
【事業関係】

１．税知識の普及を目的とする事業
　◆法人税等決算説明会資料発送

　◆新設法人説明会資料発送

事　項 会　場 参加者 講師・内容等

税務セミナー
　～令和２年度の税制改正
　　及び年末調整に関する
　　説明会～

11/17 (火) コラッセふくしま
　「多目的ホール」

AM：改正25名
    年調40名
（非会員3名）
PM：改正28名
　　年調47名
（非会員3名）

○改正税法
　福島税務署法人課税事務担当
　審理専門官　四倉真名美　氏
○年末調整
　福島税務署源泉所得税事務担当
　上席調査官　齋藤敏昭　氏

青年部会担当
　租税教室 6/5 (金) 福島市立

福島第一小学校
6年生20名 税制：國嶋雅史

6/8 (月) 川俣町立
富田小学校

6年生14名 社会貢献：阿部真一

6/23 (火) 福島市立
森合小学校

6年生122名
〈4コマ〉

広報研修：大和田真生、佐藤勝也
交流親睦・渡辺智之

6/23 (火) 福島市立
南向台小学校

6年生18名 税制：國嶋雅史

6/25 (木) 桑折町立
睦合小学校

6年生14名 広報研修：佐藤光太郎

6/25 (木) 福島市立
大鳥中学校

3年生49名 顧問：紺野　学
広報研修：佐藤光太郎

7/2 (木) 福島市立
福島第二中学校

3年生75名 広報研修：佐藤光太郎

7/6 (月) 福島市立
立子山小学校

5・6年生5名 顧問：紺野　学
広報研修：佐藤光太郎

7/7 (火) 福島市立
蓬莱小学校

6年生44名 税制：國嶋雅史

9/4 (金) 伊達市立
梁川小学校

6年生90名 広報研修：佐藤光太郎

9/30 (水) 福島市立
福島第一中学校

3年生196名 部会長：大久保晴美
広報研修：佐藤光太郎

10/9 (金) 福島市立
平野中学校

3年生77名
〈3コマ〉

直前部会長：伊藤淳一

10/12 (月) 桑折町立
醸芳小学校

6年生49名
〈2コマ〉

税制：國嶋雅史

11/4 (水) 伊達市立
伊達中学校

3年生85名 直前部会長：伊藤淳一
広報研修：佐藤光太郎

11/10 (火) 伊達市立
保原小学校

6年生116名
〈2×2コマ〉

直前部会長：伊藤淳一
税制：國嶋雅史

11/12 (木) 伊達市立
霊山中学校

3年生44名 顧問：紺野　学
広報研修：佐藤光太郎

11/30 (月) 福島市立
清水小学校

6年生80名
〈3コマ〉

税制：國嶋雅史

12/1 (火) 伊達市立
伊達東小学校

6年生8名 税制：國嶋雅史

12/1 (火) 伊達市立
小国小学校

6年生3名 顧問：紺野　学
広報研修：佐藤光太郎

12/2 (水) 福島市立
野田小学校

6年生135名
〈2×2コマ〉

直前部会長：伊藤淳一
顧問：藤井拓哉、税制：丹治将弘

12/3 (木) 福島市立
平田小学校

6年生11名 交流親睦：佐藤和之

12/10 (木) 福島市立
瀬上小学校

6年生74名
〈3コマ〉

税制：小野寺尭大

12/15 (火) 福島市立
杉妻小学校

6年生120名
〈2×2コマ〉

交流親睦：佐藤和之

令和２年度事業経過報告

　43社分・62部を20回に分けて発送

　3～8月決算の対象新設法人　64社分発送

　9～2月決算の対象新設法人　87社分発送

日　付
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12/18 (金) 伊達市立
松陽中学校

3年生52名 広報研修：佐藤光太郎

1/13 (水) 福島市立
吉井田小学校

6年生71名
〈3コマ〉

税制：小野寺尭大

1/13 (水) 福島市立
下川崎小学校

6年生18名 税制：國嶋雅史

1/13 (水) 福島市立
庭塚小学校

6年生13名 交流親睦：渡辺智之

1/13 (水) 伊達市立
石田小学校

5・6年生7名 顧問：紺野　学
広報研修：佐藤光太郎

1/14 (木) 福島市立
北沢又小学校

6年生75名
〈3コマ〉

広報研修：佐藤勝也
交流親睦：渡辺智之

1/15 (金) 福島市立
渡利小学校

6年生60名
〈2コマ〉

税制：実沢芳史
社会貢献：瀬戸史弥

1/15 (金) 福島市立
金谷川小学校

6年生16名 税制：國嶋雅史

1/19 (火) 福島市立
鎌田小学校

6年生97名
〈3コマ〉

税制：岸　秀樹

1/19 (火) 福島市立
岡山小学校

6年生70名
〈3コマ〉

税制：小針理人

1/19 (火) 福島市立
御山小学校

6年生79名
〈3コマ〉

交流親睦：渡辺智之

1/20 (水) 福島市立
水保小学校

6年生19名 税制：実沢芳史
社会貢献：瀬戸史弥

1/20 (水) 伊達市立
月舘学園

6年生14名 交流親睦：斎藤良治

1/21 (木) 福島市立
福島第三小学校

6年生60名
〈2コマ〉

税制：小野寺尭大

1/21 (木) 福島市立
大久保小学校

6年生6名 交流親睦：渡辺智之

1/25 (月) 川俣町立
川俣南小学校

6年生24名 社会貢献：木村健一、阿部真一

1/25 (月) 福島市立
飯坂小学校

6年生49名 交流親睦：渡辺智之

1/26 (火) 福島市立
笹谷小学校

6年生67名
〈3コマ〉

ＯＢ：多田憲司
広報研修：佐藤光太郎

1/26 (火) 福島市立
湯野小学校

6年生24名 交流親睦：渡辺智之

1/26 (火) 川俣町立
川俣小学校

6年生29名 社会貢献：木村健一、阿部真一

1/28 (木) 伊達市立
上保原小学校

6年生47名 交流親睦：宮口　剛

1/29 (金) 福島市立
大森小学校

6年生104名
〈2×2コマ〉

交流親睦：渡辺智之
税制：國嶋雅史

女性部会担当
　移動租税教室 3/15 (月) 福島県庁

福島地方裁判所
福島市音楽堂
古関裕而記念館

福島市立
荒井小学校
6年生32名
担当教諭3名

女性部会4名
青年部会1名
　バス添乗引率・見学・租税教室

２．納税意識の高揚を目的とする事業
広報紙
「法人ニュースふくしま」

5/1 (金) 5月号発行
4000部

7/1 (水) 7月号発行
4000部

9/1 (火) 9月号発行
4000部

11/1 (日) 11月号発行
4000部

1/1 (金) 1月号発行
4000部

3/1 (月) 3月号発行
4000部
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税金クイズ
　国見支部税金クイズ 11/21 (土) 観月台文化センター クイズ参加者

　　　　150名
スタッフ　5名参加

広報打合せ① 4/10 (金) 法人会事務所会議室 髙橋委員長
外3名

福島法人会ラジオ放送について

広報打合せ② 7/14 (火) 法人会事務所会議室 髙橋委員長
外4名

福島法人会ラジオ放送について

第1回広報委員会 11/6 (金) 法人会事務所会議室 高橋委員長
外5名

・広報委員について
・ふくしま法人ニュースの反省につ
　いて
・ふくしま法人ニュースの編集方針
　(案)について
・年賀広告について
・ＦＭポコでの情報発信について

第13回
「税に関する絵はがき
　コンクール」審査会

2/8 (月) コラッセふくしま
402会議室

塩﨑女性部会長
外3名

福島税務署
千葉署長・町副署長・
四役法人課税第一部門統括官
応募数 9校 269枚
優秀作品10作品・優秀校2校選定

税に関するクリアファイル
の贈呈

3/5 (金) 桑折町役場 藤倉支部長 桑折町教育委員会に贈呈のうえ桑折
町内小中学生約800名へ配布

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
2022年度税制アンケート実施(アンケート内容省略)

　　税制委員・役員版アンケート　　　送信対象者　　　 81名　　　回答者　　   31名

　　一般会員版アンケート　　　　　　送信会員数　約1,461社　　　回答会員数　219社　

令和３年度税制改正提言

　木幡福島市長
　梅津福島市議会議長

11/27 (金) 福島市役所 齋藤会長
岸税制委員長

税制改正提言書提出

　須田伊達市長
　高橋伊達市議会議長

12/7 (月) 伊達市役所 齋藤会長
外3名

税制改正提言書提出

４．地域企業の健全な発展に資する事業
個別相談会
　経営に関する相談等 8/4 (火) コラッセふくしま 3社3名

8/6 (木) コラッセふくしま 2社3名
セミナー
　教養としての事業承継講座 9/24 (木) コラッセふくしま 2名 (一社)福島県中小企業診断協会

　　　　　　　　石 原 幸 一　氏

　リーダー、管理職とし
　ての“かかわり術”

10/28 (水) クーラクーリアンテ
サンパレス

23名 (一社)福島県中小企業診断協会
　　　　　　　　柳 沼 芳 裕　氏

　いまさら聞けない、会
　社のお金の話

12/9 (水) コラッセふくしま 12名 (一社)福島県中小企業診断協会
　　　　　　　　柳 沼 芳 裕　氏

　社員のモチベーション
　アップとアフターコロ
　ナを見据えた社員戦力
　化に向けて

1/28 (木) コラッセふくしま 2名 (一社)福島県中小企業診断協会
　　　　　　　　渡 部 　 誠　氏

　やさしい決算書の読み方 2/18 (木) コラッセふくしま 15名
2/19 (金) 9名

　働き方改革セミナー 3/25 (木) コラッセふくしま 3名 コージ労務経営事務所
社会保険労務士　渡 辺 康 志　氏

インターネットセミナー利用状況

セミナーＤＶＤレンタルサービス利用状況

講師：㈱Ｉ・Ｐ・Ｍコンサルティング
　　　　主任　小 針 理 人　氏

(一社)福島県中小企業診断協会
　　　　　　　　渡 部 　 誠　氏
　　　　　　　　湯 田 晋 介  氏

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

アクセス数 2,012 1,720 1,354 1,114 1,230 1,341 1,101 1,199 911 985 1,140 1,066 15,173

一般ﾛｸﾞｲﾝ数 9 8 7 5 8 11 15 16 5 3 4 7 98

会員ﾛｸﾞｲﾝ数 207 187 111 120 115 150 127 149 106 119 150 130 1,671

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

申込数 0 0 8 5 2 2 1 0 0 0 1 1 20
ﾚﾝﾀﾙ枚数 0 0 17 12 4 4 4 0 0 0 1 1 43
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５．地域社会への貢献を目的とする事業
婚活事業
　(De-Ai応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)
《カジュアルパーティ》

8/21 (金) パセナカミッセ
屋上スポーツ広場

福地婚活部会長
外5名

男性10名、女性8名参加
　　　　カップル3組成立

《スウィーツパーティ》 10/17 (土) ｸｰﾗｸｰﾘｱﾝﾃｻﾝﾊﾟﾚｽ
“ル・レポ”

福地婚活部会長
外6名

男性15名、女性15名参加
　　　　カップル4組成立

《ミドル婚》 11/20 (金) キイチゴ 福地婚活部会長
外7名

男性15名、女性14名参加
　　　　カップル5組成立

婚活事業打合せ 8/11 (火) パセナカミッセ
屋上スポーツ広場

福地婚活部会長
外2名

・8/21開催婚活事業について

10/9 (金) ｸｰﾗｸｰﾘｱﾝﾃｻﾝﾊﾟﾚｽ 福地部会長
外4名

・10/17開催婚活事業について

11/16 (月) キイチゴ 福地婚活部会長
外2名

・11/20開催婚活事業について

3/11 (木) パセナカミッセ
交流スペース

福地婚活部会長
外6名

・令和3年度婚活事業について

青年部会
　献血活動 福島献血ルーム 部会員等15名 部会員等による献血ルームでの献血

　献血活動 9/27 (日) ＭＡＸふくしま
北側駐車場

部会員19名 ＯＢ4名　女性部会6名
受付者94名
献血者86名

　献血活動 2/21 (日) 街なかツイン広場 部会員7名 ＯＢ3名　女性部会1名
受付者65名
献血者58名

　大笹生支援学校募金活動

女性部会
　図書カード寄贈 10/12 (月) 福島県立

聴覚支援学校
塩﨑部会長
　　　　 他2名

図書カード3万円分

　ルワンダへ小物等寄贈 1/22 (金) 法人会事務所 塩﨑部会長
　　 　　他3名

部会員の持ち寄った小物等
600点余り寄贈

　タオル寄贈 3/25 (木) 福島県立
聴覚支援学校

塩﨑部会長
　　　　 他2名

部会員の持ち寄ったタオル
535枚寄贈

６．会員の交流に資するための事業
青年部会
　令和元年度卒業式・
　納涼会

8/24 (月) ｸｰﾗｸｰﾘｱﾝﾃｻﾝﾊﾟﾚｽ 部会員40名
卒業部会員7名

卒業証書授与式・納涼会

　忘年会 12/1 (火) 飯坂温泉「青葉」 部会員25名

　分散会 3/22 (月) ｸｰﾗｸｰﾘｱﾝﾃｻﾝﾊﾟﾚｽ 部会員26名

女性部会
　例会
　～署長講演～

10/5 (月) ウェディングエルティ 部会員14名 千葉福島税務署長講話

　創立30周年を祝う会 11/19 (木) ウェディングエルティ 部会員23名
来賓5名

30周年表彰

　例会
　～会員スピーチ～

3/25 (木) コラッセふくしま
「交流サロン」

部会員19名 （株）菅野建設　菅野テル氏

７．会員の福利厚生等に関する事業
第1回組織・厚生合同会議 9/9 (水) ウェディングエルティ 紺野委員長

引地委員長
　　　　外48名

《組織委員会》
・令和2年6月末現在組織の現況につ
　いて
・今後の組織拡大について
《厚生委員会》
・各福利厚生制度の現況について
・今後の推進策について

通年
献血活動時と年間を通して部会員並びにＯＢ会員の企業・店舗に募金箱を
設置、今年度の総額108,064円

6/10(水)～
7/30(木)
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◎ＰＥＴがん健診

◎法人会福利厚生制度推進加入状況　＜令和3年3月末現在＞

(1) 大型保障制度推進状況 ≪大同生命保険・ＡＩＧ損害保険≫

　　　加入企業数 618社

(2) ビジネスガード ≪ＡＩＧ侵害保険≫

　　　加入企業数 215社　　加入件数 2,050社

(3) がん保険・医療保険制度 ≪アフラック生命保険≫

　　　がん保険加入企業数 423社　　　医療保険加入企業数 161社

【管理関係】

８．組織(令和3年3月末日現在)
(1)会員数　　　　　2,809社

(2)支部別会員数

(3)役員数

　　　　 ◎理事 64名　うち 会長1名・副会長12名　　◎監事　3名

　　　(4)委員会(4)委員会

(5)部会

＜青年部会＞　部会長：大久保　晴　美　　役員数：34名　　部会員数：114名

＜女性部会＞　部会長：塩　﨑　京　子　　役員数：21名　　部会員数：46名

(6)上部団体役員

　　イ．東北六県法人会連合会理事：齋藤　高紀（会長)

　　ロ．一社)福島県法人会連合会　　

　　　　　役員　　理事（副会長）：齋藤　高紀（会長）　　理事：石本　　朗（副会長）

　　　　　　　　　理事：高橋　道信（副会長）　　　　　　監事：鈴木　武雄（監事）

　　　　　委　員　総務委員　石本　　朗　　　　　　　　　広報委員　高橋　道信

　　　　　　　　　組織委員　紺野　正雄　　　　　　　　　厚生委員　引地　正樹

　　　　　　　　　税制委員　齋藤　高紀、岸　秀年　　　　研修委員　千葉　政行

(7)事務局

　　　　　事務局長：土屋　光史、主任：丹野　千佳子、職員：石川　真実

委員会名 委員長 副委員長 委員数

総務委員会 石　本　　　朗 三浦康伸、村山広一、桃井三夫 12名

組織委員会 紺　野　正　雄 最上　諭、樋口郁雄、菅野　晋、柴田和明 40名

税制委員会 岸　　　秀　年 宮崎泰明、菅野敦史 18名

広報委員会 高　橋　道　信 日下直哉、酒井良晃 11名

厚生委員会 引　地　正　樹 石河徳雄、丹野善一 19名

研修委員会 千　葉　政　行 蒲倉久夫、佐藤真也 15名

社会貢献活動委員会 齋　藤　義　博 福地雅人、多田恵造 36名

〃 シルバーコース 3社 6名

健 診 内 容 コース 受診企業数 受診人数

ＰＥＴがん検診 ゴールドコース 7社 10名

（社）

令和2年4月1日 令和3年3月31日

福 島 支 部 5,680 2,138 2,153 15

伊 達 市 支 部 539 241 245 4

桑 折 支 部 182 81 81 0

国 見 支 部 138 81 76 　　　　　△　5　

保 原 支 部 334 138 139 1

川 俣 支 部 241 106 106 0

管 外 6 9 3

合 計 7,114 2,791 2,809 18

増減（  △）
会　員　数

支部名 稼働法人数
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９．表彰・受賞関係

(1)表彰【令和2年6月25日】

≪功労者表彰≫功労者表彰規程第2条

　　【役　員】　(第2条：功労並びに在職6年以上)

　　　村山　広一（陽光社印刷㈱）、石川　徳雄（富久泉工業㈱）、手塚　健一（㈱ウェディングエルティ）

　　　日下　直哉（㈱クサカ印刷所）、齋藤　嘉紀（丸藤ガラス㈱）

≪会員増強表彰≫会員増強表彰規程第2条

　　　樋口　郁雄（福島信用金庫）、紺野　正雄（㈱Ａ水技研）、最上　　諭（㈱総合コンサルタンツ）

　　　須藤　英穂（㈱東邦銀行）

≪福利厚生制度推進表彰≫

　経営者大型総合保障制度推進

　　　【会員の部】 　　　　　　　　　　　金賞：鈴木　武雄（㈱ビジネスサポート）

　　　【受託会社（大同生命）職員の部】 　金賞：村島　　誠（大同生命福島営業所）

　　　　　　　　　　　　　　　           銅賞：阿部　洋子（　　　　〃　　　　）

　　　【受託会社（ＡＩＧ）職員の部】　

(2)受賞

　　　≪納税功労表彰≫

　　【仙台国税局長表彰】　令和2年11月

　　　　　　紺野正雄理事　　　丹野　善一副会長（福島紅葉漬㈱）

　　【福島税務署長表彰】　令和2年11月

　　　　　　紺野正雄理事　　　岸　秀年副会長（トーニチ㈱）、齋藤　嘉紀理事（丸藤ガラス㈱）

〔団体功労表彰〕

　≪公益財団法人全国法人会総連合会長表彰【令和2年6月29日】≫

　　【単位会役員表彰】全法連表彰規程第2条第4項第1号

　　　伊藤　信弘理事、三浦　康伸理事

　≪東北六県法人会連合会長表彰【令和2年6月29日】≫

　　【会員増強功労者表彰】東北六県連表彰規程第4条

　　　樋口　郁雄監事（福島信用金庫）、紺野　正雄副会長（㈱Ａ水技研）

　　【永年在任役員表彰】東北六県連表彰規程第3条1項

　　　三品　清重理事、大和田　知昭理事

　≪一般社団法人福島県法人会連合会長表彰【令和2年6月29日】≫

　　【会員増強功労】表彰規程第4条第1号

　　　樋口　郁雄監事（福島信用金庫）、紺野　正雄副会長（㈱Ａ水技研）

　　【単位会役員功労】表彰規程第3条

　　　村山　広一理事、石河　徳雄理事、手塚　健一理事、日下　直哉理事、齋藤　嘉紀理事

　　【福利厚生制度推進表彰】

　　　経営者大型総合保障制度推進

　　　【会員の部】　金賞：鈴木　武雄監事(㈱ビジネスサポート)

　　　【受託会社職員の部(大同生命)】　銀賞：村島　　誠　　銅賞：阿部　洋子
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10．諸会議

本　　会

第8回通常総会 6/25 (木) クーラークリアンテ
サンパレス

会員1405名
(内委任状出席
　　　1394社)

報告事項
1)令和元年度事業報告の件
2)令和2年度事業計画報告の件
3)令和2年度収支予算報告の件
決議事項
1)令和元年度決算報告承認の件

本会「理事会」等
　令和元年度監査会 5/13 (水) 法人会事務所会議室 監事2名 令和元年度収支決算等監査
  第1回正副会長会議 5/19 (火) ウェディングエルティ 齋藤会長

副会長10名
1)令和元年度決算について
2)令和2年度予算について
3)理事会・総会の運営について

　第1回理事会(書面決議) 6/10 (水) 理事64名
監事3名

1)令和元年度事業報告(案)について
2)令和元年度収支決算(案)について
3)令和2年度収支予算(案)について
4)第8回通常総会について

  第2回正副会長会議 7/30 (木) クーラークリアンテ
サンパレス

齋藤会長
副会長9名

　第2回理事会 8/27 (木) ザ・セレクトン福島 理事39名
監事2名

1)報告事項
　代表理事・業務執行理事の職務
　執行状況報告
2)今年度の事業について
3)その他

　第1回
　役員・委員合同会議

9/15 (火) クーラークリアンテ
サンパレス

来賓3名
役員・委員56名

1)今年度事業について
2)会員拡大・福利厚生制度推進につ
　いて
3)広報事業について

　第3回正副会長会議 12/22 (火) ザ・セレクトン福島 齋藤会長
副会長8名

1)事業・業務報告
2)今後の会議等について
3)その他

　第3回理事会 3/29 (月) ウェディングエルティ 理事39名
監事2名

1)令和3年度事業計画（案）・収支
　予算（案）承認の件
2)令和3年度全法連・東北六県連・
　福島県連表彰該当者について
3)第9回通常総会について
4)報告事項
　代表理事・業務執行理事の職務
　執行状況報告

本会「委員会」
　第1回組織委員会 10/13 (火) ウェディングエルティ 紺野委員長

　　　外11名
・今後の会員拡大について

支部「役員会」
　桑折支部第1回役員会 10/22 (木) 桑折町商工会館 藤倉支部長

　　　外 7名
1)税金クイズ実施について
2)会員増強について

　国見支部第1回役員会 10/29 (木) 国見町商工会館 佐藤支部長
　　　外 3名

1)税金クイズ実施について
2)会員増強について

　桑折支部第2回役員会 2/9 (火) 桑折町商工会館 藤倉支部長
　　　外 7名

・「税に関するクリアファイル」
　の内容について
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青年部会

緊急三役会 4/6 (月) 法人会事務所会議室 大久保部会長
外9名

1）コロナウィルス感染症について
2）次年度各委員会年間行事について
3）租税教室の対応について
4）研修交流会・卒業式について

元年度・2年度合同三役会 5/19 (火) ｸｰﾗｸｰﾘｱﾝﾃｻﾝﾊﾟﾚｽ 新旧三役13名 1)研修交流会提出事項の承認
①令和元年度提出事項の承認の件
②令和２年度事業計画(案)並びに収
　支予算(案)の件
③任期満了に伴う役員選任の件
2)令和元年度入隊会社について
3)令和元年度卒業生並びに令和2年度
　卒業生への対応について
4)租税教室について

第1回社会貢献委員会 6/5 (金) ｸｰﾗｸｰﾘｱﾝﾃｻﾝﾊﾟﾚｽ 大久保部会長
外14名

1)今年度の当委員会事業活動
2)租税教室担当校について

第3回三役会 6/22 (月) 交流サロン 大久保部会長
外10名

1)書面決議の状況報告について
2)今後の事業について

第1回税制委員会 7/15 (水) 会津郷土料理「楽」 大久保部会長
外13名

1)今年度事業について
2)租税教室担当校について

第1回広報研修委員会 7/17 (金) 笑　夢 大久保部会長
外14名

1)今後の事業活動について
2)租税教室担当校について

第4回三役会 7/20 (月) ハングル―スダイナ― 三役11名 事業について

税制・広報研修合同委員会 8/3 (月) ラヴィバレ一番丁 大久保部会長
外17名

納涼会・卒業式について

第1回交流親睦委員会 8/5 (水) 来　音 大久保部会長
外8名

1)今年度当委員会事業活動について
2)租税教室担当校について

福島税務署表敬訪問 8/6 (木) 福島税務署 大久保部会長
外4名
女性部会5名

表敬訪問

第2回社会貢献委員会 8/7 (金) 呑楽里 大久保部会長
外7名

1)献血活動について
2)租税教室担当校について

第2回役員会 8/24 (月) ｸｰﾗｸｰﾘｱﾝﾃｻﾝﾊﾟﾚｽ 大久保部会長
外22名

1)今後の事業活動について
2)租税教室について
3)小中学生の税に関する作品募集

第5回三役会 9/16 (水) ふりこ亭 大久保部会長
外11名

1)研修会について
2)租税教室担当校について

交流親睦打合せ会 9/24 (木) らぁめんたけや 藤井顧問
外4名

芋煮会について

第2回広報研修委員会 10/5 (月) 益　蔵 大久保部会長
外12名

1)研修旅行について

第6回三役会 10/23 (金) ふう凜 大久保部会長
外7名

1)開催事業の報告について
2)今後の事業活動について

第3回役員会 12/1 (火) 飯坂温泉「青葉」 大久保部会長
外18名

1)9月以降の事業報告について
2)今後の事業予定について

社会貢献打合せ 12/11 (金) 法人会事務所会議室 大久保部会長
外4名

献血活動について

交流親睦打合せ 12/14 (月) 法人会事務所会議室 大久保部会長
外3名

新年会について

次期正副部会長会 1/18 (月) 法人会事務所会議室 大久保部会長
外5名

1)次年度組織について
2)次年度事業計画(案)について
3)租税教室の対応について
4）研修交流会・卒業式について
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女性部会

第1回正副部会長会 4/7 (火) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
外3名

今年度の方向性について

第1回三役会 5/11 (月) ウェディングエルティ 塩﨑部会長
外5名

1)令和元年度事業経過報告並びに収
　支決算報告の件
2)令和2年度事業計画(案)並びに収支
　予算(案)承認の件

第2回正副部会長会 5/27 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
外3名

今後の事業について

第3回正副部会長会 6/3 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
外3名

今後の事業について

創立30周年実行委員会 6/10 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
外5名

1)創立30周年記念事業について
2)創立30周年記念誌について

記念誌編集委員会並びに
正副部会長会

6/24 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
外4名

1)30周年記念事業について
2)移動租税教室について
3)青年部会とのコラボ事業について
4)聴覚支援学校との交流

福島税務署表敬訪問 8/6 (木) 福島税務署 塩﨑部会長
外4名
青年部会5名

表敬訪問

創立30周年実行委員会 11/11 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
外5名

30周年記念事業について

第4回正副部会長会 12/15 (火) コラッセふくしま
「402」

塩﨑部会長
外5名

1)創立30周年記念事業の反省
2)今後の事業予定について

第1回役員会 12/15 (火) コラッセふくしま
「402」

塩﨑部会長
11名

1)創立30周年記念事業の反省
2)今後の事業予定について

移動租税教室打合せ 3/10 (水) 法人会事務所会議室 塩﨑部会長
外3名

交流会について

11．その他会議等

　　　1【一般社団法人福島県法人会連合会】

令和元年度監査会 5/25 (月) 法人会事務所会議室 鈴木監事
第1回理事会 6/9 (火) （決議省略） 齋藤会長・石本

副会長・高橋副
会長・鈴木監事

第7回通常総会 6/29 (月) （決議・報告省略）

ＡＩＧ損保
ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾞｰﾄﾞ推進会議

7/2 (木) （WEB会議） 土屋事務局長

ＡＩＧ損保
法人会取組に伴う勉強会

7/29 (水) （WEB会議） 土屋事務局長

第1回正副会長会議 8/3 (月) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長
事務局長会議 8/5 (水) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 土屋事務局長

第1回厚生合同委員会 7/22 (水) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 引地厚生委員長

第2回理事会 8/20 (木) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長

令和3年度税制提言活動 11/24 (火) 福島県庁（福島県知
事・県議会議長）

齋藤会長 県連税制委員長として

第3回理事会 2/24 (水) （決議省略） 齋藤会長・石本
副会長・高橋副
会長・鈴木監事

第1回総務委員会 3/11 (木) （書面決議） 石本総務委員長
第4回理事会 3/24 (水) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 齋藤会長・高橋

副会長
ＡＩＧ損保
法人会取組推進打合せ

3/30 (火) （WEB会議） 土屋事務局長

　※ほか、30周年記念誌編集会を9回開催
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　　　1－2　【福島県法人会連合会青年部会連絡協議会】

第1回正副会長会議 7/28 (火) コラッセふくしま
401会議室

大久保部会長

　　　1－3 【福島県法人会連合会女性部会連絡協議会】

第1回正副会長会議 8/5 (水) 郡山ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 塩﨑部会長

第2回正副会長会議 2/10 (水) ウェディングエルティ 塩﨑部会長

第13回
「税に関する絵はがき
　コンクール」審査会

2/10 (水) ウェディングエルティ 塩﨑部会長

　　　2【東北六県法人会連合会】

令和2年度運営協議会 11/19 (木) 仙台市
江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

齋藤会長

令和2年度事務職員研修会
（WEB研修）

11/27 (金) WEB研修 土屋事務局長
　　　　外2名

　　　3【全国法人会総連合】

令和3年度税制セミナー 2/16 (日) WEB会議 齋藤会長 県連税制委員長として

第3回税制委員会 2/17 (水) WEB会議 齋藤会長 県連税制委員長として

　　　4【その他・慶弔含む】

本　　会

伊藤信弘理事
ご尊父様告別式

6/3 (水) こころ斎苑黒岩 齋藤会長

紺野正雄理事
ご母堂様告別式

8/23 (日) けんみん葬祭
御山ホール

齋藤会長

澁谷心一郎職員
告別式

8/25 (火) さがみ福島ホール 齋藤会長 外

紺野晴郎税理士（当会元副
会長）告別式

11/29 (日) こころ斎苑黒岩 齋藤会長
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