
議案第 1号

令和 2年度 事業報告書 

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日) 

Ⅰ．事業概況 

新型コロナウイルスが発生し 1年以上経過しましたが、相変わらず感染拡大の歯止めが

かからない中、令和 2年度の当法人会の活動は開催予定事業の中止又は延期せざるを得

ない状況のまま期末を迎えました。会員の皆様にはそんな逆境に負けず創意・工夫を実

践され会員企業が益々ご隆盛されることを強く願っております。 

当会の組織面でも、新型コロナウイルスの影響により会員の減少が避けられませんでし

たが、会員増加目標を達成した地区会もあり今後好転していくものと思われます。これ

からも税理士会・金融機関の協力、役員による紹介運動の実施等によりさらなる組織の

充実を図る方針です。また、平成 25 年 4 月 1 日から公益社団法人としてスタートし 9

年目を迎えました、令和 2年 11月茨城県公益認定等審議会の立入検査を受けましたが、

結果概ね良好との評価を頂いており公益社団法人として順調な活動を展開しております。 

令和 2年度事業活動実績は、前述のとおり新型コロナウイルスの影響で開催予定事業の

大半が中止又は延期を余儀なくされましたが、できる範囲内での活動とインターネット

を活用した情宣活動を展開してまいりました。こうした中でも法人会活動が「税のオピ

ニオンリーダー」としての役割を十分発揮し、地域企業と地域社会の健全な発展に寄与

しているものと確信をしております。 

現在、税務当局で進めております「電子申告納税制度」（ｅ-Ｔａｘ）の推進については、

会員企業の積極導入をお願いしております。つきましては、関連団体として尚一層の普

及にご協力をお願い致します。令和 2年度は滞りなく終了することが出来ました。今後

共、法人会活動を積極的に推進してまいります、会員各位のご協力と関係諸団体のご理

解あるご支援をお願い申し上げます。 

Ⅱ．組織の状況 

会    員 数 

(令和 3年 3月 31日現在) 

地 区 会 名 法  人  数 会  員  数 加 入 率 

古 河 地区会 982社 416社  42.4％ 

坂 東 地区会 1,269 438  34.5 

境 地区会  607  294  48.4 

総 和 地区会 877 273  31.1 

三 和 地区会 728 240  33.0 

五 霞 地区会  195 140  71.8 

  合  計 4,658社  1,801社  38.7％ 



[公益事業関係]

「税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業」(公益事業1・税の啓発事業)

１. 税知識の普及及び適正な申告の普及を図る目的の事業

（1）決算期別説明会

案内数 参加者

中　止

中　止

中　止

中　止

（2）新設法人説明会

案内数 参加者

中　止

中　止

（3）年末調整説明会

参加者

（4）古河税務署管内租税教育推進協議会の打合せ

出席者

令和２年１１月２６日 １名

１．租税教室の開催について

２．｢税についての作文(中学生)｣｢税に関する高校生の作文｣の表彰等について

３．その他

（5）租税教室　講師研修会

出席者

１名

１．研修

２．意見交換

令和３年１月 古河商工会議所301-302会議室

１～３月決算企業

日時

令和２年７月 古河商工会議所201-202会議室

７～９月決算企業

令和２年１０月 古河商工会議所201-202会議室

１０～１２月決算企業

Ⅲ.事業内容

日時 会場

令和２年４月 古河商工会議所201-202会議室

４～６月決算企業

会場

令和２年１０月 古河商工会議所203会議室

１～６月決算企業

令和３年２月 古河商工会議所201-202会議室

７～１２月決算企業

日時 会場

令和２年１１月 中　止

日時 　会場

古河税務署会議室

日時 　会場

令和２年９月１５～１６日 古河税務署会議室
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（6）租税教室（グッズ提供）

古河地区会 ７ 校 ７ 校 ５０６ 名

総和地区会 １０ 校 １０ 校 ４５７ 名

三和地区会 ６ 校 ６ 校 ２９８ 名

坂東地区会 １３ 校 １３ 校 ４８０ 名

境地区会 ５ 校 ５ 校 ２２６ 名

五霞地区会 ２ 校 ２ 校 ６４ 名

４３ 校 ４３ 校 2,031 名

☆配賦内容☆

１.租税教室教材のテキスト寄贈「税について考えよう！クイズだゼイ！」

２.租税教育用マンガ配布「おじいさんの赤いつぼ」

３．｢けんた」グッズ配布　クリアファイル・鉛筆2本組　各1組

（7）講師及び講師補助者として参加

児童数

令和２年１０月１日 古河地区会 ６０名

（8）第７回税に関する絵はがきコンクール

対　象 ：管内小学校６年生(旧古河市内・五霞町)

主　催 ：古河法人会女性部会

令和２年７月～１２月 共　催 ：全国法人会総連合

後　援 ：国税庁、古河税務署、教育委員会

受賞者 法人会長賞 １名

古河税務署長賞 １名

女性部会長賞 １名

優秀賞 ４名

（9）税の啓発活動

ｅ－Ｔａｘ(国税電子納税・申告システム)の推進運動

２. 納税意識の高揚を目的とする事業

（1）古河税務署管内合同納税表彰式打合せ

出席者

令和２年９月９日 中　止

１．「令和元年度合同納税表彰式」の運営及び進行手順について

２．その他

日時 　会場

古河税務署会議室

地区会 学校数 実施校数 児童数

日時 実施地区 実施校

古河市立第三小学校

日時 内　容　等

中　止

. 内　容　等

通　　年
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（2）古河税務署管内合同納税表彰式

出席者

中　止

【内容】

１．古河税務署長表彰

２．関係民間団体表彰

３. 関東信越国税局長感謝状伝達

４．古河税務署長感謝状贈呈

５．中学生の「税についての作文」表彰

６．｢税に関する高校生の作文」表彰

７．作文朗読

（3）全法連季刊誌「ほうじん」配付

配布部数

（4）古河法人会機関誌「法人たより」発行配布

発行日 版

部数 ページ

○表紙（古河公方公園)

○第三十五回『通常総会』を開催

○令和元年～２度　役員名・各委員会名簿

○青年部会・女性部会役員名簿

○令和元年度収支決算書・令和２年度収支予算書

○令和２年度事業計画・(公社)古河法人会組織状況表

R2.9 ○着任のあいさつ～古河税務署長　生永　真美子 氏

2,300部 ○税務署からのお知らせ

【古河税務署定期異動】

【令和２年分　年末調整説明会の開催中止について】

【新型コロナウイルス感染症の影響により、

国税の納付が難しい方へ】

【納税の猶予をご利用ください】

○法人会の経営者大型総合保障制度のご案内

日時 会場

令和２年１１月１２日 古河市中央公民館

季刊 内容

春号 1,900
【私の経営哲学】㈱サザコーヒー　鈴木　誉志男

価値を決めるのは自分ではなく、お客様

夏号 1,900
【私の経営哲学】東洋ドライフルーツ㈱　飯野　光彦

人を育て改善、そして革新

秋号 1,900
【私の経営哲学】㈲春華堂　　山崎　貴裕

守るべきもの、変えるべきもの。

第６８号
A－4
10Ｐ

新年号 1,900
【私の経営哲学】㈱クック・チャム　　藤田　敏子

人の成長こそが企業の成長

号数 掲載内容
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○表紙（古河公方公園)

○年頭のあいさつ～古河税務署長　生永　真美子 氏

○年頭のあいさつ～古河法人会 会長　川島　 栄

○地方法人税の税率にご注意下さい

○古河税務署からの確定申告に関する重要なお知らせ

R3.1 ○活動状況

2,300部 ○令和３年度税制改正提言活動

○税務研修会の様子、是国法人会総連合からのお知らせ

○古河法人会事務局からのお知らせ

【会員向け健康診断】

【インターネットセミナー】

○法人会の経営者大型総合保障制度のご案内

（5）ホームページにより広報

機関誌「法人たより」68号　掲載

機関誌「法人たより」69号　掲載 、

（6）関東信越国税局幹部との協議会

出席者

書面開催

国税局からの説明事項

１.e-Taxの一層の普及及び添付書類も含めた電子化に向けた取組について

２.企業の税務コンプライアンス向上への更なる取組について

３.租税教育事業（租税教室講師派遣、絵はがきコンクール）について

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）令和３年度税制改正提言活動

令和２年１１月１２日 衆議院議員 会　長

川　島 栄

令和２年１１月２０日 衆議院議員 副会長

塚　原 実

令和２年１１月１４日 古河市財政部長 事務局長

鈴　木　久　雄

令和２年１１月２６日 副会長

奥　村　秋　夫

令和２年１１月２０日 副会長

塚　原 実

令和２年１１月２４日 副会長

須　釜　利　行

☆内容☆

１.令和３年度税制改正に関する提言書提出

２.意見交換

日時 　会場

第６９号
A－4
10Ｐ

月日 内容

令和２年９月

久　保　光　夫

山　口 誠

境町副町長

野　尻　智　治

坂東市総務部長

五霞町長

染　谷　森　雄

中　村　喜四郎

令和３年２月３日

日時 陳情先

水戸プラザホテル

令和３年１月

要望活動実施者

永　岡　桂　子
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（2）税制改正アンケート調査の実施

令和２年４月 役員・委員を対象とした郵送によるアンケート調査の実施

４. 税施策等の普及推進を目的とする事業

（1）税の啓発活動

配布数

約1万部

「地域の経済・社会環境の整備改善等を図るための事業」(公益事業2・地域貢献事業)

（1）第３５回通常総会記念講演会（一般公開）

対象 参加者

会員

非会員

テーマ　「本気のおもてなし」

～夢と魔法の王国をつくりあげる現実～

講　師　(株)チャックスファミリー

取締役　　　　高坂　　麻紀  氏

(2) インターネットセミナー事業

会員

非会員

税務、経理、労務、人材育成、時局、経済、健康及びカルチャー等専門家による

多彩な内容のセミナーをインターネットを利用して配信

（3）サンスポ古河はなももマラソンのボランティアスタッフ

参加者

走路整理係(沿道警備など) ―

（4）古河市が実施する献血活動の支援

総数

エコバック贈呈 ４００セット

「会員のための福利厚生に関する事業」(収ー１会計・福利厚生事業)

（1）(一財)全日本労働福祉協会が実施する会員向け健康診断の実施

受診者数

令和３年３月１２日 ２９名

（2）福利厚生事業の推進（案内・周知）

日時 内容等

内　容　等

通　　年 封筒に消費税期限内納付運動の印刷によるＰＲ活動

日時 会場

令和２年５月２８日 ザ・カナルヒルズ 中　止

日時 周知方法 対象

通　　年 機関誌、当会ホームページ

日時 内　容　等

令和３年３月１４～２７日

日時 内　容　等

令和２年１１月

日時 会　　場

古河商工会議所

日時 周知方法

通　　年
① 経営者大型保障制度他ＰＲ　紹介運動 他

② 経営者保全プラン他ＰＲ　パンフレット配布

日時
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「会員支援のための親睦・交流等に関する事業」(他ー１・会員支援事業)

１. 研修会・セミナー等の開催

（1）会員親睦交流等事業実施状況

参加者

総会交流懇親会（女性部会）

会場： ホテル山水

総会交流懇親会（青年部会）

会場： 和田家

総会交流懇親会

会場： カナルヒルズ

正副会長会議交流懇親会

会場： 冨久家

理事会交流懇親会

会場： ホテル山水

（2）功労者表彰

[管理事業]

「諸会議の開催及び出席」(法人会計・管理事業)

（1）第３５回通常総会

令和元年度事業報告承認の件

令和元年度収支決算報告承認の件

（監査報告）

令和２年度事業計画報告に関する件

令和２年度収支予算報告に関する件

その他

（2）監査会

出席者

５名

令和元年度会計監査

日時 会場

令和２年４月１０日 中　止

令和２年４月２４日 中　止

令和２年５月２８日 中　止

令和２年８月 中　止

令和２年１０月 中　止

日時 内容等

令和２年６月１９日

全国法人会総連合会長表彰状

　　理　事 塚　原 実 氏

茨城県法人会連合会長表彰状

　　理　事 大和田　五　郎 氏

　　理　事 初　見　周　一 氏

日時 会場 出席者

令和２年５月２８日 ザ・カナルヒルズ
３５名

（委任状　1,172通）

通常総会

【議　事】

第１号議案

第２号議案

第３号議案

第４号議案

第５号議案

日時 会場

令和２年４月２２日 古河商工会議所301-302
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（3）正副会長会議

出席者

令和２年８月予定 中　止

１.法人会活動経過報告、今後の活動計画について

２.その他

（4）理事会

出席者

書面開催

第１回

決議事項　第３５回通常総会上程議案について

 １号議案　令和元年度事業報告承認の件

 ２号議案　令和元年度収支決算承認の件(監査報告)

 ３号議案　令和２年度事業計画報告に関する件

 ４号議案　令和２年度収支予算報告に関する件

 ５号議案　その他

報告事項

１.総会の役割分担について

２.総会時の来賓者名簿と功労者表彰について

３.総会時の会員増強運動・厚生事業推進優良地区会の表彰について

令和２年５月２８日 １５名

第２回

 １号議案　総会時役割分担について

令和３年３月１５日 ３１名

第３回

決議事項

１.第３６回通常総会の開催について

２.第３６回通常総会上程議案について

 ３号議案　令和３年度事業計画報告に関する件

 ４号議案　令和３年度収支予算報告に関する件

３.新入会員承認について

報告事項

１.代表理事の職務執行状況報告について

２.令和３年度全法連、県法連会長表彰者について

３.インターネットセミナーの利用状況について

４.茨城県内法人会組織状況について

５.次回理事会（総会前、令和３年度第１回）の開催について

（5）研修委員会

出席者

中　止

【議　事】

１.令和２年度の研修事業計画について

２.その他

日時 会場

冨　久　家

日時 会場

令和２年４月１６日 古河商工会議所301-302

ザ・カナルヒルズ

古河商工会議所301-302

日時 会場

令和２年４月 古河商工会議所201-202
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（6）組織委員会

出席者

書面開催

【議　事】

１.令和２年度の会員獲得について

２.その他

（7）広報委員会

出席者

書面開催

【議　事】

１.会報「法人たより」68、69号の発行内容について

２.その他について

（8）厚生委員会

出席者

令和２年１０月１５日 書面開催

【議　事】

１.令和２年度の厚生事業活動計画について

２.厚生事業の状況について

３.その他について

（9）総務委員会

出席者

令和３年３月 中　止

【議　事】

１.役員改選について

２.税制アンケートについて

（10）第３３回事務担当者会議

出席者

令和２年７月 中　止

【連絡・決議事項】

（11）公益認定等審議会の立入検査

出席者

令和２年１１月１３日 ７名

１.茨城県総務部税務課による帳簿一式の立入検査（終日）

日時 会場

令和２年８月２８日 古河商工会議所201-202

日時 会場

令和２年８月２８日 古河商工会議所201-202

日時 会場

ホテル山水

日時 会場

古河商工会議所201-202会議室

日時 会場

日時 会場

古河商工会議所201-202会議室
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[関係団体への事業参加]

１. 一般社団法人茨城県法人会連合会

（1）第３４回定期総会

出席者

令和２年６月１９日 ２名

《決議事項》

 第1号議案　令和元年度事業報告承認に関する件

 第2号議案　令和元年度収支決算報告承認に関する件

 第3号議案　理事の補選に関する件

《報告事項》

① 令和２年度事業計画報告に関する件

② 令和２年度収支予算報告に関する件

（2）理事会

出席者

令和２年６月５日 書面開催

第１回

１.令和元年度事業報告承認に関する件

２.令和元年度収支決算報告承認に関する件

３.理事の補選に関する件

４.令和３年度税制改正提言事項の提出について

令和２年６月１９日 ２名

第２回

１.会長の選定に関する件

令和３年２月３日 書面開催

第３回

１.就業規則の全部改正について

２.第34回（一般社団法人第9回）定時総会開催日程について

３.令和3年度法人会功労者表彰に推薦について

《報告事項》

１.令和3年度税制改正に関する提言事項及び陳情活動について

２.令和2年12月末現在の県内組織状況について

３.令和2年度県法連活動状況について　　他

令和３年３月２６日 ３名

第４回

１.令和3年度事業計画(案)審議について

２.令和3年度収支予算(案)審議について

１.令和3年度各単位会及び県法連定時総会開催について

２.令和3年度功労者表彰候補者の推薦について

３.その他

日時 会場

水戸プラザホテル

日時 会場

水戸プラザホテル

《決議事項》

水戸京成ホテル

《決議事項》

《報告事項》
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（3）税制委員会

出席者

書面開催

第１回

１.｢令和３年度税制改正要望｣について

２.令和３年度税制改正に関する提言事項

３.法人会の税制改正に関する主な実現事項

４.令和３年度税制改正に関する検討テーマ

５.新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

（4）事務局長・事務担当者会議

出席者

２名

１．全法連専務理事会議報告について

２．本会の本年度事業について

３．その他（情報交換含む）

２名

１．全法連専務理事会議報告について

２．その他（情報交換含む）

２． 関東信越法人会連絡協議会

（1）通常役員総会

出席者

令和２年８月２７日 書面開催

１.令和元年度事業報告並びに収支決算報告の承認について

２.令和２年度事業計画（案）並びに収支予算（案）の承認について

３.役員の一部変更（案）の承認について

（2）管内事務局担当者研修会（Ｗｅｂ開催）

出席者

令和２年１２月１日 １名

第一講座

テーマ　「助成金を活用した公益事業実施に係る留意点」

講　師　　全国法人会総連合　財務部

部　　長 山　田　芳　彦　氏

第二講座

テーマ　「デジタル化に向けた税務行政の取組」

講　師　　関東信越国税局　課税第二部　法人課税課

日時 会場

令和２年５月１４日

日時 会場

令和２年９月１８日 水戸京成ホテル２F

令和２年１２月１５日 水戸京成ホテル２F

日時 会場

《決議事項》

日時 会場

課長補佐 中　村 修　氏
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（3）第３６回事務局セミナー

出席者

令和３年３月５日 １名

〈セミナー〉

第一部

テーマ　「法人会の現状と当面の課題について」

講　師　　全法連　松﨑専務理事

第二部

テーマ　「会計セミナー

～ これだけはおさえておくべき会計知識と決算書の見方～」

講　師　　公益財団法人　公益法人協会

　相談室専門委員・公認会計士　　齋　藤　　健　氏

(4) 税務協力団体

出席者

令和２年５月２７日 書面開催

古河税務署管内租税教育推進協議会　第２８回定期総会

（１）議題

１.令和元年度事業報告について

２.令和元年度決算報告について

３.令和２年度事業計画（案）について

４.令和２年度予算（案）について

５.会則の改正（案）について

６.令和２年度の役員（案）について

（２）その他

役員の輪番制について

令和２年６月２日 書面開催

古河間税会　第２７回通常総会

１.令和元年度事業報告並びに収支決算承認の件について

２.令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）議決の件について

３.任期満了による役員改選の件

令和２年６月１２日 報告のみ

関東信越税理士会古河支部　第４０回定期総会

１.令和元年度事業報告及び決算の承認を求める件

２.令和2年度事業計画（案）及び収支予算（案）の議決を求める件

令和２年６月２６日 報告のみ

古河税務署管内青色申告会連合会　定期総会

１.令和元年度事業報告

２.令和元年度収支決算報告

３.令和２年度事業活動基本方針（案）並びに事業計画（案）

４.令和２年度収支予算（案）

５.任期満了に伴う役員改選

３名

古河税務署管内税務連絡協議会　令和２年度定期総会

１.令和元年度事業報告及び決算報告等について

２.令和2年度事業計画（案）及び予算（案）について

日時 会場

ライブ配信　聴講

日時 会場

ザ・カナルヒルズ

古河商工会議所会議室

令和２年１０月１４日 古河税務署会議室
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青年部会事業

[公益事業関係]

「税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業」

１. 納税意識の高揚、税知識の普及を図ることを目的とする事業

全国大会への参加

(1) 第３４回「法人会全国青年の集い」島根大会

参加者

松江市総合体育館 中　止

「地域社会の経済社会環境の整備改善等を図ることを目的とする事業」

1.社会貢献活動

（1） ※古河駅西及び駅東十間通り　1km

参加者

道路等の安全点検を実施し、路上のゴミを分別

「共益事業関係」

「会員支援のための親睦・交流等に関する事業」（会員支援事業）

（1）第２５回親睦ゴルフ大会

参加者

大洗ゴルフ倶楽部 ４名

【競技方法】

個人戦・団体戦

表彰式：新型コロナウイルス感染症対策として行わない

[関係団体への事業参加]

１． 一般社団法人茨城県法人会連合会

（1）正副会長会議

出席者

令和２年７月２２日 ホテル釜萬 １名

第１回

【議　事】

《審議事項》

１.令和２年度県青連事業について

２.次年度会長候補者について

中　止
2020古河市「道の日」 回収し道路美化に努める

日時 会場

令和２年１１月６･７日

日時 内容

令和２年１１月１２日

駅頭清掃

日時 活動内容

平成２年８月１０日

日時 会場

《報告事項》

① 全法連青連協第１回定時連絡協議会について

② 第３４回法人会全国青年の集い（島根大会）中止について

③ 局連青年部会合同セミナー中止について

④ 財政健全化のための健康経営プロジェクトについて

<その他>

１.厚生事業（Ｊタイプ等）の推進について

（2）理事会

出席者

令和２年５月１８日 ホテルテラス･ガーデン水戸 書面開催

第１回

【議　事】

1.第33回通常総会開催日程について

2.第33回通常総会提案議題について

3.その他

令和３年２月２２日 水戸京成ホテル 書面開催

第１回

【議　事】

《審議事項》

1.令和3年度事業計画（案）について

2.令和3年度収支予算（案）について

《報告事項》

① 役員改選について

② 今後のスケジュールについて

③ 全法連青連協第2回連絡協議会報告について

日時 会場

青年部会事業
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《報告事項》

① 全法連青連協第１回定時連絡協議会について

② 第３４回法人会全国青年の集い（島根大会）中止について

③ 局連青年部会合同セミナー中止について

④ 財政健全化のための健康経営プロジェクトについて

<その他>

１.厚生事業（Ｊタイプ等）の推進について

（2）理事会

出席者

令和２年５月１８日 ホテルテラス･ガーデン水戸 書面開催

第１回

【議　事】

1.第33回通常総会開催日程について

2.第33回通常総会提案議題について

3.その他

令和３年２月２２日 水戸京成ホテル 書面開催

第１回

【議　事】

《審議事項》

1.令和3年度事業計画（案）について

2.令和3年度収支予算（案）について

《報告事項》

① 役員改選について

② 今後のスケジュールについて

③ 全法連青連協第2回連絡協議会報告について

日時 会場
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女性部会事業

[公益事業関係]

「税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業」

１. 税知識の普及及び適正な申告の普及を図る事業

（1）全国大会への参加

「全国女性フォーラム」愛媛大会

日時 参加者

令和２年４月１６日 中　止

【内　容】　第１５回　法人会全国女性フォーラム大会式典　

「地域社会の経済社会環境の整備改善等を図ることを目的とする事業」

１. 地域社会貢献活動

（1）いちごプロジェクト

「駅頭ポケットティッシュ配布」

日時 参加者

古河駅頭で通勤時間に合わせて

国交省主催「道の日」

会場

愛媛国際貿易センター

中　止
「ポケットティッシュ」の配布

内容

令和元年８月１０日

（1）正副部会長会議

出席者

令和２年１２月１１日 水戸京成ホテル １名

第１回

【議　事】

1.新春講演会の実施計画について

2.税に関する絵はがきコンクールについて

3.各単位会の活動報告について

4.その他

（2）理事会

出席者

令和２年５月１３日 水戸京成ホテル 書面開催

第１回

【議　事】

1.第１８回通常総会開催日程について

2.第１８回通常総会提案議題について

3.法人会全国女性フォーラム(愛媛大会)参加報告について

4.その他

令和３年２月２２日 水戸京成ホテル 書面開催

第１回

【議　事】

1.令和３年度事業計画(案)承認について

2.令和３年度収支予算(案)承認について

3.今後の日程について

4.税に関する絵はがきコンクール県法連女連協会長賞について

（その他）

① 税に関する絵はがきコンクールの助成金について

② 全国女性フォーラム新潟大会の登録助成金について

③ 第15回法人会全国女性フォーラム新潟大会

日時 　　会場

日時 会場

[関係団体への事業参加]

女性部会
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日時 会場 内容 出席者

会計監査
１．令和元年度収支決算監査

三役・会計・監事会

通常総会

◇優良経理担当者表彰（３名）�

[青年部会]

日時 会場 内容 出席者
会計監査
１．令和元年度収支決算監査

役員会

平成３１年４月２４
日 通常総会

[女性部会]
日時 会場 内容 出席者

会計監査
１．令和元年度収支決算監査

役員会

平成３１年４月２４日
通常総会

２．研修会の開催

[親　　会]

日時 会場 内容 出席者

法人の決算申告及び税制改正についての講習会
（総和地区との共催）
テーマ：新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における

税制上の措置について
講師：古河税務署法人課税第一部門　上席　伊藤一久　氏

令和２年４月２３日 古河商工会議所 ３名

令和２年４月１６日

未開催

令和２年４月１６日 古河商工会議所 ５名

古河商工会議所 中止

令和２年４月２３日 古河商工会議所 中止

未開催

古河商工会議所 中止令和２年４月２３日

令和２年４月２３日 古河商工会議所 ４名

古河地区会事業(青年・女性部会含)

１．会議の開催

未開催

令和２年１１月１８日 １１名古河商工会議所

日時 会場 内容 出席者

会計監査
１．令和元年度会計監査について

正副会長会議
１．第３５回通常総会開催について
２．今年度の事業について
３．その他

正副会長女性部青年部会長会議
１．下半期定例事業について
２．女性部青年部助成金について
３．坂東市への車いす寄付について

正副会長女性部青年部会長会議
１．令和２年度合同視察研修について
２．その他

正副会長・女性部青年部会長・ゴルフ担当者会議
１．組合せについて
２．ゴルフ大会賞品について
３．視察研修について
４．その他

正副会長・女性部青年部会長・ゴルフ担当者会議
１．視察研修の態度決定について　※中止を決議

正副会長会計会議
１．監査会及び役員会の日程について
２．第３６回通常総会及び講演会開催について
３．役員改選について
４．女性部・青年部助成金（令和３年度予算）について

正副会計　女性部青年部会長会議
１．女性部・青年部助成金（令和３年度予算）について
２．その他

[女性部会]
日時 会場 内容 出席者

会計監査
１．令和元年度事業並びに会計全般について

正副会長会議
１．今年度の事業等について
２．その他

正副会長会議
１．令和３年度の事業について
２．総会開催について
３．役員改選について

３．その他

日時 会場 内容 出席者

令和２年５月２６日 坂東市役所 コロナウイルス感染症対策として坂東市へ１０万円寄付 ３名

令和２年１１月５日 坂東市役所 坂東市へ車いす１台寄付 ５名

[青年部会]
日時 会場 内容 出席者

令和２年１１月１２日 大洗G.C 県法連青連協　第２５回親睦ゴルフ大会 ４名

坂東地区会事業(青年・女性部会含)

１．会議の開催

令和２年４月２８日 坂東市商工会 ５名

令和２年１０月７日
市内
「久保新」 ７名

令和２年４月２８日 坂東市商工会 ５名

令和２年１０月２２日 坂東市商工会 ８名

令和２年１１月１１日 坂東市商工会 ８名

５名令和３年３月１日 坂東市商工会

令和２年１２月３日 坂東市商工会 ６名

令和３年２月２６日 坂東市商工会 ６名

坂東市商工会令和２年１０月２日 ４名

３名令和３年３月２５日 坂東市商工会

令和２年６月９日 坂東市商工会 ６名

地区会１

古河地区会事業 （青年・女性部会含）

[親　   会]

[親　   会]

坂東地区会事業 （青年・女性部会含）



日時 会場 内容 出席者

会計監査
１．令和元年度会計監査について

正副会長会議
１．第３５回通常総会開催について
２．今年度の事業について
３．その他

正副会長女性部青年部会長会議
１．下半期定例事業について
２．女性部青年部助成金について
３．坂東市への車いす寄付について

正副会長女性部青年部会長会議
１．令和２年度合同視察研修について
２．その他

正副会長・女性部青年部会長・ゴルフ担当者会議
１．組合せについて
２．ゴルフ大会賞品について
３．視察研修について
４．その他

正副会長・女性部青年部会長・ゴルフ担当者会議
１．視察研修の態度決定について　※中止を決議

正副会長会計会議
１．監査会及び役員会の日程について
２．第３６回通常総会及び講演会開催について
３．役員改選について
４．女性部・青年部助成金（令和３年度予算）について

正副会計　女性部青年部会長会議
１．女性部・青年部助成金（令和３年度予算）について
２．その他

[女性部会]
日時 会場 内容 出席者

会計監査
１．令和元年度事業並びに会計全般について

正副会長会議
１．今年度の事業等について
２．その他

正副会長会議
１．令和３年度の事業について
２．総会開催について
３．役員改選について

３．その他

日時 会場 内容 出席者

令和２年５月２６日 坂東市役所 コロナウイルス感染症対策として坂東市へ１０万円寄付 ３名

令和２年１１月５日 坂東市役所 坂東市へ車いす１台寄付 ５名

[青年部会]
日時 会場 内容 出席者

令和２年１１月１２日 大洗G.C 県法連青連協　第２５回親睦ゴルフ大会 ４名

坂東地区会事業(青年・女性部会含)

１．会議の開催

令和２年４月２８日 坂東市商工会 ５名

令和２年１０月７日
市内
「久保新」 ７名

令和２年４月２８日 坂東市商工会 ５名

令和２年１０月２２日 坂東市商工会 ８名

令和２年１１月１１日 坂東市商工会 ８名

５名令和３年３月１日 坂東市商工会

令和２年１２月３日 坂東市商工会 ６名

令和３年２月２６日 坂東市商工会 ６名

坂東市商工会令和２年１０月２日 ４名

３名令和３年３月２５日 坂東市商工会

令和２年６月９日 坂東市商工会 ６名

（１）【親　　会】

年 月 日 場 所 会　議　の　内　容 出席者

監事会
①令和元年度会計及び業務関係監査

第２回役員会

①今年度の事業について
②会員加入勧奨について
③その他

第３回役員会

①役員改選について
②監事会及び次回役員会について
③その他

年 月 日 場 所 会　議　の　内　容 出席者

監事会
①令和元年度会計及び業務関係監査

第２回役員会
①役員改選について

年 月 日 場 所 会　議　の　内　容 出席者

監事会
①令和元年度会計及び業務関係監査

正副部会長・監事会議
①令和２年度通常総会について
②令和２年度通常総会提出議案について
③令和２年度事業計画について  

正副部会長会議

①今年度の事業について
②その他  

研修会等の開催
（１）【親　　会】

年 月 日 場 所 研　修　の　内　容 出席者

Webセミナー①　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「Amazonと考えるIT活用の第一歩」講　
師：アマゾンウェブサービスジャパン㈱

IoTソリューション・スペシャリスト 門田 進一郎様

医師・博士(医学)　近藤 尚己　様

Webセミナー③　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「コロナ太りだけじゃない！？Withコロナで気をつける

べき健康管理」

講　師：順天堂大学大学院医学研究公衆衛生学講座 教授

労働衛生コンサルタント　谷川 武　様

Webセミナー④　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「経営者に知ってほしいがんの知識」
講　師：東京大学医学部放射線医学教室準教授

放射線治療部門長　中川 恵一　様

境地区会事業(青年・女性部会含)会
議の開催

令和２年４月１６日 境町商工会館 ７名

令和２年１０月２７日 １２名

令和３年３月１０日 境町商工会館 ９名

（２）【青年部会】

令和２年６月１８日 境町商工会館 ４名

令和２年５月２６日 境町商工会館 ４名

令和３年２月２５日 ㈱染谷建設工業 ６名

（３）【女性部会】

令和２年１２月３日 境町商工会館 ３名

令和２年５月２６日 境町商工会館

令和２年１０月２日 　　〃 １名

令和２年１１月１０日 １名

平成２年９月４日 ライブ配信 ２名

令和２年９月１６日 　　〃 １名

　　〃

Webセミナー②　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「Withコロナでどうなる！？今年の健康経営」
講　師：京都大学大学院医学研究科社会疫学分野 教授

４名

境町商工会館

地区会２

境地区会事業 （青年・女性部会含）

会議の開催



日時 会場 内容 出席者

会計監査
１．令和元年度会計監査について

正副会長会議
１．第３５回通常総会開催について
２．今年度の事業について
３．その他

正副会長女性部青年部会長会議
１．下半期定例事業について
２．女性部青年部助成金について
３．坂東市への車いす寄付について

正副会長女性部青年部会長会議
１．令和２年度合同視察研修について
２．その他

正副会長・女性部青年部会長・ゴルフ担当者会議
１．組合せについて
２．ゴルフ大会賞品について
３．視察研修について
４．その他

正副会長・女性部青年部会長・ゴルフ担当者会議
１．視察研修の態度決定について　※中止を決議

正副会長会計会議
１．監査会及び役員会の日程について
２．第３６回通常総会及び講演会開催について
３．役員改選について
４．女性部・青年部助成金（令和３年度予算）について

正副会計　女性部青年部会長会議
１．女性部・青年部助成金（令和３年度予算）について
２．その他

[女性部会]
日時 会場 内容 出席者

会計監査
１．令和元年度事業並びに会計全般について

正副会長会議
１．今年度の事業等について
２．その他

正副会長会議
１．令和３年度の事業について
２．総会開催について
３．役員改選について

３．その他

日時 会場 内容 出席者

令和２年５月２６日 坂東市役所 コロナウイルス感染症対策として坂東市へ１０万円寄付 ３名

令和２年１１月５日 坂東市役所 坂東市へ車いす１台寄付 ５名

[青年部会]
日時 会場 内容 出席者

令和２年１１月１２日 大洗G.C 県法連青連協　第２５回親睦ゴルフ大会 ４名

坂東地区会事業(青年・女性部会含)

１．会議の開催

令和２年４月２８日 坂東市商工会 ５名

令和２年１０月７日
市内
「久保新」 ７名

令和２年４月２８日 坂東市商工会 ５名

令和２年１０月２２日 坂東市商工会 ８名

令和２年１１月１１日 坂東市商工会 ８名

５名令和３年３月１日 坂東市商工会

令和２年１２月３日 坂東市商工会 ６名

令和３年２月２６日 坂東市商工会 ６名

坂東市商工会令和２年１０月２日 ４名

３名令和３年３月２５日 坂東市商工会

令和２年６月９日 坂東市商工会 ６名

（１）【親　　会】

年 月 日 場 所 会　議　の　内　容 出席者

監事会
①令和元年度会計及び業務関係監査

第２回役員会

①今年度の事業について
②会員加入勧奨について
③その他  

第３回役員会

①役員改選について
②監事会及び次回役員会について
③その他  

年 月 日 場 所 会　議　の　内　容 出席者

監事会
①令和元年度会計及び業務関係監査

第２回役員会
①役員改選について

年 月 日 場 所 会　議　の　内　容 出席者

監事会
①令和元年度会計及び業務関係監査

正副部会長・監事会議
①令和２年度通常総会について
②令和２年度通常総会提出議案について
③令和２年度事業計画について  

正副部会長会議

①今年度の事業について
②その他  

研修会等の開催
（１）【親　　会】

年 月 日 場 所 研　修　の　内　容 出席者

Webセミナー①　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「Amazonと考えるIT活用の第一歩」講　
師：アマゾンウェブサービスジャパン㈱

IoTソリューション・スペシャリスト 門田 進一郎様

医師・博士(医学)　近藤 尚己　様

Webセミナー③　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「コロナ太りだけじゃない！？Withコロナで気をつける

べき健康管理」

講　師：順天堂大学大学院医学研究公衆衛生学講座 教授

労働衛生コンサルタント　谷川 武　様

Webセミナー④　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「経営者に知ってほしいがんの知識」
講　師：東京大学医学部放射線医学教室準教授

放射線治療部門長　中川 恵一　様

境地区会事業(青年・女性部会含)会
議の開催

令和２年４月１６日 境町商工会館 ７名

令和２年１０月２７日 １２名

令和３年３月１０日 境町商工会館 ９名

（２）【青年部会】

令和２年６月１８日 境町商工会館 ４名

令和２年５月２６日 境町商工会館 ４名

令和３年２月２５日 ㈱染谷建設工業 ６名

（３）【女性部会】

令和２年１２月３日 境町商工会館 ３名

令和２年５月２６日 境町商工会館

令和２年１０月２日 　　〃 １名

令和２年１１月１０日 １名

平成２年９月４日 ライブ配信 ２名

令和２年９月１６日 　　〃 １名

　　〃

Webセミナー②　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「Withコロナでどうなる！？今年の健康経営」
講　師：京都大学大学院医学研究科社会疫学分野 教授

４名

境町商工会館

（１）【親　　会】

年 月 日 場 所 会　議　の　内　容 出席者

監事会
①令和元年度会計及び業務関係監査

第２回役員会

①今年度の事業について
②会員加入勧奨について
③その他  

第３回役員会

①役員改選について
②監事会及び次回役員会について
③その他  

年 月 日 場 所 会　議　の　内　容 出席者

監事会
①令和元年度会計及び業務関係監査

第２回役員会
①役員改選について

年 月 日 場 所 会　議　の　内　容 出席者

監事会
①令和元年度会計及び業務関係監査

正副部会長・監事会議
①令和２年度通常総会について
②令和２年度通常総会提出議案について
③令和２年度事業計画について

正副部会長会議

①今年度の事業について
②その他

研修会等の開催
（１）【親　　会】

年 月 日 場 所 研　修　の　内　容 出席者

Webセミナー①　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「Amazonと考えるIT活用の第一歩」講
師：アマゾンウェブサービスジャパン㈱

IoTソリューション・スペシャリスト 門田 進一郎様

医師・博士(医学)　近藤 尚己　様

Webセミナー③　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「コロナ太りだけじゃない！？Withコロナで気をつける

べき健康管理」

講　師：順天堂大学大学院医学研究公衆衛生学講座 教授

労働衛生コンサルタント　谷川 武　様

Webセミナー④　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「経営者に知ってほしいがんの知識」
講　師：東京大学医学部放射線医学教室準教授

放射線治療部門長　中川 恵一　様

境地区会事業(青年・女性部会含)会
議の開催

令和２年４月１６日 境町商工会館 ７名

令和２年１０月２７日 １２名

令和３年３月１０日 境町商工会館 ９名

（２）【青年部会】

令和２年６月１８日 境町商工会館 ４名

令和２年５月２６日 境町商工会館 ４名

令和３年２月２５日 ㈱染谷建設工業 ６名

（３）【女性部会】

令和２年１２月３日 境町商工会館 ３名

令和２年５月２６日 境町商工会館

令和２年１０月２日 　　〃 １名

令和２年１１月１０日　 １名

平成２年９月４日 ライブ配信 ２名

令和２年９月１６日 　　〃 １名

　　〃

Webセミナー②　※大同生命保険㈱主催
テーマ：「Withコロナでどうなる！？今年の健康経営」
講　師：京都大学大学院医学研究科社会疫学分野 教授

４名

境町商工会館

日時 会場 内容 出席者

① 令和元年度業務並びに会計監査

① 新型コロナウイルス感染拡大の影響による第１回役員会及び
第35回通常総会検討について

①令和元年度事業報告及び収支決算承認について
②令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

[青年部会]

日時 会場 内容 出席者

業務並びに会計監査
１．令和元年度収支決算監査

[女性部会]

日時 会場 内容 出席者

監査会
１．令和元年度業務・会計監査

役員会
１．新年会について
２．役員改選について

２．研修会の開催

[親　　会]

日時 会場 内容 出席者

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

令和２年５月１５日 古河市商工会
総和事務所

７名

総和地区会事業(青年・女性部会含)

１．会議の開催

令和２年５月１５日
古河市商工会
総和事務所 ７名

令和２年５月２２日 書面
開催

令和２年６月１１日 古河市商工会
総和事務所

６名

令和２年１１月１８日 古河商工会議所 １６名

令和２年５月２６日 古河市商工会
総和事務所

５名

令和２年１１月１９日 おかさと庵 １０名

地区会３

総和地区会事業 （青年・女性部会含）

[親　   会]



[親　　会]
日時 会場 内容 出席者

監査会
１．令和元年度業務・会計監査

第１回正副会長会議
１．第35回通常総会の開催について
２．その他

令和元年度事業報告及び令和２年度事業計画書の郵送１．
令和元年度事業報告について
２．令和元年度収支決算報告について
３．令和元年度事業計画について
４．令和元年度収支予算について

第２回正副会長会議
１．役員会の開催と新年会の開催について
２．その他

[青年部会]

日時 会場 内容 出席者

監査会
１．令和元年度業務・会計監査

第１回正副会長会議
１．第35回通常総会の開催について
３．その他

令和元年度事業報告及び令和２年度事業計画書の郵送
１．令和元年度事業報告について
２．令和元年度収支決算報告について
３．令和元年度事業計画について
４．令和元年度収支予算について

第１回全体会議
１．事業計画について
２．その他

[女性部会]
日時 会場 内容 出席者

監査会
１．令和元年度業務・会計監査

令和元年度事業報告及び令和２年度事業計画書の郵送１．
令和元年度事業報告について
２．令和元年度収支決算報告について
３．令和元年度事業計画について
４．令和元年度収支予算について

役員会
１．令和元年度事業計画について
２．次年度役員選出について

３．その他
[青年部会]

日時 会場 内容 出席者

令和２年８月７日 仁連「むらさきはなな」 部員全体暑気払い ８名

令和２年１１月２７日
古河市商工会
三和事務所 ８名

令和２年５月２７日
古河市商工会
三和事務所 ５名

令和２年６月１７日
書面
開催

令和２年６月３０日
書面
開催

令和２年８月７日 仁連
「むらさきはなな」 ８名

令和２年６月２３日 古河市商工会
三和事務所

５名

令和２年６月２３日 古河市商工会
三和事務所

５名

令和２年５月２２日
書面
開催

令和２年１１月６日 オンライン開催 ３名

令和２年５月１８日
古河市商工会
三和事務所 ５名

三和地区会事業(青年・女性部会含)

１．会議の開催

令和２年５月１８日 古河市商工会
三和事務所

５名

日時 会場 内容 出席者
会計監査（親会・青年部・女性部）
１．令和元年年度 業務及び会計監査

第１回役員会
１.会員増強運動について
２.役員改選について
３.その他

第２回役員会
１.会員増強運動について

五霞地区会事業(青年部会含)

１．会議の開催

[親　　会]

令和２年６月１５日 五霞町商工会 ４名

令和３年２月２４日 五霞町商工会 ９名

令和２年１１月２６日 創作和食　和 １１名

地区会４

三和地区会事業 （青年・女性部会含）

五霞地区会事業 （青年部会含）




