
［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　　令和３年４月１日～令和４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）インボイス制度説明会

（５）支部研修会

① 支部総会税務研修会

・全支部（７支部）の総会研修会（税務研修会）はすべて中止

② 西部四支部合同研修会 【毎年度西部４支部で持ち回り／福島支部担当】

・「一般社団法人福島町まちづくり工房の取り組み」

会　場 講　師

（内非会員 0）

令和4年2月17日
函館市亀田交流プラザ

520
7

（1月・2月決算法人対象） （内非会員 1）

函館税務署法人課税第一部門

上席国税調査官　川端　繁樹

1月25日開催予定
資料配布のみ

746
7

（12月決算法人対象） （内非会員 2）
-

函館税務署 担当官
函館市役所市民税課 担当官

（内非会員 14）
6,921

函館税務署法人課税第一部門
352

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 2）
10月22日

令和4年2月15日

会　場

会　場

代表理事　平野　松寿

74

（内非会員 7）

令和3年11月30日
（２回開催）

函館市民会館小ホール

開催日

令和３年度事業報告
自　令和　３年４月　１日

開催日

134令和3年12月9日

対　象

福島町福祉センター

令和4年3月25日
（２回開催）

函館市中央図書館

20

（内非会員 1）
6,927

開催日 会　場 講　師

6月7日開催予定
資料配布のみ

-

令和3年4月22日
函館市亀田交流プラザ 函館税務署法人課税第一部門

（3月決算法人対象）

至　令和　４年３月３１日

35

講　師

対　象 出　席

1,500
19

148

対　象

函館税務署法人課税第一部門

上席国税調査官　川端　繁樹

9

（内非会員 9）

出　席

55

対　象 出　席

20

函館税務署法人課税第一部門
上席国税調査官　川端　繁樹

上席国税調査官　川端　繁樹 （内非会員 3）

820
（4月・5月決算法人対象）

4

（内非会員 1）

7月28日
サン・リフレ函館 函館税務署法人課税第一部門

826
4

（6月・7月決算法人対象） 上席国税調査官　川端　繁樹 （内非会員 2）

函館市中央図書館

9月29日開催予定
資料配布のみ

843
11

（8月・9月決算法人対象） （内非会員 3）
-

開催日

一般社団法人福島町まちづくり工房

開催日 会　場 講　師 対　象 出　席

令和3年8月23日 函館市亀田交流プラザ
函館税務署法人課税第一部門

92
10

上席国税調査官　川端　繁樹 （内非会員 10）

出　席

（内非会員　0）

函館市中央図書館

講　師



（６）セミナー

① 「行動が早い人になるための段取り術講座」

【内　容】

② ～コロナに負けない！初めてのチャレンジを応援～「事業再構築補助金講座」

【内　容】

③ パワハラにならない！「部下指導に役立つコミュニケーション法講座」

【内　容】

④ 「電話／接遇応対・話し方講座」

【内　容】

（内非会員 1）

風土刷新コンサルタントオフィスハセガワ 41

会　場 講　師 対　象 出　席

6,900

開催日

3. 標準作業時間
　① 標準作業時間とは何か
　② 標準作業時間を厳守する 等
4. 段取りと時間の改良に必要なもの
　① 5ｓ
　② 元気が良い 等

1. 部下指導に必要なコミュニケーションの定義
2. 一方向と双方向のコミュニケーションの違い
3. パワハラにならない部下指導の技術
4. 人を育てる4つの原動力
5. GROWモデルによるコミットメントの引き出し方

会　場 出　席

サン・リフレ函館
（ハイブリッド形式）

令和3年6月21日

対　象

1. 段取りとは何か
　① 用意と段取りの違い
　② 段取りが良い人、悪い人 等
2. ムリ ・ムダ・ムラの排除
　① ムリ ・ムダ・ムラとは何か
　② ムリ ・ムダ・ムラはなぜ発生するのか 等

（内非会員  0）
6,921

22

会　場

（有）オフィス・K

開催日

令和3年7月27日
社会保険労務士　飯田　吉宏

6,921
27サン・リフレ函館

（ハイブリッド形式）

孚事務所（株）代表取締役/

出　席

令和3年8月5日 函館市亀田交流プラザ

講　師

代表取締役　藤本　恭子

1.はじめに
　●社会人としての心構え ●おもてなし・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
　　　・声の表情 ・表現の仕方 ・話し方、聴き方のポイント
　●場面に応じたビジネストークと敬語法
　　　・初対面の挨拶 ・名刺交換 ・敬語法 ･ビジネスコミュニケーション他
　●電話応対の基本・苦情処理・トラブル防止など
3.まとめ

（内非会員 0）

開催日 会　場

主宰　長谷川　孝幸

講　師

（内非会員 0 ）

・ コロナ関連支援策を分類すること
・ 事業再構築補助金とは
・ 事業再構築とは
・ 申請に向けて(電子申請、GビズID取得 等)
・ 事業計画作成求められていること

令和3年7月15日 オンラインセミナー
ideal Works 代表取締役/

開催日 講　師

7

中小企業診断士　井出　美由樹
6,921

対　象

対　象 出　席



⑤ 「経理業務のよくある疑問講座」

【内　容】

⑥ 「まだ続く新型コロナウイルスに備えるリスクマネジメントセミナー」

【内　容】

⑦ 「結果を出せる営業力研修」

【内　容】

⑧ 「表計算ソフトを活用した業務改善講座」

【内　容】

⑨ 「企業におけるハラスメント対策セミナー」

【内　容】

12

令和3年11月24日 キャリアスタッフ研修センター
キャリアスタッフ（株）研修部

6,921

（内非会員 0）

開催日 会　場 講　師 対　象

令和3年12月8日

会　場 講　師

１．新型コロナウイルス感染を再考
　　感染拡大の状況と浮き彫りにされた課題をレビュー
２．想定される複合災害に伴うリスク
　　起こり得る自然災害と複合災害リスクを想定
３．これからの複合災害に向けた備え
　　事業継続力強化計画への準備と経営資源

河合中小企業診断士・社会保険労務士事務所
6,921

31

河合　正尚 （内非会員 0）

講　師 対　象

オンラインセミナー
三井住友海上経営サポートセンター

6,921
8

経営リスクアドバイザー　中村博文

出　席

会　場 講　師

出　席

開催日 会　場 講　師

令和3年11月15日 オンラインセミナー
ポールスターコミュニケーションズ

6,921

16

１．ハラスメントの現状　　 ２．ハラスメントとは
３．企業におけるハラスメントの具体的な対策     ４．企業の持続的な発展に向けて

（内非会員 4）課長　木村　淳一

（内非会員　0）

1. 優秀な営業パーソンとは
　　・お客様に「あなたから買いたい」と思わせる営業パーソンになる
　　・成果を出し続ける営業パーソンに必要なマインドとは？
　　・優秀な営業パーソンは、優秀なコンサルタントである
2. 交換した名刺を活用し受注につなげる
　　・名刺整理法・名刺のランク別アプローチ法・イノベーションを生む考え方
3. 自分自身を成長させる取り組みをしよう
　　・「成長する人」と「成長しない人」の違い・過去から学び、未来に活かす方法
　　・優秀な営業パーソンは、優秀なコンサルタントである

開催日

オンラインセミナー
リスクコンサルタント/MTRC

対　象 出　席

サン・リフレ函館
（ハイブリッド形式）

出　席

代表取締役　北　宏志

開催日

開催日 会　場

対　象

対　象

（内非会員 1）
令和3年10月20日

出　席

令和3年10月14日

6,921
8

・知っておきたい直近の経理に関係する法改正
・領収書の扱いが変わる？インボイス制度
・よくある経費精算に関する悩み
・よくある経理処理の取り扱いについての疑問点
・ＲＰＡやＡＩを活用してよりムダな時間を削減しよう
・今後の経理に必要なのは管理会計・経営支援

代表　高橋　勝

1. 表計算ソフトの概要と基本操作
2. 文書作成ソフトと表計算ソフトの用途の違い
3. ワークシート活用(消費税、各種比率等 計算式の入力)
4. ビジネスの計算式(合計、平均、相対、絶対参照)
5. 勤務時間の集計と給与計算
6. 各種社会保険等の両立表活用



⑩ 「２０２２年　新入社員セミナー」

【内　容】

1 ． オリエンテーション 5 ． 信頼される電話応対

2 ． ビジネスマナーの基本 6 ． 接遇応対のマナー

3 ． コミュニケーション 7 ． 仕事の進め方

4 ． 話し方と敬語法

○セミナーオンデマンド （インターネット・セミナーの配信）

●おすすめインターネットセミナーのご案内【会員向けFAX送信】

函館市民会館
（有）オフィス・Ｋ
代表取締役　藤本　恭子

6,921

192
16

129 163
161317

出　席

2

1月25日送信分

①「鎌倉時代とはどんな時代か？北条義時に学ぶナンバー２学（前編）」
　　講師：福永　雅文 （戦国マーケティング株式会社 代表取締役／コンサルタント）
②時代と共に変化する中小企業経営～働き方改革と利益の両立～
　　講師：中村　朱美 （株式会社minitts　代表取締役）
③『中堅・若手社員の営業力強化セミナー 後編』
　　講師：和田　勉（株式会社セルフ・インプルーブ　代表取締役）
④「ハラスメント講座」
　　講師：尾花　彰（株式会社ワンズウィル 代表取締役）

20
1,733

996

対　象

① これだけは知っておきたいビジネスマナー
　　　講師：E-ComWorks 株式会社代表取締役 山本 衣奈子
② 新入社員向けビジネスマナー お客様に信頼される社員になる３つの切り札
　　　講師：株式会社GLITTER STAGE 代表取締役 七條 千恵美
③ 相手を不快にさせない 言葉遣いの実践講座 〜基本マナーを身につける〜
　　　講師：クルール代表 人材育成コンサルタント 池田 泰美
④ ワンランク上の電話応対マナー 〜苦手意識を克服する 6 つのポイント〜
　　　講師：有限会社オフィスオオイ代表取締役 大井 澄子
⑤ 心を届けるビジネスメールの基礎知識 〜ことばを通して良好なコミュニケーション力をつける〜
　　　講師：日本語教師 立教大学兼任講師 高嶋 幸太

14713
135

一般ログイン数
会員ログイン数

12月
1,0711,0751,160

令和4年3月18日

開催日

65

会　場

8月
アクセス数

119 7
1,065

9月1日送信分

191139

1,251
5月

1,390
7月 9月 10月 合計4月 11月

634
6月

913
1月 2月

12,8611,0651,362

①「中堅・若手社員の営業力強化セミナー前編」
　　講師：和田勉（株式会社セルフ・インプルーブ代表取締役
②『社会人としての心構え』
　　講師：北宏志（株式会社ポールスターコミュニケーションズ代表取締役）
③『ウィズコロナ時代でも好かれて信頼される人のコミュニケーション力』
　　講師：桑野麻衣（あなたの心に火をつける言葉コミュニケーションの専門家）
④「渋沢栄一の『論語と算盤』で未来を拓く」
　　講師：渋澤健（コモンズ投信株式会社取締役会長）

161
15

165
8

118117158

3月
879

４月２日送信分【新入社員向け】

64

講　師

（内非会員 1）



（６）青年部会研修事業

①７月オープン例会　　 『 新産業による「ワインのまち　はこだて」をめざして』

７月オープン例会関連開催委員会及び役員会

②１月オープン例会　　 『「笑顔があふれる小さな雪まつり」ウインターフェス in 桔梗～』

１月オープン例会関連開催委員会及び役員会

３．一般市民への税の啓発事業

〈タックスフェア２０２１〉
令和3年11月11日～11月16日

テーオーデパート６階

タックスフェア関連事業

第１４回 企画委員会

開催日 事業内容 会　場 摘　要

12月23日 第１６回 企画委員会

ディアプリンス 7名参加

2月11日

タックスフェア税の書道展一次審査 五稜郭町会館

函館国際ホテル

函館市亀田交流プラザ 福西会長出席

開催日

12月16日 タックスフェア最終実行委員会

法人会事務局 9名参加

函館市亀田交流プラザ

8月20日

会　場

コロナ禍につき
1/23～2/4の期間に
一般公開のみ実施

令和3年6月21日 タックスフェア事務方打合せ

・会　場

開催日 事業内容

12月2日 第９回 役員会 函館コミュニティプラザGスクエア 15名参加

北海道立総合研究機構
林業試験場道南支場

函館市観光部観光振興課
主査　佐野　暢彦 氏
雪像制作協力　森内　収一 氏

部会員
市民

-

対　象開催日

辻局長出席

出　席

函館バス商会（株） 8名参加

10団体12名（辻）出席

講　師 対　象 出　席

タックスフェア事務方打合せ

摘　要

税理士会館 7団体11名（辻・菊谷）出席

会　場

令和4年1月5日 第１７回 企画委員会 8名参加

令和3年11月8日 第１３回 企画委員会 函館市亀田交流プラザ 6名参加

12月13日 第１５回 企画委員会 函館市亀田交流プラザ 8名参加

11月25日

函館税務署２階会議室

雪像解体
北海道立総合研究機構
林業試験場道南支場

函館市亀田交流プラザ

令和3年4月26日

令和3年7月21日

開催日

第６回 第２委員会 函館市亀田交流プラザ

9月16日 タックスフェア実行委員会

10月19日

1月7日 第１０回 役員会 函館市亀田交流プラザ

1月15日 雪像制作
北海道立総合研究機構
林業試験場道南支場

函館市亀田交流プラザ

16名参加

5月18日

摘　要

部会員
市民

20
8

8名参加

5月7日 第２回 第２委員会

リモート開催

5月10日 第２回 役員会 函館市亀田交流プラザ 14名参加

5名参加

8名参加

9名参加

8名参加

15名参加

13名参加

11月13日 タックスフェア税の書道展表彰式

タックスフェア電車でＧＯ！ 駒場車庫

菊谷職員出席

10月21日 タックスフェア税の書道展最終審査 函館税務署２階会議室 辻局長出席

辻局長、菊谷職員出席

11月11日

6名参加

5団体9名（辻）出席

函館国際ホテル 15名参加

第３回 役員会 リモート開催

講　師

第３回 第２委員会

（株）農楽　代表取締役社長
佐々木　賢 氏

第１回 第２委員会

事業内容

会　場

会　場

第５回 第２委員会 函館バス商会（株）7月7日

・期　間

6月18日 第４回 第２委員会 リモート開催

7月19日

6月10日

税理士会館

7月9日 第４回 役員会



４．小中学生の税の書道展
① 応募総数 ・小学校　 ・中学校　　　　　310作品

② 展示場所 テーオーデパート６階 （令和3年11月11日～11月16日）

５．第１３回小学生の税の絵はがきコンクール
① 応募総数 ・小学校　 285作品

② 展示場所 五稜郭タワーアトリウム （令和３年１０月１日～１０月８日）

函館市役所市民ホール （令和３年１１月２４日～１２月１日）

テーオーデパート （令和３年１２月１４日～１２月２１日）

函館市中央図書館展示コーナー （令和４年１月７日～１月１４日）

③ 絵はがきコンクール関連事業

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

1,110作品

開催日 事業内容

9月29日 道法連女連協 絵はがき審査会 アートホテル旭川 伊藤部会長出席

8月24日 税に関する絵はがき最終審査 函館市中央図書館
鈴木署長、山田副署長、辻統括
部会員８名

1月14日 税に関する絵はがき作品展示撤去 函館市中央図書館 　3名出席

12月21日 税に関する絵はがき作品展示撤去 テーオーデパート 　4名出席

令和4年1月7日 税に関する絵はがき作品展示 函館市中央図書館 　5名出席

12月14日 税に関する絵はがき作品展示

11月24日 税に関する絵はがき作品展示 函館市役所 　4名出席

12月1日 税に関する絵はがき作品展示撤去

テーオーデパート 　5名出席

10月1日 税に関する絵はがき作品展示 五稜郭タワーアトリウム 　4名出席

10月8日 税に関する絵はがき作品展示撤去

摘　要

令和3年8月6日 税に関する絵はがき第一次審査 函館市中央図書館 　６名出席

五稜郭タワーアトリウム 　5名出席

租税教室研修会令和4年1月12日

事業内容

函館市立青柳小学校

函館市立大森浜小学校

函館市立亀田小学校

函館税務署

教材等贈呈

参加児童　72名
講師：今副部会長、三谷部会員

教材等贈呈

函館市役所 　5名出席

北斗市立石別中学校

コロナ禍につき中止

令和4年1月21日

租税教室

事業内容

事業内容開催日

令和3年11月30日 租税教室打合せ

会　場 摘　要開催日

７名出席

会　場

摘　要会　場

4名参加函館市地域交流まちづくりセンター

摘　要

摘　要

参加生徒　１６名
田口部会長はじめ４名

事業内容 会　場

令和3年12月9日

開催日

開催日

租税教室

会　場

租税教室

租税教室コロナ禍につき中止



７．税や企業経営に関する広報事業

（１）小冊子の配付

9 基礎からわかるインボイス

14 令和３年分　会社役員のための確定申告実務ポイント

12
13

16 基本が身につく！ビジネスマナー

15

令和３年度版　会社の税金ガイドブック

消費税インボイス制度Q＆A

令和３年度版 成功する「生前贈与」Ｑ＆Ａ

ｗｉｔｈ＆ａｆｔｅｒコロナ時代のテレワーク導入・活用と労務管理のポイント

10

今、知っておくべきウィズコロナの法律知識

ウィズコロナに勝ち残る！！税務＆補助金＆金融ガイド

職場の怒りと上手く付き合う！感情コントロールのススメ

令和３年度版　会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ

令和３年度版　源泉所得税実務のポイント

令和３年度版　会社の決算・申告の実務

令和３年分　わかりやすい年末調整実務のポイント

8
7

11

6

2

5 相続税に負けない とっておきの相続・事業承継 成功のツボ

1

令和３年度　税制改正のあらまし

新　刊

4
3



４
月
号 

○表紙「卯月(四月)」(ナニワズ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(111) 

『噂のホテルで王様の食卓を堪能』 

○マンスリーレポート 

○職場にありがちな労務管理のタブー 

○函館税務署からのお知らせ 

○揺らすだけで害虫退散 

○７０歳雇用時代に必要な世代間「雑談力」 

○福利厚生費（支度金、社宅等に対する取扱い） 

○人がそう言ったからと言って 

５
月
号 

○表紙｢皐月(五月)｣ (フデリンドウ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(112) 

『啄木の愛した海辺を自転車散策』 

○マンスリーレポート 

○高年齢者雇用安定法への実務対応 

○函館税務署からのお知らせ 

○終息しないコロナ禍で注目される 

「免疫力」とは 

○中小企業こそオンライン採用活かせ 

○時計の右回りは日時計がもと 

６
月
号 

○表紙「水無月(六月)」(ナンテンハギ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(113) 

『温暖化の意外な副産物？』 

○マンスリーレポート 

○令和２年度貸借対照表 

○令和２年度正味財産増減計算書 

○成功する経営者が目指す七つの要件 

○所得拡大促進税制はどのように 

改正されたの？ 

○職場のスタイル、コロナ禍からの教訓 

７
月
号 

○表紙「文月(七月)」(ハマヒルガオ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(114) 

『カックウのお友達は縄文時代のだっこちゃん？』 

○マンスリーレポート 

○リモートでもササるプレゼン 

○実践税務調査 現金監査 

○高齢者雇用対策は、SDGs の原点 

○分かる話は「訓読み」で 

○函館税務署からのお知らせ 

○五七の桐は政府の紋章 

○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)」(ミズタマソウ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(115) 

『日本海公易のランドマークを登る』 

○マンスリーレポート 

○函館税務署異動速報 

○アフターコロナはアイデアで乗り切れ 

○激甚化する自然災害から従業員を守る 

○“ピンチ”と“クレーム” 

○正しい「腸活」を習慣づけて、 

悔いのない毎日を 

○あなたはアブラゼミ食べられる？ 

 

９
月
号 

○表紙「長月(九月)」(オニドコロ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(116) 

『新ビール誕生。暑さも寒さも味のうち』 

○マンスリーレポート 

○「高年齢者の働き方」を巡る企業の対応 

○函館税務署からのお知らせ 

  

（２）法人ニュースはこだての発行 



９
月
号 

○在宅勤務に係る費用を会社で負担する場合 

の取り扱い 

○忘れかけていた「言葉の基礎知識」 

○自分への思いやりから始まる対人関係 

○健康のためのジョギング？ 

１０
月
号 

○表紙「神無月(十月)」(アオノイワレンゲ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(117) 

『秋の空、一人手ぶらでジンギスカン』 

○マンスリーレポート 

○これから始まる！消費税インボイス制度 

○米中露の権益争いに挑む 

日本の北極研究、加速中 

○不祥事続く三菱電機 社長辞任で済むか？ 

○実践税務調査 現場確認調査 

○会員増強キャンペーンのお知らせ 

○第１３回税に関する絵はがきコンクール 

入賞作品 

11
月
号 

○表紙「霜月(十一月)」(タラノキ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(118) 

『七並びの縁起もの。リンゴの町の幻の逸品!?』 

○マンスリーレポート 

〇法人会 令和４年度税制改正提言事項 

○男性育休を企業価値向上に生かそう 

〇タックスフェア２０２１開催のお知らせ 

〇正月を迎えるための煤払い 

 

12
月
号 

○表紙「師走(十二月)」(アオモリアザミ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(119) 

『古きを訪ねるイーストエリアの旅』 

○マンスリーレポート 

○人材育成は計画的に 

  

12
月
号 

○いよいよスタート！ 

     インボイス制度・準備編 

○記憶を呼び戻す挑戦とその功罪 

○相手に伝わる「伝え方」をしていますか 

○函館税務署からのお知らせ 

新
年
号 

○表紙「睦月(一月)」(オオイタドリ) 

○寄稿文「広域交通連携と地域プロジェクトが 

     紡ぐ函館の未来」 

函館開発建設部 部長 高橋 丞二 氏 

○干支インタビュー 

○新春名刺ご挨拶 

○函館税務署からのお知らせ 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(120) 

『途中下車で双子の富士山を発見？！』 

３
月
号 

○表紙「弥生(三月)」(ｼﾛｷﾂﾈﾉｻｶｽﾞｷﾓﾄﾞｷ) 

○エッセイ函館旅便り「今日もプラプラ」(121) 

『厳冬期限定、氷の礼拝堂現る？』 

○マンスリーレポート 

○改正 育児・介護休業法 対応 

○しょせん、矛盾は程度問題だと割り切る 

○「マニュアル遵守」と「カイゼン活動」を並列

させよう 

○“ほっこり”あったかい職場をめざしましょう 

○函館税務署からのお知らせ 

 

 



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

（１）全道大会

（２）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

（５）道法連税制委員会

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）

 ○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）

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

開催日 事業内容 会　場 適　要

中止 第５８回税制改正提言全道大会釧路大会 - -

開催日 事業内容 会　場 適　要

令和3年11月7日 第３６回法人会全国大会岩手大会 盛岡市民文化ホール リモート開催

要望活動実施日 要望活動先 要望活動場所

令和3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3年11月22日 函館市　市長　工藤　壽樹 函館市役所

開催日／付議日 内　　容 会　場 適　要

令和3年7月14日 第１6回税制委員会 フォーポイントバイシェラトン函館

令和4年3月17日 第１7回税制委員会 フォーポイントバイシェラトン函館

開催日 事業内容 会　場 適　要

延期 第30回北海道法人会青年の集い札幌大会 - -

令和3年11月26日 第35回法人会全国青年の集い佐賀大会 佐賀市文化会館
田口部会長 現地参加
リモート参加　3名

開催日 事業内容 会　場 適　要

書面開催 第21回法人会女性部会全道大会旭川大会 - 書面開催

令和3年11月16日 第16回全国女性フォーラム新潟大会 新潟市朱鷺メッセ 伊藤部会長、堂守副部会長出席

開催日 事業内容 会　場 適　要

中止
函館港まつり

ワッショイはこだて港おどり

開催日 事業内容 会　場 適　要

中止
函館港まつり

ワッショイはこだていか踊り参加

開催日 事業内容 会　場 摘　要

令和4年2月21日 ３団体打合せ 函館青色会館 田口部会長、佐々木副部会長名参加



［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．クリスマス絵画展（青年部会）

・クリスマスファンタジー協賛事業の「天使達のクリスマス絵画展」は実行委員会の決定により「天使達の絵画展」は中止。

ツリー装飾と点灯時の打ち上げ花火のみを実施。

●青年部会単独での絵画展事業の開催
① 応募総数 市内幼稚園・保育園園児　 ３３９ 点

② 展示場所 函館市地域交流まちづくりセンター（令和3年12月1日～12月26日）

２．就労支援事業
（１）合同企業説明会

（２）インターンシップ

３．老人施設慰問事業（女性部会）

４．国際交流支援事業（青年部会）

・留学生が来日できず今年度は事業の実施なし

５．市民・町民対象講演会開催事業（女性部会）

・不特定多数の来場者について、連絡先の把握などウイルス対策が困難なため実施なし

開催日 事業内容 会　場 備　考

令和3年7月22日 クリスマスファンタジー第１回実行委員会 書面開催 -

10月14日 クリスマスファンタジー第2回実行委員会 サン・リフレ函館 成田副部会長 参加

令和4年3月16日 特別養護老人ホーム松涛タオル・ウエス寄贈

会　場

7名出席

会　場

伊藤部会長、今副部会長
堂守副部会長、落合理事

４４社申込みインターンシップ受入企業

事業内容開催日

２０２１合同企業説明会

摘　要会　場

～10月1日予定

企　 業　３０社
参加者　６４名

摘　要

開催日 事業内容

令和3年9月30日 インターンシップ（職場体験学習）
【コロナ禍により中止】

開催日 事業内容 会　場 備　考

令和3年10月6日 第７回 役員会 函館国際ホテル １４名出席

11月30日 函館市地域交流まちづくりセンタークリスマス絵画展　貼付作業 １２名参加

12月27日 函館市地域交流まちづくりセンター

摘　要

令和3年4月9日 ２０２１合同企業説明会 打ち合わせ

フォーポイントバイシェラトン函館7月8日

８名参加クリスマス絵画展 撤去作業

6月24日 ２０２１合同企業説明会 打ち合わせ リモート開催

法人会事務局

開催日

6名出席

事業内容



６．地域社会において発生した災害・感染症等に係る寄附又は寄贈事業

①コロナウイルス感染症対策のための管内小・中学校に対するアルコールディスペンサーの寄贈

②コロナ禍で影響を受けた市民への寄贈事業（フードバンク道南協議会寄贈事業）【青年部会】

寄贈事業関連 委員会及び役員会

③コロナウイルス感染症対策のための非接触型体温計等の寄贈【知内支部】

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）

辻局長

令和3年4月27日

開催日

7月26日

場　　　所

書面持ち回り

函館市
「若手社員職場定着率向上研修」
プロポーザル審査会

法人会事務局 5名参加

8月20日 知内商工会
非接触型体温計
パーティションの寄贈

非接触型体温計の寄贈

4月27日

実施日 摘　要

令和3年8月20日

実施日 事業内容 寄贈先 摘　要

9月15日 七飯支部　秋田支部長

事業内容

福島支部　斉藤事務局長

10月5日

管内国立・私立小・中学校

９月22日

11月1日

令和3年9月10日

管内小・中学校への
アルコールディスペンサー寄贈

知内支部　岡田支部長

10月4日

9月15日

実施日

松前町教育委員会9月14日

知内町教育委員会

知内支部　岡田支部長

1月21日 第４回 ３役会

管内小・中学校への
アルコールディスペンサー寄贈

鹿部町教育委員会

辻局長、菊谷職員

令和4年2月24日
お米・乾麺・フルーツ缶詰、牛乳
などの寄贈

フードバンク道南協議会 打合せ 渡島教育会館 2名参加

開催日 事業内容 会　場 摘　要

令和3年9月28日 第３回 ３役会 函館市亀田交流プラザ 6名参加

令和4年1月18日

寄贈先

書面持ち回り

函館市
「女性の再就職支援事業実施業務」
プロポーザル審査会

書面持ち回り

内　　　容

木古内町教育委員会

函館市
「女性・高齢者の多様な働き方導入
モデル事業実施業務」
プロポーザル審査会

書面持ち回り

知内高等学校

事業内容 寄贈先

フードバンク道南協議会

函館市
「就職支援マッチング支援業務」
プロポーザル審査会

4月27日

辻局長

辻局長

出席者

辻局長

木古内支部　手塚支部長

福西会長函館市教育委員会

鹿部支部　吉支部長

北斗市教育委員会

知内支部　岡田支部長

北斗支部　渡辺支部長

福島町教育委員会

松前支部　早瀬支部長

摘　要

七飯町教育委員会

9月17日



（２）その他、地域社会の発展に資する事業（青年・女性部会）

①函館マラソンエイドステーション運営協力（青年部会）

・函館マラソン中止につき実施なし

②はこだて男女共同参画フォーラム２０２１（青年部会）

③「いちごプロジェクト」街頭啓発（女性部会）

・不特定多数の市民へチラシやティッシュなどを配布するため、夏・冬共に中止

④その他（青年部会）

⑤その他（女性部会）

開催日 内　　　容

函館市教育振興審議会

令和3年10月14日 函館市男女共同参画審議会 函館市役所 成田副部会長

函館市役所函館市行財政改革推進会議

事業内容

3月9日

開催日

函館市教育委員会議

函館税務署会議室

函館市役所

国税モニター座談会

会　　場

令和3年5月26日 函館市教育振興審議会 書面開催

7月29日
函館市教育振興審議会
点検評価部会

函館市役所

8月23日
函館市教育振興審議会
点検評価部会

令和4年3月4日

摘　要

令和3年10月30日
“ちがい”を認め合って共に生きる～み
んなの学校からみんなの社会へ～

オンラインライブ配信
11/14アーカイブ視聴会
（函館市民会館）

開催日 事業内容

11月12日

会　　場

函館市役所

場　　　所

書面開催

10月29日

今副部会長出席

出席者

千葉副部会長
会場　３７名
オンライン　８０名

横山理事出席

横山理事出席

伊藤部会長出席

―

横山理事出席

―

6月9日
函館市教育振興審議会
点検評価部会

書面開催 ―

摘　要



開催日
付議日

事　業　内　容 会　　場 摘　　要

R3.4.10 会計監査 法 人 会 事 務 局

4.15 第４５回正副会長会議 フォーポイントバイシェラトン函館

5.10 道法連　第１回正副会長会議 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 福西会長出席

4.17 道法連　第１回理事会 - 【書面開催】

4.19 第４６回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館

4.22 北斗支部　総会
北斗市商業活性化支援センター

「 エ イ ド ’ ０ ３ 」

4.28 鹿部支部　総会 鹿 部 商 工 会 館

5.20 木古内支部総会 木 古 内 商 工 会

七飯支部総会 - 【書面開催】

知内支部総会 - 【書面開催】

松前支部総会 - 【書面開催】

福島支部　総会 - 【書面開催】

5.24 第１０回定時総会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル

第４７回理事会 ホ テ ル 函 館 ロ イ ヤ ル

6.11 函館市租税教育推進協議会 - 【書面開催】

6.15 道法連　第１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　令和３年度通常総会 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 福西会長出席

7.19 第１０回事業委員会 フォーポイントバイシェラトン函館

7.27 道法連　第１回広報委員会 モ ン ト レ エ ー デ ル ホ フ 札 幌

7.29 第９回組織・厚生委員会 フォーポイントバイシェラトン函館

8.6 第４６回正副会長会議 エ ク セ レ ン ト

8.25 第４８回拡大理事会 函 館 国 際 ホ テ ル

9.16 令和３年度広報連絡協議会 函 館 税 務 署 ２ 階 会 議 室 辻局長出席

9.22 道法連　第１回組織委員会 モ ン ト レ エ ー デ ル ホ フ 札 幌 西里副会長出席

［共益事業関係］

会議、会合、その他事業



開催日
付議日

事　業　内　容 会　　場 摘　　要

10.1 税理士会ゴルフ大会 北 海 道 カ ン ト リ ー ク ラ ブ 福西会長参加

10.11 親睦ゴルフコンペ 北 海 道 カ ン ト リ ー ク ラ ブ

10.27 第４７回正副会長会議 フォーポイントバイシェラトン函館

11.19 第４９回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館

11.25 第６３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

12.8 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４回理事会・研修会 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 福西会長、西里・河村副会長出席

道法連納税表彰祝賀会 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌 福西会長、西里・河村副会長出席

12.15 令和3年度全道法人会事務局連絡会議 モ ン ト レ エ ー デ ル ホ フ 札 幌 辻局長リモート出席

12.16 タックスフェア2021実行委員会反省会 函 館 国 際 ホ テ ル 辻局長、菊谷職員出席

12.17 函館法人会支部連絡会議 函 館 市 中 央 図 書 館

R4.1.21 函館地区税務指導協議会 函 館 税 務 署 書面開催

2.28 第48回正副会長会議 フォーポイントバイシェラトン函館

3.4 全法連事務局セミナー リ モ ー ト 出 席 辻局長出席

3.8 第10回組織・厚生委員会 フォーポイントバイシェラトン函館

道法連第１回総務委員会・研修会 モ ン ト レ エ ー デ ル ホ フ 札 幌 小笠原副会長出席

3.15 第11回事業委員会 フォーポイントバイシェラトン函館

3.16 道法連正副会長会議 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌

3.16 道法連予算理事会 ニ ュ ー オ ー タ ニ イ ン 札 幌

3.23 第５０回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館



［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・第１委員会】

ホテル函館ロイヤル

【委員会活動・第２委員会】

1.26

【委員会活動・企画委員会】

11.12

10.4

開催日

R3.4.7

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

7.2

㈱タザキトーヨー住器

㈱タザキトーヨー住器

R4.3.23 居酒屋　美々

函館国際ホテル

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

リモート開催

R4.1.17 函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

23

-

4.21

7.1

7.7

7.20

7.29

8.18 1.27

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

11.2

11.11

11.15

R4.1.13

函館市亀田交流プラザ10.204.12 函館市亀田交流プラザ

10.13 函館市亀田交流プラザ

【ハイブリッド開催】
函館国際ホテル

25(5)

4.27 函館コミュニティプラザ Gスクエア

7.20

4.15

5.12

函館バス商会㈱

12.22

リモート開催

8.18

8.18 函館市亀田交流プラザ

10.18

8.25 函館市亀田交流プラザ

9.14

9.27

リモート開催

10.27

函館市亀田交流プラザ

9.10

8.30

9.16 リモート開催

函館市亀田交流プラザ

11.29 ㈱川又設備工業 技術研修センター

開催日 場　　　　所

リモート開催

開催日

R3.4.8 リモート開催

9.9

9.27

10.4

2.7

2.16

函館国際ホテル

函館市亀田交流プラザ

3.25

- 函館国際ホテル

「インボイス制度」のススメ

-
3.15 臨時総会 ー

R4.2.24

R3.4.22

開催日
付議日

事　業　内　容

【ハイブリッド開催】
ホテル函館ロイヤル

31(7)

3

講　　　　師

【ハイブリッド開催】
函館市亀田交流プラザ

25(1)

-

函館税務署上席国税調査官
川端　繁樹 氏

【オンライン開催】
函館国際ホテル

10.28

6.21

8.19

19

11.18
「健康経営」について考える
～健康寿命を延ばそう～

R3.4.8 函館市亀田交流プラザ

場　　　　所

-

-

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

場　　　　所

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

10.27

場　　　　所 開催日

17

( )内はリモート参加者数

函館国際ホテル
30

開催日

12.9 ー2021忘年会～一致団結～

リモート開催

函館市亀田交流プラザ

3.9

開催日 場　　　　所

函館市亀田交流プラザ

㈱タザキトーヨー住器

場　　　　所

㈱川又設備工業 技術研修センター

7.28

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

12.8

成吉思汗大黒屋 函館五稜郭店

2.10

四季花菜

開　催　場　所

参加者

定時総会 -

部会員

進んでますか「働き方改革」
～ストレスフリーな会社を目指して

-

函館短期大学付設
調理製菓専門学校

16

-

-

繋がりを深める場
Presents by ジャパネットながい

-

食卓に地ブリを
～地産地消でブリリアントな未来へ～

函館短期大学付設調理製菓専門学校
教頭　吉田　徹 氏

ホテル函館ロイヤル

部会外



（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

R3.4.6 次年度委員長予定者会議

8.4 第5回　役員会

第3回　役員会 リモート開催

6

14

2法人会事務局

出席者数

4.15 臨時役員会 ㈱タザキトーヨー住器 10

函館市亀田交流プラザ

10.29

R3.5.29

道法連青連協　道南ブロック地区大会

函館市亀田交流プラザ

3.1

2.10

13

3.29 サン・リフレ函館 26

3.11

開催日

11.4

9.3 第6回　役員会 リモート開催

12.2 第9回　役員会

第7回　役員会 函館国際ホテル

13

第11回　役員会 函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

函館市亀田交流プラザ

函館国際ホテル

第1回　三役会 リモート開催

15

5

15

15函館市亀田交流プラザ第10回　役員会

函館市亀田交流プラザ

内　　　容開催日 場　　　　所

開催日

R3.10.10

内　　　容

R4.1.8 函館市民会館
田口部会長
佐々木副部会長

田口部会長
成田副部会長

第4回　役員会

3.3 次年度４役予定者会議 函館青色会館２階

4.6

137.9

4.12

4

第2回　役員会

6.10

第2回　三役会

14

15

函館コミュニティプラザ Gスクエア

10.6

第8回　役員会 17

8.27

正副部会長会議 昭和製菓㈱

第1回　役員会 函館市亀田交流プラザ

5.10

16

6.1

R4.1.7

函館青年会議所新年交礼会

出席者

田口部会長

内　　　容

道法連青連協　令和３年度定時総会

マイステイズプレミア札幌パーク

出席者

田口部会長

場　　　所

マイステイズプレミア札幌パーク

13

第12回　役員会

次年度役員予定者会議

6

函館市亀田交流プラザ

15

函館法人会親睦ゴルフ大会 北海道カントリークラブ大沼コース 田口部会長

R4.3.11 道法連青連協　第８回全道部会長会議
マイステイズプレミア札幌パーク
（リモート参加）

佐々木副部会長

函館青色申告会青年部ゴルフ大会

令和4年度スタートアップミーティング

場　　　所

アンビックス函館

10.11



［女性部会共益事業関係］

（１）研修会等

（２）部会内会議、会合等
開催日 事業内容 会　　　場 摘　　要

R3.4.9 会計監査 法人会事務局 　堂守監事、松永監事

4.23 定時総会 フォーポイントバイシェラトン函館 　16名出席

6.3 正副部会長会議 特別養護老人ホーム松濤 　正副部会長３名出席

6.10 第１回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館 　9名出席

6.3 正副部会長会議 特別養護老人ホーム松濤 　正副部会長３名出席

7.7 正副部会長会議 サン・リフレ函館 　正副部会長３名出席

7.21 第２回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館 　7名出席

8.6 函館税務署長表敬訪問 函館税務署 　正副部会長３名出席

8.24 第３回理事会 函館市中央図書館 　8名出席

9.3 正副部会長会議 特別養護老人ホーム松濤 　正副部会長３名出席

10.1 正副部会長会議 コミュニティホールこん 　正副部会長３名出席

10.15 第４回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館 　９名出席

10.28 正副部会長会議 特別養護老人ホーム松濤 　正副部会長３名出席

11.4 第５回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館 　９名出席

11.18 第１回合同委員会 函館国際ホテル 　10名出席

11.24 正副部会長会議 特別養護老人ホーム松濤 　正副部会長３名出席

12.2 第6回理事会 冨茂登 　10名出席

新入部会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・忘年会 冨茂登 　12名出席

R4.1.14 第2回合同委員会 コミュニティホールこん 　11名出席

1.17 正副部会長会議 特別養護老人ホーム松濤 　正副部会長３名出席

1.20 第7回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館 　９名出席

2.14 正副部会長会議 特別養護老人ホーム松濤 　正副部会長３名出席

2.22 第８回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館 　９名出席

3.9 正副部会長会議 特別養護老人ホーム松濤 　正副部会長３名出席

3.16 第９回理事会 フォーポイントバイシェラトン函館 　１１名出席

（３）その他の会議、会合等
開催日 事業内容 会　　　場 摘　　要

R4.5.26 道法連女連協定時総会 書面開催

9.29 道法連女連協 アートホテル旭川 伊藤部会長出席

第３回正副会長会議

・コロナ禍により今年度はすべて中止。


