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【第8号議案】 平成23年度事業報告並びに収支決算承認の件 

 

 平成２３年度事業報告  

  （平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日） 

【事 業 概 況】 

 リーマンショックの影響から立ち直る途上にあった我が国の経済は、３月１１日の

東日本大震災によって大きな打撃を受けました。震災の被害規模は近年に例を見ない

大きなものとなりました。サプライチェーン寸断によって大幅に制約された生産活動、

自粛ムードによる消費の低迷など多大な影響を受け、当会を取り巻く環境は非常に厳

しいものとなりました。このような厳しい経済環境の中ではありましたが、当会が行

った各事業は会員の皆様の協力により、概ね計画通りに遂行することができました。 

また、公益法人制度改革への対応を最重要課題と受け止め、公益移行認定を目指し、

理事会等で同主旨の徹底を図り、概要の説明を行うなど周知に努めました。更に、公

益法人改革を法人会本来の理念と活動に立ち返る機会であると捉え、法人会の原点で

ある「税」に関する事業を重点的に進めました。 

各部門別の事業概況は次の通りであります。 

 

Ⅰ総務関係 

 公益法人制度改革への対応を最重要課題として、平成２４年本申請、平成２５年公

益移行認定取得を目標に活動してきました。特にその移行認定に向けて、①財政逼迫

化への対応、②本部・支部／部会会計の一元化、③支部活動活性化のための対応、④

ガバナンス（法人会の管理運営の透明性の確保）、⑤２０年度会計基準ソフトへの対応

に取り組みました。 

 

Ⅱ 組織関係 

 会員減少傾向に歯止めをかけることを最重要課題と位置付け、次の通り会員増強に

努めました。 

（１） 例年通り組織の充実強化を図るため、９～１２月の４ヶ月間を「会員増強月

間」と定め、積極的に会員増強に努めました。支部組織にあっても、組織の充実

と財政基盤を強化する為、会員増強に努めました。 

（２） 役員が一体となった会員増強運動や、福利厚生制度取り扱い保険各社と連携を密

にした会員増強に努めました。 
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Ⅲ研修関係 

 法人会活動の基本方針の「よき経営者をめざすものの団体として、会員の積極的な

自己啓発を支援する」事業のひとつに位置付け、講演会・研修会や研修視察旅行を実

施しました。 

 

 

Ⅳ 税制関係 

 わが国においては、東日本大震災の被害から早急に復興を果たし、長引く不況から脱却

し、景気を回復基調に乗せることが優先課題となっています。一方、財政の再建と社会保

障給付の安定財源確保も喫緊の課題である。少子高齢化やグローバル化などの社会の構造

変化に対応した税制が望まれている。特に、日本経済の中核的役割を担う中小企業の活性

化に資する税制を中心的テーマとして取り上げ、税制及び税務に関する提言を行い、税務

行政の円滑な執行に寄与することに努めました。 

 

Ⅴ 広報関係 

 会員及び地域社会への情報発信としての会報誌「桑名法人会ニュース」を９月に第

９０号、２月に第９１号を発行しました。また全法連から頒布各種情報資料、参考図

平成２４年３月３１日現在ブロック別会員数 

ブ ロ ッ ク １ ２ ３ ４ ５ ６ 

計 

 日 進 修 徳 在 良 益 世 藤 原 桑名三川 

 精 義 大 成 七 和 城 南 北 勢 木 曽 岬 

所属支部名 立 教 大 山 田 桑 部  大 安  

 城 東 大 和 久 米  員 弁  

  深 谷   東 員  

会 員 数 391 323 223 299 553 275 2,064 

所管法人数 571 655 391 460 962 475 3,514 

加 入 率 ％ 68.4 49.3 57.0 65.0 57.5 57.9 58.7 

主たる研修会等開催状況 

２３．１０．１３ 名古屋税関中部空港税関支所 研修視察 

２３．１２．０４ 

   １２．０７ 
浜松市「スズキ歴史館」ブロック合同研修視察   

２３．１２．０５ 

第５ブロック会員研修会（経営セミナー） 

“夢に向かって果てしなき挑戦”  

名古屋ターミナルホテル（株） 元総支配人 

アソシア志友館  代表 柴田 秋雄氏 
２４．０３．０３ 北勢支部研修視察 （新東名高速道路建設現場見学） 
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書類の配布や、斡旋に努めました。また、公益社団法人認定に鑑み、ホームページの

リニューアルに努め、会員はもとより、広く地域社会に情報発信することになりまし

た。 

例年好評の「子供税金クイズ大会」では、全法連が発刊しているマンガ本「税ってなん

だ？」（水木しげる作）を配布し、税の啓発活動の一助としました。 

 

Ⅵ 厚生関係 

 会員企業の保険に対する意識の変化、保険業界における規制緩和の進展など法人会

の重要な財源である福利厚生制度を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いてい

ます。このような状況の中、安定した財政基盤の充実を図るため、会員各社の福利厚

生制度支援事業としての大型保障制度をはじめ受託保険３社の保険推進活動に協力し

ました。 

又 例年行っております生活習慣病健康診断も会員企業の認識も深まり多数の方が

受診され、会員企業の従業員等の健康管理を支援しました。 

さらに、会員サービス事業として株式会社かんぽ生命保険の団体保険料払込制度にも努め

ました。 

 株式会社かんぽ生命保険の団体保険料払込制度に基づく実績は下記の通りです。 

        取扱保険料総額 １６１，８８０，６０７円 

        取扱事務手数料   ４，６６５，４６７円 

 

Ⅶ 部会関係 

 「青年部会のあり方（指針）」及び「女性部会のあり方（指針）」に沿って自主運営

を基本に例年通り研修会等を実施するなどして、部会の発展に努めると共に部会活動

の充実を図るため努めました。 

尚 本会よりの受託事業として、毎年取組んでいる管内の小学生を対象とした「子

供税金クイズ大会」は第21回大会を例年通り開催いたしました。 

女性部会においては、租税教育推進協議会の依頼を受けて「租税教室」への講師派

遣を昨年に引き続き行い児童への租税教育の一助として努めました。 

又 平成２３年１１月に「第２５回法人会全国青年の集いみえ大会」が開催され無事

に終了いたしましたことを報告いたします。 

 

（青年部会関係） 

２３．０５．３０ 
第３１回定時総会記念講演 

『アメリカンフットボールとマネジメント』 

 いなべ市長  日沖  靖氏 

２３．０６．０２ 第２５回「全国青年の集い」みえ大会第１４回実行委員会役員会 

２３．０６．２４ 東海法連青年部会連絡協議会情報交換会及び第２０回定時総会 

２３．０７．１５ 第２５回「全国青年の集い」みえ大会第１５回実行委員会役員会 
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女性部会関係) 

 

Ⅷ 諸会議関係 

   

事業等名称 年 月 日 内 容 

第２７回通常総会 ２３．０５．２３ 

於：ラ・メゾン・デ アンボワーズ 

出席人員 

本人出席    １４７名 

委任状出席 １，２５１名 

計   １，３９８名 

提出議案 

１．平成２２年度事業報告並びに収支計算承認の件 

２．任期満了に伴う役員改選（案）承認の件 

３．平成２３年度事業計画（案）並びに収支予算（案）

承認の件 

正・副会長会議 ２３．０６．０２ 於：桑名シティホテル ４階 会議室 

２３．０８．１９ 青年部会連絡協議会情報交換会事前打合せ会 

第２５回「全国青年の集い」みえ大会第１６回実行委員会 

２３．０８．２６ 親睦ボウリング大会 （桑名グランドボウル） 

２３．０９．０７ 第２５回「全国青年の集い」みえ大会第１７回実行委員会 

２３．０９．２８ 税務研修会 （於：桑名シティホテル） 

「最近の法人税の申告状況等」桑名税務署 担当統括官 

２３．１０．１４ 第２５回「全国青年の集い」みえ大会第１８回実行委員会  

２３．１１．０４ 「全国青年の集い」みえ大会第１９回実行委員会 全体会議  

第２５回「全国青年の集い」 みえ大会（伊勢） 

２４．０１．１３ 第２５回「全国青年の集い」みえ大会第２０回実行委員会 

２４．０２．２３ 税務研修会（於、桑名シティホテル） 

 「お父さんの為の租税教室」桑名税務署長  

２３．０６．０１ 

記念講演会 

『見えない力にささえられ!』 ～感謝の気持ちを伝えたい～ 

桑名法人会女性部会第二代部会長  

             株式会社アオイ自動車 立松 正子氏 

２３．０９．２７ 
署長税務研修会 （於：レストランＲｏｃｃａ） 

「お母さんの為の租税教育」  桑名税務署長 

「最近の法人税の申告状況等」 桑名税務署担当統括官 

２３．１０．１９ 三重県法人会連合会女性部会連絡協議会 第２４回情報交換会 

(於：伊賀 パーム・ド・夢) 

２３．１０．２６ 女性部会設立３０周年記念講演会 （於：桑名市民会館 小ホール） 

「今後の世界情勢と日本の課題」 同志社大学法学部長 村田 晃嗣氏 

２３．１１．１０ 女性部会設立３０周年記念式典（於：ホテル花水木） 

２４．０２．１５ 
研修会（於：精義公民館 ） 

 「女性として美しく、常に輝く」 

田中医院 院長   田中 優子氏  
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協議事項 

１．公益社団法人について 

２．その他 

２３．０８．１０ 

於：桑名シティホテル ４階 会議室 

協議事項 

１．公益社団法人に向けて 

２．委員会事業について 

３．その他 

理 事 会 

２３．０５．１３ 

於：桑名シティホテル ２階 会議室 

協議事項 

１．第２７回通常総会開催について 

２．総会議案書審議 

３．その他 

２３．０６．２３ 

於：桑名シティホテル ２階 会議室 

協議事項 

１．組織（委員会委嘱等）について 

２．公益社団法人への取組みについて 

３．その他 

２３．０８．２３ 

於：桑名シティホテル ２階 会議室 

協議事項 

１．公益社団法人に向けて 

２．事業計画について 

２３．１１．２８ 

於：桑名シティホテル ２階 会議室 

協議事項 

１．公益事業推進委員会設置について 

２．公益社団法人認定取得進捗状況について 

３．次年度事業について 

４．その他 

２４．０２．０６ 

於：桑名シティホテル ２階 会議室 

協議事項 

１．公益社団法人認定取得進捗状況について 

２．次年度事業計画（案）について 

３．その他 

監 事 会 ２３．０５．１６ 

於：桑名法人会事務局 

１．平成２２年度事業監査 

２．平成２２年度会計監査 

３．その他 

 

２３．０４．０７ 

於：桑名法人会事務局 

 協議事項 

 １．第２７回通常総会開催について 
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 ２．講演会の開催について 

 ３．表彰関係 

 ４．副会長並びに総務委員会委員の総会役割について 

 ５．その他 

 

２３．０５．１０ 

於：桑名法人会事務局 

総 務 委 員 会 協議事項 

 １．第２７回通常総会開催について 

 ２．講演会の開催について 

 ３．表彰関係 

 ４．副会長並びに総務委員会委員の総会役割について 

 ５．その他 

 

２３．０６．１５ 

於：桑名法人会事務局 

 協議事項 

 １．公益社団法人認定取得に向けて 

 ２．その他 

 

２３．０８．１８ 

於：桑名法人会事務局 

 協議事項 

 １．公益社団法人認定取得に向けて 

 ２．その他 

 

２３．０７．１４ 

於：桑名法人会事務局 

 協議事項 

 １．ブロック活動について 

 ２．その他 

 

２３．０９．２８ 

於：桑名シティホテル ４階会議室 

 協議事項 

組 織 委 員 会 １．会員増強推進活動について 

 ２．次年度事業について 

 ３．その他 

 

２３．１１．０２ 

於：桑名シティホテル ４階会議室 

 協議事項 

 １．会員増強推進活動について 

 ２．その他 

税 制 委 員 会 

２３．０７．１９ 

於：桑名法人会事務局 

協議事項 

１．委員会活動について 

２．その他 

２３．０９．０７ 

於：桑名法人会事務局 

協議事項 

１．委員会活動について 

２．その他 
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 「平成２４年度税制改正要望に関する提言書」提出 

２３．１１．１０ 提出先 桑名市長・桑名市議会議長、いなべ市長・いなべ 

 市議会議長 

 提出者 森田会長・中澤副会長・小林税制委員長、事務局 

広 報 委 員 会 

２３．０８．０３ 

於：桑名法人会事務局 

協議事項 

１．「桑名法人会ニュース」発刊について 

２．その他 

２３．１０．１１ 

於：桑名法人会事務局 

協議事項 

１．平成２４年度事業計画について 

２．その他 

研 修 委 員 会 ２３．０７．２９ 

於：桑名法人会事務局 

協議事項 

１．委員会事業について 

２．その他 

厚 生 委 員 会 

２３．０７．２７ 

於：桑名法人会事務局 

協議事項 

１．平成２３年度事業計画について 

２．平成２４年度事業計画について 

３．その他 

２３．０９．０９ 

於：桑名法人会事務局 

協議事項 

１．「健康チェック」事業について 

２．平成２４年度事業計画について 

３．福利厚生事業について 

４．その他 

そ の 他 の 会 議 

２３．０５．２０ 北勢支部総会 

２３．０６．２８ 員弁支部総会 

２３．０７．０６ 藤原支部総会 

２３．０７．２７ 東員支部総会 

２３．０８．０８ 木曽岬支部総会 

 【平成２４年３月末現在 会員数８８名】 

 ２３．０４．０５ 役員会 於：桑名法人会事務局 

 ２３．０５．１０ 役員会 於：桑名法人会事務局 

 ２３．０５．３０ 第３１回定時総会 

 ２３．０６．２３ 拡充交流委員会 

 ２３．０７．０６ 役員会 於：桑名法人会事務局 

青 年 部 会 ２３．０８．０４ 役員会 於：桑名法人会事務局 

 ２３．０９．１３ 青年部会、女性部会合同役員会 
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 ２３．０９．１５ 役員会 於：桑名法人会事務局 

 ２３．１０．０７ 役員会 於：桑名法人会事務局 

 ２３．１１．０２ 役員会 於：桑名法人会事務局 

 ２４．０１．１６ 役員会 於：桑名法人会事務局 

 ２４．０３．０５ 役員会 於：桑名法人会事務局 

 【平成２４年３月末現在 会員数８４名】 

 ２３．０５．１８ 理事会 於：桑名市民会館 会議室 

 ２３．０６．０１ 第３０回定時総会 於：桑名市民会館 大会議室 

 ２３．０７．０６ 正副部会長・委員長会議 於：桑名法人会事務局 

女 性 部 会 ２３．０７．１５ 理事会 於：精義公民館 

 ２３．０８．３０ 理事会 於：精義公民館 

 ２３．０９．１３ 青年・女性部会合同役員会 於：桑名シティホテル 

 ２３．１２．０７ 理事会 於：大山田コミュ二ティプラザ 

 ２４．０１．２７ 理事会 於：精義公民館 

 ２４．０３．０６ 理事会 於：精義公民館 

 

Ⅸ 関係機関等 

  

全 法 連 

２３．０５．１９ 常任理事会 於：全法連会館 

２３．０６．１４ 総会（評議員会・理事会） 於：東京・帝国ホテル 

２３．１０．０６ 全法連第２７回全国大会神奈川大会 

２３．１１．１８ 第２５回「全国青年の集い」みえ大会 

２４．０１．１２ 新年賀詞交歓会  於：東京・帝国ホテル 

２４．０３．１４ 理事会 於：全法連会館 

東 海 法 連 

２３．０６．２４ 
青年部会連絡協議会情報交換会  

於：ホテルキャッスルプラザ   

２３．０８．０１ 女連協代表者会議 於：名古屋大同生命ビル 

２３．０９．０６ 第２３回定時総会 於：ホテルキャッスルプラザ 

２４．０３．０７ 
第６６回東海法人会連合会大会  

於：ウエスティンナゴヤキャッスル  

２４．０３．２７ 
青年部会連絡協議会常任理事会  

於：名古屋大同生命ビル 

 ２３．０４．０１ 研修委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．０４．０５ 税制委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．０４．０７ 広報委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．０４．１２ 厚生委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．０５．１９ 税制委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．０６．０７ 総務委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．０６．１５ 第６４回理事会 於：プラザ洞津 

 ２３．０６．２１ 第２３回通常総会 於：プラザ洞津 

 ２３．０７．０７ 厚生委員会 於：津大同生命ビル 
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 ２３．０７．２７ 研修委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．０８．０２ 総務委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．０８．２３ 組織委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．０８．２５ 広報委員会 於：津大同生命ビル 

三 重 県 連 ２３．０８．３０ 専務理事会議 於：津大同生命ビル 

 ２３．０９．１３ 厚生委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．０９．２７ 研修委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．０９．２９ 第６５回理事会 於：プラザ洞津 

 ２３．１０．２０ 税制委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．１０．２５ 調査部所管法人研修会 於：プラザ洞津 

 ２３．１１．３０ 組織委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．１２．１２ 総務委員会 於：津大同生命ビル 

 ２３．１２．１３ 専務理事・事務局長会議 於：津大同生命ビル 

 ２３．１２．２６ 厚生委員会 於：津大同生命ビル 

 ２４．０２．１５ 厚生委員会 於：津大同生命ビル 

 ２４．０２．１６ 研修委員会 於：津大同生命ビル 

 ２４．０２．２４ 組織委員会 於：津大同生命ビル 

 ２４．０２．２７ 総務委員会 於：津大同生命ビル 

 ２４．０３．１４ 正副会長会議・第６６回理事会 於：プラザ洞津 

 ２４．０３．２２ 専務理事・事務局長会議 於：津大同生命ビル 

桑名税務連絡協議会 

２３．０４．１５ 平成２２年度総会及び平成２３年度第１回定例会議 

２３．０８．１８ 第２回定例会議 

２３．０９．２６ 第３回定例会議 

２４．０１．１０ 第４回定例会議 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


