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平成３０年度事業報告書 

 

公益社団法人稚内地方法人会 

 

 当会は平成２６年４月１日に公益社団法人の認可を受け、法人会の基本的指

針である「よき経営者を目指す団体」として、税知識の普及や納税意識の高揚

と税制及び税務に関する調査研究提言に関する事業、並びに地域社会への貢献

を目的とする事業を展開、また、各支部や青年部会・女性部会と連携し、税務

当局や関係機関のご指導ご協力のもと各種事業を実施した。 

 特に、当会の社団法人化３０周年を記念した講演会は、社会貢献活動として

元カーリングオリンピック代表の小笠原歩さんに講師をお願いし利尻富士町と

稚内市で開催、多くの市民町民の方々に足を運んでいただき、一流アスリート

の生の声を聞く機会を提供でき、参加者からも好評を博したところである。 

 女性部会事業で９年目となった小学生対象の「税に関する絵はがきコンクー

ル」や青年部事業の小学校の租税教室における法人会ＰＲ活動を実施するとと

もに、本年１０月から導入される消費税軽減税率制度の周知徹底を図るため各

種会議時に説明会を行うなど、税知識の普及啓発活動にも鋭意取り組みを行い、

更には中小企業の税負担の軽減と合理化及び簡素化、適正で公正な税制・税務

の実現に向けた法人会全国大会に参加、その実現にも務めた。 

 以下、平成３０年度における実施事業について報告する。 

 

 

１．事業及び会議 

4月 5日(木).6日(金) 9時 30分～ 

稚内支部事業「平成 30年度新入社員歓迎会・研修会」 

講 師：㈲エスパスマナーアカデミー インストラクタ 小泉 笑美子 様 

       ㈱エスアンドエスネットワーク 代表取締役 吉田 潤生 様 

場 所：宗谷経済センター 35名参加 

主 催：当支部の他に、稚内信用金庫、稚内商工会議所 

後 援：日本電信電話ユーザ協会稚内地区協会 

 

4月 23日(月) 12時 00分～ 

   稚内地方法人会青年部 各支部部長会議 

   場 所：車屋源氏 6名出席 

   議 事：議題１．平成 29年度事業報告について 

       議題２．平成 30年度事業について 

           ・北海道法人会青年の集い釧路大会について 
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           ・移動研修会並びに懇談会について他 

5月 15日(火) 14時 30分～ 

   道法連女連協 平成 30年度定時総会 

   場 所：札幌すみれホテル 石塚部会長 

   議 事：議題１．平成 29年度事業報告並びに収支決算について 

       議題２．平成 30 年度事業計画(案)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(案)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 

   各会発表：テーマ『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 様 

 

5月 28日(月) 17時 00分～ 

   道法連青連協 平成 30年度定時総会 

   場 所：ホテルマイステイズプレミア札幌パーク 中村部会長 

   議 事：議題１．平成 29年度事業報告・収支決算について 

       議題２．平成 30年度事業計画・収支予算について 

       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 

 

6月 5日(火) 12 時 00分～  

稚内地方法人会 平成 30年度第 1 回理事会 

場 所：車屋源氏 12名出席 

議 事：議題１．平成 29年度事業報告並びに収支決算報告について 

       議題２．通常総会開催日程と提出議案について 

       報告１．職務報告について 

 

6月 7日(木) 12 時 30分～ 

   北海道法人会連合会 平成 30年度第 1回税制委員会 

   場 所：モントレエーデルホフ札幌 高木会長 

   議 事：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年度税制改正提言事項(全法連提出)について 

       議題２．平成 31年度単位会提言事項について 

   研修会：テーマ 『平成 30年度税制改正と今後の検討事項について』 

       講  師 税理士法人 知野会計事務所 代表社員 知野 福一郎 様 

   ※12時 00分から開催された「正副委員長会議」にも参加 
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6月 11日(月) 16時 00分～ 

   稚内地方法人会青年部会 平成 30 年度会員会議 

   場 所：車屋源氏 17名出席 

   議 事：議題１．平成 29年度事業報告について 

       議題２．平成 30年度事業計画について 

 税務講話：稚内税務署 署長 絹川 辰夫 様 

 共済説明会：大同生命保険㈱旭川営業所 営業推進課長 川渕 裕 様 

 

6月 12日(火) 16時 00分～  

北海道法人会連合会 平成 30年度通常総会 

場 所：ニューオータニイン札幌 高木会長、茶野下監事(表彰者) 

議 事：議題１．平成 29年度収支決算について 

       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 

 

6月 19日(火) 12時 20分～ 

   稚内地方法人会女性部会 平成 30 年度会員会議 

   場 所：車屋源氏 12名出席 

   議 事：報告１．平成 29年度事業報告について 

       報告２．平成 30年度事業計画について 

   講習会：テーマ 『眉のスタイリング他』 

        講 師 アンジー 店長 鈴木 幹子 様 

 

6月 21日(木) 11時 30分～ 

   税務協力団体意見交換会 

   場 所：車屋源氏 高木会長 

   議 事：各団体の活動報告について 

 

6月 22日(金) 14時 30分～ 

 第 27回北海道法人会青年の集い釧路大会 

   場 所：釧路センチュリーキャッスルホテル 中村部会長他 5名参加 

   第１部：大会式典 

   第２部：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 様 

第３部：懇談会 
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6月 25日(月) 12時 00分～  

稚内地方法人会 平成 30年度通常総会 

場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル稚内  

出席会員 374社（内委任状出席 338社） 

議 事：報告１．平成 30年度事業計画並びに収支予算について 

議題１．平成 29年度事業報告承認について 

       議題２．平成 29年度収支決算報告承認について 

   共済制度説明：大同生命保険㈱、アメリカンファミリー生命保険㈱ 

   税務講話：講 師 稚内税務署 署長 絹川 辰夫 様 

 

6月 28日(木) 18時 00分～ 

 幌延支部事業 

「3団体（間税会・警察官友の会・法人会）合同総会懇談会」 

 場 所：幌延町商工会館 

 

7月 17日(日) 12時 00分～  

稚内地方法人会 正副会長会議 

場 所：車屋源氏 

議 事：議題１．30周年記念講演会について 

      議題２．役員一人一社以上会員獲得運動について 

 

7月 22日（日）9時 00分～ 

 第 20回法人会・商工会合同パークゴルフ大会 

場 所：豊富町友愛パークゴルフ場 29名参加 

 

7月 30日(月) 12時 00分～ 

 北海道法人会連合会 平成 30年度第 2回税制委員会正副委員長会議 

 場 所：札幌すみれホテル 高木会長 

   議 事：議題１．平成 31年度税制改正提言事項(全道大会提案)について 

       議題２．全道大会とかち大会スローガン(案)について 

 

7月 31日(火) 15時 30分～ 

 北海道法人会連合会  

平成 30年度第 1回厚生委員会及び福利厚生制度推進連絡協議会 

   場 所：ニューオータニイン札幌 永澤副会長 

   第 1回厚生委員会 

   議 事：報告１．全法連厚生委員会報告(7月 19日)について 
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       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」の状況について 

       議題１．平成 29年度福利厚生制度推進運動実績・報奨について 

       議題２．平成 30年度福利厚生制度進捗状況について 

   福利厚生制度推進連絡協議会 

   議 事：議題１．生損保 3社平成 30年度福利厚生制度推進状況について 

 

8月 9日(木) 15 時 30分～ 

   北海道法人会連合会 平成 30年度第 1回組織委員会 

   場 所：札幌すみれホテル 鈴木副会長 

   議 事：報告１．平成 30年度会員増強運動(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 30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、ふやそう 

2万社ＧＯＧＯキャンペーンの進捗状況について 

 

9月 5日(水) 13 時 00分～  

女性部会事業「第 9回税に関する絵はがきコンクール選考審査会」 

場  所：宗谷経済センター（審査会会場） 

募集期間：7月 17日(火)～8月 28 日(火) 

出 席 者：稚内税務署 大橋署長、同池田総務課長 

       稚内中学校 泉教諭、石塚部会長 他 4名 

応募対象：稚内地方法人会管内小学校（4年生～6年生） 

応募総数：39枚（6年生 27枚、5 年生 9枚、4年生 3枚） 

選考結果：最優秀賞 1 点、稚内税務署長賞 1 点、優秀賞 5 点、奨励賞 32

点を選考、賞状と副賞（図書カード）授与 

※最優秀賞と稚内税務署長表彰、優秀賞作品掲載のクリアファイルを作成。 

 

9月 7日(金) 14時 00分～ 

 第 55回北海道法人会税制改正提言全道大会 とかち大会 

   場 所：帯広市民文化ホール 

   ※9月6日(木)に発生した北海道胆振東部地震の影響により中止となりま

した。参加予定者数は 22名でした。 

 

9月 21日(金) 

   稚内地方法人会 昼食懇談会 

 場 所：稚内グランドホテル  

高木会長、石塚女性部会長、中村青年部会長他、全 12名出席 
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   議 事：30 周年記念講演会について 

9月 23日（日）12時 30分～ 

   平成 30年度チャリティーゴルフ大会 

   場 所：サロベツカントリークラブ 22名参加 

   寄付金：41,950 円（胆振東部地震災害義援金として） 

 

9月 29日(土) 17時 00分～  

 稚内地方法人会 社団法人化 30周年記念講演会 

   場 所：利尻富士町総合交流促進施設りぷら 35名参加 

   講演会：母親アスリート“小笠原 歩さん”が語る 

『カーリングの魅力と未来！！』 

       講 師 元カーリングオリンピック代表 小笠原 歩 様 

※9 月 30 日(日)13 時 00 分より、ＡＮＡクラウンプラザホテル稚内でも  

開催。参加者 116名。 

 

10月 2日(火) 13時 00分～ 

   道法連女連協 平成 30年度第 1回全道部会長会議・研修会 

   場 所：札幌すみれホテル 石塚部会長 

   議 事：議題１．第 19回北海道法人会女性部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 

   研修会：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長 鴛見 直人 様 

   選考会：平成 30 年度「税に関する絵はがきコンクール」最優秀・優秀賞作

品選考 

 

10月 11日(木) 14時 00分～  

第 35回法人会全国大会 鳥取大会 

場 所：とりぎん文化会館 永澤副会長他 3名参加 

第 1部：記念講演 

      テーマ『大山どりの奇跡～35歳、どん底からの挑戦～』 

       講 師 株式会社 大山どり 代表取締役 島原 道範 様 

第 2部：大会式典 

第 3部：懇親会 

 

10月 19日(金) 14時 00分～  

第 19回北海道法人会女性部会全道大会 函館大会 

場 所：フォーポイントバイシェラトン函館 石塚部会長他 4名参加 

第 1部：大会式典 
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第 2部：記念講演会 

テーマ 『スペインで学んできたこと～料理とバル街と料理学会～』 

       講 師 レストランバスク 深谷 宏治 様 

   第 3部：懇談会 

 

10月 30日(火) 18時 30分～ （11月 2日.6日.9日.13日.16日の 6回開催） 

   稚内支部事業「簿記講座」 

   講 師：北海道立稚内高等学校 教諭 村上  究 様、井上 信門 様 

 場 所：宗谷経済センター 10名参加 

 主 催：当支部の他に、稚内商工会議所、稚内青色申告会 

   後 援：北海道立稚内高等学校 

 

11月 1日（木）11時 30分～ 

 平成 30年度第 1回稚内税務連絡協議会 

   場 所：稚内地方合同庁舎 高木会長 

   議 事：各団体の活動スケジュール等について 

 

11月 9日(金)  

税の啓発事業 租税教育に係るノベルティ配布 

配布物：法人会マークとキャラクター“けんた”くん掲載の「消しゴム・

ウェットティッシュ」、税に関する絵はがきコンクール入賞作品

の「クリアファイル」を管内小学校へ配布。 

 

11月 9日(金) 16時 00分～ 

   稚内地方法人会 青年部会研修会並びに懇談会 

   場 所：車屋源氏 中村部会長他 15名出席 

   研修会：講 師 稚内税務署 署長 大橋 輝久 様 

   説明会：講 師 大同生命保険㈱旭川営業所 営業推進課長 川渕 裕 様 

 

11月 16日(金) 16時 00分～  

税務講話並びに消費税軽減税率制度説明会 

講 師：稚内税務署 署長 大橋 輝久 様 

場 所：枝幸町商工会 26名参加 

主 催：当会の他に、稚内税務署管内青色申告会連合会・稚内税務署管

内間税会連合会 

 

11月 26日(月) 

   稚内市主催の租税教室へオブザーバー参加 
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   場 所：稚内市立中央小学校 中村青年部会長、久手副部会長（稚内支部） 

   ※12月 11 日（火) 稚内市立潮見が丘小学校 中村部会長、久手副部会長 

    12月 18 日（火） 稚内市立声問小学校  

中村部会長、福士副部会長（稚内支部） 

 

12月 4日(火) 15時 15分～  

北海道法人会連合会  

平成 30年度第 3回理事会・理事研修会・叙勲等祝賀会 

場 所：ニューオータニイン札幌 高木会長 

議 事：議題１．平成 30年度会員増強運動の推進について 

       議題２．道法連諸会議・役員改選に係る日程について 

       議題３．役員等の退任基準に関する規定について 

       報 告 平成 30年度秋の叙勲・国家褒章、納税表彰受章者につ

いて他全 8件 

   研修会：テーマ 「消費税軽減税率制度について」 

       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 様 

 

12月 14日(金) 13時 30分～  

北海道法人会連合会 全道法人会事務局連絡会議 

場 所：札幌すみれホテル 事務局 秋元 

議 事：議題１．全法連全国県連専務理事会議の報告について 

      議題２．北海道庁立入検査の報告について 

       議題３．全法連助成金制度実地検査報告について 

 

12月 20日(木) 16時 00分～  

稚内地方法人会 事務局連絡会議 

場 所：宗谷経済センター 5支部及び枝幸町商工会出席 

議 事：議題１．今後の行事日程について 

       議題２．平成 30年度事業及び経理報告について 

       議題３．平成 30年度公益事業補助金について 

       議題４．平成 31年度事業計画及び収支予算について 

   研修会：テーマ 「消費税軽減税率制度他」 

講 師 稚内税務署 法人課税部門  

統括国税調査官 小池 秀昭 様 

 

1月 10日(木) 13時 30分～  

稚内支部事業「平成 31年新春経済懇談会」 
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演 題：「まちが素敵になるしかけ」 

講 師：㈱北海道二十一世紀総合研究所 調査部特任審議役 木本 晃 様 

場 所：サフィールホテル稚内 173名参加 

主 催：当支部の他に、稚内商工会議所 

※講演に先立ち、衆議院議員 武部 新 様、稚内市長 工藤 広 様、北海

道議会議員 吉田 正人 様から年頭所感、稚内開発建設部長 熊谷 政行 

様、宗谷総合振興局長 朝倉 浩司 様から年頭挨拶 

 

1月 22日(火) 16時 00分～  

稚内地方法人会 平成 30年度第 2 回理事会 

場 所：北の味心たけちゃん 14 名出席 

議 事：報告１．平成 30年度職務報告について 

議題１．旅費、慶弔見舞金等の支給に関する要綱制定について 

       議題２．平成 31年度事業計画について 

       議題３．平成 31年度収支予算について 

       議題４．支部別の理事候補者選定数について 

 

2月 6日(水) 17 時 00分～ 

   道法連青連協 道北・道東ブロック地区会 

   場 所：北見市 ホテル黒部 中村部会長 

   議 事：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 

 

2月 25日(月) 16時 30分～ 

   道法連青連協 全道部会長会議 

   場 所：ホテルマイステイプレミア札幌パーク 中村部会長 

   議 事：議題１．全法連青連協役員会等の報告について 

       議題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．福利厚生制度の推進について 

 

2月 27日(水) 15時 00分～ 

   北海道法人会連合会 平成 30年度第 2回組織委員会 

   場 所：ホテルモントレエーデルホフ札幌 鈴木副会長 

   議 事：報告１．全法連組織委員会の報告について 

       議題１．平成 30年度会員増強運動実績と表彰について 

       議題２．平成 31年度事業計画について 



10 

 

 

3月 1日(金) 15時 30分～ 

 北海道法人会連合会  

平成 30年度第 2回厚生委員会及び福利厚生制度推進連絡協議会 

   場 所：ニューオータニイン札幌 永澤副会長 

   第 2回厚生委員会 

   議 事：報告１．全法連厚生委員会の報告について 

       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．平成 31年度事業計画について 

       議題２．福利厚生制度推進表彰の北海道報奨金について 

   福利厚生制度推進連絡協議会 

   議 事：議題１．生損保 3社平成 30年度福利厚生制度推進状況について 

 

3月 18日(月) 15時 00分～  

北海道法人会連合会 予算理事会・福利厚生制度連絡協議会 

場 所：ホテルモントレエーデルホフ札幌 高木会長 

議 事：議題１．平成 31年度事業計画・収支予算について 

       議題２．平成 31年度功労者表彰について 

       議題３．福利厚生制度創設 50周年キャンペーンについて 

       報 告 全法連理事会報告について他全 6件 
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２．受賞関係 

  全法連功労者表彰  茶野下 好春 氏（監事 稚内支部） 

  道法連功労者表彰  竹谷 志郎 氏（理事 稚内支部） 

  道法連功労者表彰  藤田 隆明 氏（理事 稚内支部） 

 

 

３．会員の動向 

    各年度の 4/1付調べ 

年 度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

所管法人数 1,517 1,525 1,500 1,507 1,484 

会 員 数 609 573 564 545 543 

加 入 率 40.1％ 37.6％ 37.6％ 36.2％ 36.6％ 

 

平成 30年 12 月末現在の加入率 

地 区 全 国 北海道 

所管法人数 2,103,758 110,560 

会 員 数 768,941 32,615 

加 入 率 36.6％ 29.5％ 

 

 

 


