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　　　 通常総会
開催のお知らせ

京都税理士協同組合

第39回

　去る１月18日（火）「全税共第25回記念全国統一キャンペ
ーン」の優績営業職員表彰式がウェスティン都ホテル京都
にて開催された。
　表彰式は、田中英文専務理事の司会により定刻に開始さ
れ、平澤政治理事長の開式の挨拶、小坂文夫副理事長の経
過報告へと続いた。次に来賓の方々より祝辞をいただいた。
そのお話のなかで「先を読め、言った先輩リストラに」と
いうサラリーマン川柳が、なんとも今の世相を反映してい
て印象に残った。
　しかし、この不況のなか今年も前年を上回る職員の方が
「理事長賞」「金賞」「銀賞」「銅賞」「努力賞」で表彰された。
その他連続入賞の「雅ファイブ」等の方々にも感謝状と記
念品が贈呈された。
　片野晏弘副理事長の閉式の挨拶の後、休憩を挟んで植田
順常務理事の司会のもと、辰巳修偉副理事長の挨拶でお待
ちかねの祝賀パーティーの幕開けとなった。

　第１部は恒例となりつつあるオールディーズライブであ
る。今年は「祇園セレクテッド　ラポー」よりウエダテツ
ジとラポーオールスターズによるステージである。保険第
二委員会の委員の先導の下、ステージ前のダンスフロアで
ライブハウスさながらのダンスが繰り広げられた。
　第２部はこれも恒例のお楽しみ抽選会が行われた。今年
はより多くの方に当たるよう本数が増えたようである。
　そして、ラストは音楽に乗りほぼ全員参加のトレインが
会場一杯に広がり、和やかな雰囲気のなか来年の再会を誓
いながら太田克専務理事の閉会の挨拶でお開きとなった。
 （広報委員　河村澄子）

【受賞者の方々】 （敬称略）

VIP大型総合保障制度
理事長賞 朝日生命保険相互会社　京滋支社 後藤　陽子 他10名
金　　賞 日本生命保険相互会社　京都西支社 大口　邦子 他13名
銀　　賞 AIGスター生命保険株式会社 
 京都エージェンシーオフィス 鳩﨑　千晴 他15名
銅　　賞 明治安田生命保険相互会社　京都支社 高本　京子 他73名
努 力 賞 住友生命保険相互会社　京都支社 赤木喜久子 他52名

【特別賞】キングオブキングス
 朝日生命保険相互会社　京滋支社 後藤　陽子 

【特別賞】雅ファイブ（連続入賞者）
 朝日生命保険相互会社　京滋支社 宍戸さえ子 他５名

優秀機関長表彰 
 AIGエジソン生命保険株式会社　京都営業部
  勝　　孝之 他16名

優秀支社20
 朝日生命保険相互会社　京滋支社  他１社
優秀支社10

 日本生命保険相互会社　京都支社  他３社

年間表彰
年間５億賞 アリコジャパン　京都シティエージェンシーオフィス
  大藤　　均 他６名
年間３億賞 日本生命保険相互会社　京都南支社 西村　育恵 他５名

優績営業職員表彰式・祝賀パーティー
全国統一キャンペーン全税共

第25回
記念

日　時　 平成23年８月５日（金）
総　会　 午後４時から
懇親会　 午後６時から
場　所　 ウェスティン都ホテル京都
　　　　 西館４階　瑞穂の間
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総務 委員会 R小山　光博

　総務委員長を仰せつかっております小山光博です。平素
は組合事業に多大なご協力を賜りまして厚く御礼申し上げ
ます。
　早いもので総務委員長に就任して２年近くなります。こ
の２年間を振り返ってもいろいろと大変だったことしか思
い浮かばないです。しかし辰巳担当副理事長、田中・太田
両専務理事、そして委員の皆さんにいろいろと助けてもら
いながら何とかここまでやって来られたと感じています。
　総務委員会には財務部門と情報化推進部門があります。
主な業務としては会計業務（決算・申告書作成）、総務業
務（組合員名簿の作成、教育図書の選定・配付、会館の管
理・運営、ホームページ管理）、そして情報化業務があり
ます。原稿依頼の案内には「あまり堅い内容ではなく」と
記載していたのですが、総務となると見ての通りどうして
も地味な裏方仕事が多くなってしまうような気がします。
しかし委員会では毎回非常に活発な議論が交わされて（委
員長がダメ出し食らいまくり？）いました。
　この２年間に財務部門では「支所会計Q&A」の改正を
行いました。情報化推進部門では慶弔連絡のメール配信シ
ステムを稼働させました。そして両丹地区の組合員に向け
ての研修会のインターネットによる遠隔地同時配信システ
ム及び利用実績還元金システムもようやく完成しました。
　今後もこれらの更なる使い勝手の良さを追求して改良や
改善を行うとともに、組合員及び賛助会員の便宜に資する
ような新たなサービスを提供していきたいと考えておりま
す。今後とも総務委員会をどうぞよろしくお願い致します。

法規 委員会 R岸　　忠

　法規委員会は他の各委員会とは趣を異にし、理事長の諮
問書により、諮問事項を指示され、その諮問事項について
委員会において、審議及び検討を行い、委員会としての意
見を集約し、結果を報告するという体裁です。
　過去数年間は辰巳修偉現副理事長の下、税理士法改正・
中小企業等協同組合法改正に伴う、定款変更を行い、かつ、
組合運営の効率化・合理化を図るため、各種の規約・規程・
規則等の改正を行ってきました。当事業年度は、それらが

一段落し、経理規程及び支部経理規程の一部変更について
審議・検討しました。
　時期は少し遡りますが、平成22年４月20日に賛助会員規
約の見直し等について開催した委員会の状況を説明します。

　当規約の制定された平成16年当時組合に加入するための
出資金は10万円、賛助会員の加入金は１万円（脱退時には
返還はなし）と、相当の相違があった。しかし、組合員増
強を目的として平成20年７月の理事会承認により、組合加
入出資金を１万円に引下げ賛助会員加入金と同額となった。
　組合員は出資配当金並びに脱退時の返還が適用されるが、
賛助会員は出資配当金・脱退時の返還が適用されず、組合
員と賛助会員の間に不公平感が生じてきた。賛助会員の脱
退時に何らかの手当が必要ではないかとの諮問であった。
　他の税協の例では、加入金を「賛助会員預り金」として
脱退する場合返還するとの規約も見られた。
・組合の財務基盤の安定
・規約の変更は総会の決議が必要
・不測の事態が生じた場合
等を検討し、賛助会員脱退時には、その時々の理事会の判
断に委ねる事がベターであり、加入金とは切り離し、理事
会決議により１万円を限度として功労金を支払うことがで
きるものとし、不公平感を払拭し、組合員・賛助会員のより一
層の増強を図るための見直しが相当との答申結果となった。

地区連絡 委員会 R伊島　　睦

　地区連絡委員会はその名称からは委員会の事業内容を簡
単には理解していただきにくい委員会なのですが、実際に
は、かなり広範囲にわたる幅広い事業を行っております。
　具体的には、組合への加入推進を図る施策、組合員の慶
弔に関する情報連絡の事務、組合運営について深く理解し
ていただくとともに各支所からのご要望をお聞きするため
の支部役員との懇談会などの開催、新入組合員の方々に組
合の事業内容をご理解いただくためのオリエンテーション
の開催等、組合の「組織の充実」に関する事業が一つの柱
となっています。
　また、組合員相互の親睦や福利厚生のための旅行や文化
行事の企画運営、保険会社各社との共催による親睦ゴルフ
コンペの開催、組合認定の趣味の会に対する活動の支援な
ど、いわゆる「福利厚生」全般に関する事業がもう一つの

委員会だより

【3】第133号京都税理士協同組合ニュース



柱となっています。
　この幅広い事業を支えていただいているのが地区連絡委
員の方々です。
　地区連絡委員会は４名の理事と13名の支所長、５名の委
員から構成されており、日頃の実務は多忙な支所長を除く
メンバーによって構成される地区連絡小委員会によって、
運営されています。それをさらに、地区連絡委員会の活動
の中でも重要度の高い親睦ゴルフを担当する「ゴルフ担当
グループ」と親睦旅行や文化行事などのイベントを担当す
る「イベント担当グループ」の二つに分け、それぞれ５名程
度の少人数で各事業の運営に精力的に取り組んでいます。
　最近の地区連絡委員会では、これまでにないタイプのイ
ベントの企画に取り組み、昨年には「ミュージカルを楽し
む会」として、劇団四季の『美女と野獣』の観劇を開催し
好評を得ました。
　そして、本年は３年ぶりに親睦旅行を復活させるべく、
「九州新幹線で行く熊本の旅」を企画致しました。これも、
これまでにはないシティホテル滞在型の、オプショナルツ
アーもふんだんに取り入れた、組合としては新しいタイプ
の旅行で、旅行の内容やホテル、夕食やオプショナルツア
ー中の昼食、両丹の組合員の交通の便等々、細部にわたり
検討を重ね、委員による下見も完了し、万全の態勢で当日
を待つばかりとなっておりました。
　しかし、本年３月11日に発生した東日本大震災に伴い、
４月１日に予定していた本旅行を急遽中止することと致し
ました。また４月12日に予定していた大同チャリティーゴ
ルフコンペも併せて中止することと致しました。
　このように本年の地区連絡委員会は後半の重要な二つの
事業が実行されないままその活動を終了したわけですが、
その企画や準備に費やされた委員の方々の努力が、次年度
以降の事業に活かされることを期待しておりますとともに、
今後の福利厚生事業への組合員の皆様方の積極的なご参加
を心より祈念しております。

広報 委員会 R河村　澄子

　ご存知、組合ニュース「京税協」の発行をさせていただ
いているのが広報委員会です。
　１月、５月、８月（役員改選の年は９月）、11月と年４
回の発行です。「えっ、そうやったんや」と思っておられ
る組合員がいらっしゃるとちょっとショックですが、みな

さんに読んでいただいていることを前提に委員全員で頑張
って作業をしております。
　発行までに３回の委員会を開催します。一回目で全体の
バランスを考えながらの原稿の割付、二回目で出来上がっ
てきたゲラの校正、三回目で最終校正をし、めでたく発行
となります。
　ここ何年かで「ニュース」が変わっているのに気づかれ
たでしょうか。表紙の文字、そしてフルカラーになったこ
とです。フルカラーになったことで、二回目、三回目の校
正が文章はもちろんのこと色のバランスが重要となり、か
なりの時間がかかることとなりました。
　広報は大変というお声をよく聞きます。確かに文章を書
くことはなかなか難しいことではありますが「ニュース」
として形になるとすごく嬉しいものです。
　委員会のモットーですが「同じ時間を使うなら楽しい時
間を使おう」ということで、いつも委員会は笑いが絶えな
い和やかな雰囲気のなかメンバー15名で行われています。
　委員のかたのシリーズ「路線バスのたび」「京の文学散歩」
組合員の方々のシリーズ「私のいる風景」「とっておきの
お店」内容はいかがでしょうか。楽しみに読ませてもらっ
てるとのお声も掛けていただきます。
　とにかく、内容は勿論のことフルカラーの紙面（視覚）、
手に取った感覚（触覚）、ページをめくる音（聴覚）、紙の
香（嗅覚）と五感で感じていただける紙面づくりをしてい
ます。「えっ、味覚がないや」ってそれは、委員、組合員
の方々の書かれた文章の行間から溢れ出すこだわりの書い
た方ならではの味を味わって下さればと思います。

保険第一 委員会 R安井　伸夫

　保険第一委員会は、小坂文夫副理事長のもと、委員長・
副委員長２名・理事２名・委員７名で構成され、大同生命
の施策について企画立案している委員会です。京税協の事
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務手数料収入の過半数を大同生命の手数料収入で占めてお
りますので、保有契約高や新契約高の推移について一喜一
憂しながら緊張感のある委員会運営を行っております。
　施策についてはいろいろ意見を出し合い、また大同生命
の意向を踏まえながらやっているのですが、なかなか良い
案が浮かんで来ないのが実情です。もっと良い施策がある
ぞ！と仰る組合員の皆様は是非アドバイスをお願い致しま
す。
　委員の皆さんは、各支所から選出されていますので、普
段はあまり顔を合わす機会がないのですが、それでも和気
藹々と仲良く運営させていただいております。
　昨年から開催しております定例研修会のあとは、委員同

士でちょっと一杯？で親睦を深め、また、委員の皆さんの
お話を聞くと、ゴルフ好きの方が多いので、昨年は、委員
会単独でゴルフコンペを開催させていただきました。皆さ
ん、なかなかの腕前ですよ～！

保険第二 委員会 R植田　　順

　いつも京税協保険第二委員会の活動にご協力いただき、
誠にありがとうざいます。
　私たちの任期も、残すところあとわずかとなり、この２
年間組合員各位には大変お世話になり、心よりお礼申し上
げます。
　保険第二委員会は、大同生命以外の全国税理士共栄会（以
下、「全税共」という）と、提携関係にある17社の生保及
び損保と京税協との共栄に寄与するために設けられた委員
会です。
　主な業務としては、毎年７月に開催される提携生保及び
損保会社との業務推進会議の企画進行、９月から11月に掛
けて実施される全税共全国統一キャンペーン中の各保険会
社との個別業務推進会議の企画進行、そして翌年１月に開
催される優績職員等の表彰式及び祝賀パーティーの企画進
行があげられます。

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/
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　京税協と全税共との関係は、京税協と提携している提携
保険会社の営業職員等が、営業した全税共扱いの保険契約
の契約高により、その集金手数料の一部が、全税共を通じ
て京税協の収入として返金されるという仕組みであります。
　ちなみに、昨年の実績は約3,300万円で、今年の予算も
ほぼ同額を見込んでいます。
　委員会のメンバーは、各支所からの選りすぐりで構成し
ており、副委員長に糀田靖子、石原　牧、両女性委員を配
し、松村一郎、新見和也、米澤博充、有田耕介、横田　聡、
笹井雅広、鴨井勝也、米田　茂、松下　弘、各男性委員に
ぐっと睨みを利かして、大変活発な委員会活動をすること
が出来ました。
　祝賀パーティーでは、受賞された営業職員の方が、いか
に楽しんでいただけるか、また、来年も頑張っていただけ
るかを考えて、委員全員が精一杯おもてなしをしてくれま
した。委員長としては、本当にありがたい委員会でした。
　来期以降も、益々保険第二委員会の役割が大きくなると
思いますので、本年同様、組合員各位のご協力をよろしく
お願いします。

事業 委員会 R縄田　浩昭

　日ごろは、組合員、賛助会員の皆様には、当委員会の事
業活動に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げま
す。
　当委員会では、主に提携企業との各種事業提携やその利
用促進を通じて、組合員の事業の利便に資することはもち
ろんのこと、様々なライフシーンにおいてもお役に立つこ
とができますよう活動を行っております。そのために力を
入れて取り組んでいるのが、年に２回開催しております「事
業推進協議会」であります。ここでは提携先企業と委員と
が提携事業の利便性向上とより充実した提携内容にしてい
くために、毎回活発な意見交換を行っております。提携先
企業と提携内容をまとめたものが「提携企業便覧」であり、
年に１回発行し、組合員へお届けしております。年を重ね
るごとに充実した内容となっているものと確信しておりま
すので、ぜひともお近くに置いていただき、ご活用いただ
きますようお願い申し上げます。
　また、毎年出版委員会で発行していただいております「税
務便覧」の販売も担当させていただき、その販売活動を通
じて、日本全国に「税務便覧」と「京税協」の存在と素晴

らしさをお伝えしております。
　このように当委員会は組合外部とのつながりをも大事に
しながら活動させていただくところが多いのですが、その
せいか委員も社交的な方々が多くお集まりいただいている
ように感じます。そのため委員会の雰囲気も和やかで、ま
たそれが円滑な委員会活動につながっているのだろうと大
変感謝しているところです。これからも事業委員会をどう
ぞよろしくお願い申し上げます。

出版 委員会 R森　　敏行

　平素は組合事業にご協力を賜りまして誠に有難うござい
ます。
　出版委員会はその名のとおり組合の出版事業を担当する
委員会ですが、現在のところは専ら「税務便覧」の制作に
携わっております。税務便覧は皆様ご存知のとおり、京税
協オリジナルの出版物で、長年にわたり京都はもちろん全
国の先生方や諸官庁、また提携企業各社を通じていろいろ
なユーザーの皆様にご愛用いただいております。
　当委員会は１チーム３名で４チームそして私を含めて計
13名の委員で制作作業を行っておりますが、納品時期の関
係で７月から９月にかけて集中的に委員会を開催し、法規
集を片手に法律に忠実で簡潔にそしてわかり易い便覧を意
識しながら作業にとりかかっております。特に平成23年分
は震災の関係で関連税制や当初の税制改正案への影響もあ
り、より慎重な制作作業が求められることとなるでしょう。
　毎年度、制作作業完了後に組合執行部を交えて意見交換
会を行います。当年度の反省点、今後の税務便覧について
の制作方法や形態そしてその販売方法に至るまでいろいろ
な意見が交わされますが、よりよい便覧づくりには、お使
いいただいている皆様からのご意見が一番の参考材料とな
ります。ご意見等がございましたら是非お聞かせいただき
たいと思います。
　最後になりましたが、今後とも税務便覧のご愛顧をお願
い申し上げますことはもちろんでございますが、興味のあ
る方は是非出版委員として制作作業に参加してみてはいか
かでしょうか。
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研修 委員会 R近藤　明夫

　研修委員会委員長の近藤明夫でございます。組合員・賛
助会員の皆様には、各種講座に積極的にご参加いただき誠
にありがとうございます。
　研修委員会は、組合員・賛助会員及び事務所職員を対象
に、短期講座、実務講座、勉強会、及び職員研修講座を開
講しております。
　また、地域住民の方には、税理士の社会的使命の一環と
して、社会ですぐに役立つ経理事務能力を養成する簿記実
務コースや、税に関する無料講座を開講しております。
　委員の方には、各講座のテーマや講師の先生を検討して
いただく準備作業をお願いしております。

　講座ごとに委員が順番で司会、36時間研修の受付、ウェ
ブ配信による中継での操作と、分担をこなしていただきご
苦労をかけております。
　私自身、縁あって研修委員そして研修委員長と担当させ
ていただくまでは、税法等の実務勉強を積極的にはしてお
りませんでした。研修を担当させていただく中で、税理士
として必要な知識について真剣に考える機会を与えていた
だき、そして同時に勉強させていただけたことを感謝して
おります。
　６月より新しい事業年度が始まります。税法関係だけで
なく色々な分野にわたって希望する講座の内容や、受けて
みたい講師の先生のリクエストをお待ちしております。
　これからも、皆様に喜んでいただける各種講座を開講し
ていきたいと思っております。
　一年間ご協力ありがとうございました。
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１．日本は戦後から災後へ

　この度の未曽有の被害をもたらした東日本大震災により、
被災地の方はもとより日本全体に極めて深刻な事態をもた
らしている。震災から本当に立ち直るには、10年～20年の
歳月がかかるであろうといわれている。このような状態で、
関西が復興に果たす役割は極めて重いものがある。1995年
１月17日我々は阪神淡路大震災を経験している。この時の
復興に要した費用は10兆円といわれている。今般の震災に
要する費用は、地震と津波による被害の範囲も広く原子力
の問題も抱えているため、政府が見積もっている復興費用
は25兆円といわれている。時代のParadigmは１.17から３.11
に大きく変わった。また、原子力発電所の対応を一歩誤れ
ば、1945年広島原爆から2011年福島原子力発電所へと時代
のParadigmが変わってしまう。そうならないために何と
しても安全性の回復に努めなければならない。この度の災
害は今後の日本に大きな社会的、経済的影響を与えるであ
ろう。ということからすると、関東大震災や第二次世界大
戦の敗戦に匹敵するぐらいの大きな出来事であるといえる。
　1945年８月15日の敗戦以来日本人は歴史を戦前と戦後に
分けて考えてきた。1956年の経済白書ですでに戦後は終わ
った・1989年昭和天皇が崩御され長い昭和の時代が終わっ
た・1989年ベルリンの壁が崩壊した・1991年ソ連国が解体
した・1991年戦後を支配してきた米ソの冷戦が終わった・
20世紀も終わり21世紀が始まった。それでもまだ日本人は
戦後と言い続けている。ところがこの大震災を受けて、文
字通りこれから戦後が終わって災後というふうに時代を区
分するのではないかと多くの政治学者が指摘している。つ
まり、戦後を支配してきた既存の政治システムが機能しな
い、社会保障制度も機能していない、戦後の日本を成長さ
せた経済システム、教育システムが機能していない。2011

年３月11日を境に、日本の歴史は変わらなければならない。

２．必然的偶然

　ある政治学者は、今回の震災で日本は「必然的偶然」に
直面していると言っている。
　つまり、震災そのものは天災であり、誰にもコントロー
ルできない偶然の出来事であるが、これを機にどうしても
日本の社会システムを変えなければならないというところ
で、必然性が働いているという。大きな災害が起こった後
に見えてくるのは、今まで想定もしていなかった人々の助
け合いである。災害という地獄の中に人間の最善の最も美
しい部分が現れて、地獄の中に天国が浮かび上がるという
意味で、アメリカのあるジャーナリストは「災害ユートピ
ア」と言った。
　今回の震災で我々が知ったことは、ワット数の違いで電
力を関東に供給できないという単純な事実である。この国
は危機管理ができているのであろうか？菅総理や官房長官
が作業服姿で記者会見にのぞむ姿は、世界中に日本全体が
放射能に汚染されているというイメージを与えている。危
機的な状況の中で、リーダーに求められる重要な資質はな
にであるか。
　やがて復興が進むと、失業された多くの東北の方々の労
働力をどこかで吸収しなければならない。電力事情がまま
ならない関東で、どれだけの方々を雇用することができる
か疑問である。とすれば、関西が多くの失業された方々を
迎え入れなければならない。そうすると、日本の人口構成
が変わるかもしれない。関東大震災のあった1920年代、敗
戦を迎えた1950年代には、新興宗教が大量発生し、大ブー
ムになった。阪神淡路大震災のあった1995年はオウム真理
教が地下鉄サリン事件を起こしている。もしかしたら、第
三次新興宗教ブームを迎えることになるかもしれない。想

第７回会館記念講演

　京都税理士会館竣工より７年目の今回、大変著名でご活躍の同志社大学法学部長の村田晃嗣氏をお迎えし記念講演が開催
されました。近藤明夫研修委員長の司会に始まり、平澤政治理事長のご挨拶後、村田氏のお話が始まりました。

「激動する世界情勢と日本の課題」

 京税ホールにて

４月18日月
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像もできないようなことが次々に日本社会を襲うかもしれ
ない。その覚悟が我々には必要である。

３．今後の日本の政治状況

　３月11日を境に政治の状況が大きく違ってきた。震災の
起こる１日前、菅内閣は違法献金疑惑で倒れる寸前であっ
た。震災が日本の政治に与えた最も直接的な影響は菅内閣
の延命である。災前の野党の予想では、４月10日統一地方
選挙で民主党が惨敗し、４月11日野党は参議院で菅内閣に
対する問責決議を出し、予算が通らず、４月12日には解散
総選挙を決め、５月22日衆議院の投票日のはずであった。
震災後、それは何の関係もなくなり、通常国会は延長され、
予算も通り、９月の民主党代表選挙までは菅首相は生き延
びられることとなった。それまでに、民主党と自民党の大
連立が成立化するか否か？事態が急速に変化している中で、
自民党が連立を拒み続けるならば自民党が窮地に追い込ま
れ自民党への支持が足元からすくわれる恐れも出てきた。
自民党はある段階で民主党との連立を決意しなければなら
ないかもしれない。連立するにあたり、５つのKが問題と
なっている。５つのKをクリアしなければ連立は難しいと
いわれている。１.子ども手当の廃止　２.高校の学費無償
化の廃止　３.（農業の）個別保障の廃止　４.高速道路の無
料化の廃止　５.菅首相の退任　実は大切な６つ目のKがあ
る。それは公明党問題。公明党を孤立させることはできな
い。場合によっては民自公の連立もありうるかもしれない。
いずれにしても国内政治の混乱はしばらく続くであろう。

４．激動の2012年

　震災の傷跡の癒えていない2012年、日本を取り巻く世界
状況は大きな政権交代に直面し国際環境は大きく変化する。
アメリカ大統領選挙…オバマ大統領の再選危うし
　アメリカは、リーマンショック以降、経済の立て直しと
いう最大の課題が成功していない。完全失業率は１月現在
9.4％であるが、Real unemploymentあるいはUnder employment
を含めると実質失業率は16％を超えるといわれている。ア
メリカの歴史上失業率が８％を超えて現職の大統領が当選
した例は一度もない。アメリカは大統領選に向け、内向き
になっている。
ロシア大統領選挙…メドヴェージェフ大統領からプーチン
再選か
　ロシアではメドヴェージェフ大統領をはじめロシアの高
官が繰り返し北方領土を訪問している。択捉島と国後島に
のみ訪れ、歯舞群島と色丹島には訪れていない。これは何
を意味するのかというと、次期大統領が北方領土の交渉を
行う折に、日本が歯舞群島と色丹島の二島返還までしか妥
協できないように既成事実を作っている。
中国国家主席の交代…胡錦濤国家主席から習近平副主席に

政権が交代する
　昨年尖閣問題で中国人を逮捕したが、日本は屈辱的な解
決を強いられた。なぜ、中国政府は意図的に問題を起こし、
強引な解決方法をとったか。これも2012年の政権交代の折、
日本との領土問題でどこまで日本を押していけるかの既成
事実を作っておきたかったからである。
韓国大統領選挙…李明博（イ・ミョンパク）大統領が交代
　韓国の大統領選の行方いかんによって東アジアの国際政
治は大きく変わる。日本との関係を大切にするか？アメリ
カとの同盟を重視するか？朝鮮半島では2010年北朝鮮軍が
韓国軍の潜水艦を沈め、武力衝突が起こり、にわかに緊張
が高まった。これも、南北の軍事バランスを出来るだけ有
利な条件にして、次の指導者にバトンタッチしようとして
いるためである。
北朝鮮…歴史的記念すべき年
　2012年北朝鮮では、金日成（キム・イルソン）生誕100
年目を迎え、金正日（キム・ジョンイル）の70歳の誕生日
を迎え、次期後継者といわれている金正恩（キム・ジョン
ウン）の30歳の誕生日を迎える。何らかの大きな動きがあ
るといわれている。この年までに北朝鮮は「強盛大国」に
なると言っている。「強盛大国」すなわち核保有国を意味
するのではないか？
日本？…まだ復興にあえいでおり、先延ばしになった2007
年問題に襲われる
　2007年は、昭和22～24年生まれの団塊の世代の大量退職、
大量年金支給が始まるといわれていた。2004年の高齢者雇
用安定法により65歳まで働けるようになった。これが５年
後の2012年になれば昭和22年生まれの人が65歳を迎え、待
ったなしの大量退職の時代が来る。日本の経済と財政にと
って非常に大きな負担が新たに加わりただならぬ年になる。
　日本を取り巻く世界状況は、大きな政権交代に直面し世
界は彼らの理屈で前に進み、日本のお家事情にはかまって
くれない。世界は2012年をターゲットに動いている。それ
を考えていないのは日本だけである。世界の大きな波に日
本はどこまで対応できるか？そのことは中長期的な日本の
命運を左右し、その結果、暗いと言わざるをえない。

５．希望の格差

　日本は今、大きな所得格差に直面している。所得格差よ
りももっと広がっているのが貯蓄格差である。親や祖父母
から譲り受けた貯蓄がある人とない人とでは個人の努力で
一世代では埋まらないほどの差がある。さらに大きな格差
は、不動産の格差である。
　実はこれよりももっともっと広がっているのが「希望」
の格差である。日本は今、深刻な希望格差社会である。例
えば、手厚い年金を受け取ることのできる世代とほとんど
有効な年金を期待できず、年金の付け払いを強いられる若
年層とでは大きな差がある。従ってある経済学者は、「財
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政的幼児虐待」という表現をする。このように、世代間の
格差、希望の格差というのが非常に広がっている。
　かつて、ナポレオンは「リーダーとは希望の配達人であ
る」と言った。
　では、「希望」とはなにか？エーリッヒフロム（フロイ
トの弟子）の言葉を借りると、大金持ちになりたい、絶対
的権力を握りたい、ハーレムで暮らしたい等これは欲望で
ある。ぼろぼろの日本の社会、政治、経済を一人で正して
みせるという念願は願望にすぎない。耐えて、待って、我
慢して社会が立ち直るのを待つのは待望である。あるいは
絶望である。これらは希望ではない。希望には３つの条件
がある。１.自分の我欲を超えた普遍的なものを追求する
こと。２.実現可能性のあるものでなければならない。３.準
備し努力しなければならない。日本が21世紀にわたり希望
を持ち続けるためには、今のうちからどれだけ準備をし努
力をする事ができるかが決め手になる。

６．日本の「希望」の短期的展望と長期的展望

　短期的には、消費税の引き上げ問題、TPPへの参加、ね
じれ国会を前提にした国会運営制度の設計と経験の蓄積を
与野党が協力すること。外交安全保障問題では、がたがた
になった日米関係を立て直すことが重要である。長期的に
は、昨今、日本のGDPは中国に抜かれ、世界第２位の経
済大国ではなくなった。1968年に西ドイツを抜いて以来42
年にしてこの地位を失った。日本はもう二度と世界第２位
の経済大国になることはあり得ない。しかし、その地位を
失ったこと自体、そんなに深い憂慮を感じるものではない。
憂慮すべきは、非常に単純なIdentityを失ったということ
である。日本が世界第２位の経済大国であるというIdentity
にかわるものを見つけられていないことが最大の問題であ
る。GDPや年商や年収や偏差値という数字で国や個人の
人間性の豊かさや幸せを測る時代はとうの昔にすぎている。
今こそ、21世紀にふさわしい新たな豊かさや幸せを定義す
る絶好の機会を得たと考えるべきである。豊かさのParadigm
が変わりつつある。アメリカで世帯所得の伸びと家族の幸
福度の伸びは相関関係があるかという社会調査が非常に広
範囲にわたって行われた。世帯所得が７万ドル（600万円
ほど）になるまでは年収の増加とともに家族の幸福度は伸
び、それを超えると明確な相関関係がみてとれなくなった。
日本のごく一部でも同じような調査が行われ、世帯年収が
850万円を超えると世帯年収と家族の幸福度の伸びの間に
は明確な相関関係が見られなくなるという結果が出ている。
世帯年収の伸びで豊かさを測れないということを知るべき
である。統計によると10年後の2020年には中国のGDPは
日本の２倍になり、インドのGDPが日本に迫る勢いである。
15年後の2025年には中国のGDPがアメリカを抜き世界第
１位となる。20年後の2030年には中国のGDPが世界経済
に占める割合は23.9％アメリカは17％日本は5.8％となり、

途方もないパワーシフトが起こりつつある。さらに、2050
年の世界はどうなっているか？国連人口基金が出した未来
予測は、40年間で日本の人口は１億５百万人となり、２千
万人の減少となる。この人数は近畿２府４県の人口と同じ
である。これほど短期間にこれほど大規模な労働力人口を
失う大国は過去に例を見ない。日本は歴史的局面に直面し
ている。そこで、今から我々にできることは、次の４つで
ある。
１． 一人ひとりの労働生産性を高め、教育水準を高め質の

向上により量の減少をカバーする。
２． 女性の労働力を活用する。ここには問題があり、女性

の社会進出は少子化を進める。従って、女性の社会進
出を進めながら少子化を止める社会設計を早急に進め
なければならない。

３． 65歳以上の高齢者の労働力を活用する。今、日本は高
齢化社会ではなく人口の14％を高齢者が占める高齢社
会である。高齢者の持っている、経験、技術、蓄積を
労働力市場に還元しなければならない。

４． 外国人労働者を活用する。日本社会は外国人労働者の
受け入れに消極的であるが、これからはどれだけ高学
歴・高技術の外国人労働者を日本に取り込むかが日本
の生産性を維持するうえで重要である。将来的には、
先進国がこぞって発展途上国の労働者を金の卵として
奪い合う可能性は十分ある。

以上の４つを今のうちから準備する努力をしなければ、２
千万人の人口の減少にとても対応しきれない。
　世界はというと、アメリカは短期的には経済が苦しいが、
人口も増え中長期的に見て決して没落しない。韓国は日本
より深刻な少子高齢化が始まっている。1970年ごろの日本
とよく似ている中国は人口の伸びのピークは過ぎ、20年後
か30年後には、中国は日本が経験したよりも急速な少子高
齢化が始まる。それは、豊かな社会になったことと、30年
間一人っ子政策を行ってきたことによる。
　人口構成は完全に歪になっている。一旦始まれば、日本
の10倍の規模で起こり、はるかに速いスピードで起こる。
さらに、中国は日本と違い、社会保障、年金制度、セーフ
ティネットもないので、途方もない社会的経済的混乱を引
き起こすであろう。このまま、日本が中国依存の経済、一
貫性のない外交と安全保障政策、安定していない国内政治
を続けていけば、中国発の大混乱に日本はそっくりそのま
まのみこまれてしまう。そうならないようにどのような準
備と努力が必要か。

７．日本再生への道

　日本の置かれている状況は、短期的には震災の影響、中
長期的には少子高齢化で大変厳しい状況である。しかし、
決して我々は過度に悲観的になってはならない。過度に悲
観的になることは敗北を意味している。2050年の日本を想

第７回会館記念講演　「激動する世界情勢と日本の課題」
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半ばの日本は希望の持てる社会として次の世代に引き継ぐ
ことができるであろう。
　それぞれの持ち場でどれだけ若い人たちに希望を与える
ことができるかが課題である。 （広報委員　梶谷知代）

像してみると、日本は世界第６位の経済大国になり人口は
一億人を切っているかもしれない。しかし、37万㎢の国土
に一億人程度の人口を擁し、第６位の経済力を持っていれ
ば、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアにも負けてい
ない。
　この国を立て直すには、なんとしても人材を育成しなけ
ればならない。天然資源が無いこの国が持っているのは人
だけである。今、日本に起こっているのは、百年に一度の
経済危機だけではなく百年に一度の人材不足である。今の
政界を見渡して、一人のリーダーも見出すことができない。
我々はもう一度我々に希望を配達してくれるリーダーを育
てなければならない。また、政治の世界で言葉の力が失わ
れている。コミュニケーション能力を失っている。国内政
治でコミュニケーションのとれない国が、外交でコミュニ
ケーションがとれるわけがない。もう一度政治が言葉力と
コミュニケーション力を取り戻さなければならない。日本
の政治家の質がこれほど低くなったのは、有権者である
我々がだめになったからである。我々は現に、日常の中で
言葉力やコミュニケーション力を失っている。我々自身が
立ち直らなければならない。
　さらに、日本は地方分権を進めなければならない。偉大
な指導者は地域の多様性の中で、多様な競合の中でしか生
まれない。今のような全てが東京に一元化された社会では、
豊かな人材、多様な人材を育てることができない。我々が
育成するリーダーに最も求められる資質は、言葉力とコミ
ュニケーション能力である。コミュニケーションが無くな
ればコミュニティー（地域社会）が衰退する。人材の育成
とコミュニケーション能力の回復と地方分権は三位一体で
長期的に、過度に悲観的にならず今から準備し努力すべき
ことである。この準備と努力を重ねられるならば、21世紀

■ 村田晃嗣氏プロフィール
《経歴》
同志社大学卒業、米国ジョージワシントン大学留学

神戸大学大学院法学研究科
博士課程修了
同志社大学法学部長
京都経済同友会特別会員
京都日米協会副会長

《審議委員等》
衆議院憲法調査会参考人
参議院憲法調査会参考人
朝日放送番組審議会委員

《受賞》
「変容する日米安保政策コミュニティー」読売論壇新人賞優
秀賞受賞 
「大統領の挫折　カーター政権の在韓米軍撤退政策」アメリ
カ学会清水博賞・サントリー学芸賞受賞
『「国際国家」の使命と苦悩―1980年代の日本外交』「戦後日
本外交史」吉田茂賞受賞

《研究》
　第二次世界大戦後のアメリカの東アジア政策とその決定過
程、日米安全保障関係の歴史と課題などを研究テーマにして
います。歴史といっても、まさに living historyなので、ア
メリカの情報公開法による資料の開示や日米双方の政策担当
者へのインタビューを精力的に行っています。また、単なる
歴史研究 にとどまらず、安全保障問題の現状分析や政策提
言も意図しており、国際会議への出席や総合雑誌・新聞への
寄稿も折にふれて行っています。
 （同氏の公式ホームページより）

【11】第133号京都税理士協同組合ニュース



とっておきのお店　　─組合員先生方のお薦めのお店─

　今回私が紹介い
たしますお店は、
京料理のお店「京
料理 懐石 大喜久」
です。
　比叡山のふもと
北白川丸山町、細
い道を入り小さい

橋を渡り少し山を上った所にそのお店
は位置します。
　それは、京都大学名誉教授　故 吉
田光邦先生が別荘に建てられた和風ロ
ッジ造りの建物です。
　建物の風情からは想像できないかも
しれませんが、そここそが京料理のお
店「大喜久」です。

　夏の鱧、冬のふぐ、鯖山椒寿司、名
物白川鍋　どれも絶品です。
　マスコミ嫌いの店主ゆえ、ガイドブ
ック、TV等には一切出られておりま
せんでしたが、あのミシュランの一つ
星に登場したということです。
　料理の味にうとい私がアレコレ語る
のも何ですので、興味をお持ちの方は
是非「大喜久」のホームページをご覧
下さい。また、お店は完全予約制になっ
ており、お客様毎に最高のおもてなし
を…という店主の考えが現れています。
　最後になりますが、このお店は、実
は私の義兄の経営するお店であります。
「京税協」に全面的な宣伝広告をさせ
ていただき、誠に申し訳ありません。
しかしながら、手前味噌ではあります
がその味は素晴らしいです。

京料理 懐石 大
だい

喜
き

久
く

上京支所　中村高広

　京都のラーメン激戦区として知られ
つつも、実はしゃれたカフェも多く共
存する町。そんな一乗寺の昔ながらの
商店街に、魅力的なスウィーツのお店
がある。お店の名前は「むしやしない」。

その名の通り、小腹を満たしてくれる
色とりどりのケーキやかわいいお菓子
たちが溢れんばかり。ここの一番人気
は、お鍋をそのままケーキにしてしま
った「むしやしなべ」！食用の竹炭を

使用したシュクレ生地をベースにたっ
ぷりフルーツとチョコレートソースが
絶妙のコンビで、12月のクリスマスシ
ーズン、２月のバレンタインデーとも
なれば、予約を取るのも大変だとか。
また、豆乳をふんだんに使った商品も
目が離せない。芳醇な大豆と自家製醤
油みつを上手に組み合わせた「豆乳醤
油ぷりん」やフレッシュな豆乳そのま
まのアイスクリーム「キメとろ」など
商品ひとつひとつに面白さやこだわり
があり、食べる方も色々な意味で大忙
しである。日本でただ１人の豆乳パテ
ィシエで知られるこのお店のオーナー
鵜野友紀子さんは「ケーキはもちろん、
スプーンまでオーダーメイドですよ」
と言う、ただならぬ職人気質の持ち主。
　店内はおしゃれなオブジェが並ぶロ
ハスな空間で、時にはギャラリーとし
ても利用されるそうだ。持ち帰るもよ
し、店内で温かいコーヒーとボサノバ
の音楽と共に、四季感あふれるスウィ
ーツを味わわれてはいかがでしょうか。

京料理 懐石 大喜久
京都市左京区北白川丸山町１-115
ＴＥＬ　075-724-8159（要予約）
営業時間　 12：00～14：00、17：00～22：00
定休日　不定休
ＵＲＬ　http://www.f7.dion.ne.jp/~daikiku/

大喜久

行止り

旧街道

御蔭通

丸山
（小さな山です）

山中越え
（至 比叡山）

仕伏町バス停
（ここより徒歩3分）

白川別当町

御陵

ファーブル仕伏

むしやしない

曼殊院通

東
大
路
通

恵
文
社

銭
湯

パ
チ
ン
コ

中
信

白
川
通

一
乗
寺
駅

むしやしない
京都市左京区一乗寺里ノ西町78
ＴＥＬ　075-723-8364
営業時間　 10：00～20：00
定休日　月曜日(祝日の際は翌日定休日)
ＵＲＬ　http://www.648471.com/

　これから夏場は鱧、夏の終わりは鱧・
松茸…、小宴会に、打合せ等に一度味
見に、是非ともいかがでしょうか。

むしやしない

宇治支所　米田　茂
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　堀川三条から千本三条までの約800
メートルの商店街を京都三条会と言い
ます。アーケードがあることからマラ
ソンの野口みずき選手が雨天時に練習
していたことで一躍有名になりました。

すぐ近くに自宅があるので日々お世話
になっています。小さい頃は本当に賑
やかな商店街でしたが次第に閉まって
いるお店が増えて寂しく思っていたと
ころ、最近また新しい飲食店が増え地

元の人達だけではなく観光客にも人気
のスポットになってきました。
　今回はその三条会の中にある私の大
好きなうなぎのお店 “馬場商店” をご
紹介します。
　３代目ご主人が毎日、市場で吟味さ
れたうなぎは大正時代から引き継がれ
た秘伝のタレをまとい備長炭で関西風
に焼き上げられます。皮はパリッと身
はふっくら艶々、炭火ならではの香ば
しさが口中に広がり…本当に美味しい
のです。食べ方はHPでも紹介されて
いますが、我が家はいつも “くっつか
ないホイル”で包んでオーブンで温め、炊
き立てのご飯でいただきます。運がよ
ければうなぎの肝にも出会えるかもし
れません。この肝焼きもまた絶品です。
　蒲焼は、自宅用だけではなく進物用
にも包装して貰えます。この鰻を差し
上げると皆さん、“よその鰻が食べら
れなくなった～” とおっしゃいます。
　三条会では毎週金曜日がサービスデ
ーで、馬場商店でも夕方４時から５時

馬
ば ん ば

場商店

上京支所　松浦多江子

　北大路堀川にこの１月にオープンし
たフレンチレストラン「北大路　澁谷」。

ランチ、ディナーともに３つのコース
料理となっております。昼はリーズナ
ブルな値段で、お手軽なランチとして
楽しむ事ができ、夜は本格的なコース
料理に胸を踊らせる事ができます。
　前号132号で紹介された「ステーキ
割烹　北山渋谷」のオーナーシェフの

ご長男、澁谷昭典氏が満を持して開店
されたお店とあって、コースのメイン
に出されるステーキは特に絶品です。
　コースは前菜から始まり、スープ、
リゾット、お魚料理など、メインのス
テーキへと続くその道のりは、素材そ
のものの美味しさを感じることができ、
まさに季節感のパレード。五感のすべ
てが満たされ、時間が過ぎ行くのを忘
れてしまいます。
　そして何より私が気に入っている美
味しいお料理、それはオーナーシェフ
澁谷氏の眩しい笑顔です。もちろん３
コースのどれを選択しても必ず提供さ
れるその笑顔というお料理は、何度も
通いたいという幸せな気持ちに一気に
引き込んでくれます。
　２階にもテーブル席が用意されてお
り「小さなお子様連れでも気兼ね無く
楽しんでいただけます」との事。
　デートでも、家族でも、10人くらい
のグループでも、色んなシーンで楽し
める肩肘張らないお店なのに本格派と

馬場商店
京都市中京区三条通り猪熊東入る橋西町667-2
ＴＥＬ　075-841-6990
営業時間　 9:00～19:00
定休日　日曜・祝祭日
ＵＲＬ　http://www.geocities.co.jp/banbasyouten/

馬場商店

三条通り

堀
川
通
り

岩
上
通
り

猪
熊
通
り

北大路澁谷

北大路通

北大路堀川の南東角を
少し下ったところにある
バス停（北大路堀川）の
まん前です

堀
川
通

北大路 澁谷
京都市北区紫野西御所田町67
ＴＥＬ　075-411-2332
営業時間　 昼　12:00～14:00（L.O）
　　　　夜　18:00～21:00（L.O）
定休日　火曜日

までタイムサービスで鰻の蒲焼が500
円引きとなります。是非一度買いに行
ってみて下さい。

北大路 澁
し ぶ や

谷

中京支所　中沢康太

いう素敵なお店です。
　皆様もぜひ幸せに包まれに足を運ん
でください。
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り大黒」（重文＝鎌倉時代）
　なぜ走っておられるの？と関心を持
たれる方は、梅原猛氏の「仏像に想う」
の解説を読まれるとよいだろう。お生
まれになったところと時代が必須で楽
しい。
４　抹茶接待がうれしい。とにかく自
分の気に入った場所でいただけるのが
うれしいではないか。
５　忘れてはならないのが、入り口正
面にでんとおかれている龍の水墨画。
右から見るのと、左から見るのでは龍
の顔かたちが違うから不思議。

　私の庭というと大いにお叱りを受け
ることになるが、そんな身近なところ
にある雲龍院を紹介してみたい。
　まず、泉涌寺に向かう参道の車止め
コース、砂利のきしむ音がなぜか無性
にうれしい。大好きな場所であるが、
ここをUターンして泉涌寺を突き抜け
て雲龍院へ。

　本命は霊明殿（皇室の位牌堂＝重文）
へ。残念なことに撮影禁止。ぜひ皆さ
んがお出かけになることをお勧めして
おきたい。私が初めて拝観したとき、

その厳かさに圧倒され、幾度も訪れる
ようになった。
　雲龍院の素敵なところを紹介しよう。
１　本堂の龍華堂（重文）
　薬師三尊像
（薬師如来、
日光、月光）
の前での写経
が特におすす
め。
　珍しい朱筆
の写経で後水
尾天皇より御
寄進された写
経机が現在もそのまま使用されている
由。私は既に３度の体験。
２　書院悟間の「悟りの窓」は煩悩の
多い方にお勧めかも…。
３　大黒天様が珍しく走っている「走

―御
み

寺
てら

泉
せん

涌
にゅう

寺
じ

別院 雲龍院―
東山支所　早 川 嘉 美

私のいる
風景 ―忘れられた史跡―

伏見支所　香 本 明 彦

泉涌寺参道

悟りの窓

写経風景
（フォトコンクールに入賞した作品です）

拝観料は〆て1,500円は安い！
応安５年（1372）後光厳天皇の建立。

撞木町遊廓
　伏見税務署
のすぐ近くの
路地入口に２
本の門柱がた
っている。「志
ゆもく町廓入
口」「撞木町
廓入口」とある。太閤秀吉が造ったと
いわれるこの遊廓は、島原の流れを汲

む雅びのあるも
のとして京の公
家衆の多くが遊
んだと伝えられ
ている。又赤穂
義士の大石内蔵
助が敵方の目を
欺くため足しげ

く通った遊女屋「よろづや」の石碑が
ひっそりと立っているだけで、当時の
面影を残している建物は全く無い。伏
見の発展と共に元禄期に全盛を迎えた
由緒ある遊廓も時の流れに逆らえず、
近くの中書島遊廓の繁栄と共に衰退の
一途をたどる。
中書島遊廓
　中書島遊廓は、明治・大正そして昭
和と続いていき、昭和33年の売春防止
法の施行により終焉を迎えることにな
る。華麗な廓建築があったそうである
が、今は超派手なモザイクタイルのカ
フェの跡が当時のにぎわいをしのばせ
る。昭和初期の時点で67軒の店に234
名の遊女がいたといわれる。陸軍第16
師団の司令部（現在の聖母女学院の本
部）があった頃が一番栄えた。その当

時の様子は、伏見の作家西口克己の自
伝的小説「廓」に詳しい。「無法一代」と
して日活で映画化もされた。主人公が
母校の小学校の講堂で「伏見のみなさ
ん…」と呼びかけ女郎屋の主人として多
くの貧しい女性をくいものにしてきた
半生を自己批判し廃娼と軍部の横暴と
闘うことを誓う最終章は感動的である。
　伏見の町は酒造りで有名であるがそ
れだけではない。女性解放と反戦の輝
かしい歴史の町でもある。

遊女屋「よろづや」の石碑

モザイクタイルカフェ

撞木町廓入口
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京都市からのお知らせ

▼提携企業について…事業委員会
　下記の通り提携内容の変更等がございましたのでお知ら
せいたします。
〈㈱日税ビジネスサービス〉
　報酬自動支払制度をご利用の先生向けに、コクヨ事務用
品の通販サービス「カウネット」が提供されます。
〈㈱大丸ホームショッピング〉
　「㈱JFRオンライン　大丸・松坂屋通信販売」に本年４
月より社名変更されました。
〈医療法人財団康生会 武田病院画像診断センター〉
　契約料金が値下げされました。

〈改定前〉 〈改定後〉
・PET―CTコース 108,900円

（税込） → 105,000円（税込）／１人
・エグゼクティブコース 158,400円

（税込） → 157,500円（税込）／１人
〈㈱ヤナセ〉
　大阪支社と統合されるため、契約解消依頼がありました。
　本年９月末をもって契約解消させていただきます。
〈㈱中央ビジネス・サービス〉
　「中信ビジネスサービス㈱」に本年４月20日付けで社名
変更されました。
 （担当：阿部）

■償却資産（固定資産税）の調査に御協力を！
　償却資産につきましては、所有している資産を毎年１月
31日までに申告していただくことになっております。
　京都市では、申告された内容を確認するために、法人税
等の減価償却資産明細書等と京都市の課税データとの照合
調査を行っております。
　実施に当たり、償却資産所有者の方に、調査資料として
税務書類等の写しの提出や開示を求める場合があります。
　税理士の皆様方にも、この調査に御理解・御協力をお願
いいたします。
　なお、調査の結果によりましては、過年度分につきまし
ても申告内容の是正をさせていただく場合があります。

〒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資産税課
TEL（075）213-5214

NEWSお知らせ

３月11日に発生いたしました東日本大震災で被災され
ました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
京都税理士協同組合では、この度の大震災における被
災地支援の義援金として300万円寄付いたしました。
義援金は日本税理士協同組合連合会が取りまとめ、日本
税理士会連合会を経由し日本赤十字社に寄付されます。

東日本大震災　義援金のご報告

平成23年４月１日（金）～２日（土）に予定しておりま
した一泊旅行『熊本の旅』及び、平成23年４月12日（火）
に予定しておりました『第47回大同チャリティーゴル
フコンペ』は、東日本大震災発生により開催を中止と
いたしました。
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シリーズ

ＪＲバスに乗って

二条駅前

↓
周山ゆき

発売当日限
り有効

乗車券

11.5.25
路線バスのたび

　京北には京北十景なる景勝地があり、その中の「常照皇
寺」と「魚ヶ渕のつり橋と桜」の行き方をバス案内所で聞
いてみることにしました。話によると、常照皇寺は「周山」
から京北ふるさとバスで、魚ヶ渕のつり橋はバスが通って
いないため徒歩で行くということでした。
　周山駅から京北ふるさとバスで約15分「山国御陵前」で
降り坂道を登ると常照皇寺があります。
　常照皇寺は「大雄名山万寿常照皇寺」の通称で、貞治元
年（1362年）光厳天皇によって開山された臨済宗天龍寺派
に属する禅寺です。山門をくぐり石段を登ると山里の落ち
着いた境内に心癒される気がしました。

　ここは四季折々の風情をしっとりと味わうことができま
すが、特に桜は有名で国の天然記念物に指定されている「九
重桜」は壮大なしだれ桜です。また一重と八重の花が咲く
「御車返りの桜」や御所から株分けされた「左近の桜」が
あります。私が訪れた時はもう葉桜となっていましたので
次は桜の時期に訪ねてみたいと思います。
　十景のもう一つ「魚ヶ渕のつり橋と桜」へ行きたいので
あまりゆっくり出来ません。
　バスの本数も少ないので時間を合わせ再び京北ふるさと
バスに乗り「周山」へ戻りました。
　案内所で教えていただいた通り歩いて行くと魚ヶ渕・吊
り橋2.6kmの標識があり、この時はまだふもとを流れる川
や山つつじを鑑賞しながら元気に歩いていました。ところ
が歩いても歩いてもすれ違う人もなく、走る車もなく、道
を間違えたのかなと不安になりましたが周りに家もありま
せんので聞くことも出来ず…。ここまできて引き返すわけ
にいかないとひたすら山道を歩いていると遠くの方につり
橋を発見。十景の名称に「魚ヶ渕のつり橋と桜」とあるよ
うに橋のたもとに立派なしだれ桜があり、桜が見頃の時期
には多くの人が訪れる場所です。

　せっかくの「路線
バスのたび」なので
普段利用する機会が
少ないJRバスに乗
って京北に行くこと
にしました。
　京北は平成17年４
月京都府北桑田郡京

北町が京都市に編入され、現在は京都市右京区京北となっ
ています。総面積の約90％以上を森林が占め、また清流に
は鮎やアマゴが棲息する自然あふれるところです。
　「二条駅前」から「周山」行きのバスに乗り京北を目指
すことにします。空いていると思い込んでいましたが、バ
スが到着すると予想に反して混雑気味でした。絵画のよう
な北山杉の山並に目を奪われながらバスに揺られること約
１時間、終点「周山」に到着しました。
　周山駅から少し歩くと京都市初の道の駅「ウッディー京
北」があります。店内に入るとまず目に入るのが中央に構
える櫓

やぐら

杉です。樹齢約600年、胸高周囲長5.1m、高さ７m
あり、その大きさに圧倒されました。櫓杉を中心に地元産
の新鮮野菜や手作りのお寿司、アクセサリー、木工品がと
ころ狭しと陳列されています。出口に差し掛かったところ
でご当地スウィーツ「京北ソフトクリーム発売中」の文字
を発見。ソフトクリームは、京北大納言小豆、紫ずきん、
京唐菜、かぼちゃの全４種で、どれも京北産を使った逸品
物です。私は黒大豆枝豆の紫ずきんを注文しました。紫ず
きんが練りこまれているのかなと思っていましたが、豆が
粗く刻んで入っておりつぶつぶの触感を楽しみながらいた
だきました。ウッディー京北の近くに京北合同庁舎があり、
そこでは毎週日曜日に京北ふれあい朝市が開催されている
そうです。
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▼ 広報委員　森 田 尚 子

　つり橋は木製で欄干が低く、橋下には上桂川が流れてい
ます。足元から下が見えませんでしたので高所が苦手な私
でも渡りきることが出来ました。川辺まで降りてみると、
さすが鮎のポイントだけありとてもきれいな川でした。つ
り橋の向こう側に民家があり、橋を通して見る様々な風景
はとても懐かしく感じられ、時間がたつのを忘れてしまい
そうでした。
　帰りも周山駅まで歩き、まだ少しバスの時間があるので
散策していると地酒、地ビール醸造元という文字を見つけ、
３階にビアハウスがあったので入ってみました。京都周山
街道麦酒という地ビールが３種ありましたが、これからバ
スで二条駅まで帰ることを考えぶどうジュースを注文。ビ
ールはお土産に購入することにしました。
　マイナスイオンた
っぷりの京北で癒さ
れた一日を過ごし、
たまにはバスに揺ら
れるのもいいなあと
思う「たび」でした。
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理事会報告

第５回理事会
　平成22年度第５回理事会を３月24日（木）午後３時40分より
開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事35名　監事４名　相談役２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及び賛助会員　
脱退功労金支払承認の件
　次の個人７名、法人会員４社、賛助会員11名がそれぞれ加入
承認された。承認の結果、個人組合員は1,262名、法人組合員
62社、出資金額１億1,237万円、賛助会員217名となった。
　また、賛助会員を脱退された４名の会員について功労金を支
払うことが承認された。 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○小原　孝（舞鶴）　○西村直也（宇治）　○菅生清司（宇治）
○森永　豊（宇治）　○三好浩司（中京）　○北𦚰七生（左京）
○田川　裕（左京）
（法人組合員）
○税理士法人経営ステーション京都（宇治）
○税理士法人今井・林事務所（右京）
○税理士法人サガノ（右京）
○税理士法人古都（下京）
（賛助会員）
○北𦚰哲雄（左京）　○谷　紀一郎（中京）　○田村繁和（宇治）
○井垣保男（伏見）　○今井弘子（右京）　○白木勝博（右京）
○松尾貴文（上京）　○辻倉幸三（右京）　○河上正明（右京）
○岸　竜輔（右京）　○高橋健太郎（下京）
（賛助会員脱退功労金支払）
○久乗　晋（中京・死亡）
○堀江宣光（上京・西支部へ転出）
○三好浩司（中京・組合員移行）
○田川　裕（左京・組合員移行）
通知外議案　東日本大震災における義援金拠出の件
　３月11日に発生した東日本大震災について、日本税理士協同
組合連合会等関係機関と連携の上、300万円を上限とし義援金
を拠出することが承認された。
【報告事項】
（総務部門）
総務委員会
①財務報告
②組合行事日程について　
　下記行事日程が決定した
　６月16日（木）推薦会議・予算編成準備会
　６月28日（火）総会議案審理会
　７月４日（月）拡大正副理事長会
　　　13日（水）正副・常務・理事会
　　　15日（金）役員候補者会議
③２月９日（水）中間監査実施
④「組合員名簿」（４月１日現在）発行について
　提携企業への個人情報開示拒否請求が52名となったことが

報告された。
⑤利用実績還元金の実施要領について
　利用実績還元金の対象となる提携企業の利用について、還
元金が5,000円以上の場合振込にて還元。5,000円未満の場
合は書籍購入が可能なポイント、もしくは翌年以降に繰越
しを可能とする制度を実施する旨報告された。

⑥全税共文化財団助成団体について
　本年は組合経由で１件助成申込あったが、残念ながら選に
漏れた。

⑦教育情報資料配付について
　平成23年度版税務ハンドブックの資料配付を予定している
が、震災の影響を受け発行が遅れる見込みである。

広報委員会
・京税協ニュース発行状況について
　１月25日（火）に第132号が発行され、第133号は５月25日
（水）発行予定であることが報告された。

地区連絡委員会
・４月１日（金）～２日（土）組合旅行・12日（火）大同生命ゴ
ルフコンペの中止について

　震災の影響により、両行事の中止が報告された。
（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①保有契約還元金の算出について
　今年度の還元率が決定し、その還元率に基づき還元を実施
することが報告された。なお、本年より実施される利用実
績還元金と同一基準で運用を行うため、還元端数処理の金
額を引き下げた。

②４月８日（金）連絡協議会開催について
③５月13日（金）優秀営業社員表彰式・祝賀パーティーについて
④６月11日（土）～15日（水）表彰旅行について

保険第二委員会（全税共等）
・全税共第25回記念全国統一キャンペーン入賞者数
　表彰式・祝賀パーティー報告
　入賞者数は昨年対比で微増であるも、上位入賞者数が増加し
ている。入賞者表彰式・祝賀パーティーは１月18日（火）に実施。

（事業部門）
事業委員会
①４月21日（木）提携企業との事業推進協議会開催について
　提携企業66社中39社の参加予定であることが報告された。
②平成22年分「税務便覧」販売実績について

出版委員会
・出版委員の一部交代について
　４名の委員が任期満了に伴い交代されることが報告された。

研修委員会
①各研修講座の開催状況について
　各講座の開催状況並びに今後の予定。また４月４日（月）
開催の講座において両丹地区での配信テストを実施予定で
あることが報告された。

②第７回会館記念講演について
③簿記実務講座、府民・市民のための無料講座について
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組合の動き
平成23年
１・28 総務委員会（利用実績還元金の支払について）

１・29 近畿青年税理士連盟京都支部合格者祝賀会出席
　於　京都ブライトンホテル

２・１ 第４回大同生命定例研修会

２・４ 名古屋税理士協同組合　平成22年度保険推進キャンペーン表彰式出席
　於　名古屋東急ホテル

２・４
研修・短期講座「所得税の計算と申告の実務」
　講師：川勝高博先生
　参加：133名

２・７ 地区連絡小委員会（一泊旅行について）
２・９ 中間監査
２・18 保険第一委員会（大同生命保有契約還元金計算方法について）
２・18 相談役会
２・23 総務委員会【書面審議】（利用実績還元金の支払について）
３・14 正副理事長会

３・17 保険第一委員会
（大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー開催要領について）

３・22 研修委員会（今後の研修委員会の運営について）
３・24 正副理事長会・常務理事会・理事会
３・29 事業委員会（平成23年４月21日事業推進協議会について）

４・４
研修・短期講座「国際税務入門の入門」
　講師：前田謙二先生
　参加：124名

４・８ 保険第一委員会（大同生命新年度施策について）
４・８ 大同生命との連絡協議会

４・11

研修・職員研修講座「ワンランク上のプロの仕事術
～マナー・コミュニケーション・仕事の効率～」
　講師：阿部紀子先生
　参加：26名

４・13
研修・職員研修講座「社会・労働保険の基礎知識」
　講師：髙木和男先生
　参加：55名

４・18
第７回会館記念講演「激動する世界情勢と日本の課題」
　講師：村田晃嗣先生
　参加：122名

４・19 正副理事長会
４・21 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）
４・21 事業推進協議会

４・22
両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　宮津カントリークラブ
　参加：29名

４・25
研修・職員研修講座「やさしい税金教室」
　講師：馬渕要至先生
　参加：24名

４・27

研修・短期講座（福知山）「中小企業事業再生のポ
イント～債権者を納得させる再生計画の作り方～」
　講師：光田周史先生
　参加：42名

４・27
全国税理士共栄会平成23年全国業務推進委員・
委託組合責任者連絡協議会出席
　於　帝国ホテル

５・６ 広報委員会（第133号編集割付）
５・12 広報委員会（第133号ゲラ校正）

５・13

府民・市民のための無料講座
「平成23年度相続税を中心とした税制改正セミナー」
　講師：神緒美樹先生
　参加：73名

５・13 正副理事長会

５・13 大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー
　於　ウェスティン都ホテル京都

５・16 下京支部定期総会出席
５・17 広報委員会（第133号ゲラ再校正）

５・17
研修・実務講座「法人税の基礎知識と計算の実務第１回」（全10回）
　講師：角谷雅子先生
　参加：38名

５・18
研修・「簿記実務コース第１回」（全７回）
　講師：岩崎紀子先生
　参加申込：７名（５月17日現在）

５・19 宮津支部定期総会祝電
５・19 舞鶴支部定期総会祝電
５・20 事業小委員会（第40期予算について）
５・20 大同生命スタッフ表彰

５・24 有限会社近税保険代理社第14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・24
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：角谷雅子先生
　参加：38名

５・25
研修・「簿記実務コース第２回」（全７回）
　講師：岩崎紀子先生
　参加申込：７名（５月17日現在）

５・25 「京税協」第133号発行
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界）の命の長さは夢、幻のようにはか
ない。一度生を受けたら死なない者は
いないのだから。］
　信長は新しい世を自らの力で作るに
は人生は短いと悟っていたとしている。
　光秀の辞世「順逆二門に無し。 大道
心源に徹す。五十五年の夢。 覚め来れ
ば 一元に帰す。」［（訳）正しい順序と
逆の順序には一本の道しかないのであ
ろう。人の大道（人の守るべき正しい
道）とはなんであろうか。五十五年の
夢が覚めたような今、心の源に到達し
たような気がする。私はいま土へと帰
るが、己の生き方に悔いはない。］
　ともに大志を抱きながら、夢と消え
てしまった二人。
　信長の遺志を引き継いだ豊臣秀吉、
徳川家康は、残念ながら、信長の真意
を受け継がず、旧封建体制を堅持し、
旧封建体制が終焉するのは江戸時代の
幕末から明治時代である。
　信長は長年にわたる既得権の抵抗勢
力との戦いに勝利したにもかかわらず、
時代の急変を恐れた抵抗勢力、特に信
長の理解者である光秀により敗れたこ
とが残念だったのではないかと感じた。
　最後に、本能寺の変で信長の発した
「是非もない」という言葉につき、著
者は二つの意味として、一つは仕方が
ない、やむをえないこと、もう一つは
良い悪いを問うべきでないこととした。
　信長は後者の意味で発した。
　無秩序な戦国時代に新しい秩序を創
造しようとした信長の未来像が見てみ
たいと思った言葉であった。

　今回の京の文学散歩は「本能寺」を
ご紹介します。この物語は戦国時代を
舞台にしたもので、織田信長（以下、
信長）と明智光秀（以下、光秀）の二
人の視点で書かれている。
　この時代は、大名や商人が既得権益
をもつことが常識の中で、その価値観
を打破しようとの信念をもつ信長とそ
の理解者である光秀の生き様を大変臨
場感にあふれた形で描かれている。
　物語は上巻と下巻で構成されている。
　上巻では信長と光秀の出会いから始
まる。当時、信長は美濃国（現在の岐
阜県）攻略を終えた頃で、光秀は越前

国（現在の福井県）の朝倉家に身を寄
せていた頃であった。
　この出会い以降、足利義昭の室町幕
府の将軍就任のための京都上洛戦から
将軍との確執に伴う様々な戦い、そし
て長篠の戦いの前半まで、迫真の描写
で書かれ、また人間模様につき、信長、
光秀、足利義昭、そして義昭の家臣の
細川藤孝を中心に展開される。
　下巻では長篠の戦いの後半から中国
地方の雄である毛利氏との戦いを経て、
いよいよ本能寺の変へと舞台が変わり、
なぜ本能寺の変が起きたかという核心
につき描かれている。
　本能寺の変の理由について著者は価
値観の違いとした。信長は当時の欧州
のような中央集権制の皇帝のような組
織（あくまで家臣は占拠した土地を任
せる総督のような立場）を創造してい
たのに対し、羽柴秀吉（後の豊臣秀吉）
初め有力な家臣たちは旧封建体制（家
臣が占拠した土地は家臣のもの）を堅
持しようとしたため、その結果、元々
信長の理解者であったはずの光秀も信
長の真意が理解できず、最終的には時
代の急変を恐れた結果、他の家臣より
先に謀反を起こしたとの話で終わる。
　従来、本能寺の変の原因につき、光
秀の怨恨説など諸説があるが、価値観
に焦点を当てたことに斬新さを感じた。
　信長と光秀の人生観につき、下記に
着目した。
　信長が本能寺で舞ったと言われる敦
盛「人間五十年 下天の内をくらぶれば、
夢幻のごとくなり。一度生を得て滅せ
ぬ者のあるべきか。」［（訳）人間の寿
命はわずか五十年である。下天（人間

 

著
　
　
者

　
池
宮
彰
一
郎

 

広
報
委
員

　
伊
藤
　
政
宏

京
の
文
学
散
歩

現在の本能寺

旧本能寺跡

妙覚寺ー嫡男信忠（同時期討死）の京宿舎
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※今の本能寺の「能」字は豊臣秀吉が
火が去るということで、「 」では
なく「去」の字をあてたとのこと。

【20】 平成23年５月25日


