
 

平成２３年度事業報告書 

1. 事業の概況 

平成２３年度の我国の経済は、３月１１日に発生した「東日本大震災」の影響により予断を許さない状況で

推移した。 

年度事業計画に基づき各支部との連携を密に友誼団体と協調を図り、税務当局のご指導と関係機関の支援に

より、組織強化拡充に努め会員の自己啓発のための税務・経営について研修会を実施した。社会貢献活動に

ついては、各支部環境美化事業等と苫小牧市においては例年実施している身障者の行事支援と交流を目的と

した「第３２回とまこまいふれあい広場」の行事に、青年部会・女性部会が主体となって参加をし、法人会

の地域に対する社会貢献活動を実施した。 

研修の充実と参加者拡充については全支部において税務研修を行ったほか、簿記講座の開講・企業経営に資

するための経営に関する研修会を実施した。 

税制問題については、道法連・全法連と連動して「平成２４年度税制改正要望」を行った。 

以下、各事業の実施結果について報告いたします。 

 

 

2. 組織について 

会員の状況                             （平成 24年 3月 31日現在） 

地  区  会 新 規 加 入 退   会 現会員数 備  考 

苫 小 牧 地 区 会  5 108 899  

白 老 地 区 会  7 6 107  

鵡 川 地 区 会  0 5 62  

厚 真 地 区 会  1 1 47  

早 来 地 区 会  0 0 46  

追 分 地 区 会  0 3 31  

穂 別 地 区 会  0 1 21  

日 高 地 区 会  1 24 128  

平 取 地 区 会  1 1 50  

(社)苫小牧地方法人会 15 149 1,391  

 

 

 

 

 



 

３. 会議関係 

（１） 本 会 総 会 

平成２３年 ５月１７日 (社)苫小牧地方法人会通常総会       グランドホテルニュー王子 

 

（２） 支部総会 

平成２３年 ４月１４日（社）苫法会白老支部通常総会 

平成２３年 ５月 ９日（社）苫法会旧日高支部決算総会 

平成２３年 ５月１１日（社）苫法会穂別支部通常総会 

平成２３年 ５月１６日（社）苫法会旧門別支部決算総会 

平成２３年 ５月１６日（社）苫法会日高支部合併総会 

平成２３年 ５月２３日（社）苫法会早来支部通常総会 

平成２３年 ５月２４日（社）苫法会追分支部通常総会 

平成２３年 ５月２７日（社）苫法会平取支部通常総会 

平成２３年 ５月３０日（社）苫法会厚真支部通常総会 

平成２３年 ６月 ７日（社）苫法会鵡川支部通常総会 

 

（３） （社）苫小牧地方法人会青年部会・女性部会総会 

平成２３年 ５月２６日 (社)苫法会青年部会総会          グランドホテルニュー王子 

平成２３年 ５月２６日 (社)苫法会女性部会総会          グランドホテルニュー王子 

 

（４） 道法連・全法連総会等  

平成２３年 ５月２４日（社）北海道法人会連合会総会          阿部会長・板谷副会長 

平成２３年 ５月２１日（社）北海道法人会連合会青年部会連絡協議会総会 

平成２３年 ５月２３日（社）北海道法人会連合会女性部会連絡協議会総会  相馬部会長他２名 

 

（５） 理事会等 

ア．（社）苫小牧地方法人会  

平成２３年 ５月１７日（社）苫法会理事会             グランドホテルニュー王子 

平成２３年１０月１２日（社）苫法会理事会             グランドホテルニュー王子 

 

イ．道法連 

平成２３年 ５月２４日（社）道法連常任理事・理事会          阿部会長・板谷副会長 

平成２３年 ８月１８日（社）道法連常任理事・理事会   阿部会長・板谷副会長・大野専務理事 

平成２３年１２月 ７日（社）道法連常任理事・理事会                阿部会長 

 

（６） 事務局長会議  

平成２３年１２月１３日（社）苫法会事務局連絡会議        グランドホテルニュー王子                 

平成２４年 １月３０日（社）道法連専務理事等連絡会議 

                   

 

 

 



 

（７） その他の会議 

平成２３年 ４月 ７日 全法連第１回税制小委員会                 阿部会長 

平成２３年 ４月１５日（社）苫法会旧日高支部役員会           日高町商工会館支所 

平成２３年 ４月２６日（社）苫法会苫小牧支部正副会長・常任理事会議         於久仁 

平成２３年 ４月２７日（社）苫法会早来支部役員会              安平町商工会館 

平成２３年 ４月２７日（社）苫法会平取支部役員会              平取町商工会館 

平成２３年 ４月２８日（社）苫法会総務委員会              苫小牧経済センター 

平成２３年 ４月２８日（社）苫法会女性部会役員会         グランドホテルニュー王子 

平成２３年 ５月１０日（社）道法連第２回役員等選考特別委員会           阿部会長 

平成２３年 ５月１０日（社）苫法会青年部会役員会            苫小牧経済センター 

平成２３年 ５月１０日（社）苫法会追分支部理事会          安平町商工会館追分支所 

平成２３年 ５月１１日（社）苫法会正副会長会議          グランドホテルニュー王子 

平成２３年 ５月１１日（社）苫法会厚真支部理事会              厚真町商工会館 

平成２３年 ５月１１日（社）苫法会穂別支部理事会           むかわ町商工会穂別支所 

平成２３年 ５月１６日（社）苫法会旧門別支所役員会            日高町商工会館本所 

平成２３年 ５月１８日（社）道法連税制委員会正副委員長並びに委員会   阿部会長・板谷副会長 

平成２３年 ５月２０日 全法連第２回税制小委員会                  阿部会長 

平成２３年 ５月２５日（社）苫法会女性部会正副会長会議       グランドホテルニュー王子 

平成２３年 ６月  ３日（社）苫法会女性部会役員会          グランドホテルニュー王子 

平成２３年 ６月 ７日（社）苫法会鵡川支部役員会              むかわ町商工会館 

平成２３年 ６月 ９日 全法連第１回税制委員会                   阿部会長 

平成２３年 ６月１７日（社）苫法会女性部会正副部会長会議      グランドホテルニュー王子 

平成２３年 ６月３０日（社）苫法会女性部会役員会          グランドホテルニュー王子 

平成２３年 ７月１３日（社）苫法会厚真支部理事会               厚真町商工会館 

平成２３年 ７月２７日 全法連第１回税制・税務小委員会                阿部会長 

平成２３年 ８月 １日（社）道法連税制委員会              阿部会長・板谷副会長 

平成２３年 ８月２２日 全法連第２回税制・税務小委員会                阿部会長 

平成２３年 ９月 １日（社）苫法会青年部会・女性部会合同正副部会長委員長会議 苫小牧経済ｾﾝﾀｰ 

平成２３年 ９月 ６日 全法連第 1回税制・税務委員会                阿部会長 

平成２３年 ９月 ７日（社）苫法会女性部会総務委員会        グランドホテルニュー王子 

平成２３年 ９月１２日（社）苫法会女性部会会場部会         グランドホテルニュー王子 

平成２３年 ９月１４日（社）苫法会女性部会エクスカーション懇親会部会   苫小牧経済センター 

平成２３年 ９月１６日（社）苫法会女性部会総務部会         グランドホテルニュー王子 

平成２３年 ９月２０日（社）苫法会女性部会役員会          グランドホテルニュー王子 

平成２３年 ９月２９日（社）苫法会女性部会役員会          グランドホテルニュー王子 

平成２３年１０月 ５日（社）苫法会女性部会正副部会長会議         苫小牧経済センター 

平成２３年１０月１１日（社）苫小牧女性部会役員会             苫小牧経済センター 

平成２３年１０月２４日（社）道法連厚生委員会                    水野理事 

平成２３年１１月１０日（社）苫法会早来支部役員会               安平町商工会館 

平成２３年１１月１６日（社）道法連組織委員会 

平成２３年１２月１３日（社）苫法会福利厚生委員会          グランドホテルニュー王子 



 

平成２４年 ２月１０日（社）道法連厚生委員会                  水野理事 

平成２４年 ２月１５日 全法連税制セミナー                     阿部会長 

平成２４年 ２月１６日 全法連第３回税制・税務委員会                 阿部会長 

平成２４年 ２月１６日 全法連第４回税制・税務小委員会                阿部会長 

平成２４年 ２月１７日（社）道法連研修委員会                   古戸副会長 

平成２４年 ２月２７日（社）苫法会平取支部第２回役員会                そば藤 

平成２４年 ３月１４日（社）苫法会鵡川支部役員会                    鳥天 

平成２４年 ３月２１日（社）苫法会白老支部役員会               白老町商工会館 

平成２４年 ３月２２日（社）苫法会鵡川支部役員会              むかわ町商工会館 

 

 

４．監 査  

平成２３年４月１４日 （社）苫法会白老支部監査 

平成２３年４月２５日 （社）苫法会追分支部監査 

平成２３年４月２７日 （社）苫法会鵡川支部監査 

平成２３年５月 ９日 （社）苫法会旧日高支部監査 

平成２３年５月１１日 （社）苫法会穂別支部監査 

平成２３年５月１１日 （社）苫小牧地方法人会監査 

平成２３年５月１３日 （社）苫法会厚真支部監査 

平成２３年５月１３日 （社）苫法会早来支部監査 

平成２３年５月１６日 （社）苫法会旧門別支部監査 

平成２３年５月２７日 （社）苫法会平取支部監査 

 

 

５．事 業 関 係 

（１） 税務に関する研修 

平成２３年 ４月 ６日 

～ ６月１０日 初級簿記講座                    苫小牧経済センター 

平成２３年 ４月１４日（社）苫法会白老支部税務研修会（総会時）          白老経済センター 

平成２３年 ５月１１日（社）苫法会穂別支部税務研修会（総会時）       むかわ町商工会穂別支所 

平成２３年 ５月１６日（社）苫法会日高支部税務研修会（総会時）          日高町商工会本所 

平成２３年 ５月２３日（社）苫法会早来支部税務研修会（総会時）           安平町商工会館 

平成２３年 ５月２４日（社）苫法会追分支部税務研修会（総会時）     追分ふれあいセンターいぶき 

平成２３年 ５月２７日（社）苫法会平取支部税務研修会（総会時）           平取町商工会館 

平成２３年 ５月３０日（社）苫法会厚真支部税務研修会（総会時）           厚真町商工会館 

平成２３年 ６月 ７日（社）苫法会鵡川支部税務研修会（総会時）          むかわ町商工会館 

平成２３年 ７月 １日 税の絵葉書コンクール                       女性部会 

平成２３年１０月 ７日 租税教室研修                           青年部会 

平成２３年１１月 ８日 租税教室（植苗教室）                       青年部会 

平成２３年１１月１５日 納税表彰式                            阿部会長 



 

平成２３年１１月２８日 白老町租税教育推進懇話会                     川田副会長 

平成２３年１２月 ５日 苫小牧租税教育推進協議会定期総会                  阿部会長 

平成２３年１２月 ８日（社）苫法会早来支部税務研修会（２回目）            安平町商工会館 

平成２３年１２月 ９日 租税教室（豊川小学校）                       青年部会 

平成２４年 ２月１５日 全法連税制セミナー                         阿部会長 

 

（２） その他の研修 

ア． 平成２３年 ４月２２日 公益法人研修会 

全法連コンサル導入研修会 

 

イ． 平成２３年 ６月 ６日 公益法人研修会 

全法連コンサル導入研修会 

 

ウ． 平成２３年 ７月 １日 公益法人研修会 

全法連コンサル導入研修会 

 

エ． 平成２３年１０月１２日（社）苫法会理事会における研修 

テーマ「税務署長雑感」 

講 師 苫小牧税務署長 岡本晃一氏 

 

オ． 平成２３年１１月１６日 （社）道法連組織委員会における研修 

① テーマ「税務行政における社会変化への対応」 

講 師 札幌国税局長 橋本元秀氏 

② テーマ「東日本大震災と日本経済」 

        ～どのような復興政策が東日本のみならず日本を救うか？～ 

講 師 経済評論家 中央大学ビジネススクール客員教授 勝間和代氏 

 

カ． 平成２３年１２月 ７日 （社）道法連理事会における研修 

テーマ「会社経営にも役立つ法人監査のあり方」 

講 師 ＯＡＧ税理士法人 野田扇三郎氏 

 

キ． 平成２４年 １月１７日 （社）苫法会青年部会女性部会合同研修会 

テーマ「署長室にて」 

講 師 苫小牧税務署長 岡本晃一氏 

 

ク． 平成２４年 １月２２日 （社）苫法会女性部会研修会 

 

ケ． 平成２４年 １月３０日 （社）道法連専務理事等連絡会議における研修 

テーマ「税制改正の概要」 

講 師 札幌国税局 課税第二部法人課税課 課長補佐  久恵茂樹氏 

      〃       〃      主査    千葉 学氏 



 

コ． 平成 24年 2月 17日 （社）道法連研修委員会における研修 

テーマ「税制改正の概要」 

講師 札幌国税局 課税第二部法人課税課 課長補佐  久恵茂樹氏 

     〃       〃      主査    千葉 学氏 

 

（３） 記念講演会等 

ア． 平成２３年 ６月２４日 （社）道法連青年の集い網走大会 

テーマ「明るい未来にむけた青少年の育成」～スピードスケートのコーチングを通して～ 

講 師 信州大学教育学部教授 日本スケート連盟スピード強化副部長 結城匤啓氏 

 

イ． 平成２３年 ９月 ８日 全道大会小樽大会 

テーマ「地域密着で全国マーケットへ」 

講 師 ㈲ダテハキ取締役会長  守和彦氏 

 

ウ． 平成２３年１０月 ６日 全国大会神奈川大会 

テーマ「日本の歩むべき道」 

講 師 元内閣総理大臣 小泉純一郎氏 

 

エ． 平成２３年１０月１４日 （社）道法連女性部大会苫小牧大会 

テーマ「２１世紀型“いい男”とは」 

講 師 エイジングスペシャリスト 朝倉匠子氏 

 

オ． 平成２４年 １月２５日 （社）苫小牧地方法人会新年交礼会 

テーマ「畳一畳、箸一膳からつかんだ勝利への鉄則」 

講 師 ㈲商売繁盛応援団団長 ㈲せいわ箸店顧問（前社長） 木越和夫氏 

 

（４） 諸大会の参加 

ア． 第２１回北海道法人会連合会青年部会全道青年の集い （網走市）  

平成２３年 ６月２４日 

参加人数 ５名 

会場 オホーツク文化交流センター 

 

イ． 第４９回（社）北海道法人会連合会全道大会（小樽市） 

平成２３年 ９月 ８日 

参加人数 ３３名 

会場 小樽市民会館 

 

ウ． 第２８回全国大会  神奈川県 

平成２３年１０月 ６日  

参加人数 ２名 

会場 パシフィコ横浜国立横浜国際会議場 



 

エ． 第１２回 （社）北海道法人会連合会女性部会全道大会 （苫小牧市） 

平成２３年１０月１４日 

会場 グランドホテルニュー王子 

 

（５） 税制改正意見活動 

平成２３年１１月 ２５日（自治体）（苫小牧市長）に対する平成２４年度税制改正要望  

平成２３年１１月 ２５日（自治体）（苫小牧市議会議長）に対する平成２４年度税制改正要望 

 

（６） 広報活動 

ア. 会報作成配布 

イ. ほうじん（季刊誌）の配布 

ウ. 税を考える週間行事 

エ. 新設法人税務研修会 

オ. 納税表彰式 

カ. 野立て看板の設置 

キ. 租税教室 

ク. 絵葉書コンクール 

ケ. ホームページによる情報発信 

 

（７） 社会貢献活動 

ア． 第３２回「とまこまいふれあい広場」行事参加 

青年部会・女性部会が主体となり身障者へのゲーム等のサポート 

焼き鳥・ソフトクリーム等を販売し益金を社会福祉協議会に寄付をした。 

 

イ． （社）苫小牧地方法人会青年部会・女性部会合同環境美化事業 

平成２３年９月１７日に苫小牧経済センター苫小牧市民活動センター・表町公園周辺のご

み拾いを実施した。 

 

ウ． （社）苫小牧地方法人会 

平成２３年４月環境美化事業にて苫小牧市錦大沼公園にて造成している「市の花」ハナシ

ョウブ２千株を寄贈した。 

 

エ． （社）苫小牧地方法人会白老支部 

白老町商工会等と春と秋に植栽及び町内清掃活動と花壇整備を実施した。 

乳幼児用遊具をＮＰＯ法人お助けネットに寄贈した。 

 

オ． （社）苫小牧地方法人会追分支部 

安平町・追分盆踊り実行委員会と共催し安平町追分盆踊り大会に運営費を助成した。 

 

カ． （社）苫小牧地方法人会厚真支部 

「厚真を元気にする会」と共催し６月に環境美化事業の一環として花壇整備等を行った。 

 

キ．（社）苫小牧地方法人会 

  苫小牧市立図書館市民文庫に図書を寄贈した。 

 

ク．（社）苫小牧地方法人会鵡川支部 



 

  むかわ町新生通り沿道の花壇整備を行った。 

 

ケ．（社）苫小牧地方法人会日高支部 

  平成２４年３月１５日 日高町役場に車椅子（２台）を寄贈した 

６．親 睦 行 事 

会員相互の融和団結を図るため次のとおり親睦行事を実施した。 

平成２３年 ９月１７日 （社）苫法会青年部会・女性部会合同パークゴルフ大会 ノーザンホースパーク 

平成２３年 ８月２４日 （社）苫法会近隣地区交流会                    安平町 

平成２３年 ９月１４日 （社）苫法会白老支部合同親睦ゲーリング大会        白老町商工会館 

平成２３年１０月 ２日 （社）苫法会平取支部三誘会パークゴルフ大会           二風谷 

平成２３年１０月１８日 （社）苫法会青年部会・女性部会合同ゴルフ大会     北海道ゴルフ倶楽部 

平成２３年１０月２７日 （社）苫法会親睦ゴルフ大会           苫小牧ゴルフリゾート７２ 

平成２３年１１月 ６日 （社）苫法会親睦釣り大会                    苫小牧沖 

平成２４年 １月１７日 （社）苫法会青年部会・女性部会合同新年交礼会  グランドホテルニュー王子 

平成２４年 １月２５日 （社）苫小牧地方法人会新年交礼会        グランドホテルニュー王子 

 

 


