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一般社団法人 東京法人会連合会○

年頭寸言

長

小 林 栄 三

法人会は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」を推進しています

年 頭 の ご あ い さつ

せていただきます。
本年も、法人会活動に対して一層のご協
力をお願い申しあげますとともに、会員企
業の皆様のご隆盛を心から祈念申しあげま
して、年頭のごあいさつとさせていただき
ます。

会

一般社団法人東京法人会連合会

チェーンのデカップリングという「新常態」への対
応を余儀なくされることも考えられる。
こうした情勢の中で、法人会は引き続き、事業継
続に必要な支援措置の拡充を政府や自治体などに提
言するとともに、税務面や経営面での有益な情報を
会員企業へ積極的に提供して参りたい。
会員企業の皆様には是非、異業種交流を通じて視
野を広げ、次の成長に向けたヒントをつかむための
気づきの場として、法人会をさらに活用していただ
きたい。既に一部地域の法人会がインターネットを
活用しながら、コロナ禍に対応するための各社の工
夫や営業情報を共有したり、テレワークの導入方法
を学び合うなどの取り組みを進めている。会員相
互の活発な協力が、日本経済を「ウィズコロナ新時
代」に導く原動力となることを期待し、支援してい
きたい。

新年あけましておめでとうございます。
本年が皆様にとりまして輝かしき一年と
なりますよう祈念申し上げます。
さて、年頭のごあいさつにあたり、全法
連の季刊誌で年頭寸言をご覧になった皆様
も多いと思いますが、ここに同文を掲載さ

昨年は、世界中が新型コロナウイルスとの闘いを
強いられた一年になった。今年もまずはウイルスを
制御し、共存できる状態にすることが世界の共通課
題となる。叡智が結集されてワクチンの早期普及が
実現し、今夏には安全安心のもとで東京オリンピッ
ク・パラリンピックが盛大に開催されることを切に
願う。
そして今年は、「ウィズコロナ」の新しい経済社
会の構築が本格的に始まる年にもなろう。例えば、
密を避ける新しい生活スタイルに、デジタル技術を
活用した新製品・サービスが利活用される事例が増
えていくと予想される。また、欧州を中心に環境問
題への対応が広がり、企業にとってはコスト負担が
増える一方で、新たなビジネス機会となる側面もあ
る。特に、技術力の高い日本企業には追い風となり
得る。また、米国と中国の対立は続き、サプライ

「ウィズコロナ新時代に向けて」

小林会長

会や病院など

の会が、医師

また、多く

方々が受講できるようにした（先 （ https://www.tohoren.or.jp/social/

変 更 し、 多 く の 会 員 及 び 一 般 の

演会を会場開催からライブ配信に

豊島法人会では、池上彰氏の講

照。

コロナ禍における活動事例」を参

詳細は東法連ＨＰ「都内法人会

設などにマスク、フェースシール

週間での広報を、従来のイベント

八王子法人会では、税を考える

コロナ禍での各会事業をＨＰに掲載
東法連がアンケートを行い情報提供
医療従事者、

着１５００名）。

各単位会では新型コロナウイル
ド、消毒液、体温計の提供、募金

会によっては、理事会のＷＥＢ会

会中、開催が３会、
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会、その他、講演

48

講演会と表彰のみが２会、４会が

会のみが６会、表彰のみが１会、

32

未定となっている。

自分のカラダと “ がん ” のこと、ちょっとだけ考えてみませんか？

学校、福祉施

）
covid-19examplesofactivity.html
令和３年賀詞交歓会は３会が開催
会が開催しない予定

ス感染症の影響で、
会議、
研修会、

月初めの時点でわかっている各会

東法連においては、令和３年の

麹町法人会では、会員企業と管

た。 Tokyo Star Radio
の番組「愛
ＬＯＶＥ八王子」に同会の会長を

の予定は、

型からラジオ番組の活動に変更し

支障をきたしている。このような
内の大学とのコラボによる企業説

始めとする役員が出席し、司会と

開催しないが

などの支援を行っている。

状況下、各会は工夫を凝らして研

明会を行った。少子化で採用に苦

のトークを通して、税や法人会に

各種イベントなどの事業に様々な

修会等を開催したり、会員向けや

慮する会員企業とコロナ禍で就職

中に本放送５回、再放送５回実施

また、多くの会でＷＥＢ方式を

持続化給付金について社労士によ

議や書面決議を可能にするため、

新年賀詞交歓会は中止とした。

社会貢献としての感染症対策事業

ついてＰＲを行った。放送は

させた。

従来事業についても、様々な工

した。

月

活動に苦戦する大学をマッチング

コロナ禍の中で実施している各会
を東法連ＨＰに掲載することで、

夫を凝らしている。研修会や会議

多くの会で会議や研修会に
ＷＥＢ方式を採用

事業運営に苦慮している会への情

を法人会館から公共施設に変更す

の事業を取りまとめた。その内容

報提供を行った。

を制限し、ソーシャルディスタン

るなど、従来より広い会場で人数

資金繰や助成金のセミナーを開催
医療従事者等にマスクなどを提供
複数の会で資金繰り対策や助成金

採用しており、現地開催との併用

コロナ対策の新規事業としては、 スを確保して開催している。
活用のセミナーを実施している。

る説明会を個別面談方式で開催し

規定を改定したところもある。

雪谷法人会では、雇用調整助成金、 やライブ配信などを行っている。

た。

コロナ禍での活動事例を掲載している東法連ＨＰ

東法連ではアンケートを行い、

等を行っている。
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確定申告期に法人会とｅ―ＴａｘをＰＲ

都営地下鉄線車内広告を実施

業所訪問が制限
されたことなど
が要因として考
えられるとして
億２

いる。一方、給
付金は約

８００万円と前
年同期を若干上
回っている。
また、共済制
度の普及促進の
ため、前年同様、
各法人会の協力
を得て、法人会

〈令和2年9月末・
（ ）
は前年同期〉

4,725社
35,768人
326,231口 441億5,583万円
（4,956社）（35,668人）（326,180口）
（436億5,392万円）

場 所

日 時

広報誌への広告掲載、チラシの折

り込み、ホームページへのバナー

広告の掲載、各種会合でのＰＲ動

画の視聴およびポスターの掲示な

どを実施したほか、委託保険会社

の都内各支社新人推進員を対象と

した研修の定期開催、都内未加入

事業所あてダイレクトメールの送

付を行ったことなどが報告された。

億８１００万円と

収支決算では、事業収益である

掛金収益が約

なったことなどが報告された。令

和２年９月末の保有状況は別表の

とおり。

令和３年３月 日（金）午後３時～４時半

東法連では、「税制講演会」を左記のとおり開催します。
是非ご参加ください。

「税制講演会」のご案内

「東法連特定退職金共済制度」保有状況

京王プラザホテル ４階「扇」

新宿区西新宿２―２―１
ＪＲ・京王線・小田急線・地下鉄「新宿駅」西口より徒歩５分
都営大江戸線「都庁前駅」より徒歩１分

無

料

博史 氏

※後日、講演内容を動画配信する予定

今年度は感染症防止のため、会員限定とし原則各会１名とさせてい
ただきます。

公益財団法人 国際通貨研究所 理事長 渡辺

テーマ 「最近の世界経済の動向～マクロ経済・金融を中心に～」
講 師
対象者
参加費

法人会は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」を推進しています

東法連では、確
定申告期に都営地
下鉄３路線で法人
会とｅ―Ｔａｘを
ＰＲする車内広告
を実施する。
日

事業報告で
は、令和２年４
月から９月の６
新規・追加などの加入状況、給付

ヶ月間における

公益財団法人東法連特定退職金

よび保有状況が報告され、加入状

金支払状況、共済掛金収入状況お

共済会（小林栄三理事長）は

回理事会を全法連会館

況では事業所数、件数、口数とも
の中、委託保険会社の推進員の事

で開催し、令和２年度上期事業報
た。

19

19

エ積立金額
ウ加入口数
イ加入者数
ア事業所数

掲示期間は２月
１日から２月
の１ヶ月間で、都
営地下鉄浅草線、
三田線、新宿線の
ドア横にポスター
を掲示する。

令和２年度上期事業報告・収支決算を承認

都営地下鉄線車内広告

月

東法連特定退職金共済会

都営地下鉄線ドア横ポスター

前年同期より減少した。コロナ禍

３日、第

12

12

令和３年２月１日
（月）
～２月２８日
（日）
１ヶ月
浅草線、
三田線、
新宿線
車両内ドア横
702両（1両1枚）
期
間
路
線
掲示場所
車 両 数
⑴
⑵
⑶
⑷

28

告・収支決算を原案どおり承認し
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