
Ⅲ．事　業

１．会 議 等 の 開 催

Ａ．定 時 総 会

３年４月27日 五戸支部 ２年度事業報告・決算 アピル五戸 ２１名

３年度事業計画・予算・役員改選

６月11日 三戸支部 ２年度事業報告・決算 住谷野 １８名

３年度事業計画・予算・役員改選

６月16日 八戸法人会 ２年度事業報告・決算 パークホテル １１７名

３年度事業計画・予算・役員改選

Ｂ．理 事 会・監 査 会 等

３年４月14日 正副会長会議 ３年度体制、委員会委員の構成 プラザホテル ８名

４月26日 監査会　　 ２年度事業、会計監査 事務局 ４名

５月14日 正副会長会議 理事会提出議案 パークホテル ７名

理事会　 パークホテル ３１名

６月16日 正副会長会議 総会議案、会員増強チーム編成 パークホテル ８名

臨時理事会 代表理事、正副会長、業務執行理事の選任 パークホテル ２８名

９月17日 正副会長会議 理事会提出議案、会員増強策 プラザホテル ７名

理事会 プラザホテル ３２名

12月６日 正副会長会議 税制改正提言 事務局 ７名

４年１月７日 正副会長会議 ４年度事業方針、会員増強推進策 萬鱗 ８名

３月16日 正副会長会議 理事会提出議案、会員増強策 パークホテル ７名

理事会 パークホテル ３８名

Ｃ．各 支 部 会 議

３年４月12日 監査会　　 三戸支部/２年度会計監査 割烹白山 ２名

役員会 三戸支部/総会提出議案審議 割烹白山 １１名

４月13日 監査会　　 五戸支部/２年度会計監査 五戸商工会館 ２名

役員会 五戸支部/総会提出議案審議 五戸商工会館 ８名

８月18日 役員会 三戸支部/社会活動事業について 割烹白山 １２名

８月24日 役員会 五戸支部/視察研修、社会貢献活動他 五戸商工会館 ９名

10月18日 正副会議 五戸支部/役員会提出案件について 五戸商工会館 ４名

10月28日 役員会 五戸支部/社会貢献活動・会員増強他 五戸商工会館 ９名

12月17日 役員会 三戸支部/４年度事業計画・予算について 清水屋旅館 ９名

Ｄ．各 委 員 会

３年４月５日 総務委員会 会員増強表彰、３年度増強策 パークホテル １３名

４月23日 税制委員会 税制改正に関するアンケート意見交換 プラザホテル １２名

代表理事及び業務執行理事の職務の執行報告

２年度事業報告・決算・役員改選

代表理事及び業務執行理事の職務の執行報告

各委員会･部会の活動報告、福利厚生制度の推進報告

代表理事及び業務執行理事の職務の執行報告

４年度事業計画・予算、会員増強進捗状況

- 5 -



３年５月17日 広報委員会 広報誌150号記念新旧委員長座談会 事務局 ７名

６月１日 広報委員会 やっほー150号報告、151号編集方針 萬鱗 １８名

６月９日 社会活動委員会 講演会、経営セミナー開催要項 プラザホテル ９名

６月15日 税制委員会 プラザホテル １１名

７月26日 社会活動委員会 講演会開催報告、次回開催講師選定 プラザホテル １３名

７月29日 厚生委員会 ３年度事業推進 プラザホテル １５名

８月３日 総務委員会 会員増強進捗状況、優待制度 パークホテル １６名

９月13日 社会活動委員会 講演会開催計画 プラザホテル １１名

９月15日 厚生委員会 感謝の夕べ開催計画 プラザホテル １３名

９月24日 厚生委員正副 ゴルフコンペ開催計画 事務局 ５名

９月27日 総務委員会 全法連･県連組織委員会報告、優待制度 パークホテル １１名

10月５日 広報委員会 やっほー151号報告、152号編集方針 パークホテル １３名

10月18日 総務委員会 県連役員被表彰候補者、優待制度、会員増強 パークホテル １３名

11月10日 厚生委員会 ゴルフコンペ報告、感謝の夕べ開催計画 プラザホテル １１名

11月24日 税制委員会 税務研修会、令和４年度税制改正に関する提言 プラザホテル ９名

厚生委員正副 感謝の夕べ開催計画 事務局 ５名

11月29日 総務委員会 東北六県連役員被表彰候補者、優待制度 パークホテル １５名

12月８日 厚生委員会 感謝の夕べ報告、ボウリング大会開催計画 金剛園 １１名

12月９日 広報委員会 やっほー152号報告、153号編集方針 金剛 １３名

４年１月13日 社会活動委員会 特別講演会、令和4年度事業、会員増強進捗状況 プラザホテル ９名

３月１日 総務委員会 会員増強進捗状況、４年度会員増強計画 パークホテル １２名

３月７日 広報委員会 やっほー153号報告、154号編集方針 パークホテル １２名

Ｅ．支部事務担当者会議

３年10月12日 事業推進状況・今後の予定 事務局 ４名

２．公 益 目 的 事 業 関 連

Ａ．税に関する研修事業

３年４月６日 税金教室（企業従業員対象） 講師：八戸税務署 よこまち ８名

４月９日 税金教室（企業従業員対象） 講師：八戸税務署 青い森信用金庫 １８名

５月26日 第35回税理士セミナー 講師：乗田芳博氏 プラザホテル ２６名

税務調査における科目別ポイント、インボイス制度について

６月22日 6～9月決算法人申告説明会 講師：八戸税務署 HOCコネクト ３１名

８月26日 第36回税理士セミナー 講師：小林幹夫氏 プラザホテル 延期

９月22日 初級源泉所得税・インボイス講座 講師：八戸税務署 HOCコネクト ５１名

10月20日 10～2月決算法人申告説明会 講師：八戸税務署 HOCコネクト ３５名

11月12日 第36回税理士セミナー 講師：小林幹夫氏 プラザホテル ７３名

11月29日 初級源泉所得税・インボイス講座 講師：八戸税務署 HOCコネクト ３８名

税務研修会　講師:小谷地統括官

広く学ぶ 決算書とキャッシュフロー

広く学ぶ 決算書とキャッシュフロー
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３年12月７日 第37回税理士セミナー 講師：平井浩氏 プラザホテル ６９名

12月８日 年末調整説明会 講師：八戸税務署 HOCコネクト ６８名

４年２月９日 第38回税理士セミナー 講師：戸川晃氏 プラザホテル ４６名

２月10日 新設法人説明会 講師：八戸税務署 商工会館 ８名

３月29日 3～5月決算法人申告説明会 講師：八戸税務署 HOCコネクト ７３名

Ｂ．経営支援研修事業

３年５月13日 給与計算実務と社会保険手続きの進め方 HOCコネクト ４８名

６月25日 文化講演会 寄席の魅力　落語と下座音楽 公会堂 ３３０名

講師：三代目 桂小文治 氏　寄席囃子 古田尚美 氏

７月６日 スポーツを基軸とした地域創成～強みを生かした問題への取 HOCコネクト ２７名

り組み方～　　講師：㈱Akcompany社長　荒川栄 氏

11月11日 成功する中小企業の事業承継講座 HOCコネクト １４名

11月19日 コミュニケーション力向上セミナー「心を伝える話し方」 三戸高等学校 １１３名

講師：㈱セミナー東北チーフ選任講師　鎌田昌子 氏

12月16日 Ｊシステム、補助金/助成金自動診断システム アピル五戸 ２３名

講師：五戸町総合政策課政策調整室　中村智広 氏

４年１月19日 コロナ禍の経営の考え方・財務戦略 アピル五戸 １４名

講師：M.S コンサルティング中小企業診断士　佐瀬道則 氏

２月３日 労務管理基本の「キ」講座 プラザホテル ４０名

講師：特定社会保険労務士　藤本紀美香 氏

２月16日 特別講演会 勝つリーダー、勝つ組織の条件 公会堂 延期

講師：スポーツジャーナリスト　二宮清純 氏

３年４月25日 アクセス数 728･会員ログイン数105  　　10月　アクセス数 368･会員ログイン数 46

５月26日 アクセス数 599･会員ログイン数 90  　　11月　アクセス数 612･会員ログイン数120

６月26日 アクセス数 622･会員ログイン数 87  　　12月　アクセス数 937･会員ログイン数135

７月27日 アクセス数1059･会員ログイン数138  ４年１月  アクセス数 826･会員ログイン数110

８月27日 アクセス数 562･会員ログイン数 76  　　２月  アクセス数 640･会員ログイン数 90

９月28日 アクセス数 731･会員ログイン数140  　　３月  アクセス数 729･会員ログイン数116

Ｃ．地域社会活動事業

３年８月22日 第41回八戸花火大会への協賛

10月１日 三戸支部/三戸町・田子町・南部町へ図書カード贈呈　～４日

11月２日 三戸支部/三戸町･南部町･田子町へ手指消毒剤寄贈、田子小学校で手指消毒剤使用啓蒙活動

11月９日 五戸支部/五戸町小・中学校へ図書カードを寄贈

始まります！インボイス制度

改正電子帳簿保存法と電子納税

講師:特定社会保険労務士　竹山 文 氏

講師：つくば未来経営コンサルティング事務所代表、中小企業診断士・事業承継士 横田透氏

インターネットセミナー（セミナーオンデマンド 会員ID：ｈｊ１６１３　パスワード：０１０７）　
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Ｄ．調査研究・提言事業

３年11月８日 青森県庁/菅原副会長

12月６日 八戸市庁/横町会長他５名

八戸市/横町会長他５名

Ｅ．税に関する広報・ＰＲ事業　

３年６月　　

　　 10月　　

　　 11月11日

新聞広告掲載（デーリー東北新聞）・ラジオ特別番組（BeFM放送）

　　 12月　　

４年３月　　

Ｆ．広報の編集・発行及び広報活動事業

(1)八戸法人会ニュースの発行

３年６月30日 第９回定時総会、部会・支部総会、税理士コラム １５０号 1,800部発行

発行150号特別記念号 新旧広報委員長対談、経営者物語ほか

10月31日 新税務署長に訊く、理事会(会務報告)、税理士コラム １５１号 1,800部発行

租税教室、清掃活動、経営者物語ほか

12月28日 税制改正に関する提言、納税表彰、合同研修会 １５２号 1,800部発行

感謝の夕べ、税金クイズ、税理士コラム、経営者物語ほか

４年３月28日 理事会・税に関する絵はがきコンクール表彰 １５３号 1,800部発行

税理士コラム、税務セミナー、経営者物語ほか

(2)その他の資料配付

 ３年：年４回 全会員へ配付

６月 『税制改正のあらまし』『インボイス制度・納税証明書のオンライン請求』 全会員へ配付

10月 『年末調整実務のポイント』『基礎からわかるインボイス』 全会員へ配付

『源泉所得税実務のポイント』

各種説明会 『会社の決算・申告の実務』『法人会のご案内』

３．外部会議等への出席

Ａ．全  法  連

３年７月８日 第１回事業研修委員会

８月30日 第２３回新任事務局長セミナー

９月８日 令和３年度第１回組織委員会

10月７日 第３８回法人会全国大会

４年２月３日 第２回事業研修委員会 リモート会議/横町委員長

２月15日 令和４年税制セミナー

２月21日 令和３年度第２回組織委員会

県知事県議会議長に対する「令和4年度税制改正に関する提言」

八戸市長・議会に対する「令和4年度税制改正に関する提言」

県選出国会議員に対する「令和4年度税制改正に関する提言」

印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い（法人会ニュースへ掲載）

今後の税務署主催の年末調整説明会の取りやめについてお知らせ（法人会ニュースへ掲載）

「税を考える週間」行事への協力　～17日

「進化するスマホ×確定申告」のお知らせ（法人会ニュースへ掲載）

インボイス制度説明会開催のお知らせ（法人会ニュースへ掲載）

全法連『ほうじん』･県連『みちのく』

各種説明会参加者へ配付

リモート会議/横町委員長

リモート会議/石橋局長

リモート会議/石橋委員長

リモート会議/横町会長

リモート会議/西川委員長

リモート会議/石橋委員長
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４年３月４日 第３７回事務局セミナー

３月23日 全国厚生委員長会議

Ｂ．東北六県法蓮

３年11月17日 令和３年度運営協議会

12月３日 第４５回事務局職員研修会

Ｃ．県  法  連

３年４月13日 第10回組織委員会

５月20日 第17回理事会および東北連表彰状伝達式 青森市/横町会長他５名

６月２日 第62回税制委員会 青森市/石橋局長

６月23日 第8回定時総会ならびに慶祝行事

８月６日 令和３年度第１回厚生委員会

９月14日 令和３年度第２回組織委員会

９月28日

４年１月14日

３月11日 令和３年度第２回厚生委員会

３月25日 第24回理事会および役員・職員表彰式

Ｄ．そ  の  他

３年７月21日 八戸税務署/新井場新署長他表敬訪問

７月29日 八戸商工会議所/理財部会総会

８月31日 三八地区税務関係団体協議会/定例会

９月７日 青森法人会創立70周年記念講演会・記念式典

９月21日 三八租税教育推進協議会/税に関するイラスト標語作品審査会

11月11日 令和３年度納税表彰式

11月22日

11月25日

11月30日

４年１月４日 八戸市新年祝賀会

１月７日 八戸税務署長新年訪問

４．収益・共益事業関連

Ａ．組織拡大強化等の事業

３年10月２日 会員親睦交流ゴルフコンペ 軽米カントリークラブ ４５名

12月２日 厚生事業/感謝の夕べ プラザホテル １２６名

12月10日 五戸支部/三陸震災復興視察(商工会３部会共催) 宮古市 １８名

４年２月４日 厚生事業/第23回ボウリング大会 ゆりの木ボウル 中止

リモート会議/事務局

リモート会議/横町会長

東京都/中居林委員長

リモート会議/事務局

青森市/北向委員長

青森市/横町会長他９名

青森市/中居林委員長

青森市/石橋委員長

令和３年度第１回事務局職員会議、福利厚生制度推進連絡協議会 青森市/事務局

令和３年度第２回事務局職員会議、福利厚生制度推進連絡協議会 リモート/事務局

青森市/中居林委員長

八戸税務署/横町会長他８名

グランドホテル/石橋局長

商工会館/横町会長･石橋局長

青森市/横町会長他３名

青森市/中止

八戸税務署/横町会長

八戸税務署/横町会長

三八租税教育推進協議会主催
「税に関する標語」八戸法人会会長賞表彰

鮫中学校/横町会長

全国納税貯蓄組合連合会・国税庁共催
「税についての作文」青森県法人会連合会会長賞表彰

新郷中学校/横町会長小坂副会長

三八租税教育推進協議会主催
「税に関するイラスト」八戸法人会会長賞表彰

南部町立杉沢小学校/宇藤理事

プラザアーバン/石橋局長

八戸税務署/横町会長他７名
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Ｂ．青 年 部 会 　 ＊部会長/山田修也（㈲山水設備 社長）：会員数 ８７名

(1)会 議 等 の 開 催

３年４月８日 正副部会長会議 総会提出案件、３年度事業計画 銀波 ６名

４月19日 監査会 ２年度事業、会計監査 浜膳 ４名

４月28日 正副部会長会議 総会提出案件、総会開催要項 事務局 ７名

５月11日 通常総会 パークホテル ５１名

３年度事業計画・予算・役員改選

５月24日 役員会 パークホテル １８名

７月７日 正副部会長会議 県青連協役員会の報告、３年度事業推進 事務局 ７名

８月17日 正副部会長会議 ３年度事業推進 事務局 ７名

９月14日 打合せ 結婚サポート事業「はちのへマジ婚」開催要項 無敵 １２名

10月26日 正副部会長会議 クイズ大会、「はちのへマジ婚」開催要項 事務局 ６名

11月９日 打合せ 「はちのへマジ婚」開催要項 パークホテル １０名

12月２日 役員会 クイズ大会、「はちのへマジ婚」開催報告 パークホテル １３名

12月16日 正副部会長会議 事務局 ７名

４年１月17日 打合せ 無敵 ９名

３月４日 役員会 パークホテル １７名

３月22日 正副部会長会議 おはな ７名

(2)研 修 事 業

３年４月22日 租税教室講師育成研修会（八戸間税会合同） プラザホテル １９名

講師：青森税務署　税務広報広聴官　工藤智人 氏

５月11日 総会講演会 パークホテル ４１名

テーマ：「健康経営宣言から始める健康経営プロジェクト」

講　師：合同会社 西尾経営管理事務所 代表社員 西尾和樹　氏

９月３日 部会員親睦ゴルフコンペ 八戸カントリークラブ 中止

部会員親睦交流会 パークホテル 中止

11月４日 八戸間税会、青年部会・女性部会合同研修会 パークホテル ６３名

テーマ：「税務行政の将来像2.0」

講　師：八戸税務署 署長 新井場 敏 勝 氏

４年１月19日 青年部会・女性部会新年合同研修会 プラザホテル 中止

テーマ：「伴侶動物の人間社会に果たす役割～伴侶動物は人を救う」

講　師：健康動物病院院長・獣医学博士、北里大学名誉教授　樋口誠一 氏

(3)地域社会活動事業

３年６月２日 租税教室の実施（ 1回目）6学年95名 吹上小学校 ４名

６月４日 租税教室の実施（ 2回目）6学年15名 向小学校 ５名

６月８日 租税教室の実施（ 3回目）6学年27名 南部町立福田小学校 ４名

６月10日 租税教室の実施（ 4回目）6学年46名 桔梗野小学校 ３名

６月17日 租税教室の実施（ 5回目）6学年 9名 切谷内小学校 ６名

２年度事業報告・決算

福利厚生制度進捗状況、租税教室担当選定

結婚サポート事業「はちのへマジ婚」開催計画

結婚サポート事業「はちのへマジ婚」開催検討

４年度事業計画、予算
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今後の事業開催検討



３年６月21日 租税教室の実施（ 6回目）6学年49名 城下小学校 ５名

６月28日 租税教室の実施（ 7回目）6学年19名 是川小学校 ３名

６月30日 租税教室の実施（ 8回目）6学年23名 名久井小学校 ５名

７月２日 租税教室の実施（ 9回目）6学年95名 白山台小学校 ６名

７月６日 租税教室の実施（10回目）6学年25名 上市川小学校 ５名

７月８日 租税教室の実施（11回目）3学年72名 白銀中学校 ７名

７月16日 租税教室の実施（12回目）6学年77名 西白山台小学校 ６名

10月25日 「税を考える週間」BeFMラジオ放送収録 BeFM放送局 類家副部会長

11月６日 税に関するクイズ大会　　～７日 ラピア １６名

11月18日 租税教室の実施（13回目）3学年14名 豊崎中学校 ４名

11月20日 結婚サポート事業「はちのへマジ婚」　男女35名 パークホテル １３名

12月17日 租税教室の実施（14回目）6学年13名 福地小学校 ５名

(4)外部会議等への出席

３年６月28日 県青連協/第45回役員会・令和３年度報告会

７月　　 県青連協/県連会長杯争奪ゴルフコンペ 中止

９月13日 県青連協/第46回役員会

11月26日 第35回全国青年の集い「佐賀大会」

12月15日 県青連協/部会長情報交換会

４年２月７日 県青連協/第47回役員会

Ｃ．女 性 部 会 ＊部会長/木村禮子（㈲はっと庵 会長）：会員数 ４３名

(1)会 議 等 の 開 催

３年４月９日 正副部会長会議 総会提出案件、３年度事業計画 事務局 ４名

４月12日 監査会 ２年度事業、会計監査 きの字 ３名

５月27日 通常総会 金剛 ２５名

３年度事業計画・予算・役員改選

６月４日 正副部会長会議 ３年度事業推進 事務局 ６名

６月29日 役員会 ３年度事業推進 プラザホテル １５名

10月27日 正副部会長会議 今後の事業推進 事務局 ６名

11月４日 役員会　                        　　　　視察研修・合同研修会ほか事業推進 パークホテル １１名

12月９日 正副部会長会議 今後の事業推進 事務局 ６名

４年１月21日 役員会 絵はがき選定、4年度事業 プラザホテル １２名

３月３日 役員会　                        　　　　３年度決算見込み、４年度事業計画・予算審議 書面審議 中止

(2)研 修 事 業

３年５月27日 総会講演会 金剛 ２５名

テーマ：「八戸都市圏交流プラザ８baseについて」

講　師：株式会社 金剛　代表取締役社長　大久保圭一郎 氏

青森市/山田部会長他３名

青森市/山田部会長･類家副部会長

佐賀市/山田部会長、他6名リモート

リモート/山田部会長

リモート/山田部会長類家副部会長

２年度事業報告・決算
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３年11月４日 八戸間税会、青年部会・女性部会合同研修会 プラザホテル ６３名

テーマ：「税務行政の将来像2.0」

講　師：八戸税務署 署長 新井場 敏 勝 氏

11月26日 視察研修会 八戸市美術館 １８名

４年１月19日 青年部会・女性部会新年合同研修会 パークホテル 中止

テーマ：「伴侶動物の人間社会に果たす役割～伴侶動物は人を救う」

講　師：健康動物病院院長・獣医学博士、北里大学名誉教授　樋口誠一 氏

３月３日 部会員昼食会 萬鱗 中止

テーマ：「２０２２年の重点課題」

(3)地域社会活動事業

３年４月２日 税に関する絵はがきコンクール作品展示　～５日 はっち ９名

６月30日 税に関する絵はがきコンクール募集 名久井小学校 平田理事

７月２日 税に関する絵はがきコンクール募集 白山台小学校 木村部会長

７月16日 税に関する絵はがきコンクール募集 西白山台小学校 類家理事

７月　　 八戸市中心市街地清掃ボランティア 中心市街地 中止

７月～　 夏の節電啓発活動「いちごプロジェクト」の実施(パンフの配布）

10月14日 種差海岸散策とクリーンアップ作戦Ⅹ 種差海岸 １６名

12月17日 税に関する絵はがきコンクール募集 福地小学校 木村部会長

12～３月 冬の節電啓発活動「いちごプロジェクト」の実施(パンフの配布）

４年１月21日 税に関する絵はがきコンクール入賞作品選定 プラザホテル １６名

３月３日 税に関する絵はがきコンクール、受賞者記念品贈呈　～11日 各学校 １１名

城下小学校 岡本萌生さん

八戸税務署 署長賞 城下小学校 河村いづるさん

八戸法人会 会長賞 西白山台小学校 大向愛凜さん

八戸法人会 青年部会 部会長賞 切谷内小学校 豊川智世さん

八戸法人会 女性部会 部会長賞 白山台小学校 小泉紗楽さん

税に関する絵はがきコンクール展示　　4/1～4/4の予定 はっち

(4)外部会議等への出席

３年６月25日 県女連協/役員会

９月29日 県女連協/令和３年度報告会

11月16日 第15回全国女性フォーラム「新潟大会」 新潟市/木村部会長他２名

４年２月４日 県女連協/令和３年度第３回役員会・絵はがきコンクール選定
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講　師：株式会社 よこまち　代表取締役　横町俊明  氏

東北六県法人会連合会優秀賞

青森県法人会連合会女性部会連絡協議会入賞

書面決議

青森市/木村部会長

青森市/木村部会長



５．表　　　彰

Ａ．八戸税務署長納税表彰

３年11月11日 副 会 長 　佐々木　伸　夫 八戸税務署

理　　事 　澤　藤　孝　之

理　　事 　横　町　芳　隆

Ｂ．公益財団法人　全国法人会総連合会長表彰

３年６月23日 理　　事 　北　向　一　夫

Ｃ．東北六県法人会連合会役員表彰

３年５月20日 理　　事 　北　向　一　夫

Ｄ．青森県法人会連合会役員表彰

４年３月25日 監　　事 　泉　山　　　裕 青森市

監　　事 　岩　岡　隆　雄

Ｅ．公益財団法人 全国法人会総連合　会員増強表彰（令和2年1月～12月）

３年10月７日 最優秀賞（純増２５社）

対前年１社以上の純増を３年間継続して維持（平成29年～令和2年）

６．厚　生　制　度

(１) 経営者大型総合保障制度 大同生命・ＡＩＧ

(２) 年金共済制度/個人年金プラン 大同生命

(３) 企業財産保険 ＡＩＧ

(４) アットワークハイパー任意労災 ＡＩＧ

(５) 個人情報漏洩対策プラン ＡＩＧ

(６) 地震対策プラン ＡＩＧ

(７) 経営保全プラン ＡＩＧ

(８) 生きるためのがん保険Ｄａｙｓ アフラック

(９) ちゃんと応える医療保険ＥＶＥＲ アフラック

(10) 病気やけがで働けなくなった時の給与サポート保険 アフラック
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