林
破壊を問題ととらえ、持続可能で適切な森林管理を世界に広
めることが目的で設立されました。
　●環境面として、環境が適切に保全されていること
　●社会面として、社会的な利益にかなっていること
　●経済面として、経済的に持続可能な森林管理であること
を目指しています。

FSC ®認証
紙の主原料となるパルプの多くは森林を伐採することにより原
料を確保しています。違法伐採や森林破壊などが世界規模で
問題となっている現在、FSC®認証は国際的な
森林環境保全の取り組みのひとつになります。
FSC®マークを目印に認証製品を選んで購入する
ことで、認証された森林資源への需要が高まり、
適切に管理された森林の拡大につながります。

武蔵野法人会会員総数＝2,765名　 加入率＝27.2％（2022年5月30日現在）

19

2つのマークは19ページに表示しています

調達資材から製造工程の
すべてにおいて環境に配慮している証明とは、 です

ですとは、

 FSC CoC認証番号 SGSHK-COC-350668

詳しくは
ホームページで
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2009年に誕生した「しごとば」シリーズは、計6冊。
作家自身が綿密な取材を重ね、それぞれの仕事の醍醐
味を一枚の絵に落とし込む独自の手法で子どもたちの
心をつかんでいます。本展では、新幹線運転士、宇宙
飛行士、女優、客室乗務員、プロサッカー選手、恐竜
学者、医者など、計20職種の “しごとば”の原画に加え
て、数々の代表作の絵本原画・約70点もあわせて展示。
会場では、鮮やかな色彩や、遊び心あふれる緻密な表
現にどっぷりとはまって、鈴木のりたけの “進化する絵
本の世界”を存分に楽しんでいただければ幸いです。

山本有三は、昭和
11（1936）年から
約10年間にわた
り、家族とともに
三鷹で暮らしまし
たが、昭和21年、
GHQ（連合国最高
司令官総司令部）
に自邸を接収されたことから、転居を余儀なくされ
ました。本展では、「物件賃貸借契約書」などの接収
にまつわる資料とともに、「接収住宅」としての山本
有三邸について詳しく解説します。また、接収前後
の山本有三の活動についても併せてご紹介します。

【日　時】 2022年8月６日（土）～９月19日（月・祝）10：00～ 19：30
【休館日】 8月31日（水）
【主　催】 武蔵野市立吉祥寺美術館
 〈（公財）武蔵野文化生涯学習事業団〉
【協　力】 ブロンズ新社、アリス館、KADOKAWA、小学館、PHP研究所
【会　場】 武蔵野市立吉祥寺美術館
 武蔵野市吉祥寺本町1－8－16  コピス吉祥寺A館7階　 
【観覧料】 一般300円　中高生100円
 ※小学生以下・65歳以上・障がい者の方は無料
【問い合わせ】武蔵野市立吉祥寺美術館　TEL：0422－22－0385

人間の世界から遠く離れて聳え
る天狗岳に原始の水をつくりだ
す本物の森「瓶ヶ森」がある。
そこに河童が棲むという。森の入
り口で暮らす川魚漁師の子ども
と河童の、驚きと心温まる物語。

【日　時】 2022 年 8月 18日（木）
 17：30開場 /18：00開演
【会　場】 小金井 宮地楽器ホール 大ホール
【料　金】 法人会の方　大人 2,000 円 （2,500 円のところ）
【お申し込み】 ふるきゃらチケットセンター
 TEL：042－386－8355
 https://www.furucara.com/

【日　時】 2022年3月12日（土）～9月4日（日） 
 9：30～17：00
【休館日】 月曜日（月曜日が休日の場合は開館し、休日 
 を除く翌日・翌々日が休館）　
【会　場】 三鷹市山本有三記念館
 三鷹市下連雀2－12－27
【観覧料】 一般300円
【問い合わせ】 三鷹市山本有三記念館
   TEL：0422－42－6233

【日　時】 2022年5月28日（土）～ 2023年5月（予定）
 土日祝：10：00～ 19：00（最終入場回：17：00）
 平　日：10：00～ 17：00（最終入場回：15：00）
 夏季特別期間：10：00～ 18：00（最終入場回：16：00）
【休館日】 火曜日（一部対象日は開館の場合あり）
【会　場】 三鷹の森ジブリ美術館　三鷹市下連雀1－1－83
【入場料金】チケットは日時指定予約制、事前にご購入ください。
  大人・大学生1,000円　高校・中学生700円
  小学生400円　幼児（4歳以上）100円
  ※詳しくは公式ホームページをご確認ください。
  https://www.ghibli-museum.jp/
【問い合わせ】 ごあんないダイヤル　TEL：0570－055777
   （10：00～18：00 休館日は休み）   

8 月7月

武蔵野市立吉祥寺美術館
鈴木のりたけの “しごとば”展
―進化する絵本の世界―

三鷹市山本有三記念館
山本有三邸と接収

宮崎駿の初監督作品であるテレビアニメーションシ
リーズ「未来少年コナン」（1978年）。全26話を通
して描かれた “漫画映画の魅力”を、ストーリーや
登場する機械類、創作過程で描かれた設定資料やイ
メージボードなどを用いて紐解きます。

三鷹の森ジブリ美術館
新企画展示「未来少年コナン」展
―漫画映画の魅力にせまる！―

2022 ふるきゃら 子ども参加ミュージカル ｢瓶ヶ森の河童｣公演
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【料　金】 法人会の方　大人 2,000 円 （2,500 円のところ）
【お申し込み】 ふるきゃらチケットセンター
 TEL：042－386－8355
 https://www.furucara.com/

【日　時】 2022年3月12日（土）～9月4日（日） 
 9：30～17：00
【休館日】 月曜日（月曜日が休日の場合は開館し、休日 
 を除く翌日・翌々日が休館）　
【会　場】 三鷹市山本有三記念館
 三鷹市下連雀2－12－27
【観覧料】 一般300円
【問い合わせ】 三鷹市山本有三記念館
   TEL：0422－42－6233

【日　時】 2022年5月28日（土）～ 2023年5月（予定）
 土日祝：10：00～ 19：00（最終入場回：17：00）
 平　日：10：00～ 17：00（最終入場回：15：00）
 夏季特別期間：10：00～ 18：00（最終入場回：16：00）
【休館日】 火曜日（一部対象日は開館の場合あり）
【会　場】 三鷹の森ジブリ美術館　三鷹市下連雀1－1－83
【入場料金】チケットは日時指定予約制、事前にご購入ください。
  大人・大学生1,000円　高校・中学生700円
  小学生400円　幼児（4歳以上）100円
  ※詳しくは公式ホームページをご確認ください。
  https://www.ghibli-museum.jp/
【問い合わせ】 ごあんないダイヤル　TEL：0570－055777
   （10：00～18：00 休館日は休み）   

8 月7月

武蔵野市立吉祥寺美術館
鈴木のりたけの “しごとば”展
―進化する絵本の世界―

三鷹市山本有三記念館
山本有三邸と接収

宮崎駿の初監督作品であるテレビアニメーションシ
リーズ「未来少年コナン」（1978年）。全26話を通
して描かれた “漫画映画の魅力”を、ストーリーや
登場する機械類、創作過程で描かれた設定資料やイ
メージボードなどを用いて紐解きます。

三鷹の森ジブリ美術館
新企画展示「未来少年コナン」展
―漫画映画の魅力にせまる！―

2022 ふるきゃら 子ども参加ミュージカル ｢瓶ヶ森の河童｣公演 ※新型コロナウイルス感染症防止策の状況により、予定は変更される場合があります。

日 曜 行　　　事
1 金 吉祥寺北第一支部　役員会
2 土 三鷹西支部　日帰りバス研修
3 日

4 月
健康診断 （メガロス武蔵小金井）
不動産賃貸経営専門部会　役員会
青年部会　役員会

5 火

健康診断 （三鷹市公会堂 さんさん館）
共益委員会
井の頭支部　役員会
公益委員会　第１回経営実務研修会

（「初心者からわかる事業承継としてのＭ＆Ａ」）
6 水 総務委員会
7 木
8 金
9 土 三鷹中央支部　役員会
10 日
11 月 税制委員会

12 火
正副会長会議
常任理事会
吉祥寺北第二支部　役員会・研修会
青年部会　会員交流会

13 水
14 木

15 金
決算法人説明会
公益委員会　第２回経営実務研修会

（「はじめての経理実務」オンデマンド研修 
～ 8/10）

16 土 三鷹商工まつり（～ 7/17）
17 日
18 月 （海の日）
19 火 吉祥寺南支部　役員会
20 水
21 木
22 金 理事会
23 土

24 日
「第 10 回税に関する絵はがきコンクール
（2021）」全応募作品展示
（於・コピス吉祥寺  ～ 8/20）

25 月
26 火 広報委員会

27 水 不動産賃貸経営専門部会
賃貸住宅フェア見学会・情報交換会

28 木
29 金
30 土
31 日

（2022年6月30日現在）

日 曜 行　　　事

1 月

2 火 共益委員会

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水

11 木 （山の日）

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木 決算法人説明会

19 金

20 土

21 日

22 月 士業専門部会　役員会・交流会

23 火 広報委員会

24 水 公益委員会

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水
（2022年6月30日現在）
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