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平成２９年度事業報告書 

（自 平成２９年４月１日 至 平成３０年３月３１日） 

事業概況報告 

当法人会は「健全な納税団体」として、税務知識の普及に努めるとともに、「よき経営者をめざ

すものの団体」として活動し、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、税務行政の

円滑な執行に寄与し、併せて地域の企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする基

本指針に基づき各種事業を実施致しました。 

今後も公益法人として法人会活動の一層の充実を図り、広報活動を通じて青年・女性部会を始

め各支部並びに関係機関と連携して事業に邁進致しますので、ご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

 

１．組  織  

会員数 

期首 加入 退会 期末 加入率 

４３２社 ＋18社 －9社 ４４１社 ６４．８％ 

（期 末 富良野２６５社、上富良野９９社、中富良野３０社、南富良野２９社、占冠１８社） 

 

２．会   議 

 平成２９年 

  ４月１９日  中富良野支部 幹事会（５名） 

  ５月１０日  上富良野支部 役員会（１１名） 

５月１７日  中富良野支部 平成２９年度定期総会（１１名） 

５月２４日  上富良野支部 平成２９年度通常総会（１７名） 

５月３０日  南富良野支部 役員会（５名） 

５月３０日  第１回理事会（１７名） 

５月３１日  南富良野支部 平成２９年度通常総会（２０名） 

６月２１日  富良野支部 役員会（１４名） 

６月２１日  富良野支部 平成２９年度定時総会（４２名） 

６月２１日  占冠支部 平成２９年度通常総会（５名） 

６月２８日  平成２９年度定時総会（５８名） 

６月２８日  第２回理事会（１８名） 

  ９月２５日  第３回理事会（１６名） 

 平成３０年 

３月２９日  第４回理事会（１８名） 

 

３．事   業 

（１）研修会並びに講演会（公１、公２） 



 ２ 

○税務研修会 ５回 参加者８７名 

５月１７日 税務研修会（中富良野）１７名 

テーマ 「消費税軽減税率制度・税制改正について」 

講 師 富良野税務署 統括国税調査官     近藤 敬一 氏 

  ５月３１日 税務研修会（南富良野）２０名 

テーマ 「消費税軽減税率制度・税制改正について」 

講 師 富良野税務署 統括国税調査官     近藤 敬一 氏 

５月２４日 税務研修会（上富良野） １０名 

テーマ 「消費税軽減税率制度・税制改正について」 

講 師 富良野税務署 統括国税調査官     近藤 敬一 氏 

  ６月２１日 税務研修会（富良野）２５名 

テーマ 「軽減税率制度について」 

講 師 富良野税務署 統括国税調査官     近藤 敬一 氏 

 １１月１５日 合同税務研修会（富良野）１５名 

テーマ 「軽減税率について」 

        講 師 富良野税務署 統括国税調査官     近藤 敬一 氏 

        テーマ「毎日の会計の何が変わるのか？」 

        講 師 河合中小企業診断士・社会保険労務士事務所代表河 合 正 尚 氏 

             

○経営及び実務セミナー ３回 参加者７８名 

 ４月 ５日 平成２９年度新入社員研修会（富良野） ３２名 

 ～ ６日 富良野フレッシュマンゼミナールチーム 

      ㈲カトウヒューマンサポートオフィス 代表取締役 加藤 髙正 氏 

      くろいわゆか社会保険労務士事務所  代  表 黒岩 優佳 氏 

１１月 ７日 経営支援セミナー（富良野） １２名 

      テーマ 「人材不足時代の退職防止術！傾聴からはじまる！上司力アップ」 

      おおもと経営オフィス 大 本 佳 典 氏   

  ２月１４  接遇応対マナーセミナー（富良野） ３４名 

～１５日 ㈲エスパス・マナーアカデミー 接遇マナーインストラクター 

        

 ○インターネットセミナー関係（４月１日～３月３１日） 

インターネットセミナーオンデマンド利用９５４回（前年７３４回） 

 

（２）地域社会貢献事業（公２） 

○富良野支部 

９月３０日 

～１０月 １日 第６回ＭＯＡ美術館富良野児童作品展 共催 

 

 

○上富良野支部 

１２月 ９日 「かみふらの銀座通り振興会イルミネーション」事業 



 ３ 

○中富良野支部 

   ８月１０日 中富良野野球少年団ホワイトドラゴンズユニホーム贈呈 

○南富良野支部 

７月３１日 かなやま湖水まつり協賛事業 

３月１１日 氷点下まつり協賛事業 

 ○占冠支部 

  １２月２０日 占冠村立中央保育所並びにトマム保育所クリスマス慰問事業 

 

（３）その他事業（公１） 

  「税を考える週間」税の書道展協賛（23 校 547 点） 

  

（４）青年部会・女性部会活動 

 

○青年部会  

平成２９年 

 ４月 ４日 租税教育活動連携事業打合せ会（旭川） 佐藤部会長・伊東理事 出席 

 ５月１３日 深川・留萌・富良野租税教育連携事業（深 川） ５名参加 

 ５月１９日 道法連青年部会連絡協議会 平成２９年度定時総会（札幌） 

 佐藤部会長・伊東理事 出席 

 ６月１０日 深川・留萌・富良野租税教育連携事業（富良野） １１名参加 

 ６月２３日 第２６回北海道法人会青年の集い 帯広大会 ６名参加 

 ６月３０日 （公社）富良野地方法人会青年部会 平成２９年度役員会・定時総会 

                              （５名・１８名） 

 ８月 ８日 租税教育活動連携事業打合せ会（旭川） 伊東部会長・佐藤監事 出席 

 ９月 ４日 租税教育活動ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ打合せ会（旭川） 伊東部会長・沼田 出席 

 ９月２２日 租税教育活動ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ打合せ会（旭川） 伊東部会長・佐藤監事 出席 

１０月１９日 富良野税務署 租税教室講師養成研修 伊東部会長・沼田 出席 

１１月８日・１１日 第３１回法人会全国青年の集い 高知大会 ４名参加 

１１月２７日 道法連青年部会連絡協議会道北ブロック地区会（旭川） 伊東部会長 出席 

平成３０年 

 １月２４日 租税教育活動事業「租税教室」開催（鳥沼小学校） ４名参加 

 ２月２４日 ふらのへそコン２０１７ 開催運営協力 

 ３月２７日 道法連青連協全道部会長会議 伊東部会長 出席 

○女性部会 

平成２９年 

５月２３日 道法連女連協平成２９年度定時総会 荒木部会長出席 

６月 ６日 国道３８号植樹帯へ花植のボランティアサポート参加 

（１０月３日まで管理・片付け） 

６月２６日 役員会・平成２９年度定時総会 ３０名 

９月 ５日 役員会 ７名 

１０月２０日 第１８回北海道法人会女性部会全道大会釧路大会 ９名 



 ４ 

１１月１４日 第２０回会員親睦行事 ふらっと運動教室 ２２名（富良野） 

税を考える週間合同特別講演会 ２４名 

テーマ 「くらしを支える税」 

講 師  富良野税務署 署長 佐野 崇之 氏 

・税に関する絵はがきコンクール 

 応募作品２１４点 ～富良野市立扇山小学校    ７０点 

 （H２８：１８９点）富良野市立東小学校     ７４点 

上富良野町立西小学校    ５３点 

中富良野町立小学校      １点 

中富良野町立西中小学校    ９点 

南富良野町立南富良野小学校  １点 

南富良野町立西小学校     ６点 

 ７月１８～２０日 小学校６校訪問依頼（荒木部会長・事務局） 

 ９月 ５日    応募作品審査会 ８名 

 ９月３０日・１０月 １日 

          第６回ＭＯＡ美術館富良野児童作品展にて展示 

１０月２０日    第１８回北海道法人会女性部会全道大会釧路大会にて展示１点 

１１月１１～１８日 表彰伝達 

 

（５）親睦行事（他１） 

  ９月２７日 第３９回 会員親睦ゴルフ大会 ２３名参加 

 

４．広報関係 

○「ほうじん」の配布（全法連季刊会報） 

○ 経営・教育ビデオ貸出 

○「税のしるべ」購読勧奨 

○ 平成２9 年度税制改正のあらまし（速報版）配布 

○ 年末調整のしかた（優良図書）の斡旋 

○ 電子申告納税制度（ｅ－Ｔａｘ）の利用促進 

○ 消費税納付推進パンフレット作成配布 

 

５．全法連・道法連関係 

 

（１） 会議関係 

 平成２９年 

５月１２日 道法連 平成２９年度第１回理事会（会長） 

６月 １日 全道法人会事務局連絡会議（事務局） 

６月１３日 平成２９年度通常総会・懇談会（会長、齊藤副会長） 

８月 ９日 平成２９年度厚生委員会・組織委員会合同委員会・ 

福利厚生制度推進連絡会議（会長、齊藤副会長） 

  ９月 ５日 福利厚生制度「新規加入企業１，０００社キャンペーン」推進会議（大玉専務） 



 ５ 

９月２９日 第５４回税制改正提言全道大会（北見）17 名 

１２月 ４日 第３回理事会・理事研修会・叙勲等祝賀会（荒木会長） 

１２月１３日 第２回全道法人会事務局連絡会議（事務局） 

平成３０年 

２月２７日 第２回組織委員会（段監事） 

３月２７日 第４回理事会・講演会（荒木会長） 

 

（２） 表彰関係 

１． 会員増強表彰 

〈全法連表彰〉 

     ・優秀賞 

     ・純増維持会 

      対前年１社以上の純増を３年間継続して維持 

    〈道法連表彰〉 

     ・新規加入目標１０社以上 

・高加入率維持会  

２．福利厚生制度表彰 

  〈全法連表彰〉 

   ・通年運動表彰 

   〈道法連表彰〉 

・年間新規企業目標を達成した会（２３３．３％） 

   ・役員加入率６０％以上（６６．７％） 

      

６．その他 

平成２９年 

 １２月１３日  富良野税務署管内税務関係団体懇話会 

平成３０年 

１月１８日  富良野地方税務指導協議会 

 

 

 

 


