
 

 

北海道法人会連合会事業報告 

 

 

自 平成３０年 ４月 １日 

至 平成３１年 ３月３１日 

 

概 要 

 北海道経済は、昨年９月６日に発生した胆振東部地震の発生により震災の影響を受けたが、全体

としては、インバウンドによる堅調な消費により、小売・観光関連産業が堅調に推移するなど、

全体としては緩やかに持ち直している。しかしながら、景気回復の動きは道内各地にまで行き渡

っておらず、先行きについては、本道が抱える人口減少による需要の減退、人手不足、経営者の

高齢化と後継者不足などが一層顕在化しており、加えて国際経済の動向等を十分注視する必要があ

ることから、依然として不透明な経営環境にある。 

 この度の地震は、道法連のイベントにも大きな影響を及ぼした。全道一円が二日間に亘りブラック

アウトとなり、震災の翌日７日が「全道大会とかち大会」の開催日であったが、大会を実施すること

が叶わず中止に至った。尚、全道大会で決議する平成３１年度全道大会提言事項に関しては、大会

の直前に会員を代表する理事全員の同意を得ていることに鑑み、全道大会での採択したものと見

なした。 

 また昨年１０月２４日、道法連は国税庁長官感謝状を受章した。同感謝状は昨年８月に創設された

もので、全国の納税５団体・単位会を代表して中井会長が感謝状を授与された。功績理由は、申告納

税の普及発展と納税思想の向上に努めてきたこと、道内納税団体に対し協力・支援したことが評価さ

れた。 

 消費税増税に関しては、２０１９年１０月１日より消費税率引き上げと併せて軽減税率制度が実施

されることから、国税当局と連携して制度の円滑的な実施に向けた周知・広報等の取り組みを推進し

てきた。 

 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室をはじめとする租税教育活動を９８回実施した。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、応募した小学校は３３１校、応募総数    

５，６４４枚となった。 

   また、平成３０年１１月８・９日、第３２回法人会全国青年の集い岐阜大会が開催され、

租税教育活動のプレゼンテーションにおいて、北海道代表の札幌中法人会青年部会が優秀賞

に輝いた。テーマは「租税教育の世代間伝播～親から子へ、高校生から小学生・中学生へ～」

で従来の講義型の租税教育だけで本当に効果があるのかという疑問から、体験型の租税教育

活動を模索。親や高校生も教材対象とし、更にその親や高校生が小中学生に租税教育を行う

という世代を跨いだ取り組みが評価された。 

 



 

（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）の普及推進活動と消費税期限内完納運動のＰＲを行った。 

 

（３）税制改正提言全道大会とかち大会 

平成３０年９月７日帯広市で開催予定の全道大会は、大会前日６日の北海道胆振東部地

震の影響で中止となった。尚、平成３１年度税制改正提言事項の作成経緯については、６月

７日に税制委員会を開催し素案を作成。７月３０日に同委員会正副委員長会議を開催して

最終案を取りまとめ、８月３日付で同案を書面理事会に諮り理事全員の同意を得て、８月３

０日の常任理事会でその結果を報告した。全道大会で採決する予定であった「第５５回全道

大会提言事項」については、上述の書面理事会で理事７１名全員の同意を得ていることに鑑

み、会員を代表する理事の同意をもって全道大会とかち大会での採択と見なし、全法連に上

程した。 

 

（４）北海道法人会青年の集い 

法人会活動の充実と活性化に寄与するため、青年部会員が一堂に集い、青年部会活動の大

きな柱と位置付け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

びに会員相互の連帯強化を目的として、平成３０年６月２２日釧路市において第２７回北海

道法人会青年の集い釧路大会を開催した。租税教育活動の事例紹介として第３１回法人会全

国青年の集い高知大会のプレゼンテーションで奨励賞を受賞した深川・富良野・留萌地方法

人会青年部会「小規模単位会の挑戦～小さくたって出来るんだ!～」を披露した。参加者は

青年部会員・来賓招待者併せて３６９名。 

 

（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り組みについて紹介する

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３０年１０月１９日函

館市において第１９回女性部会全道大会函館大会を開催した。なお、税に関する絵はがきコ

ンクールの最優秀賞作品は紋別地方法人会（紋別市立南丘小学校：髙森喜代さん）に輝いた。

参加者は女性部会員・来賓招待者併せて３６２名。 

 

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 

 全法連の事務委託に基づき道内３０会の助成金Ａを定期的に各会に配賦した。助成金Ａは、

公益目的事業に費消するもので平成３０年３月開催の全法連理事会で平成３０年度助成金

額を決定したもの。また全法連から委託された助成金Ｂ（ガバナンス強化支援、公益社団事

務負担支援等）についても、３０会に配賦した。 

３０法人会が作成した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

して適正な事であることや、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など

管理運営業務を行った。 

  



 

３．会員増強運動支援事業と広報活動の充実 

 法人会組織を充実・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

目標とした「平成３０年度会員増強運動実施要領」を策定し会員増強運動を展開した。平成

３０年１２月末現在の会員数は、個人会員を含め３２，６１５社（対前年同月比１８６社減）

となった。法人会員に関して対前年比と比較したところ、純増単位会は札幌西、札幌北、札

幌東、札幌南、八雲、深川、富良野、苫小牧の８会であった。 

広報活動では、道内３０会と連携して、ポスター等の掲示、北海道新聞全道版及び道内地

方紙１５社に法人会活動の紹介や入会勧奨の記事を掲載した。 

また「税を考える週間」に連動して税に関する各種事業を各地で実施し、法人会の知名度

向上と社会的存在意義をアピールした。 

 法人会アンケート調査システムについては、新規登録の拡充運動を行い平成３１年１月末

現在３２７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の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。 

  最終年となった「ふやそう２万社 GOGO キャンペーン」の平成３０年度の北海道目標は  

１，１９８社で、その達成に向け福利厚生制度協力３社と連携してその推進を図った。また、

福利厚生制度収入の増収を図るため「平成３０年度福利厚生制度通年推進運動実施要領」を

定め、その推進を積極的に展開した。 

 

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、併せて会員への企業経営情報提供の一環として事業承継セミナーなどの

経営支援セミナーを実施した。 

 

（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３１年３月末現在９４会員が本制度に加入。 

 

（２）経営支援セミナー事業 

 事業承継を支援するためのセミナーやＩＴセキュリティセミナー、消費税の軽減税率制度

の周知など道法連役員・委員会において開催するとともに、各会へ講師を紹介するなど開催

支援を行った。 

 

６．会議等（開催日順） 

○平成３０年度監査会                           ・・・監査会 

日時  平成３０年４月１９日（木）１１：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

 出席者 ６名 

議題  平成２９年度事業報告・収支決算（案）について 

 

○平成３０年度第１回正副会長会議                    ・・・正副会議 

日時  平成３０年５月１０日（木）１４：００ 

場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌  

出席者 ８名 



 

議案１ 平成３０年度第１回理事会の運営について 

 

○理事会講演会 １５：００ 

 テーマ 内外の経済情勢等について 

 講 師 北海道財務局長 髙 秀樹 氏 

 

○平成３０年度第１回理事会                        ・・・理事会 

日時  平成３０年５月１０日（木）１６：００ 

場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌 

出席者 ５０名（理事） 

議題１ 平成２９年度事業報告・収支決算（案）について 

議題２ 平成２９年度推薦役員について 

議題３ 会員増強施策「役員一人一社以上の獲得」について 

 組織委員会 鈴木 成一委員長 

 報告１．平成２９年度道法連各種助成金申請実績について 

 報告２．その他 

 

○女性部会連絡協議会平成３０年度定時総会                ・・・女性部会 

 日時  平成３０年５月１５日（火）１４：３０ ※第１回正副会長会議１４：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ４５名 

 議題１ 平成２９年度事業報告並びに収支決算（案）について 

議題２ 平成３０年度事業計画並びに収支予算（案）について 

議題３ 女性部会員増強運動の実施について 

議題４ 第２０回北海道法人会女性部会全道大会開催地について 

議題５ その他 

 各会発表「魅力ある女性部会を目指して～女性部会活動の活性化～」 

 講演会 テーマ 「法人会との連携・協調について」       

     講 師 札幌国税局 課税第二部法人課税課長 丸山 和也 氏 

 

○青年部会連絡協議会平成３０年度定時総会                ・・・青年部会 

 日時  平成３０年５月２８日（金）１７：００ ※第 1 回正副会長会議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 ４２名 

 議題１ 平成２９年度事業報告（案）・収支決算（案）について 

     監査報告 

 議題２ 平成３０年度事業計画（案）・収支予算（案）について 

 議題３ 第２７回北海道法人会青年の集い釧路大会について 

 議題４ 第２８回北海道法人会青年の集い北見大会について 

 議題５ 福利厚生制度について 

 

○平成３０年度第１回税制委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成３０年６月７日（木）１２：３０ ※第１回正副委員長会議１２：００ 

 場所  モントレエーデルホフ札幌 

 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３１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３１年度税制改正要望事項（全法連提出）について 



 

 議題２ 平成３１年度単位会要望事項について 

研修会 テーマ 平成３０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） 

 

○平成３０年度第２回正副会長会議                    ・・・正副会議 

日時  平成３０年６月１２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２９年度通常総会等提出議案について 

 

○平成３０年度通常総会                           ・・・総会 

日時  平成３０年６月１２日（火）１６：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

出席者 ７８名（議決権行使者） 

 議案１ 平成２９年度収支決算について 

       監査報告 

 報告１ 平成２９年度事業報告について 

 報告２ 平成３０年度事業計画・収支予算について 

 情報提供 ふやそう２万社 GOGO キャンペーンの推進状況について 

大同生命保険㈱北海道地区営業本部 本部長 内藤 達哉 氏 

 

○平成３０年度総会表彰式 

日時  平成３０年６月１２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 市田 浩恩 氏 

 表彰式 １ 札幌国税局長感謝状 髙荷 明 氏 

２ 春の叙勲      堀川 昭雄 氏 髙橋 勝坦 氏 

３ 平成３０年度全法連・道法連功労者表彰 

 ４ 平成２９年度会員増強運動表彰 

     ５ 謝辞 （一社）北海道法人会連合会 副会長 堀川 昭雄 氏 

 

○平成３０年度北海道税務関係団体連絡協議会定時総会・協議会        ・・・税団協 

 日時  平成３０年６月２０日（水）１５：３０ 

場所  ホテルライフォート札幌 

議題１ 平成２９年度事業報告について 

議題２ 平成３０年度事業計画（案）について 

議題３ 役員改選（案）について 

総会終了後、協議会 

主催  北海道税務関係団体連絡協議会 

参加者 ２４名（札幌国税局１４名、税団協１０名） 

 

○第２７回北海道法人会青年の集い釧路大会              ・・・青年部会大会 

日時  平成３０年６月２２日（金）１４：３０ ※第２回正副会長会議１３：００ 

場所  釧路センチュリーキャッスルホテル 

 参加者 会員３３０名 来賓招待者３９名 一般２０名 

 議題１ 租税教育事例発表 

 議題２ 大会宣言 

 記念講演 テーマ 「多様な自然環境との共生」 

      講 師 猛禽類医学研究所代表 獣医師 齊藤 慶輔 氏 



 

 

○平成３０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３０年７月１１日（水）１３：３０ 

場所  札幌すみれホテル 

出席者 ３５名 

 研修１ テーマ 求められる法人会の在り方について 

     講 師 （公社）八王子法人会 嘱託 企画室長 串田 九二男 氏 

研修２ テーマ 法人会の現状と今後の課題について 

講 師 （公財）全国法人会総連合 事業第一部長 鈴木 康祥 氏 

 研修３ テーマ 法人会経営サポートクラブについて 

     講 師 NTS コンサルティング㈱   

特別顧問 加藤 健太 氏、佐竹 俊一郎 氏       

 

○平成３０年度第１回事業研修委員会                    ・・・委員会 

 日時  平成３０年７月２３日（月）１２：３０ ※第１回正副委員長会議１２：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ３２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３０年６月末会員数調査結果 

報告３ その他 

議題１ 平成３０年度事業研修に係る事業計画について 

議題２ 平成２９年度研修参加人員等について 

（１） 平成２９年度研修会の実施状況について 

（２） 平成２９年度研修参加率向上表彰受章会について 

（３） 平成２９年度社会貢献、講師謝金、税務研修会開催費の助成金について 

並びに地域社会貢献活動実施報告について 

議題３ その他   

研修会 テーマ 「ほっかいどう働き方改革支援センター」の取り組み 

     講 師  ほっかいどう働き方改革支援センター センター長 三上 章 氏 

 

○平成３０年度第２回税制委員会正副委員長会議               ・・・委員会 

 日時  平成３０年７月３０日（月）１２：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ６名 

 報告１ 全法連税制委員会報告について 

議題１ 平成３１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５５回全道大会帯広大会スローガン（案）について 

 議題３ その他 

 

○平成３０年度第１回厚生委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成３０年７月３１日（火）１５：３０ ※第１回正副委員長会議１５：００ 

 場所  ニューオータニイン札幌 

 出席者 ３０名 

 報告１ 全法連厚生委員会報告について 

 報告２ 平成３０年６月末現在会員数調査結果について 

 報告３ ふやそう２万社 GOGO キャンペーンの進捗状況について 

 議題１ 平成２９年度福利厚生制度通年推進運動実績について 

 議題２ 平成３０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 

議題１ 協力３社平成３０年度福利厚生制度進捗状況について 

 

○平成３０年度第２回理事会（書面）                    ・・・理事会 

 日時  平成３０年８月３日（金）付案内 

 議題１ 平成３１年度税制改正提言事項（案）について 

 議題２ 第５５回全道大会とかち大会スローガン（案）について 

 ※７１名の理事全員承諾（８月１７日日返信済） 

 

○平成３０年度第１回組織委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成３０年８月９日（木）１５：００ ※第１回正副委員長会議１４：３０ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ３２名 

 報告１ 平成３０年度会員増強運動について（平成３０年６月末現在会員数調査結果） 

 報告２ 全法連組織委員会報告について 

 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 

ふやそう２万社 GOGO キャンペーンの進捗状況について 

 議題３ その他 

 

○平成３０年度第１回広報委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成３０年８月２２日（水）１２：３０ ※第１回正副委員長会議１２：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ２６名 

 報告１ 全法連広報委員会報告について 

 報告２ 平成３０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３０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登録について 

③各地の事業状況 税のしるべ北海道版から 

議題２ 自主点検チェックシートの活用について 

DVD「法人会自主点検チェックシートのススメ」鑑賞 

議題３ その他   

研修会 テーマ 最近の税務の動向と平成３１年度税制改正について 

    講 師 榮光税理士法人 税理士 久保 長旦 氏 

 

○平成３０年度第３回正副会長会議                    ・・・正副会議 

日時  平成３０年８月３０日（木）１５：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

出席者 ８名 

 議題１ 平成３０年度第１回常任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 

 議題３ その他 

 

○平成３０年度第１回常任理事会                    ・・・常任理事会 

日時  平成３０年８月３０日（木）１６：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

出席者 ２１名 



 

報告１ 平成３１年度税制改正提言事項について 

報告２ その他 

① 会員数調査結果（平成３０年６月末現在）について 

② 第２７回北海道法人会青年の集い釧路大会報告について 

議案１ 第５５回北海道法人会税制改正提言全道大会について 

 議案２ その他 

  第１９回北海道法人会女性部会全道大会函館大会について 

 情報提供 とましん法人会メンバーズローンについて 

      ～地元経済の活性化に係る総合連携及び協力に関する覚書の締結～ 

      苫小牧地方法人会 会長 成田 幸隆 氏 

 懇談会 来賓 札幌国税局長 片桐 聡 氏 

 

○第５６回税制改正提言全道大会とかち大会 北海道胆振東部地震のため中止 ・・・全道大会 

日時  平成３０年９月７日（金）１４：００ 

 場所  帯広市民文化ホール 

 

○女性部会連絡協議会平成３０年度第１回全道部会長会議          ・・・女性部会 

 日時  平成３０年１０月２日（火）１２：３０ ※第２回正副会長会議１２：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ３０名 

 議題１ 第１９回北海道法人会女性部会全道大会函館大会について 

 議題２ 第２１回北海道法人会女性部会全道大会開催地について 

議題３．その他 

 

作品選考 平成３０年度「税に関する絵はがきコンクール」作品選出  

 研修会（部会長会議前）１３：３０～１４：１０ 

 テーマ 「絵はがきと私」 

      講 師 札幌国税局 課税第二部法人課税課 

課長 鷲見 直人 氏 

 

○札幌国税局と北海道税務関係団体連絡協議会との懇談会           ・・・税団協 

 日時  平成３０年１０月３日（火）１６：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

協議会 税団協…各団体活動状況等の説明 

    国税局…税務行政の現状等の情報提供 

主催  北海道税務関係団体連絡協議会 

参加者 ２２名（札幌国税局１１名、税団協１０名） 

 

○平成３０年度第４回正副会長会議                    ・・・正副会議 

日時  平成３０年１０月１１日（木）１３：４０ 

場所  とりぎん文化会館  

出席者 ８名 

 議案１ 道法連役員等の退任基準について 

     （専務理事の任期について） 

 議案２ その他 

 

○第１９回北海道法人会女性部会全道大会函館大会           ・・・女性部会大会 

日時  平成３０年１０月１９日（金）１４：３０ 

場所  フォーポイントバイシェラトン函館 



 

 参加者 会員３２５名 招待来賓者３７名 

議題１ 第１８日回釧路大会経過報告 

議題２ 活動事例発表（函館法人会女性部会）    

議題３ 絵はがきコンクール入賞作品発表 

 記念講演 テーマ スペインで学んだこと～料理とバル街と料理学会など～ 

      講 師 レストランバスク 深谷 宏治 氏 

  

○青年部会連絡協議会平成３０年度第３回正副会長会議           ・・・青年部会 

 日時  平成３０年１０月２３日（火）１５：３０ 

 場所  札幌第一ホテル 

 出席者 ２４名 

 議題１ 第２７回北海道法人会青年の集い釧路大会報告 

 議題２ 第２８回北海道法人会青年の集い北見大会について 

 議題３ 第３２回法人会全国青年の集い岐阜大会について 

 議題４ 全国青年の集い岐阜大会租税教育活動事例発表について 

 議題５ 全法連青連協役員会報告 

議題６ 今後の日程について 

 

○平成３０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３０年１１月１６日（金）１３：３０ 

場所  ニューオータニイン札幌 

主催  北海道税務関係団体連絡協議会 

参加者 ２５０名（道法連関係者５５名） 

 

○ＰＣＡ公益法人会計ソフト研修会                   ・・・事務局研修 

日時  平成３０年１１月２０日（火）１３：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

参加者 ２２名 

講座  テーマ ＰＣＡ公益法人会計 V.12 

公益法人会計／基本の基本セミナー 

講 師 株式会社シンクキューブ 代表取締役 中川 樹一郎 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３０年１１月２７日（火）１４：３０ 

場所  ニューオータニイン札幌 

参加者 １３６名（内非会員４４名） 

法人会からのお知らせ 

講座１ テーマ 「税制改正について（大法人の電子申告義務化説明会）」 

講 師 札幌国税局 課税第二部法人会課税課 課長補座 東雲 健司 氏 

講座２ テーマ 「『脱税は社会の敵』と『皆様への感謝』」 

講 師 札幌国税局 調査査察部長 小山 賢一 氏 

 

○平成３０年度第５回正副会長会議                    ・・・正副会議 

日時  平成３０年１２月４日（火）１４：３０ 

場所  ニューオータニイン札幌  

出席者 １０名 

 議案１ 第３回理事会の運営について 

 議案２ 訴訟対応費用保険の取扱いについて 



 

 議案３ その他 

               

○平成３０年度第３回理事会                        ・・・理事会 

 日時  平成３０年１２月４日（火）１６：００ 

 場所  ニューオータニイン札幌 

 出席者 ５０名 

 議案１ 平成３０年度会員増強運動の推進について 

     道法連組織委員会 鈴木 成一 委員長 

 議案２ 道法連諸会議・役員改選に係る日程について 

 議案３ その他（役員等の退任基準に関する規程について） 

報告１ 平成３０年度秋の叙勲・国家褒章、納税表彰受章者、国税庁長官感謝状について 

報告２ 第５５回北海道法人会税制改正提言全道大会帯広大会中止報告について 

報告３ 第２７回北海道法人会青年の集い釧路大会経過報告について 

報告４ 第１９回北海道法人会女性部会全道大会函館大会経過報告について 

報告５ 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６ 第３５回法人会全国大会鳥取大会経過報告について 

報告７ 第３２回法人会全国青年の集い岐阜大会について 

報告８ 「ふやそう２万社 GOGO キャンペーン」の進捗状況について  

報告９ 平成３１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 10 調査課部会道央・道南ブロック研修会の開催報告 

報告 11 貸倒保証制度実績について 

 

○青年部会連絡協議会平成３０年度道央・札幌ブロック地区会        ・・・青年部会 

 日時  平成３０年１２月１１日（火）１７：３０ 

 場所  札幌第一ホテル 

 出席者 ２５名 

 議題１ 部会員増強について 

 議題２ 健康経営について 

 議題３ 福利厚生制度推進について 

 

○平成３０年度第２回全道法人会事務局連絡会議             ・・・事務局会議 

日時  平成３０年１２月１４日（金）１３：００ 

場所  札幌すみれホテル 

出席者 ３４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３１年度助成金額について 

（２）小規模単位会等の支援策について 

（３）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 札幌中、余市、名寄、浦河 

 議題３ 全法連立入検査報告と来年度総会役員改選における留意事項について 

     函館法人会 常務理事 山村 孝 氏 

情報提供 ①大蔵財務協会からのお願い 

      編集局 税のしるべ編集部  課長 萩野 修 氏 

      週刊「税のしるべ」     記者 中島 香苗 氏 

      ②法人会経営サポートクラブについて 

NTS コンサルタンティング㈱ 取締役 加藤 健太 氏 

      ③全法連助成金制度実施調査の報告について  

     講 師 ＮＴＳ総合税理士法人  代表社員・税理士 石坂 雅人 氏 

 福利厚生制度推進連絡協議会 



 

      テーマ ふやそう２万社 GOGO キャンペーンの進捗状況について 

     説明者 大同生命保険㈱北海道総合支社  副支社長 小柳 和巳 氏 

         アフラック札幌総合支社     次長   大竹 憲一 氏 

札幌国税局からの依頼事項 

      テーマ 法人会との連携・協調について 

講 師 札幌国税局課税第二部法人課税課 課長補佐 東雲 健司 氏 

  主査   曲澤  忍 氏  

 

○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３１年１月２８日（月）１８：００ 

 場所  フォーポイントバイシェラトン函館 

 出席者 １６名 

 議題１ 部会員増強について 

 議題２ 健康経営について 

議題３ 福利厚生制度推進について 

 

○青年部会連絡協議会道北・道東ブロック地区会（北見大会会場視察会）   ・・・青年部会 

 日時  平成３１年２月６日（水）※会場視察会 １５：００（北見芸術文化ホール） 

※第４回正副会長会議１５：４０ 

                 ※地区会   １７：００ 

場所  北見市 ホテル黒部 

 出席者 ３１名 

 議題１ 部会員増強について 

 議題２ 健康経営について 

 議題３ 福利厚生制度推進について 

 

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

日時  平成３１年２月１３日（水）１４：３０ 

場所  ホテル日航ノースランド帯広 

参加者 １９名 

講座１ テーマ 「税制改正について（大法人の電子申告義務化説明会）」 

講 師 札幌国税局 調査査察部 調査管理課 総括主査 近藤 智文 氏 

法人会からのお知らせ 

講座２ テーマ 「『脱税は社会の敵』と『皆様への感謝』」 

講 師 札幌国税局 調査査察部長 小山 賢一 氏 

 

○平成３０年度第２回事業研修委員会                    ・・・委員会 

 日時  平成３１年２月１９日（火）１２：３０ ※第２回正副委員長会議１２：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ３０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３０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３０年１２月末現在会員数調査結果について 

 報告４ 福利厚生制度収入実績と「ふやそう２万社 GOGO キャンペーン」進捗状況について 

 議題１ ２０１９年度（Ｈ３1）事業計画（案）について 

    （１）２０１９年度研修参加者等拡充運動要領（案）について 

    （２）２０１９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 ３１年度税制改正と事業承継税制の大幅見直し（案） 

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 （税理士・中小企業診断士） 

 

○平成３０年度第２回広報委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成３１年２月２０日（水）１２：３０ ※第２回正副委員長会議１２：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ２７名 

 報告１ 全法連広報委員会報告について 

 報告２ 平成３０年１２月末現在会員数調査結果について 

 報告３ 福利厚生制度収入実績と「ふやそう２万社 GOGO キャンペーン」進捗状況について 

議題１ 平成３０年度広報関係事業について 

 議題２ ２０１９年度事業計画（案）について 

     （１）２０１９年度広報活動実施要領（案）について 

     （２）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 最近の税務の動向と平成３１年度税制改正について 

講 師 榮光税理士法人 久保 長旦 氏  

 

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

日時  平成３１年２月２１日（木）１４：３０ 

場所  アートホテル旭川 

参加者 ３９名 

講座１ テーマ 「税制改正について（大法人の電子申告義務化説明会）」 

講 師 札幌国税局 調査査察部 調査管理課 総括主査 近藤 智文 氏 

法人会からのお知らせ 

講座２ テーマ 「『脱税は社会の敵』と『皆様への感謝』」 

講 師 札幌国税局 調査査察部長 小山 賢一 氏 

 

○青年部会連絡協議会平成３０年度全道部会長会議             ・・・青年部会 

 日時  平成３１年２月２５日（月）１６：３０ ※第５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 ５６名 

 議題１ 全法連青連協役員会の報告 

 議題２ 第２７回北海道法人会青年の集い釧路大会経過報告 

 議題３ 第２８回北海道法人会青年の集い北見大会について 

 議題４ 福利厚生制度推進について 

 

○平成３０年度第２回組織委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成３１年２月２７日（火）１５：００ ※第２回正副委員長会議１４：３０ 

 場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌 

 出席者 ３２名 

報告１ 全法連組織委員会報告について 

議題１ 平成３０年度会員増強運動実績（１２月末会員数報告） 

並びに平成３０年度会員増強運動表彰について 

 議題２ ２０１９年度（Ｈ３１）事業計画（案）について 

     （１）２０１９年度（Ｈ３１）会員増強運動実施要領（案）について 



 

     （２）２０１９年度（Ｈ３１）会員増強運動目標値（案）について 

 議題３ 加入マニュアル（役員用）案について 

議題４ 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）福利厚生制度収入実績と「ふやそう２万社 GOGO キャンペーン」 

進捗状況について 

 議題５ その他 

 

○平成３０年度第２回厚生委員会                      ・・・委員会 

日時  平成３１年３月１日（水）１４：３０ ※第２回正副会長会議１４：００ 

場所  ニューオータニイン札幌 

出席者 ３７名 

報告１ 全法連厚生委員会報告について 

 報告２ 平成３０年１２月末現在会員数調査結果について 

 議題１ ２０１９年度事業計画（案）等の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２９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、福利厚生制度連絡推進協議会１６：５０ 

 

○平成３０年度第１回総務委員会                      ・・・委員会 

 日時  平成３１年３月７日（木）１５：３０ ※第１回正副委員長会議１５：００ 

 場所  札幌すみれホテル 

 出席者 ２０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３０年１２月末現在会員数調査結果について 

 報告５ 福利厚生制度収入実績と「ふやそう２万社 GOGO キャンペーン」進捗状況について 

議題１ ２０１９年度（Ｈ３１）事業計画・収支予算（案）について 

議題２ ２０１９年度功労者表彰について 

 議題３ その他 

懇談会 札幌国税局 法人会課税課 鈴木 忍 氏を囲む懇談会 

 

○平成３０年度第６回正副会長会議                    ・・・正副会議 

日時  平成３１年３月１８日（月）１５：００ 

場所  ホテルモントレエーデルホフ札幌  

出席者 １０名 

 議案１ 平成３０年度第４回理事会の運営について 

 議案２ ２０１９年度役員改選について 

 議案３ その他 

 

○平成３０年度第４回理事会                        ・・・理事会 

日時  平成３１年３月１８日（月）１５：００ 

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 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３０年１２月末現在会員数調査結果について 



 

 報告５ 役員等選考特別委員会の設置報告について 

 報告６ 福利厚生制度収入実績と「ふやそう２万社 GOGO キャンペーン」 

の進捗状況について 

 議題１ ２０１９年度事業計画・収支予算（案）について 

 議題２ ２０１９年度功労者表彰について 

議題３ ２０１９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 道法連全道大会盾伝達 

帯広 髙橋会長から 室蘭 宇賀会長へ 

議題５ その他 

理事会終了後、福利厚生制度推進連絡協議会 

 

 

 

 

道内会員数 

平成２９年１２月末 平成３０年１２月末 増  減 

所管法人数 会員数 加入率 所管法人数 会員数 加入率 所管法人数 会員数 加入率 

109,985 32,801 29.8% 110,560 32,615 29.5 ＋575 △186 △0.3%

         

青年部会         

29 年 12 月 30 年 12 月 増減       

1,849 1,797 △52      

         

女性部会         

29 年 12 月 30 年 12 月 増減       

1,453 1,424 △29      

 

 



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（絵はがき) 継続(公益) ○ ○ ○ ○ ○

租税教育活動（税の作文） 継続(公益) ○

税制改正提言全道大会 継続(公益) 中止

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 ○ ○ 　 道央・道南、道北、道東

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

通年

随時

随時

平成３０年度 事業報告の附属明細書

通年

通年

随時

通年

通年
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