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第 9 回通常総会開催

　2021 年 5月 18 日（火）八幡浜商工会館
５階大ホールにて第 9回通常総会を開催致
しました。
昨年に続き、新型コロナウィルス感染拡大
防止対策により規模を最小限とし、議案審
議のみを行う総会となりました。
　

功労者表彰　受賞者は次の通りです。
☆会員増強功労者表彰
伊予銀行　八幡浜支店　殿　卯之町支店　殿
愛媛銀行　八幡浜支店　殿
愛媛信用金庫　八幡浜支店　殿

☆福利厚生制度推進功労者表彰
ＡＩＧ損害保険会社　代理店
南予エージェンシー　殿
山下　克　殿

　第１号議案「２０２０年度決算報告承認の件」、第２号議案「任期満了に伴う理事・監事
承認の件」において、従来の委任状と書面議決権により賛成５１１票、反対 0票にて承認
可決致しました。
　報告事項として４月に書面決議による理事会にて承認頂いておりました「２０２０年度
事業報告」「２０２１年度事業計画」「２０２１年度収支予算」について報告致しました。
　また、功労者表彰については今後の理事会に合わせて表彰式を行う予定です。

議案の審議結果

　一般社団法人愛媛県法人会連合会では、東京第一ホテル松山第 9回通常総会が 6月 9日（水）
に開催されました。
　功労者表彰では　一般社団法人愛媛県法人会連合会会長表彰に上甲英司理事、全国法人会総連合
会長表彰に宮本英之介理事がそれぞれ受賞されました。
　総会後の臨時理事会における県連役員改選で当会より県連副会長に菊池英充理事、県連理事に
白石泰雄理事が重任となり、あらたに監事に伊藤篤司理事が就任致しました。（任期は 2年）

　法人会愛媛県連より











令 和 ３ 年 ７ 月 

  

法人及び個人事業者の皆様へ 

 

八幡浜税務署 

 

 

 マイナンバーカードの積極的な取得と利活用について 

 

 平素から、マイナンバーカードの取得促進に向けた取組みに対し、格別の御理解と

御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 マイナンバーカードは、令和２年９月に開始されたマイナポイントによる消費活性

化策や令和３年 10 月から運用開始予定の健康保険証利用、また、各種証明書のコン

ビニでの取得や、e-Tax による確定申告での利用、更に今後は、運転免許証との一体

化も検討されている等、大きなメリットがあるカードです。 

つきましては、下記のとおり、貴社の従業員の皆様に対して、マイナンバーカード

の積極的な取得と利活用の呼び掛けを行っていただきますよう、お願い申し上げます。 

 

記                

 

１ 広報素材を活用した周知・広報 

内閣官房等が作成する広報素材（リーフレット、ポスター、チラシ及び説明動画）

を国税庁ホームページ内の「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞について」

（URL：https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/jyoho/index.htm）

に掲載しておりますので、貴社のイントラネット等に上記 URLを掲載するなどして、

マイナンバーカードの取得方法や利活用方法、安全性などについて、従業員の皆様

へ周知いただくよう、お願いいたします。 

       

【広報素材】「こんなときあってよかった！マイナンバーカード」 



                                                                                                        

２ マイナポータルを活用した年末調整及び所得税確定申告 

  年末調整手続や所得税確定申告手続に、マイナンバーポータルを活用して、控除

証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申請書への自動入力が可能となり

ます（マイナポータル連携）。 

  この取組については、国税庁ホームページ内の「マイナポータルを活用した年末

調整及び所得税確定申告の簡便化（マイナポータル連携特設ページ）」（URL： 

 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm）に掲載して

おりますので、従業員の皆様へ周知いただくよう、お願いいたします。 

  

 

３ マイナンバーカード取得促進の取組実績の情報提供 

 マイナンバーカード取得促進に向けた独自の取組を実施された場合には、積極的

に情報提供いただくよう、お願いいたします。 

 なお、一部の市区町村においては、カードの交付申請について、企業・団体等に

出張し、一括して申請受付を行う方式を実施していますので、御興味がある場合に

は市区町村のマイナンバーカード担当課に相談いただくよう、お願いいたします。  

 

     





高松国税局
インボイス登録センター

〒760-0018	
高松市天神前2番10号　
高松国税総合庁舎

徳島県	香川県	
愛媛県	高知県	



国税庁ホームページのインボイス制度特設サイト

国税庁ホーム

ページの「イン

ボイス制度特

設サイト」は、

インボイス制

度に関する情

報等を分かり

やすくお知ら

せしています。

ぜひ、ご覧く

ださい！







インボイス制度

ステップ１

 「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/invoice_setsumeikai.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。

説明会サイトへのアクセス

オンライン説明会への参加

 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。

必要事項の入力

ステップ２

ステップ４

 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。

参加案内メールの受信

ステップ３

国 税 庁

オンライン説明会とは？

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。

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 員 各回１００名（先着順）
費 用 無料（通信費用は実費となります。）

全国どこからでも誰でも参加可能な

オンライン説明会を開催

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。

オンライン説明会参加までの流れ

（令和３年５月）

説明会サイトへ







 

 

 

 

 

 

税務署では、面接相談の事前予約制を実施しております。 

電話での回答が困難な相談内容（具体的に書類や、事実関係を確認する必要

がある場合など）については、電話等で所轄の税務署に事前に相談日時を予約

してください。 

なお、制度や法令等の解釈・適用についての一般的な相談については、下記

Step２において、「１」を選択することで、電話相談センターへの相談が可能です。 

 

所轄の税務署へ電話をかけます。  ※受付 8:30~17:00(土、日、祝日及び年末年始を除く) 

八幡浜税務署 ０８９４－２２－０８００ 

 

音声案内に従い 「２」 を選択  
※「番号が確認できません」という音声案内があった場合は、「＊」・「＃」を押してから番号を選択してください。 

１ 電話相談センター 

２ 申告相談の事前予約等 

３ 消費税の軽減税率制度についての一般的なご相談等 

４ 納税の猶予制度についてのご相談等 

（注）所得税等の確定申告期は、「0」に確定申告に関するご相談等が追加されます。 

 

 
税務署の職員が応答しますので、「面接相談の事前予約である旨」お伝えくださ
い。 

職員が、「氏名」・「住所」・「相談内容」等をお伺いし、予約を受け付けます。 

また、相談日に必要な書類等をお伝えしますので、当日ご持参ください。 

高松国税局・税務署 

 
税務署での相談は、 

事前の予約をお願いします。 

Step1 

 
Step2 

 

Step3 

 



※ 印刷して郵送等で税務署に提出することもできます。

⽤意するものは、次の２つ︕

（注）ID・パスワード方式は暫定的な対応です。
お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

マイナンバーカードを使って送信 IDとパスワードで送信

② ICカードリーダライタ 又は
マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

① マイナンバーカード

・｢ID・パスワード方式の届出完了通知｣の発⾏を希望され
る場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書
類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。

・既にID・パスワード方式の届出を提出された方は、申告
書の控えと一緒に保管されている場合がありますので、
ご確認ください。

取得⽅法は裏⾯
を⾒てね︕

国税庁ホームページ ︕
申告書

確定申告

の作成･送信は

STEP１ 「国税庁ホームページ」へアクセス

STEP２ 申告書を作成

STEP３ 申告書を送信

から

パソコン画面スマホ専⽤画面
※ 65万円の⻘⾊申告特別控除を受ける場合など一部の方はスマートフォンでは作成できません。

利⽤率

３人に２人が利⽤

確定申告書等作成コーナーの

94%の方が役⽴つ
と回答

利⽤者の感想
確定申告書等作成コーナーの

スマートフォンはこちらから→

（⾒本）
ID・パスワード方式に対応した

ID・パスワード↓

ID・PW
が目印

⾃宅で

又は

対応端末の一覧
はこちらから︕

ICカードリーダライタと
して代⽤できる端末は
一部のAndroid端末のみ

※ 画面は令和元年分のものです。

パソコン、スマート
フォンなどから画面
の案内に従って⾦額
などを⼊⼒するだけ
で、申告書が作成で
きます︕



国税庁ホームページ 便利︕

国税庁 法人番号7000012050002 R2.9

スマホによる申請
はこちらから︕

マイナンバーカードでできることって︖
マイナンバーカードを使ってe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの添付は
不要です。また、マイナンバーカードでログインすれば、e-Taxのメッセージボックスか
ら申告した内容や税務署からのお知らせなどを確認できます。

マイナンバーカードの取得⽅法
スマートフォン・パソコン・郵便などで申請でき、無料で取得できます。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

はこんなに
マイナポータルを使えば、データが⾃動⼊⼒されます

マイナンバーカードを使って「マイナポータル」から⽣命保険料控除
証明書などの申告に必要な情報をまとめて取得でき、申告書の作成時
に証明書の⾦額・発⾏元の情報などが⾃動⼊⼒されます。

（注）ご利⽤に当たっては、事前準備が必要です。
詳しくは、国税庁ホームページの「マイナポータルを活⽤した年末調整及び
所得税確定申告の簡便化」をご確認ください。

困ったら″ ふたば " にご相談ください
申告書の作成でお困りのときは、「税務相談チャットボット」にご
相談ください。ご質問を⼊⼒いただければ、AIを活⽤した「税務職
員ふたば」がお答えします。

チャットボットで解決しない場合は、国税庁ホームページ
の「タックスアンサー」をご確認いただくか、電話でお問
い合わせください。

お問い合わせ先は、確定申告書等作成コーナーの「お問い合わせ」画面をご覧ください。税務職員
ふたば

Android、Google Chromeの名称及びロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。
Windowsの名称は、米国及び他の国々で登録された米国Microsoft Corporationの商標です。
macOSの名称は、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

令和３年１⽉以降、パソコンをご利⽤の方は「Google Chrome」で
も、国税庁ホームページからマイナンバーカードでe-Tax送信ができ
ます。
（注）Windowsのみの対応であり、macOSには対応していません。

また、ご利⽤に当たってはマイナポータルAPのインストールが必要です。

詳しくはこちら︕

※令和３年１⽉公開予定

Google Chrome が使えます

スマホでの相談
はこちらから︕



法人会アンケート調査システム

新規登録 にご協力ください

登録方法は裏面をご覧ください。

法人会は、国内企業の約８０万社が加入する大きな団体です。
これまで６０年以上の長きにわたり、税知識の普及、納税意識
の高揚など、一貫して「税」を中心とした活動を展開し、国と
地域の発展に貢献してまいりました。

このようななか、全法連は会員企業の声を広く集めるツール
として、法人会アンケート調査システムを平成22年に創設しま
した。

システム創設以降、法人会活動の発展と法人会の社会的な認
知度向上につなげるため、各種テーマによる調査を実施し、そ
の結果を法人会内外に公表してきました。

平成26年4月には、システムをリニューアルし、アンケート
結果をメールでお知らせするなどの機能を改善したところです。

今後このシステムをさらに有効活用すべく、全法連では、ま
だシステムへの登録がお済でない会員のみなさまに新規登録を
お勧めしています。

つきましては、未登録の方はこの機会にぜひご登録いただき
ますようお願い申し上げます。

平成28年９月 公益財団法人 全国法人会総連合

景況感をはじめ法人会活動に対する意見収集など、
月1～２件のペースで調査をしています。

最近は、多くの企業の意見を容易に収集できる有
効なシステムとして、行政や大学等の外部機関がこ
のシステムに注目するようになりました。すでにこ
れらの外部機関とタイアップした調査も実施してい
ます。

システムの活用状況は？

アンケート結果の信頼性をさらに高められれ
ば、マスコミに取り上げられる可能性も高まり、
法人会の認知度向上に大いに役立つものと考え
られます。そのため新規登録を増やすとともに
回答数のアップをめざしています。

また、登録数が増えれば県連や単位会で独自
にアンケートを実施することも可能です。
＊平成28年７月現在、アンケート送信対象は約4000名、

回答数は約1200件です。

どうして新規登録を
ふやす必要があるの？



１

２

３

４

５

６

法人会アンケート調査システム

新規登録方法

■お問い合わせ先 全国法人会総連合 アンケート調査システム係 Mail : mail@zenkokuhojinkai.or.jp Tel : 03－3357－6681

● 登録資格は「会員企業に所属する方または個人会員」に限ります。

● 登録するメールアドレスは、会社の代表アドレス等、できるかぎり

組織上のアドレスでご登録願います（メール未達先発生防止のため）。

参考／すでに登録している方でメールアドレス等を変更される

場合はこちらから手続きをしてください。

アンケートを受信されましたら、
ご回答にご協力いただきますようお願いいたします。

2ヵ月に1～２回の頻度でアンケートを実施しておりますので、受信後は
ご回答をお願いいたします。

なお、アンケートの内容によっては、事業所の代表者やご担当者等から
ご回答いただきたい場合があります。メール受信者と回答者が異なる場合は、

右図の手順でご回答ください。

リンクを
クリックしてね。

ご注意／すでに登録済のアドレスは新規登録できません。なお、平成26年3月以前に登録済の方は上記 の「登録情報の確認・変更」

からご自身の登録情報を更新願います（更新後、アンケートの送信を再開します）。



インターネット・セミナーは、インターネットで映像コンテンツを視聴することにより、
様々な経営情報が取得できるサービスです。

インターネット・セミナー

視　聴　方　法

ログインＩＤとパスワードを入力してログインしてください。

ログインＩＤ ●●●● パスワード ●●●●
ログイン

利用者は
専用 IDとパスワードを入れて

ログインする事で
コンテンツが視聴可能となります

映像と音声による本格的なセミナーが受講できます。忙しくてセミナーや研修会に参加出来ない方などにご活用ください。
何時でも、何処でも、好きなだけご利用いただけます

法人会会員専用
ログインページ

こ ん な 方 に 最 適 で す
 ＊掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

一 流 の 講 師 陣 に よ る 豊 富 な セ ミ ナ ー が 満 載

■経営 ■実務家 ■労務 ■税務・経理 ■法律 ■政治・経済 ■研修・人材育成 ■著名人 ■環境・高齢化 ■健康・ライフスタイル

セミナーは受講したいけどセミナーは受講したいけど
忙しくて時間がない！

2 4 時間いつでも
ご利用いただけます。

勉強会（社内研修）などに
ご活用いただけます。

6００本以上の豊富なラインアップ
から自由に選べます。

継続的に社員研修を
行いたい！

受講したいセミナーが
開催していない！

『 法 人 会 』 の
ホームページより
ご覧いただけます

お薦めプログラムのご案内

会員企業の皆様の経営をインターネットを通じてサポートします。

会員無料



 

セミナー名 講師 分数  セミナー名 講師 分数 

研
修

・
人

材
育

成
 

オンライン会議に最適 
「Cisco Webex ミーティング」 

活用セミナー 
岩見 誠 15分 

一
般

経
営

 

～緊急解説！ 2次補正予算対応版～ 
新型コロナウイルス感染症で 

 影響を受ける事業者の皆様への支援策 
井手 美由樹 60分 

今知りたい 

グリーフケアって何？ 
石井 亜由美 36分 

コロナショックを乗り切る！ 

中小企業の資金繰り術 
横山 悟一 59分 

  超入門！元刑事が教える 

面接で役立つネット情報の集め方 
森 雅人 25分 

無料集客ツール 

Google mapの活用術 
加藤 忠宏 47分 

人と人をプラスに導く究極の 

コミュニケーション術 対談編 
大久保 雅士 36分 

 ★ 世代をつなぐ地域再生は 

  “人財づくり”から 
外薗 明博 56分 

職場における管理職の登用と 

育成の「3つの壁」 
冨田 香織 38分 

 本能寺の変の真相と 

部下を明智光秀にしない会社（前編） 
福永 雅文 50分 

労
務 

社長の「想い」が次世代に 

つながるカンタンすぎる人事評価制度 
山本 昌幸 49分 税

務
・

経
理

 

社長と会社にお金を残すための 

バランスシート経営 
海生 裕明 110分 

改正労働基準法で今すぐ始めるべき 

実務対応のポイント 
赤澤 将 43分 

会社のお金の悩み解決講座 

第1～4回 
仲光 和之 56分 

健
康

 

ラ
イ

フ
ス

タ
イ

ル
 

コロナ共存での 

健康経営と介護予防 
小久保 晴代 12分 

認知症で困らない！ 

「家族信託」活用ガイド 
柴崎 智哉 54分 

  心身の回復と今後の予防策 
～コロナによる自粛生活がもたらした疲労～ 

小久保 晴代 30分 

政
治

 

経
済

 

知られざる北朝鮮の実情 西岡 省二 30分 

ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

「すぐやる人」になるための 

仕事のやり方 

ビジネスマナーの基礎講座 
～見直そう！正しい作法と話し方～ 

 

お問い合わせは公益社団法人 八幡浜法人会事務局まで ＴＥＬ：0894-24-6250 

会員の方は６００タイトル以上のセミナーが無料で受講できます 

八幡浜法人会よりインターネットセミナーのご案内 

公益社団法人 八幡浜法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます 

           会員ID：hj3113 パスワード：6250 ID・パスワードは 

掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。 
（★印は一般の方もご覧いただけます。掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です）

http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/yawatahama/ 

  雇用調整助成金で危機を乗り切ろう！ 

  申請書類作成のポイント 

株式会社ヒューマンリソースみらい 代表取締役 
荒木 康之 

ログインID パスワード ログイン 

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください 

●●●●● ●●●●● 

会員は専用IDとパスワードを入

れてログインする事により多くのコン

テンツが視聴可能となります。 

八幡浜法人会 検索 で検索いただけます 

※ 画面はイメージとなります。 

視聴は無料です 

株式会社コンパス 代表取締役 
鈴木 進介 

合同会社オモテナシズム エグゼクティブディレクター 
高久 尚子 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 
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