
07 th
　一般社団法人名古屋東法人会
が創立70周年を迎えるに当たり一
言ご挨拶を申し上げます。戦後間も
ない昭和21年に「名古屋東財務研
究会」として発足、昭和25年に「名
古屋東法人会」が設立されました。
布池教会付近に工場を構える㈱大
隈鐵工所の代表取締役・大隈孝一
氏が初代会長を務められたと聞き
及んでいます。爾来、70年間に亘り
名古屋東税務署と管内法人（当時
は北・千種も含む）の方々の並々ならぬご尽力とご協力にささえ
られて現在があると確信いたします。
　戦後の復興期には東京オリンピック、大阪万博の開催があり
東名名神高速道路をはじめとする全国高速道路網の整備があ
りました。また、オイルショック、金融バブルの崩壊、リーマンショッ
ク、神戸・東日本大震災そして新型コロナの世界的大感染など
数多の自然・経済的な苦難にも見舞われました。日本を取り巻く
環境は戦後最大と言っても良いほど厳しいものがあります。米中
による政界覇権争い、アジアにおける軍事的不安定化、世界
中を襲う感染症との闘いと日本だけでは解決できない問題
が山積みしています。
　そんな中、名古屋東法人会は地域社会の税のオピニ
オンリーダーとして諸先輩方の築かれた伝統を守り継
承して行かなければなりません。税知識の普及、納
税意識の高揚、税制及び税務に関する調査・提
言、地域貢献事業、会員の交流と法人会の担う
役割は広範囲に及んでいます。残念ながらコ
ロナ禍にあり７０周年記念式典・講演会は止
む無く中止されましたが「和音特別号」と
して記念年表を纏めましたのでご高覧
いただき次代への礎にしたいと思いま
す。今後とも名古屋東税務署ご当
局をはじめ関係諸団体ならびに
会員の皆様方のご支援ご指導
を賜りますよう宜しくお願い
致します。

創立70周年を迎えて

一般社団法人　名古屋東法人会

会長  後藤 正憲
(三栄商事株式会社)

70周年記念誌70周年記念誌 会報「和音 特別号」



History 名古屋東法人会70年の歴史

1940-1976

1976 昭和51
2月ロッキード事件起こる

5月 各小学校区単位で8支部結成

1946 昭和21 名古屋東財務研究会として発足4月

1950 昭和25

1954 昭和29

1952 昭和27

6月朝鮮戦争勃発

石巻法人会設立(全国初) 9月

4月日米安全保障条約発効

3月
第5福竜丸

ビキニ米水爆実験で被災

8月 ㈱大隈鐵工所会長 会社名 氏名 大隈孝一

5月 瀬栄(資)会長 会社名 氏名 加藤鎮雄

1964 昭和39 名古屋北税務署設置に伴い北区を分離
昭和税務署より千種区を編入

7月

1965 昭和40 機関誌「東法人会報」創刊1月

1969 昭和44 企画委員会設置、事業活動の本格化を図る3月

1970 昭和45

10月 全国法人会総連合に入会

8月
堀江謙一さん

太平洋横断に成功

10月
第18回

オリンピック東京大会開催

7月名神高速道路全面開通

7月米宇宙船アポロ11号月面着陸

12月3億円強奪事件発生

5月 東海テレビ放送㈱会長 会社名 氏名 大島一郎1962 昭和37

千種税務署設置により千種区を分離、1区1署となる8月

1968 昭和43 7月 中部電力㈱会長 会社名 氏名 横山通夫

郵政省簡易保険団体扱開始4月

1971 昭和46 全法連「経営者総合大型保障制度」導入6月

1972 昭和47 総会員数1,000社を超える(1,030社)3月

9月 名古屋東税務連絡協議会再発足

8月円変動相場制に移行

9月日中国交正常化

5月 中部電力㈱会長 会社名 氏名 加藤乙三郎

3月日本万国博覧会開幕

1975 昭和50

事務局を東和交通ビル2Fに移転10月
7月沖縄国際海洋博覧会開幕

11月 会報編集委員会設置(昭和53年広報委員会と改称)

名古屋東法人会創立8月

愛知県法人会連合会設立に伴い入会10月



社団法人名古屋東法人会創立総会12月
5月富士通がワープロ発売開始

定時総会で定款改正(役員定数改正、副会長5人制)
委員会を総務･事業･税制･組織･広報･厚生に再編成

5月

3月
第二次臨調発足、
小さな政府を答申

5月新東京国際空港開港式

1977 昭和52 7月 中部電力㈱会長 会社名 氏名 田中精一

1977-1998

1978 昭和53 総務委員会設置3月

1980 昭和55 定時総会で社団化を決議5月

1981 昭和56 社団法人名古屋東法人会設立許可1月

婦人部結成、初代部会長鬼頭寿女氏、会員28名11月

9月
王貞治765号本塁打、
国民栄誉賞第1号

3月インベーダーゲーム流行始まる

1984 昭和59 青年部結成、初代部会長伊澤輝彦氏、会員35名6月
業種部会発足 (紙関連、建設、貿易、印刷)9月

11月
新紙幣発行、

1万円札に福沢諭吉

日航ジャンボ機、
御巣鷹山に墜落 8月

1985 昭和60 婦人部支部長制度導入4月

1990 平成2 創立40周年社団化10周年記念式典開催
(記念講演　ノンフィクション作家　西村滋氏)

5月

消費税導入開始 (税率3%) 4月

1979 昭和54

1月阪神淡路大震災

2月長野冬季オリンピック開幕

1995 平成7

1991 平成3 5月 中部電力㈱会長 会社名 氏名 安部浩平

6月皇太子・雅子さまご結婚

5月雲仙普賢岳噴火

9月 中部電力㈱会長 会社名 氏名 小磯勇夫

1993 平成5

4月名古屋空港で中華航空機墜落

8月 葵支部を葵東支部・葵西支部に分割

4月 婦人部会を女性部会に改称1994 平成6
4月 青年部会10周年記念式典開催

3月 会員数2,663社 (歴代最高)
1998 平成10

3月 社会貢献事業「牛島和彦氏のトークショー」
9月 第1回チャリティーコンサートを愛知県芸術劇場にて実施

ウィーン・ゾリステントリオを招聘

10月東西ドイツ統一

1989 平成元



1999-2010

6月 山吹WSの皆さんをチャリティーコンサート
公開リハーサルに招待(以後、継続事業となる)

9月 創立60周年社団化30周年記念講演会開催
(講師　元衆議院議長　河野洋平氏)

2001 平成13 6月 東海テレビ放送㈱会長 会社名 氏名 神田　肇

1999 平成11 女性部会創立20周年記念式典開催4月

2000 平成12 青年部会創立15周年記念式典開催2月

2003 平成15 葵東支部・葵西支部を葵支部に統合4月

10月
地下鉄名城線、

日本初の地下鉄ループ運転開始

6月 中部電力㈱会長 会社名 氏名 市原新吾

青年部会創立20周年記念式典開催
(講演・演奏　音楽家　喜多郎氏)

11月

2007 平成19 「東法人会報」を広報誌「和音」に改称7月

2005 平成17

3月 東海法人会連合会大会にて運営研究発表
テーマ:ホップ・ステップ・ジャンプ21世紀での躍進
　　　～創造・活力・協調・貢献・IT～

2006 平成18

1月ライブドア堀江社長逮捕

10月郵政事業民営化スタート

3月愛地球博開幕

9月リーマン・ブラザース経営破綻

2008 平成20 6月 ホーユー㈱会長 会社名 氏名 水野新平

2010 平成22 青年部会創立25周年記念式典開催3月

2009 平成21

10月 女性部会創立30周年記念講演会開催
(講師　女優　小山明子氏)

5月 創立60周年社団化30周年記念式典開催

5月アップル多機能端末「ipad」発売

9月鳩山由紀夫内閣発足

12月JRツインタワー竣工

9月米国同時多発テロ

12月テレビ地上波デジタル放送開始

9月
東海地方で記録的集中豪雨

(東海豪雨)

2004 平成16

12月 事務局を岸田第一ビル2Fに移転

12月 創立50周年社団化20周年記念式典開催
(記念講演　元中日ドラゴンズ監督近藤貞雄氏)



2011-2020
2011 平成23 青年部会が租税教室を開始1月

2013 平成25 一般社団法人名古屋東法人会設立許可3月

2015 平成27 青年部会創立30周年記念式典開催3月

2016 平成28 青年部会「早咲き!桜みちまつり」第1回目開催3月

2018 平成30 ファミリーコンサート
(ディズニー＆ミュージカルの世界) 開催

1月

2019 令和元 女性部会創立40周年記念式典開催
(記念事業 竹下景子氏＆天野鎮雄氏トークショー)

10月

東海法人会連合会大会にて運営研究発表
テーマ:地域にとけこむ法人会活動
　　　～音楽でつなぐ社会貢献14年の軌跡～

3月

女性部会が税に関する絵はがきコンクール開始11月

青年部会・女性部会合同講演会開催
(講師　元プロテニスプレイヤー杉山愛氏)

2月

絵はがきコンクール応募作品が
全法連女連協会長賞を受賞

3月

ゴルフ同好会発足　第1回コンペ開催11月

山吹WSでのミニコンサート中日新聞に掲載9月
チャリティーコンサート第20回記念公演9月
調査部所管法人研修会の対象を会員以外の
企業にも拡大し大規模法人研修会に改称

10月

2014 平成26

5月 第32回通常総会において一般社団法人移行承認

3月東日本大震災

4月
日経平均株価15年ぶりに

2万円台回復

5月伊勢志摩サミット開催

6月史上初の米朝首脳会談

6月富士山、世界文化遺産登録決定

9月御嶽山噴火

2019 平成31

1月
訪日外国人旅行者
3,000万人を超える

名古屋東法人会メールマガジン創刊9月

2020 令和2
2月新型コロナ感染症広まる

10月消費税10%、軽減税率導入

12月
自民政権奪取、

安倍晋三内閣発足

2012 平成24 1月 ㈱保坂工業所会長 会社名 氏名 保坂育孝

7月 三栄商事㈱会長 会社名 氏名 後藤正憲



7創立７０周年を祝して

名古屋東税務署長

氷室 恭司

70th Anniversary

　一般社団法人名古屋東法人会が
創立７０周年を迎えられましたことを、
心からお祝い申し上げます。
　また、会員の皆様方には、日頃から
税務行政の円滑な運営に対しまして、
深いご理解と多大なご協力を賜り、厚
く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、戦後間もな
い昭和25年に発足されて以来、納税
意識の高揚と正しい税知識の普及啓
蒙を図るため、各種税務研修会の開催のほか、会報誌などによる情
報発信、さらには、次代を担う子供たちを対象とした租税教室の開
催や税に関する絵はがきコンクールの実施などの租税教育の推進
に積極的に貢献してこられたほか、２１回を重ねられた「チャリティー
コンサート」や「早咲き！桜みちまつり」など、地域に根差した事業活
動も積極的に取り組まれ、また継続されるなど、まさに「税のオピニ
オンリーダー」を実践してこられました。
　これまでの、貴会の発展及び様々な取り組みに献身的にご尽力し
てこられた歴代の会長、役員の方々並びに後藤会長をはじめとする
現在の役員、会員及び事務局の皆様のご熱意とご努力に対しまして
深く敬意を表する次第でございます。
　さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済取引の複雑化・広
域化に加え、経済社会の国際化・高度情報化の更なる進展により大
きく変化をしております。
　このような中、私どもは、「納税者の自発的な納税義務の履行を
適正かつ円滑に実現する。」という国税庁の使命を果たすため、納
税者サービスの充実に努めてまいりますとともに、適正な申告を行っ
た大多数の納税者の皆様に不公平感を抱かれることがないよう、経
済社会の変化にも的確に対応しつつ、また、皆様から貴重なご意見
を賜りながら、適正公平な課税及び徴収に努めてまいる所存ですの
で、引き続き、お力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びにあたりまして、新型コロナウイルス感染症は未だ終息に至っ
ておらず、厳しい経済環境が続いておりますが、強い地域経済を取り
戻し、一般社団法人名古屋東法人会が更なるご発展を遂げられる
とともに、会員の皆様方のご健勝並びに事業のますますのご繁栄を
心より祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。


