
諸会議の開催

事　　業　　名 開催月日 開催場所 出席者

第９回通常総会
１．令和２年度事業報告並びに収支決算承認に関する件

　（監査報告）
２．役員選任案承認に関する件

［報告事項］
令和３年度事業計画並びに収支予算について

03. 5.24 前橋商工会議所会館 1,089社
（うち委任状1,040社）

監査会
令和２年度収支決算監査 03. 4.20 前橋商工会議所会館 5

正副会長・委員長会議

１．令和２年度事業報告・決算の承認について
２．役員選任案等の承認について
３．第９回通常総会の開催準備について

03. 4.27 前橋商工会議所会館 16

１．令和３年度収支見込みについて
２．令和４年度事業計画案・予算案の承認について
３．第10回通常総会の開催について

04. 3.15 前橋商工会議所会館 16

理事会

１．令和２年度事業報告・決算の承認について
２．役員選任案等の承認について
３．第９回通常総会の開催準備について
４．上期特別研修会の開催について
５．令和４年度税制改正要望事項の取りまとめについて

03. 4.27 前橋商工会議所会館 40名
理事38
監事 2

１．第９回通常総会について 03. 5.24 前橋商工会議所会館 41名
理事40 
監事 1  

１．「代表理事・業務執行理事」選定案 承認に関する件
２．「委員長」・「委員」・「顧問」選任案 承認に関する件
３．「県連理事・監事」・「県連委員」委嘱案 承認に関する件

03. 5.24 前橋商工会議所会館 41名
理事40
監事 1

１．令和３年度会員増強運動について
２．下期特別研修会の開催について

［報告事項］
代表理事等の職務執行状況報告について

03. 9.13
中止

前橋商工会議所会館 中止 

１．令和３年度収支見込みについて
２．令和４年度事業計画案・収支予算案の承認について
３．令和３年度会員増強運動の結果報告及び令和４年度
　　会員増強運動の方針について
４．第10回通常総会の開催準備について
５．全法連･県法連功労者 推薦候補者（案）の承認について

［報告事項］
代表理事等の職務執行状況報告について

04. 3.15 前橋商工会議所会館      39名
理事37 
監事 2  

【附属明細書】



事　　業　　名 開催月日 開催場所 出席者

総務委員会

１．「第９回通常総会」の開催準備について
２．その他

03. 4.20 前橋商工会議所会館 12名

１．副委員長の選任について
２．令和３年度収支見込みについて
３．令和４年度事業計画案・収支予算案について
４．「第10回通常総会」の開催準備について
５．全法連・県法連会長表彰候補者の推薦について
６．その他

04. 3. 8 前橋商工会議所会館 9

税制委員会

１．上期特別研修会の開催準備について
２． 令和４年度税制改正に関する提言の検討テーマ・スケジュー

ル等について

03. 4.15 前橋商工会議所会館 7　

１．下期特別研修会の開催準備について
２．その他

03. 9.16 前橋商工会議所会館 6

広報委員会

法人まえばし５月号編集 03. 4.20 本会事務局 2

法人まえばし５月号校正 03. 4.26 本会事務局 5

法人まえばし６月号編集 03. 5.20 本会事務局 2

法人まえばし６月号校正 03. 5.28 本会事務局     4

法人まえばし７月号編集 03. 6.18 本会事務局 2

法人まえばし７月号校正 03. 6.25 本会事務局 4

法人まえばし８月号編集 03. 7.20 本会事務局 2

法人まえばし８月号校正 03. 7.28 本会事務局 4

法人まえばし９月号編集 03. 8.20 本会事務局 2

法人まえばし９月号校正 03. 8.27 本会事務局 4

法人まえばし10月号編集 03. 9.17 本会事務局 2

法人まえばし10月号校正 03. 9.27 本会事務局 4

法人まえばし11月号編集 03.10.20 本会事務局 2

法人まえばし11月号校正 03.10.27 本会事務局 4

法人まえばし12月号編集 03.11.17 本会事務局 2

法人まえばし12月号校正 03.11.24 本会事務局 4

法人まえばし新年号編集 03.12. 3 本会事務局 2

法人まえばし新年号校正 03.12.10 本会事務局 4

法人まえばし２月号編集 04. 1.20 本会事務局 2



事　　業　　名 開催月日 開催場所 出席者

法人まえばし２月号校正 04. 1.27 本会事務局 3社

法人まえばし３月号編集 04. 2.18 本会事務局 2　

法人まえばし３月号校正 04. 2.25 本会事務局 4　

法人まえばし４月号編集 04. 3.18 本会事務局 2　

法人まえばし４月号校正 04. 3.25 本会事務局 4　

組織委員会
１．副委員長の選任について
２．令和３年度会員増強運動について

03.12. 8 前橋問屋センター会館 21　

組織・厚生合同委員会
１．各委員会の副委員長選任について
２． 令和３年度「会員増強運動」及び「福利厚生制度推進」の

諸施策について

03. 9. 9
中止

前橋問屋センター会館 －

※ 研修委員会は開催せず。

税務研修会

１．決算月別研修会（講師：前橋税務署幹部職員ならびに法人課税第一部門国税調査官）

開催月日 会 場 決算月 対象法人数 出席社数 会　員 非会員

４月６日
前橋問屋センター会館（華龍の間） ３・４月 2,264社

71社 42社 29社

４月７日 56 27 29

６月４日 中止 ５・６月 － 　－ － －

８月４日 前橋問屋センター会館（華龍の間） ７・８月 1,316 34 20 14

10月４日 中止 ９・10月 － － － －

12月７日 前橋問屋センター会館（華龍の間） 11・12月 839 30 20 10

２月４日 中止 １・２月 － － － －

２．新設法人税務研修会（講師：前橋税務署幹部職員ならびに法人課税第一部門国税調査官）

開催月日 会 場 対象法人数 出席社数 出席人数

６月２日 中止 － － －

９月　　 中止 － － －

12月16日 前橋商工会議所（アイビー） 76社 7社 7名

３月　　 中止 － － －



３．特別研修会－税務（会場：前橋問屋センター会館　上期：６月、下期：１１月）

開催月日 研　修　テ　ー　マ 講 師 出席社数

６月８日 中止 〇　税のよもやま話

　 　税務の職場において従事した事務や調査につい
て、経験談と法人税の申告時に企業が再確認すべ
き点など、事例を交えながら解説します。

 前橋税務署
 法人課税第一部門
 統括官　　　神澤隆広 氏

－

６月29日 〇　令和３年度税制改正について

　 　デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）及
びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設、繰越欠損金の控除上限の特例の創設、税務
関係書類における押印義務や電子帳簿等保存制度
の見直しなど税制改正のポイントを解説します。

 前橋税務署
 法人課税第一部門
 上席調査官　山田　稔 氏

25社

11月９日 〇　事業承継税制について ほか

　 　事業の承継に伴い発生する税金が猶予や免除に
なる法人版事業承継税制について税金の専門家が
制度の概要や注意すべき点についてわかりやすく
解説します。　

 前橋税務署
 審理専門官（資産担当）
 審理専門官　杉浦直人 氏
 上席調査官　萩原秀憲 氏

38

11月22日 〇　査察のお仕事

　 　査察の仕事を題材にDVDを使用しながら法人
税の申告時に企業が再確認すべき点などを体験談
を含めて解説します。

 前橋税務署
 審理専門官（法人担当）
 審理専門官　小田訓史 氏

36

４．一口税務（理事会開催時）  

開催月日 研　修　テ　ー　マ 講 師 出席社数

４月27日  「消費税法改正（令和２年４月）」について  前橋税務署
 法人課税第一部門上席調査官

山田　稔 氏

　  38社

３月15日  「短期退職手当について」  前橋税務署　
 法人課税第一部門上席調査官

小林　稔 氏

37

５．オンラインセミナー 

開催月日 研　修　テ　ー　マ 講 師 出席社数

11月24日  「21年版 年末調整実践セミナー」  税理士 中島加誉子  氏 　　30社

税務以外の研修会 

１．特別研修会－税務以外（会場：前橋問屋センター会館　下期） 

開催月日 研　修　テ　ー　マ 講 師 出席社数

11月15日 ○ あなたの会社は大丈夫？ 36協定＆社会保険の適

用拡大

　「36協定」の取り決め内容のチェックと、来年10月
からの「社会保険の適用拡大」について解説します。

  社会保険労務士法人板垣労務管理事務所
 社会保険労務士

　板垣　忍 氏 

38社



広　報

毎月広報委員会を開催して、取材・編集を行い「法人まえばし」（毎月10日発行）を年間43,200部発行し、会
員と関係方面へ配付した。

表彰関係

１．優良経理担当者表彰

永年勤続優良経理担当者　（15年以上）　　５名
優 良 経 理 担 当 者　（５年以上）　　４名

２．国税・県ほか表彰

受彰月日 表　彰　名 氏　名

10月28日  関東信越国税局長表彰 齋　藤　一　雄

11月12日  前橋税務署長表彰 林　　　きみ代

７月27日  群馬県税務功労者表彰 林　　　きみ代 
大　橋　慶　人

11月12日  群馬県前橋行政県税事務所長表彰 町　田　憲　昭
庭　野　幸　造

６月16日  全国法人会総連合功労者表彰 富　岡　政　明
金　井　正　直

その他の行事

１．友誼団体事業等への参加

○６月15日　租税教育推進連絡協議会定期総会を「書面決議」により開催｡
○２月５･６日　生活習慣病健診を｢問屋センター会館｣において開催。会員109名受診｡

２．県法連・局法連・全法連事業への参加

○４月９日　全法連全国専務理事会議が「全法連会館」で開催され、町田専務リモート出席。
○４月26日　県法連監査会を ｢県法連事務局｣ において開催。西尾副会長出席｡
○５月６日　県法連事務局長会議を「前橋商工会議所会館」において開催。町田専務理事・事務局出席。
○５月13日　県法連正副会長会議・理事会を「前橋商工会議所会館」において開催。齋藤会長他５名出席。
○５月21日　局法連青連協正副会長会議が「ラフレさいたま」において開催され、亦野会長リモート出席。
○５月28日　県法連女連協正副会長会議・監査会を「ホテルラシーネ新前橋」において開催。林部会長・井上顧問出席。
○５月31日　全法連理事会が「全法連会館」において開催され、齋藤会長リモート出席。
○６月２日　全法連青連協定時連絡協議会が「全法連会館」において開催され、髙浦部会長出席。
○６月８日　全法連女連協定時連絡協議会が「全法連会館」において開催され、林部会長リモート出席。
○６月15日　全法連理事会が帝国ホテルにおいて開催され、齋藤会長リモート出席。



○６月16日　県法連第９回通常総会を「前橋商工会議所会館」において開催。役員他７名出席。
○ 同日　県法連理事会を「前橋商工会議所会館」において開催。齋藤会長他７名出席。
○６月25日　県法連女連協総会・報告会を「ホテルラシーネ新前橋」において開催。林部会長他４名出席。
○７月２日　局法連事務局長会議（ＷＥＢ会議）が開催され、町田専務理事リモート出席。
○７月９日　全法連総務委員会が「全法連会館」において開催され、都丸副会長リモート出席。
○７月14日　県法連青連協総会を「前橋商工会議所会館」において開催。亦野前部会長他１名出席。
○７月27日　 群馬県税務功労者表彰式が「群馬会館」において開催され、齋藤会長出席、林きみ代理事・大橋慶人理事

が受賞。
○７月30日　県法連厚生委員会を「前橋商工会議所会館」において開催。石橋副会長・菊川委員長出席。
○８月３日　県法連広報委員会を「前橋商工会議所会館」において開催。西尾副会長・深井委員長出席。
○８月10日　法人群馬№104校正を ｢前橋商工会議所会館｣ において開催。西尾副会長・深井委員長出席。
○８月26日　局法連局幹部との意見交換会がオンラインにて開催され、齋藤会長リモート出席。
○ 同日　局法連通常役員総会が「書面決議」にて実施され、提案された全議案を承認。
○８月31日　全法連全国専務理事等会議が全法連会館において開催され、町田専務理事リモート出席。
○９月15日　県法連事務局長会議をオンラインにて開催。町田専務理事・事務局リモート出席。
○９月21日　全法連理事会が「全法連会館」において開催され、齋藤会長リモート出席。
○10月７日　 全法連全国大会（岩手大会）が「ホテルメトロポリタン盛岡」とサテライト会場の「全法連会館」 からオ

ンラインにて配信され、齋藤会長他出席。
○11月５日　局法連県連事務局長会議がオンラインにて開催され、町田専務理事リモート出席。
○11月９日　 高崎法人会女性部会創立30周年記念式典が「ホテルグランビュー高崎」において開催され、林部会長・井

上顧問出席。
○11月10日　 沼田法人会青年部会健康経営研修会が「ホテルベラヴィータ」において開催され、髙浦部会長が講師とし

て出席。
○11月11日　税を考える週間紙上座談会が上毛新聞に掲載、齋藤会長参加。
○11月16日　全法連女連協情報交換会が「ホテル日航新潟」において開催され、林部会長出席。
○ 同日　第15回法人会全国女性フォーラム新潟大会が「朱鷺メッセ」において開催され、林部会長他４名出席。
○11月25日　全法連青連協連絡協議会が「佐賀市文化会館」において開催され、髙浦部会長出席。
○11月26日　第35回法人会全国青年の集い（佐賀大会）が「佐賀市文化会館」において開催され、髙浦部会長出席。

９名がオンライン出席。
○11月29日　県法連広報委員会を「前橋商工会議所会館」において開催。西尾副会長･深井委員長出席。
○12月１日　局法連事務局担当者研修会がオンラインにて開催され、事務局リモート出席。
○12月10日　全法連全国専務理事等会議が「全法連会館」において開催され、町田専務理事出席。
○12月15日　県法連組織委員会を「前橋商工会議所会館」において開催。髙橋副会長他１名出席。
○ 同日　県法連組織・厚生合同委員会を「前橋商工会議所会館」において開催。齋藤会長他６名出席。
○12月24日　法人群馬№105 校正を事務局において開催。西尾副会長・深井委員長出席。
○２月15日　 全法連税制セミナーが「ハイアットリージェンシー東京」において開催され、板垣副会長・清水委員長リ

モート出席。
○２月22日　 県法連理事会・全国大会実行委員会を ｢前橋商工会議所会館｣ において開催。齋藤会長・都丸副会長他６

名出席｡
○ 同日　県法連役員と局幹部との協議会を書面にて開催。
○３月４日　全法連事務局職員研修会が「Ｗｅｂセミナー」にて開催され、事務局受講。
○３月10日　局法連女連協絵はがきコンクール選考会がＰＤＦデータ選考方式にて開催。林部会長出席。
○３月17日　県法連青連協を ｢群馬ロイヤルホテル｣ において開催（ハイブリッド）。髙浦部会長他４名出席。
○３月24日　全法連理事会が「全法連会館」においてリモート開催され、齋藤会長出席。




