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北海道経済は、海外向けの設備投資需要や食品製造業を中心に設備投資が増加したほか、個
人消費には持ち直しの動きにあり、インバウンドによる堅調な消費により、小売・観光関連産
業が好調に推移しているなど、全体としては緩やかな回復基調が続いている。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顕在化しており、依然とし
て厳しい経営環境にある。
平成３０年度税制改正では、デフレ脱却と経済再生に向け、地域中小企業の設備投資を促進
するための税制措置や中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充が行われた。また、
２０１９年１０月の消費税率引き上げに伴い導入される軽減税率に関しては、安定的な財源を
確保するため、２０１８年度末までに措置を講じる、と明記された。
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２８９校、応募総数
４，８２０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
平成２９年９月２９日北見市で全道大会を開催し、平成３０年度税制改正提言事項を取り
纏め・提案を行った。提言事項の作成経緯については、６月９日に税制委員会を開催し素案
を作成、また８月１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２日
付でその案を書面理事会に諮り理事全員の同意を得、８月２８日の常任理事会でその結果を
報告した。
（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２９年６月２３日帯広市において第２６回北海
道法人会青年の集いを開催した。
（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２９年１０月２０日（金）
釧路市において第１８回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２８年１２月開催の全法連理事会で平成２９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２９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
２９年１２月末現在の会員数は、個人会員を含め３２，８０１社（対前年同月比４３２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、純増単位会は札幌北、余市、
旭川東、富良野の４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２９年１２月
末現在２８６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。
平成２９年度から全国でスタートした「ふやそう２万社ＧＯＧＯキャンペーン」について、
北海道目標は１，０７３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。併せて、福利厚生制度収入の増収を図るため「平成２９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３０年３月末現在１０９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セキュリテーセミナー、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２９年度監査会
日時
平成２９年４月１８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２８年度事業報告・収支決算（案）について

・・・監査会

○青年部会連絡協議会平成２９年度第１回正副会長会議
日時
平成２９年４月２６日（水）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 ２０名
議題１ 第２６回北海道法人会青年の集い帯広大会について
議題２ 次期役員（案）について
議題３ 行事予定（２９年度事業計画）について
議題４ 第２７回北海道法人会青年の集い開催地について
議題５ 租税教育活動事例発表について

・・・青年部会

○平成２９年度第１回正副会長会議
日時
平成２９年５月１２日（金）１４：００
場所
モントレエーデルホフ札幌
出席者 ８名
議案１ 平成２９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 サイバー攻撃の現状とリスク対策」の考え方
～５月全面施行！改正個人情報保護法～
講 師 三井物産セキュアディレクション（株）
戦略事業部 シニアアカウントマネージャ 安元

・・・正副会議

○平成２９年度第１回理事会
日時
平成２９年５月１２日（金）１６：００
場所
モントレエーデルホフ札幌
出席者 ５０名（理事）
議題１ 平成２８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 福利厚生制度協力３社との共有施策について
大同生命保険株式会社北海道支社 本部長 内藤 達哉
報告１．平成２８年度道法連各種助成金申請実績について
報告２．第１２回法人会全国女性フォーラム鹿児島大会について
報告３．その他

英行

氏
・・・理事会

氏

○青年部会連絡協議会平成２９年度第２回正副会長会議
日時
平成２９年５月１９日（金）１５：３０
場所
ホテルマイステイズプレミア札幌パーク
出席者 ２０名
議題１ 定時総会について
議題２ 第２６回北海道法人会青年の集い帯広大会について
議題３ その他

・・・青年部会

○青年部会連絡協議会平成２９年度定時総会
日時
平成２９年５月１９日（金）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 ４９名
議題１ 平成２８年度事業報告（案）
・収支決算（案）について
監査報告
議題２ 役員改選について
（１）第１５期理事（案）について
（２）第１５期役員（案）について
（３）全法連青連協委員推薦（案）について
議題３ 平成２９年度事業計画（案）
・収支予算（案）について
議題４ 第２６回北海道法人会青年の集い帯広大会について
議題５ 第２７回北海道法人会青年の集い開催地について
議題６ その他

・・・青年部会

○女性部会連絡協議会平成２９年度定時総会
・・・女性部会
日時
平成２９年５月２３日（火）１５：００ ※正副会長会議１４：３０
場所
札幌パークホテル
出席者 ４８名
議題１ 平成２８年度事業報告並びに収支決算（案）について
議題２ 平成２９年度事業計画並びに収支予算（案）について
議題３ 第１９回北海道法人会女性部会全道大会開催地について
議題４ 平成２９年度役員改選について
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
○平成２９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２９年６月１日（木）１３：３０
場所
札幌すみれホテル
出席者 １８名
研修１ テーマ「個人情報保護法対策セミナー」
講 師 ＡＩＵ損害保険会社リスクコンサルティング部 部長 髙橋 勝 氏
研修２ テーマ 理事会及び法人会運営においての留意点と相談を受けた事項
講 師 函館法人会 常務理事 山村 孝 氏
福利厚生制度連絡協議会
テーマ ２年２万社純増運動について
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 法人会との連携・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２９年度第１回税制委員会
・・・委員会
日時
平成２９年６月８日（木）１２：３０ ※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 ２２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３０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３０年度税制改正要望事項（全法連提出）について
議題２ 平成３０年度単位会要望事項について
研修会 テーマ 平成２９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２９年度第２回正副会長会議
日時
平成２９年６月１３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

・・・正副会議

○平成２９年度通常総会
日時
平成２９年６月１３日（火）１５：３０
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２８年度収支決算について
監査報告
議案２ 平成２９年度役員改選について
報告１ 平成２８年度事業報告について
報告２ 平成２９年度事業計画・収支予算について

・・・総会

○平成２９年度第２回理事会
日時
平成２９年６月１３日（火）１６：１５
場所
ニューオータニイン札幌
出席者 ６３名
議案１ 平成２９年度執行役員の選任について
議案２ 委員会、正副委員長・委員の委嘱について
議案３ 全法連役員の推薦について
議案４ 顧問・相談役の委嘱について
議案５ 退任役員の表彰について

・・・理事会

○平成２９年度総会懇談会
日時
平成２９年６月１３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 １ 叙勲・褒章受章者へ祝賀金の贈呈
２ 平成２９年度全法連・道法連功労者表彰
３ 平成２８年度会員増強運動表彰
４ 退任役員感謝状贈呈
○青年部会連絡協議会平成２９年度 第３回正副会長会議
日時
平成２９年６月２３日（金）１３：３０
場所
帯広市民文化ホール 第２会議室

・・・青年部会

出席者
議題１
議題２

１３名
第２６回北海道法人会青年の集い帯広大会について
その他

○第２６回北海道法人会青年の集い帯広大会
日時
平成２９年６月２３日（金）１４：００～
場所
帯広市民文化ホール
参加者 会員３５９名 来賓招待者３３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 「ばんえい競馬にかける思いと将来への期待」
講 師 ばん馬と共に地域振興をはかる会 会長 川田

・・・青年部会大会

章博

氏

○平成２９年度第１回広報委員会
・・・委員会
日時
平成２９年７月２４日（月）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
報告１ 全法連広報委員会報告について
報告２ 平成２９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２９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について
③各地の事業状況について
議題２ その他
研修会 テーマ 「実例を踏まえた、正しい事業承継計画の立て方と実行方法」
講 師 三井海上火災保険㈱営業推進部法人開発室 課長 木次谷 学 氏
○平成２９年度第２回税制委員会正副委員長会議
日時
平成２９年８月１日（金）１２：３０
場所
ニューオータニイン札幌
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３０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５４回全道大会北見大会スローガン（案）について
議題３ その他

・・・委員会

○平成２９年度第３回理事会（書面）
日時
平成２９年８月２日（水）付案内
議題１ 平成３０年度税制改正提言事項（案）について
議題２ 第５４回全道大会北見大会スローガン（案）について
※７１名の理事全員承諾（８月２１日返信済）

・・・理事会

○平成２９年度第１回事業研修委員会
日時
平成２９年８月３日（木）１２：３０ ※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 ２６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

・・・委員会

報告３
議題１
議題２
研修会

平成２９年６月末会員数調査結果
平成２９年度事業研修に係る事業計画について
その他
テーマ 「働き方改革、待ったなし！」
講 師 三井住友海上火災保険㈱営業推進部法人開発室

課長

羽田

秀史

氏

○平成２９年度第１回厚生・組織合同委員会
・・・委員会
日時
平成２９年８月９日（水）１５：００ ※正副委員長会議１４：３０
場所
ニューオータニイン札幌
出席者 ５２名
報告１ 全法連厚生委員会報告について
報告２ 全法連組織委員会報告について
議題１ 平成２９年度福利厚生制度通年推進運動(平成２８年度福利厚生制度通年推進運動実績）
議題２ 平成２９年度会員増強運動について（平成２９年６月末現在会員数調査結果）
議題３ 道法連福利厚生制度推進交流ゴルフ大会について（９/６）
委員会終了後、福利厚生制度連絡協議会
第１部 「３年１０億円増収計画」総括 受託会社代表 大同、ＡＩＵ、アフラック報告
第２部 「２年２万社純増運動」キックオフ会議 主旨ビデオ視聴
○平成２９年度第３回正副会長会議
日時
平成２９年８月２８日（月）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２９年度第１回常任理事会の運営について
議題２ 平成３０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

・・・正副会議

○平成２９年度第１回常任理事会
・・・常任理事会
日時
平成２９年８月２８日（月）１６：００
場所
ニューオータニイン札幌
出席者 ２０名
議案１ 平成３０年度税制改正提言事項について
議案２ その他
報告１ 第５４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１８回北海道法人会女性部会全道大会釧路大会について
報告４ ３年１０億円増収計画の総括について
報告５ その他
懇談会 来賓 札幌国税局長 市田 浩恩 氏
○平成２９年度道法連福利厚生制度
「新規加入企業１，０００社キャンペーン」推進会議
日時
平成２９年９月５日（火）１４：３０
場所
ホテルモントレエーデルホフ札幌
出席者 ４９名
挨拶
道法連会長 中井千尋、全法連厚生委員長 阿部 友太郎
大同生命保険㈱北海道地区営業本部長 内藤 達哉 氏
施策発表 道法連厚生委員長 福山 恵太郎
各社取組について発表
講演
テーマ 「世界一受けたい がん の授業」
講 師 東京大学医学部付属病院放射線科 准教授 中川

・・・推進会議

氏、受託会社代表

恵一

氏

○道法連福利厚生制度推進交流ゴルフ大会
日時
平成２９年９月６日（水）７：００スタート
場所
札幌国際カントリークラブ
参加者 ２２７名 （道内外の法人会会員）

・・・ゴルフ大会

○女性部会連絡協議会平成２９年度第１回全道部会長会議
・・・女性部会
日時
平成２９年９月１４日（木）１２：３０ ※正副委員長会議１２：００
場所
札幌すみれホテル
出席者 ２９名
議題１ 第１８回北海道法人会女性部会全道大会釧路大会について
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㈱ 北海道支社副支社長 荒井 裕治 氏
議題３．その他
作品選考 平成２９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）１３：００～１４：００
テーマ 公庫から見た景気動向と女性活躍の現状
講 師 日本政策金融公庫札幌支店国民生活事業事業統轄 田中 朗 氏
○第５４回税制改正提言全道大会北見大会
日時
平成２９年９月２９日（金）１４：００
場所
北見市民会館大ホール
参加者 会員６７９名 来賓５４名
議案１ 平成２９年度税制改正提言の実現状況
議案２ 平成３０年度税制改正提言事項
議案３ 第５４回全道大会決議
記念講演 テーマ 「出会いの人生から学んだこと」
講 師 弁護士 菊地 幸夫 氏

・・・全道大会

○青年部会連絡協議会平成２９年度第４回正副会長会議
日時
平成２９年１０月１１日（水）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 １５名
議題１ 第２６回北海道法人会青年の集い帯広大会報告
議題２ 第２７回北海道法人会青年の集い釧路大会について
議題３ 全国青年の集い高知大会租税教育プレゼンテーションについて
議題４ その他

・・・青年部会

○第１８回北海道法人会女性部会全道大会釧路大会
日時
平成２９年１０月２０日（金）１４：３０
場所
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路
参加者 会員３３７名 招待来賓者４２名
議題１ 第１７回札幌大会経過報告
議題２ 活動事例発表（釧路地方法人会女性部会）
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 「夢見る力」
講 師 釧路市動物園 元園長 山口 良雄

・・・女性大会

○平成２９年度全道法人会女性職員等研修会
日時
平成２９年１０月２７日(金) １３：３０
場所
ニューオータニイン札幌

氏
・・・事務局会議

出席者
テーマ
講 師

２５名
「公益法人運営のための基礎知識」
函館法人会 常務理事 山村 孝 氏

○青年部会連絡協議会道南ブロック地区会
日時
平成２９年１１月２日（木）１８：００
場所
函館市「醍醐」
出席者 １５名
議題１ 部会員増強について
議題２ 福利厚生制度推進について
議題３ その他
○平成２９年度「税を考える週間」協賛行事
局長講演と中学生の税についての作文朗読会
日時
平成２９年１１月１６日（木）１３：３０
場所
ニューオータニイン札幌
参加者 ２５０名（道法連関係者５５名）

・・・青年部会

・・・税団協

○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１１月１４日（火）１５：００
場所
札幌プリンスホテル
参加者 １０４名
講座１ テーマ 「国際課税の動向～税源浸食と利益移転（ＢＥＰＳ）への対応～」
講 師 札幌国税局調査査察部長 森田 悟 氏
講座２ テーマ 「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 近藤 智文 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１１月２４日（金）１５：００
場所
ホテル日航ノースランド帯広
参加者 ２４名
講座１ テーマ 「国際課税の動向～税源浸食と利益移転（ＢＥＰＳ）への対応～」
講 師 札幌国税局調査査察部長 森田 悟 氏
講座２ テーマ 「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 近藤 智文 氏
○青年部会連絡協議会道北ブロック地区会
日時
平成２９年１１月２７日（火）
場所
旭川市「天金本店」
出席者 ２１名
議題１ 部会員増強について
議題２ 福利厚生制度推進について
議題３ 租税教育活動について
議題４ その他
○調査課部会道北ブロック研修会
日時
平成２９年１１月２９日（水）１５：００
場所
旭川グランドホテル
参加者 ３１名

・・・青年部会

・・・調査課部会

講座１
講座２

テーマ
講 師
テーマ
講 師

「国際課税の動向～税源浸食と利益移転（ＢＥＰＳ）への対応～」
札幌国税局調査査察部長 森田 悟 氏
「税制改正について」
札幌国税局調査査察部調査管理課 総括主査 近藤 智文 氏

○平成２９年度第４回正副会長会議
日時
平成２９年１２月４日（木）１４：３０
場所
ホテルモントレエーデルホフ札幌
出席者 ８名
議題１ 第４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

・・・正副会議

○青年部会連絡協議会平成２９年度第５回正副会長会議
・・・青年部会
日時
平成２９年１２月６日（水）１６：００
場所
釧路センチュリーキャッスルホテル
出席者 １５名
議題１ 第２７回北海道法人会青年の集い釧路大会について（釧路大会現地視察会）
議題２ その他
○青年部会連絡協議会道東ブロック地区会
日時
平成２９年１２月６日（水）１８：００
場所
釧路市「はたご家」
出席者 ２０名
議題１ 部会員増強について
議題２ 福利厚生制度推進について
議題３ 租税教育活動について
議題４ その他
○平成２９年度第４回理事会
・・・理事会
日時
平成２９年１２月４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
議題１ 平成２９・３０年度理事の委嘱について
議題２ 福利厚生制度「ふやそう２万社ＧＯＧＯキャンペーン」の推進について
道法連厚生委員会 福山 恵太郎 委員長
議題３ その他 ①平成２９年度道法連会員増強運動実施要領の一部改正について
②道法連表彰規程事務局表彰基準の一部改正について
③道法連等の日程
報告１ 平成２９年度秋の叙勲・国家褒章、納税表彰受章者について
報告２ 第５４回北海道法人会税制改正提言全道大会・北見大会経過報告について
報告３ 第２６回北海道法人会青年の集い帯広大会経過報告について
報告４ 第１８回北海道法人会女性部会全道大会・釧路大会経過報告について
報告５ 平成３０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２９年６月末現在会員数について
報告８ 第３４回法人会全国大会・福井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
理事会研修会（１６：１５～１７：００）
テーマ 消費税の軽減税率制度について
講 師
札幌国税局 課税第二部消費税課 軽減税率制度係 係長
山嵜
豪紀 氏

○平成２９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２９年１２月１３日（水）１４：００
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３０年度道内３０会助成金Ａ
（２）道法連助成金Ｂの支援策について
議題２ 北海道庁立入検査の報告について 南後志、富良野、深川、札幌北
説明１ 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 課長 萩野 修 氏
週刊「税のしるべ」
記者 中島 香苗 氏
情報提供
テーマ 平成２９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 「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 福利厚生制度協力３社 幹部
札幌国税局からのお願い
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 外川 幸裕 氏
主査
小池 秀昭 氏
○平成２９年度第２回事業研修委員会
・・・委員会
日時
平成３０年２月２０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 ２９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２９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２９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 平成３０年度事業計画（案）について
（１）平成３０年度研修参加者等拡充運動要領（案）について
（２）平成３０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 ３０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２９年度第２回広報委員会
・・・委員会
日時
平成３０年２月２１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２９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２９年度広報関係事業について

議題２

議題３
研修会

平成３０年度事業計画（案）について
（１）平成３０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
その他
テーマ 平成３０年度税制改正について
講 師 榮光税理士法人 久保 長旦 氏

○青年部会連絡協議会平成２９年度第６回正副会長会議
・・・青年部会
日時
平成３０年２月２３日（金）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 １３名
議題１ 第２７回北海道法人会青年の集い釧路大会について
議題２ 租税教育活動事例発表（青年の集い岐阜大会プレゼンテーション）について
議題３ 今後の日程について
○青年部会連絡協議会道央札幌ブロック地区会
日時
平成３０年２月２３日（金）１８：００
場所
ホテルマイステイズプレミア札幌パーク
出席者 ２４名
議題１ 部会員増強について
議題２ 福利厚生制度推進について
議題３ 租税教育活動について
議題４ その他
○平成２９年度第２回組織委員会
・・・委員会
日時
平成３０年２月２７日（火）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 ２６名
報告１ 全法連組織委員会報告について
議題１ 平成２９年度会員増強運動実績（１２月末会員数報告）
並びに平成２９年度会員増強運動表彰について
議題２ 平成３０年度事業計画（案）について
（１）平成３０年度会員増強運動実施要領（案）について
（２）平成３０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）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
○平成２９年度第２回厚生委員会
・・・委員会
日時
平成３０年３月１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 ３２名
報告１ 全法連厚生委員会報告について
報告２ 平成２９年１２月末現在会員数調査結果について
報告３ 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１ 平成３０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２８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１６：５０

○平成２９年度第１回総務委員会
・・・委員会
日時
平成３０年３月８日（木）１５：３０ ※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２９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 平成３０年度事業計画・収支予算（案）について
議題２ 平成３０年度功労者表彰について
議題３ その他
研修会 テーマ 「平成３０年度税制改正（案）のポイント」
講 師
札幌国税局課税第二部長 相良 二三男 氏
○平成２９年度第５回正副会長会議
日時
平成３０年３月２２日（木）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２９年度第５回理事会の運営について

・・・正副会議

○平成２９年度第５回理事会
・・・理事会
日時
平成３０年３月２２日（木）１５：００
場所
ホテルモントレエーデルホフ札幌
出席者 ５０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２９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 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３０年度役員改選について
議題４ 平成３０年度功労者表彰について
議題５ その他
○理事会講演会

テーマ
講

師

「健康経営」の実践に向けて１６：１０
～働く人と企業の健康の創造～
特定非営利活動法人 健康経営研究会
認定講師 石井 公一 氏 （中小企業診断士）

○青年部会連絡協議会平成２９年度第７回正副会長会議
日時
平成３０年３月２７日（火）１６：００
場所
札幌第一ホテル
出席者 １１名
議題１ 第２７回北海道法人会青年の集い釧路大会について
議題２ その他

・・・青年部会

○青年部会連絡協議会平成２９年度全道部会長会議
日時
平成３０年３月２７日（火）１７：００

・・・青年部会

場所
出席者
議題１
議題２
議題３
議題４
議題５
議題６
議題７

札幌第一ホテル
３７名
部会員増強について
租税教育活動について
法人会アンケート調査システムについて
第２６回北海道法人会青年の集い帯広大会経過報告
第２７回北海道法人会青年の集い釧路大会について
第２８回北海道法人会青年の集い開催地について
福利厚生制度推進について

道内会員数
平成２８年１２月末
所管法人数

109,953

会員数
33,233

平成２９年１２月末

加入率
30.2%

青年部会
28 年 12 月

29 年 12 月

2,141

1,849

増減
△292

女性部会
28 年 12 月

29 年 12 月

1,481

1,453

増減
△28

所管法人数

109,985

会員数
32,801

増

加入率
29.8%

所管法人数

＋32

減

会員数
△432

加入率
△0.4%

平成２９年度 事業報告の附属明細書
事業名

事業区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月

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)

継続(公益)

○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
通年
○ ○

○ ○

単位会支援事業・会員増強運動 共益事業

通年

単位会支援事業・研修参加者拡充運動

共益事業

随時

単位会支援事業・福利厚生制度推進運動

共益事業

通年

法人会会員経営支援事業・事業承継支援事業

共益事業

通年

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

1月 2月 3月 備考

○

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

10月 11月 12月

○

共益事業

○

いちごプロジェクト推進事業 共益事業

随時

法人会会員経営支援事業・貸倒保証制度

収益事業

通年

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

○ ○

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

随時

広報活動（税制税務等）

法人会計

随時

税務団体連絡協議会

法人会計

福利厚生制度推進交流ゴルフ大会 法人会計

○
○
○

○

○

○

○

○
○
○ ○ ○
○

○

○
○

道央・道南、道北、道東

○ ○

正副会長会・地区会他

