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通常総会開催
第第3377回回

〈全議案を承認可決〉
　京都税理士協同組合の第37回通常総会が、８月７日京
都ホテルオークラで開催された。
　開催に先だち、本年度中にご逝去された23名の組合員
の氏名が読み上げられ、小山守組合員（都山流竹琳軒大
師範小山菁山）が奏でる尺八の音と共に黙祷を捧げご冥
福をお祈りした。
　堀田芳孝専務理事司会のもと、廣瀬伸彦理事長が挨拶
を述べた。司会者が議長の選任を議場に諮ったところ、
司会者一任の声により右京支所篠田展俊組合員が議長と
なり議事に入った。
　第１号議案　第37期（自平成20年６月１日至平成21年
５月31日）事業報告及び財務書類承認の件について、事
業報告は辰巳修偉総務担当専務理事により、財務書類の
説明は田中英文総務委員長により行われた。
　その後、田中守監事より監査報告がされた。
　事業報告では、今般の情勢下においても当組合は前期
を超える収益を確保することができた。これは偏に組合
員等の力添えがあったことであると感謝の念を表明され
た。また、近畿税理士会からの支部交付金が減額される
という事態に対して、当組合は支所に対する交付額を550
万円増額し総額2,250万円という施策により対処したこと。
無料税務相談室への来所者は371名にのぼり、今後も地域
に密着した心強い安心できる税理士として社会貢献の一
翼を担う組合として努力を続ける等の報告がなされた。
　第２号議案　定款一部変更承認の件については、岸忠
法規委員長より「第１章総則第５条　本組合の公告は、
本組合の掲示場に掲示することにより行う」との提案が
あった。
　第３号議案　第38期（自平成21年６月１日至平成22年
５月31日）事業計画及び収支予算（見積損益計算書）に
ついても、辰巳修偉総務担当専務理事、田中英文総務委
員長よりの提案があった。事業計画に関しては、私共の
お客様である中小零細企業の経営環境の悪化が続くと思
われるが、そのようなピンチをチャンスに変えるべき、
より誠実に、より効率よくサービスと情報を提供するこ
とにより展望が開けると確信していること。そのために
も組合員等の支援と協力をお願いしたい旨の報告があっ
た。

　第４号議案　役員任期満了につき改選の件については、
定款第30条第６項ただし書の定めによる投票以外の方法
（総会出席議決権者の３分の２以上の決議）により理事55
名監事５名が選任された。
　第５号議案　借入金最高限度額承認の件に関しては、前
年と同額の１億5,000万円としたい旨説明があった。
　各議案とも質問者もなく、原案どおり承認可決され議長
は議事の終了を告げ降壇した。
　続いてご来賓の紹介があり、代表して大阪国税局総務課
課長補佐往西丈夫様外３名の皆様よりご祝辞を賜った。最
後に平澤政治副理事長が閉会の辞を述べて総会は終了した。
 （広報委員　間嶋利行）
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　去る８月７日の通常総会とその後の理事会において理事
長に選任され、その責任の重さをひしひしと感じ身の引き
締る思いですが、お引き受けしたからには専心努力をして、
京税協発展のために頑張って参ります。
　創立37年を迎え、念願の会館も５年前に完成し財政基盤
も安定し盤石です。これは偏えに先輩諸先生をはじめ組合
員先生方の努力の賜であり、深く敬意を表する次第です。
また、組織と運営の面では、前理事長が大幅な改革をされ、
私も４年間副理事長として一緒に仕事をしておりましたの
で、これ迄の改革を踏まえて、総会でご承認いただいた事
業計画と予算を基本に組合を運営して参ります。
　組合の更なる発展を考える時、財政の安定が不可決であ
り、そのためには組合収入の80％を占める保険部門の収入
増を図ることが最重要課題です。リーマンショック以来大
変厳しい環境ですが、この苦境を何としても乗り切らねば
ならないと考えております。
　それには、提携生保会社と全税共参加保険会社のご協力

をいただくと共に、より効果的な推進策を実施してまいり
ます。
　また、事業部門に関しては提携企業の見直しと利用の促
進を考え、研修等においては先生方のニーズを先取りした
税法に限らない幅の広い講座を実施します。
　そして、税務便覧については組合唯一の手作り商品とし
て、更なる拡販と先生方のご利用をお願いします。
　総務関係では事業分量配当の実施を進めていきたいと念
願しております。これこそ相互扶助の精神に基づく組合の
利益共有に相応しいものと考えております。
　更に、支所会計の抜本的な見直しと、組合の組織率の向
上にも取り組みたいと考えております。
　他にも課題は山積しておりますが、新役員が一丸となっ
て組合発展のために全力を尽して参りますので、先生方の
ご支援とご協力をお願い申し上げまして、就任のごあいさ
つといたします。

新理事長あいさつ

京税協の更なる発展を

廣 瀬 伸 彦

　二期４年間の理事長職を退任するに当たり、組合員をは
じめ役員、職員の皆様方に大変お世話になり有難く厚くお
礼申し上げます。
　京税協では監事、理事、常務理事、副理事長、理事長と
役職をいただき多くの思い出があります。特に印象に残っ
ている事は、会館の移転と理事長４年間です。
　長い間旧会館へのアクセスの悪さを心に留めながら土地
問題を含めて大きな投資が必要であり、とても手の出ない
話と思われていました。
　土地価格の下落もあって市内中央の交通至便な場所を求
めることが出来る様になり立派な新会館を竣工することが
出来ました。その新会館での理事長４年間は大変に充実し
た職務に携わることが出来たことに感謝いたしております。
　役員や委員の先生方と京税協のため組合員に対して何が

出来るかと、従来の施策にない新しいことを考え、実行す
ることにご協力をいただきました。先生方と会議で話し合
ったことや、事務局の改革に色んな智恵を出し合ったこと
など数多くの思い出があります。改めて感謝申し上げます。
　協同組合は単に出資するだけでなく、組合員が相互扶助
の精神に基づき組合員自らの創意により共同事業を行うと
ころにその特長があります。
　組合員の組合であることを目指して、協同して各種の必
要な事業を行なうことが本質であり、組合の究極の目的は
組合員の経済的地位の向上を図ることにあります。その目
標を目指して理事長として努めさせていただき本当に充実
した４年間でした。改めて厚くお礼申し上げて退任のごあ
いさつといたします。

理事長退任あいさつ

理事長退任に際して

平 澤 政 治
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理事長

平澤　政治

研修委員長
常務理事
近藤　明夫

広報委員長
常務理事
河村　澄子

保険第一担当
理　事

堀田　芳孝

総務担当
理　事

坂部　　浩

総務副委員長
理　事

寺石　光宏

地区連絡副委員長
理　事

中村　裕人

広報担当
理　事

上田　浩嗣

事業担当
理　事

小泉　直樹

総務副委員長
理　事

田中　久喜

保険第二担当
理　事

松村　一郎

研修副委員長
理　事

吉田　正史

広報副委員長
理　事

板倉　義守

保険第二副委員長
理　事

糀田　靖子

広報副委員長
理　事

小林　由香

出版委員長
常務理事
森　　敏行

地区連絡委員長
常務理事

伊島　　睦

保険第二委員長
常務理事

植田　　順

事業委員長
常務理事
田中　　明

総務委員長
常務理事
小山　光博

地区連絡担当
常務理事
西村　公克

地区連絡担当
常務理事

中野　顯一

保険第一委員長
常務理事

安井　伸夫

地区連絡担当
常務理事
志田　育夫

法規委員長
常務理事
岸　　　忠

事業部門担当
副理事長
片野　晏弘

保険部門担当
副理事長

小坂　文夫

総務部門担当
副理事長

辰巳　修偉

総務・地区連絡・保険
部門担当専務理事
田中　英文

広報・法規・情報化・事業
部門担当専務理事
太田　　克

新役員です、よろしくお願いします。
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事業担当
理　事

富村　将之

地区連絡副委員長
理　事

北村光一郎

事業副委員長
理　事

縄田　浩昭

保険第一担当
理　事

小森　良信

地区連絡担当
理　事

小松　慶三
監　事

藤岡　　忍
監　事

南　　利憲
監　事

井戸　巳之
監　事

林　　　正
員外監事

山神　清二

地区連絡担当
理　事

関本　孝一

地区連絡担当
理　事

衣川　憲治

保険第一副委員長
理　事

中井　正紀

地区連絡担当
理　事

川瀬　　明

地区連絡担当
理　事

藤村　良幸

保険第二担当
理　事

新見　和也

地区連絡担当
理　事

堀口　裕弘

法規担当
理　事

髙瀬　哲也

地区連絡担当
理　事

田村　繁和

研修担当
理　事

村瀬　研次

地区連絡担当
理　事

二股　　茂

保険第一副委員長
理　事

村中　研治

地区連絡担当
理　事

髙橋　　健

保険第二担当
理　事

米澤　博充

事業担当
理　事

徳山　智子

研修担当
理　事

本城　治美

保険第二副委員長
理　事

石原　　牧

地区連絡担当
理　事

谷　　明憲

地区連絡担当
理　事

平野　　烈

法規副委員長
理　事

三浦　幹雄

組合発展のため　皆様のご協力をお願いします。
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理事
長

副理
事長

専務
理事 部門 常務理事 理　　事 委　　　員

平
澤　

政
治
（
右
京
）

辰
巳　

修
偉
（
左
京
）

田
中　

英
文
（
右
京
）　　
　

太
田　
　

克
（
上
京
）

総
務
部
門

（総務）
◎小山　光博（宇治）

（総務）
○寺石　光宏（中京）
○田中　久喜（下京）
　坂部　　浩（中京）

（総務）
髙島　良彦（中京）　藤原　智子（中京）
室元　　剛（下京）　舞谷　佳澄（下京）
小山　富央（伏見）

（広報）
◎河村　澄子（左京）

（広報）
○小林　由香（中京）
○板倉　義守（中京）
　上田　浩嗣（下京）

（広報）
市木　雅之（上京）　馬塲佳代子（上京）
間嶋　利行（中京）　北尾　剛久（下京）
伊藤　政宏（右京）　森田　尚子（右京）
梶谷　知代（左京）　名古　千尋（東山）
須藤　　弘（伏見）　上埜　諭子（宇治）
徳田　明子（宇治）

（法規）
◎岸　　　忠（右京）

（法規）
○三浦　幹雄（右京）
　髙瀬　哲也（宇治）

（法規）
吉田　靖司（上京）　山﨑　恒樹（下京）
伊川　禎夫（右京）　田畑　臣雄（左京）
尾川　宣之（東山）　髙屋　豊明（伏見）

（地区連絡）
◎伊島　　睦（東山）
　西村　公克（上京）
　中野　顯一（中京）
　志田　育夫（下京）

（地区連絡）
○北村光一郎（左京）
○中村　裕人（中京）
　谷　　明憲（右京）
　平野　　烈（右京）
　二股　　茂（左京）
　髙橋　　健（東山）
　堀口　裕弘（伏見）
　田村　繁和（宇治）
　関本　孝一（園部）
　衣川　憲治（福知山）
　川瀬　　明（宮津）
　藤村　良幸（舞鶴）
　小松　慶三（峰山）

（地区連絡）
鹿野　幸裕（上京）　中居　　章（下京）
木戸　義人（伏見）　小山　晃司（宇治）
本間　　憲（園部）

小
坂　

文
夫
（
中
京
）

田
中　

英
文
（
右
京
）

保
険
部
門

（保険第一）
◎安井　伸夫（中京）

（保険第一）
○中井　正紀（福知山）
○村中　研治（左京）
　堀田　芳孝（上京）
　小森　良信（園部）

（保険第一）
南　　博光（中京）　吉田　　貢（下京）
松本　光生（右京）　犬飼　利和（東山）
岡本　清臣（伏見）　梅川　大輔（宇治）
廣谷　倫成（峰山）

（保険第二）
◎植田　　順（伏見）

（保険第二）
○糀田　靖子（中京）
○石原　　牧（右京）
　松村　一郎（上京）
　米澤　博充（東山）
　新見　和也（伏見）

（保険第二）
有田　耕介（上京）　横田　　聡（中京）
笹井　雅広（下京）　鴨井　勝也（左京）
米田　　茂（宇治）　松下　　弘（舞鶴）

片
野　

晏
弘
（
宇
治
）

太
田　
　

克
（
上
京
）

事
業
部
門

（事業）
◎田中　　明（伏見）

（事業）
○縄田　浩昭（伏見）
　小泉　直樹（下京）
　富村　将之（下京）
　徳山　智子（伏見）

（事業）
上野　正幸（上京）　永田　幹人（中京）
植松　昌司（中京）　船越　善博（右京）
大橋　康人（右京）　二井　　徹（左京）
蓮沼　　誠（東山）　日浦有里子（東山）
巴山　知樹（宇治）　松岡ゆかり（宇治）

（出版）
◎森　　敏行（左京）

（出版）
入口　純子（上京）　福島　重典（中京）
俣野　玲子（中京）　海沼　芳晴（右京）
馬塲佳代子（上京）　磯林　恵介（下京）
安村　幸子（東山）　久保　美雄（伏見）
樋口ほあき（中京）　奥村　伸司（下京）
髙橋　京子（右京）　田中　久代（左京）

（研修）
◎近藤　明夫（上京）

（研修）
○吉田　正史（上京）
　本城　治美（下京）
　村瀬　研次（宇治）

（研修）
小林　秀樹（上京）　林　　剛史（中京）
村田　裕人（下京）　乗岡　五月（右京）
木下　隆一（左京）　垣木　英宏（伏見）
林　　伯学（峰山）

監　　　事 藤岡　　忍（東山）　南　　利憲（下京）　井戸　巳之（左京）　林　　　正（中京）　山神　清二（員外）

役 員 職 務 分役 員 職 務 分 掌 及び 委 員委 員 名 簿
◎委員長　○副委員長
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　平成21年５月15日、ウエスティン都ホテル京都「山城の　平成21年５月15日、ウエスティン都ホテル京都「山城の
間」において、大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーテ間」において、大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーテ
ィーが開催されました。ィーが開催されました。
　表彰式は、堀田芳孝専務理事の司会により、廣瀬伸彦理　表彰式は、堀田芳孝専務理事の司会により、廣瀬伸彦理
事長の開会の挨拶から始まり、久我文昭大同生命保険事長の開会の挨拶から始まり、久我文昭大同生命保険執行執行
役員近畿地区営業本部長の挨拶へと進みました。役員近畿地区営業本部長の挨拶へと進みました。
　平澤政治副理事長の経過報告の後、受賞者に表彰状並び　平澤政治副理事長の経過報告の後、受賞者に表彰状並び
に副賞の贈呈が行われました。この景気低迷の厳しい状況に副賞の贈呈が行われました。この景気低迷の厳しい状況
のなか、みなさまの頑張りで昨年の41名には及びませんでのなか、みなさまの頑張りで昨年の41名には及びませんで
したが、35名の方々が受賞されました。また最優秀賞にはしたが、35名の方々が受賞されました。また最優秀賞には
５年連続受賞の桐本博之さんを抑え、古本輝子さんが受賞５年連続受賞の桐本博之さんを抑え、古本輝子さんが受賞
されました。最優秀賞の古本輝子さんの「お礼のことば」されました。最優秀賞の古本輝子さんの「お礼のことば」
の後、岡本正人大同生命保険京都支社長の謝辞、そして井の後、岡本正人大同生命保険京都支社長の謝辞、そして井
上玲子副理事長の閉会の挨拶で表彰式は無事終了しました。上玲子副理事長の閉会の挨拶で表彰式は無事終了しました。
　祝賀パーティーは宮川町の芸妓さんたちによる華やかな　祝賀パーティーは宮川町の芸妓さんたちによる華やかな

最優秀賞 古本　輝子
優 秀 賞 奥田由佳理 井上　啓子 藤原　典子
 平井　智子 寺井　惠子 米原　幸子
 河内　良子 成瀬　浩子 桐本　博之
 大銅裕紀子 谷岡　雅世 有馬　里美
努 力 賞 吉田　　梢 大西　玲子 田中　元美
 木地谷良子 荒木都代子 大村　和美
 平方　一美 干場ますよ 齋藤永美子
 塩貝　誠子 三上由里子 関　　永子
 三宅　明美 古沢　佳子 安本　昌美
 井ノ口真里子 峪　　幸子 井上　早苗
 新井ゆう子 井村　美里 岩崎　清美
 糸井　高子

【受賞者ご芳名】

大同生命優秀営業社員
表彰式・祝賀パーティー

5/15/155
ウエスティン都ホテル京都ウエスティン都ホテル京都

（敬称略）

相談役

廣瀬　來三
相談役

清水　久雄
相談役

上田　　寛
相談役

廣瀬　伸彦

相談役

林　伸三郎
相談役

田島　博昭
相談役

吉澤　俊二
相談役

井上　玲子

幕開けのあと、お幕開けのあと、お
楽しみ抽選会など楽しみ抽選会など
も行われ和やかなも行われ和やかな
うちにお開きとなうちにお開きとな
りました。りました。
（広報委員（広報委員
  河村澄子）河村澄子）

相 談 役 紹 介
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　去る６月２日の第29回定期総会におきまして、支部長に
選任されました西村公克です。前支部長小西嘉次先生をは
じめ先輩先生方が築かれた伝統ある上京支部の支部運営を
託され、その重責に身を引き締め努力してまいります。
　また、支部と京都税理士協同組合とは密接な関係であり、
一枚岩となれる様、組合の各事業にも支所長として支部会
員に積極的に参加・協力を自身を含め要請してまいります。
　さて、現在税理士業界を取り巻く環境は規制改革の中で、
その「使命」を改めて再認識し、税理士制度及び社会的認
識を高め、品位保持、資質の向上、職業倫理の高揚を図る
とともに、納税義務者の視点に立った「税務支援」を行な
い、税理士の職能を活かした公益的な業務にも対応するな
ど社会貢献を積極的に展開し、国民の視点から時代に即応
した税理士制度の構築とその確固たる定着に向けて税理士
の社会的地位のより一層の向上を実現し、職域の確保・拡
充を図るとともに電子申告の積極的な推進や書面添付の普
及・定着を図り、税理士業務の信頼性を高める施策を実施
する環境作りに微力ながら支部会員の皆様の御理解・御協
力のもと、側面から裏面から連携と和をもって一丸となっ
て会務運営に努めたいと思います。
　結びにあたり、組合員皆様のご健康とご事業の発展を祈
念いたしましてご挨拶とさせていただきます。

　去る６月３日の支部定期総会におきまして前支部長北村
善和先生より支部長を引き継ぎました志田育夫でございま
す。先輩先生方が築かれた伝統ある下京支部の会務運営を
託され、その責任の重大さに身の引き締まる思いが致しま
す。支部の会務運営には、役員の先生方をはじめ会員先生
皆様のご支援ご協力を得て、精一杯頑張っていく所存でご
ざいますので、よろしくお願い申し上げます。
　さて、われわれ税理士制度を取り巻く環境は、毎年いろ
いろと変化し、また取り組まねばならない課題が山積みで
ございます。この税理士制度を堅持し、国民から信頼され、
期待される税理士制度を確立するためにも支部として様々

な施策を講じ、実行していきたいと思っております。
　また、下京支部としましても組合の各種事業に積極的に
参加協力していきたいと考えております。
　結びにあたりまして組合員皆様のご事業のご発展とご健
勝を祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。

　今年度から２年間、右京支部の支部長を務めさせていた
だくことになりました谷明憲です。
　組合員の皆様、どうぞよろしくお願いします。
　税理士を取り巻く環境は、主たる顧客である中小零細企
業の収益性の低下、廃業等により益々厳しくなっていくこ
とが予想されます。
　そのような現状の中、京税協の果たす役割は益々大きな
ものになると予想されます。
　事業分量配当の充実により、組合員の先生方の事務所経
営に役立てていただき、支所への教育情報費等様々な交付
金により、支部を助けていただくようお願いします。
　そのためにも、京税協の諸事業に対して、支部として、
全面的に応援させていただきたいと考えています。
　支部におきましても、簡素合理化を旗印に、もう一度事
業の内容等を見直し、いかに少ない時間で効率よく業務が
できるかを検討していきたいと考えています。
　今後は、支部に対しても、京税協に対しても、先生方に
時間を割いていただけない時代がやってくるかもしれませ
ん。そんな時代がきても、充分対応できる仕組みを今、考
えていきたいと思います。
　組合員先生方の益々のご協力をお願いします。

　去る６月５日の左京支部定期総会におきまして、支部長
に就任させていただきました二股茂でございます。組合員
の皆様にはどうかよろしくお願い申し上げます。
　左京支部の会員はここ数年130名前後で推移しています
が、この会員数は会員同士お互いの顔が見える適正規模の
支部だと感じています。老若男女和気あいあいとした雰囲
気の中で、研修会や旅行等各種例会行事の参加率も高く、
これは先輩諸先生方のこれまでの支部運営が実りあるもの
であったからであり、その伝統をさらに発展させるために
役員先生及び会員先生方のご支援ご協力を得て、力いっぱ
い頑張っていく所存です。
　永年、京税協の財務担当をお引き受けしてきましたので、
京税協の、京都府下の各支所の運営に対する支援の大きさ
は理解していますし、また支部側から見ても支所に対する

新 支 部 長 就 任
あ い さ つ

右京支部長

谷 　 明 憲

左京支部長

二 股 　 茂
下京支部長

志 田 育 夫

上京支部長

西 村 公 克

【8】 平成21年９月25日



その支援は支部運営に不可欠なものとなっています。京税
協の事業活動への協力は支部活動の基盤強化に繋がるもの
として積極的に進めていきたく考えています。
　結びにあたり、組合員先生方のご事業の発展とご健勝を
祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。

　去る６月５日の東山支部定期総会におきまして、支部長
に就任させていただきました髙橋健でございます。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。もとより、私に支部長の資
質がないことは重々承知しておりますが、支部役員のご協
力と支部会員のご支援をいただきまして、誠心誠意務めて
まいりたいと存じます。今期の役員会のテーマは「楽しく、
元気に、コツコツと！」にさせていただきました。支部会
員の皆様も楽しく、元気に支部事業にご参加していただき
たいと願っています。
　東山支部の会員数は、現在100名に満たない、京都市内
で最も会員数の少ない支部ではありますが、支部活動は常
に活発で、研修事業、税務支援事業、厚生事業、広報事業
など、どの活動にも積極的に取り組んでいます。また、地
域の小中学生に対する租税教育にも力を注いでいます。研
修事業につきましては、左京支部との共同開催により、効
率的かつ効果的に実施しています。
　この支部活動は、財政的に京都税理士協同組合からの支
部交付金なしでは考えられません。支部として、組合の各
種事業に積極的に協力していきたいと考えております。会
員の組合への加入につきましても、積極的に進めていきた
いと思います。
　最後になりましたが、組合員の皆様のご事業の発展とご
健勝を祈念いたしまして、支部長就任のご挨拶とさせてい
ただきます。

　この度、支部役員選考委員会でご推挙頂き、６月５日の
伏見支部定期総会におきまして、支部長としてご承認を賜
りました堀口裕弘です。伝統ある伏見支部の支部長として
の職責の重さをひしひしと感じております。この伝統を汚
さぬよう精一杯頑張る所存でございます。
　現在、税理士制度を取り巻く環境は厳しい変革の真只中
にあります。その環境の中で税理士法の使命にもとづき、
税務支援事業の実施、会計参与制度及び書面添付制度の普
及・定着、電子申告の利用促進、研修事業の充実、租税教
育の推進などを、支部の実状を考慮して行っていきたいと
思っております。そしてこの使命の実行により無償独占の

堅持、税理士制度の維持・発展へと繋がっていくものと考
えております。
　支部運営におきましては、京都税理士協同組合と密接な
関係にあり、伏見支部と致しましては、組合の各種事業に
積極的に参加・協力をして参りたいと思っております。
　最後になりましたが、組合員の皆様方のご事業の益々の
繁栄とご健勝とを心から祈念致しまして、支部長就任のご
挨拶とさせていただきます。

　去る６月２日の支部定期総会におきまして、支部長に選
任されました田村繁和でございます。
　未熟者で支部長の器でもありませんが、選任されました
からには、会務運営に精一杯努力してまいりたいと思いま
すので、どうかよろしくお願い申し上げます。
　宇治支部は、現在200名近くの会員になり、支部役員も
どんどん若返り、より活動的な支部になってきております。
その支部を“心を合わせる、幸せを伸ばす”を合言葉として、
先生方のご協力を仰ぎながら、支部運営を進めていきたい
と考えております。
　そのため、支部の財政面において、京都税理士協同組合
よりの支所交付金は誠にありがたいものになっております。
組合員の一員として、微力ながら組合活動に参加させてい
ただきたいと考えております。
　最後になりましたが、組合員先生方の益々のご健勝とご
事業の発展を祈念いたしまして、支部長就任のご挨拶とさ
せていただきます。

　去る５月21日の第29回峰山支部定期総会におきまして、
支部長に選任され就任させていただきました小松慶三でご
ざいます。前支部長林同来先生をはじめ歴代の支部長先生
が築いてこられました峰山支部の歴史と伝統を守るなかで、
皆様のご協力を得て、より一層の活性化を図って行きたい
と思っています。
　さて、私達税理士を取り巻く環境は厳しいものがありま
すが、規制改革の動きを注視して「業務の無償独占」と「強
制入会制度」を堅持するとともに、電子申告の利用促進、
書面添付制度の普及等に取り組んでいきたいと考えており
ます。
　また京都税理士協同組合の各種事業にも積極的に取り組
むなかで組合運営に協力していきたいと思います。
　結びにあたりまして、組合員の皆様のご健勝とご事業の
発展を祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。

東山支部長

髙 橋 　 健

伏見支部長

堀 口 裕 弘

峰山支部長

小 松 慶 三

宇治支部長

田 村 繁 和
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◆◇◆期末本監査実施◇◆◇

　去る７月９日、第37期の期末本監査が廣瀬伸彦理事
長以下５名の役員立会いのもとで行われました。
　監事５名により３時間にわたり厳正な監査･指導が
行われました。
　監査報告は８月７日の総会にて報告されました。

京税協・京都府支部連合会 共催
全国税理共栄会 協賛　

第44回全税共第44回全税共

VIP君・ランちゃんVIP君・ランちゃん
ゴルフコンペ京都大会

〈場所〈場所〉〉琵琶湖カントリー琵琶湖カントリー倶楽部倶楽部

1111月月1919日日木木平成
21年

皆様のご参加をお待ちしております。
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　修学院離宮にほど近い白川通沿いに
ある「修学院こすもす」は街中の喧騒
を忘れて、ほっこりさせてくれるお店
です。
　旬の魚と京野菜がおいしいこのお店、
料理に使われる京野菜は修学院離宮の
中にある畑から朝採ってきた無農薬野

菜です。
　料理はお客さんの好みに合わせてお
任せでアレンジしてもらえます。
　「今日は筍が食べたい」「京の旬菜鍋
とお寿司のコースを」など予算と好み
を事前に伝えてわがまま聞いてもらっ
ています。
　我が家ではお正月にはおせちも頼ん
でつくってもらっています。
　このお店の料理人川野充貴君との出
会いは、高校時代に陸上競技を通じて
です。彼はハードルでインターハイに
出場し、同志社大学陸上部で活躍した
名選手でもあります。

修学院こすもす

とっておきのお店　　─組合員先生方のお薦めのお店─

宇治支所　熊谷宏臣

　常連客に
はオリンピ
ックのメダ
リストもい
るとか…。

中野家六角

　烏丸六角通りを少し西に行った所に
ある焼肉屋さん「焼肉ホルモン・中野
家六角」を紹介します。地下鉄の駅か
らも近く、ぶらりと歩いて行くとお腹
はグーグー、喉はカラカラ。入口の印
象よりもゆったりした店内は間接照明
の落ち着いた内装で、デートにも女性
だけでもオススメです。一階は掘り炬

燵式テーブルが５卓ほど、カウンター
も５人ぐらいゆったり座れます。一階
奥と二階には落ち着いた個室があり、
忘年会や新年会、ちょっとした集まり
に･･･内緒の話も大丈夫です。
　お肉は当然に美味しく、希少部位の
カイノミは見た目とは違いあっさりし
たヘルシーな味わい。ホソやミノをは
じめとするホルモンも種類が豊富で堪
能することができます。コリッコリし
たウルテ、こちらで初めて頂きました。
軟骨といえば鳥軟骨しか浮かびません
でしたが、牛にも軟骨があったんです。
　そして気になるドリンク…一番のオ
ススメは、やはりマッコリです。ひし
ゃくですくってマッコリをお椀に入れ
る、この作業が結構楽しい。しばらく
静かに置いて、上澄みから沈殿の濃い
味を楽しむも良し、混ぜたときの味の
違いを楽しむも良しです。こちらでは
普通の白いマッコリだけでなく、山ぶ
どうマッコリを頂けます。よりフルー
ティで飲みやすく、色はキレイな薄紫

上京支所　水野由佳子

修学院こすもす
京都市左京区山端滝ヶ鼻町４
（白川通修学院陸橋南詰西側）

TEL 075-701-4867
営業時間　昼 12：00～14：00　夜17：30～22：00

定休日　月曜

修学院こすもす
白
川
通

白川通
北山

叡山電鉄
宝ケ池

宝ケ池

修学院離宮

修学
院離
宮道

叡山電鉄
修学院

色をしてい
ます。見た
目と飲みや
すさに油断
していると
…とんでも
ないことに
なりますよ
～。

中野家六角
烏
丸
通

室
町
通

新
町
通

御池通

姉小路通

三条通

六角通

大垣書店
スタバ●

地下鉄
烏丸御池

●
みずほ銀行

●
菓子

マーム

中野家六角
中京区六角通室町西入ル玉蔵町118

TEL 075-211-0529
営業時間　11：30～14：00（LO13：30） 17：00～23：00

定休日　月曜
ＨＰ　http://www.nakano-ya.com/
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理事会報告
第１回理事会
　平成21年度第１回理事会を６月23日（火）午後２時30分より
開催致しました。当日の出席状況は次のとおりでした。
　理事46名　　監事３名　　相談役４名
【審議・決議事項】
第１号議案　第37回通常総会議案
　・総会第２号議案　定款一部変更の件
　・ 同 第３号議案　第38期事業計画・収支予算案の承認の件
　・ 同 第４号議案　役員任期満了につき改選の件
　・ 同 第５号議案　借入金最高限度額承認の件
　上記各議案について各部門担当役員より提出され、審議の結
果原案通り承認可決され、上記各議案は８月７日（金）の通常
総会に提出することとなりました。
第２号議案　事務局職員就業規則･給与規則改定について
　リスク対応型への就業規則への変更、年棒制への移行につい
て岸法規委員長より説明がなされ、原案通り承認可決されました。
第３号議案　会館会議室使用管理規則について
　旧会館の管理規則が現在も適用されており、現在の会館の利
用実態に即した変更を行う旨説明がなされ、原案通り承認可決
されました。

第２回理事会
　平成21年度第２回理事会を７月13日（月）午後２時40分より
開催致しました。当日の出席状況は次のとおりでした。
　理事45名　　監事５名　　相談役４名
【審議･決議事項】
第１号議案　組合加入並びに賛助会員加入承認の件
　次の個人11名、法人２社、賛助会員４名がそれぞれ加入を承
認されました。なお組合員数は、個人組合員1,234名、その出
資金額１億1,580万円、法人組合員51社、その出資金額は438万円、
また賛助会員は161名となりました。 （申込順･敬称略）
（個人組合員）
○石川　泰久　○松田　香苗　○中村　高広
○山田　陽子　○浅田　芳弘　○武田　英男
○高橋　宏至　○西平　菜苗　○中川　正茂
○竹野　康夫　○森　　一浩
（法人組合員）
○中央綜合税理士法人
○新経営サービス清水税理士法人
（賛助会員）
○藤原　俊文　○山井　嘉文　○枡岡　福美　
○松村　一郎
第２号議案　第37回通常総会議案
　・総会第１号議案　第37期事業報告並びに財務書類承認の件
　・ 同 第４号議案　役員候補者一覧について
　先の理事会で承認可決された、第２～５号議案に引続き、第
１号議案並びに第４号議案の役員候補者一覧表が担当役員より
提出され、審議の結果原案通り可決承認されました。
第３号議案　「趣味の会」助成額承認の件
　組合福利厚生事業である「趣味の会」助成金について、申請
４団体の活動状況報告があり、各団体に７万円を助成する旨説
明がなされ、原案通り承認可決されました。
第４号議案　新規提携企業６社について
　次の６社について提携内容の説明がなされ、提携が承認され
ました。
　・株式会社日税ビジネスサービス 2２社と京税協との
　・株式会社デル　　　　　　　　　３社間提携

　・エムケイ株式会社
　・ロイヤルオークホテル　スパ＆ガーデンズ
　・スナッピーオークションズ株式会社
　・株式会社ユーテック
　・日本政策金融公庫
【報告事項】
（総務部門）
　①第37回通常総会について
　　資料に基づき説明があり、本年の議長候補は右京支所の篠
田展俊組合員を予定している旨報告がなされました。

　②当面の組合行事について
　　今後の行事予定として、常務理事会が８月19日（水）、正副･
常務･理事会が８月24日（月）、全税共VIP君･ランちゃんゴ
ルフコンペが11月19日（木）、全税共優績社員表彰式･祝賀
パーティーが平成22年１月19日（火）にそれぞれ予定され
ている旨報告がなされました。

（保険部門）
　①保険第一委員会（大同生命）
　　・支所合同推進協議会開催要領について
　　・５月15日（金）優秀営業社員表彰式実施報告
　②保険第二委員会（全税共等）
　　・７月31日（金）全税共業務推進会議開催要領
　　・第24回全国統一キャンペーンについて
　　・Z１・Z２キャンペーンについて
（事業部門）
　①事業委員会
　　・総会時提携企業による企業PR実施について
　　・提携企業トップツアーの提携内容追加について
　②研修委員会
　　各講座の開催状況について

第３回理事会
　平成21年度第３回理事会を８月７日（金）第37回通常総会終
了後の午後５時30分より開催いたしました。当日の出席状況は
次のとおりでした。
　理事49名　　監事４名
【決議事項】
第１号議案　理事長･副理事長･専務理事･常務理事互選の件
　７月16日（木）に開催された役員候補者推薦会議において審
議･決定された役員候補者職務分掌一覧表に基づき
　理 事 長　平澤政治理事
　副理事長　片野晏弘理事　小坂文夫理事　辰巳修偉理事
　専務理事　田中英文理事　太田　克理事
　常務理事　小山光博理事　河村澄子理事　岸　　忠理事
　　　　　　伊島　睦理事　安井伸夫理事　植田　順理事
　　　　　　田中　明理事　森　敏行理事　近藤明夫理事
　　　　　　西村公克理事　中野顯一理事　志田育夫理事
　を選任したい旨報告があり、採決の結果全員一致で承認され、
被選任者はそれぞれ就任を承諾しました。
第２号議案　役員職務分掌の決定について
　（常務理事会決議事項）
　本号職務分掌一覧表の通り承認可決されました。
第３号議案　副理事長の理事長職務代行順位の件
　第１位　片野晏弘理事
　第２位　小坂文夫理事
　第３位　辰巳修偉理事
　としたいとの発表があり、全員異議なく承認可決されました。
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組合の動き
５・19

研修・簿記実務講座第２回目（全７回）
　講師　岩崎紀子先生
　参加　12名

５・20 舞鶴支部定期総会祝電
５・20 地区連絡小委員会開催（第38期予算・総会議案書草案について）

５・20

研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第２回」（全10回）
　講師　香川恭子先生
　参加　47名

５・21 宮津支部定期総会祝電
５・21 峰山支部定期総会祝電

５・22
研修・短期講座「公益法人アカウンタント養成講座」
　講師　田中義幸先生ほか
　参加　143名

５・25 有限会社近税保険代理社第12期定時株主総会出席

５・26
研修・簿記実務講座第３回目（全７回）
　講師　岩崎紀子先生
　参加　12名

５・27 事業小委員会開催（第38期予算・総会議案書草案について）
５・27 名古屋税理士協同組合第42回通常総代会出席

５・29 保険合同小委員会開催
（第38期保険部門事業計画並びに予算編成について）

６・１ 事業委員会開催（第38期予算・総会議案書草案について）
６・２ 上京支部定期総会祝電
６・２ 宇治支部定期総会祝電

６・２
研修・簿記実務講座第４回目（全７回）
　講師　岩崎紀子先生
　参加　12名

６・３

研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第３回」（全10回）
　講師　香川恭子先生
　参加　47名

６・３ 下京支部定期総会祝電
６・３ 福知山支部定期総会祝電
６・４ 出版委員会開催（平成21年税務便覧の作成・今後の日程について）

６・４

研修・勉強会
「相続制度・相続法・相続税を考える第４回」（全８回）
　講師　三木義一先生ほか
　参加　57名

６・５ 中京支部定期総会祝電
６・５ 右京支部定期総会祝電
６・５ 左京支部定期総会祝電
６・５ 東山支部定期総会祝電
６・５ 伏見支部定期総会祝電
６・５ 園部支部定期総会祝電

６・８ 保険第一委員会開催（第37回通常総会の議案審理・
第38期事業計画と予算について）

６・８
保険第二委員会開催
（第24回全税共全国統一キャンペーン実施要領・第37回
通常総会の議案審理・第38期事業計画と予算について）

６・９
研修・簿記実務講座第５回目（全７回）
　講師　岩崎紀子先生
　参加　12名

６・10 総務委員会（財務）開催（第37期決算並びに第38期予算について）
６・10 法規委員会開催（就業規則及び諸規則変更について）

第４号議案　相談役選任の件
　相談役として９名の組合員を委嘱することが承認されました。
※森金次郎相談役は近畿税理士会を8月25日付で退会され同
日付で組合を脱退されました。

第４回理事会
　平成21年度第４回理事会を８月24日（月）午後３時40分より
開催いたしました。当日の出席状況は次のとおりでした。
　理事39名　　監事５名　　相談役４名
【審議・決議事項】
第１号議案　組合加入並びに賛助会員加入承認の件
　次の個人10名、法人３社、賛助会員５名がそれぞれ加入を承
認されました。なお組合員数は、個人組合員1,232名、その出
資金額１億1,470万円、法人組合員54社、その出資金額は441万円、
また賛助会員は165名となりました。 （申込順･敬称略）
（個人組合員）
○土井　三郎　　○可畑　大祐　　○小原　正博
○坂本　勝雄　　○西澤小百合　　○池田　武寿
○川嵜千英子　　○山本　昌史　　○中塚　　彰
○木下　隆一　　
（法人組合員）
○京都あおい税理士法人
○みやび税理士法人
○あおい税理士法人
（賛助会員）
○丸山　拓哉　　○垣木　英宏　○藤岡　文雄　
○金子　　彰　　○小坂　文夫
【報告事項】
・各委員会の構成員一覧について

　８月19日（水）開催の常務理事会において承認可決され各委
員会構成員の発表を行いました。
（総務部門）
①当面の行事日程について
　正副･常務・理事会が10月22日（木）、両丹協議会が11月９日
（月）に予定されていることが報告されました。
②弔辞連絡のメール配信について
　現在旧常務理事以上でテスト配信を行っている弔辞連絡のメ
ール配信について、送信範囲を拡大して運用することを準備し
ていることが報告されました。
（保険部門）
①保険第一委員会（大同生命）
　支所別合同推進協議会が
　９月16日（水）　中京・右京・東山・伏見各支所
　９月18日（金）　上京・下京・左京・宇治各支所
　代理店協議会が10月２日（金）
　スタートアップセミナーが10月22日（木）にそれぞれ開催さ
れることが報告されました。
②保険第二委員会（全税共等）
　全税共のキャンペーンが９～11月まで開催され、生保各社へ
の表敬訪問・個別業務推進懇談会が予定されている旨報告がな
されました。
（事業部門）
①事業委員会
　８月７日（金）総会時における提携企業５社によるＰＲ開催
結果が報告されました。
②研修委員会
　各講座の開催報告並びに今後の開催予定の申込状況が報告さ
れました。
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６・10

研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第４回」（全10回）
　講師　香川恭子先生
　参加　47名

６・11

研修・勉強会
「相続制度・相続法・相続税を考える第５回」（全８回）
　講師　三木義一先生ほか
　参加　57名

６・16 推薦会議開催
（京都税理士協同組合の役員候補者（案）推薦について）

６・16
研修・簿記実務講座第６回目（全７回）
　講師　岩崎紀子先生
　参加　12名

６・17 予算編成準備会開催（第37期決算並びに第38期予算について）

６・17

研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第５回」（全10回）
　講師　香川恭子先生
　参加　47名

６・19 兵庫県西税理士協同組合創立40周年記念式典出席

６・19
研修・勉強会　「不動産研究会第１回」（全４回）
　講師　西脇則之先生ほか
　参加　86名

６・23 正副理事長会・理事会開催

６・23
研修・簿記実務講座第７回目（全７回）
　講師　岩崎紀子先生
　参加　12名

６・24

研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第６回」（全10回）
　講師　香川恭子先生
　参加　47名

６・29 総会議案審理会開催

７・１

研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第７回」（全10回）
　講師　香川恭子先生
　参加　47名

７・２

研修・勉強会
「相続制度・相続法・相続税を考える第６回」（全８回）
　講師　三木義一先生ほか
　参加　57名

７・３

研修・短期講座（福知山）
「平成21年度税制改正実務上のポイント」
　講師　山下宜子先生
　参加　65名

７・７

研修・短期講座
「平成21年度税制改正実務上のポイント」
　講師　山下宜子先生
　参加　130名

７・８

研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第８回」（全10回）
　講師　香川恭子先生
　参加　47名

７・９ 期末本監査実施

７・９

研修・勉強会
「相続制度・相続法・相続税を考える第７回」（全８回）
　講師　三木義一先生ほか
　参加　　57名

７・13 正副理事長会・常務理事会・理事会開催
７・15 出版委員会開催（平成21年分税務便覧編集作業）

７・15

研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第９回」（全10回）
　講師　香川恭子先生
　参加　47名

７・16 役員候補者会議開催（役員職務分掌について）
７・22 出版委員会開催（平成21年分税務便覧編集作業）
７・22 相談役会開催

７・22

研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第10回」（全10回）
　講師　香川恭子先生
　参加　47名

７・23

研修・短期講座
｢新証券税制と金融商品の税務について｣
　講師　野村證券株式会社
　参加　150名

７・29 出版委員会開催（平成21年分税務便覧編集作業）

７・30 保険第二小委員会開催
（第24回全税共全国統一キャンペーン表彰基準について）

７・30

研修・勉強会
「相続制度・相続法・相続税を考える第８回」（全８回）
　講師　三木義一先生ほか
　参加　57名

７・31 全税共京都地区業務推進会議開催
（全税共業務推進に係る協議の件）

８・５ 出版委員会開催（平成21年分税務便覧編集作業）
８・７ 正副理事長会開催

８・７
第37回通常総会・懇親会開催
常務理事会・理事会開催
　於　京都ホテルオークラ

８・10 新旧役員業務引継会開催
８・10 神戸税理士協同組合第19回通常総代会出席

８・10
研修･勉強会「不動産研究会第２回」（全４回）
　講師　西脇則之先生ほか
　参加　81名

８・11 出版委員会開催（平成21年分税務便覧編集作業）
８・19 常務理事会開催（各委員会委員の人選･委嘱について）
８・20 朝日生命表敬訪問
８・24 正副理事長会･常務理事会･理事会開催
８・24 事業小委員会開催（今後の運営について）
８・25 出版委員会開催（平成21年分税務便覧校正作業）

８・26 保険第一委員会開催（大同生命支所合同推進協議会
･大同生命代理店協議会･両丹協議会について）

８・31 第一生命との個別業務推進会議開催
９・１ 研修委員会開催（第38期の運営について）
９・２ 出版委員会開催（平成21年分税務便覧編集作業）
９・２ 大同生命事業報告懇談会出席
９・３ 朝日生命との個別業務推進会議開催

９・３
研修･実務講座「消費税の仕組みと実務第１回」（全５回）
　講師　清水俊行先生
　参加　45名

９・４ 広報委員会開催（第126号編集割付･今後の運営について）
９・８ 総務委員会開催（各委員の事務分掌･支所担当者会議について）
９・８ 地区連絡委員会開催（平成21年度の行事･今後の予定について）
９・８ 法規委員会開催（平成21年度の予定について）

９・８
研修･短期講座「借地権課税をめぐる実務～法人税を中心に～」
　講師　植田　卓先生
　参加　195名

９・10
研修･実務講座「消費税の仕組みと実務第２回」（全５回）
　講師　清水俊行先生
　参加　45名

９・11 広報委員会開催　（第126号ゲラ校正）

９・14 事業委員会開催（事業推進協議会開催・平成21年分税務便
覧販売・平成22年版組合員ハンディブック制作について）

９・15 広報委員会開催（第126号ゲラ再校正）
９・16 大同生命･支所合同推進協議会開催（中京･右京･東山･伏見各支所）

９・16
研修･短期講座｢実務に役立つ判決･採決｣
　講師　上西左大信先生
　参加　110名

９・18 大同生命･支所合同推進協議会開催（上京･下京･左京･宇治各支所）

９・24
研修･実務講座「消費税の仕組みと実務第３回」（全５回）
　講師　清水俊行先生
　参加　45名
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中小企業による
中小企業のための金融機関

京都支店　TEL：075（221）3181
〒604-0953　京都市中京区富小路通御池上ル守山町156-3
http://www.shokochukin.co.jp/
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■事業所税について
◆概要
　事業所税は、都市環境の整備・改善に要する費用に充て
るための目的税で、一定規模以上の事業を営む法人または
個人に対して、事業所の床面積や従業者数の給与総額によ
って課税されます。
　概要は次のとおりです。
項　目 資産割 従業者割

納税義務者 事業を行う法人又は個人

課 税 標 準 事業所用家屋の床面積
（借受け分を含む。）

従業者給与総額
（賞与を含み、退職金は除く。）

税　　　率 １㎡につき600円 従業者給与総額の0.25％
免　税　点 延べ床面積1,000㎡以下 従業者数100人以下
課税標準の
算定期間

法人…事業年度　　　　　
個人…１月１日～12月31日

納 付 方 法 申告納付
申告納付の
時期

法人…事業年度終了の日から２か月以内
個人…翌年の３月15日まで　　　　　　

※旧京北町域の事業所等に係る事業所税については，平成
22年度まで軽減税率の適用があります。

～期限内に申告納付してください！～
①期限後の申告には、不申告加算金が課されます。
　 納付すべき税額×15％
　（50万円を超える部分については５％を加算）
　ただし、決定があるべきことを予知したものでないとき
は、  納付すべき税額×５％
②納付が遅れますと、延滞金が課されます。

～電子申告もご利用いただけます！～
　平成20年１月15日から、京都市への事業所税の申告手続
について、電子申告をご利用いただけるようになりました。
　また、平成20年３月24日からは電子申請・届出も開始さ
れ、事業所等新設届や減免申請も行えるようになりました。
電子申告の詳細については、「エルタックス」のホームペ
ージをご覧ください。
「エルタックス」ホームページアドレス　http://www.eltax.jp/

◆申告書の提出先及び問合せ先
〒604-8091　 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500

番地の１　中信御池ビル４階
京都市行財政局税務部法人税務課事業所税担当
TEL　075-213-5248

編集長
　今号が、新米編集長の船出となりました。

　幸い前期より、半数以上の委員の方が引き続き残っていた

だき、とても心強いです！！

　委員の方と共にみなさまに心待ちにしていただけるような

「京税協ニュース」となりますよう、しっかり舵を取って行

きたいと思います。

◆新規提携企業のご紹介
　この度、次の６社と提携しました。
①株式会社日税ビジネスサービス
　株式会社デル
　→デル社製PC　組合員向け特別パッケージを特別価格にて提供
②エムケイ株式会社
　→１）タクシーチケットの利用
　　２）予約貸切・送迎料金の組合員価格での利用
③ロイヤルオークホテル　スパ＆ガーデンズ
　→利用優待券の提供（７月発送DMに封入）
④スナッピーオークションズ株式会社
　→ネットオークション出品代行業務斡旋
⑤株式会社ユーテック
　→新型インフルエンザ対策マスクの斡旋（日本フルハッ
　　プにご加入の場合、助成適用がございます）
⑥日本政策金融公庫
　→融資等の情報提供

ご利用をお待ちいたしております。
詳細は事務局（担当：飯田）まで。

事業委員会からのお知らせ

から
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