経営の守りを固める法人会会員限定の福利厚生制度

中小企業で働く方々の
「がん対策」
を応援します
大同生命は、中小企業で働く方々のがん対策を応援す
るため、さまざまな情報提供を行うとともに、万一の備
えに限らず、がんの予防から治療・再発防止まで、それ
ぞれの場面で活用いただけるサービスをご提供してい
ます。詳しくは同封のチラシをご覧ください。

「がん対策推進企業アクション」
パートナー企業としての活動
大同生命Ｗｅｂセミナー
がん対策推進企業アクションとの共催
録画配信をご視聴いただけます。詳しくは同封のチラシを！

具 体 的 な が ん 対 策 へ の 取り組 み をご 紹 介
毎月発行している情報誌
「ワン・アワー」
で
「ＤＡＩＤＯ−Ｌ
ＩＶＥ！」
にもご協力
をいただいた中川先生に「
、がんの知識を習得する大切さ」
や
「中小企業
でも取り組めるがん対策」
について語っていただきました。

知 っ て お き た い「 が ん の 知 識 」の 提 供

「そもそもがんとは何？」
といったがんの正体や性質、ステージの解説と
ステージ別の標準治療等の医療知識、企業としてのがん対策の取組みの
実態等を掲載しています。

保障に加え予防から罹患時に役立つサービスの提供

法 人・個 人 のト ー タ ル 保 障

経営者としての
「がんへの備え」
として、法人・個人のトータル保障を提供し
ています。法人として、運転資金・借入金返済資金の確保、個人としては
治療費の確保といった備えはされていますでしょうか。

お

も

と

萬年青
公益社団法人札幌東法人会 広報誌

※個人向け商品として、
提携先であるアフラックのがん保険をご案内しています。

がん対策に役立つサービス

がんの予防・早期発見から、治療や療養をサポートするサービスをご提供
しており、経営者として、がん患者が働きやすい職場づくりについて相談
できる窓口も用意しています。

江別河川防災ステーション外観

2F展示室

「マネジメントガード」は、経営者の積極的な経営を応援します！

マネジメントガード®

マネジメントガード®は、
AIG損保の登録商標です。

経営にリスクは付きものです。しかし経営者が責任追及を恐れてばかりいては、
積極的な経営を行うことができず、ひいては会社を発展させることができません。
「マネジメントガード」
は、積極的な経営をサポートします。

「役員責任と相続」の問題とは？
役員個人が責任を
問われた事例 その１

業

種

建設業

役員個人が責任を
問われた事例 その2

訴えてきた方

顧

客

卸売業

転職前の会社

業

種

建設業

役員は長期間にわたって役員責任を追及されるおそれがあ
りますが、
そこで問題になるのが相続です。過去には、
被相続
人である役員の在任中の行為を原因として、役員の配偶者
や子供など相続人が役員責任を問われた事例があります。
【役員責任を相続人が引き継いだ事例】

訴えてきた方

顧

客

卸売業

転職前の会社

サービス

ソフトウェア
開発会社

サービス

ソフトウェア
開発会社

IT業

顧 客

IT業

顧 客

ホテル業

顧 客

ホテル業

顧 客

業

訴状
える

を訴

個人

…

て
なん

種

訴えてきた方

製造業
訴訟は
負けても
勝っても
高額費用が
発生します

従業員

項 目

金額（消費税別）

着手金

１０９万円

報酬金

２１８万円

合計

３２７万円

上川丸実物大模型

内部ジオラマ

75歳以上の4.5人に1人、90歳以上では1.7人に1人の割合で介護が必要となる時代です。
※厚生労働省令和元年「人口動態統計」平成30年度「介護保険事業状況報告（年報）」を元にアフラックが算出

介護なんてまだまだ先のはなし？
いえ、思っているより
近い未来かもしれません。アフラック生保

詳しくお知りになりたい方は、札幌東法人会公式ウエブサイトをご覧ください。
新型コロナウイルス感染関連の経済症対策リンク集も満載です。

札幌東法人会

https://www.satsu-higashi.jp/

詳しくは
同封のチラシを
ご覧ください。

札幌東法人会

事務局が移転しました
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TEL・FAXは同じです。

https://www.satsu-higashi.jp/

004 - 0051 札幌市厚別区厚別中央1条６丁目２-１５ 新札幌センタービル
TEL 011-802- 6744 FAX 011- 802- 6745 E-mail : info@satsu-higashi.jp

北海道の名付け親として知られている 松浦武四郎 の「石狩日誌」より

石狩 川水運の歩みと川上丸

北海道の名付け親として知られている松浦武四郎は。文

見え、
このあたりの川の鮭漁の盛況が想像された。風が出

政元年（一八一八）に現在の三重県松阪市で生まれ、３度

て朝霧が晴れてきたところで岸の柳の枝を切って曲げ、そ

にわたって当時の蝦夷地を自費で探査している。その後、

れを舟ばたに結び付けて、上に蕗の大きな葉をかぶせて屋

安政三年（一八五六）から約三年間、江戸幕府の御雇とな

根を作り、櫂にも一枚結びつけて帆の代わりにして進む。十

の水運の目論見は大きく崩れたが、沿岸地域の住

り、北海道の調査に従事し、明治二年から三年にかけては

三日の早朝に舟を出しエベツ（江別川―対雁より一里）の

民にとっての水運は依然として必要な手段であり断

開拓判官に就任し、
「北海道」をはじめ郡名などを命名し、

合流点に来る。
この川は石狩川第三の支流である。
この川

続的に小樽・石狩・茨戸・対雁・月形などへの運航を

退任後は余生を江戸で過ごし、多くの著作を残した。

の上流は五里ばかり上で二つに分かれ、右の川筋はシコツ

行っており、札幌への経路は相変わらず茨戸から小

石狩日誌の記述は、安政四年（一八五七）四月二五日に函

（千歳）方面に、左は夕張の方面に向かっている。千歳の方

舟でフシコ川を上るものだった。

館を出発したところから始まり、その日は大野村に一泊、そ

は山を越えるとやがて千歳の会所があり、今はそこから海

の後は黒松内越えで西海岸の寿都に出て、磯谷に向かう。

岸の勇払方面に出る道が通じている。

明治２２年８月、北海道庁は新造船「上川丸」の

試運転を小樽港内で行い、
その後、鹿児島県人西田

川上丸（左）
と、空知丸

五月一日には丸木舟を求めてアイヌの案内人二人と和

守信の願いを容れ、明治２４年６月に外輪船「上川

人二人を伴い尻別川の川筋を調査。三日には夜明けに出

楡などが生えているだけでトド松はまだ見られない。舟はこ

発して雷電峠を越えて岩内に行く。六日には倶知安から山

こでは北北東に向かっていて、川を上っている間中オタル

従事させることとした。西田守信は江別に拠点を置

を二つ越えて余市へ抜けるための峠の笹小屋に一泊し、

ナイ岳が左手に見え、船首は樺戸の方に向いていることが
多い。

丸」
「神威丸」
「空知丸」
を払下げ石狩川の運送業に

明治の初めには北海道開発にあたって川は、開

き
「西田汽船組」
と称して石狩〜空知太までの営業

八日の夜に余市に到着。翌日は午前中に忍路で休憩し小

いる。特に石狩川流域には三笠、
夕張地区の炭鉱が

外輪船とは、中央部の両側に水車のような水かき

石狩に着き、石狩川上流探査について石狩場所の支配人

の石狩川の利用法を研究している。

流木でスクリューが故障することがなく、石狩川の

び、
この地の他のアイヌたちにも酒、煙草、糸、針などを分

汽船「石明丸」
を購入し石狩川の航行にあてた。
これ

ノット
（時速１５キロ）、３２馬力、収容人数６０人。

味噌などを用意し、翌十二日の暁に舟の友綱を解いて出

期、札幌〜小樽には道路が無く、小樽より札幌に行

で）、江別〜石狩で、石狩川支流の江別川では、江別

石狩川を遡って篠路へ、そこからフシコ川を上って

で冬期間は川が凍るので休止した。明治３５・３６

拓地への入植の経路として重要な役割を果たして

を開始した。

樽で一泊。桃、梅、水仙の花盛りだった。翌十日の午後には

あり、石炭の搬出のため多くの技術者が水路として

をつけたもので、船底が浅く平らになっているので

に談じ込む。そして馴染みのアイヌ四人を舟の漕ぎ手に選

水運に向いていた。一番大きな「上川丸」は速力８

け与える。翌日は早朝から船の準備を始め、鉈、鉞、米、塩、

明治５年２月に開拓使は初めて帆船「安渡丸」、

が石狩川における汽船航行の始まりである。
この時

さて、石狩川のこの辺りは両岸が平地で、柳、はん、たも、

外輪船の航路は、江別〜月形（一時は空知太ま

丸山道子 訳『石狩日誌』
より

発する。河口から間もなく、鮭漁の小屋が並んでいるのが

〜漁（恵庭）
まで運行し、運行時期は４月〜１１月

もくじ

札幌に達する経路が一般的であった。

年ころの運賃は、江別〜石狩が上等７５銭、並等５

表紙………………………………江別河川防災ステーション

３、
４…………………………………税務署からのお知らせ

１…………………………………………石狩川水運の歩み

5、
６ …………………………………………………活動報告

は、幌内より幌内太までの７里に鉄道を敷設し、そ

貨物は江別〜石狩が呉服・反物は３３銭、昆布や

２……………………………石狩日誌より、目次、表紙の声

裏表紙 …………………………………法人会の福利厚生制度

こうとするものの多くは、小樽より汽船で石狩に行き、

明治７年、幌内炭鉱の重要性を重んじた開拓使

こから石狩川の本流を経て石狩に運ぶ計画のもと
に汽船を試験運行している。

明治８年５月、開拓使は小汽船を小樽〜石狩お

０銭、江別〜当別太が上等３０銭、並等２０銭で、
干し魚は１６銭だった。

は川岸に赤い旗を立てておくと、外輪船が停まって

よび石狩〜茨戸に運航し、当分無賃で官民の交通

乗せてくれたという。

氾濫のたびに川床が変わり、流木が堆積するなど、

客や貨物は徐々に減り、明治４３年には月形〜札

運輸にあてたが、
この頃の石狩川は天然のままで、
汽船の航行を妨げることが多かった。

同年６月に黒田長官は汽船「弘明丸」
で月形村に

赴いたが、帰途にビバイタップ付近で船が流木を避

表紙の声

外輪船の寄港地は決まっていたが、利用したい人

江別河川防災ステーション
施設案内／水防資器材の備蓄、水防活動の拠点基地や災害時の避難場所とし
て活用。平常時は、防災研修の場や河川情報、川を題材とした歴史、川の恩恵な
どの展示、情報提供のほか、憩いの場としても親しまれています。

明治後半になると鉄道が次々と開通したため、乗

所在地：〒067-0000 北海道江別市大川通６ 電話：011-381-9177
開館時間：9時00分から18時30分 入館無料
休館日：毎週月曜日
（祝日の場合はその翌日）
・年末年始（12月29日から1月3日）

的内（浦臼町）
の航路が廃止された。

「石狩川100話」
より
江別河川防災ステーション

けようとして浅瀬に乗り上げ、やむをえず下船して

原野を歩いて幌内に抜け、
そこから小舟でホロムイ

健全な経営
正しい納税
社会に貢献

川を遡ってようやく幌内炭鉱の視察を遂げたという
逸話のあるほど過酷な状況であった。

明治１３年１月、鉄道工事が手宮から始まり、１

１月には札幌まで竣工し、１５年１月には江別・岩

見沢を経て幌内までの鉄道が完成し運輸を開始し

た。
こうして石炭の運搬はすべて鉄道となり、石狩川

（１）札幌東法人会
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石狩川を往来した外輪船「川上丸」
（明治末頃）

札幌東法人会

公益社団法人

札幌東法人会
札幌東法人会の公益事業
・税知識の普及・納税意識の高揚・税の提言に関する事業
・地域企業の健全な発展に資する事業
・地域社会への貢献を目的とする事業

https://www.satsu-higashi.jp/
札幌東法人会
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2021 年 11 月 （２）

税務署からのお知らせ

インボイス制度を詳しく知ろう
令和5年10月から適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が導入され、インボイスを発行で
きる
「適格請求書発行事業者」
となるための登録申請手続は、令和3年10月から受付が開始されます。

国税庁ホームページ

「インボイス制度特設サイト」を
ご利用ください

全国どこからでも誰でも参加可能な

特設サイト

国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトの内容

① 説明会の開催案内
② インボイス制度について解説した動画
（国税庁動画チャンネル）
③ インボイス制度に関する取扱通達やQ&Aなど
※①②③の全体がわかるように随時掲載しています。

登
録
申
請
書
の
提
出
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

◆説明内容／インボイス制度の基本的な仕組みについて
◆開催日時／説明会サイトに掲載（随時掲載）
※以下の説明会サイトにアクセスして確認してください。
※説明会は４５分程度を予定しています。

◆定
◆費

員／各回１００名（先着順）
用／無料（通信費用は実費となります）

オンライン説明会とは？

ぜひ！
ご参加！

〇インターネットを利用してパソコン、
タブレット、スマートフォンなどから
参加できる説明会です。
〇チャット機能を利用しての質疑応答
を実施します。

オンライン説明会参加までの流れ

令
和
３
年
10
月
１
日
よ
り

STEP 1 説明会サイトへのアクセス
国税庁ＨＰのインボイス制度特設サイト内の説明会サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/
shohi/keigenzeiritsu/invoice̲setsumeikai.htm にアクセスしてください。
≪インターネット
（ＷＥＢ）のみ申込可能！
！≫
※電話や税務署の窓口において申し込みはできません。

STEP 2 必要事項の入力
説明会サイトから
「申込サイト」
をクリックし、希望日を選択の上、必要事項を入力してください。
お申込み後に、
「申込確認メール」
を送信しますので、
ご確認ください。

STEP 3 参加案内メールの受信
説明会開催前日までに
「視聴用ＵＲＬ」が記載された「参加案内メール」が送信されます。

STEP 4 オンライン説明会への参加
「視聴用ＵＲＬ」にアクセスの上、
ご参加ください（説明会開始３０分前からアクセス可能）。
ご質問のある方は、質疑時間内にチャット機能を利用して質問内容を入力してください。

国税の納付は、簡単・便利なダイレクト納付をご利用ください
e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報の登録をした後に、簡単な
操作で、あらかじめ届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付する
ことができる便利な電子納税の手段です。

インボイス制度に関するお問合せ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けております。

【フリーダイヤル】0120−205−553（無料）【受付時間】9：00〜17：00（土日祝除く）
税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認させていただく必要のある相談）を希望される
方は、最寄りの税務署への電話（ガイダンスに沿って
「２」を押してください。）により面接日時等を予約していただくこととし
ておりますので、
ご協力をお願いします。

（３）札幌東法人会

オンライン説明会を開催

会報誌 77 号
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簡

単

●インターネットを利用できる端末があれば、利用可能です！
●インターネットバンキングの契約は不要！
●e-Taxの利用者識別番号（ID）
と暗証番号（PW）
のみで納付手続が行えます！
▶電子証明書の添付やICカードリーダライタは不要です！

便

利

●金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません！
▶源泉所得税を毎月納付している方に便利です！
●即時又は納付日を指定して納付することができます！
●税理士が納税者に代わって納付手続を行うことができます！
●納付する際に、預貯金口座を選択できます！
●納期限前の計画的な納付（予納）が簡単にできます！

札幌東法人会
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活 動 報 告

活 動 報 告
新署長への表敬訪問
令和3年8月3日
（金）札幌東税務署

各委員会の開催

青年部会 臨時役員会

令和3年7月〜8月 アークシティホテル ほか

令和3年8月20日（金） アークシティホテル

支部合同役員会

令和3年9月15日
（水）ホテルエミシア札幌
９月から会員増強運動が始まったことを受けて支部合同役員会が
開催され、６支部から40余名の役員が参集しました。会長からのご
挨拶のあと、中井組織委員長から役員の皆さんへ会員増強のお願
いのご挨拶がありました。今年度は各役員ごとの目標値を設定し、
当会目標の107社の獲得に向けて、支部ごとの会議を行い、その後
に、各支部からの取り組みへ向けた報告がありました。

令和 3 年度 税に関する絵はがきコンクール
新署長の佐藤忠雄氏への表敬訪問のため藤

総務委員会（郷委員長）、税制委員会（中川委

コロナ禍による全道青年の集い札幌大会の

井会長をはじめとした正副会長、部会長、道

員長）、組織委員会（中井委員長）、厚生委員会

一年延期、全国青年の集い佐賀大会の縮小

法連青連協の林会長が札幌東税務署を訪

（鈴木委員長）、広報委員会（植委員長）、研修

開催など相次ぐ変更に対応するためと、健康

問。新任の早坂副所長、寺崎総務課長、工藤

委員会（横山委員長）、社会貢献委員会（野地

経営プロジェクトの推進および第一例会に

統括官などを交えて意見交換を行った。

委員長）の７委員会が順次開催された。役員

向けて臨時役員会が開催された。

令和３年度 第二回 理事会
令和3年8月23日（月）ホテルエミシア札幌

改選後、初めての開催となり、昨年度の事業
報告と今年度の事業計画について協議をし
たが、委員会によっては、昨年に引き続きコロ
ナ禍の中で実施が滞る事業もあり、代替案を

税務研修会「インボイスについて」
令和3年8月27日、9月2日 アークシティホテル

令和3年9月15日
（水）アークシティホテル
今年度の選考会は選考委員の女性部会役員と専門委員としてイラ
ストレーターで絵本作家の すずきもも さんが加わり、応募のあった
319点の作品を前に専門的な見地からも選考が行われ、最優秀３
賞をはじめ、優秀賞・佳作・努力賞など多くの力作が選ばれました。
北海道法人会連合会
女性部会連絡協議会

含め真剣な意見交換がなされた。なお、厚生
委員会についてはZOOMによるリモート開催
となっている。

各支部役員会の開催
令和3年7月〜8月 アークシティホテル ほか
本年10月1日から登録が開始される消費税イ

札幌東税務署より新署長の佐藤忠雄氏をお

ンボイス制度についての税務研修会を開催し

迎えして開催。上半期事業報告、事務局移転、

た。研修会は札幌国税局製作の映像ののち、

次年度第一回理事会・通常総会日程などが

講師の札幌東税務署法人課税第一部門の菊

審議され、その後、代表理事・業務執行理事

地上席から説明が加えられ、一般質問を終え

の業務報告、各委員長から委員会報告があっ

ていったん終了したのち、工藤統括と菊池上席

た。部会活動としては、女性部会からは絵は

に個別相談に対応していただいた。新たな制

がきコンクール、青年部会から租税教室や健
康経営プロジェクトの説明があり、租税教室

東札幌支部（鈴木支部長）、白石中央支部（横

度に向けた関心の高さを反映して多くの参加
者が集まり、
熱心に説明に耳を傾けた。

のデモ授業も披露された。続いて福利厚生制

山支部長）
、東白石支部（名井支部長）
、北白石

度協力3社からの取り組み説明があり、締めと

支部（植支部長）
、厚別支部（中川支部長）江別

して、
ご来賓を代表して佐藤署長にご挨拶を

支部（郷支部長）の6支部がそれぞれ役員会を

札幌 5 法人会 合同セミナー

いただいた。

開催。支部活動や会員増強について意見交換

令和3年7月〜10月 北海道経済センター

みらい検討委員会
令和3年7月2日（金） アークシティホテル

し、情報を共有した。なお、東札幌支部につい

札幌市立小野幌小学校 ６年

税に関する絵はがき
コンクール作品展

札幌市立東白石小学校 6 年

10月31日
（日） 札幌駅前地下歩行空間「通称 チカホ」北大通交差点広場（東）
10：00 〜 17：00

FM で情報発信中
776．FM 毎週金曜日17:00〜18:00

財政健全化のための健康経営プロジェクト
目標１：企業の活力向上について 「法人会青年部会は、2040年に向けて、社会保障
制度の破たん回避と安定的な国の歳入確保に寄与するため、今後、法人会ならでは
の健康経営の推進と普及に取り組み、会員企業をはじめ日本全国の企業と共に生産
向上と収益強化を実現し、税収（法人税と所得税）の増加に貢献する」
目標２：医療費の適正化について 「法人会青年部会は、2040年の社会給付費の推

てはZOOMによるリモート開催となっている。

計190兆円を抑制するため、今後、適切な医療との関わり方について学び実践すると

青年部会 プレゼン委員会

新札幌発のFMドラマシティより札幌東

令和3年8月20日（金） アークシティホテル

曜日17:00〜18:00の「音旅evolution」の

法人会の情報を発信しています。
毎週金
中で、活動報告や税に関する情報を発
信。パーソナリティは、当会青年部会役
毎月、
次のようなテーマでセミナーが開催され、
関心の高い参加者が熱心に耳を傾けた。
7月メンタリストが教える！
「思い込み」
や
「盲点」

員の本間尚武さんです。
ぜひ聞いてみて
ください。

(周波数「７７６．
FM」)

ともに、会員企業をはじめ広く世の中に周知することで医療費の適正化に貢献する」

使用済み切手の収集活動をはじめました。
女性部会では今年度から新たな活動としてユニセフを通して広く社会の
ためにお役に立ちたいとの思いから使用済み切手の収集を始めました。
切取り要領：切手は消印まで含めて切取ってください。
送り先：札幌東法人会事務局 ／ 各会議などに持参いただいても結構です。ぜひ、
ご協力ください。

に気づいて自分と会社のメンタル環境を最適化

少年軟式野球連盟に寄贈

組織の活性化を主な命題として、正副会長会

する方法。8月 失敗から学ぶ〜負の環境から学

例年開催の少年選抜野球大会が昨年に続いて中止となりまし

議の諮問機関「みらい検討委員会」が50歳代

ぶ経営術〜環境の変化に即応できる会社への

た。そのことから少年たちへの活動支援として、試合で使うデ

転換。9月 簡単にわかる決算書の見方・読み方。

ジタルカウンターを３地区の連盟へ１台ずつ寄贈しました。

の主要役員にて組織され、第1回の委員会が

次年度の沖縄大会で北海道を代表して租税教

開催された。今回は組織の在り方などについ

育活動のプレゼンテーションを行う会として、
準

10月 生産性の向上と人材の定着とは。

て意見交換し、異業種交流の場としての法人

備委員会のプレゼン委員会が開催され作成中

コロナ禍対策として、今年度からはZOOM配信

会の意義などにも議論が及んだ。

の新たな教材についての議論が交わされた。

によるリモート受講も可能となっている。

（５）札幌東法人会
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江別市立江別第一小学校 ５年

令和４年 新年交礼会を中止とさせたいただきます。
札幌東法人会
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