
　「令和４年度 税制改正要望事項」（郡山法人会　⇒　福島県法人会連合会）

　　①法人税について

　　　　（１）ＤＸ投資減税の対象を拡大について、中小企業等はサブスクリプション型の

　　　　　　投資が多いため、そのような費用を所得拡大金額と連動させるなどをして生産

　　　　　　性の向上を後押しする。

　　　　（２）日本の経済再建と内需拡大のためには、多数の従業員を雇用している中小企

　　　　　　業の活性化が必要であり、中小法人等の軽減税率（１５％）を時限措置ではな

　　　　　　く、長期化することにより中小企業の体力が強化され、より一層活性化が図ら

　　　　　　れることになる。

　　　　（３）債務者につき更生手続開始の申立等の法的手続きが進められた場合は、最終

　　　　　　配当率が極めて低い状態を踏まえ、不良債権処理の促進という観点から、貸倒

　　　　　　引当金の繰入限度額を個別評価金銭債権の額の５０％から９０％程度に引き上

　　　　　　げるべきである。

　　　　（４）東日本大震災と原発事故により、多額の保険金や賠償金が支給されているが、

　　　　　　所得税では原則非課税であるのに対し、法人税では「保険差益の圧縮記帳」以

　　　　　　外に特例がなく、課税対象となっていることは非常に不合理である。災害に伴

　　　　　　う保険金や損害賠償金に対する益金不算入の規定を創設してほしい。

　　　　（５）現在、法人税等の申告期限は事業年度終了の日から２か月以内であり、特例

　　　　　　で申請により１か月間延長することができるが、税法も複雑化し決算確定後株

　　　　　　主総会の開催に至るまで、年々長期の時間が必要となっている。申告期限を原

　　　　　　則３か月以内に変更すべきである。

　　　　（６）役員の定期同額給与の見直しについて、現行制度は余りにも実務とかけ離れ

　　　　　　すぎていて、特に中小企業においては、財務を中心に経営面での支障が生じて

　　　　　　いる。要件を緩和し、原則として期中の増減額についても取締役会の決議によ

　　　　　　り変更を可能にすべきである。

令和３年度 事業報告

 アンケート提出

件　　名 開催日

 全法連 税制改正に関する

 11･12･1･2月決算申告説明会

 Ⅰ　公益事業

　（１）本　会

　 <税務研修会>

件　　名 開催日 出席者場　　所

 南東北総合卸センター

講　　　師

　 １．税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業（公益事業１）

場　　所

 全国法人会総連合3. 4.20

郡山税務署法人課税部門担当官3.12.10

　 <税制提言・納税意識の高揚事業>

 新設法人税務研修会 3. 6.17  郡山法人会館
会　員 0名
非会員14名

郡山税務署法人課税部門担当官

会　員19名
非会員33名

 7･8･9･10月決算申告説明会 3. 8.23 中止

 令和４年度税制改正要望

備　　考

会員より回答いただいた税制

改正に関するアンケートを提出

税制改正要望事項を提出

件数等

212件

下記参照 福島県法人会連合会3. 5.12
 事項提出

 全国法人会「岩手大会」
3.10. 7  郡山法人会館 4名 オンライン視聴

（Ｗｅｂ配信）

資料１
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　　　　（７）大企業中心の優遇税制の見直しについて、ここ数年の法人税率の引き下げや

　　　　　　租税特別措置法による新たな特別償却・税額控除の創設は大企業中心の優遇税

　　　　　　制を加速させている。景気対策に税制を利用せず、租税の本来の趣旨に合わせ

　　　　　　た税制に変えていくべきである。

　　②所得税について

　　　　（１）世界的な経済不況の中で、格差対策は日本においても重要な課題であり、格

　　　　　　差是正や所得再分配機能の観点から、納税額の少ない低所得者層を支援するた

　　　　　　め、給付付税額控除制度を取り入れるべきである。

　　　　（２）復興特別所得税の適用期間について、平成４９年分までの２５年間にわたる

　　　　　　付加はあまりにも長すぎるため短縮すべきである。復興特別法人税は３年間で

　　　　　　終了するが、その後の法人での復興特別所得税に関する申告手続きも事務負担

　　　　　　の増加となる。

　　　　（３）東日本大震災により多くの納税者が雑損控除の適用を受け、翌年以降も雑損

　　　　　　失の繰越控除の適用を受けたが、現行では他の所得控除が全く使えないケース

　　　　　　があり、被災した納税者の救済機能を果たしていない。雑損控除は他の所得控

　　　　　　除後に控除すべきである。雑損失の繰越控除は所得控除後に適用させるべきで

　　　　　　ある。

　　　　（４）年少扶養親族について、当初、子ども手当制度の導入とセットで廃止となり、

　　　　　　実質負担は変わらないことを前提に改正されたはずだが、現状は全く異なる結

　　　　　　果となっている。少子化対策の一つとして、早急に復活させるべきである。

　　　　（５）年々進む少子高齢化や晩婚化を防ぐためにも、若年層に対する優遇税制を抜

　　　　　　本的に検討すべきである。

　　　　（６）公的年金等は雑所得とされ、ある程度の軽減措置があるとはいえ原則的には、

　　　　　　課税の対象となっている。公的年金等は生活の支えとなるだけでなく、少子高

　　　　　　齢化の老後世代にとっては生活基盤となるものであり、健康的で自立する生活

　　　　　　を全うするためにも生活に寄与する収入に対する課税は軽減されるべきである。

　　③相続税について

　　　　（１）事業承継税制は大幅な改正があったが、さらなる後継者に不安を与えず、継

　　　　　　続的企業発展維持のためには完全な納税免除制度を創設してほしい。中小企業

　　　　　　こそ地方の経済と雇用を守る要であり、その維持継続に不安がないようにして

　　　　　　ほしい。

　　④消費税について

　　　　（１）消費税の軽減税率の大幅な簡素化が図れるまで導入を見送るべきである。複

　　　　　　雑な内容は企業の現在の人手不足のなかで事務管理に負担を与えることになる

　　　　　　過度な企業側の事務煩雑さを求めないべきである。

　　　　（２）現在の経済状況においては増税傾向を強めることは見送るべきである。現在

　　　　　　の様々な法体制は年金制度が夫婦であることを前提にしていたり、安定した職

　　　　　　業にあることを前提としている。しかし、少子高齢化の中では消費税の増税は

　　　　　　生活に重大な影響を与える恐れがある。

　　⑤印紙税について

　　　　（１）単に租税収入の一部を占めているだけで、明確な課税根拠がないので廃止す

　　　　　　べきである。電子取引が増えてきている現在において、印紙税の存在意義はな

　　　　　　いのではないか。
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　　⑥地方税について

　　　　（１）事業所税について固定資産税との二重課税の性格があり、また金額も多いた

　　　　　　め納税者の負担がかなり大きい。人口が３０万人弱の市町村にとっては、地域

　　　　　　経済発展に歯止めをかける結果となっているのが現状であり、廃止すべきであ

　　　　　　る。

　　　　（２）給与支払報告書の提出先及び住民税の特別徴収の納付先を都道府県にすべき

　　　　　　である。現在は各市町村に提出及び納付しているが、複数の市町村に居住して

　　　　　　いる社員がいる法人にとっては、かなりの事務負担がかかっている。

　　⑦その他

　　　　（１）税分野ではマイナンバー制度の運用が本格的に始まったが、個人番号を含め

　　　　　　た特定個人情報の管理等は、中小企業にとってはかなりの事務負担である。

　　　　　　もっと制度の簡素化を図り、事務負担等を最小限に抑えるべきである。

　　　　（２）マイナンバー制度において、個人事業者が個人番号一つでその取扱いを行う

　　　　　　ことは、大変困難であり不合理な部分も多い。個人事業者には新たに個人事業

　　　　　　者用番号を設け、その取扱いは、法人番号と同等にすべきである。

発行期日 号　　数

＊経費削減の進め方　お金を掛けずに現状を見直す！

＊オンライン化時代に成功する「伝え方・話し方」

＊令和3年10月1日消費税のインボイス制度登録申請受付開始

＊仕事の依頼が激減 　インボイス制度

＊コロナ禍の今こそ「発酵食品」で免疫力ＵＰ！

＊役員給与とその減額について

＊実践税務調査　現金監査

＊トピックス

部　　数

4,500部

＊ネットで便利に納税証明書

＊災害による損失と保険金

＊成功する経営者がめざす「七つの要件」

＊コロナに打ち勝つ経営に直結した「原価改善活動」を実践しよう！

4,500部

＊2021年度国家公務員「税務職員採用試験」（高校卒業程度）のお知らせ

＊株主名簿と名義株について

＊これから始まる「消費税インボイス制度」Ｑ＆Ａ

＊財務意識の高い企業ほど変化に強い　～中小企業白書に学ぶ～

＊会長就任のご挨拶

＊トピックス

4,500部

＊こんなときこそ政治家の判断を

＊インボイス制度オンライン説明会

4,500部

4,500部

4,500部

＊暗号資産の税金（法人と個人の違い）

＊トピックス

第518号

3. 9. 1

＊令和3年7月から納税証明書のデザインが変わります

3. 8. 1

第519号

 　<税の広報活動>

＊セールスレター表現の一工夫

＊トピックス

3. 6. 1

主　要　記　事

＊令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」（インボイス制度）が導入

　されます

＊2021年度の税制改正（案）が財務省ＨＰに掲載されました

＊部下をやる気にさせるちょっとした一言

＊トピックス

＊実践税務調査　～福利厚生費（支度金、社宅等に対する取扱い）～

3. 5. 1 第515号

　 ①月刊“法人こおりやま”の発行

3. 4. 1

第516号

3. 7. 1 第517号

第514号

＊今こそ、企業の明日を拓く経営計画を

＊実践税務調査　現場確認調査
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発行期日 号　　数

＊ネット会議は「顔出し」で

＊生前贈与

＊e-Tax

＊実践税務調査　業務委託費と交際費

＊ほっこりあったかい職場をめざしましょう

4. 2. 1 第524号

＊令和三年分所得税、消費税及び贈与税の申告書作成会場

　　(公財）全国法人会総連合の季刊紙“ほうじん”を４回配布。

＊令和5年10月1日からはじまる消費税インボイス制度

　 ②季刊“ほうじん”の配布

＊リーダーは内発的動機を引き出せ

＊福沢翁「心訓」　～生き抜く指針に～

4,500部

＊自由さの裏には責任もあるのだよ

　　 総部数　14,000部

＊何をなすべきかを手中に

＊外国人留学生アルバイトを雇用するときの注意点

＊コロナ禍における金銭債権の法人税法上の取扱い

＊今こそ、上杉鷹山に学ぶべし

 　<税の広報活動>

4,500部

＊トピックス

＊国税専門官採用試験のお知らせ

＊自社株式の所得税法上の時価

4. 3. 1 第525号

＊快眠のための食生活　～コロナ禍による睡眠障害を克服する～

＊「そうですねー」はそうじゃない

＊インボイス制度オンライン説明会について

＊確定申告会場への来場を検討されている方へ

部　　数

＊トピックス

＊税務署へ提出する申告書や届出書などにはマイナンバーの記載が必要です！

4,500部

＊八方よしの経営

＊いよいよスタート！インボイス制度・準備編

4,500部

4,500部

＊従業員とともにコロナ禍を乗り切るための経営者の思考術

＊トピックス

＊グループ通算制度の見直しについて

＊令和4年度税制改正提言事項

＊その質問、チャットボットに相談してみませんか？

＊自分で何とかできないときもある

＊職場やグループ・町内会でマイナンバーカードの出張申請を受付します！

＊緊急寄稿　コロナ感染、重症化からの生還

＊提案営業が上手くいく「話し方」

＊～実践税務調査～　交際費　代表取締役の個人的消費か否か

＊昔はもっと寒かった

　 ①月刊“法人こおりやま”の発行

＊税を考える週間

4,500部

3.11. 1 第521号

3.10. 1

第522号

＊配偶者居住権

主　要　記　事

第520号

4. 1. 1 第523号

＊新年のご挨拶

3.12. 1

＊トピックス

＊変化の時代！そこで「進む発想」！

＊強い会社を作るための「経営計画」の作り方

＊人材育成は計画的に

＊働くことの意味を再認識しよう　「縁の下の精神」の美徳

＊正月を迎えるための煤払い

＊トピックス

＊法人会令和４年度税制改正へ提言！
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 絵はがきコンクール表彰式

3. 6.22  三春小学校 49名 芝暢子幹事外5名

矢部祥子幹事外5名

　   ～26

「消費税のインボイス制度

3. 5.17  八文字屋 18名

5名 小林裕子部会長外2名

 租税教室 3. 4.28  熱海小学校 6名 過足美智子副部会長外2名

 租税教室 3. 5.18  宮城小学校 5名 佐藤百合部会員外2名

 大成小学校 122名 矢吹周一郎幹事外4名

 安積第三小学校 67名

 安積第一小学校

石津幸司幹事外2名

中止

4. 1.21  安積第二小学校 63名

　 <税務研修会>

件　　名 開催日 場　　所 出席者 講　　　師

「消費税のインボイス制度

 について」

「消費税のインボイス制度

 について」

「白河大会」

 租税教室 3.12. 2  片平小学校 16名 村上和洋幹事外2名

3.10.22 中止

 全国青年の集い
 佐賀市文化会館 不参加 優木　まおみ　氏

「佐賀大会」

3.11.25

 芳賀小学校

 租税教室

 租税教室

 租税教室

 租税教室

桑原義昌副部会長外2名

郡山税務署法人課税部門担当官

3. 5.28  ウェディングプラザ丸美 21名 郡山税務署法人課税部門担当官

 県法連　青連協会員研修会

3. 6. 2  小野町商工会

 租税教室 3. 4.27  瀬川小学校

　（２）支部

　（４）女性部会

　 <納税意識の高揚事業>

藤田弘美副部会長外2名 明健小学校

4名 ホテルハマツ

3.12. 1

 小学生の税に関する標語

 表彰状伝達式

113名

54名

 租税教室 3. 5.24  常葉小学校 37名

 租税教室 3. 6. 2  御代田小学校 8名 阿部尋子直前部会長外3名

 租税教室

大谷宏明幹事外3名

3.10.12
あった701作品から10点を選出

 審査会

3名

 ホテルハマツ
税に関する絵はがきに応募の

 租税教室

 租税教室

44名

 租税教室 4. 1.27

開催日

3. 6.15  桜小学校 73名 小林裕子部会長外2名

 租税教室

髙橋由美子部会長外2名

97名

 小学生の税に関する標語の

　 <納税意識の高揚事業>

96名

髙橋由美子部会長外2名

池田義人幹事外2名

 小原田小学校

場　　所

 芦沢小学校

 租税教室

16名

75名

税に関する標語に応募の

あった573作品から10点選出

　（３）青年部会

件　　名 開催日

中止 租税教室 3. 4.26  桃見台小学校

齊藤邦昭直前部会長外3名

出席者

3. 5.13

 小学生の税に関する
女性部会員担当

 小学生の税に関する

 絵はがきコンクール審査会

3.11.10

講　師　他出席者

6名

3. 5.28

3. 5.20

3. 5.25

3. 5.26

3.11.15

 朝日が丘小学校

 富田小学校

 租税教室

講　師　他

今井将也部会員外3名

榎本信一副部会長外3名3. 5.19

 赤木小学校

場　　所件　　名

3名 郡山法人会館3.10.14

 租税教室 3. 5.31  守山小学校 63名 橋本裕副部会長外2名

 租税教室 3. 6.29

 について」

 租税教室 3.12. 3

 租税教室 3. 4.30  白岩小学校 12名 内藤耕力幹事外2名

 租税教室 3. 5.11  行健小学校 100名 菅野貴副部会長外3名

 行健第二小学校 82名 有我庸平幹事外3名

 全国女性フォーラム
3.11.16  朱鷺メッセ 不参加

前文化庁長官

「新潟大会」 宮田　亮平　氏
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

665 624 442 587 809 484 700 706 604 609 746 709 7,685

6 8 4 10 8 0 6 8 8 5 7 3 73

93 78 61 95 86 110 104 105 101 87 97 83 1,100

マッチング成立数 タ イ ト ル

5組 落語ｄｅ恋活

4. 2.15  うろこや分店 中止 小野町長講演会

 三春町政について

 小野支部新春研修会

 田村支部新春研修会 4. 2.25  開宝　花の湯 中止 田村市長講演会

　　（１）本会

件　　名 開催日 場　　所 出席者

 婚活事業 4. 3.27
 郡山ビューホテル
 アネックス

男　性 8名
女　性 5名

　　（２）支　部

　　　①研修会

件　　名 開催日 場　　所 出席者 講　師　他

 税を考える週間記念講演会
3.11. 7  中止 三春支部主管

（田村地区合同）

3.12.14  八文字屋
会　員19名
非会員 0名

三春町長
　　　　　　　　　坂本　浩之　氏

 4. 1.20 
 郡山ビューホテル
 アネックス

中止

 通常総会　記念講演会

 新春講演会

㈱ブレーン
　　　　　　　　　岩見　　誠　氏

 経営塾②
3.11.28

 ㈲鈴木農園
 ㈱まどか菜園

会　員13名
非会員 0名

㈲鈴木農園
　　　　　　　　　鈴木　清美　氏 フードキャンプ

3.11.18
 オンライン
 郡山法人会館

会　員21名
非会員 3名

きむらあきらこ税理士事務所
　　　　　　　　　木村　聡子　氏

 中小事業者のためのイン

4. 1.17

会　員14名
非会員 0名

　　　②講演会

件　　名 開催日 場　　所 出席者 講　　　師

3. 6.10
 郡山ビューホテル
 アネックス

中止

 郡山ビューホテル
 アネックス

 郡山法人会館
会　員22名
非会員 0名

㈲マスエージェント
　　　　　　　　　林　　忠史　氏

 ボイス制度と電子帳簿保

 存法改正セミナー

3.12. 7
 オンライン
 郡山法人会館

会　員12名
非会員 0名

伯母敏子税理士事務所
　　　　　　　　　伯母　敏子　氏

ア ク セ ス 数

一般ログイン数

会員ログイン数

 会社で使えるテレワーク

3.11.10  オンライン

　　　③インターネットセミナー（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

３．地域社会への貢献を目的とする事業（公益事業３）

*ア ク セ ス 数・・コンテンツの見られた数

*一般ログイン数・・利用した一般数

*会員ログイン数・・利用した会員数

２．地域企業の健全な発展に資する事業（公益事業２）

　　（１）本　会

　　　①研修会

件　　名 開催日 講　師　他

3. 7. 7
中小企業診断士・税理士
　　　　　　　　　加藤　英夫　氏

場　　所 出席者

 経営塾①

 あなたの企業力Ｕｐ
会　員16名
非会員 0名

 エクセル活用講座

 年末調整実務セミナー

 インボイス制度
 ３つの対応ポイント
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　　②健康診断

（２）支　部

　　①報告会・役員会

　　③寄贈事業

3.10.10

3.10.10

内　　容

小野町へ献血運動たまご寄贈

場　　所

 小野町役場

3. 7.11
 視察研修会

　 ～12
 山形方面 中止 先進地の視察研修会

件　　名 開催日

中止

　　②会員交流事業

会　　議　　名

3.10.15

3. 4.16

 田村支部報告会

 三春支部役員会

 三春支部報告会

3. 5.28

3. 4.21

3. 5.17

3. 8.18

3.11.17

 八文字屋

 自然観察ステーション

 親睦ゴルフコンペ 会員交流のためのゴルフコンペ

内　　　容

中止

 三春支部役員会

　　　　　ＰＥＴ健診ゴールドコース　　４５件　

　　　　　ＰＥＴ健診シルバーコース　　　５件　　

　　　　　　　　　　　　　　合　計　  ５０件

3. 6. 2

 ウェディングプラザ丸美

 自然観察ステーション

開催日

内　　　容

青年部会員各事業所でラジオチャリティ

出席者場　　所

　　（２）青年部会

　　（３）女性部会

件　　名 開催日

 骨髄バンク推進協議会

出席者

 郡山支部へ募金寄託 31,271円寄託
4. 3. 8  郡山法人会館

場　　所 内　　容

ラジオ福島へ61,297円寄託

ーミュージックソン募金活動を行った。 募金活動 3.12.24  ラジオ福島 郡山支社 3名

2名

Ⅱ　共益事業

（１）本　会

　　①会員・役員交流事業

件　　名

ホテル、百貨店等　6個募金箱設置

出席者

開催日

場　　所

場　　所

 小野町商工会

開催日

3.12.14

会　　議　　名

 三春支部忘年会

出　席　者　等

16名

場　　所

 八文字屋

8名

13名

22名

11名

18名

9名

 田村支部役員会 3. 4.20  船引町商工会

 田村支部役員会 3.12. 6  船引町商工会 8名

 小野支部役員会 3.12.21  うろこや分店 8名

中止

 自然観察ステーション 三春支部役員会 8名

 小野支部視察研修会

 小野町献血運動たまご寄贈

中止

 小野支部新年会 4. 2.15

 小野支部役員会

 小野支部報告会

出　席　者　等

書面決議

 三春支部視察研修会

 開宝　花の湯

 うろこや分店 中止

 田村支部新年会 4. 2.25

開催日

4. 1.28

件　　名
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　　　　①会員関係　　　部会員数　　　５８名　（入会数　３名、退会数　５名）

　　　　②役員関係　　

　 髙橋由美子〈㈲ジェスカンパニー〉

　 齊藤　邦昭〈富久㈱〉

　 榎本　信一〈㈲マルホン包装〉　　

　 桑原　義昌〈㈱桑原コンクリート工業〉

　 今泉　進一〈㈲今泉建築〉　　　　

　 菅野　貴　〈㈱環境緑建〉

　 橋本　裕　〈㈱白川商店〉

　 渡邊万里子〈links agency㈱〉

◎幹　　事 　 大和田一博〈㈱大和田工務店〉 草野　遵　〈㈱くさの〉

　 池田　義人〈㈲イケダ〉　　　　　　 村上　和洋〈サンケン食品㈱〉

 　根上　信宏〈大同生命保険㈱〉 石津　幸司〈㈲レセプター〉

　 渡邉　輝長〈㈱エクストエンジニア〉 青木　誠　〈㈱青木工機〉

　 大谷　宏明〈㈱サンエナジー〉 渡辺　昌樹〈郡山ビューホテル㈱〉

　 増子　和紀〈㈱マシコリサイクルセンター〉 有我　庸平〈㈱正雲堂〉

   矢吹周一郎〈㈲矢吹燃料〉 吉田　典史〈㈱泉建設〉

　 橋本　有市〈㈱マツカワヤ〉 箭内　貴之〈㈱大平電業社〉

◎顧　　問 　 幕田　宙晃〈㈱共立建築設計事務所〉

　 山口松之進〈郡山観光交通㈱〉

③Ｊタイプ推進について

開催日

3. 5.27
 郡山ビューホテル
 アネックス

　　１．組織関係

③令和2年度事業経過報告並びに収支決算

④令和3年度事業計画(案)並びに収支予算

⑧令和3年度青連協役員推薦について

　お願い

①各委員会報告及び上程議案について

  (案)の件

②各委員会上程議案について

⑥報告会について

⑦委員会編制について

⑨法人会版「健康経営宣言書」ご提出の

　について

　　２．会議関係

 第２回　役員会

　　　　　◎部 会 長

　　　　　◎直前部会長

　(案)について

⑤役員任期満了につき改選について

　　　　　◎副部会長

 第１回　正副会長会議 3. 5.10  郡山法人会館

②会員拡大について

 第１回　役員会

①設立30周年記念式典報告について

　　　　②役　員　会

件　　名 内　　容

　の件

①委員会編制について

（３）青年部会

出席者等

33名

場　　所

16名

14名

出席者

3. 4.21  郡山法人会館

3. 6.29  郡山法人会館

10名

開催日

　　　　①報　告　会

件　　名

 報告会

内　　容

①令和2年度事業経過報告並びに収支決算

②令和3年度事業計画(案)並びに収支予算

③役員任期満了につき改選の件

場　　所
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 第３回　三役会 3.12.16
 郡山ビューホテル
 アネックス

10名
①委員会編制について

②全体例会「卒業慰労会」について

③プレゼン慰労会について

②事業計画について

 第１回　研修委員会 3. 6.22  郡山法人会館 13名
①担当事業確認について

②事業計画について

①新春研修会について

 第３回　会員交流委員会 3.10.27  Ｗｅｂ会議 11名
①全体例会「忘年会」について

②募金活動について

内　　容

 第２回　社会貢献委員会

4. 3.10
 郡山ビューホテル
 アネックス

19名

 第４回　三役会 4. 1.21  Ｗｅｂ会議 10名

①今後の事業について

②会員拡大現況報告について

　　３．全体例会

3. 7. 3

⑥租税教室について

⑦視察研修会について

 郡山法人会館 10名

 第２回　会員交流委員会

10名

①令和2年度事業報告について

3. 6.16

 第３回　役員会

3.10.26

　表彰式について

②視察研修会について

③募金活動について

④忘年会について

①忘年会について

②募金活動について

③視察研修会について 第２回　三役会 3.11. 9  Ｗｅｂ会議

⑤婚活事業について

⑤委員会編制について

①令和4年度事業計画(案)並びに収支予算

③役員任期満了につき改選について

 郡山ゴルフ倶楽部

 第１回　社会貢献委員会 3. 4.12

9名 第１回　三役会

件　　名 開催日

④報告会について

 報告会研修会 3. 5.27
 郡山ビューホテル

中止

内　　容

①担当事業確認について

④新春研修会について

 アネックス

件　　名

②後期事業について

③健康経営宣言書推進状況について

　(案)について

25名
 郡山ビューホテル

 卒業慰労会 3. 7. 3 会員交流のための慰労会

中止

3.10. 4  Ｗｅｂ会議

 Ｗｅｂ会議 16名

①小学生の税に関する標語審査会及び

⑤次年度役員改選について

①各委員会報告について

③次年度役員人事について

②規約一部改正について

 Ｗｅｂ会議 7名

出席者等

　　　　③委　員　会

3.11. 9

開催日

場　　所

 郡山法人会館

 第２回　研修委員会

10名

3. 4.15  郡山法人会館 8名

 第３回　社会貢献委員会

件　　名 開催日 場　　所 出席者

 第４回　役員会

14名

場　　所

出席者

②会員拡大について

 第１回　会員交流委員会

3. 6.14  郡山法人会館 13名
②事業計画について

①担当事業確認について

①令和2年度事業報告について

②令和3年度事業について

3. 7.13

会員親睦ゴルフコンペ

 アネックス

 ゴルフコンペ

内　　容
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　　　　◇県法連青年部会連絡協議会　　 　３年　７月１６日　　　郡山ビューホテルアネックス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 齊藤邦昭直前部会長外2名

　　　　◇県法連青年部会連絡協議会　　 　３年　８月３０日　　　中止

　　　　◇県法連青年部会連絡協議会　　 　４年　３月１０日　　　郡山ビューホテルアネックス
　　　　　正副会長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 髙橋由美子部会長

　　　　◇理事・総務委員　　齊藤　邦昭

　　　　◇理事・広報委員　　髙橋　由美子

　　　　①会員関係　　　部会員数　　　５２名　（入会数　０名、退会数　３名）

 　小林　裕子〈㈱福豆屋〉

　 阿部　尋子〈㈲雲龍堂〉

　 藤田　弘美〈㈱太陽興産〉

　 岡部　純子〈㈲ドロップス〉

　 大和田玲子〈㈱大和田工務店〉

   吉田セツ子〈㈱泉建設〉

◎幹　　事 　 小林エミ子〈㈱朝日ハウジング〉　　　　　鈴木トシ子〈東部自動車工業㈱〉　　

 　片桐　栄子〈㈱栄楽館ホテル華の湯〉 長井　惠子〈㈱長井商事〉

　 大槻　礼子〈大槻礼子税理士事務所〉 円谷　和恵〈㈲西山生花店〉

　 大野　栄子〈㈲京香〉　　　 佐藤美紀子〈㈱ぱるる〉　

　 芝　　暢子〈(一社)郡山美容協会〉　　　　渡辺　安子〈㈱丸　佳〉　　　　　

　 矢部　祥子〈㈱財経戦略研究所〉　　　　　　吉田　陽子〈㈱ヨシダコーポレーション〉

　 髙橋由貴子〈㈲ジェスカンパニー〉　　 髙橋　邦子〈三春昭進堂〉　

　 　　　　　　 越川　朱美〈㈲セレネ〉

場　　所開催日

　　　　　◎部 会 長

　　　　　◎副部会長

　　　　　◎直前部会長

 募金活動 3.12.24  ラジオ福島 郡山支社 3名
チャリティーミュージックソン募金活動

③役員任期満了につき改選の件

 忘年会

 視察研修会

　　　専務取締役　遠藤　栄一　氏

演題：「お金の学校　～資産運用におい

3.10.12

22名

を実施

講師：㈲エンドーフィナンシャル

出席者等

 山形方面

　　　　①報　告　会

　　５．本会役員

（４）女性部会

　　１．組織関係

　　４．外部行事等

3.12.11 中止

　　　　②役員関係　　　

内　　容

　(案)の件

件　　名

 報告会
 郡山ビューホテル
 アネックス

3. 5.26

　　２．会議関係

②令和3年度事業計画(案)並びに収支予算

　の件

　　　ての基本的なルール」～
 新春研修会 4. 3.10

 郡山ビューホテル
 アネックス

31名

①令和2年度事業経過報告並びに収支決算

中止

件　　名 開催日 場　　所 出席者等 内　　容
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　　　　◇県法連女性部会連絡協議会　　　　３年　７月１５日　　　郡山ビューホテルアネックス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  小林裕子部会長外4名出席

　　　　◇県法連女性部会連絡協議会　　　　４年　２月　９日　　　ウェデングエルティ

　　　　　正副会長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林裕子部会長外1名出席

　　　　◇理事・女性部会担当副会長　　阿部　尋子　　　　　◇理事・研修委員　　小林　裕子

　　　　◇理事・研修委員　　藤田　弘美　　　　　　 　 ◇理事・広報委員　　渡辺　安子

　　　　◇理事・組織委員　　岡部　純子　　　　　　　　 ◇理事・組織委員　　矢部　祥子

　　　　◇理事・組織委員　　吉田　陽子　　　　　 ◇理事・総務委員　　芝　　暢子

会　員　数

加　入　率

稼働法人数

17名

場　　所

①税に関する絵はがき審査について

14名 ホテルハマツ

8名 ホテルハマツ

3. 8. 3

3.10.12

④報告会日程について

幼稚園児にお作法指導
5名

3.11. 9

3.10.20

 第１回　正副部会長・
 正副委員長会議

 第２回　役員会

②今後の事業について

 けんたくんのワンワン

 お作法教室

　　３．全体例会

件　　名 内　　容

②令和3年度事業計画(案)並びに収支予算

講師　阿部尋子直前部会長 外4名

幼稚園児にお作法指導
5名

 (学)吉野学園

　わかば幼稚園

出席者等

　１．組　織

 骨髄バンク募金活動 4. 3. 8

 郡山ビューホテル
 アネックス

開催日

3. 4.22

　　　　②役　員　会

②今後の行事について

①会員卓話による研修会及び新年会開催に

　ついて14名
 郡山ビューホテル
 アネックス

場　　所

3.12. 7 第３回　役員会

開催日

　(案)について

内　　容

①令和2年度事業経過報告並びに収支決算

②今後の事業について

出席者等

　について

　みらい幼稚園
3.11.26

 お作法教室

講師　阿部尋子直前部会長 外4名

幼稚園児にお作法指導
5名

 (学)三春学園

　　４．広報誌

件　　名 発行日

3. 8. 1

 けんたくんのワンワン

　第8号あゆみ春秋発行

 お作法教室

　三春幼保園

内　　容

令和2年度事業報告他

部　数

 けんたくんのワンワン

骨髄バンク推進協議会郡山支部へ募金

１５０部

 会員卓話による研修会
4. 2. 8 中止

講師　阿部尋子直前部会長 外4名

 及び新年会

　　５．外部行事等

R3年4月1日 R3年6月30日

2,973社

32.3%

9,199社

　　６．本会役員

3,012社

31.7%

9,496社

R3年12月31日

2,971社

32.2%

9,199社

△32社

0.6%

△297社

期　首　比

Ⅲ　法人管理

③役員任期満了につき改選について

①委員長・副委員長選任について

件　　名

 第１回　役員会

 (学)郡山私幼協学園

32.3%

9,199社

R4年3月31日

2,980社

　　（１）会員数

 郡山法人会館 2名
寄託

 郡山ビューホテル
 アネックス
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　　　　　◎退会会員　　８３社（休業４社、倒産１社、解散３社、合併３社、その他事由７２社）

　　　　　①本部役員　◎理　　事　　　６６名

　　　　　　　　　　　　会　　長　　　　１名　　　副 会 長　１０名　　　理　事　５５名

　　　　　　　　　　　◎監　　事　　　　３名

　　　　　　　　　　　　支 部 長　　　　３名　　　副支部長　　９名　　　幹　事　２８名

　　　役員名簿（令和4年3月31日現在)

　　　　赤塚　英夫〈㈱クリエイト〉

　　　　阿部　尋子〈㈲雲龍堂〉 　　　　小川　則雄〈㈱郡山自動車学校〉

　　　　鈴木　幸雄〈㈱鈴弥洋行〉 　　　　熊田　耕治〈㈱熊田マネジメントサービス〉

　　　　廣川　寛　〈㈱廣川鉄工所〉 　　　　岡部　弘幸〈㈱岡　部〉

　　　　堀江　正喜〈㈱堀江ビジネスサポート〉 　　　　佐藤　広幸〈㈲佐藤電気商会〉

　　　　伊藤　芳光〈みどり商事㈱〉 　　　　宗像　啓吾〈㈱ムナカタ総業〉

　　　　大橋　健二〈㈱アセスメント大橋〉 　　　　佐藤　克敏〈㈱エスビー商会〉

　　　　蔭山　寿一〈㈱蔭山工務店〉 　　　　金田　岩光〈金田建設㈱〉

　　　　小池　正幸〈コーユー㈱〉 　　　　椎根　義人〈㈱三貴商事〉

　　　　椎根　和芳〈㈱椎根建設〉 　　　　水品　幸意〈㈱常電舎〉

　　　　新　　　肇〈㈲創　苑〉 　　　　藤田　弘美〈㈱太陽興産〉

　　　　佐藤日出一〈㈱東　日〉 　　　　伊関　良一〈㈱ニノテック〉

　　　　生田目　光〈㈱バンダイ通信〉 　　　　髙田　正人〈㈱日　向〉

　　　　小林　裕子〈㈱福豆屋〉 　　　　渡辺　安子〈㈱丸　佳〉

　　　　小林　勝則〈㈲萬寿園〉 　　　　降矢　正美〈㈱み・らいとコンサルティング〉

　　　　渡辺　孝雄〈㈱ワタザイ〉 　　　　前田　泰彦〈ＡＬＳＯＫ福島㈱〉

　　　　加藤　英夫〈㈲かとう会計事務所〉 　　　　幕田　宙晃〈㈱共立建築設計事務所〉

　　　　小野塚昇一〈㈱オノツカ〉 　　　　根本　克則〈千代田産業㈲〉

　　　　佐藤　利男〈㈱フクイシ〉 　　　　箭内　和夫〈㈱大平電業社〉

　　　　渡辺　　隆〈要田自動車㈱〉 　　　　石井　敏也〈㈱石覚組〉

　　　　山口松之進〈郡山観光交通㈱〉 　　　　長尾　正美〈郡山信用金庫〉

　　　　伊藤　重幸〈㈱三　光〉 　　　　高田　哲也〈㈱中央会計センター〉

　　　　岡部　純子〈㈲ドロップス〉 　　　　増子　眞也〈㈱増子会計センター〉

　　　　高橋　公夫〈㈲高橋建材工業〉 　　　　吉田　代吉〈㈲ヨシダエンジニアリング〉

　　　　矢部　祥子〈㈱財経戦略研究所〉 　　　　荒井　一昭〈福島県商工信用組合〉

　　　　吉田　陽子〈㈱ヨシダコーポレーション〉 　　　　平石　秀樹〈エクセルツリー㈱〉

　　　　香西　良浩〈㈱コーワエクシード〉 　　　　髙橋由美子〈㈲ジェスカンパニー〉

　　　　大沼　栄一〈㈱プリベント大沼〉 　　　　遠藤友紀晴〈㈱ローズ・ビルサービス〉

　　　　渡邉　兵吾〈㈱エクストエンジニア〉 　　　　村田　信一〈㈲中屋商店〉

　　　　大和田勝典〈㈱大和田工務店〉 　　　　別府　宏哲〈岩通東北㈱〉

　　　　芝　　暢子〈(一社)郡山美容協会〉 　　　　齊藤　邦昭〈富　久㈱〉

　　　　橋本　源司〈㈱橋本産業〉 　　　　吉田　和美〈㈱みらい会計〉

　　　　藤原　賢一〈ランドマークホールディングス㈱〉 　　　　遠藤徳喜代〈㈲エンドーフィナンシャル〉

　　　　内藤　耕力〈㈱菊川屋〉

　　　　　②支部役員　　４０名

《会　　　長》

《副　会　長》

《理　　　事》

　　（２）会員移動状況

　　　　　◎入会会員　　５１社

　　（３）役員数
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　　　　山口　哲行〈福島県南酒販㈱〉 　　　　宗像　住孝〈㈲トレジャー〉

　　　　蒲生　博基〈㈲泉川会計センター〉

　　　①(一社)福島県法人会連合会

　　廣川　　寛

　　小林　裕子

　　小川　則雄

　　堀江　正喜

　内山　陽壹

主　　任 　佐藤　香理

職　　員 　野田　雄也

総務委員会

　　（４）委　員　会

《監　　　事》

委員会名 委員長

岡部　弘幸

副委員長

髙田　正人

組織委員

　　　　　監　事

　　　　　理　事　総務委員

 第９回　通常総会

組織委員会

　　（５）上部団体役員

委員数

　７名

１２名

　７名

　７名

　　　　　副会長　組織委員長

　　　　　理　事　税制委員

件　　名

税制委員会

広報委員会

鈴木　幸雄

水品　幸意

研修委員会

厚生委員会

議　　　題

[報告事項]

(1)令和2年度事業報告の件

(2)令和3年度事業計画報告の件

(3)令和3年度収支予算報告の件

　２．会議関係

　　（１）総　会

3. 6.10
 郡山ビューホテル
 アネックス

場　　所

厚生委員

(2)理事及び監事の任期満了に伴う選任の件

[決議事項]

(1)令和2年度決算承認の件

研修委員

広報委員　岡部　弘幸

　　（６）事　務　局

 （役員選任案承認の件）

　赤塚　英夫

　鈴木　幸雄

事務局長

開催日

　熊田　耕治

小池　正幸
降矢　正美

小川　則雄

　８名

　７名

加藤　英夫

廣川　　寛

熊田　耕治

堀江　正喜

小林　裕子

長尾　正美
佐藤　利男

出席者

1,699名
(内委任状
1,641名)
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中止

(2)理事及び監事の任期満了に伴う選任の件

(1)福利厚生制度進捗状況報告について

 第４回 理事会 4. 3.25
 郡山ビューホテル
 アネックス

35名

(1)職務執行状況報告について

(2)令和4年度収支予算(案)承認の件

(3)会員入会・退会の承認について

 郡山法人会館

出席者

6名

(2)青年部会・女性部会現況報告について

(3)福利厚生制度推進状況について

[決議事項]

(1)委員会構成(案)承認について

(2)顧問委嘱について

書面決議

議　　　題

(1)令和2年度事業概況について

(2)令和2年度収支決算について

(3)会計諸帳簿監査

(2)通常総会後の臨時理事会について

 第１回
 監　事　会

件　　名

3. 5.21

議　　　題

(4)通常総会招集について

[決議事項]

(1)令和2年度収支決算承認について

 第２回
 監　事　会

場　　所

 郡山ビューホテル
 アネックス

書面決議

[決議事項]

4. 2. 7

議　　　題出席者

10名

36名

開催日

(1)中間事業、中間決算報告

(3)優良経理担当者、会員拡大功労者、経営者

　　（４）その他の役員会

件　　名

 第１回
 正副会長会議

　　（３）監　事　会

 第３回 理事会

[決議事項]

　 大型保障制度受託会社職員功労者及び役員

　 功労者表彰承認について

出席者等

[その他]

3. 5.21

場　　所

(3)会計諸帳簿監査

開催日

 郡山ビューホテル
 アネックス

　　（２）理　事　会

場　　所

[報告事項]

(1)令和2年度事業報告について

[報告事項]

(1)理事会上程議案について

6名

 第１回 理事会

件　　名

(2)令和3年度中間決算について3.12. 1

開催日

 第３回
 正副会長会議

3. 9.24
 郡山ビューホテル
 アネックス

9名

 第４回
 正副会長会議

4. 1.20 中止

 新任正副会長会議
(1)副会長の職務について

(2)今後の運営について

(1)担当委員会選任について

(2)今後の予定について

(3)作文審査

3. 5.11

(1)諸規程一部変更承認

 第２回 理事会 3. 10.26

[報告事項]

(1)令和4年度事業計画(案)承認の件

(1)令和3年度中間事業概況について

 郡山法人会館

3.11.17  郡山法人会館 5名

 第２回
 正副会長会議

3. 7.16
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 第５回
 正副会長会議

4. 3.25
 郡山ビューホテル
 アネックス

9名 (1)理事会上程議案について

援護化学㈱

㈱東日

瀧田　幸子

佐藤　日出一

赤塚　英夫

長尾　正美

大同生命保険㈱郡山支社

㈱クリエイト

郡山信用金庫

大同生命保険㈱郡山支社

岡部　弘幸

大同生命保険㈱郡山支社 安住　照美
 経営者大型保障制度受託
 会社職員功労者表彰

㈱増子会計センター

㈱丸佳

 (一社)福島県法人会連合
 会役員・委員功労者表彰

3. 6.22
㈱ボナンザ

税理士法人　クリエイト

伊野　勝彦

柳内　一彦

3. 6.10

　３．表彰関係

 優良経理担当者表彰

 会員拡大功労者表彰

小川　翔子

学校法人　尚志学園

岩通東北㈱

4. 3.29  郡山法人会館 6名

(1)通常総会記念講演会講師選定について

(2)令和4年度研修事業計画(案)について

 第１回
 総務委員会

 第１回
 組織委員会

議　　　題

3. 5.19  郡山法人会館 6名

6名

出席者等開催日

3.11.11

 経営塾運営委員会

場　　所

 郡山法人会館

13名

 研修委員会

(1)令和3年度経営塾例会について

 第１回
 税制委員会

3. 5.10  郡山法人会館

7名

(2)令和3年度会員拡大施策について

 第３回
 総務委員会

4. 3.22  郡山法人会館 8名

場　　所件　　名

 第２回
 研修委員会

 第１回
3. 4.14  郡山法人会館

(2)令和2年度決算について

(3)役員任期満了につき改選について

(4)各表彰規程資格審査について

(1)令和4年度事業計画(案)並びに収支予算(案)

(2)会員入会・退会について

　 について

(1)令和2年度事業経過報告について

(5)通常総会招集について

(1)研修事業について

(2)視察研修会について

3.11.25  郡山法人会館

 第２回
 総務委員会

4. 1.13
(1)理事会上程議案について

(2)各表彰規程推薦者選定について
 郡山法人会館

出席者等

7名 (1)令和4年度税制改正要望事項について

　　（５）委　員　会
件　　名

 第１回

郡山運送㈱ 小林　寿恵

(3)視察研修会について

場　　所

(1)令和2年度会員拡大結果報告について
10名

 単位会役員功労者表彰

増子　眞也

渡辺　安子

渡辺　美喜子

開催日

3. 6.10

㈱岡部3. 6.22

氏　　名事 業 所 名

村澤　タツ

柳沼　裕子

 (公財)全国法人会総連合

千代田産業㈲ 根本　克則

 東北六県法人会連合会
 永年在任役員表彰

3. 6.22

3. 6.10

(1)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

　 関する法律第59条第2項において読み替えて

　 の規定に基づく立入検査

　 準用する同法第27条第1項及び第59条第1項

 第１回
 婚活事業実行委員会

4. 1.21  Ｗｅｂ会議 10名
(1)タイムスケジュール（案）について
(2)役割分担について

　　（６）そ　の　他

件　　名 開催日 場　　所 出席者 議　　　題

件　　名 開催日 議　　　題

3.11. 8  郡山法人会館 5名 福島県立入検査
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伊野会長

 Ｗｅｂ会議

伊野会長外4名

伊野会長外4名

伊野会長

出　席　者

柳内副会長

石井　敏也

　　①全法連・東北六県・福島県法人会連合会関係

3. 5.20

3. 6.22

3. 6. 3

〈金賞〉

 県連　通常総会

3. 6.22

 郡山ビューホテルアネックス

件　　　名

3.11.17  Ｗｅｂ会議 赤塚会長

 県連　理事会及び賀詞交歓会 4. 2. 1  郡山ビューホテルアネックス 中止

3. 6.22

　４．外部会議派遣

 県連　監事会

 東北六県連　理事会

 全法連　組織委員会

 (一社)福島県法人会連合
 会福利厚生制度推進表彰

場　　所

 コラッセ福島

件　　　名

加藤　英夫

過足　美智子

琴田　尚登

4. 3.28  郡山ビューホテルアネックス 赤塚会長外3名

 東北六県連　事務局職員研修会

伊野会長外2名

　　②その他の団体関係

 仙台国際ホテル3. 6.25

3. 9. 8

 県連　正副会長会議 3. 5.27

赤塚会長

 郡山ビューホテルアネックス

 郡山ビューホテルアネックス

3. 6. 4

 県連　理事会

㈲かとう会計事務所

 県連　事務局研修会 3.10. 6  コラッセ福島 内山事務局長外1名

 東北六県連　運営協議会

4. 2.21

㈱石覚組 石井　敏也

 (一社)福島県法人会連合
 会単位会役員功労者表彰

㈱丸青過足青果

㈲琴田衣料店

㈱石覚組

開催日

 全法連　組織委員会

 全法連　事務局研修会 4. 3. 4  Ｗｅｂ会議 野田職員

 県連　理事会

出　席　者

 郡山税務関係団体協議会

郡山税務署長表彰:廣川寛副会長

開催日

 納税表彰式 3.11.16  郡山法人会館

財務大臣表彰:伊野勝彦顧問

　　　 〃　　　:佐藤利男理事

 郡山商工会議所新春賀詞交歓会 4. 1. 4  ホテルハマツ 赤塚会長

 郡山税務関係団体協議会 4. 2. 2  郡山法人会館 中止

 県連　理事会 3.11.10  クーラクーリアンテサンパレス 赤塚会長外2名

 郡山商工会議所　都市情報委員会・

 情報文化部会合同会議

 郡山税務関係団体協議会 3.10.19  郡山法人会館 赤塚会長外2名

3. 7.21  郡山商工会議所 赤塚会長

場　　所

 郡山法人会館

3.12. 3  Ｗｅｂ会議 内山事務局長外2名

 Ｗｅｂ会議 赤塚会長

 県連　ＰＣＡ会計事務局研修会 4. 3.25  コラッセ福島 佐藤主任

件　　名 開催日 場　　所 事 業 所 名 氏　　名
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◆本　会

・通常総会記念講演会・新春講演会及び研修事業について検討した。

開催日 開催日
3. 7. 7 

3.11.10

経営塾② 3.11.28

○研修委員会（R3.11.11/R4.3.29）

帳簿保存法改正講座

3.11.18

実務セミナー・経営塾

件　　名
インボイス制度

セミナー

件　　名

年末調整実務

セミナー

3.12. 7

中小事業者のための

インボイス制度と電子

経営塾①

エクセル活用講座

4. 1.17

令和３年度　活動写真報告

　税制改正要望事項提出(R3.5.12）

○広報紙「法人こおりやま」発行○税制委員会（R3.5.10）

・広報委員会において広報紙「法人こおり
やま」の企画及び発行に関して検討。広報
紙は年１２回発行し、国税、地方税に関す
る情報、改正税法のほか、法人会の活動を
掲載。また、全国法人会総連合の季刊誌
「ほうじん」を年４回配布した。

○決算申告説明会・新設法人税務研修会

・税制改正事項、決算処理手続きに関する留意事項等の説明会を開催。

自主点検チェックシートを配布し税務コンプライアンス向上における内部統制面や、経理面に

関する自主点検を推奨した。

また、新たに設立された法人を対象に税務上必要な申請・届出等の手続きの研修会を開催した。

・会員より回答いただいた、税制改正に関
するアンケートをもとに、税制委員会にお
いて意見を取りまとめ、県連、全法連を通
じ関係機関等に対し要望活動を行った。
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○通常総会（R3.6.10）

・主に理事会上程議案について検討した。

○総務委員会

(R3.5.19/R4.1.13/R4.3.22)

○経営塾(R3.7.7/R3.11.28)

・経営者のための経営セミナー。企業経営
者としての基礎知識や実践経営力を身に付
けるための勉強会を実施した。

○インターネットセミナー

○各種セミナー

・税務、経営等をテーマに専門講師を迎
え、時代に敏感な眼を養えると共に自身
の資質向上、企業の発展につなげる。

・税務、会計、経営等をテーマに、地域企
業の健全な発展を目的に、インターネット
上で講義を公開した。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の対
策をとり、規模を縮小して開催した。
令和２年度事業報告、令和３年度事業計画
及び収支予算報告。また、令和２年度決算
承認及び理事および監事の任期満了に伴う
選任について上程され、異議なく承認され
た。

・未婚化・晩婚化による少子化対策、地域
社会発展のため、独身男女の出会いの場を
提供するイベント開催。これまでに１７回
開催し、８３組のカップルが成立した。

○婚活事業
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◆支部関係

○組織委員会(R2.8.26) ○理事会(R3.5.21/R4.3.25)

 （R4.1.28）

・社会貢献活動の一環で、小野町で実施
している献血運動にご協力いただいた方
へ、お礼として配布するためのたまごを、
小野町へ寄贈した。

○小野町献血運動へたまご寄贈

・職務執行状況報告や青年部会・女性部
会現況報告等のほか、決議事項の審議を
した。

○各支部報告会・税務研修会

・令和２年度事業経過、収支決算及び、
令和３年度事業計画、収支予算を報告。
また、支部役員任期満了につき改選に
ついて上程され、異議なく承認された。

○三春町長講演会（R3.12.14）

・三春町政について、坂本浩之町長にご
講演いただいた。

・会員増強、組織強化活動の企画・実施に
ついて検討した。
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◆青年部会

・令和２年度事業経過、収支予算及び令和
３年度事業計画、収支予算について報告し
た。

○募金活動（R3.12.24)

・青年部会員各事業所でラジオチャリ
ティーミュージックソン募金活動を行
った。ラジオ福島へ６１，２９７円寄
託。

・小学生の税に関する標語に応募のあった５７３作品から１０点を選出した。
また、表彰は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から表彰式を中止し、最優秀賞受賞の郡山
市立小原田小学校で表彰状伝達式を行った。

○租税教室（R3.4～R4.1)

○税に関する標語の審査会（R3.10.14）　　　　　○表彰状伝達式（R3.11.15）

・青年部会員が講師となり、税についての大切さを感じてもらうことを目的に実施。
１５校で開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で１４校の児童、９７６名を
対象に開催した。また、税の使い道を考える「こども議会」を取り入れ、よりよい学校生活が
送れるように税金をどのように使ってほしいかを考えてもらった。

○報告会（R3.5.27)
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◆女性部会

(R3.10.20/R3.11.9/R3.11.26)

・女性部会員が講師となり、税についての
大切さを感じてもらうことを目的に実施。
８校の児童、２２７名を対象に開催した。

○報告会（R3.5.26)

・令和２年度事業経過、収支予算及び令和
３年度事業計画、収支予算について報告し
た。

○けんたくんのワンワンお作法教室

・女性部会員が講師となり、幼稚園年長児
を対象に、お作法をはじめ、靴の脱ぎ方、
並べ方、あいさつのしかた等を指導した。

○小学生の税に関する絵はがき

　コンクール審査会（R3.10.12)

○表彰式（R3.11.10）

・小学生の税に関する絵はがきに応募のあった７０１作品より１０点を選出し、表彰した。

・ホテル、百貨店等６個の募金箱を設置。
３１，２７１円寄託した。

○骨髄バンク推進協議会郡山支部へ

　 募金寄託（R4.3.8)

○租税教室（R3.4～12)
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