
平成２８年度事業報告 
 

自 平成２８年 ４月 １日 

至 平成２９年 ３月３１日 
 

 

概 要 

 北海道経済は台風による一次産業等への影響があったものの、アジア諸国からの観光客の増

加や有効求人倍率の上昇など雇用・所得環境の改善を背景に地域差はあるものの緩やかな回復

基調にある。しかし、先行きについては、国際経済や為替、原油価格の動向を十分注視する必要が

あり、また本道中小企業には、人口減少による需要の減退、経営者の高齢化や後継者不足など

様々な課題を抱えている。 

 昨年、消費税率１０％の引き上げが平成３１年１０月まで先送りすることが決定された。増

税の先送りによって当面の景気の腰折れを回避できるとの期待が高まった。 

 このような中、道法連は税のオピニオンリーダーたる経営者の団体であるとの理念の下、社

会全体への貢献を目指し、税を中心とした事業の一層の活性化を図るとともに適正・効果的な

組織運営に努め、法人会活動の更なる充実に努めてきた。事業実施に当たっては、税務当局及

び関係機関の指導・支援、３０単位会との連携のもとに、下記の重点５項目について積極的に

諸事業を実施した。 

 

１．納税道義の高揚と税務知識の普及事業並びに税制・税務研究と意見具申 

 

 税知識の普及と納税道義の高揚に努めるため、税制・税務に関する提言を行い、適正・公正な

申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与することを目的に、次の事業を行った。

尚、北海道内の法人会及び上部団体である公益財団法人全国法人会総連合並びに札幌国税局と連

携して諸事業を実施した。 

 

（１）租税教育活動  

 青年部会では租税教育活動の「全国一斉行動」となる租税教室を開講した。女性部会では

「税に関する絵はがきコンクール」を積極的に推進し、応募した小学校は３０８校、応募総数

５，０１８枚となった。 

 

（２）札幌国税局への支援協力 

 ホームページ等の活用、委員会等の会合でのポスター掲示を通じて、国税電子申告納税シ

ステム（e-Tax）の普及推進活動とマイナンバー制度のＰＲを行った。 

 

（３）税制改正提言全道大会 

 平成２８年９月２９日函館市で開催の全道大会において、平成２９年度税制改正提言事項

を取り纏め・提案を行った。提言の作成に当たっては、６月１７日に税制委員会を開催し素

案を作成、また８月２日に同委員会正副委員長会議を開催して 終案を取りまとめ、８月４

日付でその案を書面理事会で諮り、８月２６日に常任理事会を経て意見集約を行った。 

 

（４）法人会全国青年の集いの主管 

全国の青年部会員約２，６００名を超える部会員が旭川市に一堂に集結し、青年部会活動

の柱と位置付けられた租税教育活動のより一層の推進と継続的に取り組むための情報交換、

並びに全国の会員相互の連携強化を目的として、平成２８年９月９日(金)に第３０回法人会

全国青年の集い北海道大会を開催した。道法連青連協役員・会員が一丸となって青年の集い

北海道大会を主管・運営した。 
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（５）女性部会全道大会 

 女性部会員が一堂に会し、部会員の資質向上と法人会活動の充実と活性化に努め女性部会

活動の柱となっている、未来の子供たちへの租税教育の推進として実施している「税に関す

る絵はがきコンクール」の発表・表彰と、地域の社会貢献活動の取組について紹介する場を

設け、併せて情報交換、会員相互の連帯強化を目的として、平成２８年１０月１４日（金）

小樽市において女性部会全道大会を開催した。 

 

２．全法連の助成金運営業務と公益研修事業の充実強化 

 

全法連・県連・各法人会が連携して、「税知識の普及や納税意識の高揚に資する活動など法人会

の目的達成のための各種事業」を展開した。道法連では、全法連助成事業の委託・支援を行い、

３０法人会が実施する公益事業等の更なる推進に務めた。 

 

（１）助成金運営事業委託 

 全法連から事務委託に基づき実施した。委託費については、法人会の公益目的事業推進・

実施のために全法連理事会の承認を得て、道内法人会に配賦した。 

 全法連から委託された公益事業を、適正に実施することを目的に助成事業の管理運営業務

を行った。また、３０法人会が作成する助成金申請書及び報告書を取りまとめ、その内容が

公益目的事業として適正なものであることや、公益会計基準により適正に処理されているか

等を検証するとともに、適宜、各法人会の相談に応じた。 

 

３．会員増強運動支援事業と広報活動の充実 

 

 法人会組織を存続・発展させる観点から組織基盤強化・維持を図るため、会員数の純増を目標

に「平成２８年度会員増強運動実施要領」に基づき、法人会加入意義を積極的にアピールし、会

員数確保に向けて運動を展開した。平成２８年１２月末現在の会員数は、個人会員を含め３３，

２３３社（対前年同月比３２３社減）となった。法人会員を対象に対前年同月比と比較したとこ

ろ、純増単位会は札幌中、札幌北、江差、富良野の４会であった。 

 また、昨年９月９日、法人会全国青年の集い北海道大会が旭川市で開催されるのに伴い、大会

を成功に導き、租税教育活動の一層の発展を目指すため、青年部会員の会員増強運動を展開した。

その結果、平成２８年６月末現在２，２１０会員となり、道法連は県連部門純増基準１５２．７％、

新規加入基準８０９人増と、共に 優秀賞に輝いた。 

広報活動では、全法連と呼応してポスター等の展開や北海道新聞全道版及び道内地方紙１６

社による法人会活動のＰＲを行ったほか、「税を考える週間」に連動して税に関する各種事業

を実施し、法人会の知名度向上と社会的存在意義を展開した。 

 法人会アンケート調査システムについては新規登録の拡充を行い、平成２９年１月末現在２７

７社となった。 

 

４．福利厚生制度推進支援事業 

 

 法人会会員サービス一環として実施している福利厚生制度は、法人会会員の企業防衛や経営者

の福利厚生の充実に大きな役割を果たすとともに、法人会の財政基盤の充実にも重要な役割を担

っている。 

 平成２６年度からスタートした福利厚生制度収入「３年１０億円」増収計画については、本年

度が 終年度となり、目標達成に向け福利厚生制度協力３社との連携の下、その推進を図った。

「３年１０億円」増収計画の達成に向けて道内目標である「平成２８年度福利厚生制度通年推進

運動実施要領」を定め、福利厚生制度取扱会社３生損保と連携し、その推進を積極的に展開した。 

 加えて、青年部会を中心に法人会の福利厚生制度である「経営者大型総合保障制度Ｊタイプ」

の加入促進に取り組み、道内青年部会員の絶大なる協力のもと大きな成果をあげた。 

 



５．法人会会員に対する経営支援事業 

 

 全道一円を対象とした新たな会員サービスの強化を図るため「会員企業のための団体取引信 

用保険制度」の推進と、併せて会員への情報提供として事業承継セミナー（個別相談会等を含む）

などの経営支援事業を実施した。 

 

（１）貸倒保証制度事業 

 全道法人会会員を対象とした会員サービスの強化を図るため、企業の取引先の法的整理事

由の発生、または履行遅延の発生による売上債権を保証する「会員企業のための団体取引信

用保険制度」を会員へ普及した。 

 平成２９年３月現在１１８会員が本制度に加入。 

 

（２）事業承継支援事業 

 地域中小企業のスムーズな事業承継を支援するため、新たな法人会会員サービス事業の一

環として「事業承継支援事業」を実施した。 

 

６．会議等（開催順） 

 

○青年部会連絡協議会平成２８年度第１回正副会長会議           ・・・青年部会 

 日時  平成２８年４月５日（火）１５：００ 

 場所  旭川グランドホテル 

 出席者 ２５名 

 議題１ 部会員増強運動について 

 議題２ 全国青年の集い北海道大会について 

 議題３ ４月２２日全法連北海道大会現地視察会について 

 議題４ 大型保障制度推進について 

 

○平成２８年度監査会                           ・・・監査会 

日時  平成２８年４月１２日（火）１１：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

 出席者 ６名 

議題  平成２７年度事業報告・収支決算（案）について 

 

○青年部会連絡協議会平成２８年度第１回全道部会長会議          ・・・青年部会 

 日時  平成２８年４月２２日（金）１１：００ ※第２回正副会長会議１０：００ 

 場所  旭川グランドホテル 

 出席者 ４７名 

 議題１ 部会員増強運動 

 議題２ 大型保障制度推進について 

 議題３ 全国青年の集い北海道大会について 

 議題４ 北海道大会会場現地視察・全法連青連協会議について 

 

○平成２８年度第１回正副会長会議                    ・・・正副会議 

日時  平成２８年５月１２日（木）１３：３０ 

場所  モントレエーデルホフ札幌  

出席者 ８名 

議案１ 平成２８年度第１回理事会の運営について               

 

○平成２８年度第１回理事会                        ・・・理事会 

日時  平成２８年５月１２日（木）１４：３０ 



場所  モントレエーデルホフ札幌 

出席者 ５１名 

議題１ 平成２７年度事業報告・収支決算（案）について 

議題２ 青年部会員増強の進捗状況と加入協力のお願いについて 

議題３ 北海道法人会全道大会参加料の改定について 

議題４ 熊本地震における被災法人会支援について 

議題５ その他 

報告１ アンケート調査システムの推進結果について 

報告２ 第１１回法人会女性会フォーラム福島大会について 

報告３ その他 

理事会終了後 

３年１０億円キックオフ会議、講演会 １５：３０ 

議題１「３年１０億円増収計画」 終年度に向けて 

議題２「３年１０億円増収計画」推進協力３社の取組について 

講演会 テーマ 広岡浅子「九転十起の女」 

        講 師 講談師 真打 日向 ひまわり 氏  

 

○女性部会長連絡協議会平成２８年度定時総会               ・・・女性部会 

 日時  平成２８年５月２４日（火）１５：００ ※正副委員長会議１４：３０ 

 場所  札幌パークホテル 

 出席者 ５０名 

 議題１ 平成２７年度事業報告（案）並びに収支決算（案）について 

議題２ 平成２８年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

議題３ その他 

 研修会 テーマ 「ワンランクアップのコーディネート術」        

     講 師 （有）ＣＵＴＥ ＳＴＹＬＩＮＧ ＯＦＦＩＣＥ 

代表取締役/スタイリスト 児玉 美紀 氏 

 

○平成２８年度第２回正副会長会議                    ・・・正副会議 

日時  平成２８年６月７日（火）１５：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

出席者 ７名 

 議案１ 平成２８年度通常総会等提出議案について 

 

○平成２８年度通常総会                           ・・・総会 

日時  平成２８年６月７日（火）１６：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

出席者 ７５名（議決権行使者） 

 議案１ 平成２７年度収支決算（案）について 

         監査報告 

報告１ 平成２７年度事業報告について 

 報告２ 平成２８年度事業計画・収支予算について 

研修会 テーマ 「消費税法の改正について」 

     講 師 札幌国税局消費税課 連絡調整官 橋本 伸彦 氏 

 

○平成２８年度総会懇談会 

日時  平成２８年６月７日（火）１７：００ 

 場所  ニューオータニイン札幌 

 来賓  札幌国税局長 山崎 浩二 氏 

 表彰式 褒章受章者へ祝賀金の贈呈 



１．平成２８年度全法連・道法連功労者表彰 

 ２．平成２７年度会員増強運動表彰 

 

○青年部会連絡協議会平成２８年度定時総会                ・・・青年部会 

 日時  平成２８年６月１０日（金）１７：００ ※第３回正副会長会議 １５：００ 

 場所  アートホテルズ札幌 

 出席者 ３５名 

議題１ 平成２７年度事業報告（案）・収支決算（案）について 

議題２ 平成２８年度事業計画（案）・収支予算（案）について 

議題３ 部会員増強運動について 

議題４ 全国青年の集い北海道大会について 

 

○平成２８年度第１回全道法人会事務局連絡会議・研修会         ・・・事務局会議 

日時  平成２８年６月１５日（水）１３：３０ 

場所  北海道経済センター会議室 

出席者 ３１名 

 研修１ テーマ「管轄行政庁から見る公益法人等の運営について」 

     講 師 北海道総務部 法人局 法人団体課 公益法人グループ 

         主査 伊藤 修一 氏 佐藤 哲哉 氏 石澤 清行 氏 

研修２ テーマ インターネットセミナーの活用について 

講 師 株式会社ブレーン映像事業部 部長 稲葉 幸三 氏         

福利厚生制度連絡協議会  

     テーマ ３年１０億円増収計画の推進について  

     説明者 大同生命、ＡＩＵ、アフラック 幹部 

国税局情報提供    

     テーマ ①消費税法の改正について②関係民間団体との連携協調について 

講 師 札幌国税局 消費税課 連絡調整官 橋本 伸彦 氏  

         法人課税課 主 査  田川 浩史 氏  

 

○平成２８年度第１回税制委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成２８年６月１７日（金）１２：３０ ※正副委員長会議１２：００ 

 場所  北海道経済センタービル会議室 

 出席者 ２７名 

報告１ 国会議員・地方自治体に対する要望一覧について 

報告２ 平成２９年度税制改正に関するアンケート調査結果について 

報告３ 全法連税制常任委員会報告について 

議題１ 平成２９年度税制改正要望事項（全法連提出）について 

 議題２ 平成２９年度単位会要望事項について 

研修会 テーマ 平成２８年度税制改正と今後の検討事項  

     講 師 税理士 知野 福一郎 氏（知野会計事務所 所長・代表社員） 

 

○青年部会連絡協議会第４回正副会長会議                 ・・・青年部会 

 日時  平成２８年７月５日（火）１６：００ 

 場所  アートホテルズ旭川 

 出席者 ２７名 

 議題１ 部会員増強運動について 

 議題２ 租税教育事例発表について 

 議題３ 全国青年の集い北海道大会について 

 

 



○青年部会連絡協議会第５回正副会長会議                 ・・・青年部会 

 日時  平成２８年７月２８日（木）１６：００ 

 場所  アートホテルズ札幌 

 出席者 １６名 

 議題１ 全国青年の集い北海道大会参加登録状況について 

 議題２ 北海道大会人員計画について 

 議題３ 函館法人会租税教育活動事例発表について 

 

○平成２８年度第１回事業研修委員会                    ・・・委員会 

 日時  平成２８年７月２９日（火）１２：３０ ※正副委員長会議１２：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ２７名 

報告１ 全法連事業研修委員会報告について 

報告２ 平成２８年６月末会員数調査結果 

報告３ 平成２７年度研修参加者拡充運動実績・報奨 

並びに地域社会貢献活動実施報告について 

議題１ 平成２８年度事業研修に係る事業計画について 

議題２ 自主点検チェックシートに関する試行について 

議題３ その他   

研修会 テーマ 「ＢＣＰ（事業継続計画）について」～地震から学ぶ中小企業の企業防衛～ 

     講 師 ＡＩＵ損害保険株式会社リスクコンサルティング部 部長 髙橋 勝 氏 

 

○平成２８年度第２回税制委員会正副委員長会議               ・・・委員会 

 日時  平成２８年８月２日（金）１２：３０ 

 場所  ニューオータニイン札幌 

 出席者 ５名 

議題１ 平成２９年度税制改正提言事項（全道大会提案）の取り纏めについて 

議題２ 第５３回全道大会函館大会スローガン（案）について 

 

○平成２８年度第１回厚生委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成２８年８月３日（水）１５：００ ※正副委員長会議１４：３０ 

 場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌 

 出席者 ５４名 

 報告１ 全法連厚生委員会報告について 

 報告２ 平成２８年６月末現在会員数調査結果について 

 報告３ 「３年１０億円増収計画」平成２７年度の推進結果について       

 議題１ 平成２７年度福利厚生制度通年推進運動実績・報奨について 

 議題２ 平成２８年度福利厚生制度進捗状況について 

議題３ その他  

 委員会終了後、福利厚生制度連絡協議会「３年１０億円推進会議」１５：４５ 

 

○平成２８年度第２回理事会（書面）                    ・・・理事会 

日時  平成２８年８月４日（木）付案内 

議題１ 平成２９年度税制改正提言事項（案）について 

議題２ 第５３回全道大会函館大会スローガン（案）について 

※７１名の理事全員承諾（８月１８日返信済） 

 

○平成２８年度第１回組織委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成２８年８月１０日（水）１５：００ ※正副委員長会議１４：３０ 

 場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌 



 出席者 ３７名 

 報告１ 平成２８年度会員増強運動実績（６月末会員数報告）について 

 報告２ 全法連組織委員会(平成２８年８月３日)報告について 

 議題１ 各地法人会の取り組み状況について 

 議題２ 生損保３社による会員増強の協力並びに３年１０億年増収計画の進捗状況について 

 

○青年部会連絡協議会平成２８年度第２回全道部会長会議          ・・・青年部会 

 日時  平成２８年８月２３日（火）１６：００ ※第６回正副会長会議 １４：００ 

 場所  旭川グランドホテル 

 出席者 ７６名 

 議題１ 全国青年の集い北海道大会人員計画・大会業務内容について 

 議題２ 北海道大会租税教育事例発表について 

 議題３ 大型保障制度推進について 

 

○平成２８年度第３回正副会長会議                    ・・・正副会議 

日時  平成２８年８月２６日（金）１５：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

出席者 ９名 

 議題１ 平成２８年度第１回常任理事会の運営について 

 議題２ 平成２９年度総会日程について 

 議題３ 全道大会の開催地について 

 議題４ その他 

 

○平成２８年度第１回常任理事会                    ・・・常任理事会 

日時  平成２８年８月２６日（金）１６：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

出席者 ２２名 

議案１ 平成２９年度税制改正提言事項について 

議案２ その他 

 報告１ 第５３回北海道法人会税制改正提言全道大会スケジュール等について 

 報告２ 会員数調査結果について 

 報告３ 第３０回法人会全国青年の集い北海道大会の開催について 

 報告４ 第１７回北海道法人会女性部会全道大会小樽大会について  

 報告５ その他 

 懇談会 来賓 札幌国税局長 山崎 浩二 氏 

 

○女性部会連絡協議会平成２８年度第１回全道部会長会議          ・・・女性部会 

 日時  平成２８年９月１６日（金）１２：３０ ※正副委員長会議１２：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ２８名 

 議題１ 第１７回北海道法人会女性部会全道大会小樽大会について 

 議題２ 女性部会における経営者大型保障制度並びに介護保険の推進協力について 

     大同生命保険㈱ 北海道地区営業本部長 安 部 謙 志 氏 

議題３．その他 

作品選考 平成２８年度「税に関する絵はがきコンクール」作品選出  

 研修会 テーマ 地域活性化ふるさと納税セミナー 自治体別“お得な”取組情報をご案内 

     講 師   税理士法人 赤坂見附総合事務所 税理士 石坂 雅人 氏 

 

○第５３回税制改正提言全道大会函館大会                 ・・・全道大会 

日時  平成２８年９月２９日（木）１４：００ 



 場所  函館市民会館 

 参加者 ７３７名 

 議案１ 平成２８年度税制改正提言の実現状況 

 議案２ 平成２９年度税制改正提言事項 

 議案３ 第５３回全道大会決議 

 

○平成２８年度第１回広報委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成２８年１０月５日（水）１２：３０ ※正副委員長会議１２：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ２３名 

 報告１ 全法連広報委員会報告について 

 報告２ 平成２８年６月末現在会員数調査結果について 

 報告３ その他 

議題１ 平成２８年度広報事業活動について 

①「税を考える週間」広報活動について 

②アンケート調査システムの新規登録拡充について 

議題２ その他   

研修会 テーマ 「 近の税務の動向」 

    講 師 榮光税理士法人 整理士 久保 長旦 氏 

 

○青年部会連絡協議会第７回正副会長会議                 ・・・青年部会 

 日時  平成２８年１０月１１日（火）１６：００ 

 場所  ホテルマイステイズプレミア札幌パーク 

 出席者 １７名 

 議題１ 全国青年の集い北海道大会反省点について 

 議題２ 全国青年の集い高知大会租税教育活動事例発表について 

 議題３ 全道青年の集い次回開催地について 

 議題４ ブロック地区会等日程について 

 

○第１７回北海道法人会女性部会全道大会小樽大会             ・・・女性大会 

日時  平成２８年１０月１４日（金）１４：００ 

場所  小樽市民センターマリンホール 

 参加者 会員４２１名 

議題１ 第１６回札幌大会経過報告 

議題２ 活動事例発表（小樽法人会女性部会）    

議題３ 絵はがきコンクール入賞作品発表 

 

○平成２８年度第２回事務局研修会                   ・・・事務局会議 

日時  平成２８年１０月２８日(金) １３：３０ 

場所  小樽朝里クラッセホテル 会議室 

出席者 ２８名 

研修１ テーマ 「今後の法人会の課題について」 

     講 師 （公財）全国法人会総連合 事務局長 小林 俊夫 氏  

研修２ テーマ 法人会サポートプランについて 

     講 師 ＮＴＳコンサルタント（株）取締役 加藤 健太 氏 

研修３ テーマ 法人会を活性化するには～ＫＪ法を使った法人会運営の見直しについて～ 

各グループで座長・書記１名ずつ選出、進行 

講 師 （公社）函館法人会 常務理事 山村 孝 氏 

 

 



○青年部会連絡協議会道央・札幌ブロック地区会              ・・・青年部会 

 日時  平成２８年１１月１日（火）１７：００ 

 場所  ホテルマイステイズプレミア札幌パーク 

 出席者 ２７名 

 議題１ 全国青年の集い北海道大会報告 

 議題２ 租税教育活動について 

 議題３ 全道青年の集い次回開催地について 

 議題４ 全道青年の集い帯広大会について 

 議題５ 大型保障制度推進について 

 

○平成２８年度「税を考える週間」協賛行事                 ・・・税団協 

 局長講演と中学生の税についての作文朗読会 

日時  平成２８年１１月１１日（金）１３：３０ 

場所  札幌プリンスホテル 

参加者 ２５０名 

 

○青年部会連絡協議会道東ブロック地区会                 ・・・青年部会 

 日時  平成２８年１１月１５日（火）１７：００ ※第８回正副会長会議 １５：００ 

 場所  帯広市ふく井ホテル 

 出席者 ２１名 

 議題１ 全国青年の集い北海道大会報告 

 議題２ 租税教育活動について 

 議題３ 全道青年の集い帯広大会について 

 議題４ 大型保障制度推進について 

 

○青年部会連絡協議会道南ブロック地区会                 ・・・青年部会 

 日時  平成２８年１１月２１日（月）１７：００ 

 場所  函館市すし蔵 

 議題１ 全国青年の集い北海道大会報告 

 議題２ 租税教育活動について 

 議題３ 全道青年の集い次回開催地について 

 議題４ 全道青年の集い帯広大会について 

 議題５ 大型保障制度推進について 

 

○青年部会連絡協議会道北ブロック地区会                 ・・・青年部会 

 日時  平成２８年１１月２８日（月）１７：００ ※第９回正副会長会議 １５：３０ 

 場所  アートホテル旭川 

 出席者 ３８名 

 議題１ 全国青年の集い北海道大会報告 

 議題２ 全道青年の集い帯広大会について 

 議題３ 大型保障制度推進について 

 

○平成２８年度第３回正副会長会議                    ・・・正副会議 

日時  平成２８年１２月１日（木）１４：３０ 

場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌  

出席者 ９名 

 議題１ 第３回理事会の運営について 

 議題２ 全道大会の開催地について              

 

 



○平成２８年度第３回理事会                        ・・・理事会 

日時  平成２８年１２月１日（木）１６：００ 

場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌 

出席者 ５４名 

報告１ 第３０回法人会全国青年の集い・北海道大会経過報告について  

      北海道法人会連合会青年部会連絡協議会 中井 靖 会長 

報告２ 平成２８年度秋の叙勲・国家褒章、納税表彰受章者について  

報告３ 第５３回北海道法人会税制改正提言全道大会函館大会経過報告について 

報告４ 第１７回北海道法人会女性部会全道大会・小樽大会経過報告について 

報告５ 平成２９年度税制改正に関する本道選出国会議員等への提言について 

報告６ 北海道納税団体連絡協議会「税を考える週間」協賛行事経過報告について 

報告７ 平成２８年６月末現在会員数について 

報告８ 第３３回法人会全国大会・長崎大会経過報告について 

 報告９ 貸倒保証制度実績について 

 報告 10 全法連池田会長インタビュー記事（週刊東洋経済 2016.11.12） 

研修会 テーマ 「間接諸税を取り巻く現状について」 

講 師 札幌国税局 課税第二部消費税課 課長 鷲見 直人 氏 

  

○平成２８年度第３回全道法人会事務局連絡会議             ・・・事務局会議 

日時  平成２８年１２月１４日（水）１３：３０ 

場所  札幌すみれホテル 

出席者 ３０名 

議題１ 全法連全国県連専務理事等会議の報告について 

     （１）全法連平成２９年度助成金額（２）道法連からの情報提供 

 議題２ 北海道庁立入検査の報告について 根室、小樽、函館 

説明１ 貸倒保証制度の推進について           

      三井住友海上保険㈱札幌支店 金融法人課 課長 岡 部 健一郎 氏 

      MSK 保険センター北海道支社 営業部長 村 雨 紀 雄 氏   

説明２ 一般財団法人大蔵財務協会からのお願い 

      編集局 税のしるべ編集部 部長 斎藤 博之 氏 

      販売局 販売部      部長 田島  修 氏 

情報提供 

     テーマ Ｈ２８年度助成金制度に関する実地調査の検証について 

     講 師 ＮＴＳ総合税理士法人（旧 赤坂見附総合事務所） 

         社員・税理士 石坂 雅人 氏 

 福利厚生制度推進連絡協議会 

テーマ ３年１０億円増収計画進捗状況と福利厚生制度協力について 

    説明者 福利厚生制度協力３社 幹部 

 

○青年部会連絡協議会第１０回正副会長会議                ・・・青年部会 

 日時  平成２９年２月７日（火）１６：００ 

 場所  ホテルマイステイズプレミア札幌パーク 

 出席者 １７名 

 議題１ 全道青年の集い帯広大会について 

 議題２ 今後の日程について 

 議題３ 大型保障制度推進について 

 

○平成２８年度第２回厚生委員会                      ・・・委員会 

日時  平成２９年２月８日（水）１４：３０ ※正副会長会議１４：００ 

場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌 



出席者 ５１名 

報告１ 全法連厚生委員会報告について 

 報告２ 平成２８年１２月末現在会員数調査結果について 

 報告３ 平成２８年度福利厚生制度通年推進運動実績について 

 議題１ 平成２９年度事業計画（案）・福利厚生制度通年推進運動実施要領（案）について 

 議題２ 平成２７年度福利厚生制度推進表彰の北海道連分の報奨金について 

議題３ その他 

委員会終了後、福利厚生制度連絡協議会「３年１０億円推進会議」１６：５０ 

○調査課部会道北ブロック研修会                    ・・・調査課部会 

日時  平成２９年２月２０日（月）１５：００ 

場所  旭川グランドホテル 

参加者 ３０名 

講座１ テーマ 税務コンプライアンスの維持・向上に向けた 

リスクマネジメントと内部統制の充実について 

講 師 札幌国税局調査査察部長 長谷川 貴則 氏 

講座２ テーマ 近の税制改正について 

講 師 札幌国税局調査査察部調査管理課 総括主査 原田 裕敏 氏 

 

○平成２８年度第２回事業研修委員会                    ・・・委員会 

 日時  平成２９年２月２１日（火）１２：３０ ※正副委員長会議１２：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ２７名 

 報告１ 全法連事業研修委員会報告について 

 報告２ 平成２８年度講師謝金助成金申請状況、社会貢献活動について 

報告３ 平成２８年１２月末現在会員数調査結果について 

 報告４ ３年１０億増収計画」進捗状況について 

 議題１ 平成２９年度事業計画（案）について 

     （１）平成２９年度研修参加者等拡充運動要領（案）について 

     （２）平成２９年度地域社会貢献活動実施要領（案）について 

議題２ 租税教育活動（案）について 

（１）青年部会租税教育活動について 

（２）女性部会「税に関する絵はがきコンクール」について 

議題３ その他  

研修会 テーマ「外部監査（税務調査）と内部監査～内部けん制は優良企業の証～」 

          講 師 札幌国税局 課税第二部法人課税課 課長補佐 髙橋 則和 氏 

 

○平成２８年度第２回組織委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成２９年２月２４日（金）１５：００ ※正副委員長会議１４：３０ 

 場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌 

 出席者 ３１名 

報告１ 全法連組織委員会報告について 

議題１ 平成２７年度会員増強運動実績（１２月末会員数報告） 

並びに平成２７年度会員増強運動表彰について 

 議題２ 平成２８年度事業計画（案）について 

     （１）平成２８年度会員増強運動実施要領（案）について 

     （２）平成２８年度会員増強運動目標値（案）について 

 議題３．福利厚生制度協力会社３社との協力体制について 

     （１）生損保３社の会員増強の取り組みについて 

（２）３年１０億年増収計画の進捗状況について 

 



○平成２８年度第２回広報委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成２９年３月１日（水）１２：３０ ※正副委員長会議１２：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ２４名 

 報告１ 全法連広報委員会報告について 

 報告２ 平成２８年１２月末現在会員数調査結果について 

 報告３「３年１０億円増収計画進捗状況」について 

議題１ 平成２８年度広報関係事業について 

 議題２ 平成２９年度事業計画（案）について 

     （１）平成２９年度広報活動実施要領（案）について 

     （２）ｅ－Ｔａｘ普及推進とマイナンバー制度の周知について 

     （３）アンケート調査システムの新規登録について 

 議題３ その他 

研修会 テーマ 平成２９年度税制改正について 

講 師 榮光税理士法人 久保 長旦 氏  

 

○調査課部会道東ブロック研修会                    ・・・調査課部会 

日時  平成２９年３月８日（水）１５：００ 

場所  ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路 

参加者 ２８名 

講座１ テーマ 税務コンプライアンスの維持・向上に向けた 

リスクマネジメントと内部統制の充実について 

講 師 札幌国税局調査査察部長 長谷川 貴則 氏 

講座２ テーマ 近の税制改正について 

講 師 札幌国税局調査査察部調査管理課 総括主査 原田 裕敏 氏 

 

○平成２８年度第１回総務委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成２９年３月１０日（金）１５：３０ ※正副委員長会議１５：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ２２名 

 報告１ 全法連総務委員会報告について 

 報告２ 全法連助成金について 

 報告３ 道法連各委員会報告について 

 報告４ 平成２８年１２月末現在会員数調査結果について 

 報告５ 「３年１０億増収計画」進捗状況について 

議題１ 平成２９年度事業計画・収支予算（案）について 

議題２ 通常総会の開催並びに道法連各大会の開催地について  

 議題３ 平成２９年度役員改選について 

     １）議決権行使者数（案） ２）理事・監事数（案） 

 議題４ 平成２９年度功労者表彰について 

 議題５ その他 

研修会 テーマ 「税のよもやま話」 

 講師  札幌国税局課税第二部長 岡野 泰大 氏 

 

○調査課部会道央・道南ブロック研修会                 ・・・調査課部会 

日時  平成２９年３月１３日（月）１５：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

参加者 １３４名 

講座１ テーマ 税務コンプライアンスの維持・向上に向けた 

リスクマネジメントと内部統制の充実について 



講 師 札幌国税局調査査察部長 長谷川 貴則 氏 

講座２ テーマ 近の税制改正について 

講 師 札幌国税局調査査察部調査管理課 総括主査 原田 裕敏 氏 

 

○青年部会連絡協議会平成２８年度第３回全道部会長会議          ・・・青年部会 

 日時  平成２９年３月１６日（木）１７：００ ※第１１回正副会長会議 １５：００ 

 場所  ホテルマイステイズプレミア札幌パーク 

 出席者 ５１名 

 議題１ 全国青年の集い北海道大会経過報告 

 議題２ 全道青年の集い帯広大会について 

 議題３ 会租税教育活動事例発表について 

 議題４ 大型保障制度推進について 

 

○平成２８年度第４回正副会長会議                    ・・・正副会議 

日時  平成２９年３月２１日（火）１５：００ 

場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌  

出席者 ７名 

 議題１ 平成２８年度第４回理事会の運営について 

 

○平成２８年度第４回理事会                        ・・・理事会 

日時  平成２９年３月２１日（火）１６：００ 

場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌 

出席者 ５９名 

報告１ 全法連総合企画委員会報告について 

 報告２ 全法連助成金について 

 報告３ 道法連各委員会報告について 

 報告４ 平成２８年１２月末現在会員数調査結果について 

 報告５「３年１０億円増収計画」進捗状況について 

議題１ 平成２９年度事業計画・収支予算（案）について 

 議題２ 通常総会の開催並びに道法連各大会の開催地について 

議題３ 平成２９年度役員改選について 

     １）議決権行使者数（案） ２）理事・監事数（案） 

 議題４ 平成２９年度功労者表彰について 

 議題５ その他 

講演会  テーマ 「外資系企業経営トップから見た日本の中小企業の可能性」 

             ～成長する中小企業からのヒント～ 

        講 師  ＡＩＵ損害保険株式会社 代表取締役副会長 小関 誠 氏 

 



事業名 事業区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考

租税教育活動（税の作文） 継続(公益) ○

租税教育活動（絵はがき) 継続(公益) ○ ○ ○ ○ ○

税制改正提言全道大会 継続(公益) ○

北海道法人会青年の集い 継続(公益)

女性部会全道大会 継続(公益) ○

国税局事業支援（e-Tax等推進） 継続(公益)

全法連助成金事務受託事業 継続(公益) ○ ○ ○ ○

単位会支援事業・会員増強運動 共益事業

単位会支援事業・研修参加者拡充運動 共益事業

単位会支援事業・福利厚生制度推進運動 共益事業

法人会会員経営支援事業・事業承継支援事業 共益事業

研修活動（単位会研修会） 共益事業 ○ ○ ○

広報活動（法人会広報活動） 共益事業 ○

役員等表彰事業 共益事業 ○ ○

いちごプロジェクト推進事業 共益事業

法人会会員経営支援事業・貸倒保証制度 収益事業

総会 法人会計 ○

理事会 法人会計 ○ 書面 ○ ○

正副会長会議 法人会計 ○ ○ ○ ○ ○

監査会 法人会計 ○

常任理事会 法人会計 ○

総務委員会 法人会計 ○

税制委員会 法人会計 ○ ○

組織委員会 法人会計 ○ 　 ○

事業研修委員会 法人会計 ○ ○

広報委員会 法人会計 ○ ○

厚生委員会 法人会計 ○ ○

調査課部会 法人会計 ○ ○

青年部会連絡協議会 法人会計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 正副会長会・地区会

女性部会連絡協議会 法人会計 ○ ○

研修活動（税制税務等） 法人会計

広報活動（税制税務等） 法人会計

税務団体連絡協議会 法人会計 ○ ○

随時

随時

平成２８年度 事業報告の附属明細書

通年

随時

通年

通年

通年

通年




