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添付④：式次第・各議案の概要 

 

西豪州日本人会 2016 年度定時総会  式次第 
 

 

１．開会（定足数確認） 

 

２．会長挨拶 

 

３．総領事挨拶 

 

 

 

４．第１号議案 ： ２０１６年度活動報告 

 

５．第２号議案 ： ２０１６年度会計・監査報告の承認（通常決議） 

 

６．第３号議案 ： パース日本商工会議所（JCCIP Inc）の解散（予定）（報告） 

             
            ※西豪州日本人会が”Japan Chamber of Commerce and Industry Perth”を Business  

                             Name として使用する Australian Securities and Investments Commission への申請が 

                             許可される事を条件に、JCCIP Inc の臨時総会（同日開催予定）で JCCIP Inc 解散を決議 

             する予定です。 

                         

 ※西豪州日本人会商工部会がパース日本商工会議所（Japan Chamber of Commerce 

               and Industry Perth（”JCCIP”と略す））を対外名称として活動する事に今後も変更 

                              ありません。 

 
            ※西豪州日本人会は JCCIP Inc の会員ですが、JCCIP Inc 総会においての議決権は 

              有しておりません（JCCIP Inc 会則 第 9 条）。但し、JCCIP Inc の解散に関する十分な 

              検討を経て、西豪州日本人会 統一理事会、及び商工部会役員会で本件推進が承認 

              されております。 

 

 

７．第４号議案 ： 会則変更（軽微な修正）（重要事項の決議） 

 

８．第５号議案 ： ２０１７年度役員の選任（通常決議） 

 

９．その他の事項（自由討議） 

 

１０．西豪州日本人会 新役員挨拶 

 

１１．閉会 

 

１２．懇親会、お食事 

 

 

（各議案の概要は以下添付の通り） 
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 （第 1 号議案） 

2016 年度活動報告 

（１）会員数 

 2016 年度（2017 年 3 月現在） 2015 年度（2016 年 3 月現在） 

個人会員数 315 名 

夫婦・家族会員を含め 422 名 

329 名 

夫婦・家族会員を含め 429 名 

法人会員数 52 社 57 社 

 

（２）主催行事 

 

＜全部会合同＞ 

 

イベント 活動概要 

忘年会 開 催： 2016 年 11 月 30 日（木） 

会 場： Hyatt Regency Perth 

参加者： 183 名 

年次総会 

 

開 催： 2017 年 3 月 23 日（木）＜予定＞ 

会 場： Mt Lawley Golf Club 

 

 

＜個人部会＞ 

 

イベント 活動概要 

ボウリング大会 開 催： 2016 年 7 月 26 日（日） 

場 所： Melville Super Bowl 

参加者： 約 105 名（内子供 26 名） 

カラカッタ日本人墓地清掃 開 催： 2017 年 2 月 5 日（日） 

場 所： カラカッタ日本人墓地 

参加者： 約 50 名 

Clean Up Australia（日本人学校と合同） 開 催： 2017 年 3 月 5 日（日） 

場 所： City Beach 

参加者： 約 50 名 
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＜商工部会＞ 

 

イベント 活動概要 

第 1回 JCCIPセミナー（KPMG共催） 

「グローバル化に伴い期待される CFO の役割

について」 

講師：KPMG 

開 催： 2016年 7月 6日（水） 

場 所： KPMG 

参加者： 27名 

   

衆議院議員との昼食会 

 竹本、奥野衆議院議員、在パース総領事館

領事ほか  

開 催： 2016年 8月 19 日（金） 

場 所： Zafferano 

参加者： 副会長・総務理事・理事計 8名 

 

第 2回 JCCIPセミナー（Corrs共催） 

「Responding to Regulatory 

Investigations」 

講師：Corrs 

開 催： 2016年 10月 20 日（木） 

場 所： Corrs Chambers Westgarth  

参加者： 24 名 

 

第 3回 JCCIPセミナー（総領事館共催） 

「日豪経済（インフラ等）・政治情勢」 

講師：在豪州日本国大使館 片江次席公使 

開 催： 2016年 11月 22 日(火) 

場 所： 総領事公邸 

参加者： 35名  

 

全豪日本商工会議所連合総会 

主催：在オーストラリア日本大使館 

開 催： 2016年 11月 14 日(月)15日

(火) 

場 所： キャンベラ 

参加者： 小池会長、増本副会長 

 

新年祝賀レセプション 

共催：総領事館 

開 催： 2017年 1月 23 日(月) 

場 所： 総領事公邸 

参加者： 116名 

 

第 4回 JCCIPセミナー(三井住友銀行共催) 

「豪ドル相場の見方」 

「米中豪から見る世界経済見通し」 

講師：三井住友銀行 

開 催： 2017年 1月 15 日(木) 

場 所： Exchange Tower 会議室 

参加者： 37名 

 

第 5 回 JCCIP セミナー (Herbert Smith 

Freehills共催) 

「Navigating Challenges in Joint-Venture 

arrangements in Australia」 

講師：Herbert Smith Freehills 

開 催： 2017年 3月 15 日(水)＜予定＞ 

場 所：  Herbert Smith Freehills 

参加者：  
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＜学校部会 日本人学校＞ 

 

 

イベント 活動概要 

入学式 4月 13日（水） 

国際交流 

・ 運動会（スカボロ小と合同開催）：8月 26日（金） 

・ 国際フードフェステイバル参加：11 月 13日（日） 

・ 現地校との交流（兵庫文化交流センター） 

・ Hale School との交流、インター校との交流 

体育的行事 
・ マラソン大会 5月 27日（金） 

・ 水泳教室 2月 2日～16日（5回） 

ボランティア 

・「ふれあい訪問」老人ホーム訪問：6月 17日（金） 

・ 日本人墓地清掃：7月 30日（土） 

 

学習的行事 ・ＮＡＰＬＡＮ：5月 10日～13日 

・英語学習日：   6月 30日（木） 

(KANYANA Wildlife Centre、Lesmurdie Falls） 

・遠足 6年（アクア）：10月 20日（木） 

・学習発表会開催：    11月 12日（土） 

・遠足 1・2年（アクア）：11月 16日（水） 

・TOEIC Bridge：  11月 29日（火） 

・職場体験中学部：12月 8日（木）・9 日（金） 

・漢字検定：         1月 13日（金） 

・書き初め会：       1月 13日（金） 

・1・2年児童英検：  2月 2日(木) 

・遠足中学部（シティ）：2月 28日(火) 

・NRT(標準学力検査)：3月 7日(火)～9日(木) 

キャリア教育 
・校外学習 3・4年(ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ):11月 16日(水) 

・街のお店インタビュー、兵庫センター取材等 

砕氷船「しらせ」見学及び交流 11月 30日（水） 

キャンプ 12月 7日（水）～9日（金）小 3～小 6 

聴講週間 1月 16日(月)～27日(金) 

ＰＴＡ関係行事 ・授業参観日：  5月 6日(金)、6月 12日(日)、 

  9月 9日(金)、3月 3日 

・英語科授業参観：5月 26日(木)、12月 1日(木)、 

         3月 2日(木) 

・ＰＴＡ総会：    5月 6日(金)、3月 3日(金) 

・親子レクレーション大会：6月 12日(日) 

・ＰＴＡ研修会：      9月  9日(金） 

・JSPなつまつり 2015：1月 21日(日) 

卒業式 3月 15日(水)＜予定＞ 
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＜学校部会 補習授業校＞ 

 

イベント 活動概要 

始業式 5月 7日 

文化行事 

パース補習授業校祭り 11 月 26 日 

東日本大震災追悼式 3 月 18 日（2017 年） 

ジャパンフェスティバル参加（予定）3 月 25 日（2017 年） 

学習行事 

漢字検定 6 月 19 日 

幼稚部新入生説明会、体験入学並びに面接 2 月 5 日（2017 年） 

また、年間を通して新聞部による校内紙発行、 

休み時間には上級生による「読み聞かせクラブ」による下級生へ

の絵本等の読み聞かせ活動が行われた。 

終業式 4 月 8 日（2017 年）＜予定＞ 

 

 

（３）その他活動 

• 月例日本人会ゴルフコンペの開催 

• 理事会の開催 （統一理事会 5 回、商工部会 5 回、個人部会 4 回、学校部会 7 回） 

• 会報の発行 （2016 年 6 月、8 月、12 月、2017 年 3 月計 4 回発行） 

• 学校部会理事、日本人学校運営理事会・補習授業校運営理事会に参加 

• 日本祭りへの協賛 (2017 年 3 月 22、25 日予定)  

• Curtin University, Edith Cowan University, Murdoch University, University of WA の 

日本語教育に対し寄付を行い、優秀者授賞式に参加 
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（第２号議案）   2016 年度 会計・監査報告（通常決議） 

 

2016 年度の会計・監査報告をご承認頂きたいと存じます。 

 

※ 会計・監査報告は定時総会当日に配布致します。 

 

 

 

 

 

 

 

（第３号議案）   パース日本商工会議所（JCCIP Inc）の解散（予定）（報告） 

             

※西豪州日本人会が”Japan Chamber of Commerce and Industry Perth”を Business Name として 

   使用する Australian Securities and Investments Commission への申請が許可される事を条件に、 

  JCCIP Inc の臨時総会（同日開催予定）で JCCIP Inc 解散を決議する予定です。 

                         

※西豪州日本人会商工部会がパース日本商工会議所（Japan Chamber of Commerce and Industry 

   Perth（”JCCIP”と略す））を対外名称として活動する事に今後も変更ありません。 

 

※西豪州日本人会は JCCIP Inc の会員ですが、JCCIP Inc 総会においての議決権は有しておりませ 

  ん（JCCIP Inc 会則 第 9 条）。但し、JCCIP Inc の解散に関する十分な検討を経て、西豪州日本人 

   統一理事会、及び商工部会役員会で本件推進が承認されております。 

 

※案件概要に就きましては、次項以降をご参照下さい。 
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パース日本商工会議所（JCCIP Inc）の解散 案件概要 

 

1. 解散の目的 

• 2010 年の三会統合後、西豪州日本人会商工部会はパース日本商工会議所（Japan Chamber 

of Commerce and Industry in Perth（”JCCIP”と略す）を対外名称として活動してきたが、その

対外名称を保護する為に、2011 年に法人組織としてパース日本商工会会議所（Japan 

Chamber of Commerce and Industry in Perth, Inc.（”JCCIP Inc”と略す）を設立。 

• JCCIP Inc を解散する事で、三会統合の基本理念に基づく組織運営（実態）と、法人登記（日本

人会関連組織のストラクチャー）を揃る事で、JCCIP と JCCIP Inc の二本立て組織が併存する

事に伴い生じる混乱や煩雑さの解消が目的。 

• 西豪州日本人会商工部会がパース日本商工会議所（Japan Chamber of Commerce and 

Industry Perth）として活動する事に、今後も変わりない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 経緯 

【三会統合前後】 

• 2010 年 3 月の旧 JCCIP 臨時総会で、旧 JCCIP の西豪州日本人会への統合、及び解散を承

認。西豪州日本人会・パース日本商工会議所・パース日本人学校理事会の 3 組織（別法人

格）が統合（いわゆる三会統合）し、現在の西豪州日本人会が誕生。 

• 西豪州日本人会商工部会の対外名称である JCCIP という名称を保護する為、西豪州当局に

JCCIP を business name 登録する申請を Department of Commerce（DoC）宛てに 2010 年 7

月に提出したが、西豪州日本人会商工部会の活動は Business Name Act 1967 で規定する

Business に該当しない、との理由で申請は却下された。 

• 上記経緯により、JCCIP という名称を保護する為に、法人組織としての JCCIP Inc を再度設立

する以外に選択肢がなく、新 JCCIP を 2011 年に設立。 

【2016 年度における見直し】 

• 基本的には 2010 年 7 月当時のコンセプトに沿い、①西豪州日本人会が JCCIP という

Business Name を登録し、使用する（ASIC 許可が必要） ②JCCIP Inc の解散を目指す事に変

わり無い。 

• 当時と状況が異なるのは、①JCCIP の活動を ASIC により正しく説明する事で JCCIP という

business name の使用許可を得られる可能性があると考えられる ②Business name を登録す

る法規・管理当局が変更された事（Business Names Registration Act 2011、Australian 

Securities and Investments Commission（ASIC）管轄） 

 

●西豪州日本人会商工部会の運営管理が目的

個人部会 ●実質的な活動は全て西豪州日本人会商工部会が担う

●JCCIP Incが存在する事で、パース日本商工会議所という名称を保護

商工部会

※対外名称は「パース日本商工会議所」 【在り姿】
   (Japan Chamber of Commerce and Industry Perth "JCCIP") ●西豪州日本人会がJCCIPというbusiness nameを登録し、

学校部会                     ※変更後の名称    使用出来るようにする(JCCIPの名称保護)

●JCCIP Incを解散する事で、JCCIPとJCCIP Incが併存する

   事で生じる混乱や煩雑さを解消

西豪州日本人会 (JAOWA Inc)
パース日本商工会議所 

Japan Chamber of Commerce and Industry in Perth, Inc. (JCCIP Inc)
解散活動

変わらず



8/10 

3. 解散に向けた手続き 

• 解散に向けた手続きは大きくパース日本商工会議所（JCCIP Inc）の臨時総会で JCCIP Inc の

解散を決議するのは、以下ステップ②まで完了した場合のみ。 

 

【手続き概要】 

① JCCIP Inc が、JCCIP という business name を ASIC に登録。 

• 登録申請を、2017 年 2 月 8 日に ASIC へ申請 

• Business name として”Japan Chamber of Commerce and Industry in Perth”を申請し

たが、JCCIP Inc との名称が近似している為にシステム上で受理されず。代りに、in

を抜かした”Japan Chamber of Commerce and Industry Perth”で申請。 

• これに伴い、西豪州日本人会会則の 32 条で定められている商工部会の対外名称の

英語名称を変更。（和文名称である「パース日本商工会議所」は変更なし） 

• “Chamber of Commerce”という名称使用に対し、Ministerial Consent が必要と判断さ

れた為に、2017 年 2 月 20 日に Ministerial Consent 取得の申請書を ASIC に提出

（2010 年当時の手続きと同様） 

• 上記審査に約 1 ヶ月掛かる見込み1 

 

② 登録後、この business name を JCCIP Inc から西豪州日本人会へ transfer する申請書

を ASIC に提出。（所要日数は短期間） 

 

③ 西豪州日本人会への transfer が登録された後、JCCIP Inc 総会で JCCIP Inc の解散、

及び銀行預金を含めた残余財産の西豪州日本人会への分配を決議 

• JCCIP Inc の資産処分後、DoC、及び ATO に対し必要な解散手続きを行う。 

 

以 上 

 

 

                                                 
1 Ministerial Consent の内容が、西豪州日本人会が JCCIP という名称使用を許可するものであれば、ステップ②は省略。

（代わりに、JAOWA が JCCIP という business name を ASIC に登録する申請のみを行う） 
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（第４号議案）  会則の変更（軽微な修正）（重要事項の決議） 

 

西豪州日本人会の会則を昨年度一部変更致しましたが、条文間の相互参照等の誤りを修正すべく、

以下案の通り変更致したく存じます。 

現行 改定（案）  赤字下線箇所 説明・アクションプラン 

（個人部会） 第３３条  

個人部会は第２５条（４）項、第３４条及び第３５

条に基づき、会員資格を得た個人により構成さ

れる。 

 

（個人部会） 第３３条  

個人部会は第２５条（２）項、第３５条及び第３６

条に基づき、会員資格を得た個人により構成さ

れる。 

第２５条の改訂に伴い、本条項で

参照されている第２５条（４）は、

同（２）に訂正されるべきであった

点を修正。 

第２８条（休会）が新たに加わった

事に伴い、本条項で参照されて

いる第３４、３５条は、それぞれ第

３５、３６条の訂正されるべきであ

った点を修正。 

（対外名称） 第３２条 

（１）商工部会の対外名称はパース日本商工会

議所（Japan Chamber of Commerce and 

Industry in Perth）とする。 

（２）本条（１）項の対外名称を保護するため、法

人格を有するパートナーシップとしてパース日

本商工会議所を設立し、商工部会役員および

本組織がその会員になるものとする。 

（対外名称） 第３２条  

（１）商工部会の対外名称はパース日本商工会

議所（Japan Chamber of Commerce and 

Industry in Perth）とする。 

（２）本条（１）項の対外名称を保護するため、法

人格を有するincorporated associationとしてパ

ース日本商工会議所を設立し、商工部会役員

および本組織がその会員になるものとする。 

 

パース日本商工会議所の法人格

はincorporated associationであ

り、英文会則は正しく記載されて

いる一方で、和文会則は「パート

ナーシップ」と記載されている点

を修正。 

（個人部会員資格） 第３５条 

個人部会員資格は、以下のいずれかを満たす

こととする。 

（１）西豪州在住の日本国籍を有する者もしくは

過去に日本国籍を有した者並びにその配偶者

及び家族、或いは、日本の永住権を取得して

いる外国籍者及びその配偶者及び家族。 

（２）第２５条（４）項により商工部会員たる法人

から届出がなされた社員 

（３）その他、統一理事会が個人部会員として

入会を承認した者。 

（個人部会員資格） 第３５条 

個人部会員資格は、以下のいずれかを満たす

こととする。 

（１）西豪州在住の日本国籍を有する者もしくは

過去に日本国籍を有した者並びにその配偶者

及び家族、或いは、日本の永住権を取得して

いる外国籍者及びその配偶者及び家族。 

（２）第２５条（２）項により商工部会員たる法人

から届出がなされた社員 

（３）その他、統一理事会が個人部会員として

入会を承認した者。 

 

第２５条の改訂に伴い、本条項で

参照されている第２５条（４）は、

同（２）に訂正されるべきであった

点を修正。 

 

附 則 

２０１０年３月３０日 制定 

２０１１年３月２９日 改定１ 

２０１６年３月２４日 改定２ 

 

附 則 

２０１０年３月３０日 制定 

２０１１年３月２９日 改定１ 

２０１６年３月２４日 改定２ 

２０１７年３月２３日 改定３ 

 

２０１７年３月開催予定の総会で

本改定を決議予定 

英語版 会則 

 

英語版会則 

上記変更を２０１７年３月開催予定の総会で決

議後、英文会則も同様に変更し、Department 

of Commerceに申請 

総会で和文会則の変更を決議

後、30日以内にDepartment of 

Commerceに届出必要 

届出後、統一理事会で報告 

(統一理事会) 第２２条 

（５）統一理事会は、下記事項の任に当たる。 

g) 名誉法律顧問の任命 

(統一理事会) 第２２条 

（５）統一理事会は、下記事項の任に当たる。 

g) 名誉法務顧問の任命 

（名誉法務顧問）第７条の規程

「統一理事会は有資格者の中か

ら名誉法務顧問を任命する事が

できる。」と表現に相違あった点

を修正。 

(対外名称)  第３２条 

（１）商工部会の対外名称はパース日本商工会

議所(Japan Chamber of Commerce and 

Industry in Perth)とする。 

(対外名称)  第３２条 

（１）商工部会の対外名称はパース日本商工会

議所(Japan Chamber of Commerce and 

Industry Perth)とする 

inを削除。JAOWAがJCCIPという

business nameを使うASIC許可を

得る一環で、in無しの名称しか申

請できなかった為。このASIC許

可が得られた場合にのみ、会則

を変更する。 
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（第５号議案）   2017 年度役員の選任（通常決議） 

 

2017 年度の役員選任案をご承認頂きたいと存じます。 

 

※ 役員の選任案は定時総会当日に配布致します。 

 

 

以 上 

 

 

 


