
【第１号議案】 令和元年度　事業報告承認の件

令和元年度　事業報告書
（ 自 平成３１年４月１日　至 令和２年３月３１日 )

第１． 概　　要

　　平成から令和に代わった「令和の幕開け」は、新天皇の誕生に祝賀ムード

一杯の素晴らしいスタートでした。しかし、５月の米中通商協議は折り合わ

ず、合意に至る１２月まで貿易摩擦が続き、ヨーロッパではイギリスの合意な

きＥＵ離脱で混沌として、世界経済や日本経済に大きな打撃を与えた。

その間に日本で開催されたアジア初の「ラグビーワールドカップ２０１９」

は、「ワンチーム」という流行語を生みだし、日本全国民が「桜戦士、日本

チーム」の活躍に感動を享受しました。

年が改まって１月初めに世界を震撼させた「新型コロナウイルス」が、中国武

漢で発生した。「パンデミック」を発令するまでに２か月を要し、東日本大震

災やリーマンショック以上の株価の下落と物資不足、さらに「オーバーシュー

ト（爆発感染）」「ロックダウン（首都封鎖）」と日本人に聞きなれない「感

染の脅威」を与え、不要不急の外出禁止と、日本経済の先行きが見えないまま

令和元年度を終えました。

　また、法人会活動においては１０月１日から導入された「消費税軽減税率制

度」の導入に向けて、税制委員会や公益事業委員会、各３部会、各支部の研修

会において、「消費税軽減税率制度」の説明会を練馬西税務署と連携して普及

に努めました。

　当法人会においては、役員一丸となって会員増強を積極的に取り組んでおり

ますが、未だに多くの退会者があります。退会者の多くは、廃業・休業が退会

理由であり、その数は４割を占めています。このような中、髙橋会長は「会員

の顔の見える法人会」「広報の強化」「各支部・部会等の連携」のほかに「支

部の強化」を掲げました「親睦事業」としての予算を背景に、第１支部の「パ

ラリンピック選手の岩渕幸洋君と卓球を楽しむ会」や第４支部の「ファミリー

ジョギング大会」等の開催は「支部活動の充実」に一定の貢献したものと思い

ます。

　その他、「税の普及活動」としては、練馬西税務署管内の小学校は２５校、

２,３１９名参加の「租税教室」を実施しました。また参加校１１校から488枚

の応募があった「絵はがきコンクール」を実施。小学校低学年を対象とした

「税金○×クイズと映画鑑賞」では１２７名の参加を得ました。青年部の「租

税教室」、女性部の「絵はがき」、公益事業委員会の「税金〇×クイズ」が相

互に連携して「納税意識の普及」に繋がってくれればと感じた１年でした。



第２． 事業成果について

1 税知識の普及を目的とする事業 公１－１

(１） 各種説明会の開催

１） 決算法人説明会 総参加者 ９２ 名

① 平成３１年４月２６日　（金） 練馬西税務署　会議室 参加者 １０ 名

② 令和　元年５月２２日　（水） 練馬西税務署　会議室 参加者 １１ 名

③ 令和　元年６月２６日　（水） 練馬西税務署　会議室 参加者 １１ 名

④ 令和　元年８月２３日　（金） 練馬西税務署　会議室 参加者 １８ 名

⑤ 令和　元年９月２４日　（火） 練馬西税務署　会議室 参加者 ５ 名

⑥ 令和　元年１０月２３日（水） 練馬西税務署　会議室 参加者 ９ 名

⑦ 令和　元年１１月２７日（水） 練馬西税務署　会議室 参加者 ２０ 名

⑧ 令和　２年１月１４日　（火） 練馬西税務署　会議室 参加者 ８ 名

⑨ 令和　２年３月２７日　（水） 練馬区立勤労福祉会館 中止

２） 新設法人説明会 総参加者 ３０ 名

① 令和　元年５月２６日　（水） 練馬西法人会　会議室 参加者 ９ 名

② 令和　元年８月２９日　（木） 練馬西法人会　会議室 参加者 １１ 名

③ 令和　元年１１月２８日（木） 練馬西法人会　会議室 参加者 ５ 名

④ 令和　２年２月１９日　（水） 練馬西法人会　会議室 参加者 ５ 名

３） 年末調整説明会の共催 総参加者 ２９５ 名

主　催 練馬西税務署　練馬区 共　催 (公社)練馬西法人会

① 令和　元年１１月６日（水）午後 関区民センター 参加者 １０４ 名

② 令和　元年１１月８日（金）午前 大泉学園ゆめりあホール 参加者 ９６ 名

③ 令和　元年１１月８日（金）午後 大泉学園ゆめりあホール 参加者 ９５ 名

(２） 小学生対象の租税教室の開催 総参加者 名

① 石神井小学校 令和　元年１２月２０日（金） 参加者 １０１ 名

② 石神井西小学校 令和　２年　２月　８日（土） 参加者 ６７ 名

③ 石神井台小学校 令和　元年１２月１３日（金） 参加者 ８９ 名

④ 上石神井小学校 令和　元年１２月１４日（土） 参加者 １０１ 名

⑤ 上石神井北小学校 令和　２年　２月　４日（火） 参加者 １０７ 名

⑥ 下石神井小学校 令和　２年　１月２０日（月） 参加者 １５３ 名

⑦ 光和　小学校 令和　元年１２月１４日（土） 参加者 １２５ 名

⑧ 立野　小学校 令和　２年　１月１１日（土） 参加者 ７８ 名

⑨ 関町　小学校 令和　２年　２月　５日（水） 参加者 １０６ 名

⑩ 関町北　小学校 令和　２年　１月３１日（金） 参加者 ８１ 名

⑪ 大泉　小学校 令和　２年　１月２７日（月） 参加者 ６８ 名

⑫ 大泉第一小学校 令和　元年１１月　９日（土） 参加者 ５４ 名

⑬ 大泉第二小学校 令和　２年　１月２８日（火） 参加者 １２１ 名

⑭ 大泉第三小学校 令和　元年１２月１６日（月） 参加者 １０３ 名

⑮ 大泉第四小学校 令和　元年１２月１４日（土） 参加者 １０２ 名

⑯ 大泉第六小学校 令和　２年　２月　８日（土） 参加者 ６５ 名

２,３１９



⑰ 大泉東　小学校 令和　元年１２月１４日（土） 参加者 １１５ 名

⑱ 大泉西　小学校 令和　２年　１月１１日（土） 参加者 ６５ 名

⑲ 大泉南　小学校 令和　元年１１月　９日（土） 参加者 １０８ 名

⑳ 大泉北　小学校 令和　元年１２月２０日（金） 参加者 １１８ 名

㉑ 大泉学園小学校 令和　２年　１月１１日（土） 参加者 ７３ 名

㉒ 大泉学園緑小学校 令和　２年　１月２２日（水） 参加者 ９０ 名

㉓ 大泉学園桜小学校 令和　２年　２月　８日（土） 参加者 ６８ 名

㉔ 橋戸　小学校 令和　２年　２月　８日（土） 参加者 ６３ 名

㉕ 東京学芸大付属大泉 令和　元年１２月１０日（火） 参加者 ９８ 名

(３） 役員合同研修会の開催

令和　元年１０月８日（火） 練馬区勤労福祉会館 参加者 ５３ 名

第１部 演　題 不良債権回収と滞納整理の歩み

講　師 練馬西税務署　署長　山元逸郎　氏

(４） 税務合同研修会の開催 参加者 ６７ 名

令和　元年１０月２９日（火） 練馬区立関区民ホール 非会員 ２６ 名

第１部 演　題 申告納税制度と税務調査

講　師 練馬西税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官　川野禎裕　氏

第２部 演　題 ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」

講　師 メンタルトレーニング コンサルタント　荒木香織　氏

(５） 税制税務委員会税務研修会の開催

令和　元年１１月２２日（金） 練馬区立勤労福祉会館 参加者 ４１ 名

第１部 演　題 消費税転嫁対策特別措置法について

講　師 練馬西税務署 法人課税第一部門 上席調査官　北條　誠　氏

第２部 演　題 コラーゲン・トリペプチド(CTP)の機能性

講　師 ゼライス中央研究所 研究顧問　酒井康夫　氏

(６） 各支部の税務研修会の開催

１） ３支部税務研修会 参加者 ２３ 名

令和　元年　５月２８日（火） きらぼし銀行 上石神井北支店 非会員 １０ 名

第１部 演　題 軽減税率について

講　師 練馬西税務署 法人課税第一部門 上席調査官　今川さち子　氏

第２部 演　題 女子プロレスから学んだこと

講　師 ブル中野　氏

２） ４支部税務研修会 参加者 ４３ 名

令和　元年７月３日（水） 東京信用金庫 武蔵関支店 非会員 ４ 名

第１部 演　題 軽減税率について

講　師 練馬西税務署　法人課税上席調査官　河合孝幸　氏

第２部 演　題 国際情勢　雑感

講　師 元航空自衛隊 空将補　石井祐司　氏



３） １・２・５支部合同研修会 参加者 ７１ 名

令和　元年７月５日（金） 練馬区立勤労福祉会館 非会員 ７１ 名

第１部 演　題 軽減税率制度について

講　師 練馬西税務署 法人課税第一部門 上席調査官　河合孝幸 氏

第２部 演　題 練馬区の医療事情

講　師 メディケアクリニック石神井公園　

統括マネージャー　長濱秀幸 氏

４） ６支部税務研修会 参加者 ２２ 名

令和　元年９月１３日（金） 西武信用金庫 大泉支店 非会員 ３４ 名

第１部 演　題 軽減税率についての説明

講　師 練馬西税務署 法人課税第一部門 上席調査官　北條　誠 氏

第２部 演　題 事業承継型 Ｍ＆Ａセミナー

講　師 ㈱ＭＪＳ　Ｍ＆Ａパートナーズ　中小企業診断士　金井義将 氏

演　題 働き方改革、まず何をすべきか？

講　師 ㈱ミクロ情報サービス 首都圏パートナー 営業Ｇ長　名和健人 氏

５） 青年部会税務研修会 参加者 ２６ 名

令和　元年９月１８日（水） ＯＺバンケットホール 大同ほか ７ 名

第１部 演　題 消費税雑感　～別の視点からの消費税～

講　師 練馬西税務署 法人課税第一部門 上席調査官　北條　誠 氏

第２部 演　題 Rich Financial Statements そうだったのか!!決算書のミカタ

講　師 税理士　平鹿雅之 氏

６） 女性部会秋季研修会 参加者 ２５ 名

令和　元年１０月１６日（水） 練馬区立勤労福祉会館 非会員 ５ 名

第１部 演　題 消費税軽減税率について

講　師 練馬西税務署 法人課税第一部門 上席調査官　北條　誠 氏

第２部 演　題 アーティフィシャルフラワーアレンジの講習

講　師 柴田さちこ 氏

７） ７支部税務研修会 参加者 １９ 名

令和　元年１２月３日（火） 区立大泉町地域集会所 非会員 １４ 名

第１部 演　題 消費税　軽減税率について

講　師 練馬西税務署 法人課税第一部門 上席調査官　北條 誠 氏

第２部 演　題 電子マネーについて

講　師 　伊藤　誠　氏

８） 源泉部会研修会（全５回） 総参加者 名

① 令和　元年６月１４日（金） 練馬西税務署　会議室 参加者 １７ 名

第１部 演　題 消費税改正（インボイス制度）について

講　師 練馬西税務署 法人課税第一部門 国税調査官　今川さち子 氏

１０４



② 令和　元年８月２１日（水） 練馬区立勤労福祉会館 参加者 ３６ 名

税制税務委員会との合同開催

第１部 演　題 消費税軽減税率について（Ｑ＆Ａを中心に）

講　師 練馬西税務署 法人課税第一部門 上席調査官　北條 誠 氏

第２部 演　題 助成金で人事労務

講　師 オフィスワコウ　社労士　橋本奈津子 氏

③ 令和　元年９月２７日（金） 練馬西税務署　会議室 参加者 １４ 名

第１部 演　題 源泉所得税の演習

講　師 練馬西税務署 法人課税第一部門 上席調査官　小野田裕紀 氏

④ 令和　元年１１月１日（金） 練馬西税務署　会議室 参加者 １９ 名

第１部 演　題 年末調整説明

講　師 練馬西税務署　法人課税上席調査官　小野田裕紀　氏

講　師 練馬西税務署　管理運営部門 上席国税徴収官　公平幸乃　氏

⑤ 令和　元年２月２６日（水） 練馬区立勤労福祉会館 参加者 １８ 名

第１部 演　題 源泉徴収制度について

講　師 練馬西税務署　法人課税上席調査官　小野田裕紀　氏

第２部 演　題 税務職員の仕事

講　師 練馬西税務署　法人課税第一部門　統括官　川野禎裕　氏

７） 全法連・東法連主催の税務研修会（セミナー）の参加

① 令和　元年度 「税を考える週間」協賛講演会 （一社）東京法人会連合会

令和　元年１０月２５日（金） ＴＫＰ市ヶ谷ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 参加者 ２ 名

第１部 演　題 新事業承継税制と今後の事業承継対策

講　師 野村資産承継研究所 理事長　品川芳宣　氏

② 令和　元年度 税制セミナー （公社）全国法人会総連合

令和　２年２月１２日（月） ハイアットリージェンシー東京 参加者 ５ 名

第１部 演　題 令和２年度税制改正について

講　師 財務省主税局審議官

第２部 演　題 社会保障改革と税財政の行方について

講　師 一橋大学国際・公共政策大学院教授　佐藤主光　氏

③ 令和　元年度 税制講演会 　（一社）東京法人会連合会

令和　２年３月１６日（月） 京王プラザホテル 参加者 名

講　演 演　題 最近の世界経済の動向～マクロ経済・金融を中心に～

講　師 公益財団法人 国際通貨研究所 理事長　渡辺博史　氏

８） 東法連関連書籍の配布

① 「税制改正のあらまし」「決算・申告の実務」「税金ガイドブック」の配布

令和　元年７月５日発送 配布件数 ８２０ 件

配布先支部会員等 第５支部・第６支部・区外の賛助会員

② 「会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ」「源泉所得税実務のポイント」の配布

令和　元年９月３日発送 配布件数 ５１３ 件

配布先支部会員等 第１支部・第２支部

中止



③ 「会社役員の為の確定申告実務ポイント」の配布

令和　元年１２月１１日発送 配布件数 ６６３ 件

配布先支部会員等 第３支部・第４支部・第７支部

④ 「自主点検ガイドブック」「自主点検チェックシート」と「活用案内」の配布

令和　元年９月１１日発送 配布件数 ４３４ 件

配布先 新設法人　平成３１年４月以降の法人登録

令和　２年３月１１日発送 配布件数 ４８０ 件

配布先 新設法人　平成３１年４月以降の法人登録

２ 納税意識の高揚を目的とした事業 公１－２

(１） ｅ-Taxの普及を図る為の事業

３１年からＩＤ・パスワード方式でスマホから申告が可能になることから、

その告知広告等を情報誌「いずみ」に掲載。

１１月の「税の週間」に合わせた青年部主催の「献血大会」にて登録普及に努めた。

登録者は　８１名であった。

(２） 照姫まつりと税金〇☓クイズの実施

１） 照姫まつり

令和　元年５月１９日（日） 石神井公園 けやき広場

お手伝い　 正副会長６名、公益委員会７名、青年部７名、女性部７名、事務局４名

練馬西税務署 山下署長、柄川副署長、村上第一統括、河合上席調査官

参加者　 保育・幼稚園児(125)、小１(144)、小２(91)、小３(58)、小４(71）

(回収回答数） 小５(62)、小６(27)　無記名・年齢・氏名のみ(124）　

総合計　 名

内容 小学生対象の「税金クイズ」 クイズ用紙 １,０００枚印刷

「１億円」レプリカ展示、体験コーナー

参加者記念品 アートバルーン 東京都練馬都税事務所（記念品提供）

２） 税金〇☓クイズと映画鑑賞

令和　元年８月２０日（火） 大泉学園ゆめりあホール

① 小学校１学年～４学年を対象とした 参加者 １２７ 名

第１部 紙芝居と税の説明後、小学生対象の「〇×税金クイズ」 欠　席 ３４ 名

紙芝居「しあわせの青い風船」

「税金〇×クイズ」

第２部 長編アニメ「ボス・ベイビー」

応募期間 令和　元年６月１日～７月１７日

配布方法 練馬西税務署管内小学校　１５校に配布　1年～４年生（６,２００枚）

応募総数 １６０人 締切後申込数 １２５人

応募者総数が早々に160名に達したため、９校の小学校に配布不可になった。

締切後、申込者には２年度郵送配布を行う予定。

７１６



(３） 絵はがきコンクールの実施と「税の作文」「税の標語」の協賛

１） 第８回　税に関する絵はがきコンクール

応募期間 令和　元年６月１日～１１月３０日

配布方法 練馬西税務署管内小学校に配布

① 参 加 校 石神井台・上石神井・下石神井・光和・関町・大泉第１

大泉東・大泉南・大泉学園緑小・大泉桜学園・大泉第３

② 応募総数

③ １次　審査 令和　元年１２月４日（水） 練馬西法人会　会議室

④ ２次　審査 令和　元年１２月６日（金） 練馬西法人会　会議室

⑤ 審査結果 練馬西税務署長賞 賞状と図書カード 下石神井小６年

東京都練馬都税事務所長賞 賞状と図書カード 石神井台小６年

練馬区長賞 賞状と図書カード 大泉東小　６年

練馬区議長賞 賞状と図書カード 下石神井小６年

練馬区教育委員会　教育長賞 賞状と図書カード 大泉東小　６年

練馬西法人会長賞 賞状と図書カード 石神井台小６年

練馬西法人会　女性部会長賞 賞状と図書カード 大泉東小　６年

優　秀　賞 賞状と図書カード １０名

参　加　賞 応募者全員　（フリクションペン）

⑥ 表彰式

令和　２年１月２９日（水）　 練馬区立勤労福祉会館　１階集会室

主催者 法人会３名、練馬西税務署４名、練馬都税事務所２名、練馬区役所３名

来　賓 学校長ほか１１名 受賞者(父兄含)

参加者　 名

⑦ 表彰内容の告知

いずみ　１１７号（2020年冬号　令和２年2月20日発行）　に掲載

⑧ 展　示

令和　２年１月２７日（月） 法人会賀詞交歓会　ホテルカデンツァ光が丘

令和　２年２月２日～２月１２日 練馬区役所　１階アトリウム

令和　２年２月１７日～ 練馬西税務署　１階ロビー

令和　２年２月１５日～３月３１日 大泉学園ゆめりあフェンテ　２階

２） 令和　元年度　中学生の「税の作文」　表彰式

令和　元年１２月５日（木） 石神井公園区民交流センター 応募者 1,677 名

主　催 全国納税貯蓄組合連合会 練馬西納税貯蓄組合連合会 国税庁　練馬西税務署

協賛表彰 (公社)練馬西法人会　会長賞受賞者 大泉北中学校３年　林 もな さん

表彰作品 「間接的でも救いたい」

作文の内容は いずみ　１１７号（2020年冬号） に掲載

３） 令和　元年度　中学生の「税の標語」　表彰式

令和　元年１２月１２日（水） 練馬西税務署　２階大会議室 応募数 3,637 名

主　催 全国間税会連合会　練馬西間税会

協賛表彰 (公社)練馬西法人会　会長賞受賞者 大泉中学校２年　本橋　和己さん

表彰作品 「高めよう　税への知識と　納める意識」

標語の内容は いずみ　１１７号（2020年冬号） に掲載

４８８

２７名

３３名 ８３合　計



(４） ホームページ並びに情報誌による税情報の発信

１） ホームページに税務署のバナー添付

税務署からのお知らせ

国税庁　さぁ！ネットで申告　e-Tax

都税事務所　地方税の電子申告を行うには　eL TAX

国税庁　「消費税法改正のお知らせ」

国税庁　「税の役割と税務署の仕事」

確定申告時には「申告のバナー」掲載

各年度の税制改正大綱　ほか

２） 情報誌「いずみ」に掲載並びに封入物

① 練馬西税務署からのお知らせ

114号 春号 平成31年度税務職員の募集

115号 夏号 山元逸郎 新練馬西税務署長 着任挨拶

練馬西税務署（新旧）幹部職員名簿

消費税軽減税率制度等の説明会のご案内

116号 秋号 国税に関する相談は事前予約を

117号 冬号 確定申告期間の案内

封入資料： 消費税軽減税率制度対応セルフチェックリスト

消費税の確定申告をされる方へ

2020年度国税専門官募集

② 練馬都税事務所からのお知らせ

114号 春号 都税の証明書等の郵送請求は「都税証明郵送受付センター」宛へ

封入資料： 電子申告 eLTAXの案内

117号 冬号 地方税共通納税システムがスタート

③ 税のまんが講座

114号 春号 雑所得って？

115号 夏号 保険と税

116号 秋号 消費税のしくみ

117号 冬号 財産をもらったとき

④ 税理士会ニュース 114号～117号　に掲載案内

東京税理士会練馬西支部　広報部長　渡辺浩章氏

⑤ その他のお知らせ

114号 春号 31年度版税制改正のあらまし（速報版）

封入資料 30年度版税制改正のあらまし（速報版）

116号 秋号 山元練馬西税務署長との座談会

令和２年度 税制改正に関する提言（要約）

117号 冬号 令和２年度 税制改正大綱（要約）

３） 練馬西法人会 広報掲示板の設置 設置場所は以下の通り

① ㈱加藤勝義建築設計事務所 東大泉6-34-31　外壁

② 設置なし

③ 設置なし

④ ㈲いぐち 武州庵 関町北1-23-10　店舗右側門扉



⑤ ㈲武田商会 西大泉1-21-2　道路側壁面

⑥ ㈱小西造園土木 大泉学園町4-15-2　フェンス

⑦ 高本木材㈱ 大泉町6-5-11　作業場フェンス

(５） 絵はがきコンクールと租税教室の全国大会

１） 第１４回　全国女性フォーラム　富山大会

平成３１年４月２５日（木） 富山産業展示館（テクノホール） 参加者 ３ 名

第１部 演　題 わが映画人生

講　師 俳優 映画監督 奥田瑛二 氏

平成３０年度 税に関する絵はがきコンクール　受賞作品の紹介

第２部 式　典

富山県法人会連合会　女性部会連絡協議会　事例発表

２） 第３３回　全国青年の集い　岐阜大会

令和　元年１１月７日（木） ホテル日航大分オアシスタワー 紅梅の間

租税教育活動プレゼンテーション 全国各地から選抜された局連代表による発表　

最優秀賞は令和　２年度の法人会全国大会（三重大会）にて発表

令和　元年１１月８日（金） iichiko総合文化センター 参加者 ５ 名

大会前に部会長サミット開催　意見交換会（於：レブラントホテル大分）

第１部 式　典

第２部 演　題 ポジティブ志向～健康な心と体で未来を動かす～

講　師 モデル　アン ミカ 氏

(６） 友誼団体（税務６団体）との連携

① 合同意見交換会 参加者 ３５ 名

令和　元年８月１日（木） 練馬区立勤労福祉会館

② 東京税理士会練馬西支部・練馬西青色申告会との意見交換会

令和　元年９月２４日（水） イタリア料理「カルド」 参加者 ７ 名

③ 役員合同研修会 共催：練馬西優良申告法人会 参加者 ５７ 名

令和　元年１０月８日（火） 練馬区立勤労福祉会館

演　題 平成の３１年間を振り返り～不良債権回収と滞納整理の歩み～

講　師 練馬西税務署　署長　山元　逸郎　氏

３ 税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 公1-３

(１) 税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出

１） ２０２０年度 税制改正に関するアンケート調査

調査期間 平成３１年３月１５日～４月１０日 配布枚数 ２９５ 名

回答数 １１３ 名

２） ２０２０年度 税制改正に関する要望の勉強会

平成３１年４月１５日（月） 練馬西法人会　会議室 参加者 １６ 名

講　師 東京税理士会 練馬西支部　税理士　川名亘司　氏

要望事項 ① 消費税の軽減税率に反対

② 印紙税の廃止

③ マイナンバーの記載不要項目の拡大を



３） 令和　元年度 税制改正要望全国大会（三重県で開催）

令和　元年１０月３日（木） 津市産業スポーツセンター 参加者 ５ 名

第１部 演　題 皇室と神官

講　師 伊勢神宮 広報室広報課長 音羽 悟 氏

第２部 式　典

令和　２年度 税制改正に関する提言（要約）　報告

令和　２年度 税制改正スローガン　発表

・ 経済の再生と財政健全化を目指し、歳出・歳入の一体的改革を！

・ 適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！

・ 中小企業は日本経済の礎。活力向上のための税制措置拡充を！

・ 中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

４） 練馬区長、練馬区議会議長へ「税制改正要望書」を提出

令和　元年１１月１８日（月） 練馬区長室、議長室 参加者 ４ 名

前川　燿男練馬区長、上野ひろみ練馬区議会議長と懇談・要望書提出

当日は練馬東法人会役員と一緒に提出

菅原一秀　衆議院議員へは郵送にて依頼　

５） 「税制改正要望」等の周知

① 「税制改正のあらまし」 情報誌（114号）並びにHP掲載

② 令和　２年度 税制改正に関する提言（要約） 情報誌（115号）並びにHP掲載

③ 令和　２年度 税制改正大綱（要約） 情報誌（118号）並びにHP掲載

３ 地域企業の健全な発展に資する事業 公２

(１) 会員合同研修会

１） 無料　経営相談会

令和　元年９月２９日（日） 練馬区民産業プラザ 参加者 ２３ 件

(一社）練馬区産業振興公社　共催事業 法人会からの申込は不明

８月22日　情報誌「いずみ」封入 ９月11日　新設法人へ郵送（434社）

・ 税務相談　　（税理士） 件

・ 労務相談　　（社会保険労務士） 件

・ 経営全般相談（中小企業診断士） 件

・ 企業・創業相談（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 件

２） 働き方改革セミナー

令和　元年１１月２６日（火） 勤労福祉会館 一般参加者 １４ 名

(一社）練馬区産業振興公社　共催事業 会員参加者 １６ 名

演　題 時間外労働の上限規制と有給休暇取得の義務化を解説

講　師 経営労務コンサルタント　加治直樹 氏

３） 日商　原価計算初級講座

会社の収益予測と事業計画に役立つ 参加者 ７ 名

令和　２年３月１４日（土） 練馬西法人会　会議室 内非会員 １ 名

法人会会員： 8,000円 一般： 10,000円

４

５

５

９



カリキュラム

１、 原価計算の基礎概念

２、 利益の計画と統制

３、 製品別（ｻｰﾋﾞｽ別）期間損益計算

講師 大原人材開発センター専任講師　水谷　陽治氏

開催告知方法：情報誌、ＦＡＸ送信、ホームページ掲載、練馬区報掲載

(２) 簿記講座

平成３１年４月８日～５月２７日 日曜日 9：30～16：00 計６回実施

東京商工会議所　練馬支部　共催 練馬西法人会　会議室

法人会・東商会員：9,000円 一般：12,000円

法人会（１０名）東商（７名） 一般（９名） 総参加者 ２６ 名

開催告知方法：情報誌、ＦＡＸ送信、ホームページ掲載、練馬区報掲載

(３) インターネットセミナー 会員無料視聴

平成３１年４月１日～令和　２年３月３１日

延べアクセス視聴数 ： 件 会員視聴数 ： 人

開催告知方法：ホームページ バナー掲載、情報誌封入、ＦＡＸ送信等

４ 地域社会への貢献を目的とする事業 公３

(１) 健康セミナー

元気に仕事を続けるために!!　骨の健康は早めの対策を！

令和　元年９月１９日（水） 勤労福祉会館

第１部 骨蜜度の結果説明　（参加者全員測定）

第２部 食事と運動による対策

講師 保健師：岡田朝世氏 管理栄養士・健康運動指導士：出口瑞穂氏

会員 名 非会員 ２５ 名

開催告知方法：情報誌、ＦＡＸ送信、ホームページ掲載、練馬区報掲載

(２) 駅前清掃の実施 大泉学園駅、石神井公園駅、上石神井駅、武蔵関駅各駅

令和　元年　６月８日（土） 総参加者 １０６ 名

令和　元年　９月14日（土） 総参加者 １０１ 名

令和　元年１２月14日（土） 総参加者 １０３ 名

開催告知方法：情報誌、ＦＡＸ送信、ホームページ掲載、

(３) 献血大会 練馬西税務署　駐車場

令和　元年１１月１１日（金）

献血申込者 名 採血者 名

骨髄バンク ドナー登録 名

ＩＤパスワード登録 名

開催告知方法：情報誌、ＦＡＸ送信、ホームページ掲載、ポスター告知、街宣広報

２１

５

8,982 1,145

３１

１４０ １０９



(４) 青少年健全育成協力・支援活動

１） 練馬区教育委員会　こども家庭部青少年課 子ども防犯ハンドブック 寄贈

「こんなとき、どうしよう？」１～３年生用 部

「こんなとき、どうしよう？」４～６年生用 部

２） 練馬区教育委員会　こども家庭部青少年課 育成支援係

令和　２年 練馬区成人の日のつどい協賛品の協力

ジェフグルメカード（5,000円）　☓　８本

３） わんぱく相撲　練馬区大会　 （公社）東京青年会議所　練馬区委員会　主催

令和　元年５月２０日（日） 光が丘体育館 手伝い　 ７名

うちわの提供 ２５０本

４） 少年野球大会・少女ソフトボール大会 青少年育成石神井地区委員会　主催

令和　元年７月１４日（日） 上石神井北小学校　開会式（台風の為中止）

昨年優勝の少年野球チームに盾とメダルを寄贈（次年度繰越）

(５) 地域イベントへの参加

１） 関町特別養護老人ホーム　秋まつり手伝い 行事重複の為不参加

令和　元年１０月２７日（日） 参加者　 名

(６) 使用済み古切手やインクカートリッジの収集

公益財団法人ジョイセフに寄贈

切手提供者 社 インクカートリッジ提供者 社

切手寄贈 ｇ インクカートリッジ寄贈 ｇ

(７) 地球温暖化対策報告書の協力

東京都地球温暖化防止活動推進センター　に提出 提出事業者数 ５１ 社

(８) 練馬区主催事業　協賛・後援名義等使用許可

１） 第３２回 照姫まつり　協賛 主催：照姫まつり推進協議会

平成３１年５月１９日（日）　 石神井公園

担当窓口： 照姫まつり推進協議会

２） 第４２回 練馬まつり　協賛 主催：練馬まつり推進協議会

令和　元年１０月２０日（日）　 としまえん

担当窓口： 練馬まつり事務局

３） 練馬産業見本市　ねりまＥＸＰＯ2019　後援 主催：練馬区

令和　元年１０月２０日（日）　 としまえん

担当窓口： 練馬区産業経済部経済課中小企業振興係

４） 世界都市農業サミット 主催：世界都市農業サミット実行委員会・練馬区

令和　元年１２月１日（日）　練馬文化センター 協賛協力　３万円

参加都市：ニューヨーク、ロンドン、ジャカルタ、ソウル、トロント

法人会参加者： １５名

担当窓口： 世界都市農業サミット実行委員会事務局　　担当課

２,８８０

６０

５,５００

３７

１４,８００

２,４８０



５） 練馬こぶしハーフマラソン2019 主催：練馬こぶしハーフマラソン実行委員会

令和　２年３月２２日（日）　中止 協賛広告　６万円

担当窓口： 練馬区地域文化部　シティマラソン担当課

５ 会員の福利厚生等に資する事業 収１（公益を補完する事業）

(１) 簡易生命保険団体保険料払込制度に係る集金事務

簡易保険に代わる事業として「とうきょう共済」の代理所登録

ミツウロコ顧客紹介契約により、契約者の年間１％が紹介手数料収入

(２) 会員の健康診断の実施

１） 健康診断 実施医療機関： (一財)全日本労働福祉協会

春の健診 ４日間（7/17・7/22・7/24・7/25） 実施 受診者数 １５４ 人

冬の健診 １日間（11/20） 実施 受診者数 ３１ 人

２） ＰＥＴ-ＣＴがんドック 実施医療機関： (医)健貢会　総合東京病院

令和　元年５月～　令和２年３月 延べ受診者数 ２ 人

(３) 練馬西優申会からの事務受託業務

練馬西優良申告法人会より事務委託費を受領

６ その他の事業 収２-１（相互扶助等事業）

(１) 会員支援事業・会員交流事業（交流）

１） 新春賀詞交歓会

令和　２年１月２７日（月）　 ホテルカデンツァ光が丘 参加者数 １９８ 人

２） 第８回 通常総会　終了後の懇談会

令和　元年６月５日（水）　 勤労福祉会館 参加者数 １５２ 人

(２) 理事・役員懇談交流事業（交流）

１） 納税表彰式 参加者 ２２ 名

令和　元年１１月１４日（木） 石神井公園交流センター

国税長官表彰：髙橋利充 税務署長表彰：本橋章一郎、藤島秀憲

署長感謝状：山﨑史郎、髙橋雄二

２） 役員合同研修会後の懇談 共催：練馬西優良申告法人会 参加者 ５７ 名

令和　元年１０月８日（火） 練馬区立勤労福祉会館

３） 拡大厚生連絡協議会 保険３社の説明会 参加者 ３６ 名

令和　元年７月１１日（木） 練馬区立勤労福祉会館

(３) ３部会企業交流事業（交流）

１） 第８回女性部会　報告会 参加者 ３４ 名

新部会長：本橋世紀子 新副部会長：小川美千江、小島玲子、小松律子

令和　元年４月１７日（水）　 勤労福祉会館　２階大会議室

２） 第８回青年部会　報告会 参加者 ４５ 名

新部会長：田中則雄 新副部会長：北川　潤、金山友也、佐藤洋一、

小林輝道、内田達雄、下田守広

令和　元年４月１６日（月）　 ＯＺバンケットホール



３） 第８回　源泉部会　報告会 参加者 ２５ 名

部会長：浅井洋一郎

新副部会長：髙橋佳子、井口由美子、坂口亀一郎、小松隆浩

令和　元年４月１９日（金）　 勤労福祉会館　２階大会議室

(４) 会員親睦交流事業（交流）

１） １支部　岩渕幸洋選手と卓球を楽しむ会 会　員 ３４ 名

令和　２年２月８日（土）　 勤労福祉会館 非会員 ９０ 名

２） ２支部　バス研修会 予科練とつくば宇宙センター 中　止 名

令和　２年３月５日（木）　

３） ３支部　バス研修会 未実施 名

令和　元年度は未実施

３支部　JAZZの夕べ 会　員 ２９ 名

令和　元年１２月１５日（日）　 イベントスペース・リプル 非会員 １６ 名

４） ４支部　ファミリージョギング大会 手伝い ３６ 名

令和　元年１１月３日（日） 武蔵関公園中央広場 参加者 ４４ 名

公園の半分を使用し、周回参加（１周～３周とコース分け） 非会員 ５８ 名

健康チェック（血圧測定、酸素飽和度、バランスチェック） 測定者 ８６ 名

５） ６支部　バス研修会 中　止 名

令和　２年３月１８日（水）　

６） ７支部　会員親睦　バーベキュー大会 会　員 ３７ 名

令和　元年７月７日（日）　 和光樹林公園 バーベキュー会場 非会員

７） 女性部会　バス研修会 未実施 名

令和　元年度は未実施

８） 青年部会　バス研修会 参加者 ３４ 名

令和　元年７月７日（日）　 群馬県「川場フィッシングプラザ」

９） 源泉部会　バス研修会 参加者 ２３ 名

令和　元年５月２９日（水）　 太田胃散牛久工場見学と牛久大仏

(５) 会員の為の福利厚生の普及推進（周知・案内）

１） 経営者大型保障制度の普及推進 大同生命保険㈱

情報誌「いずみ」に封入告知 いずみ114春号、115夏号、116秋号、117冬号

令和　元年５月１５日（水）　常任理事会にて保険説明

令和　元年６月２７日（木）　常任理事会にて保険説明

２） 経営保全プランの普及推進 ＡＩＧ損害保険㈱

情報誌「いずみ」に封入告知 いずみ114春号、117冬号

令和　元年９月５日（木）　常任理事会にて保険説明

３） がん保険制度の普及推進 アフラック

情報誌「いずみ」に封入告知 なし

令和　元年１１月１３日（木）　常任理事会にて保険説明



４） 貸倒保証制度（取引信用保険）の普及推進 三井住友海上火災保険㈱

情報誌「いずみ」に封入告知 なし

令和　元年度は見送り

５） とうきょう共済制度の普及推進 東京都火災共済協同組合

情報誌「いずみ」に封入告知 いずみ117冬号

令和　２年２月２０日（木）　常任理事会にて保険説明

６） 「税務関連書籍」５０冊をプレゼント事業

情報誌「いずみ　11６秋号」・ホムページに告知

「企業がやるべき　実務対応」働き方改革スタート！

７） 「福利厚生制度　ご利用ガイド」配布

情報誌「いずみ　11４春号」に折込

新設法人説明会資料として配布

７ その他の事業

１） 会員増強の結果報告　　 収２-２（会員増強事業）

令和　元年度の会員増強結果は７０社(昨年度６９）でした。

正会員は　４３社(昨年４３）、賛助会員は　２７社(昨年２６）。

支部ごとの増強結果は以下の通りとなります。

※ 附属明細書なし

６ １ １３

７支部６支部

増強数

２支部 ３支部 ４支部 ５支部

１２ １０ １２ １２ ４

１支部支　部 その他



項　　目 回数 人数 項　　目 回数 人数

決算法人説明会 9 92 新春賀詞交歓会 1 198

新設法人会説明会 4 30 顧問・相談役との合同会議 1 13

年末調整説明会 3 295 支部・部会バス親睦会 2 57

青年部　租税教室 25 2,319 納税表彰式・懇談会 1 22

税務合同研修会（公益） 1 93 拡大厚生連絡協議会 1 36

税制税務委員会研修会 1 41 女性部会　報告会 1 34

 １支部研修会 1 23 青年部会　報告会 1 45

 ２支部研修会 1 87 源泉部会　報告会 6 25

 ３支部研修会 1 33  １支部　卓球大会 1 124

 ４支部研修会 1 47  ３支部　ジャズの夕べほか 3 62

 ５支部研修会 1 32  ４支部　ﾌｧﾐﾘｰｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ大会 1 102

 ６支部研修会 1 56  ７支部　バーベキュー大会 1 37

 ７支部研修会 1 33 親睦ゴルフ大会 1 172

女性部会研修会 1 30

青年部会研修会 1 33 総　会 1 135

源泉部会研修会 5 104 理事会 5 225

全法連・東法連研修会 2 7 常任理事会 5 103

正副会長会 12 59

ｅ－Ｔａｘ研修会 未定 0 会計監査 1 7

照姫まつり 1 716 総務組織委員会 8 134

税金クイズと映画鑑賞 1 127 税制税務委員会 4 40

絵はがき表彰式（女性） 1 83 公益事業委員会 6 58

全法連・女性フォーラム 1 3 広報委員会 5 46

全法連・青年の集い 1 5 厚生共益事業委員会 5 53

税務六団体合同意見交換会 1 35  １支部役員会 6 83

税理士会・青申意見交換会 1 7  ２支部役員会 6 116

役員合同研修会 1 57  ３支部役員会 7 63

 ４支部役員会 6 87

税制改正勉強会(税制） 1 16  ５支部役員会 7 98

税制改正ｱﾝｹｰﾄの協力 1 113  ６支部役員会 6 65

全法連・全国大会 1 5  ７支部役員会 4 34

練馬区税制改正要望 1 4 女性部会　役員会 7 43

青年部会　役員会 5 60

経営相談会（共催） 1 23 源泉部会　役員会 6 38

企業経営セミナー(公益） 2 38 全法連・東法連女連協 3 3

簿記講習会（日商3級） 6 26 全法連・東法連青連協 15 61

東法連（理事会・委員会他） 20 24

健康セミナー（公益） 1 56 計 171 2,562

 駅前清掃 3 310

青年部会　献血大会 1 140 絵はがき応募総数 488

青年部会　・わんぱく相撲手伝い 1 7 インターネットセミナー（視聴者） 1,145

計 86 5,126 東法連関連書籍の配布 4 2,910

青少年育成（子供ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ寄贈） 5 5,360

地球温暖化対策報告書協力 1 51

ジョイセフに切手の寄贈　（ｸﾞﾗﾑ） 1 5,500

生活習慣病健診・PET 5 187

地域企業の健全な発展に資する事業

地域社会への貢献を目的とする事業

税知識の普及を目的とする事業 会員の交流に資するための事業

令和元年度 主要事業実施結果表
（ 自 平成３１年４月１日　至 令和２年３月３１日 )

納税意識の高揚を目的とした事業

税制税務調査研究・提言に関する事業

その他の会議等


