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「井の頭池の噴水」
写真提供

武蔵野法人会　写真同好会

井の頭池の噴水は池の水を循環させ、酸素を
供給する仕組みだそうです。目で見て涼しい
だけでなく、池の動植物の生活にも役立って
います。今月の表紙は、当会写真同好会の五
十嵐明一さん（井の頭支部）からご提供いた
だきました。

緊急事態宣言下での総会となりました。今後、ワクチン接種の進捗によ

りコロナ禍が収束しても全てが元に戻る訳ではない気がします。法人会

の事業等については、少なくともその方法論等は再構築が必要かと思い

ます。公益社団法人移行後10年経ったこの時期というのも何かの符合か

と思えば、変わる事は決して悪い事ではないと考えます。勿論、変わる

事ありきの議論は本末転倒ですが、虚心坦懐で足元をしっかり見直して

いきたいと思います。

●会議室の使用は会員に限定されます。また、使用目的が営利目的、特定の政治活動・宗教活動、その他事務局が管理上支障があると
認めた場合は、使用できませんのでご留意願います。
●予約方法：所定の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、事務局
　までお送りください。（ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ等）
●お支払いは振込みか当日現金にてお支払いください。

　振込先：多摩信用金庫武蔵野支店（普通）0083060
　　　　  （口座名）公益社団法人 武蔵野法人会

武蔵野法人会館　貸会議室のご案内

時間帯 午　前
９：００～１２：００

午　後
１３：００～１６：３０

夜　間
１７：００～２１：００

終　日
９：００～２１：００

￥1,500 ￥2,000 ￥2,500 ￥5,000

￥2,000 ￥3,000 ￥4,000 ￥11,000

会議室

小会議室

大会議室

（注１）冷暖房費は上記室料に含まれます
（注２）備品代…  ・プロジェクター：３００円　・ワイヤレスマイク等の放送設備、演台、スクリーン、アクリルボード等の備品：上記室料に含まれます

その他ご不明の点がございましたら、事務局までご連絡ください
【公益社団法人武蔵野法人会　事務局】
〒180-0006　武蔵野市中町2-11-13
TEL　0422-51-1441　FAX　0422-55-5544
E-mail　 mhoujin@jcom.zaq.ne.jp

第1回経営実務研修会を開催します
本年度第１回「経営実務研修会」は、新型ウイルスの影響により、会社存続のため事業の再編を迫られている企業を対象に新
設された「事業再構築補助金制度」をとりあげます。その制度概要や、第１回目の公募結果を踏まえた申請のポイント等につ
いて、申請に携わっている専門家が分かりやすく解説します。

法人会にも個人事業主の方が賛助会員として数多く
おられます。今回はこの個人事業主の皆様を対象と
し、「申告の手引き」と題し、申告に必要な各項目につ
いて分かりやすく解説します。

第２回税制実務研修を開催します

テーマ： 『―コロナに負けない！初めてのチャレンジを応援―事業再構築補助金とは』
日　時： 令和3年7月12日（月） 15：00～ 17：00
場　所： ●武蔵野法人会館　会議室法人会（定員10名）　　●オンライン参加：定員100名〈Zoomを使用〉
講　師： Ideal Works　代表取締役　中小企業診断士　井手 美由樹 氏
受講料： 会員：無料 ／ 一般：2,000円　　＊一般の方（非会員）のご参加も可能です。
内　容： ●コロナ関連支援策を分類すると  ●申請に向けて（電子申請、ＧビズＩＤ取得等）
 ●事業再構築補助金とは   ●事業計画作成で求められていること
 ●事業再構築とは   　　　※最新の情報提供のため変更になる可能性がございます。

テーマ： 『個人事業主の為の申告の手引き』
日　時： 令和３年７月21日（水）
 14：00 ～ 15：30
場　所： ●武蔵野法人会館　会議室法人会
 　（定員10名）
 ●オンライン参加：定員100名
 　〈Zoomを使用〉
講　師： 武蔵野税務署・個人課税部門担当官
受講料： 無　料
主な内容：収入、仕入、経費、その他留意点

女性部会が主催の「第9回 税に関する絵はがきコンクール（令和2
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1,301点を展示します。

「第９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３年７月25日（日）～８月21日（土）
場　所： 「COPPICE（コピス）吉祥寺」４階連絡通路壁面
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第55回通常総会　報告
特集

2021年6月4日（金）   吉祥寺第一ホテル

副会長

宮下　真一
みすゞ 建設（株）

一歩ずつ高みを目指して！

新体制紹介　
新体制スタート！ 議案はすべて承認

第55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2,457
社のうち本人出席45人と委任状1,609通を合わせて1,654社となり、過
半数の1,229社を超え成立しました。定款に従い竹内会長が議長を務め、
議事は第1号議案から第6号議案まですべての議案が承認されました。今
年度は任期満了に伴い竹内会長が退任され、新たな役員が就任しました。
竹内会長には「連帯・挑戦・貢献」の旗印のもと進めてきた5期10年を振
り返ってのご挨拶をいただき、清水新会長へのバトンタッチがされました。

　この度会長に選任された清水です。法人会70年の歴史のなかで9代目の会長というこ
とで、身が引き締まる思いです。コロナ禍で厳しい状況ではあるものの、今まで副会長と
して竹内前会長と一緒にやってきたことを強化、見直しつつ進めていきたいと思っています。
　振り返ると、法人会とのお付き合いは昭和30年、祖父の代にさかのぼります。私自身
は20年ほど前の南支部の役員を皮切りに、青年部会長、総務副委員長と吉祥寺南副支
部長、税制委員長、副会長と多くの経験をしました。青年部では「サッカー租税教育」、
税制委員会では税制勉強会など、今に続く活動もしてきました。
　公益社団法人に移行してからちょうど10年が経過しました。「よき経営者の集まり」とし
て社会に貢献していくためには、まず会社として利益をしっかり出して法人税・所得税を納
税することです。法人会ではその支援として「知識の提供」「同業他社と話をする場＝情報
とビジネスチャンスの提供」を実践していきます。これは研修や懇親会を充実させて強化し
ていきたい部分です。次に「奉仕の場」を用意することです。自分で動いてみると楽しい経験になるので、「経験ができる場」を作り
たい。コロナ禍が今後終息に向かう中で「中止の決断」より「始める決断」が難しい。その決断の1年になると思います。できるよう
になった時に企画が練られているように準備しておきたいですね。
　会員減という大きな課題もありますが、数だけを期待するのではなく会費に見合った予算の使い方をすればいい。事業数だけに
こだわらず、中身が濃いものに集中していきたいと考えています。
　仕事はビル賃貸業です。40数年前は吉祥寺の丸井のビルがある場所で料亭「清鳳閣」※を営んでいたんですよ。吉祥寺育ちなの

で、これからの１年は三鷹、小金井の催しに多く出て、地域を理解していきたいです。趣
味はゴルフで、法人会のゴルフ同好会でも活動しています。
　せっかちなので一人で進みすぎることがあるかもしれません。皆さんには反対意見もぜ
ひいただきたいと思っています。楽しく参加できるのが一番。会員の皆さんが法人会員で
いることに満足感が得られるように、選出された理事、役員の方 と々ともに向こう２年間
の任期をしっかり務めていきます。一緒に一歩ずつ高みを目指していきましょう。ご協力
をどうぞよろしくお願いいたします。

第55回通常総会において、令和3年度～4年度の新役員が選任されました。
役員の皆様から会員の皆様へのメッセージをいただきました。
清水新会長にはこれからの抱負、そしてご自身についてもお話をうかがいました。

◉永年勤続役員表彰　（支部順　敬称略）
吉祥寺北第一支部 小野山 武 男 小野山興産㈱
吉祥寺北第一支部 荒 井　弘 美 ㈲テルヌマ
吉祥寺北第一支部 安 藤　裕 朗 ㈱安藤商事
吉祥寺北第二支部 塚 本　 　孝 スマートコラボレーション㈱
吉祥寺北第二支部 シュレスタ ビジャヤ クマール
　　  ㈱グリーンフィールド・エクジマー
武蔵野西支部 伊 藤　博 通 ㈱イトーゴルフガーデン
武蔵野西支部 岡 本　靖 治 ㈱ＩＴ保険センター
武蔵野西支部 木 﨑　　 剛 巧芸印刷㈱
武蔵野西支部 濱 中　洋 子 ㈲石橋屋保谷商店
三鷹中央支部 水 流　正 秀 行政書士事務所 Office Tsuru
井の頭支部 藍 澤　幸 弘 田中・木村法律事務所
三鷹東支部 山 田 誠一郎 ㈱All for One　
三鷹東支部 長 澤　雅 彦 三鷹新川一郵便局
三鷹西支部 桑 原　直 純 三鷹上連雀郵便局
三鷹西支部 濱 中　由 典 ハマフ㈱
小金井南支部 藤 田 れい子 手料理れいこ

小金井南支部 小沼野     勝 多摩式典㈱
小金井北支部 曽 根　隆 寛　 （税）アクシア 以上 18名

◉退任役員表彰　（順不同　敬称略）
井の頭支部 竹 内　政 司 竹内運輸工業㈱
井の頭支部 小 山　雅 巳 ㈲ＭＫ ＰＬＡＮＮＩＮＧ
小金井南支部 石 黒　秀 男 ㈱マルシン
小金井北支部 横 尾　和 儀　 （税）東京さくら会計事務所
吉祥寺南支部 飯 村　雅 洋 ㈲ワールドマックス
吉祥寺南支部 小美濃 安 弘 武蔵野製氷㈱
吉祥寺南支部 楠 脇　厚 子　 （一社）劇団前進座
三鷹中央支部 川 井　信 良 ㈱文伸 以上 ８名

◉功労表彰　（順不同　敬称略）
■法人会組織の価値向上に貢献したもの
　広報委員会　 「７０周年記念誌」の発行
　女性部会　　 「コロナ禍における租税教育の展開」
　士業専門部会 「会員無料相談サービスの実施」 以上 ３件

●報告の詳細は8～11ページをご参照ください。

※当日の模様は後日YouTubeで配信予定です。

竹内会長（総会時点）

河村三鷹市長 十文字
武蔵野税務署長

貝瀬
立川都税事務所長

武蔵野ブロックを担当
いたします。コロナ禍
では、法人会の事業
は大きく制約を受けま
すが、やり方次第と
思っています。前例踏
襲ではなく、皆様と共
に考え、議論して新た
な活動を模索していき
たいと考えています。 関根　美英

（有） ヴァンテ

本年度より副会長を務
めさせていただきます。
昨年からの新型コロナ
の収束の兆しも見えな
い中、コロナ後も考え
て、良き経営者を目指
す者の団体として、法
人会ができることは何
か、微力ながら皆様と
ともに考えお手伝いで
きればと思います。

吉田　政利
（有）ワイズパートナー

副会長２期目を務めさせてい
ただきます。新体制で新しい
法人会づくりを主眼に事業運
営を行い清水新会長の一助と
なればと思っております。三鷹
ブロックにおいては、従来型の
会員親睦事業を継承しながら
現状を踏まえて少しでも展開
できるよう微力ながら力を惜し
まず努めてまいりますのでよろ
しくお願い申し上げます。

岡　正典
（株）三鷹金属化工所

本年度より副会長を仰
せつかりました。わた
くしの役目は、たくさ
んの仲間をつなげて、
楽しく意義ある法人会
にするためのお手伝い
をすること。新会長の
もと、皆さんのご協力
をよろしくお願い致し
ます。 三笠　俊彦

（株） ミカサ

本年度より副会長を務
めさせていただくこと
になりました。微力で
はございますが、会員
皆様が良き経営者を目
指す団体になりますよ
う努力いたします。ま
た担当する小金井ブ
ロックの皆様、楽しく
活動していきましょう！ 前川　秀幸

多摩信用金庫

副会長の責務を仰せ
つかりました前川です。
企業を取り巻く環境は
大きく変わりつつあり
ますが、法人会の事
業活動を通じて、企業
の発展と地域社会へ
の貢献度向上のため、
積極的に取り組んでま
いります。

令和3年度　被表彰者ご芳名

全法連及び東法連　各種表彰者ご芳名

新会長 
インタビュー

東法連の通常総会・感謝状及び記念品贈呈式は6月10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（敬称略）。

㈲ワイズパートナー
平山モータース㈱ 

〈副会長　井の頭支部〉
〈常任理事・支部長　武蔵野西支部〉

吉田　政利
木村　和史

全法連　 
㈲ヴァンテ
㈱ライフデザイン
㈲R＆M’カシマ
㈱安藤商事
（税）アルファ会計事務所
㈲田中商店
㈱K&M

〈常任理事・総務委員長　武蔵野西支部〉
〈常任理事・税制委員長　三鷹東支部〉
〈常任理事・共益委員長　三鷹中央支部〉
〈常任理事・青年部会長　吉祥寺北第一支部〉
〈理事・税制副委員長　小金井北支部〉
〈監事　吉祥寺北第二支部〉
〈監事　小金井北支部〉

関根　美英
倉林　秀樹
山本　康雄
安藤　裕朗
横尾　政明
田中　忠彦
小川　和男
※〈　 〉内の役職は受賞が決定した時点のものです。

東法連　 

㈲R＆M’カシマ　 
㈱サタケプランニングオフィス
アフラック募集代理店

〈常任理事・共益委員長　三鷹中央支部〉
〈理事・三鷹ブロック委員　三鷹中央支部〉
〈支部役員・共益委員　小金井南支部〉

山本　康雄
佐竹　昭治
和田山明美

東法連　 

功労者表彰 功労者表彰

会員増強功労者表彰

清　水　宏　益
清水商事株式会社

会長
ひろ みつ

※料亭「清鳳閣」（当時の様子）
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第55回通常総会　報告
特集

2021年6月4日（金）   吉祥寺第一ホテル

副会長

宮下　真一
みすゞ 建設（株）

一歩ずつ高みを目指して！

新体制紹介　
新体制スタート！ 議案はすべて承認

第55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2,457
社のうち本人出席45人と委任状1,609通を合わせて1,654社となり、過
半数の1,229社を超え成立しました。定款に従い竹内会長が議長を務め、
議事は第1号議案から第6号議案まですべての議案が承認されました。今
年度は任期満了に伴い竹内会長が退任され、新たな役員が就任しました。
竹内会長には「連帯・挑戦・貢献」の旗印のもと進めてきた5期10年を振
り返ってのご挨拶をいただき、清水新会長へのバトンタッチがされました。

　この度会長に選任された清水です。法人会70年の歴史のなかで9代目の会長というこ
とで、身が引き締まる思いです。コロナ禍で厳しい状況ではあるものの、今まで副会長と
して竹内前会長と一緒にやってきたことを強化、見直しつつ進めていきたいと思っています。
　振り返ると、法人会とのお付き合いは昭和30年、祖父の代にさかのぼります。私自身
は20年ほど前の南支部の役員を皮切りに、青年部会長、総務副委員長と吉祥寺南副支
部長、税制委員長、副会長と多くの経験をしました。青年部では「サッカー租税教育」、
税制委員会では税制勉強会など、今に続く活動もしてきました。
　公益社団法人に移行してからちょうど10年が経過しました。「よき経営者の集まり」とし
て社会に貢献していくためには、まず会社として利益をしっかり出して法人税・所得税を納
税することです。法人会ではその支援として「知識の提供」「同業他社と話をする場＝情報
とビジネスチャンスの提供」を実践していきます。これは研修や懇親会を充実させて強化し
ていきたい部分です。次に「奉仕の場」を用意することです。自分で動いてみると楽しい経験になるので、「経験ができる場」を作り
たい。コロナ禍が今後終息に向かう中で「中止の決断」より「始める決断」が難しい。その決断の1年になると思います。できるよう
になった時に企画が練られているように準備しておきたいですね。
　会員減という大きな課題もありますが、数だけを期待するのではなく会費に見合った予算の使い方をすればいい。事業数だけに
こだわらず、中身が濃いものに集中していきたいと考えています。
　仕事はビル賃貸業です。40数年前は吉祥寺の丸井のビルがある場所で料亭「清鳳閣」※を営んでいたんですよ。吉祥寺育ちなの

で、これからの１年は三鷹、小金井の催しに多く出て、地域を理解していきたいです。趣
味はゴルフで、法人会のゴルフ同好会でも活動しています。
　せっかちなので一人で進みすぎることがあるかもしれません。皆さんには反対意見もぜ
ひいただきたいと思っています。楽しく参加できるのが一番。会員の皆さんが法人会員で
いることに満足感が得られるように、選出された理事、役員の方 と々ともに向こう２年間
の任期をしっかり務めていきます。一緒に一歩ずつ高みを目指していきましょう。ご協力
をどうぞよろしくお願いいたします。

第55回通常総会において、令和3年度～4年度の新役員が選任されました。
役員の皆様から会員の皆様へのメッセージをいただきました。
清水新会長にはこれからの抱負、そしてご自身についてもお話をうかがいました。

◉永年勤続役員表彰　（支部順　敬称略）
吉祥寺北第一支部 小野山 武 男 小野山興産㈱
吉祥寺北第一支部 荒 井　弘 美 ㈲テルヌマ
吉祥寺北第一支部 安 藤　裕 朗 ㈱安藤商事
吉祥寺北第二支部 塚 本　 　孝 スマートコラボレーション㈱
吉祥寺北第二支部 シュレスタ ビジャヤ クマール
　　  ㈱グリーンフィールド・エクジマー
武蔵野西支部 伊 藤　博 通 ㈱イトーゴルフガーデン
武蔵野西支部 岡 本　靖 治 ㈱ＩＴ保険センター
武蔵野西支部 木 﨑　　 剛 巧芸印刷㈱
武蔵野西支部 濱 中　洋 子 ㈲石橋屋保谷商店
三鷹中央支部 水 流　正 秀 行政書士事務所 Office Tsuru
井の頭支部 藍 澤　幸 弘 田中・木村法律事務所
三鷹東支部 山 田 誠一郎 ㈱All for One　
三鷹東支部 長 澤　雅 彦 三鷹新川一郵便局
三鷹西支部 桑 原　直 純 三鷹上連雀郵便局
三鷹西支部 濱 中　由 典 ハマフ㈱
小金井南支部 藤 田 れい子 手料理れいこ

小金井南支部 小沼野     勝 多摩式典㈱
小金井北支部 曽 根　隆 寛　 （税）アクシア 以上 18名

◉退任役員表彰　（順不同　敬称略）
井の頭支部 竹 内　政 司 竹内運輸工業㈱
井の頭支部 小 山　雅 巳 ㈲ＭＫ ＰＬＡＮＮＩＮＧ
小金井南支部 石 黒　秀 男 ㈱マルシン
小金井北支部 横 尾　和 儀　 （税）東京さくら会計事務所
吉祥寺南支部 飯 村　雅 洋 ㈲ワールドマックス
吉祥寺南支部 小美濃 安 弘 武蔵野製氷㈱
吉祥寺南支部 楠 脇　厚 子　 （一社）劇団前進座
三鷹中央支部 川 井　信 良 ㈱文伸 以上 ８名

◉功労表彰　（順不同　敬称略）
■法人会組織の価値向上に貢献したもの
　広報委員会　 「７０周年記念誌」の発行
　女性部会　　 「コロナ禍における租税教育の展開」
　士業専門部会 「会員無料相談サービスの実施」 以上 ３件

●報告の詳細は8～11ページをご参照ください。

※当日の模様は後日YouTubeで配信予定です。

竹内会長（総会時点）

河村三鷹市長 十文字
武蔵野税務署長

貝瀬
立川都税事務所長

武蔵野ブロックを担当
いたします。コロナ禍
では、法人会の事業
は大きく制約を受けま
すが、やり方次第と
思っています。前例踏
襲ではなく、皆様と共
に考え、議論して新た
な活動を模索していき
たいと考えています。 関根　美英

（有） ヴァンテ

本年度より副会長を務
めさせていただきます。
昨年からの新型コロナ
の収束の兆しも見えな
い中、コロナ後も考え
て、良き経営者を目指
す者の団体として、法
人会ができることは何
か、微力ながら皆様と
ともに考えお手伝いで
きればと思います。

吉田　政利
（有）ワイズパートナー

副会長２期目を務めさせてい
ただきます。新体制で新しい
法人会づくりを主眼に事業運
営を行い清水新会長の一助と
なればと思っております。三鷹
ブロックにおいては、従来型の
会員親睦事業を継承しながら
現状を踏まえて少しでも展開
できるよう微力ながら力を惜し
まず努めてまいりますのでよろ
しくお願い申し上げます。

岡　正典
（株）三鷹金属化工所

本年度より副会長を仰
せつかりました。わた
くしの役目は、たくさ
んの仲間をつなげて、
楽しく意義ある法人会
にするためのお手伝い
をすること。新会長の
もと、皆さんのご協力
をよろしくお願い致し
ます。 三笠　俊彦

（株） ミカサ

本年度より副会長を務
めさせていただくこと
になりました。微力で
はございますが、会員
皆様が良き経営者を目
指す団体になりますよ
う努力いたします。ま
た担当する小金井ブ
ロックの皆様、楽しく
活動していきましょう！ 前川　秀幸

多摩信用金庫

副会長の責務を仰せ
つかりました前川です。
企業を取り巻く環境は
大きく変わりつつあり
ますが、法人会の事
業活動を通じて、企業
の発展と地域社会へ
の貢献度向上のため、
積極的に取り組んでま
いります。

令和3年度　被表彰者ご芳名

全法連及び東法連　各種表彰者ご芳名

新会長 
インタビュー

東法連の通常総会・感謝状及び記念品贈呈式は6月10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（敬称略）。

㈲ワイズパートナー
平山モータース㈱ 

〈副会長　井の頭支部〉
〈常任理事・支部長　武蔵野西支部〉

吉田　政利
木村　和史

全法連　 
㈲ヴァンテ
㈱ライフデザイン
㈲R＆M’カシマ
㈱安藤商事
（税）アルファ会計事務所
㈲田中商店
㈱K&M

〈常任理事・総務委員長　武蔵野西支部〉
〈常任理事・税制委員長　三鷹東支部〉
〈常任理事・共益委員長　三鷹中央支部〉
〈常任理事・青年部会長　吉祥寺北第一支部〉
〈理事・税制副委員長　小金井北支部〉
〈監事　吉祥寺北第二支部〉
〈監事　小金井北支部〉

関根　美英
倉林　秀樹
山本　康雄
安藤　裕朗
横尾　政明
田中　忠彦
小川　和男
※〈　 〉内の役職は受賞が決定した時点のものです。

東法連　 

㈲R＆M’カシマ　 
㈱サタケプランニングオフィス
アフラック募集代理店

〈常任理事・共益委員長　三鷹中央支部〉
〈理事・三鷹ブロック委員　三鷹中央支部〉
〈支部役員・共益委員　小金井南支部〉

山本　康雄
佐竹　昭治
和田山明美

東法連　 

功労者表彰 功労者表彰

会員増強功労者表彰

清　水　宏　益
清水商事株式会社

会長
ひろ みつ

※料亭「清鳳閣」（当時の様子）
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委員長
コロナ前の何気ない普
段の生活がいかに幸
せだったかと感じてお
ります。コロナにより
生き方、価値観そして
行動が激変しました
が、考える時間は与え
られております。会員
の皆様と一緒に法人
会を考えていきたいで
すね。

目まぐるしい経済状況の
変化の中で、税制委員
会として何をなすべき
か、常に委員の皆様と
研鑽していきたいと思い
ます。会員の皆様の要
望に応えつつ、今知って
頂きたいタイムリーな実
務研修会及び「税」を考
える週間において、今何
を考えるべきなのかを題
材とした企画を提供し、
会員の皆様の一助とな
ればと思っております。

公益委員長を拝命し
た安藤です。公益社
団法人として、夏期経
営者講座を柱に、会
員企業の皆様が関心
を持ち、地域の皆様
にもご参加いただける
ような事業を企画して
いく所存です。よろし
くお願い致します。

同好会の支援、福利
厚生制度の促進、文
化事業支援。いずれも、
共益委員会の大事な
役割ですが、会員の
皆さんの絆を深めるの
も（のが）、委員会の
重要な役割。制約多
い昨今ですが、新しい
朝、喜びに胸を開きま
しょう。「楽しくなけれ
ば、法人会じゃない！」
楽しい事業を企画中。
お楽しみに。

若輩ながら大役をいた
だき身の引き締まる思
いです。集まっての活
動ができない等、新し
い生活様式が社会を
大きく変えております。
広報誌の役割も同様
に変わらなければなり
ません。変化を恐れず
ITを駆使しました広報
ツールを最大限活用
し、会員同士や地域と
法人会がつながる広
報活動を推進してまい
ります。

平成から令和へ、時代
を超えて支部長を務め
られることに感謝申し
上げます。
支部会員や役員の皆
様はもちろん、支部長
の私にとっても、楽し
くお役に立つ三鷹東支
部を目指して、新たな
事業にもチャレンジし
ますので、ご参加をお
待ち致します。

この度、支部長として
４期目を迎えさせてい
ただくことになりまし
た。前任期時は、コ
ロナ感染防止のため、
殆ど活動が出来ず、不
本意な任期となってし
まいました。今期は、
会員の皆様に更に喜ん
でいただける企画を考
え、実行させていただ
きたいと思います。今
後ともよろしくお願い
いたします。

支部長を拝命して３期
目になります。コロナ
禍の中、会員交流事
業の中止を余儀なくさ
れておりましたが、こ
れからも会員の交流を
中心としたバス研修旅
行やボウリング大会、
異業種交流会等、楽
しい法人会を目指しま
す。

この度小金井北支部
長に就任いたしました
（株）七洋商会の橋田
と申します。楽しくな
ければ法人会じゃない
というテーマを胸に活
動していきたいと思い
ますのでよろしくお願
いします。支部役員も
一部改選して若返りし
たのでより参加しやす
い組織を目指したいと
思います。

心身と経営の健康、
会員拡大を2本柱とし
ます。その中で、租税
教育活動の新しい展
開を進め、次世代の
リーダーを育て、他団
体との交流を深め、よ
り良い活動を目指しつ
つ、２年後の三法連
幹事会の準備を進め
ます。

部会の柱である「租税
教室」と「税に関する
絵はがきコンクール」
をはじめ、状況に対応
しながら、皆様と一緒
に取り組んでいきたい
と思っております。

コロナ禍によって新し
く生まれた活動形態を
積極的に取り入れなが
ら、永年にわたり取り
組んできた法人会の理
念もしっかりと継続し、
「不易流行」の気持ち
で支部活動をしていく
所存でございます。よ
ろしくお願いいたしま
す。

支部長２期目となりま
す。支部会員の皆様
が楽しく参加できる交
流事業や、（少しだけ
でも）発見や学べる研
修会を役員＆皆様と共
に考え実施していきま
す。会員の皆様や地
域の方々とより一層つ
ながり、絆が深まるよ
う、参加並びにご支援
ご協力宜しくお願い申
し上げます。

支部長を務めさせてい
ただくことになり、気
持ちを新たにしていま
す。これまでの支部の
まとまりを受け継ぎ、
役員の皆様と共に一
丸となって会員企業や
地域社会に貢献してい
きたいと思います。ど
うぞよろしくお願い致
します。

会員の皆様にはご理
解とご支援を賜り誠に
有難うございます。コ
ロナ禍とはいえ前期の
支部事業が開催され
ず深く反省をしており
ます。支部としても今
までと異なる視点、発
想で現役員及びオブ
ザーバ－を交え、新た
な基盤づくりをして行
きたいと思います。

支部長を仰せつかって
４期目となりました。
「withコロナ」の今で
もできる事業を会員の
皆様にお届けできるよ
う、「みたちゅう」一丸
となって頑張っていき
たいと思います。
どうぞよろしくお願い
致します。

岡前支部長よりバトンを引き
継ぎました荻原です。コビット
19 発生から一年半が過ぎ何
もできずに法人会活動を続
けるにあたり色々な会員さん
達の悲痛な叫びや心痛や疲
弊に心休まる日はありませ
ん。これからも当分の間忍
耐の生活が続くと思われま
すが、やまない雨はありませ
ん。夏が過ぎる頃には、会
員さん達の笑顔が見られる
ような活動ができるよう皆さ
ん後少し頑張りましょう！
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田　中　忠　彦
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（有）田中商店
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（有）Ｒ＆Ｍ’カシマ

後藤 慶太
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桑原 直純
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小野山 武男
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中村 中
（株）三敬

岩澤 勝
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木村 和史
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（株）オール設計
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委員長
コロナ前の何気ない普
段の生活がいかに幸
せだったかと感じてお
ります。コロナにより
生き方、価値観そして
行動が激変しました
が、考える時間は与え
られております。会員
の皆様と一緒に法人
会を考えていきたいで
すね。

目まぐるしい経済状況の
変化の中で、税制委員
会として何をなすべき
か、常に委員の皆様と
研鑽していきたいと思い
ます。会員の皆様の要
望に応えつつ、今知って
頂きたいタイムリーな実
務研修会及び「税」を考
える週間において、今何
を考えるべきなのかを題
材とした企画を提供し、
会員の皆様の一助とな
ればと思っております。

公益委員長を拝命し
た安藤です。公益社
団法人として、夏期経
営者講座を柱に、会
員企業の皆様が関心
を持ち、地域の皆様
にもご参加いただける
ような事業を企画して
いく所存です。よろし
くお願い致します。

同好会の支援、福利
厚生制度の促進、文
化事業支援。いずれも、
共益委員会の大事な
役割ですが、会員の
皆さんの絆を深めるの
も（のが）、委員会の
重要な役割。制約多
い昨今ですが、新しい
朝、喜びに胸を開きま
しょう。「楽しくなけれ
ば、法人会じゃない！」
楽しい事業を企画中。
お楽しみに。

若輩ながら大役をいた
だき身の引き締まる思
いです。集まっての活
動ができない等、新し
い生活様式が社会を
大きく変えております。
広報誌の役割も同様
に変わらなければなり
ません。変化を恐れず
ITを駆使しました広報
ツールを最大限活用
し、会員同士や地域と
法人会がつながる広
報活動を推進してまい
ります。

平成から令和へ、時代
を超えて支部長を務め
られることに感謝申し
上げます。
支部会員や役員の皆
様はもちろん、支部長
の私にとっても、楽し
くお役に立つ三鷹東支
部を目指して、新たな
事業にもチャレンジし
ますので、ご参加をお
待ち致します。

この度、支部長として
４期目を迎えさせてい
ただくことになりまし
た。前任期時は、コ
ロナ感染防止のため、
殆ど活動が出来ず、不
本意な任期となってし
まいました。今期は、
会員の皆様に更に喜ん
でいただける企画を考
え、実行させていただ
きたいと思います。今
後ともよろしくお願い
いたします。

支部長を拝命して３期
目になります。コロナ
禍の中、会員交流事
業の中止を余儀なくさ
れておりましたが、こ
れからも会員の交流を
中心としたバス研修旅
行やボウリング大会、
異業種交流会等、楽
しい法人会を目指しま
す。

この度小金井北支部
長に就任いたしました
（株）七洋商会の橋田
と申します。楽しくな
ければ法人会じゃない
というテーマを胸に活
動していきたいと思い
ますのでよろしくお願
いします。支部役員も
一部改選して若返りし
たのでより参加しやす
い組織を目指したいと
思います。

心身と経営の健康、
会員拡大を2本柱とし
ます。その中で、租税
教育活動の新しい展
開を進め、次世代の
リーダーを育て、他団
体との交流を深め、よ
り良い活動を目指しつ
つ、２年後の三法連
幹事会の準備を進め
ます。

部会の柱である「租税
教室」と「税に関する
絵はがきコンクール」
をはじめ、状況に対応
しながら、皆様と一緒
に取り組んでいきたい
と思っております。

コロナ禍によって新し
く生まれた活動形態を
積極的に取り入れなが
ら、永年にわたり取り
組んできた法人会の理
念もしっかりと継続し、
「不易流行」の気持ち
で支部活動をしていく
所存でございます。よ
ろしくお願いいたしま
す。

支部長２期目となりま
す。支部会員の皆様
が楽しく参加できる交
流事業や、（少しだけ
でも）発見や学べる研
修会を役員＆皆様と共
に考え実施していきま
す。会員の皆様や地
域の方々とより一層つ
ながり、絆が深まるよ
う、参加並びにご支援
ご協力宜しくお願い申
し上げます。

支部長を務めさせてい
ただくことになり、気
持ちを新たにしていま
す。これまでの支部の
まとまりを受け継ぎ、
役員の皆様と共に一
丸となって会員企業や
地域社会に貢献してい
きたいと思います。ど
うぞよろしくお願い致
します。

会員の皆様にはご理
解とご支援を賜り誠に
有難うございます。コ
ロナ禍とはいえ前期の
支部事業が開催され
ず深く反省をしており
ます。支部としても今
までと異なる視点、発
想で現役員及びオブ
ザーバ－を交え、新た
な基盤づくりをして行
きたいと思います。

支部長を仰せつかって
４期目となりました。
「withコロナ」の今で
もできる事業を会員の
皆様にお届けできるよ
う、「みたちゅう」一丸
となって頑張っていき
たいと思います。
どうぞよろしくお願い
致します。

岡前支部長よりバトンを引き
継ぎました荻原です。コビット
19 発生から一年半が過ぎ何
もできずに法人会活動を続
けるにあたり色々な会員さん
達の悲痛な叫びや心痛や疲
弊に心休まる日はありませ
ん。これからも当分の間忍
耐の生活が続くと思われま
すが、やまない雨はありませ
ん。夏が過ぎる頃には、会
員さん達の笑顔が見られる
ような活動ができるよう皆さ
ん後少し頑張りましょう！
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梅　根　拓　也
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成　本　淳　平

近　藤　宏　信

岡　田　和　泉

（株）ハウズ
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（株）劇団め組

小金井祭典（株）

宍戸ビル（株）

（有）笹隈造園

（株）カーテン館　窓
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富士建設工業（株）

（有）武三商事

（株）All for One

（株）宮崎製作所

（株）サタケプランニングオフィス

（株）エフコネクト

空想絵画工房（同）

（株）日高ネオン 

（有）花好

（有）ジェイ・クリーン

（有）ケイ・エステイト

（有）グリーンパーク

監事
伊　藤　隆　子

田　中　忠　彦

小　川　和　男

武蔵野硝子（株）

（有）田中商店
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常任理事
総務委員長

常任理事
税制委員長

常任理事
公益委員長

常任理事
共益委員長

常任理事
広報委員長

常任理事
三鷹東支部長

常任理事
三鷹西支部長

常任理事
小金井南支部長

常任理事
小金井北支部長

常任理事
青年部会長

常任理事
女性部会長

常任理事
吉祥寺北第一支部長
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吉祥寺北第二支部長
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吉祥寺南支部長

常任理事
武蔵野西支部長

常任理事
三鷹中央支部長

常任理事
井の頭支部長

臺 孝之
ウテナ産業（株）

横尾 政明
（税）アルファ会計事務所

安藤 裕朗
（株）安藤商事

山本 康雄
（有）Ｒ＆Ｍ’カシマ

後藤 慶太
（有）ユニット264

高麗 元
（有）コマ企画

桑原 直純
三鷹上連雀郵便局

星野 智樹
（有）小金井家

橋田 数彦
（株）七洋商会

河田 守生
（株）サンバレー

平 あづみ
（有）ミスティー

小野山 武男
小野山興産（株）

中村 中
（株）三敬

岩澤 勝
（株）ハーモニック

木村 和史
平山モータース（株）

藤橋 清治
（株）オール設計

荻原 義明
（株）荻ＯＧＩ屋
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事 業 報 告
令和２年度

経常費用

54,898千円
事業費
42,773千円

管理費
12,125千円

経常収益

62,558千円
受取会費
36,229千円

雑収益
5,610千円

事業収益
4,702千円

受取負担金
1,603千円

受取補助金
14,378千円

その他
30千円

｜第55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の影響により、57年ぶりに東京で開
催される予定だったオリンピックが1年延期となり、様々な自粛要請や休業要請等により、日本経済は大き
なダメージを受けました。昨年暮れに発表された “流行語大賞”が「3密」、同じく “今年の漢字”が「密」とい
う新型コロナウイルス関連の単語や文字が選ばれたことを考えると、コロナに明けてコロナに暮れた1年で
あったと言えます。最近になって、ようやく医療従事者を皮切りに高齢者へのワクチン接種が始まったとは
言え、より感染力の高い新型コロナウイルスの変異株の猛威が全国的に拡大しつつあることを考えると、ま
だまだ収束するまでには時間がかかりそうです。

■■制限のある中で70周年記念事業、会員交流事業を実施
また、創立70周年記念事業においては、記念講演会と式典のみとなり、会員の皆様が楽しみしていた祝賀パーティ
は中止とせざるを得なかったのは残念な限りでした。お招きするご来賓も最小限とする等規模を縮小する形とはな
りましたが、式典と記念講演会が開催できたことは会員各位のご理解とご協力のお陰です。「70周年記念誌」も当
初の予定よりは遅くなりましたが、無事に会員の皆様にお届けすることができました。公益社団法人に移行してか
らの “10年間の歩み”を中心に編集しましたが、会員の三分の一が公益社団法人に移行後に入会された方であるこ
とを考えると、今回の記念誌は現在の法人会に対するご理解を深めていただく上では参考になるのではないかと期
待しております。
一方、各支部においては、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かったため、会員の皆様には十分なサービスのご提供ができ
ず、大変申し訳なく役員一同受け止めております。同様に部会においても交流事業はほぼ実施されずに終わりまし
たが、そのような中にあっても、女性部会・青年部会が取り組んでいる「租税教育」は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。
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。収束の時期が見えない中で手探りの状態がいましばらく続くこ
とは間違いなく、次年度も今年度と同様に先行き不透明な状態でのスタートとなります。このような状態の中でも
会員一丸となって私たちのこの会と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。

■■本部事業の多くは計画通り実施、会員交流は多くが開催できず
さて、武蔵野法人会においても “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2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。しかし、新型コロナウイルスに
よる感染症の拡大の影響は予想以上に大きく、本部事業の多くは何とか計画どおり実施できたものの、会員交流
を主眼とする共益委員会や支部・部会の事業は、その大半が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２年度の事業・施策」と並行して、中長期的な課題に取り組む
「特別委員会」を再構築して、次の10年に向けた備えの1年にすると同時に、新型コロナウイルスによる感
染症の拡大が収束の兆しを見せない中での法人会活動を模索する。

≪令和2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、

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。

■■コロナ禍での情報提供、Web環境の支援
以上の方針に基づき、各種事業を計画しましたが、緊急事態宣言が発出されるなど、年度スタート直後から理事会
はもとより、支部・部会の全体会議までが通常開催できずに書面で済ますことになりました。さらには、第54回
通常総会についても規模を縮小し、法人会館大会議室で行うなど異例な形での開催となりました。しかし「コロナ
に負けてはいられない」との思いから、財務省がＨＰに掲載していた各種コロナ関連支援策に関する諸情報を冊子
形式にして、急遽ＧＷ期間中に全会員に配布しました。3年目となる税制と経営の「実務研修会」についても、他会

決算

合
計

合
計

に先駆けてＷebを活用した研修ができるようにと必要な機材を取り揃え、その分野に精通した会員の協力を得て、
Zoom方式でのＷeb研修会を積極的に取り入れ、全13回の実務研修会を計画どおりに実施することができました。
コロナ禍の中で厳しい経営の舵取りを迫られた会員の皆様に対し、多少ともご支援できたのではないかと考えてい
ます。このＷeb方式での研修会のノウハウは、理事会、支部・部会の役員会開催にも活かされ会の運営に大いに
役立ちましたが、それにとどまらず小学校の「租税教室」にも活用され、学校側からも大変感謝されました。

概況

令和２年度  事業報告承認の件第１号議案

令和２年度  経常収益・経常費用第２号議案

（注）新型コロナウイルスによる感染症拡大の影響により経常費用の未執行予算が多かったため、結果的に大幅な黒字となった。
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事 業 報 告
令和２年度

経常費用

54,898千円
事業費
42,773千円

管理費
12,125千円

経常収益

62,558千円
受取会費
36,229千円

雑収益
5,610千円

事業収益
4,702千円

受取負担金
1,603千円

受取補助金
14,378千円

その他
30千円

｜第55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の影響により、57年ぶりに東京で開
催される予定だったオリンピックが1年延期となり、様々な自粛要請や休業要請等により、日本経済は大き
なダメージを受けました。昨年暮れに発表された “流行語大賞”が「3密」、同じく “今年の漢字”が「密」とい
う新型コロナウイルス関連の単語や文字が選ばれたことを考えると、コロナに明けてコロナに暮れた1年で
あったと言えます。最近になって、ようやく医療従事者を皮切りに高齢者へのワクチン接種が始まったとは
言え、より感染力の高い新型コロナウイルスの変異株の猛威が全国的に拡大しつつあることを考えると、ま
だまだ収束するまでには時間がかかりそうです。

■■制限のある中で70周年記念事業、会員交流事業を実施
また、創立70周年記念事業においては、記念講演会と式典のみとなり、会員の皆様が楽しみしていた祝賀パーティ
は中止とせざるを得なかったのは残念な限りでした。お招きするご来賓も最小限とする等規模を縮小する形とはな
りましたが、式典と記念講演会が開催できたことは会員各位のご理解とご協力のお陰です。「70周年記念誌」も当
初の予定よりは遅くなりましたが、無事に会員の皆様にお届けすることができました。公益社団法人に移行してか
らの “10年間の歩み”を中心に編集しましたが、会員の三分の一が公益社団法人に移行後に入会された方であるこ
とを考えると、今回の記念誌は現在の法人会に対するご理解を深めていただく上では参考になるのではないかと期
待しております。
一方、各支部においては、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かったため、会員の皆様には十分なサービスのご提供ができ
ず、大変申し訳なく役員一同受け止めております。同様に部会においても交流事業はほぼ実施されずに終わりまし
たが、そのような中にあっても、女性部会・青年部会が取り組んでいる「租税教育」は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。
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。収束の時期が見えない中で手探りの状態がいましばらく続くこ
とは間違いなく、次年度も今年度と同様に先行き不透明な状態でのスタートとなります。このような状態の中でも
会員一丸となって私たちのこの会と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。

■■本部事業の多くは計画通り実施、会員交流は多くが開催できず
さて、武蔵野法人会においても “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2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。しかし、新型コロナウイルスに
よる感染症の拡大の影響は予想以上に大きく、本部事業の多くは何とか計画どおり実施できたものの、会員交流
を主眼とする共益委員会や支部・部会の事業は、その大半が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２年度の事業・施策」と並行して、中長期的な課題に取り組む
「特別委員会」を再構築して、次の10年に向けた備えの1年にすると同時に、新型コロナウイルスによる感
染症の拡大が収束の兆しを見せない中での法人会活動を模索する。

≪令和2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、

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。

■■コロナ禍での情報提供、Web環境の支援
以上の方針に基づき、各種事業を計画しましたが、緊急事態宣言が発出されるなど、年度スタート直後から理事会
はもとより、支部・部会の全体会議までが通常開催できずに書面で済ますことになりました。さらには、第54回
通常総会についても規模を縮小し、法人会館大会議室で行うなど異例な形での開催となりました。しかし「コロナ
に負けてはいられない」との思いから、財務省がＨＰに掲載していた各種コロナ関連支援策に関する諸情報を冊子
形式にして、急遽ＧＷ期間中に全会員に配布しました。3年目となる税制と経営の「実務研修会」についても、他会

決算

合
計

合
計

に先駆けてＷebを活用した研修ができるようにと必要な機材を取り揃え、その分野に精通した会員の協力を得て、
Zoom方式でのＷeb研修会を積極的に取り入れ、全13回の実務研修会を計画どおりに実施することができました。
コロナ禍の中で厳しい経営の舵取りを迫られた会員の皆様に対し、多少ともご支援できたのではないかと考えてい
ます。このＷeb方式での研修会のノウハウは、理事会、支部・部会の役員会開催にも活かされ会の運営に大いに
役立ちましたが、それにとどまらず小学校の「租税教室」にも活用され、学校側からも大変感謝されました。

概況

令和２年度  事業報告承認の件第１号議案

令和２年度  経常収益・経常費用第２号議案

（注）新型コロナウイルスによる感染症拡大の影響により経常費用の未執行予算が多かったため、結果的に大幅な黒字となった。
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事 業 計 画
令和３年度  事業計画報告の件

令和３年度

■■令和３年度事業展開の基本方針

｜第55回  通常総会｜

“Withコロナ（コロナと共に）”、“Afterコロナ（コロナの後に）”の時代に即した事業の展開が、今の法人会に求められている中で、
リーマンショック以上の厳しい経済状況のもと、会員サービスの低下を防ぎつつ、会員数の減少を最小限に食い止められるよう
“よき経営者をめざすものの団体”として、会員にとって有益な事業・施策を以下のとおり展開して参ります。

■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すぐに通常時の事業展開に戻せるよ
うに準備を進める。

■役員改選による新しい体制がスムーズに船出できるように準備を進め、改選による法人会活動の停滞をなくすような組織づく
りを行う。

■法人会の基幹組織を支部と位置づけ、3年目を迎える「ブロック会議体」は所属する支部が合同で開催する事業を企画・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。また、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。

■広報活動（情報伝達）
　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、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。

■■本年度の課題と見通し
未だに収束の兆しが見えない新型コロナウイルスによる感染症の拡大により、会員の経営状況の悪化と会員増強が困難な状況が
続くことを考えると、会員数の減少傾向には歯止めがかからないことが予想されます。同様に事業活動の中止、縮小は役員のモ
チベーション低下にもつながり、法人会の基幹組織である支部の機能が低下する可能性もあります。
コロナが収束し、“After コロナ”として新たな形態での事業活動を行うのか、それともコロナの影響が続いていく中で“With コロナ”
として活動を見直していくのかは、まだ今の段階では予測できませんが、法人会への会員の関心をつなぎ止めるような事業を企画、
立案する必要があります。

■■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（隔月偶数月開催、年6回）
　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（6月、7月、8月、9月、10月、11月、1月、2月）
　⑺　広報誌（年６回発行）、ホームページ、メルマガによる税関連情報の発信
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（11月 28日）
　⑶　納税表彰式（11月）
　⑷　無料税務相談サービス（随時）
　⑸　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～ 5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（10月～ 11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（8月）
　⑵　経営実務研修会（6月、7月、8月、10月、11月、12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　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

予算

　⑷　地域イベント支援（武蔵野桜まつり、三鷹阿波踊り、三鷹商工まつり、三鷹地区祭り、小金井なかよし市民祭り、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
　⑻　保養施設（ニューグリーンピア津南）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 •会員増強決起大会開催及び増強運動に対する表彰
　　　•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）
　　　•同好会活動の拡充を通じた未加入法人の取込み
　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）

①第2章第 2条 3項の削除
　事務処理委託の対象範囲に関する指定地域の制限撤廃
②第7章として、新規に個人情報保護に関する条文を追記

第3号議案

令和３年度  経常収益・経常費用第４号議案

労働保険事務組合 事務処理規約の一部改定の件第６号議案

経常費用

62,003千円
事業費
54,272千円

管理費
7,731千円

経常収益

62,201千円
受取会費
34,900千円

雑収益
2,110千円

事業収益
7,210千円

受取負担金
4,186千円

受取補助金
13,389千円

その他
400千円

合
計

合
計
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事 業 計 画
令和３年度  事業計画報告の件

令和３年度

■■令和３年度事業展開の基本方針

｜第55回  通常総会｜

“Withコロナ（コロナと共に）”、“Afterコロナ（コロナの後に）”の時代に即した事業の展開が、今の法人会に求められている中で、
リーマンショック以上の厳しい経済状況のもと、会員サービスの低下を防ぎつつ、会員数の減少を最小限に食い止められるよう
“よき経営者をめざすものの団体”として、会員にとって有益な事業・施策を以下のとおり展開して参ります。

■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すぐに通常時の事業展開に戻せるよ
うに準備を進める。

■役員改選による新しい体制がスムーズに船出できるように準備を進め、改選による法人会活動の停滞をなくすような組織づく
りを行う。

■法人会の基幹組織を支部と位置づけ、3年目を迎える「ブロック会議体」は所属する支部が合同で開催する事業を企画・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。また、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。

■広報活動（情報伝達）
　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、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。

■■本年度の課題と見通し
未だに収束の兆しが見えない新型コロナウイルスによる感染症の拡大により、会員の経営状況の悪化と会員増強が困難な状況が
続くことを考えると、会員数の減少傾向には歯止めがかからないことが予想されます。同様に事業活動の中止、縮小は役員のモ
チベーション低下にもつながり、法人会の基幹組織である支部の機能が低下する可能性もあります。
コロナが収束し、“After コロナ”として新たな形態での事業活動を行うのか、それともコロナの影響が続いていく中で“With コロナ”
として活動を見直していくのかは、まだ今の段階では予測できませんが、法人会への会員の関心をつなぎ止めるような事業を企画、
立案する必要があります。

■■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（隔月偶数月開催、年6回）
　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（6月、7月、8月、9月、10月、11月、1月、2月）
　⑺　広報誌（年６回発行）、ホームページ、メルマガによる税関連情報の発信
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（11月 28日）
　⑶　納税表彰式（11月）
　⑷　無料税務相談サービス（随時）
　⑸　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～ 5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（10月～ 11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（8月）
　⑵　経営実務研修会（6月、7月、8月、10月、11月、12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　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

予算

　⑷　地域イベント支援（武蔵野桜まつり、三鷹阿波踊り、三鷹商工まつり、三鷹地区祭り、小金井なかよし市民祭り、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
　⑻　保養施設（ニューグリーンピア津南）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 •会員増強決起大会開催及び増強運動に対する表彰
　　　•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）
　　　•同好会活動の拡充を通じた未加入法人の取込み
　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）

①第2章第 2条 3項の削除
　事務処理委託の対象範囲に関する指定地域の制限撤廃
②第7章として、新規に個人情報保護に関する条文を追記

第3号議案

令和３年度  経常収益・経常費用第４号議案

労働保険事務組合 事務処理規約の一部改定の件第６号議案

経常費用

62,003千円
事業費
54,272千円

管理費
7,731千円

経常収益

62,201千円
受取会費
34,900千円

雑収益
2,110千円

事業収益
7,210千円

受取負担金
4,186千円

受取補助金
13,389千円

その他
400千円

合
計

合
計
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サンロードの顔
「徳竹ビル」

北口 平和通り
「第一徳竹ビル」

南口 パークロード
「徳竹南口ビル」 ご夫婦で

サッカー教室
料理教室

サッカーにかける選
手の情熱や周囲への
感謝の気持ちから
勇気をもらえるという。

妻のやすこさんは「食」を
中心に仕事と人の輪を広げ
てきた。法人会のお茶会で
料理を用意したことも。

家庭料理を中心に出汁の
取り方や、味噌・梅干し
作りなどを伝えている。
あたたかな手仕事が好評。

選挙のときは各党党首
の演説がこのビルの前
で行われ、メディアに
もよく登場する。

祖父母が戦後タバコ屋
を営んでいた場所に
建っている。徳竹商事
はここから始まった。

代替わり後に手がけた思い
入れのあるビル。南口の再
開発準備組合の一員とし
て、今後の街作りを検討中。

■人のネットワークを生かした３事業
　「データ」「スポーツ」「フード」の3事業を柱に2018年に
創業しました。データ事業は、地図会社やカーナビの会社
が対象です。地図の位置情報が実在するか、店舗の営業
時間は変わっていないかなどをWebや電話、全国に広が
る人のネットワークを活用して情報収集をしています。観光
やイベント情報の収集、住所を基にした緯度経度の調査、
地図情報の多言語翻訳、アンケートの送付・集計など幅
広く行っています。
　スポーツ事業は、主にサッカーの選手・指導者が海外
に留学・遠征する際のコーディネートをする仕事です。海
外のコーチを日本に招いてサッカー教室の開催もします。
海外在住のビジネスパートナーが現地でのサポートを担当
しています。
　フード事業は妻が担当です。フードコーディネーターや飲
食店運営の経験を生かし、今は三鷹のクリニックや高齢者
宅での食事作り、自宅での料理教室をしています。

■前職の創業社長に仕事と生き方を叩き込まれる
　私は、大学卒業後レコード会社で3年間働いた後に転
職しました。転職先の創業社長はワンマンで江戸っ子、

リーダーシップのかたまりみたいな人で、社会人としての
イロハや人としての生き方を叩き込まれました。毎日お酒を
一緒に飲み、毎年海外に連れて行ってくれた。人をやる気
にさせる方法を教えてもらいました。いつか自分の会社を
持ちたいという思いも、社長のそばにいたからこそ芽生えた
のだと思います。
　両親が他界したことがターニングポイントとなり独立しま
した。もう心配をかける人はいない、自分で道を切り開くん
だという覚悟ができたんだと思います。

■人とのご縁を大切にしていきたい
　社名の「デイライト」には、お日様とともに軽やかに毎日
を渡っていけるようにとの思いも込めました。会社員時代と
比べ、今は自分のペースで仕事と生活を楽しんでいます。
山登り、カレー作り、コーヒーなど趣味が増えました。
　仕事は、大きな風呂敷を広げずにひとつひとつを丁寧に、
人とのご縁を大切にしていきたい。そこから少しずつ広がっ
ていくといいと思っています。三鷹に住んで17年ですが、
ここ4、5年で妻を経由して地域のつながりが増えました。
地域の皆さんのお役に立てることもしてみたいです。高齢
の方や子育て中の人、農家や地産地消に興味を持つ人に
喜んでもらえる地図を作ってみたいなんて考えています。

■人脈で成り立つ仕事
　創業から36年、吉祥寺のビルの賃貸業を中心に、不動
産買取と販売、仲介、コンサルタント業をしています。８割
ほどが武蔵野市の仕事で、商店街、法人会、青年会議所
などの人脈で成り立っています。私への信頼でお仕事をい
ただくわけですから、義理堅く、ひとつひとつの仕事を丁寧
に紡いでいくことを大切にしています。人脈のお陰で埼玉や
沖縄の土地の購入を手がけるなど、仕事も広がりを見せて
います。
　もともと祖父母が吉祥寺駅前でタバコ屋を営んでいまし
た。戦後、土地のまとめ役をし、借地権を持つようになった
そうです。昭和60年頃、吉祥寺駅北口の駅前開発にともな
いビルを建設し、父の代でビル管理業を発展させてきました。

■父の言葉と地域の先輩に支えられて
　子どもの頃から父に吉祥寺を連れ回され、自分が後を
継ぐという意識を自然にもつようになりました。大学は経営
学部に進み、1年のときにダブルスクールで宅地建物取引
士の資格、続いて簿記や管理業務主任者の資格も取得し
ました。卒業後、大手不動産会社に就職しましたが、父
の病をきっかけに28歳で徳竹商事を継ぐことに。父には

「徳さんのせがれ」として多くの人に紹介してもらいました。
そのとき言われた「最終的には人だ」という父の言葉が、
今、実感されます。
　会社員時代に比べ自分で決めることが格段に増え、迷う
ときもあります。そんなときは地元の先輩に教えてもらうこと
が多いです。地域の活動では「武蔵野の徳竹」と呼ばれ、
相手と互いに議論を重ねる中で鍛えられています。また、
勉強会で沖縄や硫黄島、パラオに行き、先人に感謝する
心と命を次代につなぐ大切さも学びました。今生かされて
いる命を役立て、仕事と家庭を持って生きていこうという、
人間的な考え方を作ってくれる経験を得ることができました。

■街に貢献していく企業でありたい
　地域で頼られる会社、頼られる人を目指し、貢献したい
－それが私たちの信念です。今後は、受け継いだ資産
を維持しながら広げていきたいです。父が築いてきた「信
用」を、私の代では「信頼」へと高めていきたいですね。
自分がこれからの若手を教育する立場になることも意識して
います。
　吉祥寺は魅力的な商業施設や店舗が点在し、回遊性があ
ることで発展してきました。吉祥寺の顔になるようなテナントを
入れて街に貢献していく企業でありたいと思います。

ひとつひとつ丁寧に
そこから広がっていくといい
「データ」「スポーツ」「フード」の３事業を柱に

地域で頼られる会社、
頼られる人を目指す
吉祥寺の街とともに発展してきた不動産業

私の仕事
MY  JOBあの顔 この顔

三鷹東
支部

株式会社 デイライト
三鷹市中原4－35－20

☎0422-71-4757

吉祥寺北
第一
支部

有限会社 徳竹商事
武蔵野市吉祥寺本町
1－20－16
☎0422-20-9660

小手 嗣雄さん
こ て つぎ お

徳竹 正憲さん
とく たけ まさ のり

vol.01今月号から、インタビューコーナーが新しくなりました。
さまざまな会員の「人となり」「お仕事」がさらに伝わるように、
そして会員同士のつながりが生まれていくように、「会員広場〈あの顔 この顔  私の仕事〉」というタイトルにしました。
どうぞご期待ください。
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を営んでいた場所に
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はここから始まった。

代替わり後に手がけた思い
入れのあるビル。南口の再
開発準備組合の一員とし
て、今後の街作りを検討中。

■人のネットワークを生かした３事業
　「データ」「スポーツ」「フード」の3事業を柱に2018年に
創業しました。データ事業は、地図会社やカーナビの会社
が対象です。地図の位置情報が実在するか、店舗の営業
時間は変わっていないかなどをWebや電話、全国に広が
る人のネットワークを活用して情報収集をしています。観光
やイベント情報の収集、住所を基にした緯度経度の調査、
地図情報の多言語翻訳、アンケートの送付・集計など幅
広く行っています。
　スポーツ事業は、主にサッカーの選手・指導者が海外
に留学・遠征する際のコーディネートをする仕事です。海
外のコーチを日本に招いてサッカー教室の開催もします。
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しています。
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リーダーシップのかたまりみたいな人で、社会人としての
イロハや人としての生き方を叩き込まれました。毎日お酒を
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比べ、今は自分のペースで仕事と生活を楽しんでいます。
山登り、カレー作り、コーヒーなど趣味が増えました。
　仕事は、大きな風呂敷を広げずにひとつひとつを丁寧に、
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ひとつひとつ丁寧に
そこから広がっていくといい
「データ」「スポーツ」「フード」の３事業を柱に

地域で頼られる会社、
頼られる人を目指す
吉祥寺の街とともに発展してきた不動産業

私の仕事
MY  JOBあの顔 この顔

三鷹東
支部

株式会社 デイライト
三鷹市中原4－35－20

☎0422-71-4757

吉祥寺北
第一
支部

有限会社 徳竹商事
武蔵野市吉祥寺本町
1－20－16
☎0422-20-9660

小手 嗣雄さん
こ て つぎ お

徳竹 正憲さん
とく たけ まさ のり

vol.01今月号から、インタビューコーナーが新しくなりました。
さまざまな会員の「人となり」「お仕事」がさらに伝わるように、
そして会員同士のつながりが生まれていくように、「会員広場〈あの顔 この顔  私の仕事〉」というタイトルにしました。
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税制委員会がお届けする
税制研修のコーナー24

インボイス制度って何なの？

インボインス制度とは？

　「インボイス」は、貿易の世界で送り状や請求書などを意味
する用語として一般にはなじみがあります。物品を送る際
に税関への申告、検査などで必要となる書類です。しかし、
今回ご紹介するインボイス制度とは、我が国で令和5年10月
1日から導入が予定されている「適格請求書等保存方式」の
ことです。インボイス制度導入後は、インボイス（売り手
が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるた
めの手段で、登録番号の他、一定の事項が記載された請求書
や納品書その他これらに類する書類：国税庁HPより）に
記載された消費税額のみが仕入税額控除（注１）の対象と
なります。この課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕
入税額控除が認められなくなると、税務署に支払わなけれ
ばならない消費税が大幅に増えることになります。インボ
イス制度の導入後は、仕入税額控除を受けるために請求書
などのインボイスと帳簿の保存が必要となります。

インボイス制度が導入されるのはなぜ？

　インボイス制度の導入には、軽減税率制度の導入が関係
しています。平成28年度の税制改正において、消費税率
が10％に引き上げられる際、軽減税率制度の導入が決ま
りましたが、同時に、複数税率制度のもとにおいて適正に
課税する狙いから、インボイス制度の導入も決まりました。
現行の請求書では税率ごとの消費税額等を記載する義務は
無いため、複数の税率が混在する状況では消費税額の計算
が困難になってしまう恐れがあり、これを解消するために
インボイス制度が導入されることになりました。インボイ
スの記載内容を見れば軽減税率対象の仕入金額や消費税額
が一目で分かるためトラブルや不正防止につながるという
考えです。しかし、軽減税率制度と同時に導入すると混乱
をきたすため、軽減税率制度の定着を見越して導入時期ま
で５年の猶予期間を設けました。

「インボイス発行事業者」になるには？

　インボイス制度がスタートするのは、令和5年10月1日
ですが、インボイス制度がスタートしてすぐにインボイス
を発行するためには、課税事業者は①制度開始半年前の令
和5年3月31日までに、税務署に「インボイス発行事業者
の登録申請書」を提出し登録をうけること（注２）、②イン
ボイス発行のための社内の準備（例えば小売業であればレ
ジスターの改修など）が必要になりますので、早目の対応
が望ましいと言えます。いずれにしろ、インボイスの発行
は、消費税を納める義務のある課税事業者のうち、税務署
に登録した事業者だけとなり、免税事業者を含むインボイ
ス発行事業者以外の事業者はインボイスを発行することが
できなくなり、取引先から取引きを断られる事態にもなり
かねません。
（注２）この登録は課税事業者であれば受けることができます
が、免税事業者も課税事業者を選択しインボイス発行事業者
の登録を受けることによりインボイスの発行が可能です（こ
の場合消費税の申告が必要になります）。

 
日本の消費税の特殊性

　消費税は世界各国で導入されている “付加価値税”である
と説明されていますが、日本の消費税は『インボイスが用
いられていない世界でも珍しい付加価値税である。』そうで
す。（みずほ総合研究所：「消費税の設計シリーズ⑩インボ
イスの重要性」（2015年11月13日）同レポートには更
に、「通常ＶＡＴ（付加価値税）と言えばインボイス方式の
付加価値税を指し、仕入税額控除にインボイスが必要であ
るが、日本の消費税では、免税事業者からの仕入に対しても
仕入税額控除が認められている」とあります。お隣の韓国
ではどうかというと、付加価値税の導入は1977年と、日
本より10年以上早く導入され、導入時に仕入税額控除に
インボイス方式を採用しています。世界標準の制度を導入
したわけです。さらに、発行・受領したインボイスは付加
価値税申告書に添付する義務が課されているそうです。（以
上韓国の情報は、平成29年6月19日付「政府税制調査会
海外調査報告（韓国）」より記載。）

現行の区分記載請求書とインボイスの違い

　今まで見てきたように、インボイス制度は、複数税率制
度の下で適正な課税を確保するために必要なものであり、
世界標準の制度であるわけです。ここで、現行の「区分記
載請求書」と「インボイス」との記載事項の大きな相違点
2点を確認したいと思います。

インボイス制度の導入スケジュール

　下図のとおり、インボイス発行事業者となる場合は、現行
の請求書（区分記載請求書）に次の３点を追加記載すると
いう対応が必要となります。
　①登録番号（登録申請書提出後税務署から通知）の記載
　②適用税率
　③税率ごとに区分した消費税額等の記載

今年の10月1日から、消費税の適格請求書（以下、インボイス）発行事業者の登録申
請書の受付が開始されることから、今回の「税制のぺぇじ」では、消費税のインボイス
制度についてご案内していきたいと思います。

（注１）〈消費税の計算方法〉
消費税額 ＝

－
課税売上げに係る
消費税額（売上税額）

課税仕入れ等に係る
消費税額（仕入税額）
　　 ⬇
仕入税額控除

終わりに

　インボイス制度の導入により、今後は消費税の徴収が確
実に漏れなく行われるようになっていくと予想されます。
今や国税における税収構成比で一番の割合を占めるように
なった消費税（注３）の国家運営に果たす役割はますます
重要になっていくことは間違いありません。国の形を決め
る税の在り方を考えていく上で、消費税率の引上げや確実
な徴収方法の見直しなどが今後も検討されることは間違い
なく、消費税に関する動きには私達も注視していく必要が
あります。法人会では、今後インボイス制度について税制
委員会主催の研修会や税務署と共催の説明会を開催してい
く予定です。後で慌てることのないよう、研修会や説明会
にご参加いただき、万全の準備を行って頂ければ幸いです。

（注３）令和３年度予算における税収構成比
１位：消費税  35.3%、２位：所得税  32.5%、
３位：法人税  15.6%、４位：相続税  3.9%

【ご参考】
インボイス制度の詳細については、５月に国税庁ホームページ
「インボイス制度特設サイト」がリニューアルされ、動画で分
かり易く解説されているコーナーも新設されました。この他に
も、7月以降各週１回の国税職員が講師を行う「オンライン説
明会」（45分）が開催されます（開催日程は特設サイトにおい
て周知）。無料で参加できるこの「オンライン説明会」ではイン
ボイス制度の基本的な仕組みや登録申請手続きについて解説さ
れる他、チャット機能により質疑も受けつけることになってい
ます。
 （制作協力：武蔵野税務署）
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税制委員会がお届けする
税制研修のコーナー24

インボイス制度って何なの？

インボインス制度とは？

　「インボイス」は、貿易の世界で送り状や請求書などを意味
する用語として一般にはなじみがあります。物品を送る際
に税関への申告、検査などで必要となる書類です。しかし、
今回ご紹介するインボイス制度とは、我が国で令和5年10月
1日から導入が予定されている「適格請求書等保存方式」の
ことです。インボイス制度導入後は、インボイス（売り手
が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるた
めの手段で、登録番号の他、一定の事項が記載された請求書
や納品書その他これらに類する書類：国税庁HPより）に
記載された消費税額のみが仕入税額控除（注１）の対象と
なります。この課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕
入税額控除が認められなくなると、税務署に支払わなけれ
ばならない消費税が大幅に増えることになります。インボ
イス制度の導入後は、仕入税額控除を受けるために請求書
などのインボイスと帳簿の保存が必要となります。

インボイス制度が導入されるのはなぜ？

　インボイス制度の導入には、軽減税率制度の導入が関係
しています。平成28年度の税制改正において、消費税率
が10％に引き上げられる際、軽減税率制度の導入が決ま
りましたが、同時に、複数税率制度のもとにおいて適正に
課税する狙いから、インボイス制度の導入も決まりました。
現行の請求書では税率ごとの消費税額等を記載する義務は
無いため、複数の税率が混在する状況では消費税額の計算
が困難になってしまう恐れがあり、これを解消するために
インボイス制度が導入されることになりました。インボイ
スの記載内容を見れば軽減税率対象の仕入金額や消費税額
が一目で分かるためトラブルや不正防止につながるという
考えです。しかし、軽減税率制度と同時に導入すると混乱
をきたすため、軽減税率制度の定着を見越して導入時期ま
で５年の猶予期間を設けました。

「インボイス発行事業者」になるには？

　インボイス制度がスタートするのは、令和5年10月1日
ですが、インボイス制度がスタートしてすぐにインボイス
を発行するためには、課税事業者は①制度開始半年前の令
和5年3月31日までに、税務署に「インボイス発行事業者
の登録申請書」を提出し登録をうけること（注２）、②イン
ボイス発行のための社内の準備（例えば小売業であればレ
ジスターの改修など）が必要になりますので、早目の対応
が望ましいと言えます。いずれにしろ、インボイスの発行
は、消費税を納める義務のある課税事業者のうち、税務署
に登録した事業者だけとなり、免税事業者を含むインボイ
ス発行事業者以外の事業者はインボイスを発行することが
できなくなり、取引先から取引きを断られる事態にもなり
かねません。
（注２）この登録は課税事業者であれば受けることができます
が、免税事業者も課税事業者を選択しインボイス発行事業者
の登録を受けることによりインボイスの発行が可能です（こ
の場合消費税の申告が必要になります）。

 
日本の消費税の特殊性

　消費税は世界各国で導入されている “付加価値税”である
と説明されていますが、日本の消費税は『インボイスが用
いられていない世界でも珍しい付加価値税である。』そうで
す。（みずほ総合研究所：「消費税の設計シリーズ⑩インボ
イスの重要性」（2015年11月13日）同レポートには更
に、「通常ＶＡＴ（付加価値税）と言えばインボイス方式の
付加価値税を指し、仕入税額控除にインボイスが必要であ
るが、日本の消費税では、免税事業者からの仕入に対しても
仕入税額控除が認められている」とあります。お隣の韓国
ではどうかというと、付加価値税の導入は1977年と、日
本より10年以上早く導入され、導入時に仕入税額控除に
インボイス方式を採用しています。世界標準の制度を導入
したわけです。さらに、発行・受領したインボイスは付加
価値税申告書に添付する義務が課されているそうです。（以
上韓国の情報は、平成29年6月19日付「政府税制調査会
海外調査報告（韓国）」より記載。）

現行の区分記載請求書とインボイスの違い

　今まで見てきたように、インボイス制度は、複数税率制
度の下で適正な課税を確保するために必要なものであり、
世界標準の制度であるわけです。ここで、現行の「区分記
載請求書」と「インボイス」との記載事項の大きな相違点
2点を確認したいと思います。

インボイス制度の導入スケジュール

　下図のとおり、インボイス発行事業者となる場合は、現行
の請求書（区分記載請求書）に次の３点を追加記載すると
いう対応が必要となります。
　①登録番号（登録申請書提出後税務署から通知）の記載
　②適用税率
　③税率ごとに区分した消費税額等の記載

今年の10月1日から、消費税の適格請求書（以下、インボイス）発行事業者の登録申
請書の受付が開始されることから、今回の「税制のぺぇじ」では、消費税のインボイス
制度についてご案内していきたいと思います。

（注１）〈消費税の計算方法〉
消費税額 ＝

－
課税売上げに係る
消費税額（売上税額）

課税仕入れ等に係る
消費税額（仕入税額）
　　 ⬇
仕入税額控除

終わりに

　インボイス制度の導入により、今後は消費税の徴収が確
実に漏れなく行われるようになっていくと予想されます。
今や国税における税収構成比で一番の割合を占めるように
なった消費税（注３）の国家運営に果たす役割はますます
重要になっていくことは間違いありません。国の形を決め
る税の在り方を考えていく上で、消費税率の引上げや確実
な徴収方法の見直しなどが今後も検討されることは間違い
なく、消費税に関する動きには私達も注視していく必要が
あります。法人会では、今後インボイス制度について税制
委員会主催の研修会や税務署と共催の説明会を開催してい
く予定です。後で慌てることのないよう、研修会や説明会
にご参加いただき、万全の準備を行って頂ければ幸いです。

（注３）令和３年度予算における税収構成比
１位：消費税  35.3%、２位：所得税  32.5%、
３位：法人税  15.6%、４位：相続税  3.9%

【ご参考】
インボイス制度の詳細については、５月に国税庁ホームページ
「インボイス制度特設サイト」がリニューアルされ、動画で分
かり易く解説されているコーナーも新設されました。この他に
も、7月以降各週１回の国税職員が講師を行う「オンライン説
明会」（45分）が開催されます（開催日程は特設サイトにおい
て周知）。無料で参加できるこの「オンライン説明会」ではイン
ボイス制度の基本的な仕組みや登録申請手続きについて解説さ
れる他、チャット機能により質疑も受けつけることになってい
ます。
 （制作協力：武蔵野税務署）
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委員会 ・支部 ・ 部会 活動報告

インボイス制度

スステテッッププ１１

 「視聴用ＵＲＬ」にアクセスの上、ご参加ください（説明会開始３０分前から
アクセス可能）。

 ご質問のある方は、質疑時間内にチャット機能を利用して質問内容を入力して
ください。

 国税庁ＨＰのインボイス制度特設サイト内の説明会サイト
「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/
keigenzeiritsu/invoice_setsumeikai.htm 」にアクセスしてください。

≪インターネット（ＷＥＢ）のみ申込可能！！≫
※電話や税務署の窓口において申し込みはできません。

説明会サイトへのアクセス

オンライン説明会への参加

 説明会サイトから「申込サイト」をクリックし、希望日を選択の上、必要事項を
入力してください。

 お申込み後に、「申込確認メール」を送信しますので、ご確認ください。

必要事項の入力
スステテッッププ２２

スステテッッププ４４

 説明会開催前日までに「視聴用ＵＲＬ」が記載された「参加案内メール」が送信
されます。

参加案内メールの受信
スステテッッププ３３

国 税 庁

オンライン説明会とは？
〇 インターネットを利用してパソ
コン、タブレット、スマート
フォンなどから参加できる説明
会です。

〇 チャット機能を利用しての質疑
応答を実施します。

説明内容 インボイス制度の基本的な仕組みに
ついて

開催日時 説明会サイトに掲載（随時掲載）
※以下の説明会サイトにアクセスして確認
してください。

※説明会は４５分程度を予定しています。

定 員 各回１００名（先着順）
費 用 無料（通信費用は実費となります。）

全国どこからでも誰でも参加可能な

オンライン説明会を開催
令和５年１０月から適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）
が導入され、インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」となる
ための登録申請手続は、令和３年１０月から受付が開始されます。

オンライン説明会参加までの流れ

（令和３年５月）

説明会サイトへ

女性部会

「税に関する絵はがきコンクール」展示準備
　場所▶法人会館大会議室

6月3日（木）および10日（木）に、令和2年度に行った「第9
回税に関する絵はがきコンクール」の応募作品の展示ボードを
作る作業を行いました。コロナ禍の状況にもかかわらず応募頂
いた枚数は1,301枚。1枚1枚貼りながら、あらためて作品に宿
る子供たちの「税金」への理解と想いを感じました。
7月25日（日）～8月21日（土）の期間、全応募作品をコピス吉祥
寺4階連絡通路に展
示します。武蔵野市・
三鷹市・小金井市の
子どもたちの力作を
ぜひ見てください。
（女性部会
　　　　近藤君江）

「税に関する絵はがきコンクール」
応募作品を展示します！

6
3 木

10木
・

青年部会

令和3年度 第１回研修会
　場所▶ライブ配信

令和3年度第1回研修
会がYouTubeライブ
配信で開催されました。
「SDGsは”○○”の 機
会～あなたの会社に
とってSDGsは何の機
会にできるか一緒に考
えましょう‼～」と題して、SDGsをテーマとする個別企業コン
サルティング・研修・セミナー実績が多数ある有限会社サステイ
ナブル・デザイン代表取締役 西原 弘氏を講師としてお招きし、
SDGsの基礎から、経営との関係、具体的にできることなどを
ご講演いただきました。
今回はオンラインのみの開催でしたが、多くの方々にご視聴い
ただき誠にありがとうございました。（青年部会　山浦友香）

「SDGsセミナー」を開催

6
23水

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

運輸専門部会

法人会館大会議室

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

小金井市商工会館

〃

東急ＲＥＩホテル

法人会館大会議室

〃

〃

―

日時 場所

令和３年  支部・部会・全体会議 【報告】
新年度スタート!

十文字武蔵野税務
署長に来賓祝辞を、
竹内会長にご挨拶
をいただきました。
竹内会長には感謝の
気持ちを込めて花束
をお送りしました。

女性部会

青年部会

4月28日（水）青年部会全体会議が開催され、すべての
議案が満場一致で可決承認されました。近藤副部会長
から新役員も紹介され、安藤部会長のご挨拶では、任
期 2 年間の想いを熱く述べて頂きました。来賓祝辞とし
て武蔵野税務署油井副署長、竹内会長よりご挨拶をい
ただきました。いよいよ新しい年度がスタートしました。
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スステテッッププ１１

 「視聴用ＵＲＬ」にアクセスの上、ご参加ください（説明会開始３０分前から
アクセス可能）。

 ご質問のある方は、質疑時間内にチャット機能を利用して質問内容を入力して
ください。

 国税庁ＨＰのインボイス制度特設サイト内の説明会サイト
「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/
keigenzeiritsu/invoice_setsumeikai.htm 」にアクセスしてください。

≪インターネット（ＷＥＢ）のみ申込可能！！≫
※電話や税務署の窓口において申し込みはできません。

説明会サイトへのアクセス

オンライン説明会への参加

 説明会サイトから「申込サイト」をクリックし、希望日を選択の上、必要事項を
入力してください。

 お申込み後に、「申込確認メール」を送信しますので、ご確認ください。

必要事項の入力
スステテッッププ２２

スステテッッププ４４

 説明会開催前日までに「視聴用ＵＲＬ」が記載された「参加案内メール」が送信
されます。

参加案内メールの受信
スステテッッププ３３

国 税 庁

オンライン説明会とは？
〇 インターネットを利用してパソ
コン、タブレット、スマート
フォンなどから参加できる説明
会です。

〇 チャット機能を利用しての質疑
応答を実施します。

説明内容 インボイス制度の基本的な仕組みに
ついて

開催日時 説明会サイトに掲載（随時掲載）
※以下の説明会サイトにアクセスして確認
してください。

※説明会は４５分程度を予定しています。

定 員 各回１００名（先着順）
費 用 無料（通信費用は実費となります。）

全国どこからでも誰でも参加可能な

オンライン説明会を開催
令和５年１０月から適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）
が導入され、インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」となる
ための登録申請手続は、令和３年１０月から受付が開始されます。

オンライン説明会参加までの流れ

（令和３年５月）

説明会サイトへ

女性部会

「税に関する絵はがきコンクール」展示準備
　場所▶法人会館大会議室

6月3日（木）および10日（木）に、令和2年度に行った「第9
回税に関する絵はがきコンクール」の応募作品の展示ボードを
作る作業を行いました。コロナ禍の状況にもかかわらず応募頂
いた枚数は1,301枚。1枚1枚貼りながら、あらためて作品に宿
る子供たちの「税金」への理解と想いを感じました。
7月25日（日）～8月21日（土）の期間、全応募作品をコピス吉祥
寺4階連絡通路に展
示します。武蔵野市・
三鷹市・小金井市の
子どもたちの力作を
ぜひ見てください。
（女性部会
　　　　近藤君江）

「税に関する絵はがきコンクール」
応募作品を展示します！
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3 木

10木
・

青年部会

令和3年度 第１回研修会
　場所▶ライブ配信

令和3年度第1回研修
会がYouTubeライブ
配信で開催されました。
「SDGsは”○○”の 機
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とってSDGsは何の機
会にできるか一緒に考
えましょう‼～」と題して、SDGsをテーマとする個別企業コン
サルティング・研修・セミナー実績が多数ある有限会社サステイ
ナブル・デザイン代表取締役 西原 弘氏を講師としてお招きし、
SDGsの基礎から、経営との関係、具体的にできることなどを
ご講演いただきました。
今回はオンラインのみの開催でしたが、多くの方々にご視聴い
ただき誠にありがとうございました。（青年部会　山浦友香）

「SDGsセミナー」を開催

6
23水

支部・部会
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令和３年  支部・部会・全体会議 【報告】
新年度スタート!

十文字武蔵野税務
署長に来賓祝辞を、
竹内会長にご挨拶
をいただきました。
竹内会長には感謝の
気持ちを込めて花束
をお送りしました。

女性部会

青年部会

4月28日（水）青年部会全体会議が開催され、すべての
議案が満場一致で可決承認されました。近藤副部会長
から新役員も紹介され、安藤部会長のご挨拶では、任
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武蔵野市立吉祥寺美術館
ムサシノサウルス大集合！
黒川みつひろといっしょに作る展覧会

お店で学ぶ「三鷹親子まちゼミ」へ行こう！
「三鷹親子まちゼミ」は、小学生以下のお子さまとその保護者を対象に、まちの
お店の方が講師役となって専門的な知識や情報を伝える無料のミニ講座です。
そば巻き寿司作りやお仕事見学、金銭教育など、楽しい講座を市内各所でお楽
しみください。

子どもたちが自由に空想した “ムサシノサウルス”の絵
を募集した、ワークショップ「ムサシノサウルス発見！
恐竜の絵を描こう！」。集まった子どもたちの作品を、
恐竜絵本作家・黒川みつひろの絵本原画とあわせて
展示します。

【日　時】 2021年8月16日（月）～9月5日（日） 
【受付開始】2021年7月24日（土）
【会　場】 三鷹市内の店舗や会社事業所など
【問い合わせ】三鷹商工会　TEL：0422－49－3111

第43回　小金井薪能
能・狂言・創作舞の三つの演目をお送りします。創作舞は首里城の
再興を祈念する作品として創作された沖縄の組踊と能をベースにした
作品です。

【日　時】 2021年8月29日（日）
 ①14：00～　②18：00～　２回公演予定　各回250名程度
【会　場】 小金井 宮地楽器ホール 大ホール 
 （JR中央線「武蔵小金井駅」南口駅前）
【料　金】 全席指定　5,000円
【演目・出演】 能「鶴亀」津村禮次郎ほか　狂言「三本の柱」山本東次郎ほか
   創作舞「首里」津村禮次郎、佐辺良和、田口博章
【チケット】チケットぴあ、小金井 宮地楽器ホールにて発売中
【問い合わせ】 小金井薪能事務局　TEL：090－2141－6994（佐藤）

ⓒMitsuhiro Kurokawa 2021

※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。

8 月

VENT 行事予定E S CHEDULE

7月

【日　時】 2021年7月31日（土）～8月11日（水）
 10：00～19：30 
【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】 100円（あわせて常設展も観覧可）　
 ※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

https://www.mitaka-machizemi.com/

詳細はHPへ
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日 曜 行　　　事

1 木 租税教室講師勉強会
総務委員会

2 金
3 土
4 日

5 月 青年部会　役員会
健康診断（会場：メガロス武蔵小金井）

6 火
正副会長会議
常任理事会
共益委員会

7 水 新任役員研修会
8 木
9 金 第ニ回経営実務研修会
10 土
11 日
12 月 第一回経営実務研修会

13 火
決算法人説明会
吉祥寺北第二支部　役員会
吉祥寺北第二支部　研修会

14 水 健康診断（会場：三鷹市公会堂さんさん館）
15 木 新任役員研修会
16 金 理事会
17 土
18 日
19 月
20 火
21 水 第二回税制実務研修会
22 木 （海の日）
23 金 （スポーツの日）
24 土

25 日
「第９回税に関する絵はがきコンクール」
全応募作品展示

（会場：コピス吉祥寺  〜 8/21）
26 月
27 火 広報委員会
28 水
29 木 女性部会　役員会
30 金
31 土

（2021年6月10日現在）

日 曜 行　　　事

1 日

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日 （山の日）

9 月 （振替休日）

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火 決算法人説明会

18 水 士業専門部会 役員会

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月

24 火 広報委員会

25 水

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月

31 火
（2021年6月10日現在）

※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。
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