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平成２７年度事業報告書 

（自 平成２７年４月１日 至 平成２８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」としての活動を通じて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 

４２１社 ＋1６社 －１５社 ４２２社 

（期 末 富良野２５５社、上富良野９７社、中富良野２７社、南富良野２７社、占冠１６社） 

 

２．会   議 

 平成２７年 

５月１２日  中富良野支部 平成２７年度定期総会 

５月２１日  南富良野支部 平成２７年度通常総会 

５月２８日  上富良野支部 平成２７年度通常総会 

６月１６日  富良野支部 平成２７年度定時総会 

６月１１日  占冠支部 平成２７年度通常総会 

６月 ２日  第１回理事会 16名 

６月２３日  平成２７年度定時総会（５８名） 

６月２３日  第２回（臨時）理事会 16名 

９月２８日  第３回理事会 18名 

 

平成２８年 

３月２５日  第４回理事会 23名（大同生命３名、アフラック１名） 
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３．事   業 

（１）研修会並びに講演会（公１、公２） 

○税務研修会 ６回 参加者１０２名 

５月１２日 税務研修会（中富良野）１５名 

テーマ 「マイナンバー制度について」 

講 師 富良野税務署 統括国税調査官     上前 勝美 氏 

  ５月２１日 税務研修会（南富良野）１４名 

テーマ 「マイナンバー制度について」 

講 師 富良野税務署 統括国税調査官     上前 勝美 氏 

５月２８日 税務研修会（上富良野） １７名 

テーマ 「マイナンバー制度について」 

講 師 富良野税務署 統括国税調査官     上前 勝美 氏 

  ６月１１日 税務研修会（占冠） ４名 

テーマ 「マイナンバー制度について」 

講 師 富良野税務署 統括国税調査官     上前 勝美 氏 

６月１６日 税務研修会（富良野）３３名 

テーマ 「マイナンバー制度について」 

講 師 富良野税務署 統括国税調査官     上前 勝美 氏 

 １１月 ９日 合同税務研修会（富良野）１９名 

テーマ 「税制改正・消費税について」 

        講 師 富良野税務署 上席国税調査官     加藤 伊織 氏 

            富良野税務署 上席国税調査官     藤田 裕司 氏 

 

○経営及び実務セミナー関係 ９回 参加者３２９名 

 ～３月３１日 

 ４月 ８日 平成２７年度新入社員研修会（富良野） ２３名 

 ～ ９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 

５月２０日 マイナンバー制度対策セミナー（富良野） １１０名 

      テーマ 「来るマイナンバー制度への備え」 

      株式会社オービックビジネスコンサルタント／リコージャッパン㈱ 北海道事

業本部ソリューションセンター  

  ９月 ２日 経理実務セミナー（富良野）２２名 

        テーマ 「経理業務の仕組みと流れをこれでマスター！！明日から経理ができ

る！経理入門セミナー」 

        講 師 ㈲マスエージェント 代表取締役 林 忠史 氏 

１０月 ６日 マイナンバー制度セミナー（上富良野・中富良野）３５名 

        テーマ 「マイナンバー実務対策」 

        講 師  ㈲Ｋ・Ｓ・Ｃ 代表取締役 笹山 喜市  氏 
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 １１月１４日 マイナンバー制度実務セミナー（富良野） ３５名 

        テーマ「 マイナンバー制度導入後の実務対策」 

        講 師 横浜リンケージ社労士事務所 代表 蔵中 一浩 氏 

平成２８年 

  ２月 ４日 マイナンバー制度セミナー（上富良野・中富良野）２５名 

        テーマ 「マイナンバー制度実務対策について」 

        講 師 ㈲マルチキャスト 代表取締役 赤羽 幸雄 氏 

２月 ４日 マイナンバー制度実務対策セミナー（富良野）３１名 

      テーマ 「マイナンバー制度実務対策について」 

       講 師 税理士法人 知野・寺田会計事務所 代表社員 知野福一郎 氏 

 ２月２５日 経営セミナー（富良野） １２名 

       テーマ 「超簡単！YouTube 動画活用で売上を劇的に伸ばす方法」 

       講 師 (株)アームズ・エディション代表取締役 菅谷 信一 氏 

 ３月２２  接遇応対マナーセミナー（富良野） ３６名 

～２３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 659 回（前年 374 回） 

 

（２）地域社会貢献事業（公２） 

○富良野支部 

１０月１０～１１日 第４回ＭＯＡ美術館富良野児童作品展 共催 

○中富良野支部 

３月２８日    中富良野町中学校へ教育・体育振興のためにエバーマット寄贈 

○南富良野支部 

７月２７～２８日 かなやま湖水まつり協賛「子供ランド」事業 

 

（３）その他事業（公１） 

  「税を考える週間」税の書道展協賛 

  

（４）青年部会・女性部会活動 

 

○青年部会  

平成２７年 

５月２３日 道法連青年部会連絡協議会 平成２７年度定時総会（札幌） 

 ６月２７日 第２５回北海道法人会青年の集い千歳大会（５名） 

９月 ４日 道法連青年部会連絡協議会道北ブロック地区会議（２名、旭川） 

１０月２２日 富良野税務署 租税教室講師養成研修 

１１月 ７日 ふらのへそコン 2015 開催運営協力 

１１月２０日 第２９回法人会全国青年の集い茨城大会（３名） 
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平成２８年 

 ２月 ２日 道法連青連協第１回全道部会長会議（２名、札幌） 

  

○女性部会 

 平成２７年 

  ６月１８日 富良野支部 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２

２日まで管理・片付け） 

６月１８日 役員会・平成２７年度定時総会（２７名） 

１０月２２日 富良野税務署 租税教室講師養成研修 

１１月 ８日 第１８回会員親睦行事（占冠） 

・そば打ち体験及びフロアカーリング（１６名） 

１１月１０日 第１６回北海道法人会女性部会全道大会名寄大会 １１名（名寄市） 

１１月１３日 税を考える週間合同特別講演会（２５名） 

テーマ 「相続税について」 

講 師  富良野税務署 署長 田 中 晃 二 氏 

 

・税に関する絵はがきコンクール 

 応募作品１８９点 ～富良野市立富良野小学校  ２９点 

富良野市立扇山小学校   ２８点 

富良野市立東小学校   １１４点 

中富良野町立西中小学校  １８点 

７月１３日 小学校５校訪問依頼（荏原部会長・事務局） 

９月１７日 応募作品審査会 ６名 

１０月１０日 第４回ＭＯＡ美術館富良野児童作品展にて展示（１０日まで） 

１１月１０日 第１６回北海道法人会女性部会全道大会 名寄大会にて展示１点（会長賞） 

１１月１０日～１７日 表彰伝達２名（富良野市立扇山小学校） 

表彰伝達２名（富良野市立東小学校） 

 表彰伝達２名（富良野市立富良野小学校） 

 表彰伝達３名（中富良野町立西中小学校） 

 

（５）親睦行事（他１） 

  ９月２９日 第３７回 会員親睦ゴルフ大会 ２４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２７年度税制改正のあらまし配布 

○ 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 
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５．全法連・道法連関係 

 

（１） 会議関係 

 平成２７年 

５月１１日 道法連 平成２７年度第１回理事会（会長） 

６月 ３日 全道法人会事務局連絡会議（事務局） 

７月２４日 道法連第１回事業研修委員会（北川副会長） 

８月２５日 第１回常任理事会（佐々木専務理事） 

８月２８日 第 1 回組織委員会（会長） 

９月１１日 第５２回税制改正要望全道大会（岩見沢）17 名 

１２月 ３日 道法連第３回理事会・講演会・叙勲等祝賀会（会長） 

１２月１６日 全道法人会事務局連絡会議（事務局） 

平成２８年 

２月 ８日 第２回厚生事業等推進委員会・福利厚生制度推進連絡協議会（齊藤副会長） 

２月１８日 第 2 回事業研修委員会（北川会長） 

２月２５日 第 2 回組織委員会（会長） 

 

（２） 表彰関係 

１．役員表彰 

○全法連功労者表彰（１名） 

専務理事 佐々木  淳 

 

  ２．会員増強表彰 

    努力賞（前年より１社以上） 

   

  ３．道法連表彰 

    ○会員増強運動表彰６０％維持している会（６３．９％） 

    ○新規加入目標達成会 優秀賞（１６社） 

     

６．その他 

平成２７年 

 ６月５日 富良野商工会議所通常議員総会懇親会 

 

平成２８年 

１月１６日 富良野地方税務指導協議会 

１月２８日 富良野商工会議所臨時議員総会懇親会 

 

 

 


