
［公益事業関係］ 公１事業　　税の普及啓発と経営支援事業

１．相談業務 期間　　平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

２．研修・セミナー事業
（１）法人税決算申告説明会

（２）新設法人説明会

（３）年末調整説明会

（４）支部研修会
①北斗支部税務研修会　　 「消費税軽減税率制度について」

②福島支部税務研修会　　 「消費税軽減税率制度について」

③七飯支部支部税務研修会　　「消費税軽減税率制度について」

④鹿部支部税務研修会　　 「消費税軽減税率制度について」

90

出　席

19

（内非会員　13）

至　令和　２年３月３１日

5

（内非会員　0）上席国税調査官　川端　繁樹

491
（内非会員　0）

55

9

（内非会員　０）

講　師 対　象

統括国税調査官　松浦　宏志

開催日

吉の湯旅館

（内非会員　4）

8

対　象

160

出　席

88

（内非会員　16）

講　師

サン・リフレ函館（午前の部）

講　師

函館税務署法人課税第１部門

函館市役所市民税課担当者

函館税務署法人課税第２部門担当官

函館市役所市民税課担当者

（内非会員　3）

出　席

五稜郭町会館

751

5

函館税務署法人課税第一部門

函館市中央図書館研修室

上席国税調査官　川端　繁樹

（12月決算法人対象）

函館税務署法人課税第一部門

159

対　象

4

開催日 会　場 出　席対　象

上席国税調査官　川端　繁樹

会　場

令和元年11月19日

函館税務署法人課税担当

五稜郭町会館
上席国税調査官　川端　繁樹

会　場

函館税務署法人課税第２部門担当官

函館税務署法人課税第一部門

講　師

天然温泉七重浜の湯
審理専門官　北村　義実

講　師

函館市中央図書館会議室

サン・リフレ函館（午後の部）

開催日

令和元年8月22日

（1月・2月決算法人対象）

開催日

令和2年2月17日

会　場

平成31年4月23日

開催日

平成３１年度（令和元年度）事業報告
自　平成３１年４月　１日

会　場 講　師 対　象 出　席

対　象

出　席

平成31年4月17日
函館アリーナ多目的会議室Ａ 函館税務署法人課税第一部門

1,365
32

（3月決算法人対象） 上席国税調査官　高畑　克彦 （内非会員　 3）

（内非会員　4）

令和元年5月23日
五稜郭町会館 函館税務署法人課税第一部門

824
8

（4月・5月決算法人対象） 上席国税調査官　高畑　克彦 （内非会員　3）

（8月･9月決算法人対象） 上席国税調査官　川端　繁樹 （内非会員　1）

7月30日
函館市中央図書館研修室 函館税務署法人課税第一部門

854
6

（6月・7月決算法人対象） 上席国税調査官　川端　繁樹

4

（10月・11月決算法人対象） 上席国税調査官　川端　繁樹 （内非会員　3）

9月26日
函館市中央図書館研修室 函館税務署法人課税第一部門

886
7

10月17日
五稜郭町会館 函館税務署法人課税第一部門

338

令和2年1月21日

2月26日
函館税務署法人課税第一部門

出　席

函館税務署法人課税担当 18

令和元年5月14日

審理専門官　北村　義実 （内非会員　０）

開催日 会　場

（内非会員　０）

11

（内非会員　０）

開催日 会　場 対　象

令和元年5月13日 やん衆番屋 33
統括国税調査官　松浦　宏志

函館税務署法人課税第１部門

講　師

令和元年5月13日 函館大沼プリンスホテル 75

27

6,877

soumu
タイプライターテキスト
第１号議案（３）



⑤知内支部税務研修会　　 「消費税軽減税率制度について」

⑥松前支部税務研修会　　 「消費税軽減税率制度について」

⑦木古内支部税務研修会　　「消費税軽減税率制度について」

⑧ 西部四支部合同研修会 「知内町ニラ５０年の歩み」

⑨ 北斗支部講演会 「製麺屋が教える 函館塩ラーメンの秘密」

⑩ 木古内支部税務講習会 「令和２年度法人税制の改正内容について」

（５）セミナー
①「電話／接遇応対・話し方講座」

【内　容】

1 ． はじめに

・社会人としての心構え　　・おもてなし考・接客力とは

2 ． 信頼度アップのコミュニケーションスキル

・信頼関係を築く３つのスキル

・場面に応じたビジネストークと敬語法

・電話応対の基本・苦情処理・トラブル防止など

3 ． まとめ

② 「インボイス制度の概要と実務対応のポイント講座」

【内　容】

講　師

函館税務署

（内非会員 0）

出　席

出　席

137

出　席

42

対　象

講　師

日の出製麺（株） 15

（内非会員　3）

講　師

開催日

税理士法人トリプルウイン

会　場

35

対　象

木古内商工会

サン・リフレ函館

令和2年2月20日

令和元年6月13日 サン・リフレ函館

開催日

知内商工会館

会　場

知内町ニラ生産組合

開催日 会　場

令和元年6月7日

令和元年5月27日

736

（内非会員　0）

出　席

開催日

令和元年5月27日

対　象

対　象

17

会　場

審理専門官（法人）　石川　克二

代表取締役　宮川　照平

開催日 会　場

開催日

東前温泉しんわの湯
ホテル秋田屋

（内非会員　0）

講　師 出　席

（内非会員　5）

対　象

11

38
統括国税調査官　松浦　宏志

対　象

31
統括国税調査官　松浦　宏志

函館税務署法人課税第１部門

出　席

函館税務署法人課税第１部門

木古内商工会 34
統括国税調査官　松浦　宏志

開催日 会　場 対　象

（内非会員　1）
6,920

代表取締役　藤本　恭子

令和元年5月20日 知内商工会館

松前商工会

（内非会員　０）

函館税務署法人課税第１部門 18

25

21

令和元年12月4日

講　師

1. 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要
・ 軽減税率制度・適格請求書等保存方式の施行スケ
ジュール
・インボイス制度とは
・適格請求書発行事業者登録者制度
・適格請求書等の保存がなくても仕入れ税額控除が可能
なケース
・適格請求書の記載事項
・納付税額の計算方法

・免税事業者の留意点
2.改正による実務への影響
・中小企業への影響 ～主にシステム対応について～
・複数税率の導入に伴う業種別での影響
・軽減税率対策補助金

講　師 出　席

（内非会員　0）

出　席

44

会　場 講　師 対　象

顧問　星　叡
6,920

令和元年11月15日

会　場

講　師

組合長　大嶋　貢

（有）オフィス・Ｋ

開催日



③ 「働き方改革に対応した企業実務と実践講座」

【内　容】

④ 「雇用トラブル対策講座」

【内　容】

⑤ 「軽減税率制度　実施直前説明会」（午前・午後２回開催）

【内　容】

⑥ 社員の休業・休職・退職を巡るルールとトラブル防止実務対策講座

【内　容】

出　席

Ⅰ 軽減税率の対象品目等の最終チェック、事務処理、導入後の注意点

Ⅱ 「適格請求書等保存方式（インボイス方式）」について

開催日 会　場

開催日 会　場 講　師 対　象

令和元年7月11日 サン・リフレ函館 6,877
51

（内非会員　0）

特定社会保険労務士

小島　信一

Ⅰ【導入】
①働き方改革法案の全体像
②中小企業は何を、どう変えないといけないのか　他
Ⅱ【同一労働同一賃金】
①同一労働同一賃金とは何か
②法律とガイドラインを受けてどう変えるべきか　他

Ⅲ【年５日の有給休暇を与える義務】
①年次有給休暇の基本原則
②就業規則には、どう規程するのか、記載は義務なのか
他
Ⅳ【時間外労働の上限規制】
①７０年ぶりの大改正とはどういうことか
②結局何時間まで残業が可能になったのか
③３６協定の出口規制とは何か、罰則がつくのか　他

開催日 会　場 講　師 対　象 出　席

令和元年9月11日 サン・リフレ函館
社会保険労務士・精神保健福祉士

6,877
32

赤澤　将 （内非会員　2）

1. パワーハラスメント対策について
　(1) パワハラとは
　(2) なぜ職場のパワハラが問題なのか
　(3) ケースタディパワハラになる？ならない？
　(4) 裁判例で学ぶパワハラ事例
　(5) パワハラを予防するには
　(6) 職場でパワハラが起きてしまったら
　(7) いわゆるパワハラ防止法について

2. セクシャルハラスメント対策について
　(1) セクハラとは
　(2) セクハラになる？ならない？
　(3) 裁判例で学ぶセクハラ事例
　(4) 事業主の講ずべき措置について
　(5)職場でセクハラが発生した場合の対応策
3. その他のハラスメント対策について

開催日 会　場 講　師 対　象 出　席

令和元年9月17日 サン・リフレ函館
函館税務署

6,877
39

審理専門官（法人）　石川　克二 （内非会員　4）

令和元年9月17日 サン・リフレ函館
函館税務署

6,877
47

審理専門官（法人）　石川　克二 （内非会員　3）

講　師 対　象 出　席

令和元年10月8日 函館アリーナ多目的会議室Ａ
（株）人事サポートプラスワン代表取締役

6,877
43

経営士　松本　健吾 （内非会員　1）

＜休業編＞
１．必要な休業の種類とその概要
　①休暇・休業・休職の違いは
　②けがや病気で長期に
２．妊娠・出産・育児の実務対応
　①妊娠・出産・育児に関する制度
　②育児休業給付と延長の仕組み
＜休職編＞
１．休職の意味と上手な仕組み作り
　①休職の意味を理解しよう
　②休職制度の作り方のポイント

２．復職の判断とそのあとの制度
　①休職中の報告と復帰の判断
　②職場復帰支援とリハビリ勤務
＜退職編＞
１．契約期間満了の正しい取り扱い
　①なぜ労働契約期間を定めるか
　②契約期間の有無と不合理の禁止
２．解雇にまつわるルール
　①懲戒解雇と普通解雇の違い
　②勤務成績不良などで解雇した事例　ほか



⑦ 「プロ経理担当者 心構えと実務スキル養成講座」

【内　容】

⑧ 「ハラスメント対策とアンガーマネジメント」

【内　容】

⑨ 「気づき×行動　若手社員のための仕事力強化セミナー」

【内　容】

⑩ 「会社数字の見方・読み方・活かし方」

【内　容】

⑪ 「補助金・助成金」有効活用講座」

【内　容】

中小企業診断士　石川　アサ子
令和2年2月18日 サン・リフレ函館

令和2年2月12日

（内非会員　0）

１．ハラスメントの現状
２．ハラスメントの発生と企業のリスク
３．企業におけるハラスメントの具体的対策
４．アンガーマネジメント
　①怒りのマネジメントとは　②怒りの原因を取り除くテクニック
　③なぜ怒りを表明してしまうのか　④成果を生む怒り方

28

（内非会員　1）
6,878

対　象会　場

代表取締役　新木　啓弘

出　席

中村　博文

会　場

１．会計を知ることの重要性について
２．貸借対照表と損益計算書
３．資金繰りを安定させよう～資金繰り表、キャッシュフロー計算書について～
４．損益分岐点売上高から必要な売上額を把握しよう

開催日

6,878

講　師

33

対　象

15

（株）インフォクリエマネジメント

出　席

出　席講　師

函館アリーナ多目的会議室Ａ

（株）プロモーターズ・カンパニー代表取締役

　（１） 公募の時期とタイミング
　（２） 採択される申請書の作り方
  （３） 補助事業の実施と報告の注意点
３． 助成金を申請するには
　（１） 助成金申請の要件と流れ
　（２） 申請書の作成と申請のポイント
　（３） 助成金を活用して出来ること

１．補助金・助成金は何のためにあるか
　（１）補助金と助成金の違い
　（２）制度の目的とねらい
　（３）自社に合った補助金・助成金を探そう
　　　○事業展開を図ろう
　　　○人材開発を行おう
２．補助金を申請するには

開催日 講　師

6,877

開催日

（内非会員　0）

会　場

三井住友海上経営サポートセンター
令和元年11月25日 サン・リフレ函館

対　象

フリーエージェントインク（株）代表取締
役

出　席

令和2年1月20日 サン・リフレ函館 6,877

開催日 会　場 講　師 対　象 出　席

令和元年10月28日 函館アリーナ多目的会議室Ａ
（株）プロモーターズ・カンパニー代表取締役

6,877
50

中小企業診断士　石川　アサ子 （内非会員　0）

１．企業活動における経理業務とは
　①会計基準と決済のしくみ
　　～決算書とは企業活動報告書
　②お金を纏める、回す、管理する
　　～経理業の３つの役割
　③経理は会社の番頭さん～経理担当者の心得
２．経理の実務
　①会社のお金はこう動く！～簿記の仕組み
　②関係者は決算書のどこを見る？
　③信用取引と与信管理～売上債権と仕入債務

３．財務情報の管理
　①過去の実績と将来の計画
　　～財務会計と管理会計
　②そのお金は投資？コスト？
　　～費用の種類と予算管理
　③損益分岐点売上高はいくらか？
　　～変動損益計算書　ほか

・主体性ある行動が仕事力強化につながる
・気づく力で仕事が変わる
・あらゆる仕事を「自分ごと」としてとらえて行動する
・誰でもその場でできるようになる！気づく力を身につける体験ワーク
・仕事が楽しくなる習慣術　等

（内非会員　0）

講　師会　場開催日

61

対　象

三宅　哲之　氏



（６）青年部会研修事業
５月オープン例会　　 『 キタサン・まっさん 』 の 函館税務増進会！！

5月オープン例会関連開催委員会及び役員会

２月オープン例会　　 「『プログラミング的思考』で仕事に活かすコツを学ぼう！」

2月オープン例会関連開催委員会及び役員会

（７）女性部会研修事業
① オープン研修会 「お薬との正しいおつきあいの仕方」

9月オープン研修会関連開催委員会等

② 租税教室研修会

○セミナーオンデマンド （インターネット・セミナーの配信）

2月14日 第13回事業企画室 ㈱不二屋本店 8名参加

1月21日 第12回事業企画室 三井住友海上火災保険㈱ 9名参加

2月 4日 第11回役員会 花びしホテル 14名参加

三井住友海上火災保険㈱ 4名参加

令和2年  1月  8日 第10回役員会 花びしホテル 15名参加

部会員
市民

20
6

開催日 事業内容 会　場 摘　要

13名

会長　熊川　雅樹 市民 23名

出　席

部会員 3名

9月

対　象

函館税務署

税務広報広聴官　小舘　吉史 氏

函館税務署
部会員

対　象

部会員

事業内容 会　場 摘　要

17

4名
税務広報広聴官　小舘　吉史 氏

令和元年9月9日 函館市芸術ホール
（一社）函館薬剤師会

講　師

令和2年2月20日 フォーポイントバイシェラトン函館

開催日 会　場

令和元年12月19日 第11回事業企画室

出　席

フォーポイントバイシェラトン函館
部会員
市民

17
3

45

12月

審理専門官　北村　義実 氏

会　場

事業内容

令和元年5月29日

開催日 対　象

法人課税第１部門統括官　松浦　宏志
氏

8
104115
9

1,656
20518

124
1019

15,359

128

1,132

135

3月

150

1,315
2月

1,270
4月

21

1月

142137

アクセス数
5月 11月7月

126 105219

980
8

会員ログイン数 171

摘　要

6月

平成31年4月3日

開催日 会　場

18

石釜ピッツァと和食と酒 そる

合計10月
9921,7001,089

対　象 出　席

公立はこだて未来大学 教授 原田 泰
氏

20

11月28日 函館税務署

開催日

1,655

講　師

函館税務署

1,602

会　場

ﾌｫｰﾎﾟｲﾝﾄﾊﾞｲｼｪﾗﾄﾝ函館

令和元年5月10日

一般ログイン数 12
1,356960

4月8日 第1回 役員会

4月22日 三役会議

三役会議

1,308

5月17日 三役会議

5月13日

講　師

開催日

令和元年11月22日 函館税務署

16名参加

6月13日 三役会議 5名参加

三役会議 ㈱ナクレ 7名参加

㈱不二屋本店 7名参加

15名参加ﾌｫｰﾎﾟｲﾝﾄﾊﾞｲｼｪﾗﾄﾝ函館第2回 役員会

HAKOYA 6名参加

出　席

開催日 会　場 講　師

㈱ナクレ

8月

7名参加

令和元年7月16日 講師打合せ あおい薬局 堂守委員長、尾形副委員長



３．一般市民への税の啓発事業

〈タックスフェア２０１９〉
令和元年11月14日～11月19日

テーオーデパート６階小ホール

・来場者 市民　　641名

タックスフェア関連事業

４．小中学生の税の書道展
① 応募総数 ・小学校　 ・中学校　　　　660作品

② 展示場所 テーオーデパート６階 （令和元年11月14日～11月19日）

５．第１１回小学生の税の絵はがきコンクール
① 応募総数 ・小学校　 525作品

② 展示場所 五稜郭タワーアトリウム （令和元年９月２日～９月９日）

函館市地域交流まちづくりセンター （令和元年９月１０日～９月１７日）

函館市中央図書館展示コーナー （令和元年１０月１５日～１０月２２日）

函館市役所市民ホール （令和元年１１月８日～１１月１５日）

③ 絵はがきコンクール関連事業

9月10日 税に関する絵はがき作品展示 函館市地域交流まちづくりセンター 西里部会長はじめ５名出席

9月17日 税に関する絵はがき作品展示撤去 函館市地域交流まちづくりセンター 伊藤副部会長

8月21日 税に関する絵はがき作品展示準備 函館青色会館 西里部会長はじめ５名出席

8月22日 税に関する絵はがき作品展示準備 函館青色会館 ３名参加

7月19日 絵はがき回収

7月25日 絵はがき回収 斉藤理事

7月29日 絵はがき回収 北斗谷川小学校 斉藤理事

尾形理事

6月13日 絵はがき配布 大森浜小学校 横山理事

6月14日 絵はがき配布 小学校５校 八田副部会長、松永監事

6月11日 絵はがき配布 小学校３校 尾形理事

6月12日 絵はがき配布 小学校１０校 西里部会長、尾形・斉藤理事

6月10日 絵はがき配布

五稜郭タワーアトリウム

五稜郭タワーアトリウム

八田副部会長

西里部会長はじめ７名出席

税に関する絵はがきコンクール表彰式

税に関する絵はがき作品展示撤去

税に関する絵はがきコンクール参加賞配布

タックスフェア実行委員会反省会12月20日

11月18日

9月26日

1,795作品

タックスフェア特別講演会
講師　東京大学史料編纂室教授
　　　　 本郷　和人 氏
「上皇と天皇を知れば日本がわかる」

10月18日

事業内容

・期　間

タックスフェア税の書道展一次審査

商工会へタックスフェアチラシ配付

タックスフェア事務方打合せ

会　場開催日

令和元年9月19日

・会　場

間税会セミナー・きき酒会

10月24日 タックスフェア税の書道展最終審査

11月14日

11月11日

タックスフェア電車でＧＯ！11月15日

タックスフェア税の書道展表彰式

タックスフェアオープニングセレモニー

11月16日

辻局長、菊谷職員出席

摘　要

テーオーデパート６階

タックスフェア実行委員会 １１団体２５名出席

福西会長出席

菊谷職員出席

西里部会長、八田・伊藤副部会長

松前方面

ホテル函館ロイヤル

摘　要

五稜郭町会館

会　場

聴講１４４名
（市民129名、関係者15名）

駒場車庫

テーオーデパート６階

フォーポイントバイシェラトン函館

函館税務署２階会議室

５名参加

辻局長・菊谷職員出席

南北海道教育センター

西里部会長

西里部会長、伊藤副部会長

中央小学校

五稜郭タワーアトリウム

小学校２校

西里部会長はじめ１０名出席

西里部会長はじめ８名出席

高丘小学校

函館市中央図書館

函館市中央図書館
部会員７名
函館税務署長はじめ４名出
席

深堀小学校

事業内容

税に関する絵はがき作品展示

税に関する絵はがき最終審査

税理士会館

10月9日

税に関する絵はがきコンクール参加賞配布

辻局長、菊谷職員出席

福西会長出席

菊谷職員出席

函館税務署２階会議室

ホテル函館ロイヤル

福西会長・平沼副会長出席

小学校７校

函館市小学校教頭会

税に関する絵はがき第一次審査

9月9日

9月7日

開催日

令和元年6月7日

8月9日

8月20日

9月2日

9月20日

9月21日



６．小・中学生の租税教室等

（１）青年部会　租税教室事業

青年部会租税教室研修会及び役員会

（２）女性部会　租税教室事業

租税教室関連事業

７．税や企業経営に関する広報事業
（１）小冊子の配付

開催日 事業内容 会　場 摘　要

1月31日 租税教室 函館市立八幡小学校
参加児童　６２名
講師：橋本　松永

函館市立亀田小学校
参加児童　３７名
講師：伊藤　尾形、橋本

2月3日 租税教室 函館市立青柳小学校
参加児童　３８名
講師：尾形　橋本

11月22日
税に関する絵はがき
道法連女連協会長賞 授与式

深堀小学校
西里部会長
八田・伊藤副部会長

令和2年1月30日 租税教室

事業内容 会　場

参加児童　３３名
講師：伊藤　八田副部会長

参加児童　１６５名
講師：橋本　西里部会長

租税教室

北斗市立石別中学校

函館市中央図書館

12月13日

伊藤副部会長、國立、坊

開催日

函館法人会事務局

函館市立中部小学校

摘　要会　場

参加児童　５７名
講師：八田　西里部会長

参加児童　２７名
講師：森山

小学校４校

5

摘　要

租税教室 函館市立桔梗小学校
参加児童　１２０名
講師：森山、斉藤

会　場

５名出席函館税務署租税教室研修会

3
4

租税教室研修会11月28日 ３名出席

2

開催日

事業内容 会　場

函館市立あさひ小学校

令和元年11月22日

10

12月20日

12

開催日

事業内容開催日

令和元年12月3日 租税教室リハーサル

1

2月13日

2月5日

税に関する絵はがき作品展示

税に関する絵はがき作品展示撤去

税に関する絵はがき作品展示

税に関する絵はがき作品展示撤去

令和元年12月12日

2月4日

令和元年12月3日

租税教室

北斗市浜分小学校租税教室

北斗市大野小学校

租税教室
参加生徒　１３名
田村部会長
成田室長、川口副室長

参加児童　３名
講師：堂守、西里部会長

租税教室

摘　要

事業内容

北斗市立石別小学校

摘　要

八田副部会長、田村、森口

６名参加

５名参加

函館市役所11月8日

令和元年9月25日

10月15日

函館税務署

租税教室

8

税に関する絵はがきコンクール参加賞配布

函館市中央図書館

11月15日

令和元年度版会社の決算・申告の実務

令和元年度版会社の税金ガイドブック

3名参加

函館市役所

伊藤副部会長、尾形理事

11

9
消費税 軽減税率に対応した 区分経理とインボイスＱ＆Ａ

10月22日

6
7

令和元年度版会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ

「良い人」が会社に残る 中小企業のための人材定着 実践ノウハウ

令和元年分会社役員のための確定申告実務ポイント

８％・１０％・軽減８％ 消費税の申告実務ガイド

すぐに役立つビジネスマナー

新　刊

事業者のための ケース別Ｑ＆Ａ「消費税の軽減税率」○×判定

いま、管理職が直面する『労務管理のポイント20』

令和元年度税制改正のあらまし

令和元年度版源泉所得税実務のポイント



４
月
号 

○表紙「卯月(四月)」(エイレンソウ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(89) 

『港まちの新たな定番お弁当』 

○マンスリーレポート 

○若者の意識に応える新卒採用のツボ 

○函館税務署からのお知らせ 

○嫌な場面に直面に直面した時 

  －セルフトークの勧め  

○「仕事がラク」だと「仕事がおもしろい」は 

対立するか 

５
月
号 

○表紙｢皐月(五月)｣ (ヒナスミレ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(90) 

『修道院巡りの旅のお供はパリ!パリ!パリ!』 

○マンスリーレポート 

○NEW FACE  焼肉・ホルモン丸亀 

○働き方改革で変わる これからの賃金制度 

○東京五輪を前に国は感染症「風疹」の封じ 

込めに懸命 

６
月
号 

○表紙「水無月(六月)」(ミヤマナルコユリ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(91) 

『道内一の炭で焼く三代目の味』 

○マンスリーレポート 

○「平成 30 年度貸借対照表」 

○「平成 30 年度正味財産増減計算書」 

○文書管理業務と総務の対応 

７
月
号 

○表紙「文月(七月)」(アクシバ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(92) 

『北の南を巡るアートな旅』 

○マンスリーレポート 

○残業削減 業務効率化術 

○NEW FACE  （株）GENTEN 

○従業員に貸与した社宅の経済的利益 

○函館税務署からのお知らせ 

○賃金制度は、働き方改革の基本ツール 

○税に関する絵はがきコンクール 

作品募集のお知らせ 

８
月
号 

 

○表紙「葉月(八月)」(コバギボウシ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(93) 

『この夏は祭りから祭りへ“はしごフェス”』 

○マンスリーレポート 

○函館税務署異動速報 

○目指せ！ビジネスの金メダル 

○NEW FACE  （株）スタイルオンステージ  

○「お疲れさま」から考える 

○リーダーに求められる傾聴のスキル 

９
月
号 

○表紙「長月(九月)」(ツリガネニンジン) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(94) 

『蘇る幻の家具。新ブランド誕生？』 

○マンスリーレポート 

○老後２０００万円をどう準備する？！ 

○NEW FACE  合同会社アートスペース 

 

（２）法人ニュースはこだての発行 



９
月
号 

○健康を支える睡眠のリズム、会社の業績にも 

影響 

○重量物対策は、働き方改革の基本中の基本 

○法人としての神戸製鋼、虚偽表示で起訴 

10

月
号 

 

○表紙「神無月(十月)」(トチバニンジン) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(95) 

『夏の疲れを癒すベジごはん』 

○マンスリーレポート 

○NEW FACE （株）fudou’sun 

○働き方改革の２大うねりにどう対応する？！ 

○“がん対策”を経営の柱に 

○“憂鬱病”とも言われる「ブルーマンデー症候

群」とは 

○「タックスフェア 2019 特別講演会」 

のお知らせ 

○第 11 回税に関する絵はがきコンクール 

入賞作品発表 

11

月
号 

○表紙「霜月(十一月)」(ツチグリ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(96) 

『四千年前の“すまし顔”とご対面』 

○マンスリーレポート 

○法人会令和２年度税制改正提言 

○小さな世界企業には、働き方改革が 

つまっている 

○タックスフェア 2019 のご案内 

12

月
号 

○表紙「師走(十二月)」(ヨモギハシロケタマフシ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(97) 

『四季を出迎え、四季を見送る旅の駅』 

○マンスリーレポート 

○強い組織をつくろう 

○法人への遺贈 

○怒りの感情、鎮められるのは自分自身です 

○雑音に聞こえる人たちはかわいそう 

新
年
号 

○表紙「睦月(一月)」(オオカメノキ) 

○寄稿文「新年を迎えて」 

 函館市 市長 工藤 壽樹 氏 

○新年交礼会のご案内 

○干支インタビュー 

○新春名刺ご挨拶 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(98) 

『旅に花を添える老舗の“粋”』 

３
月
号 

○表紙「弥生(三月)」(ハマナス) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(99) 

『山の向こうの氷あそび』 

○マンスリーレポート 

○NEW FACE (株)桃源 

○働き方改革 70 歳までの雇用義務化に 

 どう対応するのか！？ 

○税務署からのお知らせ 

○セミナー開催のご案内 



８．税制及び税務に関する調査研究事業並びに提言に関する事業

○全道大会

○全国大会

（３）地元国会議員等への税制改正提言活動
① 国会議員

② 地方自治体

（４）税制委員会

フォーポイントバイシェラトン函館

９．青年の集い

１０．女性フォーラム等

１１．地域イベントへの参加で税の啓発

 ○女性部会　函館港まつり　ワッショイはこだてへの参加（港おどりの部）

開催委員会等

 ○青年部会　函館港まつり　ワッショイはこだてへの参加（いか踊りの部）

ワッショイはこだて参加団体責任者会議 サン・リフレ函館 橋本・堂守委員長出席

7月31日 ワッショイはこだて練習 函館市青年センター ２７名参加

１４名参加7月24日 ワッショイはこだて練習

開催日 事業内容 会　場 適　要

令和元年6月21日 第28回北海道法人会青年の集い北見大会

開催日 事業内容 会　場 適　要

令和元年9月5日 第５５回税制改正提言全道大会室蘭大会 室ガス文化センター 参加者718名、函館より25名出席

開催日 事業内容 会　場 適　要

令和元年10月3日 第３５回法人会全国大会三重大会 津市産業・スポーツセンター 参加者1724名、函館より11名出席

要望活動実施日 要望活動先 要望活動場所

令和元年11月22日 衆議院議員　逢坂　誠二 逢坂誠二事務所

要望活動実施日 要望活動先 要望活動場所

令和元年11月27日 函館市　市長　工藤　壽樹 函館市役所

開催日 内　　容 会　場 適　要

令和元年8月7日 第１１回税制委員会

令和2年3月13日送付 第１2回税制委員会（書面開催） -

参加者1600名、函館より8名参加

北見芸術文化ホール 参加者362名、函館より3名出席

11月8日 第33回法人会全国青年の集い大分大会 iichiko総合文化センター 参加者2600名、函館より2名出席

開催日 事業内容 会　場 適　要

平成31年4月25日 第14回全国女性フォーラム富山大会 富山産業展示館

事業内容

会　場 適　要

令和元年８月３日
函館港まつり

開催日 事業内容

サン・リフレ函館 橋本・堂守委員長出席令和元年6月10日 ワッショイはこだて事前説明会

7月12日

他120名

会　場 適　要

7月11日 ワッショイはこだて練習

計143名参加

部会員23名

特別養護老人ホーム松濤 １４名参加

函館市女性センター １１名参加

三井住友海上火災保険㈱

令和元年10月18日 第20回法人会女性部会全道大会札幌大会 札幌パークホテル 参加者474名、函館より13名出席

堀川～五稜郭コース 部会員10名、その他35名参加
ワッショイはこだて港おどり参加

会　場 適　要開催日

7月27日 ワッショイはこだて練習

事業内容

令和元年８月２日

函館港まつり

十字街～松風コースワッショイはこだていか踊り参加

「函館まちづくりＡＬＬ☆’Ｓ」

開催日



函館港まつり ワッショイはこだて関連開催委員会及び役員会

１２．税理士検索サイトの開設運営

１３．日本政策金融公庫への融資の取り次ぎ

１４．その他、企業経営の支援に関する事業
○ 道法連広報委員会

8月3日 山車製作 北洋塩業㈱ 9名参加

7月19日 事業企画室 ㈱翔大鋼業 8名参加

8月1日 山車製作

令和元年6月24日 事業企画室 函館ダイニング 雅家 9名参加

6月28日 三団体打合せ 函館青色会館３階 7名参加

開催日 事業内容 会　場 摘　要

内　　容 会　場 適　要

令和2年3月9日送付 道法連第２回広報委員会（書面開催） - -

開催日

7月16日 三団体打合せ 函館青色会館３階 6名参加

10月3日 三団体打合せ 函館青年会議所 2名参加

北洋塩業㈱ 15名参加



［公益事業関係］ 公２事業　　地域社会の活性化を目的とする事業

１．はこだてクリスマスファンタジー協力事業（青年部会）
天使達の絵画展
① 応募総数 市内幼稚園・保育園園児　436点

② 展示場所 函館市地域交流まちづくりセンター（令和元年11月29日～12月26日）

２．はこだて花と緑のフェスティバル

３．就労支援事業
（１）合同企業説明会

企 　業　　60社

参加者　　92名

（２）インターンシップ

４．老人施設慰問事業（女性部会）

５．国際交流支援事業（青年部会）

６．市民・町民対象講演会開催事業
・タックスフェア２０１９特別講演会

「上皇と天皇を知れば日本がわかる」

開催日

～10月18日

教授　本郷　和人

6名参加
天使達の絵画展 撤去作業

フォーポイントバイシェラトン函館 129名

会　場 備　考

11月29日

６名出席

田村部会長はじめ
　5名出席

令和元年10月21日

市民

第２回ロシア極東大学

留学生歓迎パーティー

ロシア極東大学
11月1日

出席者

開催日 事業内容

12月26日
はこだてクリスマスファンタジー2019

講　師 会　場

ロシア極東連邦綜合大学函館校

会　場

令和元年11月11日
東京大学史料編纂室

大門グリーンプラザ

松山副部会長
留学生支援実行委員会

会　場

２０１９合同企業説明会 打ち合わせ

一般市民26,319人参加

４名出席

事業内容開催日

受入企業　37社

摘　要

インターンシップ受入企業

開催日

10月23日 社会貢献活動

開催日 会　場

フォーポイントバイシェラトン函館

函館青色会館２階和室平成31年4月11日

令和元年6月6日 ２０１９合同企業説明会

はこだてクリスマスファンタジー2019
函館市地域交流まちづくりセンター

函館市地域交流まちづくりセンター

摘　要会　場

辻局長出席亀田支所２階会議室
はこだて花と緑のフェスティバル2019

７名参加
天使達の絵画展 貼付作業

開催日

平成31年4月24日

令和元年6月8日
～9日

事業内容

第１回実行委員会

はこだて花と緑のフェスティバル2019

令和元年6月14日

インターンシップ（職場体験学習）

社会貢献活動 介護老人保健施設けん湯の川

令和元年10月17日

7月23日 社会貢献活動 介護老人保健施設けん湯の川 ６名出席

開催日 事業内容 会　場

ホテル函館ロイヤル

摘　要対　象

摘　要事業内容

事業内容

摘　要

5名

介護老人保健施設けん湯の川

令和元年8月8日
はこだてクリスマスファンタジー2019

函館アリーナ 田村部会長出席
第1回実行委員会

11月13日
はこだてクリスマスファンタジー2019

サン・リフレ函館 田村部会長出席
第３回実行委員会



７．その他、地域社会の発展に資する事業

（１）その他、地域社会の発展に資する事業（親会）

（２）その他、地域社会の発展に資する事業（青年部会）

（２）その他、地域社会の発展に資する事業（女性部会）

12月23日 函館市財政再建推進会議 函館市役所会議室 伊藤副部会長出席

令和2年1月23日 函館地方裁判所委員会 函館地方裁判所会議室 尾形理事出席

令和元年7月25日 函館地方裁判所委員会 函館地方裁判所会議室 國立理事出席

11月12日 国税モニター座談会 函館税務署会議室 森山理事出席

「いちごプロジェクト2019夏」街頭啓発

9月24日 函館西高等学校

11月28日 第２回函館市男女共同参画審議会 函館市役所

２０１8函館マラソンエイドステーション
運営協力

内　　　容

田口副部会長

第２回函館市
観光振興財源検討委員会

場　　　所 出席者

第１回函館市
観光振興財源検討委員会

辻局長出席

辻局長出席

半田副委員長

五稜郭おもてなし隊 五稜郭公園

田口副部会長

田村部会長、松山副部会長
中濱監事

中山委員長
久保田委員、事務局菊谷

はこだて男女共同参画フォーラム２０１9 千葉副部会長

内　　　容

函館西高等学校ワールドカフェ形式
ワークショップ

出席者

7月7日 水産卸売市場付近

令和元年7月22日

開催日

辻局長出席

函館市役所

函館市役所

12月16日
第５回函館市
観光振興財源検討委員会

函館市役所

8月29日 函館市役所

第４回函館市
観光振興財源検討委員会

摘　要

シエスタ前

場　　　所

五稜郭公園

開催日 事業内容

開催日

７名出席

シエスタ前 ６名出席

12月5日 「いちごプロジェクト2019冬」街頭啓発

会　　場

8月9日

ホテル函館ロイヤル

辻局長出席

10月5日

松山副部会長

11月20日

平成31年4月20日 五稜郭おもてなし隊 五稜郭公園 田村部会長

令和元年5月25日 五稜郭おもてなし隊 五稜郭公園 事務局菊谷

4月29日 五稜郭おもてなし隊 五稜郭公園

6月1日 五稜郭おもてなし隊 五稜郭公園 成田室長

6月2日 五稜郭おもてなし隊 五稜郭公園

6月16日 五稜郭おもてなし隊 五稜郭公園 永井委員

6月22日 佐藤副委員長

10月20日 五稜郭おもてなし隊 五稜郭公園 松山副部会長

7月7日 五稜郭おもてなし隊 五稜郭公園 田﨑監事

9月15日 五稜郭おもてなし隊



開催日 事　業　内　容 会　　場 摘　　要

H31.4.5 会計監査 法 人 会 事 務 局

4.15 第３６回正副会長会議 フォーポイントバイシェラトン函館

4.17 アフラック函館支社法人会推進会議 ベ ル ク ラ シ ッ ク 函 館 辻局長出席

4.19 第３５回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館

4.23 北斗支部総会 天 然 温 泉 七 重 浜 の 湯 辻局長出席

Ｒ1.5.13 七飯支部総会 函 館 大 沼 プ リ ン ス ホ テ ル 山村常務出席

5.13 福島支部総会 や ん 衆 番 屋 辻局長出席

5.8 道法連第１回正副会長会議 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 堀川相談役出席

道法連第１回理事会・研修会 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 福西会長、堀川相談役

山村常務出席

5.14 鹿部支部総会 吉 の 湯 旅 館 辻局長出席

5.16 北海道税理士会定期総会懇親会 函 館 国 際 ホ テ ル 福西会長出席

5.20 知内支部総会 知 内 商 工 会 館 辻局長出席

5.22 第８回定時総会・懇親会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル

第３６回理事会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル

5.27 松前支部総会 松 前 商 工 会 館 辻局長出席

5.30 函館間税会通常総会懇談会 五 島 軒 本 店 福西会長出席

6.7 木古内支部総会 木 古 内 商 工 会 辻局長出席

6.17 函館市租税教育推進協議会定期総会 函 館 税 務 署 福西会長出席

6.18 道法連第２回正副会長会議 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 堀川相談役出席

道法連２０１９年度通常総会 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 福西会長、堀川相談役

河村・西里副会長、辻局長

道法連２０１９年度通常総会懇談会 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 福西会長、堀川相談役

河村・西里副会長、辻局長

道法連２０１９年度役員歓送迎会 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 福西会長、堀川相談役

6.19 全法連第１１回評議員会 全 法 連 会 館 堀川相談役出席

［共益事業関係］

会議、会合、その他事業



開催日 事　業　内　容 会　　場 摘　　要

R1.6.24 第３７回正副会長会議 エ ク セ レ ン ト

6.27 函館地区納税貯蓄組合連合会 ベ ル ク ラ シ ッ ク 函 館 福西会長出席

定例総会懇談会

7.3 五島軒１４０周年記念晩餐会 五 島 軒 本 店 福西会長出席

7.8 第３７回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館

7.22 第１回函館市観光振興財源検討委員会 函 館 市 役 所 辻局長出席

7.23 第５回組織・厚生委員会 フォーポイントバイシェラトン函館

7.25 「想いをつないで５０年 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル

『会員企業を守りたい』」キックオフ会議 

7.31 第５回事業委員会 フォーポイントバイシェラトン函館

8.20 道法連第３回正副会長会議 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 福西会長出席

道法連第１回常任理事会 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 福西会長出席

8.22 第３８回拡大理事会並びに税務懇談会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル

8.26 函館青色申告会定時総会・税務懇談会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル 福西会長、辻局長出席

8.28 道法連第１回組織委員会 ホテルモントレエーデルホフ札幌 辻局長出席

8.29 第２回函館市観光振興財源検討委員会 函 館 市 役 所 辻局長出席

9.6 第５４回北海道法人会税制改正 室 蘭 ゴ ル フ 倶 楽 部 福西会長はじめ７名参加

　全道大会　ゴルフ大会

9.25 親睦ゴルフコンペ ア ン ビ ッ ク ス 函 館 倶 楽 部

9.26 令和元年度広報連絡協議会 函 館 税 務 署 ２ 階 会 議 室 辻局長出席

10.17 北海道税理士会函館支部ゴルフ大会 大 沼 レ イ ク ゴ ル フ ク ラ ブ 福西会長出席

10.29 第３８回正副会長会議 フォーポイントバイシェラトン函館

11.1 令和元年度 国税局長納税表彰式 フォーポイントバイシェラトン函館

11.12 第３９回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館

11.13 令和元年度納税表彰式 マ リ エ ー ル 函 館 福西会長、宮川・西里副会長出席

11.15 西部４支部合同研修会・懇親会 竹 内 旅 館 辻局長出席

11.18 きき酒会・懇親会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル 平沼・西里副会長、辻局長出席



開催日 事　業　内　容 会　　場 摘　　要

R1.11.28 第60回優良商工従業員表彰式 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル 福西会長出席

11.26 北海道庁公益法人グループ通常検査 法 人 会 事 務 局 平沼副会長出席

12.3 道法連第４回理事会・研修会 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 平沼・西里副会長

道法連叙勲等祝賀会 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 堀川相談役、平沼・西里副会長

理事会懇談会

12.4 北斗支部講演会・懇親会 東前温泉しんわの湯ホテル秋田屋 辻局長出席

12.5 全法連第１２回評議員会 全 法 連 会 館 福西会長出席

12.18 全道法人会事務局連絡会議 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 辻局長出席

12.19 支部連絡会議 五 稜 郭 町 会 館 辻局長、菊谷職員、支部より5名

12.20 タックスフェア2019実行委員会反省会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル 辻局長、菊谷職員出席

R2.1.16 北海道税理士会函館支部新年交礼会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル 福西会長出席

1.17 函館地区税務指導協議会 函 館 税 務 署 辻局長出席

1.23 道南ブロック商工会関係指導機関と 函 館 国 際 ホ テ ル 福西会長出席

商工会長等懇談会

1.24 函館青色申告会新年交礼会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル 宮川副会長､辻局長出席

1.27 新年交礼会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル

1.29 函館間税会新年交礼会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル 福西会長出席

2.12 福利厚生制度推進会議 阿 さ 利 辻局長出席

2.20 木古内支部新年会 木 古 内 商 工 会 辻局長出席

2.25 第３９回正副会長会議 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル

2.28送付 第６回事業委員会（書面開催） -

3.3送付 道法連総務委員会（書面開催） - -

3.6送付 第６回組織・厚生委員会（書面開催） -

3.10送付 第４０回理事会（書面開催） -

3.13送付 道法連組織委員会（書面開催） - -

3.24送付 道法連予算理事会（書面開催） - -



［青年部会共益事業関係］

（１）月例会等

（２）委員会活動
【委員会活動・事業企画室】

【委員会活動・第１委員会】

Ｒ2.2.19 石釜ピッツァと和食と酒 そる

H31.4.2 表・びんごや

場　　　　所

臨時総会（書面開催） ー -
-

-

2.23 親睦麻雀大会 ー 友和荘
10

10

Ｒ2.1.16
縄文文化に古の夢を馳せる
～縄文遺跡の世界的価値を知る～

函館市教育委員会 主査
福田 裕二 氏

フォーポイントバイ
シェラトン函館

19

-

12.11 令和初めの忘年会 ー 花びしホテル
30

12

11.25
函館の未来(青年)よ
一堂に集まれ！！～空前絶後の
H-6ビアコンベンション開催～

-
フォーポイントバイ
シェラトン函館

24

48

10.28
こころとからだの一体化
～ピラティスヨガの神秘を習慣に～

ヨガインストラクター　斎藤　慧 氏
フォーポイントバイ
シェラトン函館

18

-

2

9.19
世代間ギャップを縮める
コミュニケーションを考える
～STOP!世代間断絶～

- ホテル函館ロイヤル

開催日 場　　　　所 開催日

花びしホテル
19

-

23

-

7.14 法人会青年部会親睦BBQ - 道南四季の杜公園
15

フォーポイントバイ
シェラトン函館

32

18

講　　　　師 開　催　場　所

参加者

定時総会 -

開催日 事　業　内　容

Ｒ1.6.18
アクティブ・ラーニングと
相手の気持ち

-

部会員

部会外

H31.4.24

R2.1.21 三井住友海上火災保険㈱

10.30 三井住友海上火災保険㈱

11.14 三井住友海上火災保険㈱

12.7

12.19

4.26 成田防災設備㈱

Ｒ1.5.27 三井住友海上火災保険㈱

開催日 場　　　　所

Ｒ1.5.8 ㈱ハンダ

魚まさ　五稜郭総本店

三井住友海上火災保険㈱8.29 成田防災設備㈱

9.17 三井住友海上火災保険㈱

10.26 親睦ゴルフ大会 - 大沼レイクゴルフクラブ
4

-

開催日 場　　　　所

H31.4.17 ㈱ハンダ

8.5 ㈱ハンダ

4.25 ㈱ハンダ

8.20 ㈱ハンダ

8.28 ㈱ハンダ

5.16 ㈱ハンダ

9.10 ㈱ハンダ

5.28 ㈱ハンダ

9.13 ㈱ハンダ

6.10 ㈱ハンダ

9.17 ㈱ハンダ

6.17 ㈱ハンダ

10.3 鉄板焼きしんたろう

6.28 石釜ピッツァと和食と酒 そる

10.29 ㈱ハンダ

11.6 ㈱ハンダ

7.9 ㈱ハンダ

7.16 ㈱ハンダ

11.20 ㈱ハンダ

12.2 ㈱ハンダ

7.25 ㈱ハンダ 12.9 花びしホテル



【委員会活動・第２委員会】

（３）部会内会議・会合等

（４）全法連／道法連青連協・会議会合等

（５）その他会議・会合等

4

開催日

Ｒ2.2.13 道法連青連協道南ブロック地区会

場　　　所

ホテルマイステイズプレミア
札幌パーク

ホテルマイステイズプレミア
札幌パーク

2

HAKOYA 6

三役会議

三役会議 ㈱不二屋本店

6.6 第3回　役員会 フォーポイントバイシェラトン函館

Ｒ1.5.10 三役会議

5.17 三役会議 ㈱ナクレ

16

4.22

開催日 内　　　容 場　　　　所 出席者数

H31.4.3

4.5 会計監査 法人会事務局

㈱ナクレ 7

7

5.13 第2回　役員会 フォーポイントバイシェラトン函館 15

4.8 第1回　役員会 フォーポイントバイシェラトン函館

11

7.3 第4回　役員会 フォーポイントバイシェラトン函館 14

56.13

10.18 三役会議 ㈱ナクレ 7

9.3 第6回　役員会

10.7 第7回　役員会 フォーポイントバイシェラトン函館 15

8.6 第5回　役員会 Ｇスクエア 17

11.12 第8回　役員会 ホテル函館ロイヤル 14

12.4 第9回　役員会 ホテル函館ロイヤル 10

Ｒ2.1.8 第10回　役員会 花びしホテル 14

1.30 三役会議

2.4 第11回　役員会 フォーポイントバイシェラトン函館

3.18 次年度４役予定者会議 函館青色会館和室

田村部会長
はじめ4名

Ｒ1.5.23
田村部会長
田﨑監事

10.8

H31.4.22

道法連青連協第2回正副会長会議
並びに定時総会

道法連青連協第1回部会長会議

7.9 北海道ガス㈱

R1.5.22
田村部会長はじめ
10名出席

フォーポイントバイシェラトン
函館

ホテル函館ロイヤル

田村部会長

亀田青少年会館

（公社）函館法人会女性部会定時総会

（公社）函館法人会定時総会

6.15 函館青色申告会青年部スポーツ大会

函館商工会議所青年部 定時総会懇親会

部会員・関係者
14名参加

5.29 イマジンホテル＆リゾート

H31.4.16

開催日

場　　　　所 開催日 場　　　　所

H31.4.15 鉄板焼きしんたろう

5.21 北海道ガス㈱

8.16 ㈱昭和製菓

7.29 鉄板焼きしんたろう

三役会議 石釜ピッツァと和食と酒 そる

北海道ガス㈱ 2.18 ＩＺＡＫＡＹＡ　ＨＡＫＯＹＡ

9.10 北海道ガス㈱

10.8 函館青色会館

鉄板焼きしんたろう

内　　　容 場　　　所 出席者

松山副部会長

田﨑監事

内　　　容

道法連青連協第1回正副会長会議

ホテルスエヒロ

11.20 Ｇスクエア6.25 北海道ガス㈱

10.1 函館青色会館Ｒ1.5.8

開催日

- -

12

11.30 バール・デル・クロエ

フォーポイントバイシェラトン函館 17

7

3.12 次年度４役予定者会議 日東電気工事（株）

12.19 バール・デル・クロエ

R2.1.29 鮨・炭火 金久

2.25 6

8.29

㈱ナクレ 5

6

三役会議 ㈱ナクレ

第12回　役員会（書面開催）

-

ホテル函館ロイヤル

第13回　役員会（書面開催） -

出席者

田村部会長



2.7 （公社）函館法人会女性部会 新年懇親会 ホテル函館ロイヤル
田村部会長
はじめ8名

田村部会長
松山副部会長

函館青色申告会青年部ビアパーティー
田村部会長
はじめ7名参加

函館地区納税貯蓄組合連合会総会 ベルクラシック函館

開催日

9.27 函館青色申告会女性部・青年部定時総会 ホテル函館ロイヤル 田村部会長

R1.6.27

7.5

田口副部会長
土谷委員

8.28 函館北ロータリークラブ例会

11.11 函館青色申告会青年部ボウリング大会 サンシャインボウル

10.14 函館青色申告会青年部ゴルフ大会 アンビックス函館

1.27 （公社）函館法人会新年交礼会

R2.1.11 函館青年会議所新年交礼会 花びしホテル
田村部会長
松山副部会長

1.18 函館青色申告会青年部新年会・麻雀大会 ホテル函館ロイヤル
田村部会長はじめ
3名参加

1.23 函館商工会議所青年部 新年交礼会 ホテル函館ロイヤル 田村部会長

ホテル函館ロイヤル
田村部会長
はじめ16名

田村部会長はじめ
6名参加

田村部会長
田口副部会長

アンビックス函館

ホテル函館ロイヤル

7.29 函館税務署表敬訪問 函館税務署

田村部会長

9.25 函館法人会親睦ゴルフ大会

フォーポイントバイシェラトン
函館

田村部会長

内　　　容 場　　　所 出席者



［女性部会共益事業関係］

（１）研修会等
開催日 摘　　要

H31.4.16 研修会

フォーポイントバイシェラトン函館

講師　函館税務署　副署長　河原　幸生 氏 １７名出席

R1.5.14 研修会

フォーポイントバイシェラトン函館

講師　(公社)函館法人会　常務理事　山村　孝 氏 １５名出席

6.18 研修会

函館税関

講師　函館税関総務部　税関広報広聴官　杉本　和仁 氏 １２名出席

R2.2.7 研修会

ホテル函館ロイヤル

講師　函館税務署　副署長　河原　幸生 氏 １８名出席

（２）部会内会議、会合等
開催日 事業内容 会　　　場 摘　　要

H31.4.5 会計監査 函館青色会館 村上・松永監事

4.10 合同委員会 フォーポイントバイシェラトン函館 １０名出席

4.16 平成３１年度 定時総会 フォーポイントバイシェラトン函館 １7名出席

4.30 第２委員会 旬暦ひだか ５名出席

R1.5.2 会員親睦「お花見」 函館青色会館 １０名出席

5.13 正副部会長打合せ 六花亭 正副部会長

5.14 第１回役員会 フォーポイントバイシェラトン函館 １０名出席

6.18 第１委員会 函館港湾合同庁舎 ７名出席

7.1 第２回役員会 フォーポイントバイシェラトン函館 ９名出席

7.29 函館税務署長表敬訪問 函館税務署 西里部会長､八田・伊藤副部会長

橋本出席

8.20 第３回役員会 旬暦ひだか １０名出席

9.2 第１回役員会 五稜郭タワー 五島軒 堂守、八田、落合、斉藤出席

9.20 第４回役員会 三井住友海上火災保険㈱ ６名出席

10.23 第５回役員会 フォーポイントバイシェラトン函館 ８名出席

11.11 合同委員会並びに女性部会親睦会 ご馳走亭 １２名出席

12.5 合同委員会 珈琲専科巴山 ８名出席

12.11 第６回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館 ８名出席

12.25 第７回理事会並びに忘年会 寿し料理谷ふじ １０名出席

事業内容

「消費税の軽減税率制度について」

「法人会とは」

「函館税関のしごと」

「最近の税務行政について」



開催日 事業内容 会　　　場 摘　　要

R2.1.29 合同委員会 レストラン赤い風車 １１名出席

2.7 新年懇親会 ホテル函館ロイヤル 部会員１８名、ほか２５名出席

2.13 第８回理事会 旬花 ７名出席

第９回理事会（書面開催） - -

（３）その他の会議、会合等

開催日 事業内容 会　　　場 摘　　要

H31.4.3 函館市教育委員会挨拶 函館市役所 西里部会長出席

4.24 青年部会定時総会 フォーポイントバイシェラトン函館 伊藤副部会長出席

4.25 全道女性部会連絡協議会 富山県産業会館 西里部会長出席
「情報交換会」

R1.5.14 山村常務送別会 フォーポイントバイシェラトン函館 １７名出席

5.21 全法連女性部会連絡協議会 全法連会館 西里部会長出席
定時連絡会議

5.22 （公社）函館法人会第８回通常総会 ホテル函館ロイヤル 西里部会長、八田・伊藤副部会長
堂守、落合、林出席

6.5 全道女性部会連絡協議会 富山県産業会館 西里部会長出席
「定時連絡会議」

7.5 函館青色申告会ビアパーティー ホテル函館ロイヤル 西里部会長、國立、斉藤参加

「想いをつないで５０年 ホテル函館ロイヤル ７名出席
『会員企業を守りたい』」キックオフ会議

8.22 (公社)函館法人会　税務懇談会 ホテル函館ロイヤル 西里部会長、手塚、落合
伊藤、堂守出席

9.5 第56回税制改正提言全道大会 室ガス文化センター 西里部会長、田村部会員出席
室蘭大会

9.25 （公社）函館法人会親睦ゴルフ大会 アンビックスゴルフ倶楽部 西里部会長出席

9.27 全道女性部会連絡協議会正副会長会議 札幌すみれホテル 西里部会長出席
全道部会長会議、絵はがき選考会

9.27 函館青色申告会女性部定時総会 ホテル函館ロイヤル 八田副部会長出席

10.4 函館商工会議所女性会創立５０周年 ホテル函館ロイヤル 西里部会長出席
記念式典・記念講演会・祝賀会

10.18 全道女性部会連絡協議会正副会長会議 札幌パークホテル 西里部会長出席

第２０回全道女性部会大会 札幌パークホテル １２名参加
札幌大会

11.5 ３団体女性部会合同研修会 マリエール函館 ８名出席
「世界のワイン事情～函館圏が
　日本ワインのメッカになる」
講師：日本ソムリエ協会 和田 一明 氏」
ワインの夕べ マリエール函館 ８名出席

12.11 青年部会忘年会 花びしホテル 西里部会長、伊藤副部会長
堂守、落合、森口出席



開催日 事業内容 会　　　場 摘　　要

R2.1.10 函館青色申告会女性部新年会 リストランテボンナターレ 西里部会長出席

1.27 （公社）函館法人会新年交礼会 ホテル函館ロイヤル 西里部会長、伊藤副部会長
堂守、落合出席

2.6 函館地区納税貯蓄組合連合会新年会 ベルクラシック函館 西里部会長出席




