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通常総会通常総会
開催開催

第第3388回回

　京都税理士協同組合の第38回通常総会が、８月６日ウェ
スティン都ホテル京都４階「瑞穂の間」において開催された。
　開会に先立って、司会の太田克専務理事が本年度中にご
逝去された26名の組合員及び、本年７月に急逝された全国
税理士共栄会の会長　大手泰治氏の名前を読み上げ、上京
支所　小山守組合員（都山流竹琳軒大師範小山菁山）が奏
でる尺八の調べと共に、参加者全員が黙祷を捧げそのご冥
福を祈った。
　平澤政治理事長が開会に際して挨拶を述べた後、司会者
は出席者の報告を行い本総会が適法に成立したことを宣し、
総会議長の選任を議場に諮った。
　議長より「司会者一任」の声があり、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38期（平成21年６月１日から平成22年
５月31日まで）事業報告及び財務書類（財産目録、貸借
対照表、損益計算書、剰余金処分案）承認の件について、
田中英文専務理事が事業報告を、小山光博総務委員長が財
務報告を行った後、井戸巳之監事が監査報告を行った。
　第２号議案　賛助会員規約一部変更案承認の件について
は、岸忠法規委員長が、組合員と賛助会員との不公平感を
払拭するため、規約第６条第２項の追加を行いたい旨を述
べた。

　第３号議案　第39期（平成22年６月１日から平成23年
５月31日まで）事業計画及び収支予算（見積損益計算書）
承認の件について、田中英文専務理事が事業計画を、小山
光博総務委員長が収支予算の提案を行った。
　第４号議案　借入金最高限度額承認の件については、田
中英文専務理事が借入金最高限度額を１億2,000万円に変
更したい旨を述べた。
　４議案とも質問者もなく、原案通り承認可決され、議長
は議事の終了を告げ降壇した。
　その後、大阪国税局税理士監理官　藤林豊氏を始め４名
の来賓代表より祝辞をいただいた。
　最後に、片野晏弘副理事長が閉会の言葉を述べて、総会
は無事に終了した。 （広報委員　小林由香）
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　第38回通常総会を開催致しましたところ、ご来賓の皆様
方には公私何かとお忙しい中、ご遠方より私共の総会にご
臨席を賜り心から厚くお礼申し上げます。
　組合員先生並びに賛助会員先生には、ご多忙の折またお
暑い中を総会にご出席いただきありがとうございました。
　昨年の総会でご承認いただいた事業計画と予算に沿って、
組合員のための組合を認識し、積極的な組合運営に取り組
みました。また組合員先生のご支援とご協力を得て、前年
度を上回る経常利益を確保することができました。しかし、
事業収益は残念ながら若干の減少を余儀なくされました。
　ここで本年度の各部門の活動を振り返ってみます。総務
部門は組合の組織率を高めるため、各支所を通じて出資加
入の増強をお願いした結果、161名の組合員が誕生しました。
また支所会計の見直しに着手し支所会計Ｑ＆Ａを改定しま
した。支所会計については、Ｑ＆Ａを含めてその運用につ
いて十分な説明を行い理解をいただくよう努めたいと考え
ております。
　保険第一委員会の厚生会収入は、当組合事業収入の76％
を占め当期も財政基盤の主柱であることに変わりはありま
せんでした。大同生命施策の推進について組合員先生には
格段のご協力をいただきながらも、環境の変化に抗し切れ
ず前年度を下回る結果になりました。
　第二委員会の全税共施策については、全税共参加保険会
社のご協力により、本年度は、前年度実績と予算を共に上

回ることができました。
　事業部門の税務便覧の販売は当組合の大きな収益源であ
り、販売活動に努力した結果概ね前年度並みの成果を得ま
した。また税務便覧制作については各委員の努力により21
年版を作っていただきました。提携企業については新しく
数社と契約し、ますますご利用の範囲が拡がりました。精々
ご利用下さい。また本年度は事業利用還元金の拡大につい
て検討してまいりましたが、次年度には販売図書と一部提
携企業の利用額に応じ、還元金の支払いを実施することに
なりましたので、組合員先生方のご利用をお願いします。
　研修委員会は会館記念講演会を初め短期講座・実務講座
等、近税会認定研修を中心に多くの研修会を実施して、多
数の先生方や事務所職員の方々にご参加をいただきました。
　税理士法改正以後、税理士法人の増加と税理士業界の変
化によって補助税理士の方が増加していることと、出資金
の払込額が１万円に変更されたことを受け、賛助会員が増
加していますので規約を見直し、総会に規約一部変更案を
提出してご承認をいただきました。
　私共執行部は、組合と税理士会の表裏一体の関係を維持
発展させるため、更に努力をすると共に応分の寄与をして
いきたいと考えておりますので、組合員先生方の積極的な
ご利用をお願い致します。新年度も全力で組合発展のため
に邁進してまいりますので、倍旧のご指導とご支援をお願
いしてご挨拶と致します。

理事長あいさつ
平 澤 政 治

京税協・支部連共催／全税共協賛

全税共VIP君・ランちゃん全税共VIP君・ランちゃん

チャリティーゴルフ
コンペ京都大会
チャリティーゴルフ
コンペ京都大会
チャリティーゴルフ
コンペ京都大会

琵琶湖カントリー倶楽部

奮ってご参加ください！
お待ちしております。

平成22年 11月16日（火）

第46回

開催日

場　所
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当期の事業計画

当期事業計画における事業部門の概要

　前期より事業部門を担当させて頂いてお
ります片野晏弘でございます。
　組合員、賛助会員の先生方には、組合事
業活動、特に事業部門の事業につきまして、

深いご理解とご協力を頂き誠にありがとう
ございます。
　先生方のご協力、ご利用により前期は、
当初計画を上回る実績を計上することがで
きました。本当にありがとうございました。
誌上をお借りして御礼申し上げます。
　事業部門では、事業委員会、出版委員会、
研修委員会を担当しております。
　事業委員会は、組合員、賛助会員、並び
に関与先企業に有用、有益な企業と提携し、
そのご利用により手数料等を収受しており
ます。当期もご利用の促進を図る施策を実
施するための事業推進協議会の開催を予定
しております。「組合員ハンディブック」
には提携企業の商品・サービス等を掲載し、
またDMではチラシ等を同封しております
ので、ぜひご覧いただきご利用くださいま
せ。
　出版委員会は、若い組合員の先生方に制
作プロジェクトチームを組織して頂き「税

　前期より保険部門を担当しております副
理事長の小坂文夫でございます。
　日頃は何かと京税協にご支援・ご協力を
いただき、厚く御礼申し上げます。
　さて、第38回定期総会での保険部門の決
算報告は１億6,500万円と、前年度対比３
％の減少となりました。経済環境大変厳し
い時期にもかかわらず微減にとどまったこ
とは、組合員、賛助会員及び生命保険各社
の御協力の結果と感謝申し上げます。
　保険部門の経費につきましては、収入に
見合うよう節約に努め、組合の損益に影響
しないよう運営をさせていただきました。
いずれにしても保険部門が組合収入の80％

を占めておりますので、組合の更なる発展
のため鋭意推進努力していきたいと考えて
おります。
　保険委員会ごとに事業計画の概要を記載
いたします。

保険第一委員会

　組合収入の57％（前年度実績）を占める
総合事業保障プランは大同生命と連携しな
がら、次の施策を実施いたします。
●支所合同推進協議会を開催する。（両丹
地区については両丹協議会）

●保険推進に関する定例研修会を会館にて
年３～４回開催する。

●事務所内研修を積極的に推進するため、
予算を大幅に増額した。

●支所単位の「新規契約目標」及び「代理
店登録目標」を設定し、目標達成を推進
するキャンペーンにより支所表彰を実施
する。

●保有契約高増強に向け、海外旅行キャン
ペーンを実施する。

●代理店向けに「標準保障額算定・提示・
実践賞」を設定し、半期ごとの奨励施策
を実施する。

●例年実施している、保有契約還元金、代
理店ゴルフコンペ等は内容を充実させ実
施する。

務便覧」の編集、印刷を担当し、事業委員
会で、組合員、賛助会員はもとより、日本
税理士協同組合連合会、近畿税理士協同組
合連合会傘下の税理士協同組合、提携企業
等に約５万部をお買い上げ頂き、その内容
の充実と利便性に対し好評を頂いておりま
す。当期は前年を上回る５万数千部を予定
しており、拡販に協力して参りたいと計画
しているところです。
　研修委員会では、税理士会の36時間研修
に対応する組合員、賛助会員向け講座、新
入職員研修等事務所職員向け講座、中小企
業の経営者や府・市民生活に役立つ講座等
社会情勢に合ったテーマ、またご要望の多
いテーマをピックアップし、そのテーマの
エキスパートを講師に招請等、計画したい
と思っております。
　事業部門が担当する各委員会事業にご期
待くださいますよう、また前期以上のご利
用をお願い申し上げます。

保険第二委員会

　全国税理士共栄会施策につきましては
「VIP大型保障制度」の推進に向け次の施
策を実施いたします。
●第25回記念全国統一キャンペーン及び年
間表彰施策への積極的参加に向けて、全
税共参加生命保険各社との業務推進会議
を開催し、全税共の表彰基準に加えて、
当組合独自の奨励策を提示しキャンペー
ン入賞者の増加に努める。

●全税共参加生保各社と個別業務推進協議
会を開催し、推進目標の設定と推進活動
の具体的施策について協議する。

●VIP代理店増強（Z１）と代理店挙績の推
進（Z２）キャンペーンに向けて、全税共
参加生保会社からの協力要請に努力する。

　その他「小規模企業共済制度」「中小企
業倒産防止共済制度」及び「中小企業退職
金共済制度」については、各組合員、賛助
会員に事務所及び関与先への加入勧奨に向
けて積極的にPRを実施する。

　以上が保険部門の今年度事業計画ですが、
各支所には事あるごとにPR活動に参りま
すので、先生方のご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。

事業部門

事業部門担当副理事長

片 野 晏 弘

保険部門

保険部門担当副理事長

小 坂 文 夫
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　専務理事を卒業させて頂いた時にはよも
や副理事長職をお引き受けするとは夢にも
思いませんでした。しかし現実は総務部門
担当副理事長としてこの原稿を皆様にお届
けしているわけです。
　実は大変楽しみながら副理事長職に臨ん
でおります。それには大きく二つの理由が
あります。

１、ワンコイン副理事長
　そうです。500円硬貨のことです。７年
前に常務理事に就任させて頂きました。法
規委員長としてです。お誘いいただいた先
輩は当時の専務理事のおひとりで、その後
副理事長を経て、現在は相談役として優雅
な趣味の生活と本業を満喫しておられる方
です。もともとほとんどする仕事はないか
らね…との事。しかし、税理士法改正に伴
い、京税協の定款を大幅に改訂する必要性
が勃発しました。出勤回数が激増しました。
その都度、規定の旅費を受け取りました。
その当時、事務所には納税貯蓄組合より消
費税未納撲滅キャンペーンのノベルティー
用に贈られた500円貯金箱がありました。
満杯まで貯めると20万円になるという代物
です。貯蓄と縁の無い生活をしてきた私の
脳でこの二つがカチッと結びついたのです。
これを契機に、旅費を500円に両替しよう。
貯蓄しよう。もうすでに相当額に至ってお
ります。
２、革新副理事長
　前期の専務理事時代より事務局の効率化

を執行部一丸となって押し進めて参りまし
た。継続します。手応えは十分です。組合
員・賛助会員の先生方に満足して頂ける事
務局になることを確信しております。事務
局職員の能力は総じて高いレベルにあると
云えます。それをさらにパワーアップして
くれるよう頑張ります。更に財務の構造を
大きく変えるかもしれない変革を考えるよ
う理事長より指示されております。
　以上二つの要因により京税協のお仕事を
喜びながらさせて頂いております。革新を
図りながら貯蓄もできるというわけです。
　総務部門には⑴総務委員会　⑵広報委員
会　⑶法規委員会　⑷地区連絡委員会があ
ります。それぞれの委員長は極めて能力が
高い常務理事さんが担当してくれています。
　この原稿をここまで読んでくださったな
ら、第38回通常総会議案書をご覧下さい。
総務部門が全力を傾けて取り組むべき課題
のメニューがそこにはございます。皆様の
お力添えを心より頼りにしている副理事長
でございます。

総務部門

総務部門担当副理事長

辰 巳 修 偉
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　５月14日、ウェスティン都ホテル京都において、大同生
命優秀営業社員の表彰式及び祝賀パーティーが開催されま
した。表彰式は、田中英文専務理事の司会により、平澤政
治理事長の開会の挨拶、続いて権野正樹大同生命執行役員
近畿地区営業本部長の挨拶がありました。御二方とも昨今
の不景気にもめげず営業に頑張った出席社員への感謝と、
目標である3,000億円達成に向けての一層の努力を期待す
るものでありました。
　小坂文夫副理事長の経過報告の後、受賞者の表彰並びに
副賞の贈呈がありました。今年度の最優秀賞は入社５年目
の米原幸子さんでした。また、優秀賞・努力賞の社員の皆
さんも一年間の努力が報われ、来年さらなる飛躍を胸に受
賞されていました。
　受賞者の代表者が「お礼の言葉」を述べ、岡本正人大同
生命京都支社長の謝辞、最後に、太田克専務理事の閉会の
挨拶で表彰式は無事終了しました。

最優秀賞 米原　幸子
優 秀 賞 成瀬　浩子 齋藤永美子 寺井　惠子
 干場ますよ 金井　順香 奥田由佳理
 川口　幸介 桐本　博之 藤原　典子
 大村　和美 平井　智子 井上　啓子
 田中　元美
努 力 賞 河内　良子 河村　信子 大銅裕紀子
 中山世利子 荒木都代子 木戸　　薫
 三上由里子 谷岡　雅世 岩崎　清美
 古沢　佳子 塩貝　誠子 糸井　高子
 大槻　 子 渡邉由利江 寺井　浜子

【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

（敬称略）

　祝賀パーティーは、花見小路にあるサパークラブ「ラポ
ー」から「ウエダテツジとラポーオールスターズ」に加え、
ゲストにマルガリータ・ルナさん、ジョニーさんをお迎え
してラテンミュージックからアメリカンポップスを楽しみ
ました。また「お楽しみ抽選会」も行われ賑やかで、楽し
いうちにお開きとなりました。 （広報委員　間嶋利行）

大同生命キックオフミーティング
　大同生命保険株式会社 京都税理士共済支社のスタッフ
の方の業績表彰を兼ねたキックオフミーティングが６月23
日に京都ホテルオークラにて開催されました。
　安井伸夫保険第一委員長の司会のもと、平澤政治理事長
の挨拶、木村恭介大同生命京都税理士共済支社長の謝辞に
引き続き、表彰式が執り行われ、その後小坂文夫副理事長
の乾杯で宴が始まりました。宴の合間に催された各課プレ
ゼンテーションでは、支社長をはじめ、普段はなかなか窺
えない共済支社スタッフの皆様の素顔を垣間見ることが出

来ました。
　保有契約高3,000億円の
回復に向け、共済支社スタ
ッフの皆様と組合担当役員
が認識を共有し、田中英文
専務理事の閉会挨拶により、
楽しい宴はお開きとなりま
した。

６月23日
京都ホテルオークラ

ウェスティン都ホテル京
都5月14日
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◆◇◆期末本監査実施◇◆◇

　去る７月２日（金）、第38期の期末本監査が平澤政治
理事長以下担当役員５名の立会のもとで行われました。
　藤岡忍監事以下５名の監事により、３時間半にわた
り厳正に監査・指導が行われました。
　監査報告は８月６日（金）開催の通常総会にて井戸
巳之監事により行われました。
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ので普通では会えません）。
　冬…温暖化の影響で大文字に雪が積
もるのは一冬で２～３日と減少してし
まいさびしい限りです。雪の日、我こ
そは一番のりとアイゼンをはき懐中電
灯をかざし、早朝の前に登り出しても
必ず足跡（動物ではない足跡）がある
のは興ざめであります…。

　私の住む舞鶴は港町ですので、海の
見える景色を載せて頂きました。この
景色は舞鶴市の中ほどにある標高３百
メートルの五老ケ岳からのものです。
山の頂上には展望タワーがあり、四季
折々の舞鶴湾の景色を眺めることがで
きます。海と山のコントラストは鶴が
羽ばたく姿にも見えますし、季節によ

　早朝、大文字山に登り始めて十数年
がたった。当初は登りきるのがやっと
のことで、食事もできず昼までは仕事
にならない日が何日も続いた。今では、
大文字の火床（大の字の中心点）の奥
の三角点まで毎日登っている。
　大文字の魅力は、なんといっても都
会に住みながら四季折々の風情を楽し
めることである。

　春…酒が大の
友達である当方
にとって、無く
てはならない春
菜が豊富に自生
していることで
ある。中でも漉

こ

しあぶらは春の

王様である。漉しあぶらの天ぷらをつ
まみに飲みだすと…。
　夏…夏の早朝は意外にも涼しく爽や
かなものである。それでも大文字を往
復すると1.5リットルの酒混じりの汗
を発散する。この汗の発散こそ血液を
サラサラにし成人病の予防になってい
ると信じて疑わないのであります…。
　秋…この時期大文字は種々の野生動
物と遭遇することができる。動物園の
動物と違ってイノシシ・猿・鹿・リス
等みな想像以上にすばしこいのであっ
て、当方が話しかけようにもアッとい
う間もなく藪の中に消えてしまうので
あります。ただ、亀（体長30cm位）
とは何回かお話しましたが…。（亀は
大文字山の相当奥深くにしかいません

―四季の大文字―
中京支所　間 嶋 利 行

私のいる
風景

っては雲海を
眺めることも
できます。こ
の景色は近畿
郵政局が昭和
60年に実施し
た近畿百景の
１位にも選ば
れていますの
で、舞鶴に来
られた時は是

非寄って頂きたい私のおすすめスポッ
トです。車か周遊バス（季節運行）が
便利です。
　山を下りて国道27号線を東方面に移
動すると、自衛隊の桟橋や赤レンガの
倉庫群を過ぎたところに市役所があり
ます。この市役所の後方、体育館の横
に東地区の湾内を廻る定期遊覧船の乗

り場があります。定期船として使われ
ていた船が遊覧船となっているのです
が、この遊覧船に乗ると海から見る舞
鶴の景色はもちろんのこと、造船所の
ドックであったり、時には多くの自衛
隊の船も見ることができます。
　いささか
観光案内気
味でありま
したが、海
を眺めたり、
海の近くで
波の音や潮
風を感じた
り、そんな
海のある舞
鶴で日々仕
事に励んで
います。

―みなと舞鶴―
舞鶴支所　横 山 秋 一

漉
こ

しあぶら
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　私の事務所の近くにある、ランチが
大人気でお昼時はいつも満員の広東料
理「龍舞（ロンウー）」を紹介いたし
ます。室町通三条上るマンションの１
階にある、本場中国人シェフによる本
格中華料理が気軽に味わえるお店です。
お店は、オーナーと奥さん・娘さんで
切り盛りされてて、お二人ともとって
も美人なんですよ！
　お薦めのランチ900円のセットメニ
ューは、メイン料理と一品・スープ・
ご飯それにコーヒーまたは一口生ビー
ルまで付いてて、とってもお値打ちで
す！さらに土日は杏仁豆腐などのデザ
ートバイキングがサービスになります。

メイン料理は週替わりで10種類の中か
ら選べます。私は麺類系が好みで、そ
の中でも“北京焼きそば”は一般的にい
うあっさりした塩焼きそばなのですが、
卵と海鮮が盛りだくさんなので必ず注
文してしまいます。また、ここの麻婆
豆腐はチョー激辛です。私は一番甘口
にして下さいとお願いするのですが、
それでも汗だくになってしまいます。
お好きな方は是非挑戦してみて下さい。
　もちろん夜は、鮑・フカひれから鶏
の唐揚げまで多彩なメニューに年代物
の紹興酒などお酒の種類も充実してい
ますので、家族や事務所でもよく利用
しています。９名まででしたら掘りご
たつ式の和室もあり、ゆっくりと食事
が楽しめます。珍しいメニューとして
は“豚の耳の炒め物”があり、コリコ
リとしてビールのあてにピッタリです。
お昼時には大きなメニューの立て看板
が出ていますので、是非立ち寄ってみ
て下さい。

龍 舞
ロン ウー

とっておきのお店　─組合員先生方のお薦めのお店─

中京支所　粟田　仁

Trattoria LaVoce
トラットリア ラヴォーチェ

　四条烏丸から少し西へ歩き、室町通
と新町通の間の小路を上ると、オフィ
ス街とは思えない静かな場所にお店が
あります。
　前菜からメイン料理に至るまで、大
原や山城から仕入れた新鮮な野菜がふ
んだんに使われ、旬の素材そのものの
おいしさを生かしたお料理をいただけ
ます。特に野菜がお料理を上手に引き
立てていると思います。コース料理は
品数も多く、全部食べられるかな？と
最初は思っていても、お味がシンプル
かつ斬新で目にも美しいお料理なので、
デザートまでおいしくいただくことが
できます。女性はもちろんのこと、ご
年配のリピーターも多いとか。親しい

方と食事をしながらゆっくり時間を過
ごすのにぴったりな個室もあります。
　夜のコース料理は3,600円～7,000円
とリーズナブル。おすすめのアラカル
トのお料理とお好みのワインを楽しむ
のもいい感じです。平日には1,000円
のパスタランチがあり、ワンプレート
に盛り付けられた前菜、ボリュームた
っぷりのサラダとフォカッチャがつい
てお腹いっぱい、とてもお値打ちです。
　夜も遅くまで営業されているので、
お仕事帰りに是非どうぞ。おいしいイ
タリアンとワインで幸せな気分に満た
されます。

東山支所　日浦有里子

龍舞（ロンウー）
京都市中京区室町三条上ルジュネス三京１F

TEL：075-212-5675
HP：http://www.longwu.jp

 営業時間： ランチ 11:30～14:00 LO
ディナー 17:00～21:00 LO

 定 休 日：第２、第４、第５木曜日

龍舞

御 池 通

姉小路通

NTT

新風館

三条烏丸ホテル

三 条 通

烏
丸
通

室
町
通

ス
タ
ー

バ
ッ
ク
ス

地
下
鉄
烏
丸
御
池
駅

トラットリア
ラヴォーチェ

錦小路通

Holly’s
Cafe 大丸

COCON
KARASUMA

四 条 通

烏
丸
通

室
町
通

地
下
鉄
四
条
駅

阪急烏丸駅

トラットリア ラヴォーチェ 
京都市中京区室町新町の間四条上ル

観音堂町456　シティキャスル四条１F
TEL：075-255-9960

HP：http://bit.web-1.jp/la-voce
 営業時間： ランチ 11:30～14:00 LO

ディナー 17:30～22:00 LO
 定 休 日：月曜日
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度は稗田野神社へ。「国道佐伯」で降度は稗田野神社へ。「国道佐伯」で降
り徒歩３分、大きな鳥居をくぐり抜けり徒歩３分、大きな鳥居をくぐり抜け
御本殿を参拝しました。五穀豊穣を祈御本殿を参拝しました。五穀豊穣を祈
り709年に創建された歴史ある神社で、り709年に創建された歴史ある神社で、
境内には必勝願掛け石、癌封治の木、境内には必勝願掛け石、癌封治の木、

長寿の滝など縁起のよさそうなスポッ長寿の滝など縁起のよさそうなスポッ
トが点在しています。トが点在しています。
　鳥居を出てすぐのところに大石酒造　鳥居を出てすぐのところに大石酒造
さんがあり、酒蔵見学に立ち寄りましさんがあり、酒蔵見学に立ち寄りまし
た。１階は工場・売店、２階は酒造りた。１階は工場・売店、２階は酒造り
資料館となっています。２階へ上がる資料館となっています。２階へ上がる
と「私が探偵ナイトスクープで結婚式と「私が探偵ナイトスクープで結婚式
を挙げたマネキンです」と書かれた貼を挙げたマネキンです」と書かれた貼
り紙が。確かに男前のマネキンが法被り紙が。確かに男前のマネキンが法被
を着て酒樽の前に立っています。何でを着て酒樽の前に立っています。何で
も10年ほど前、このマネキンに一目惚も10年ほど前、このマネキンに一目惚
れした女性が、探偵ナイトスクープとれした女性が、探偵ナイトスクープと

いうテレビの番組内で両親立会いのもいうテレビの番組内で両親立会いのも
とウエディングドレスを着てマネキンとウエディングドレスを着てマネキン
と結婚式を挙げたらしいです。ユニーと結婚式を挙げたらしいです。ユニー

　早朝から太陽が照りつける真夏の日　早朝から太陽が照りつける真夏の日
曜日、京阪京都交通曜日、京阪京都交通㈱㈱発行の亀たんパ発行の亀たんパ
ス（土休日一日乗車券、亀岡・南丹市ス（土休日一日乗車券、亀岡・南丹市
域500円で乗り放題）を使って、おす域500円で乗り放題）を使って、おす
すめコースを参考に亀岡市内を周遊しすめコースを参考に亀岡市内を周遊し
てきました。てきました。

　JR亀岡駅前から園部駅西口方面行　JR亀岡駅前から園部駅西口方面行
き10時36分発のバスに乗り込むと少しき10時36分発のバスに乗り込むと少し
小さめの車内はすぐ満席に。亀岡運動小さめの車内はすぐ満席に。亀岡運動
公園や湯の花温泉を通り過ぎ、30分ほ公園や湯の花温泉を通り過ぎ、30分ほ
ど乗ったところで目的地「猪倉」にてど乗ったところで目的地「猪倉」にて
下車、降りてすぐに明智光秀ゆかりの下車、降りてすぐに明智光秀ゆかりの
地、地、谷谷

こくこく

性性
しょうしょう

寺寺
じじ

に着きました。境内には光に着きました。境内には光
秀公尊像や光秀公首塚の石碑があり、秀公尊像や光秀公首塚の石碑があり、
明智家の家紋明智家の家紋
である桔梗のである桔梗の
花が植えられ花が植えられ
ていることかていることか
ら光秀寺、桔ら光秀寺、桔
梗寺とも呼ば梗寺とも呼ば
れているそうれているそう
です。ちょうです。ちょう
ど桔梗が満開ど桔梗が満開
の季節、他にの季節、他に
も紫陽花も紫陽花、、百合百合、、向日葵など色鮮やかな向日葵など色鮮やかな
花々が境内一面に咲き乱れていました。花々が境内一面に咲き乱れていました。
　門前のお食事処で昼食を済ませよう　門前のお食事処で昼食を済ませよう
とメニューを見ていると「猪肉カレーとメニューを見ていると「猪肉カレー
がおすすめですよ」と店員さん。珍しがおすすめですよ」と店員さん。珍し
いのでそれを注文しようかと思った瞬いのでそれを注文しようかと思った瞬
間、「猪の子どもが捕まった！」と叫間、「猪の子どもが捕まった！」と叫
ぶおじさんの声が。振り向くとトラッぶおじさんの声が。振り向くとトラッ
クの荷台の檻の中で体長60㎝ほどのウクの荷台の檻の中で体長60㎝ほどのウ
リ坊が暴れています。「うわっ、かわリ坊が暴れています。「うわっ、かわ
いい！」その姿を見た後で、さすがにいい！」その姿を見た後で、さすがに
猪肉カレーは食べられませんでした…。猪肉カレーは食べられませんでした…。
　猪倉12時34分発のバスで折り返し今　猪倉12時34分発のバスで折り返し今

シリーズ

▼ 広報委員　馬 塲 佳代子

クな方がいるものですね。クな方がいるものですね。
　大石酒造さんの次に目的地にしてい　大石酒造さんの次に目的地にしてい
たのはたのは穴穴

あなあな

太太
おお

寺寺
じじ

。しかし乗車を予定して。しかし乗車を予定して
いた国道下佐伯15時47分発のバスまでいた国道下佐伯15時47分発のバスまで
はまだ２時間もあります。他に立ち寄はまだ２時間もあります。他に立ち寄
る場所もなく徒歩でも40分くらいといる場所もなく徒歩でも40分くらいとい
うことなので、覚悟を決め猛暑のなかうことなので、覚悟を決め猛暑のなか
を歩き出しました。日差しは厳しいもを歩き出しました。日差しは厳しいも
のの吹いてくる風はひんやりと冷たく、のの吹いてくる風はひんやりと冷たく、
京都市内と全然違うなぁと思いながら、京都市内と全然違うなぁと思いながら、
ようやくようやく穴太寺穴太寺に到着。西国観音霊場に到着。西国観音霊場
二十一番札所として二十一番札所として知られるこの寺の知られるこの寺の
本堂には、布団をかぶって寝ている木本堂には、布団をかぶって寝ている木
造釈迦涅槃像がまつられており、撫で造釈迦涅槃像がまつられており、撫で
ると病気が治る“撫で仏”として有名ると病気が治る“撫で仏”として有名
だそうです。だそうです。

　歩き疲れてぼっーと休憩しながら　歩き疲れてぼっーと休憩しながら
JR亀岡駅に戻るバスの時刻表を見てJR亀岡駅に戻るバスの時刻表を見て
いると、なんと２分前に行ってしまっいると、なんと２分前に行ってしまっ
たところではありませんか！しまった。たところではありませんか！しまった。
もう少し早く確認しとけばよかった！もう少し早く確認しとけばよかった！
バスに乗らずに歩いてしまったことでバスに乗らずに歩いてしまったことで
当初の予定が狂ってしまいました。次当初の予定が狂ってしまいました。次
のバスまであと１時間。お寺の方に聞のバスまであと１時間。お寺の方に聞
くと少し歩けば違うバス停から駅に戻くと少し歩けば違うバス停から駅に戻
れると言われたので、またもや仕方なれると言われたので、またもや仕方な
く歩き出しました。ところが道に迷っく歩き出しました。ところが道に迷っ
てしまい結局20分以上歩き続けバス停てしまい結局20分以上歩き続けバス停
に着いた頃にはもう汗だく…。さらにに着いた頃にはもう汗だく…。さらに
乗る予定のバスを乗り過ごしたため炎乗る予定のバスを乗り過ごしたため炎
天下のバス停で20分待つはめに…天下のバス停で20分待つはめに………。。
何とかJR亀岡駅に戻ってきたものの、何とかJR亀岡駅に戻ってきたものの、
本数の少ない亀岡では乗り放題といえ本数の少ない亀岡では乗り放題といえ
ど緻密な計画が必要だと認識させられど緻密な計画が必要だと認識させられ
た路線バスのたびでした。た路線バスのたびでした。

京阪京都交通バスに乗って

バス停「亀
岡駅前」

↓
亀岡市内周

遊
亀岡市一日

乗車券

発売当日限
り有効

乗車券

10.08.2
5

路線バス路線バスののたびたび

【10】 平成22年８月25日



理事会報告
第１回理事会
　平成22年度第１回理事会を６月23日（水）午後２時30分より
開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事53名　監事５名　相談役２名
【決議事項】
第１号議案　 第38回通常総会第３号議案（第39期事業計画及

び収支予算案）承認の件
第２号議案　 第38回通常総会第４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た。上記各議案は８月６日（金）
開催の通常総会に提出されることになった。
第３号議案　賛助会員規約一部変更案承認について
　賛助会員の脱退時、理事会で承認された場合、功労金を支払
うことができるよう規約を一部変更することについて担当役員
より説明がなされ、原案通り承認可決された。
　なお、同議案は総会議決事項であるため、８月６日（金）に
開催される通常総会第２号議案として提出されることになった。
第４号議案　慶弔規程一部変更案承認について
　現行の慶弔規程を、下記の通り一部変更を行うことを、担当
役員から説明がなされ、原案通り承認可決された。
・弔事における供花料について金額の明記を撤廃する。
・葬儀参列者を理事長の他、代理人の参列も可能とする。

第２回理事会
　平成22年度第２回理事会を７月14日（水）午後２時40分より
開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事46名　監事５名　相談役５名
【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12名、法人１社、賛助会員６名がそれぞれ加入承認
された。承認の結果、個人組合員は1,270名、法人組合員57社、
出資金額1億1,525万円、賛助会員200名となった。 
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○池田　陽介　○上羽　孝昌　○大久保憲二　○福冨　　純
○北村　吉春　○田野城智隆　○村山　敬子　○馬渕　要至
○上田　友恵　○大西　克和　○馬場　省二　○中内　　亨
（法人組合員）
○税理士法人みゆき
（賛助会員）
○古鉄　将裕　○小山　　敏　○岡田　幸雄　○堀江　宣光
○鎌田　康人　○杉本　典生
第２号議案　 第38回通常総会第１号議案（第38期事業報告及

び財務書類）承認の件
　先の理事会で承認可決された第２～４号議案に引続き、第１
号議案が担当役員より提出され、審議の結果原案通り承認可決
された。

第３号議案「趣味の会」助成の件
　当組合の福利厚生事業である「趣味の会」について、４団体
から助成金の申請があり、それぞれの活動状況が報告された。
４団体それぞれに７万円を助成する旨説明がなされ、原案通り
承認可決された。
第４号議案　新規提携企業承認の件
　次の３社について提携内容の説明がなされ、提携することが
承認可決された。
・日本通運株式会社　・株式会社中央倉庫　
・アシスタント株式会社
【報告事項】
（総務部門）
①第38回通常総会
　資料に基づき、総会並びに懇親会の開催要領が報告された。
②当面の組合行事日程について下記日程が決定した。
　10月20日（水）正副・常務・理事会
　12月16日（木）正副・常務・理事会
③支部連との協議会開催報告

広報委員会
「京税協」第130号発行について

（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー（５月14日（金））
　キックオフミーティング（６月23日（水））開催報告
②支所合同推進協議会（６月23日（水））開催報告
　市内各支所・宇治・園部支所を対象に上記日程に開催され
たことが報告された。

③定例研修会開催案内
　今年度の施策として定例研修会を開催することとなり、第
１回目が８月24日（火）に開催されることが報告された。

④ 大同保険推進協議会（４税協）実務者会議（５月19日（水））
　開催報告
　東海・名古屋・北陸・京都の各税協並びに税協連における
　実務者会議が上記日程にて開催された。10月29日（金）に
石川県で開催される協議会に向けた要求事項等を確認した。

保険第二委員会（全税共等）
①京都地区参加生保・業務推進会議（７月30日（金））開催報告
②第25回記念全国統一キャンペーンについて
③Z１・Z２キャンペーンについて

（事業部門）
事業委員会
①総会開催時における提携企業におけるPR実施について
②提携ハウスメーカー住宅相談会開催（８月21日（土））開催
　かねてより提携ハウスメーカーより要望のあった住宅相談
会が当組合後援により上記日程にて開催されることが報告
された。

研修委員会
各研修講座の開催状況について
　各講座の開催実績並びに開催予定講座の申込状況が報告さ
れた。

【11】第130号京都税理士協同組合ニュース



組合の動き
５・17 下京支部定期総会出席

５・19 宮津支部定期総会祝電

５・20 舞鶴支部定期総会祝電

５・25 有限会社近税保険代理社第13期定時株主総会出席
　於　大阪・奈良税理士協同組合　会議室

５・26 事業委員会（総会議案書草案・第39期予算について）

５・26 保険（第一・第二合同）小委員会
（第39期事業計画並びに予算編成について）

５・27 名古屋税理士協同組合第43回通常総代会出席
　於　名古屋東急ホテル

５・28
研修・実務講座　「相続税申告の実務第３回」（全10回）
　講師：藤本純也先生
　参加：54名

６・１ 宇治支部定期総会・創立30周年記念式典出席

６・３ 上京支部定期総会出席

６・３ 福知山支部定期総会・創立30周年記念式典祝電

６・３ 峰山支部定期総会・創立30周年記念式典祝電

６・４ 中京支部定期総会出席

６・４ 右京支部定期総会出席

６・４ 左京支部定期総会出席

６・４ 東山支部定期総会・創立30周年記念式典出席

６・４ 伏見支部定期総会出席

６・４ 園部支部定期総会出席

６・４
研修・実務講座　「相続税申告の実務第４回」（全10回）
　講師：藤本純也先生
　参加：54名

６・７ 研修委員会（第39期事業計画と予算編成について）

６・８ 保険第一委員会（第38回通常総会の議案審理・第39
期事業計画と予算編成について）

６・８ 保険第二委員会（第38回通常総会の議案審理・第39
期事業計画と予算編成について）

６・９
大同代理店ゴルフコンペ
　於　瀬田ゴルフコース北コース
　参加：46名

６・10 総務委員会（第38期決算並びに第39期予算について）

６・11
研修・実務講座　「相続税申告の実務第５回」（全10回）
　講師：藤本純也先生
　参加：54名

６・14 予算編成準備会

６・17 出版委員会（平成22年分税務便覧の作成について）

６・18 兵庫県西税理士協同組合第41回通常総会出席
　於　ホテル日航姫路

６・19 近畿青年税理士連盟京都支部第46回定期総会出席
　於　京都ホテルオークラ

６・21
名古屋税理士協同組合・大同生命
提携55周年記念式典出席
　於　名古屋東急ホテル

６・22 近畿税理士会第46回定期総会出席
　於　帝国ホテル大阪

６・23 正副理事長会・理事会

６・23 大同生命支所合同推進協議会

６・23 大同生命キックオフミーティング

６・25
研修・実務講座　「相続税申告の実務第６回」（全10回）
　講師：藤本純也先生
　参加：54名

６・29 総会議案審理会

６・30 近畿税理士会京都府支部連合会との協議会

７・２ 期末本監査実施

７・２
研修・実務講座　「相続税申告の実務第７回」（全10回）
　講師：藤本純也先生
　参加：54名

７・５

研修・短期講座（福知山）
「平成22年度税制改正実務上のポイント」
　講師：山下宜子先生
　参加：72名

７・６ 保険第一委員会（支所別目標額の決定について）

７・８

研修・短期講座
「平成22年度税制改正実務上のポイント」
　講師：山下宜子先生
　参加：167名

７・９
研修・実務講座　「相続税申告の実務第８回」（全10回）
　講師：藤本純也先生
　参加：54名

７・９ ㈱日税ビジネスサービス総会出席
　於　京王プラザホテル

７・14 正副理事長会・常務理事会・理事会

７・14 出版委員会（平成22年分税務便覧編集作業）

７・14 京都税理士協同組合厚生会役員会

７・16
研修・実務講座　「相続税申告の実務第９回」（全10回）
　講師：藤本純也先生
　参加：54名

７・21 下京支部創立30周年記念式典出席

７・21 出版委員会（平成22年分税務便覧編集作業）

７・22 相談役会

７・23 右京支部創立30周年記念式典出席

７・23 伏見支部創立30周年記念式典出席

７・23
研修・実務講座　「相続税申告の実務第10回」（全10回）
　講師：藤本純也先生
　参加：54名

７・26 舞鶴支部創立30周年記念式典祝電

７・27 出版委員会（平成22年分税務便覧編集作業）
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京都市からのお知らせ
■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又は個
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
〒604-8171　 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の１

井門明治安田生命ビル５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

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（361）1120
〒600-8421　京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町159-1
（最寄り駅　地下鉄烏丸線四条駅）
http://www.shokochukin.co.jp/

７・28 北陸税理士協同組合連合会第27回通常総会出席
　於　ホテル金沢

７・30 全税共京都地区業務推進会議（全税共業務推進に係
る協議の件）

８・３ 広報委員会（第130号編集割付）

８・３ 出版委員会（平成22年分税務便覧編集作業）

８・６ 正副理事長会

８・６ 第38回通常総会・懇親会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・９ 広報委員会（第130号ゲラ校正）

８・９ 神戸税理士協同組合第20回通常総代会出席
　於　ホテルオークラ神戸

８・10 出版委員会（平成22年分税務便覧編集作業）

８・11
研修・短期講座　「相続税調査の対応～名義預金の事例検討～」
　講師：笹岡宏保先生
　参加：173名

８・12 広報委員会（第130号ゲラ再校正）

８・20 出版委員会（平成22年分税務便覧編集作業）

８・20

研修・短期講座　「公益法人アカウンタント養成講
座（上級コース）」
　講師：田中義幸先生ほか
　参加申込：171名（８月12日現在の数字です）

８・21 提携ハウスメーカー合同住宅セミナー・相談会

８・23 近畿税理士協同組合連合会第51回理事会出席
　於　大阪・奈良税理士協同組合　会議室

８・23 全税共近畿地区会会議出席
　於　大乃や

８・24 大同生命定例研修会

８・25 総務委員会（経理規程の見直しについて）

８・25 「京税協」第130号発行
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た井野は刑事にマッチを借りるほど大
胆になってしまう。この場面は話の重
要なポイントだったのではないか。一
足先に店を出た井野は笑いが止まらず、
石岡が自分の顔を忘れているのなら殺
す必要はないので、犯行は中止した。
結局、石岡たちは待ちぼうけを食らう
ことになる。
　しばらくして映画「赤い森林」が公
開されるが、この映画を観た石岡は「あ
～」と思わず大声あげてしまう。スク
リーンに映ったタバコを吸う井野を見
て思い出したからだ。石岡が９年前に
出会った井野も列車でタバコを吸って

いたが、これは重要な伏線になってい
たのだ。すぐさま石岡は映画館を飛び
出し大股で警察に向かって歩き出す。
　役者として名声や金を手に入れたい
という思いと、たった１人の人物に対
してだけはその顔を知られたくないと
いう思い。役者にならなければ事件は
迷宮化し、捕まることもなかったので
ないか……と考えては話にはならない。
欲望と破滅が表裏一体化して存在して
いるからこそ興味深く、破滅に対して
警戒すれば事実は発覚せず、欲望が強
まれば破滅してしまう、という組み立
てがよくできている。一生懸命に生き
ようとするがゆえに、ちょっとした弾
みで歯車が狂ってしまう、生きること
の哀しさや切なさを感じさせてくれる
作品ではないだろうか。

　この作品は「もはや戦後ではない」
が流行語になった映画全盛期の昭和31
年が舞台となっている。映画スターと
しての栄光と殺人の過去が露見する恐
怖の狭間で揺れ動く男を描いた松本清
張の傑作短編である。
　劇団「白楊座」の売れない俳優「井
野良吉」はある映画に端役で出演する。
ほんの数秒映る程度だったが、その独
特の風貌が注目され、新作映画の主役
の相手役に抜擢される。一躍スターへ
の階段を歩み始めた井野。しかし井野
には映画が注目され、自分の「顔」が
売れるのを恐れる理由があった。それ
は映画が多くの人の目に触れ、全国の
観客が観るからである。
　９年前の昭和22年、井野は当時付き
合っていた山田ミヤ子という女性を島
根県の温泉へ連れ出し、自分の子供を
身ごもった彼女が邪魔になり殺してし
まった過去がある。しかも悪いことに、
二人が温泉へ向かう列車の中で、ミヤ

子が勤める酒場の常連客の一人、石岡
貞三郎という男に目撃されてしまった
のだ。主役の相手役として映画に出れ
ばスクリーンに顔がさらされるし、９
年経過しても今なおこの目撃者に気づ
かれる可能性は高い。そこで井野には
そんな過去を抹殺するためのシナリオ
が芽生える。
　井野は興信所に石岡の調査をさせて
九州の住所を把握していた。そしてこ
の目撃者である石岡を九州から京都へ
手紙で呼び出し、比叡山へ連れ出して
毒殺することを計画する。その手紙は
「梅谷利一」という偽名で被害者の親
族を装い、ミヤ子を殺した犯人らしき
人物を見たので顔を確認してほしいと
いう内容である。井野は梅谷になりす
まそうと考える。

　手紙を受け取った石岡は不信に感じ、
９年前の担当刑事である田村に手紙を
見せて相談する。この刑事はすでに引
越ししている石岡の住所を知っている
ことから、この手紙の主は犯人ではな
いかと見抜く。石岡は刑事２人ととも
に、手紙に記してある待ち合わせ指定
場所である京都駅の待合室へ向かうこ
とになる。待ち合わせの時間より早く
京都に到着したので、石岡たち３人は
円山公園の料理屋で名物「いもぼう」
を食べようと店に入る。だが、なんと
その店にはすでに井野が食事をしてい
て、３人と鉢合わせをしてしまう。井
野と石岡の目が合う。あまりの偶然に
井野はびっくりして箸を落としてしま
う。ところが、意外なことに石岡は気
付かない。９年前に１度見ただけでは
あり得ることだと思った。余裕を感じ
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