
平成２７年度事業報告書 

 

自 平成２７年４月 １日 

至 平成２８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まいりました。 

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まいりました。 

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 4回 

26人 

内、会員外 

26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 

 決算法人説明会 8回 

192人 

内、会員外 

91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 

156人 

内、会員外 

33人 

税務署担当官 

税制改正等に関する研修会 

マイナンバー制度に関する研修会 



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 

 女性部会研修会 4回 

151人 

内、会員外 

15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 

マイナンバー制度に関する研修会 

各支部研修会 15回 

522人 

内、会員外 

 92人 

税務署担当官 

税制改正等に関する研修会 

マイナンバー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 50人 税務署担当官 
源泉所得税、消費税、印紙税に関す

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４名 

公益社団法人大月法人会 ６名 大月間税会２名     計１４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：上野原市立上野原小学校     ６年生  ８７名 

                         西桂町立西桂小学校    ５・６年生  ９６名 

                    配付図書：おじいさんの赤いつぼ         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３０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】山中湖中学校・河口湖北中学校・河口湖南中学校  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３１回） 

【実 施 結 果】 対象校：上野原高校・日大明誠高校  

応 募 数：１，３３４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１７回） 

【実施結果】  対 象 校：上野原市立上野原小学校 ６年生 

応募総数：７９点   入選作品：２９点 

【入選作品の掲出】 大月税務署、オギノ上野原店 

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、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８９名の応募者から山梨県法人会連合会優 

秀賞１名、佳作３名、他５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２７年６月１９日 

対 象 校：上野原市立上野原小学校 ６年生  ８９名 

 

ト 税金クイズの実施 

山中湖東小学校グランドで開催された少年野球教室において、少年野球団の児童及びそ

の保護者を対象として○×式の税金クイズを実施した。（第１５回） 

【実施内容】  実施年月日：平成２７年１１月３日 

参加チーム：南都留郡内の少年野球団３チーム   参加児童保護者数：１１３名 

 

チ 確定申告時期にあわせた広報 

平成２８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。 

 

リ 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27年 5月 160号 2,500部 会員、大月税務署、金融機関、税理士会、自治体等 

平成27年 9月 161号 2,400部 会員、大月税務署、金融機関、税理士会、自治体等 

平成28年 1月 162号 3,000部 会員、大月税務署、金融機関、税理士会、自治体等 

合 計  7,900部 会員＝5,000部 、一般＝2,900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（徳島県）     平成27年10月8日    9名 

青年の集い（茨城県）   平成27年11月19～20日  24名 

女性フォーラム（福岡県）平成27年4月18日      5名 

 

ロ 税制改正に関する提言書の各機関等への提出 

上記イの意見交換内容及び税制改正に関するアンケートの結果に基づき、当会として 

の平成２８年度税制改正に関する提言書を作成し、関係機関へ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 162 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（電子納

税）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27年  6月 26日 上野原市 「あい里」 コーラス・舞踊等 タオル30枚 

平成27年10月16日  大月市「ｻﾝｺｰﾄ大月」 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１０万円を、都留市社会福祉協議会に寄付した。 

               寄 付 日：平成２７年１２月２１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27年  5月 ビタミンの種類 第30回神社めぐり 都留市：小野熊野神社 

平成27年  9月 サプリメントの上手な使い方 第31回神社めぐり 上野原市：諏訪神社 

平成28年 1月 免疫力の高め方 第32回神社めぐり 忍野村：内野地区三社 

 

ニ 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27年 5月22日 

第４回定時総会 

特別講演会 

コリアレポ

ート編集長 

辺  真一 

アジアの風を読む 

朝鮮半島情勢・中国情勢から見た 

日本経済の今後 

～拉致や核などの真相に迫る～ 

193名 

（内、会員外14名） 

平成27年 6月 1日 

富士吉田支部主催 

セミナー 

㈱ﾛｲﾔﾙｽﾏｲﾙ

代表取締役 

後藤 みゆき 

『笑顔のチカラでもっと 

「喜ばれる会社」に』 

114名 

（内、会員外20名） 

平成27年 9月11日 

マイナンバー制度 

対応セミナー 

特定社会 

保険労務士 

佐川 陽子 

マイナンバー制度の概要 

マイナンバー制度が企業にどう

影響するか 

124名 

（内、会員外22名） 

平成27年10月5日 

メンタルヘルス 

対策セミナー 

AIU損保ﾘｽｸ

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 

鳥海    隆 

メンタルヘルス対策と 

雇用トラブルのポイント 

～安全配慮義務と損害賠償～ 

11名 

（内、会員外0 名） 

平成27年10月27日 

河口湖東西支部主催 

特別講演会 

ﾌﾟﾚｼｬｽ 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ代表 

小島 敦子 

相手の心をひらく 

コミュニケーション術 

124名 

（内、会員外23名） 

平成28年 1月19日 

新春講演会 

大月税務署長 

松代 孝廣 
税制改正の舞台裏 

163名 

（内、会員外0 名） 

平成28年 2月24日 

上野原・大月・都留 

支部合同セミナー 

落 語 家 

林家 正雀 
百年目 

125名 

（内、会員外49名） 

 

ホ 少年野球教室 

元プロ野球選手で野球解説者の屋鋪要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２７年１１月３日 

実施場所名：山中湖東小学校グランド 

参加チーム：南都留郡内の少年野球団３チーム  選手６３名・保護者５０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＊ 27/12末・加入社数 加入割合 前年同月加入割合 

大月法人会 1,719社 241社 13.9% 14.8% 

＊平成２７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 

  12社   3社  25% 

 

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２７年１２月末）経営者大型保障制度           

 27/12末 26/12末 前年同月比 対前年比 

保険証総額 164,650千円 153,530千円 11,120千円 107.2% 

          ○ＡＩＵ保険（平成２７年１２月末）ビジネスガード 

 27/12末 26/12末 前年同月比 対前年比 

加入法人数 93社 90社 3社 103.3% 

保険証総額 36,541千円 40,629千円 －4,088千円 89.9% 

          ○アフラック（平成２７年１２月末）がん保険・医療保険・WAYS等制度 

 27/12末 26/12末 前年同月比 対前年比 

加入法人数   513社   516社  －3社 99.4% 

加入件数 1,277件 1,279件 －2件 99.8% 

保険証総額 10,108千円 10,289千円 －181千円 98.2.% 

 

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27.4.1） 期中 

入会 

期中 

退会 

期末（平成28.3.31） 

稼働法人数 会員数 加入率 稼働法人数 会員数 加入率 

  

 4,153 

正 1,683   

42.0％ 

15 54   

  3,984 

正 1,644   

42.9％ 

 

 

賛 62 5 0 賛 67 

名 0 0 0 名  0 

計 1,745 20 54 計 1,711 

 

 

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２７年 ５月２２日 定時総会終了後の親睦会 

平成２７年１２月１１日 年末特別研修会終了後の親睦会 

（注）正…正会員、賛…賛助会員、名…名誉会員 

 



平成２８年 １月２５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27.4.1） 期中入会 期中退会 期末（平成28.3.31） 

青年部会 １５９ １ ５ １５５ 

女性部会   ９８ ２ ２   ９８ 

 

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。 

青 年 部 会 女 性 部 会 

高校生の税に関する標語の募集 

親子税金クイズ大会の開催 

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 

親睦ゴルフ会の実施 

環富士山４法人会交流会への参加 

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 

年末調整説明会への協力 

 

ホ 各支部の役員会及び意見交換会等の開催状況 

各支部の役員会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 16 0 0 0 0 

上野原 214 1 19 1 16 

大月 227 2 35 2 35 

都留 261 1 29 1 28 

秋山 19 0 0 0 0 

道志 28 0 0 0 0 

西桂 28 2 9 2 9 

富士吉田6支部 475 3 84 3 84 

忍野 67 1 5 0 0 

山中湖 99 1 5 0 0 

河口湖東 186 2 18 2 18 

河口湖西 87 2  6 2 6 

その他 4 -  - - - 

 

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27年 4月17日 監査会 平成26年度理事の職務執行状況及び財産の状況監査 

平成27年 4月24日 27年度 

第1回正副会長会 

平成27年度第1回理事会議事について 他 

平成27年 4月24日 27年度 

第1回理事会 

平成26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 他 

平成27年 5月22日 第4回定時総会 平成26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27年 5月22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 

平成27年10月19日 第2回正副会長会 平成27年度第3回理事会議事について 他 

平成27年10月19日 第3回理事会 上期事業報告・会計報告について 

代表理事・業務執行理事の職務執行状況報告 他 

平成28年 1月 7日 第3回正副会長会 今後の主要事業について、マイナンバー制度への対応

について 他  税務署長新年挨拶訪問実施 

平成28年 3月19日 第4回正副会長会 平成27年度第4回理事会の議事について 他 

平成28年 3月19日 第4回理事会 平成28年度事業計画案及び収支予算案承認の件 

未収会費の取扱い及び会費規程改正の件 

「個人番号及び特定個人情報保護に関する基本方針」

及び「個人番号及び特定個人情報取扱規程」制定の件

就業規則改正の件  第5回定時総会開催の件 

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 4回 延25名 正副会長会・理事会・総会 

県連委員会 8回 延22名 総務・組織・厚生・税制・広報・研修委員会 

女連協会議 4回 延19名 税に関する絵ハガキコンクール 他 

青連協会議 2回 延35名 経営セミナー・意見交換会 他 

女性フォーラム山梨準備委員会  4回 延11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63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２７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。 


