
平成２９年度事業報告書 

 

自 平成２９年４月 １日 

至 平成３０年３月３１日 

 

１． 事業概況 

公益社団法人大月法人会は、『健全な納税者の団体』であると同時に『よき経営者をめざすものの

団体』との法人会の基本的指針の下、税務当局、税理士会及び全法連・県連等の関係機関の指導・支

援を得ながら、税のオピニオンリーダーとして、税に関する知識の普及に努め、望ましい税制のあり

方について建設的な提言活動を行うとともに、地域に密着した活動を推進することで、地域経済・社

会の発展に貢献する企業団体を目指し、各種事業を積極的に展開している。 

とりわけ、公益社団法人として不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するため、税に関する知識

の普及および納税意識の高揚並びに地域社会に貢献する活動を中心とした公益目的事業の推進。会員

企業の福利厚生制度充実を図るための福利厚生制度商品の推進協力や会員相互の親睦・交流に資する

ための本会・支部・部会における会員親睦交流事業等を中心とした共益目的事業の推進。また国税の

電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ）の普及拡大並びにマイナンバー制度の普及定着、さらには平

成３１年１０月実施予定の消費税軽減税率制度導入に向けた啓発活動等を始め、管内関係民間団体と

連携して税務行政の円滑な運営協力に努めてきた。 

個別の事業に関する活動の状況は以下に記載のとおりである。 

     

２． 各事業の実施状況 

（１）公益を目的とした事業 

① 税知識の普及を目的した事業 

イ 各種説明会・研修会等の開催状況 

税に関する基礎的知識の習得と、税制改正などに対応するための研修会を開催した。 

開催状況、研修内容、参加人員は下表のとおりである。 

説明会・研修会名 
開催 

回数 

合  計 

参加人員 
 講  師   説明会・研修会等内容 

 新設法人説明会 3回 

30人 

内、会員外 

30人 

税務署担当官 

新設法人に対する税務手続きを中

心にした研修会。税務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ向

上のための取組みに関する研修会 

 決算法人説明会 8回 

183人 

内、会員外 

108人 

税務署担当官 

 決算期を迎える法人に対する 

申告に際しての注意点や税制改正

点を中心とした研修会 

年末調整説明会 4回 （開催 協力） 
 説明会の司会を青年部、書籍販売 

「年末調整の仕方」を女性部が担当 

青年部会研修会 2回 

58人 

内、会員外 

8人 

税務署担当官 

身近な税に関する研修会 

税制改正等に関する研修会 

消費税軽減税率制度に関する研修会 



 女性部会研修会 3回 

116人 

内、会員外 

26人 

女性部会役員 

税理士 

税務署担当官 

身近な税に関する研修会 

税制改正等に関する研修会 

消費税軽減税率制度に関する研修会 

各支部研修会 6回 

337人 

内、会員外 

42人 

税務署担当官 

税制改正等に関する研修会 

消費税軽減税率制度に関する研修会 

企業の税務コンプライアンス向上

のための取組みに関する研修会 

 富士急部会研修会 1回 48人 税務署担当官 
源泉所得税、印紙税、消費税軽減税

率制度に関する研修会 

 

② 納税意識の高揚を目的とした事業 

イ 納税表彰式にあわせた表彰 

税務署主催の納税表彰式にあわせ、納税意識の高揚に貢献した者に対し、各納税協力 

団体（９団体）の長で構成する関係民間団体長会から感謝状を贈呈した。 

【感謝状受賞者】東京地方税理士会大月支部１名 

大月税務署管内納税貯蓄組合連合会１名  

大月税務署管内青色申告会連合会５名 

公益社団法人大月法人会 ５名 大月間税会１名  計１３名 

 

ロ 税を考える週間にあわせた書籍等の配付 

将来の社会人として、小学生に対して税に関する意識を持ってもらうため、以下の 

とおり書籍の配布を行った 

【配付先等】  配 付 先：都留市立谷村第一小学校     ６年生  ６８名 

都留市立禾生第一小学校    ６年生  ３８名 

                         西桂町立西桂小学校    ５・６年生  ６８名 

                    配付図書：クイズだゼイ！            ２００冊 

 

ハ 税の弁論大会への協賛 

大月税務署管内租税教育推進協議会主催の第３２回中学生による税金弁論大会に協賛し、 

各納税協力団体（９団体）の長で構成する関係民間団体長会から会長賞を授与した。 

【会長賞受賞者】吉田中学校、勝山中学校、河口湖北中学校  各１名 

 

ニ 高校生の税に関する標語募集 

将来の納税者である高校生を対象に、税に関する意識を醸成するため「税に関する標

語」を募集し、入選者に対し表彰を行った。（第３３回） 

【実 施 結 果】 対象校：吉田高校、ひばりが丘高校、富士学苑高校  

応 募 数：４６０点   入選作品：３１点 

【入選作品の掲出】 大月税務署、大月法人会館、富士急行線駅・路線バス、ＪＲ駅 

 

ホ 小学生の税に関する絵画募集 



将来の納税者である小学生を対象に、税に関する意識を醸成するため「税に関する絵画」

を募集し、入選者に対し表彰を行った。（第１９回） 

【実施結果】  対 象 校：都留市立谷村第一小学校 ６年生 

             都留市立禾生第一小学校 ６年生 

応募総数：９７点   入選作品：２９点 

【入選作品の掲出】 大月税務署、都留信用組合大月支店 

なお、本年度は上記の絵画募集の他に、一般社団法人山梨県法人会連合会主催の「税に 

関する絵はがきコンクール」の募集事業に協力し、禾生第一小学校及び西桂小学校の児 

童を対象に絵はがきの募集を行った。当会での募集については計７８名の応募者から大 

月税務署長賞１名、山梨県法人会連合会佳作３名、外８名に表彰状を授与した。 

 

へ 租税教室の開催 

上記ホの事業とあわせ、小学生を対象として税の使われ方を中心とした「租税教室」 

を開催した。 

【実施内容】  実施年月日：平成２９年６月２９日 

対 象 校：都留市立谷村第一小学校   ６年生  ６８名 

実施年月日：平成２９年７月１４日 

対 象 校：都留市立禾生第一小学校   ６年生  ３８名 

 

ト 確定申告時期にあわせた広報 

平成２９年２月１６日から３月１５日の期間中計１０日間以上、大月税務署管内地域を 

広報車で巡回し、確定申告期間の周知などの街頭広報を実施した。 

 

チ 広報誌、ホーページによる広報 

広報誌「かつら川」を計３回発行し、会員及び一般に配布することで、税・ｅ－Ｔａｘ

に関する情報や地域に関する情報等の提供を行った。発行部数、配付先は以下のとおり。 

発行年月 号数 発行部数 主な配付先 

平成29年 5月 166号 2,700部 会員、大月税務署、金融機関、税理士会、自治体等 

平成29年 9月 167号 2,200部 会員、大月税務署、金融機関、税理士会、自治体等 

平成30年 1月 168号 2,400部 会員、大月税務署、金融機関、税理士会、自治体等 

合 計  7,300部 会員＝5,000部 、一般＝2,300部 

また、ホームページを活用して、事前に研修会・講演会等の開催及び行事予定等を案内

すると共に、活動内容や広報誌「かつら川」WEB版を掲載するなど、情報提供を行った。 

 

③ 税制・税務に関する調査研究及び提言に関する事業 

イ 全国大会等への参加 

税制改正の要望など多数の法人会と意見交換を行うため、下記の大会等に参加した。 

【参加大会等】 全国大会（福井県）      平成29年10月5日      10名 

青年の集い（高知県）     平成29年11月9～10日   17名 

女性フォーラム（鹿児島県） 平成29年4月7日       23名 



ロ 税制改正に関する提言書の各機関等への提出 

会員に対して税制改正に関するアンケートを実施し、その結果並びに意見・要望をも

とに、単位会・県連・全法連が連携して策定した「平成３０年度税制改正に関する提言

書」を関係機関へ提出し税制改正要望を行った。 

提言書の提出及び要望先機関は下記のとおりである。 

【提言書提出・要望先】 大月税務署管内の１２市町村長及び同議会議長                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ハ 研究内容及び提言内容の広報 

上記ロの税制改正に関する提言内容を広報誌「かつら川」第 168 号に掲載したほか、 

ホームページに掲載し一般に広く公表した。 

     

④ 地域企業の健全な発展に資する事業 

イ ｅ－Ｔａｘ電子申告の普及、利用促進 

青年部会のｅ－Ｔａｘ推進協議会を継続し、年３回発行している広報誌「かつら川」

及び大月法人会ホームページにｅ－Ｔａｘ情報を掲載し、特にダイレクト納付、納税証

明書のオンライン請求等の利便性を始め、申告に関する各種手続きがインターネットを

利用して電子的に手続きが行えるシステムを周知した。 

     

⑤ 地域社会への貢献を目的とする事業 

イ 福祉施設等への慰問 

福祉施設等の入所者及び利用者を慰問するとともに、タオル等を寄贈した。 

慰問先等は下表のとおりである。 

  実施年月日 慰問施設名  内 容 寄贈物品等 

平成29年6月23日  富士河口湖「こころ」 コーラス・舞踊等 タオル30枚 

 

ロ 地域社会福祉協議会への寄付 

年末チャリティーの収益金１００千円を、富士河口湖町社会福祉協議会に寄付した。 

               寄 付 日：平成２９年１２月２６日 

 

ハ 健康情報・地域情報の発信 

広報誌「かつら川」及びホームページで、健康情報及び地域情報を発信した。 

掲載内容は下表のとおりである。 

掲載更新年月 健康情報 地域情報 

平成29年  5月 健康できれいになる食事・運動 第36回神社めぐり 富士吉田市：山神社 

平成29年  9月 シェイプアップの目標づくり 第37回神社めぐり  上野原市：一宮神社 

平成30年 1月 神社めぐり拡大ページのため休載 第38回神社めぐり  大月市：諏訪春日神社 

 

ニ インターネットセミナーの配信 

会員サービスの向上や公益事業のツールとして、インターネットによる経営情報の取

得やセミナーの受講ができるネット配信サービスを提供した。（平成29年4月開始） 



ホ 講演会の開催  

地元地域の活性化等のため、健康、経済などをテーマに講演会、セミナーを実施した。 

実施状況は下表のとおりである。 

講演開催日 講 師 演 題 参加人数 

平成29年 5月23日 

第6回定時総会 

特別講演会 

ジャーナリ

スト 

萩谷  順 

『今後の日本の政治経済に 

ついて』～地方経済の動向～ 

   161名 

（内、会員外 7名） 

平成29年 6月 1日 

富士吉田支部主催 

セミナー 

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊｰﾌ  ゙

ﾃﾞﾄｯｸｽﾄﾚｰﾅ  ー

八木 里恵 

『引き算の健康法』 

～心と身体は繋がっている～ 

     88名 

（内、会員外 16名） 

平成29年 6月19日 

改正個人情報保護法 

セミナー 

㈱ｲﾝﾌｫｸﾘｴﾏﾈ

ｼﾞﾒﾝﾄ代表 

新木 啓弘 

『個人情報保護法の改正と 

取扱い５つの基本ルール』 

     38名 

（内、会員外 9名） 

平成29年10月19日 

河口湖東西支部主催 

特別講演会 

ｿﾌｨｱﾊｰﾓﾆ  ー

代表 

伊藤智恵子 

『クレーム客をファンに変える

上手なクレーム対応』 

    104名 

（内、会員外 26名） 

平成30年 1月17日 

新春講演会 

大月税務署長 

田畑 晶司 

『税務行政の将来像』 

～スマート化を目指して～ 

    162名 

（内、会員外 2名） 

平成30年 2月23日 

上野原・大月・都留 

支部合同セミナー 

㈱ﾋﾞｽﾞﾘｰﾁ 

佐藤 和男 

落語家 

三遊亭 円丸 

第1部「人材獲得競争に勝つ！」 

第2部「笑いと健康」 

     82名 

（内、会員外 32名） 

 

へ 少年野球教室 

元プロ野球選手で野球解説者の松本匡史氏を指導者に迎え野球教室を開催した。 

【実施内容】  実施年月日：平成２９年１０月１４日 

実施場所名：忍野中学校グランド 

参加チーム：南都留郡内の少年野球団３チーム  選手４３名 

 

    （２）共益を目的とした事業 

① 会員の福利厚生等に関する事業 

イ 経営者大型保障制度の普及推進 

          ○保障制度の実績等については下表のとおりである。 

 会員数＊ 29/12末・加入社数 加入割合 前年同月加入割合 

大月法人会 1,669社 240社 14.4% 14.0% 

＊平成２９年１２月現在会員数である。 

○新規企業推進状況は下表のとおりである。 

新規目標   実績  達成率 

  8社   6社  75.0% 

 



ロ 受託各社の法人会福利厚生制度商品の内訳 

          ○大同生命保険（平成２９年１２月末）経営者大型保障制度           

 29/12末 28/12末 前年同月比 対前年比 

保険証総額 211,510千円 164,770千円 46,740千円 128% 

          ○ＡＩＧ損害保険（平成２９年１２月末）ビジネスガード 

 29/12末 28/12末 前年同月比 対前年比 

加入法人数 123社 115社 8社 107% 

保険証総額 48,339千円 45,627千円 2,712千円 106% 

          ○アフラック（平成２９年１２月末）がん保険・医療保険・WAYS等制度 

 29/12末 28/12末 前年同月比 対前年比 

加入法人数 376社   381社  -5社  98.7% 

加入件数 1,362件 1,339件 23件 102% 

保険証総額 136,739千円 139,404千円 -2,665千円 98.1.% 

 

② 会員相互の親睦・交流のための事業 

イ 会員の状況 

平成２４年度、公益社団法人へ移行したことに伴い、従来の会員を「正会員」「賛助

会員」及び「名誉会員」に区分した。 会員の状況については下表のとおりである。 

期首（平成29.4.1） 期中 

入会 

期中 

退会 

期末（平成30.3.31） 

稼働法人数 会員数 加入率 稼働法人数 会員数 加入率 

  

 3,970 

正 1,602   

42.1％ 

17 37   

3,964 

正 1,582   

41.7％ 

 

 

賛 70 4 2 賛 72 

名 0 0 0 名 0 

計 1,672 21 39 計 1,654 

 

 

ロ 会員相互の交流会の状況 

会員相互の交流を図るため、親睦・交流会を開催した。開催状況は次のとおりである。 

【開催状況】  平成２９年 ５月２３日 定時総会終了後の親睦会 

平成２９年１２月１４日 年末特別研修会終了後の親睦会 

平成３０年 １月１７日 賀詞交歓会終了後の親睦会 

ハ 部会員の状況 

青年部、女性部の部会員の状況は下表のとおりである。 

部会名 期首（平成29.4.1） 期中入会 期中退会 期末（平成30.3.31） 

青年部会 １５５ １０ ２ １６３ 

女性部会   ９６ １ ３   ９４ 

 

二 部会の活動状況 

青年部会、女性部会の主な活動状況は下表のとおりである。 

（注）正…正会員、賛…賛助会員、名…名誉会員 

 



青 年 部 会 女 性 部 会 

高校生の税に関する標語の募集 

年末チャリティーの実施 

全国青年の集いへの参加 

年末調整説明会への協力 

親睦ゴルフ会及び税務研修会の実施 

大月税務署との意見交換会の開催 

環富士山４法人会交流会への参加 

県連青連協合同研修会への参加 

小学生の税に関する絵画及び絵はがきの募集 

小学生に対する租税教室の実施 

福祉施設入所者等への慰問活動の実施 

年末チャリティーの実施 

日帰り税務研修会の実施 

郡内おかあさんコーラス大会への参加 

全国女性フォーラムへの参加及び山梨大会準備 

年末調整説明会への協力 

県連女連協交流会への参加 

 

ホ 各支部の役員会・総会及び意見交換会等の開催状況 

各支部の役員会等の開催状況は下表のとおりである。 

支 部 名 
年度末 

会員数 

役員会・総会の開催状況 意見交換会等の開催状況 

年間開催回数 出席者数 年間開催回数 出席者数 

丹波山・小菅 14 0 0 0 0 

上野原 218 1 21 1 21 

大月 215 2 40 2 40 

都留 256 2 34 1 27 

道志 28 0 0 0 0 

西桂 30 2 9 2 9 

富士吉田6支部 461 3 63 1 30 

忍野 65 1 6 0 0 

山中湖 97 1 6 0 0 

河口湖東 180 2 17 2 17 

河口湖西 85 1  3 1 3 

その他 5 -  - - - 

     ※平成29年度より秋山支部は上野原支部に統合 

 

へ 理事会、委員会等の内部会議の実施状況 

総会、理事会、委員会等の開催状況は下表のとおりである。 

          ○総会及び理事会等 

開催年月日 会 議 名 議 事 等 

平成29年 4月20日 監査会 平成28年度理事の職務執行状況及び財産の状況監査 

平成29年 4月26日 29年度 

第1回正副会長会 

平成29年度第1回理事会議事について 他 

平成29年 4月26日 29年度 

第1回理事会 

平成28年度事業報告及び収支決算報告承認の件 

並びに監査報告、個人情報保護法に関する基本方針及

び個人情報取扱規程制定の件 他 



平成29年 5月23日 第6回定時総会 平成28年度収支決算報告承認の件 

任期満了に伴う役員改選の件 他 

平成29年 5月23日 第2回理事会 会長・副会長・専務理事及び常任理事選定の件 

顧問、相談役、理事相当、委員会委員推薦の件 

平成29年10月24日 第2回正副会長会 平成29年度第3回理事会議事について 他 

平成29年10月24日 第3回理事会 上期事業報告・会計報告の件、平成30年新春講演会・

賀詞交歓会開催の件、会員増強の件、代表理事・業務

執行理事の職務執行状況報告 他 

平成30年 1月10日 第3回正副会長会 今後の主要事業について 

全法連・県連功労者表彰候補者の申請について 他 

税務署長新年挨拶訪問実施 

平成30年 3月23日 第4回正副会長会 平成29年度第4回理事会の議事について 他 

平成30年 3月23日 第4回理事会 平成30年度事業計画案及び収支予算案承認の件 

全法連・県連功労者表彰の件、第 7 回定時総会開催の

件、定期提出書類報告内容変更の件 、代表理事・業務

執行理事の職務執行状況報告 他 

 ○委員会 

委員会名 開催回数 委員会名 開催回数 委員会名 開催回数 

総務委員会 1回 厚生委員会 1回 広報委員会 3回 

組織委員会 1回 税制委員会 1回 研修委員会 2回 

 

ト 県連及び他団体との協議等の状況 

県連及び他団体等との会議、行事への参加状況は下表のとおりである。 

会議・行事名 開催回数   出席者数 備考備考  備  考 

県連役員会 5回 延27名 正副会長会・理事会・総会 

県連委員会 8回 延27名 総務・組織・厚生・税制・広報・研修委員会 

女連協会議 2回 延8名 税に関する絵ハガキコンクール 他 

青連協会議 2回 延6名 経営セミナー・意見交換会 他 

女性フォーラム山梨実行委員会 8回 延55名 全国女性フォーラム山梨大会に向けた準備会議 

関係民間団体長会 9回 延100名 意見交換会・納税表彰式・中学生による弁論大会他 

国税局と意見交換会 1回 4名 東京国税局との意見交換会 

県連専務理事事務局長会  2回 延2名 女性フォーラム山梨大会準備について 他 

 

平成２９度事業報告の附属明細書 

      

事業報告書の附属明細について 

     「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書は、

「補足する重要な事項」がありませんので、作成しておりません。 


