
 

令和 3年度事業報告書 

令和 3年４月１日～令和 4年３月３１日 

 

Ⅰ．概況報告 

（概況） 

健全な納税者団体として、税知識の普及、納税意識の高揚、税制および税務に関する調査研究ならびに提

言、地域企業の健全な発展に資するための施策を実施するとともに、地域社会に貢献する活動を積極的に

取り組み、地域の発展と活力ある法人会活動を目指して、公益法人としての使命を達成するよう事業計画

を組んだものの新型コロナウイルス感染症の感染状況を見ながらの対応をせざるを得なかった。中でも

主要な事業であるクラシックコンサートは中止。また企業支援の一環でもある各種セミナーや説明会は、

規模の縮小や感染予防対策を講じて環境の確保に努めながらの開催となった。また、地域に役立つ団体と

して活動内容の充実を図るための会員増強運動等も多くを展開することができない状況が続き、新規加

入数に影響が出て会員数は減少した。また、コロナ禍により、ブロックでの交流事業も開催することが出

来ず、法人会のメリットと言える会員相互の情報交換の場を減らす結果となった。 

令和 3年度における事業ならびに会議等の実施内容は以下のとおりである。 

 

（事業） 

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 

(1)税知識の普及を目的とする事業 

① 新設法人説明会 

開催日 会  場 内容（テーマ／講師） 出席者(非会員) 

3. 4.５ 麻生市民館大会議室 税務会計処理の基本／六川 正樹税理士、川崎西税務署担当官 5 名(5名) 

3. 6. 3 川崎西税務署会議室 税務会計処理の基本／門間亜砂子税理士、川崎西税務署担当官 4 名(4名) 

3. 8. 4 新百合 21ビル会議室 税務会計処理の基本／曽田 敏彦税理士、川崎西税務署担当官 10 名(10名) 

3.10. 5 新百合 21ビル会議室 税務会計処理の基本／松永しのぶ税理士、川崎西税務署担当官  5 名(5名) 

3.12. 2 新百合 21ビル会議室 税務会計処理の基本／小野寺美奈税理士、川崎西税務署担当官 5 名(5名) 

4. 2.3 新百合 21ビル会議室 税務会計処理の基本／石井 聡税理士、川崎西税務署担当官 5 名(5名) 

 

② 決算法人説明会 

開催日 会  場 内容（テーマ／講師） 出席者(非会員) 

3. 4.9 麻生市民館大会議室 会社の決算と申告／古賀 彰孝税理士、川崎西税務署担当官 30 名(21名) 

3. 6. 4 川崎西税務署会議室 会社の決算と申告／小野寺美奈税理士、川崎西税務署担当官 13 名(9名) 

3. 8. 6 麻生市民館会議室 会社の決算と申告／小野寺美奈税理士、川崎西税務署担当官 17 名(17名) 

3.10. 6 新百合 21ビル会議室 会社の決算と申告／六川 正樹税理士、川崎西税務署担当官 19 名(15名) 

3.12. 3 新百合 21ビル会議室 会社の決算と申告／人見 徹税理士、川崎西税務署担当官 11 名(11名) 

4. 2. 4 新百合 21ビル会議室 会社の決算と申告／高橋 祐二税理士、川崎西税務署担当官 6 名(3名) 

 

 



 

③ 年末調整等説明会 

これまで税務署主催で実施していた年末調整説明会についてはこれまでの大規模集合方式による情報提

供体制からデジタル技術を駆使した情報提供体制（動画配信など）に国税庁が方針変更したことにより令

和３年分以降は実施しないこととなったことから法人会主催で開催した。 

開催日 会  場 内容（テーマ／講師） 出席者(非会員) 

3. 11.8 麻生市民館大ホール 年末調整の仕方と法定調書の作成／六川 正樹税理士、川崎西税務署担当官 35 名(5名) 

3. 11.9 多摩市民館大ホール 年末調整の仕方と法定調書の作成／小野寺美奈税理士、川崎西税務署担当官 31 名(1名) 

 

④ e-Tax研修会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和 3年度は実施しなかった。 

 

⑤税制・税務セミナー 

10月 1日から適格請求書事業者として登録申請が始まる前にセミナーを開催した。 

開催日 会  場 内容（テーマ／講師） 出席者(非会員) 

3. 8.25 多摩市民館会議室 令和 5年 10月インボイス制度導入に向けた準備／小出富美子税理士 17 名(5名) 

 

⑥ 源泉部会研修会（ブロック研修会） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和 3年度は実施しなかった。 

 

⑦ 法人税勉強会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和 3年度は実施しなかった。 

 

(2) 納税意識の高揚を目的とする事業 

①納税表彰式 

友誼団体等の会議に表彰対象者の詳細を記載しているが、令和 3 年度も新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため税務協力団体が一同に介しての形式ではなく、個々の団体ごとに執り行われ、当法人会は令和

3年 11月 10日に川崎西税務署において受彰式が開催された。 

 

②租税教育事業 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和 3 年度は多摩区民祭・あさお区民まつりともに開催が見

送られた。 

 

③税に関する広報活動 

国税庁の「税を考える週間」の協賛事業として、新百合ヶ丘駅、百合ヶ丘駅、生田駅周辺において、 

令和 3年 11月 12日に消費税完納推進キャンペーンを実施。一般の方を対象に消費税のパンフレット等 

を街頭配布した。 

 

 

 

 



 

④絵はがきコンクール 

女性部会は、当会管轄区域内（多摩区、麻生区）の小学６年生を対象に税に関する絵はがきを募集し、 

優秀作品等を表彰した。令和２年度から学習指導要領が改定施行されたことにより６学年の政治分野の

学習が１学期に前倒しされたことでその展開が早まって 9 校から３４８点の応募があった。税務署幹部

職員・県税事務所幹部職員・女性部会役員等による厳正な審査の結果、これまでの金賞１点、銀賞２点、

銅賞５点、署長賞１点、市長賞１点、関連６団体長賞６点に、神奈川県高津県税事務所より所長賞が新た

に加わり合計１7点の入賞作品を決定した。 

応募された３４８点の作品は令和４年２月１６日から川崎西税務署に展示した。また、確定申告終了後の

３月２８日からは新百合ヶ丘エルミロード５Fに入賞作品１７点を展示した。 

また当法人会から選出した金賞受賞作品は一般社団法人神奈川県法人会連合会において奨励賞を受賞し

た。 

 

⑤租税教室 

例年夏休みに開催しているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和3年度は実施しなかった。 

 

⑥機関誌による税情報の発信（「かわにし」の発行） 

機関誌「かわにし」を４月、７月、１０月、１月に各２,５００部を発行し、会員へ発送するともに、 

公共機関等へ設置し地域住民へ配布した。また、地域広報誌（タウンニュース、マイタウン）に研修会、 

説明会等の開催要領を掲載し参加者の募集を行った。 

 

(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 

① 税制改正の提言及び提言書の関係機関への提出 

当会では、会員に向けて税制問題等についてのアンケートを実施し、税制改正要望事項を取りまとめ、一

般社団法人神奈川県法人会連合会へ上申した。一般社団法人神奈川県法人会連合会では、県下１８単位会

の要望事項を取りまとめ、公益財団法人全国法人会総連合に上申し、さらに公益財団法人全国法人会総連

合は､全国からの要望を取りまとめ､「税制改正に関する提言」を決議し､令和３年１０月７日の「第３７

回法人会全国大会（岩手大会）」は、新型コロナウイルス感染症により参加者の安全面を確保するため、

運営上、各種の制約を加えなければならないことなどから、オンライン方式に変更して東京会場と岩手会

場からの二元中継での開催になったが、その席上で「令和４年度税制改正提言」が決議された。地域経済

と雇用の確保の担い手である中小企業は新型コロナウイルスの影響により厳しい局面に立たされている

ことから、まずは経営実態等を見極めながら中小企業が事業を継続するために必要な支援策や税制措置

を講じることを強く求める提言を、政府ならびに政党などに対して積極的に実施し、また都道県の連合会

は都道県知事ならびに都道県議会議長に対して積極的な要望活動を実施した。さらに、全国の単位会法人

会ではそれぞれ地元選出の国会議員に対して要望活動を実施するとともに、管内の市区町村長ならびに

議会議長に対して要望活動を実施した。 

当会でも令和３年１１月２4 日に永田町に赴き、地元選出の議員に提言書の提出を行い要望活動に努め

た。 

 

 

 

 

 



 

② 全国青年の集い 

「第 35回全国青年の集い・佐賀大会」は令和 3年 11月 25日・26日に開催された。 

会場での参加（部会長限定）とオンライン参加の併用で開催され、当会から部会長が現地にて参加、部会

員３名も現地に赴きオンラインで参加した。租税教育活動プレゼンテーション・健康経営大賞の投票は全

国各地からのＷＥＢ投票で行った。 

 

③ 全国女性フォーラム 

「第 15回全国女性フォーラム・新潟大会」は令和 3年 11月 16日に開催された。 

例年より参加者を限定した上で会場内での座席間隔を充分にとり、講演会・式典・懇親会まで全員指定で

の着席方式により開催した。 

 

２．地域企業の健全な発展に資する事業 

① 実務講習会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和 3年度は実施しなかった。 

 

②起業・経営者セミナー 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和 3年度は実施しなかった。 

 

③ ブロック研修会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和 3年度は実施しなかった。 

 

④ ＩＴ講座 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和 3年度は実施しなかった。 

 

⑤講演会事業（令和 4年新春講演会） 

部会名 開催日 会場 内容（テーマ／講師） 出席者

事業研修委員会 0   4.01.20 ホテルモリノ新百合丘
北野家の訓え／

北野　大 氏
114名

内、非会員36名
 

 

⑥ 無料法律相談会 

川崎商工会議所との共催で当会と川崎商工会議所の会員を対象に毎月第４水曜日に多摩支所、麻生支所

で開催。 

 

⑦ 無料融資相談会 

川崎商工会議所との共催で当会と川崎商工会議所の会員を対象に多摩支所、麻生支所で随時開催。 

 

 

 

 

 

 



 

３．地域社会への貢献を目的とする事業 

(1)職場体験 

例年夏休みに開催しているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和３年度は実施しなかった。 

 

(2) 音楽コンサート 

委員会名 開催日 会  場 内容（テーマ／講師） 出席者 

事業研修委員会 4.02.11 
新百合２１ 

多目的ホール 

クラシックアンサンブルの夕べ（コンサート） 

須田祥子・諌山翔一・高木真悠子 

長石篤志・羽藤尚子・古屋聡見 

中止 

令和 3年 12月 1日より告知を行い 300名を超える申し込みがあったが、令和 4年 1月 21日からの

「まん延防止等重点措置」の適用を受け、1月 24日に開催中止の判断を行った。 

 

(3) 女性部会教養講座 

部会名 開催日 会  場 内容（テーマ／講師） 出席者 

女性部会 3.05.20 ホテルモリノ新百合丘 
ポーセラーツ作り教室 

永井和美・植月真美子・三村千代子 

22名 

内、非会員 12名 

女性部会 3.12.16 
新百合２１ホール  

第１会議室 

ポーセラーツ作り教室 

永井和美・植月真美子・三村千代子 

14名 

内、非会員 2名 

 

(4) 県連社会貢献事業（下草刈り） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止、夏の暑さによる熱中症防止のため令和 3年度は実施しなかった。 

 

(5) チャリティ活動 

地域の社会福祉の向上を目的に赤い羽根共同募金活動を行い、麻生区・多摩区の社会福祉協議会に寄付を

行った。 

 

(6) 青年部会ボランティア活動 

令和 3年度は実施しなかった。 

 

(7) 地域活動等への参加 

令和 3年度は実施しなかった。 

 

(8) 防災体験実習 

令和 3年度は実施しなかった。 

 

(9) 健康講習会 

委員会名 開催日 会  場 内容（テーマ／講師） 出席者 

厚生委員会 3.06.24 
ホテルモリノ 

新百合丘 

「膝の痛み～ロボット支援手術も含めて～」 

新百合ヶ丘総合病院 

整形外科部長 斎藤 泉医師 

39名 

内、非会員 34名 



 

４．会員の福利厚生に資する事業 

(1) 経営者大型保障制度の普及推進（案内・周知） 

 

(2) 経営保全プランの普及促進（案内・周知） 

 

(3) がん保険制度の普及推進（案内・周知） 

 

(4) 貸倒保障制度の普及推進（案内・周知） 

 

(5) 成人病検診の普及推進（案内・周知） 

 

 

５．会員の交流に資するための事業 

(1) 新年賀詞交歓のつどい 

委員会名 開催日 会  場 内容（テーマ／講師） 出席者 

総務委員会 4.01.12 
ホテルモリノ 

新百合丘 

新年の集い 

来賓挨拶・新会員紹介ほか 

会員 67名 

来賓 22名 

例年、新春講演会と抱き合わせでホテルモリノ新百合丘の７Ｆ会場で開催をしていたが、ソーシャルデ

ィスタンスを確保する必要性から新春講演会との同日開催が難しく、また規模を縮小せざるを得ず会食

は見合わせた。 

 

(2) 部会企業交流会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和３年度は実施しなかった。 

 

(3) ブロック懇談会 

ブロック名 開催日 会場 主な議題 出席者 

稲田第一 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和３年度は実施しなかった 

稲田第二 3.12.20 ル・グラン 参加者相互の交流、情報交換を行った 12名 

生田 4.1.25 味良 1月21日からの「まん延防止等重点措置」の適用を受

け、開催を取りやめた 

中止 

麻生 3.12.10 旭鮨 新百合ヶ丘本店 参加者相互の交流、情報交換を行った 13名 

 

(4) ブロック研修会 

ブロック名 開催日 会場 主な研修議題 出席者 

稲田第一 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和３年度は実施しなかった 

 

稲田第二 

 

4. 2.10 

 

多摩市民館第6会議室 

「インボイス制度の導入について」 

1月21日からの「まん延防止等重点措置」の適用を受

け、開催を取りやめた 

 

中止 

 

生田 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和３年度は実施しなかった 

麻生 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和３年度は実施しなかった 



 

(5) レクリエーション大会 

部会名 開催日 会  場 内  容 出席者 

青年部会 4.03.14 よみうりゴルフ倶楽部 

 

川崎 3法人会青年部会ゴルフコンペ 

川崎西 16名 

川崎南 12名 

川崎北 9名 

 

(6) 成人病検診 

開催日 会  場 内   容 受診者 

3. 6.17 麻生市民館大ホール 成人病検診／全日本労働福祉協会 15 名 

3. 6.18 麻生市民館大ホール 成人病検診／全日本労働福祉協会 45 名 

3. 6.28 麻生市民館大ホール 成人病検診／全日本労働福祉協会 54 名 

4. 3.14 ホテルケイエスピー 成人病検診／全日本労働福祉協会 7 名 

4. 3.15 新百合２１ホール 成人病検診／全日本労働福祉協会 31 名 

4. 3.16 新百合２１ホール 成人病検診／全日本労働福祉協会 45 名 

 

(7) 書籍販売（周知） 

令和 3年度は実施しなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ．組織状況 

正会員数  １,０９３社、  加入率  １７．６％    （令和 4年３月３１日現在） 

賛助会員数  法人７５社、   個人７８名       （令和 4年３月３１日現在） 

令和３年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響で積極的な増強活動ができない中、正会員２１社、賛助

会員７社の入会があったが、廃業等による退会により正会員は２７社の減少となった。 

 

(1) 正会員の移動                                 (単位：社) 

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

入会数 1 1 0 8 1 0 1 1 3 1 4 0 21

退会数 7 4 4 2 1 2 6 2 3 7 1 9 48

合計 ▲ 6 ▲ 3 ▲ 4 6 0 ▲ 2 ▲ 5 ▲ 1 0 ▲ 6 3 ▲ 9 ▲ 27
 

 

(2) 賛助会員の移動                               (単位：社) 

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

入会数 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 7

退会数 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6

合計 ▲ 2 0 0 0 0 0 2 1 ▲ 1 1 0 0 1
 

 

(3) 部会の加入状況 

令和3年4月1日 令和4年3月31日

部会会員数 部会会員数 入会 退会

青年部会 71 75 4 7 3

女性部会 60 57 ▲ 3 4 7

部会名
増減

 

 

(4) ブロックの加入状況 

正会員 

法人数 会員数 会員数 加入率

令和4年3月31日 令和3年4月1日 令和4年3月31日 令和4年3月31日

稲田第一ブロック 1,329 265 261 ▲1.5% 19.6%

稲田第二ブロック 950 215 206 ▲4.2% 21.7%

生　　田ブロック 1,226 223 215 ▲3.6% 17.5%

麻　　生ブロック 2,703 417 411 ▲1.4% 15.2%

合     計 6,208 1,120 1,093 ▲2.4% 17.6%

ブロック名 増減率

 

 

 

 

 



 

賛助会員 

法人 個人 法人 個人 法人 個人

稲田第一ブロック 8 14 8 13 - ▲7.1%

稲田第二ブロック 12 12 13 12 8.3% -

生　　田ブロック 11 7 10 7 ▲9.1% -

麻　　生ブロック 19 37 17 37 ▲10.5% -

管　　外 25 7 27 9 8.0% 28.6%

合　　計 75 77 75 78 - 1.3%

増減率
ブロック名 令和3年4月1日

会員数 会員数

令和4年3月31日

 

 

 

Ⅲ．その他 

１．会議等開催状況 

令和 3 年度も新型コロナウイルス感染症拡大のため多くの会議等が中止を余儀なくされたものの、規模

の縮小や感染対策を講じながら開催に向けた対応を図った。   

  

(1) 第 9回通常総会 

新型コロナウイルス感染症拡大の懸念から令和 3年度の第 9回通常総会は委任状提出による参加を求め

た結果、出席者数４６名、委任状による出席と見做す数が５７３名で合計６１９名。 

令和３年６月８日現在の会員数は１,１０９名で、その過半数は５５５名であった。  

開催日 会場 主な議題 出席者

3.6.9 ホテルモリノ新百合丘

令和２年度収支決算報告承認<監事監査報告＞

任期満了に伴う法人会役員改選承認

令和２年度事業報告、令和３年度事業計画・収支予算

46名
委任状573名

 

 

(2) 理事会 

開催日 会場 主な議題 出席者

3.4.26 ホテルモリノ新百合丘
令和2年度の事業報告、決算報告、総会開催

任期満了に伴う役員改選　他
24名

3.6.9 ホテルモリノ新百合丘 任期満了に伴う役員改選 31名

3.7.28 ホテルモリノ新百合丘
コロナ禍での令和3年度事業展開について

追加予算措置、利益相反取引承認　他
28名

3.10.4 ホテルモリノ新百合丘

新春講演会と賀詞交歓の集い開催

令和４年度事業計画・予算案策定スケジュール

会報誌「かわにし」役員賀詞広告掲載　他

28名

3.12.15 ホテルモリノ新百合丘
新春講演会と賀詞交歓の集い開催、会員増強施策案

各種規程の見直し、令和４年度事業計画・予算案　他
30名

4.3.10 ホテルモリノ新百合丘
令和4年度事業計画・予算案、通常総会

利益相反取引承認、法人会親睦ゴルフ、健康セミナー　他
29名

 

 

 



 

(3) 監事監査 

開催日 会場 主な議題 出席者

3.4.16 法人会　会議室 令和２年度財務（決算）、職務執行状況の確認　他 2名
 

 

(4) 正副会長会 

開催日 会場 主な議題 出席者

3.4.21 ホテルモリノ新百合丘 理事会の運営、総会次第進行　他　 5名

3.7.16 ホテルモリノ新百合丘
理事会の運営、ワクチン合同職域接種について

税務署人事異動　他
5名

3.9.15 ホテルモリノ新百合丘
理事会の運営、協力保険3社連絡推進協議会

令和３年度納税表彰受彰者　他
5名

3.12.8 ホテルモリノ新百合丘 理事会の運営　他 5名

4.3.2 ホテルモリノ新百合丘 理事会の運営、他　 4名
 

 

(5) 常任理事会 

開催日 会場 主な議題 出席者

4.1.24 ホテルモリノ新百合丘
第4回クラシックアンサンブルの夕べ開催検討

令和4年度事業計画・予算案
15名

 

 

(6) 委員会 

① 総務委員会（委員会 7名） 

開催日 会場 主な議題 出席者

3.4.20 新百合２１ホール
総務委員会運営方針、令和２年度事業・収支決算報告

第９回通常総会、総務委員会年間日程　他
7名

3.7.15 多摩市民館
法人会諸規程の見直し、令和4年賀詞交歓のつどい

ワクチン合同職域接種、令和5年度周年行事　他
7名

3.9.7 多摩市民館
法人会諸規程の見直し、令和4年賀詞交歓のつどい

令和5年度周年行事、令和4年度予算策定スケジュール　他
7名

3.10.21 新百合２１ホール

法人会諸規程の見直し、令和4年賀詞交歓のつどい

令和5年度周年行事、令和4年度予算策定スケジュール

総務委員会予算　他

6名

3.11.30 新百合２１ホール
法人会諸規程の見直し、令和4年賀詞交歓のつどい

令和5年度周年行事、令和4年度予算、総務委員会予算　他
7名

4.2.22 オンライン会議
法人会諸規程の見直し、令和5年度周年行事、令和4年度予算、

第10回通常総会　他
6名

 

 

② 税制委員会（委員会 3名） 

令和 3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から委員会開催を行わなかった。 

 

 

 

 

 

 



 

③ 広報委員会（委員会 5名） 

開催日 会場 主な議題 出席者

3.4.27 オンライン会議 かわにし第111号編集　他 4名

3.6.2 多摩市民館＋オンライン かわにし第111号校正　他 4名

3.7.26 多摩市民館 かわにし第112号編集　他 3名

3.9.1 麻生市民館 かわにし第112号校正　他 3名

3.10.19 多摩市民館 かわにし第113号編集　令和4年度予算　他 5名

3.11.16 新百合２１ホール かわにし第113号校正　他 4名

4.1.17 新百合２１ホール かわにし第114号編集　他 5名

4.3.1 新百合２１ホール かわにし第114号校正　他 5名
 

 

④事業研修委員会（委員会 5名・11月より 1名追加） 

開催日 会場 主な議題 出席者

3.7.12 多摩市民館 令和3年新春講演会、第4回クラシックアンサンブルの夕べ計画 5名

3.8.2 多摩市民館 令和3年新春講演会、第4回クラシックアンサンブルの夕べ計画 4名

3.10.18 新百合２１ホール
令和3年新春講演会、第4回クラシックアンサンブルの夕べ計画

令和4年度事業予算　他
3名

3.11.11 多摩市民館
令和3年新春講演会、第4回クラシックアンサンブルの夕べ計画

令和4年度事業予算　他
6名

3.12.6 多摩市民館
令和3年新春講演会、第4回クラシックアンサンブルの夕べ計画

第5回クラシックアンサンブルの夕べ日程　他
6名

4.3.3

多摩市民館

＋

リモート

令和4年度法人会ゴルフコンペ企画、令和5年新春講演会　他 6名

 

 

⑤組織委員会（委員会 7名） 

開催日 会場 主な議題 出席者

3.7.7 新百合２１ホール 令和3年会員増強施策と進捗状況　他 5名

3.9.14 麻生市民館 令和3年会員増強施策と進捗状況　他 6名

3.11.17 新百合２１ホール 令和4年会員増強目標施策・予算案　他 6名

4.1.21 新百合２１ホール 令和3年会員増強実績報告、協力保険3社を交えた意見交換
7名

保険3社6名

4.2.24 麻生市民館 まん延防止等重点措置適用期間につき中止 中止
 

 

⑥厚生委員会（委員会 4名） 

開催日 会場 主な議題 出席者 

4.1.11 新百合２１ホール 令和 4 年度健康セミナー、福利厚生制度連絡協議会日程 他 4 名 

 

⑦ＩＴ委員会（委員会 5名） 

開催日 会場 主な議題 出席者 

3.4.2 リモート会議 ホームページ構成、完了予定について ほか 5 名 

3.8.17 リモート会議 会員向けデジタルスキルアップ講座について ほか 5 名 



 

 (7) 諸会議 

① あさお区民まつり 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実行委員会準備会の決議で令和3年度の開催は中止となった。 

 

② 多摩区民祭  

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実行委員会準備会の決議で令和3年度の開催は中止となった。 

 

③ 福利厚生制度連絡協議会 

開催日 会場 主な議題 出席者

3.10.4 ホテルモリノ新百合丘 福利厚生制度の推進状況及び推進目標 他
18名

保険3社7名  

 

(8) ブロックの会議 

①  ブロック報告会 

ブロック名

稲田第一

稲田第二

生田

麻生

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を取り止めた

５月２７日に予定するも新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を取り止めた

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を取り止めた

５月２４日に予定するも新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を取り止めた

状況

 

 

②  ブロック役員会・諸会議 

ブロック名 開催日 会場 主な議題 出席者

稲田第一 3.11.11 柏屋 令和4年度事業計画・予算案　他 4名

稲田第二 3.9.7 多摩市民館
ブロック役員選考、令和3年度事業、

令和4年度事業計画・予算案　他
16名

稲田第二 3.11.15
川崎信用金庫

登戸支店
令和4年度事業計画・予算案　他 9名

稲田第二 3.12.20 登戸南町会館
令和4年度事業計画・予算案

ブロック研修会開催について　他
14名

稲田第二 4.2.10 多摩市民館 まん延防止等重点措置適用期間中につき開催中止 中止

生田 4.1.25 味良 まん延防止等重点措置適用期間中につき開催中止 中止

麻生 3.6.25 リモート会議 ブロック役員選考、ブロック研究会　他 14名

麻生 3.12.10
旭鮨

新百合ヶ丘本店
令和4年度事業計画・予算案　他 13名

麻生 4.2.21 リモート会議 麻生ブロック研修会について　他 10名

麻生 4.3.15 リモート会議 麻生ブロック研修会について　他 11名
 

 

 

 

 

 



 

(9) 青年部会の会議 

①  報告会 

開催日 会場 主な議題 出席者

3.5.14 多摩市民館
まん延防止等重点措置の適用期間中につき、会食を行わない

定例会に変更
ー

 

②  役員会 

開催日 会場 主な議題 出席者

3.4.21 多摩市民館 事業報告会について、役員改選による青年部会体制　他 15名

3.5.14 多摩市民館

税務研修会「インボイス制度の理解のために」

令和2年度の振り返り、令和3年度活動方針

租税教室&テクノスポーツHADO　他

22名

3.6.15 新百合２１ホール 第２四半期以降の事業について、健康経営大賞エントリー　他 20名

3.7.12 多摩市民館 第35回全国青年の集い・佐賀大会、健康経営宣言　他 24名

3.8.23 麻生市民館 第4回緊急事態宣言発出期間中のため中止 中止

3.9.16 新百合２１ホール 第4回緊急事態宣言発出期間中のため中止 中止

3.11.1 新百合２１ホール
第35回全国青年の集い・佐賀大会、健康経営宣言

令和4年度事業・予算案、青年部会員会員増強　他
18名

4.1.26

新百合２１ホール

＋

リモート

青連協連絡協議会セミナー、川崎3法人会ゴルフコンペ

令和4年度租税教室、第36回全国青年の集い・沖縄大会

第3回ウォーキングキャンペーン　他

18名

＋

3名

4.2.18

多摩市民館

＋

リモート

青連協連絡協議会セミナー延期、川崎3法人会ゴルフコンペ

令和4年度租税教室、第36回全国青年の集い・沖縄大会

12名

＋

5名

4.3.23

多摩市民館

＋

リモート

第3回ウォーキングキャンペーン

令和4年度租税教室、第36回全国青年の集い・沖縄大会

10名

＋

７名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(10) 女性部会の会議 

①  報告会 

開催日 会場 主な議題 出席者 

3.5.20 ホテルモリノ新百合丘 
まん延防止等重点措置の適用期間中につき、会食を行わない 

定例会に変更 
― 

 

②  役員会 

開催日 会場 主な議題 出席者

3.5.20 ホテルモリノ新百合丘
令和2年度の振り返り、令和3年度活動計画

女性部会役員　ほか
8名

3.7.20 新百合２１ホール
第15回全国女性フォーラム・新潟大会

絵はがきコンクール進捗、表彰作品選考会日程　ほか
9名

3.9.10 法人会　会議室

絵はがきコンクール進捗、緑法人会主催ゴルフコンペ

第15回全国女性フォーラム・新潟大会

令和4年度事業・予算案　ほか

7名

3.10.27 新百合２１ホール
絵はがきコンクール表彰作品選考、令和4年度事業・予算案

ほか
10名

3.11.24 新百合２１ホール 教養講座開催、絵はがきコンクールの流れ　ほか 7名

4.1.25 新百合２１ホール
第16回全国女性フォーラム・静岡大会

令和4年度絵はがきコンクール
7名

4.3.16 新百合２１ホール

第16回全国女性フォーラム・静岡大会

令和4年度絵はがきコンクール

絵はがきコンクール　エルミロード展示について　ほか

9名

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(11) 関係機関の会議（全法連・県法連関係）※日程計画分のみ 

開催日 会合名 会場 出席者

3.4.6 県連　女性部会連絡協議会 崎陽軒本店 1名

3.4.14 県連　青年部会定時連絡協議会 横浜ロイヤルパークホテル 2名

3.5.10 県連　事務局長会 税経研修センター 1名

3.5.26 県連　理事会 崎陽軒本店 1名

3.6.1 県連　税制委員・事務局長合同会議 崎陽軒本店 中止

3.6.28 県連　通常総会・法人会功労者表彰祝賀会 横浜ベイホテル東急 書面決議

3.6.30 県連　事務局長会 リモート開催 1名

3.7.7 全法連　厚生常任委員会 明治記念館 1名

3.7.8 県連　女性部会連絡協議会 崎陽軒本店 1名

3.7.16 県連　青年部会定時連絡協議会 崎陽軒本店 1名

3.9.6 県連　事務局長会 リモート開催 1名

3.9.7 県連　女性部会連絡協議会セミナー 新横浜国際ホテル 中止

3.9.22 全法連　厚生常任委員会 明治記念館 1名

3.9.27 県連　青年部会定時連絡協議会 ホテルプラム 1名

3.9.29 県連　税制委員会・税制プロジェクト会議 新横浜国際ホテル 中止

3.10.1 県連　広報委員会 県連会議室 中止

3.10.4 県連　青年部会定時連絡協議会 ホテルプラム 1名

3.10.7 第37回法人会全国大会（岩手大会） リモート参加 5名

3.10.13 県連　青年部会定時連絡協議会情報交換会 ホテルプラム 4名

3.10.28 県連　事業研修委員会 県連会議室 1名

3.10.29 県連　事務局長会 県連会議室 1名

3.11.9 県連　正副会長会 県連会議室 1名

3.11.16 第15回全国女性フォーラム（新潟大会） 朱鷺メッセ 4名

3.11.25 全法連　部会長サミット 佐賀市文化会館 1名

3.11.25 第34回全国青年の集い（佐賀大会） 佐賀市文化会館 1名

3.11.29 県連　広報委員会 驊騮 1名

3.12.6 県連　理事会 横浜中華街　菜香飯店 1名

3.12.7 県連　事業研修委員会 県連会議室 1名

3.12.8 県連　青年部会定時連絡協議会 県連会議室 1名

3.12.9 県連　女性部会連絡協議会 崎陽軒本店 1名

3.12.15 県連　税制委員会 新横浜国際ホテル 欠席

3.12.16 県連　組織委員会 状元楼 欠席

3.12.22 県連　事務局長会 県連会議室 1名

4.1.18 県連　賀詞交歓会 横浜ベイホテル東急 中止

4.1.26 県連　厚生委員会 ローズホテル横浜 中止

4.2.9 県連　絵はがきコンクール選考会 ローズホテル横浜 1名

4.2.9 県連　女性部会定時連絡協議会 ローズホテル横浜 1名
 



 

開催日 会合名 会場 出席者 

4.2.10 全法連 厚生委員会 全法連会議室 1 名 

4.2.15 全法連 税制セミナー ハイアットリージェンシー東京 2 名 

4.2.24 県連 広報委員会 県連会議室 中止 

4.2.28 県連 事務局長会 県連会議室 中止 

4.3.4 県連 青年部会定時連絡協議会セミナー 湯本富士屋ホテル 中止 

4.3.4 全法連 事務局セミナー ハイアットリージェンシー東京 1 名 

4.3.9 県連 事業研修委員会 横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞ 中止 

4.3.9 県連 役職員研修会 横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞ 延期 

4.3.11 県連 税制委員会 県連会議室 中止 

4.3.16 県連 組織委員会 県連会議室 中止 

4.3.23 全法連 全国厚生委員長会議 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪 1 名 

4.3.29 県連 正副会長会 崎陽軒本店 中止 

4.3.29 県連 理事会 崎陽軒本店 書面決議 

 

(12) 友誼団体等の会議 ※日程計画分のみ 

開催日 会合名 会場 出席者 

3.5.31 川崎商工会議所 第 1 回税制小委員会 川崎商工会議所 1 名 

3.6.14 川崎商工会議所 第 2 回税制小委員会 川崎商工会議所 1 名 

3.6.16 令和 2 事務年度第 5 回川崎西団体長会 川崎西税務署 1 名 

3.6.29 川崎商工会議所 第 3 回税制小委員会 川崎商工会議所 1 名 

3.7.30 令和 3 事務年度第 1 回川崎西団体長会 川崎西税務署  3 名 

3.9.28 令和 3 事務年度第 2 回川崎西団体長会 川崎西税務署  3 名 

3.10.10 第 39 回あさお区民まつり 麻生区役所 中止 

3.10.19 西彰会役員会 川崎西青色申告会 3 名 

3.10.29 令和 3 事務年度第 3 回川崎西団体長会 川崎西税務署  2 名 

3.11.10 

川崎西税務署長納税表彰 

 川崎西税務署長表彰 濃沼健夫氏 

 川崎西税務署長表彰 鈴木昭弘氏 

 川崎西税務署長感謝状 成田正弘氏 

 川崎西税務署長感謝状 左藤正道氏 

 川崎西税務署長感謝状 白井輝生氏 

川崎西税務署 5 名 

3.11.12 川崎西税務署長講演会 川崎西税務署 3 名 

3.11.12 消費税完納推進キャンペーン 新百合ヶ丘～生田 3 名 

3.11.23 第 44 回多摩区民祭 生田緑地中央広場 中止 

3.11.26 第 26 回西彰会定時総会 川崎西税務署 3 名 

    

4.1.5 川崎市賀詞交歓会 ミューザ川崎シンフォニーホール 1 名 



 

4.1.12 令和 3 事務年度第 4 回川崎西団体長会 川崎西税務署  1 名 

 

 


