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創刊号タイトルの復刻です

京都税理士協同組合は創立40周年をむかえました
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平成25年４月７日日〜８日月
募集人数� ゴルフ…40名
� （プレーフィは各自精算お願いします）
� （朱鷺の台カントリークラブ 予定）
� 観光…110名
� �（能登半島観光プラン�

または 金沢観光プラン 予定）
お申込は、平成24年12月３日㈪から受付開始いたします。

平成24年11月20日㈫
蒲生ゴルフ倶楽部
比良・伊吹・鈴鹿コース

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

京都税理士協同組合・京都府支部連合会共催・
全国税理士共栄会協賛

第49回

ご参加
お待ちして
おります

予告

ゴルフプラン・選べる観光プラン
加賀屋に泊まる和倉温泉の旅
和倉温泉『加賀屋』雪月花

京税協創立40周年記念旅行!!

写真はイメージです。

写真はイメージです。

　去る８月３日に、第40回通常総会を開催させていただき、併せて創立40周年記念式典並
びに祝賀会を、多数のご来賓をお迎えして開催致しました。
　組合員、賛助会員の皆様には、大変お暑い中、またご多忙にも関らずご出席をいただき
ありがとうございました。
　お陰をもちまして盛会裡に終えることができました。心から厚く御礼申しあげます。
　理事長に就任して４年目を迎えることになりました。総会においてご承認いただきまし
た事業計画と予算に沿って、組合員、賛助会員の皆様のご支援とご協力に応えるべく、理
事長職に邁進したいと考えております。
　お陰さまで41期に入っても、組合事業の主柱である保険関係事業は順調に推移し、念願
の保有契約高3,000億円を達成することができました。
　本年も組合員の加入率を高めるために加入促進に力を入れてまいります。また、ここ数
年業績は極めて順調に推移しておりますので、平素から組合事業にご尽力をいただいてい
る組合員並びに賛助会員の皆様に報いるため、より一層の還元策の充実と厚生事業を、拡
充したいと考えております。その一環として、40周年記念北陸一泊旅行を企画しておりま
すので、多数ご参加下さい。
　今期も国税局をはじめ行政機関の適正なご指導をいただきながら、提携企業をはじめ関
係各位のご支援を得て、組合運営に邁進致しますので、ご協力を賜りますようよろしくお
願い申しあげます。
　結びにあたり、組合員並びに賛助会員、そして関係各位のご事業のご繁栄とご健勝を祈
念して、ご挨拶とさせていただきます。

理事長あいさつ

平澤　政治
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通常総会

　８月３日㈮14時より、京都税理士協同組合の第40回通常
総会が京都ホテルオークラ３階翠雲の間において開催され
た。開催に先立ち、都山流竹琳軒大師範の小山菁山先生が
奏でる尺八の調べとともに、司会の太田克専務理事が本年
度中にご逝去された28名の組合員の名前を読み上げ、全員
が黙祷を捧げご冥福をお祈りした。
　平澤政治理事長が挨拶を述べた後、司会者は議決権数の
報告を行い本総会が適法に成立したことを宣し、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上京支所
の堀田芳孝組合員が議長となり以下の３議案が上程された。

　第１号議案　第40期（平成23年６月１日から平
成24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

　田中英文専務理事が事業報告を、小山光博常務理事が財
務報告を行った。事業報告では、第40期の周年事業期を無
事終えたことへの感謝を述べ、東北税協を通じ被災地の税
理士に「税務便覧」を2,600部無償配付したこと、支所交
付金総額2,250万円が交付されたこと等が報告された。
　財務報告後、監事５名を代表して林正監事が監査報告を
行った。

　第２号議案　第41期（平成24年６月１日から平
成25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

　田中英文専務理事が事業計画を、小山光博常務理事が収
支予算の提案を行った。事業計画では相互扶助の精神のも
と組合事業の更なる充実を目指し、京都税理士協同組合厚
生会との連携をより深いものにしていくとの決意が述べら
れた。

　第３号議案　借入金最高限度額承認の件

　田中英文専務理事から借入金最高限度額を前期同様１億
円としたい旨が述べられた。
　質疑応答の後、３議案とも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。

第40回 京都税理士協同組合　通常総会
第１回 京都税理士協同組合厚生会　通常総会
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　その後、来賓代表として大阪国税局総務課課長補佐の�
井山正紀様、京都府副知事太田昇様、京都市長門川大作様
より祝辞を頂戴した。
　最後に、小坂文夫副理事長が閉会のことばを述べて総会
は15時25分に無事終了した。

厚生会　通常総会

　続いて15時30分より京都税理士協同組合厚生会の第１回
通常総会が同会場で開催された。司会の田中英文専務理事
が開会を宣し、平澤政治会長が挨拶を述べた後、議長に�
堀田芳孝会員が選出された。

　第１号議案　平成24年５月期（平成23年６月１
日から平成24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）承認
の件

　太田克専務理事が事業報告を、小山光博常務理事が財務
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　平成25年５月期（平成24年６月１
日から平成25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

　太田克専務理事が事業計画を、小山光博常務理事が収支
予算の提案を行った。
　質疑応答の後、２議案とも原案通り承認可決され、議長
は議事の終了を述べ降壇した。
　最後に田中英文専務理事が閉会のことばを述べ総会は16
時に無事終了した。

創立40周年 
記念式典・記念コンサート・祝賀会

　通常総会後、16時より引き続き翠雲の間において京都税
理士協同組合創立40周年記念式典が開催された。
　田中英文専務理事の司会のもと、辰巳修偉副理事長が開
会のことばを宣し、平澤政治理事長の挨拶に続き、大髙友紀
副理事長が「40年のあゆみ」の報告を行い、次の方々に感
謝状及び記念品を贈呈した。

受賞者芳名簿（順不同敬称略）

　その後、日本税理士会連合会専務理事の櫻井芙二雄様は
じめ３名の来賓代表より祝辞を頂戴し、最後に小坂文夫副
理事長が閉会のことばを述べて記念式典は終了した。

　記念式典終了後、４階暁雲の間に会場を移し17時15分よ
り、「美しい音楽のひと時」と題し創立40周年記念コンサー
トが始まった。
　京都市立芸術大学・大学院の在学生と卒業生の女性メン
バーから結成されたグループ「HANA（華）」から当日は
６名の美しい出演者が様々なジャンルの音楽を披露し、そ
の素晴らしい演奏に会場参加者全員が聴き入った。
　その後、18時より田中英文専務理事の司会のもと、辰巳
修偉副理事長の開宴の挨拶で祝賀会が始まった。
　最後に、和やかで盛大な宴は大髙友紀副理事長の挨拶で
閉宴となった。
� （広報委員　馬塲佳代子）

第１号基準
組合運営特別功労 廣瀬 伸彦

第２号基準
組合運営功労

有田 行雄

第３号基準
提携企業業務貢献

株式会社 大丸松坂屋百貨店 株式会社 公益社

第４号基準
組合事業業績功労

大阪・奈良税理士協同組合 東海税理士協同組合
神戸税理士協同組合 大同生命保険株式会社

株式会社 日税不動産情報センター 株式会社 国土工営
セキスイハイム近畿 株式会社 

植田　 順 岸　　 忠 北尾 剛久

木戸 義人 小山 晃司 近藤 明夫 志田 育夫

髙島 良彦 髙橋　 健 田中　 明 田中 久喜

谷　 明憲 徳田 明子 中井 正紀 中野 顯一

西村    進 乗岡 五月 船越 善博 山﨑 恒樹

吉田 靖司 和田 裕幸
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美しい音楽のひと時

Prog ram

京都税理士協同組合
創立40周年

記念コンサート

司　会

音楽監督

企　画

竹上 和見

中村 典子（京都市立芸術大学准教授・作曲）

「国際芸術交流協会（ココ協）」

♪

「ＨＡＮＡ（華）」京都市立芸術大学・大学院の在学生
と卒業生による、関西圏を中心として音楽活動を
行っている、国際芸術交流協会（ココ協）所属の
グループです。
メンバーは女性のみで、音楽の典雅な美しきを女性
の繊細さによって表現することを目指しています。
心に届く豊かな響きを追及し、クラシック音楽だけ
ではなく、色々なジャンル・新作を取り上げています。
生演奏ならではの音楽の魅力を、より身近に感じて
頂けるよう、積極的に活動していきます。

出演者♪HANA（華）
ソプラノ
村辺 恵奈

フルート
田 呈媛

ヴァイオリン
金 有里

ピアノ
河合 珠江

ヴィオラ
佐本 博子

チェロ
荒牧有未翔

美しい今／謡族舞曲

フルートカルテット第1番

ハンガリー舞曲第5番

中村典子
モーツァルト
ブラームス

他
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　去る５月18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表彰式・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のもと、�
平澤政治理事長の開式の挨拶の後、大同生命保険㈱執行役
員近畿地区営業本部長斎藤誠様のご挨拶がありました。続
いて、大髙友紀副理事長による経過報告があり、大同生命
とパートナーを組み40年、組合の礎となっており、3,000
億円へ向けてあと一息である旨の報告がありました。

　表彰式は、27名の受賞者の表彰状贈
呈と副賞贈呈が壇上で行われました。
平成23年度の最優秀賞は第三営業課の
井上啓子様でした。受賞の挨拶では、
とても緊張されていた様子でしたが、
お客様に喜んでいただけるよう、お役

にたてるよう、このパーティーにまた出られるよう、努力
いたしますとの力強いお言葉がありました。華やかなパー
ティーが控えられている中、このようなパーティーは営業
職員の方々の励みになっているようで
す。京都支社長細川浩史様の謝辞の後、
小坂文夫副理事長の40周年記念式典ま
でに3,000億円達成がんばろう！との
発破がけのご挨拶で表彰式は閉会いた
しました。
　いよいよ、安井伸夫常務理事の司会のもと、辰巳修偉副
理事長の開宴の挨拶と上田寛相談役の乾杯の音頭により、
華やかな祝賀パーティーの開宴です。会場であります葵殿
の舞台は、京都で結成され結成20年を迎えられた、オルケ
スタ　アストロリコの皆さんによる素晴らしいタンゴの演
奏です。迫力ある演奏に酔いしれ、美味しいお料理とお酒
がすすみました。そして、お楽しみのビンゴゲームは、盛
だくさんのほしーい賞品を保険委員の皆さんが盛り上げな

がら行われました。宴たけなわの中、
太田克専務理事による「来年もここで
お会いしましょう」との閉宴の挨拶に
よりお開きとなりました。パーティーっ
ていいですね！私もまた来たい！
� （広報委員　梶谷知代）

受賞者ご芳名 （敬称略）

最優秀賞 井上　啓子

優 秀 賞
桐本　博之 河内　良子 三上由里子
成瀬　浩子 河村　信子 米原　幸子
大村　和美 大銅裕紀子

努 力 賞

齋藤永美子 奥田由佳理 寺井　惠子
関　　永子 谷岡　雅世 平井　智子
干場ますよ 中山世利子 古沢　佳子
糸井　高子 平井　一郎 藤田　　緑
塩貝　誠子 吉村　啓子 田中　元美
長岡　真澄 井ノ口真里子 野村　忠史

最優秀賞　井上啓子様

努力賞　齋藤永美子様

優秀賞　桐本博之様

大同生命優秀営業社員
表彰式・祝賀パーティー

５月18日㈮　ウェスティン都ホテル京都
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　平成24年６月14日㈭福知山カントリー倶楽部において開催された。両丹
５支部と京税協よりの参加を含めて33名が親睦を深めた。

個人 団体

優 勝 林　伯学
（峰山支部） 園部支部

２ 位 関本孝一
（園部支部） 峰山支部

３ 位 川瀬　明
（宮津支部）

宮津支部・
大同生命合同

　平成24年６月18日㈪京都税理士
会館京税ホールにおいて開催され、
73名が参加した。

テーマ　�「事業承継における保険
の有効活用」

講　師　�大同生命保険株式会社�
認定講師　島津　悟氏

　京都税理士協同組合厚生会との
共催により、５月11日㈮に開催さ
れた。正副理事長会構成員、保険
第一正副委員長が参加し、施策に
関する意見や要望等について意見
交換が行われた。

　平成24年６月25日㈪京都税理士
会館京税ホールにおいて開催され、
109名が参加した。

テーマ　�「医療格差とセカンドオ
ピニオン」

講　師　�ティーペック株式会社�
営業部次長　古山裕二氏

　京都税理士協同組合厚生会との共催により、平澤政治理事長以下５名の担
当役員の立会いのもと、期末本監査が７月３日㈫に実施された。
　南利憲監事以下５名の監事により、厳正な監査がなされ、監査結果を基に
指導が行われた。
　監査結果は８月３日㈮に開催された
通常総会にて組合は林正監事より、厚
生会は井戸巳之監事よりそれぞれ報告
がなされた。

地区連絡委員会
第19回両丹
５支部親睦
ゴルフコンペ

保険第一委員会
大同生命紹介
代理店支所
合同研修会

保険第一委員会
大同生命京都税理
士共済支社スタッフ
との意見交換会

保険第一委員会
大同生命
第一回
定例研修会

期末本監査
報告

平成24年６月14日㈭

平成24年６月18日㈪

平成24年５月11日㈮

平成24年６月25日㈪

平成24年７月３日㈫

（敬称略）
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　７月18日㈬ウェスティン都ホテ
ル京都において開催された。
　第27回全国統一キャンペーンに
係る施策等の紹介や業務推進につ
いて活発な意見が交わされた。

　７月25日㈬に開催された。従来、
支所合同推進協議会として保険第
一委員会の所掌として開催してい
たが、今年度より地区連絡委員会
が所掌し、保険第一委員会に加え、
保険第二委員会・事業委員会も参
加し、組合事業をより多くの先生
方に知って頂く場とした。

保険第二委員会
全税共
京都地区
業務推進会議

地区連絡委員会
支所
合同協議会

保険第一委員会
大同生命第二回定例研修会

相談役会

平成24年７月25日㈬

平成24年９月６日㈭

平成24年７月18日㈬

平成24年７月26日㈭

　京都税理士協同組合厚生会との共催により、
７月26日㈭にウェスティン都ホテル京都におい
て開催された。担当副理事長より総務・保険・
事業各部門の報告がそれぞれ行われた。

　平成24年９月６日㈭大同生命京都ビルにおい
て開催され、42名が参加した。

内　容　「リスクマネジメント事例研究」ほか
講　師　�保険第一委員長　安井伸夫先生ほか

【8】 平成24年９月25日



平成20年６月	 出資口数を変更
� �より多くの先生にご加入頂きたいとい

う思いから従来の出資口数10口（10万
円）を１口（１万円）に変更致しました。

平成22年度〜	 定例研修会の開催
� �関与先・顧問先様のニーズに即した適

切な保険指導が行えるよう、標準保障
額算定等、保険事業推進に関する定例
研修会を開始致しました。

平成23年度〜	 厚生会会則を改正
� �厚生会総会を開催できるよう会則を改

正し、平成24年８月に第１回通常総会
を開催いたしました。

平成23年８月	 	賛助会員規約を改正、功労金支
払いの規定を新設

� �賛助会員を脱退される際に、加入金と同
額を功労金としてお支払い出来る規定
を新設し、ご加入頂きやすく致しました。

平成23年12月〜	各支部における組合PR活動を実施
� �組合の事業（保険・提携企業）をより

深く理解して頂くため、各支部（園部
以南）のご協力を得て、総会・例会・
研修会などにおいて組合PRを実施し
ております。

〜これまでも そして これからも！〜
京都税理士協同組合 ５年間（36〜40期）のあゆみ

平成23年度	 	両丹地区（福知山以北）へｗeb
研修開始

� �京都税理士会館で開催される研修会
（一部）をインターネットで同時配信
しております。

� 今後さらなる充実を図ります。

平成23年度	 	還元金施策を拡大
� �書籍購入や提携企業（一部）のご利用

実績に応じた還元金施策を拡充いたし
ました。

� �今後とも還元可能な企業を増やすとと
もに、より充実した内容を目指します。

� �先生方の積極的なご利用をお願い致し
ます。

平成23年度〜	 	東日本大震災　義援金寄付	
税務便覧を寄贈

� �義援金300万円を寄付するとともに、
東北税理士協同組合へ当組合発行の
「確定申告のための税務便覧」を東北
税理士会の全ての会員に寄贈いたしま
した。微力ながら震災復興の一助とし
て、本年は震災関連特例を東北地方限
定で別刷し寄贈を継続致します。

　従来の旅行に加え、新しい試みとして文化行事を
開催いたしました。
　文化行事は、旅行に参加が困難という先生にもご
参加頂き、好評を博しました。

　平成25年は組合創立40周年記念旅行を企画してお
ります。詳細はダイレクトメールをご覧ください。
　今後とも多くの方にお楽しみ頂ける旅行・行事を
企画してまいります。

平成20年４月	 	あつあつ!! 広島焼と選べる観光	
３コース

	 自由気ままに道後温泉の旅

平成21年４月	 古典落語を楽しむ会

CDisney
撮影：下坂敦俊

平成22年４月	 	ミュージカルを楽しむ会	
劇団四季「美女と野獣」

平成24年４月	 博多うまかもん巡り

平成23年４月	 	九州新幹線で行く「火の国」熊本の旅
	 （東日本大震災発生により中止）

旅行・文化行事

確定申告をしなければならない者
①その年分の所得の合計額（源泉分離課税とされる利子所得及び源泉分離課税を選択した
配当所得、少額配当所得等を除く）が、すべての所得控除額の合計額を超え、かつその
超える金額に対する所得税額が配当控除額及び年末調整に係る住宅借入金等特別控除額
の合計額を超える者
②その年中の給与等の収入金額が、2,000万円を超える者
③同族会社の役員及びその親族等で、その法人から給与等以外に貸付金の利子や地代家賃
等の支払を受けている者
④災害を受けたため、平成23年中に給与等について災害減免法により源泉徴収税額の徴収
猶予や還付を受けた者
⑤常時2人以下である場合の家事使用人や外国の在日公館に勤務する者など、給与等の支払
を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている者
⑥退職手当等の支給時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、
20％の税率で所得税を源泉徴収された者で、その徴収された税額が正規の税額よりも少
ない者
⑦給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除（年末調整
で控除を受けている場合を除く）又は電子証明書等特別控除（前年以前の年分でこの控
除を受けた者を除く）の適用を受けようとする者
　

確定申告をしなくてもよい者
①その年分の所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額よりも少ない者、もしくは所
得控除額の合計額を超える所得金額に対する所得税額が、配当控除額及び年末調整に係
る住宅借入金等特別控除額の合計額以下の者
②その年中の給与等の収入金額が2,000万円以下で、次の㋑又は㋺に該当する者（但し「確
定申告をしなければならない者」の欄③、④、⑤、⑦の各項に該当する者を除く）
㋑給与等を1か所から受けている者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万
円以下の者
㋺給与等を2か所以上から受けている者で、次のⒶ又はⒷに該当する者
Ⓐ従たる給与等の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円
以下の者
Ⓑ給与等の収入金額の合計額が、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命
保険料控除・地震保険料控除・障害者控除・寡婦（寡夫）控除・勤労学生控除・配
偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の各控除額の合計額に150万円を加算した額以
下の金額で、かつ給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者

③その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下でその年分の公的年金等に係る雑所得以
外の金額が20万円以下の者
※①～③の場合でも、源泉徴収税額が正規の税額より多い場合には、確定申告をするこ
とにより還付される

所　　　　　　得　　　　　　税　　　　　　便　　　　　　覧

所得の種類 計 算 方 法

総

所

得

金

額

利 子 所 得
（所23）

収入金額＝所得金額
□源泉分離課税…税率20％（所得税15％・住民税5％）

配 当 所 得
（所24）

（平20改措附33）

（所182）
（措8の5）

（措8の4）
（平20改措附32）

（措37の12の2）

収入金額－（元本取得のための負債利子÷12×元本所有期間の月数）
� ＝所得金額
□源泉徴収
①上場株式等の配当等……源泉徴収税率10％（所得税7％・住
民税3％）（個人の大口株主には適用なし）
②上場株式等以外の配当等……源泉徴収税率20％（住民税なし）
□申告不要制度
①上場株式等の配当等……金額にかかわらず確定申告を要しな
い（個人の大口株主には適用なし）
②上場株式等以外の配当等……配当金額が、1銘柄1回10万円×
配当等の計算期間の月数÷12以下の金額のものは、確定申告
を要しない

□申告分離課税制度
①上場株式等の配当等……税率10％（所得税7％・住民税3％）
による申告分離課税制度の選択が可能（個人の大口株主には
適用なし）（配当控除の適用なし）
②申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得は上場株式等
に係る譲渡損失と損益通算が可能（6頁譲渡所得参照のこと）

※配当所得計算において生じた損失は、他の所得と通算できない
不 動 産 所 得
（所26）
（措14）

総収入金額－必要経費＝所得金額
□優良賃貸住宅の割増償却等
 新築された賃貸住宅のうち一定のものは、賃貸の用に供した日
以後5年以内で、その用に供している期間、下記により割増償却
できる。ただし、一定の特例等の適用を受けたものを除く

※不動産所得の計算上生じた損失は、2頁損益通算の項参照
事 業 所 得
（所27）
（措27）
（措26）

総収入金額－必要経費＝所得金額
※家内労働者等の所得計算の特例あり
□社会保険診療報酬（5,000万円以下の場合）は選択により、下記
速算表による金額を必要経費の額とすることができる（確定申
告書に記載を要す）

所得の種類 計 算 方 法

総

所

得

金

額

給 与 所 得
（所28）
（所57の2）

収入金額－給与所得控除額（※9〜12頁別表第五参照）＝所得金額
※特定支出の額が給与所得控除額を超える場合は、確定申告書を
提出することによりその超える部分が控除される

譲 渡 所 得
（所33）

（所38）

（所61）
（措31の4）

（所60）

（所62）

総収入金額－（譲渡資産の取得費＋譲渡費用）＝譲渡益
□短期譲渡益の金額が特別控除額以上の場合
（短期譲渡益－特別控除額）＋長期譲渡益×1/2＝所得金額
□短期譲渡益の金額が特別控除額未満の場合
（短期譲渡益＋長期譲渡益－特別控除額）×1/2＝所得金額
※特別控除額は最高50万円（譲渡益を限度とする）
※損益通算をする場合には損益通算後1/2を適用
□所有期間による区分
①短期譲渡……取得日以後5年以内にした譲渡
②長期譲渡……①に該当しない譲渡
□土地建物等及び株式等の分離課税…土地建物等及び株式等の譲
渡に係る所得（事業所得又は雑所得とされるものを除く）は、
他の所得と区分して課税される（5・6頁譲渡所得参照のこと）
□取得費
�原則として取得価額、設備費及び改良費の合計額とし、償却資
産の場合は減価償却費相当額を控除する（非事業用資産の耐用
年数は法定耐用年数の1.5倍（1年未満の端数は切捨て）、経過年
数は6月未満は切捨て、6月以上は1年とする）

�特例①昭27・12・31以前より所有していた資産
㋑土地建物等の場合…原則として収入金額の5％（実際
の取得費が収入金額の5％を超えるときはその実際の価
額）とする（昭28・1・1以後に取得した長期保有土地
建物等の場合もこれに準じて計算できる）
㋺土地建物等以外の資産の場合…昭28・1・1現在の相続
税評価額＋昭28・1・1以後の設備費・改良費（減価償
却費相当額を控除する）
※通達上は収入金額の5％としてさしつかえない

②相続・贈与（法人より受けたものを除く）等により取得
した資産…被相続人又は贈与者の取得費・取得日等を引
き継ぐ、但し限定承認に係る相続及び包括遺贈の場合は
相続又は遺贈の時の価額とする
③個人から時価の2分の1未満の低額で取得した資産…譲受
価額と譲渡者の取得費等のいずれか多い方の価額
④交換・買換等により取得した資産で交換等の際に課税繰
延の特例の適用を受けたもの…旧資産の取得費等を基礎
に圧縮計算された取得費＋その後の設備費等
⑤土地の長期貸付（借地権設定）の場合

　　　　　　　　　　　　　権利金等の額
当該土地等の取得費×　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　権利金等の額＋底地の価額

□居住者が、災害、盗難、横領により、生活に通常必要でない資
産（書画骨董、別荘、競走馬等）について受けた損失の金額は、
その年又はその翌年の総合譲渡所得から控除する

所 得 金 額 の 計 算 （ Ⅰ ）

平成23年7月31日現在の法令による

確定申告のための

監修：日本税務会計学会顧問税　　　　理　　　　士 右山 昌一郎

2011 平成23年分

監修：監修監修：日本税務会計学会顧問日本税務会計学会顧問
税税 理理 士士 右右右山山山 昌一郎昌 郎昌一郎

税務便覧税務便覧

特定優良賃貸住宅
取得時期 耐用年数 割増償却割合 耐用年数 割増償却割合

平18・3・31以前 35年以上 20％ 35年未満 15％
中心市街地優良賃貸住宅

平22・3・31以前 35年以上 50％ 35年未満 36％
高齢者向け優良賃貸住宅

平19・3・31以前
35年以上

50％
35年未満

36％
平21・3・31以前 40％ 28％
平23・6・30以前 55％又は28％ 40％又は20％

サービス付き高齢者向け優良賃貸住宅
平25・3・31以前 35年以上 40％ 35年未満 28％

（
速
算
表
）

社会保険診療報酬 必要経費
2,500万円以下 診療報酬×72％

2,500万円超 3,000万円以下 　 〃 　×70％＋ 50万円
3,000万円超 4,000万円以下 　 〃 　×62％＋290万円
4,000万円超 5,000万円以下 　 〃 　×57％＋490万円

－�1�－　 所得金額の計算（Ⅰ）
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北條　巖

久保田　勇

　思い出の写真が出てきました。
　支部対抗ソフトボール大会に参加したとき（上京支部）
　写真の顔ぶれは初代上京支部長の大西藤一郎先生、この後
京都市会議員として活躍された北川光男先生（上京支所馬塲
佳代子先生の父上）、奥村雄次郎先生（現上京支部長奥村�

和義先生の父上）、京都税政連幹事長として尽
力された村井史郎先生、よくKBSの芸能番組に
出演されていた丸尾昭三先生、と私北條巖（元
上京支部長）が写っている懐かしい写真です。
　内、大西、北川、村井、丸尾先生は故人とな
られ、ありし日が偲ばれます。

　丁度40年前は、ヨットに魅せられ船舶免許を
取った頃です。以来、ヨットは私の生涯の友と
なってしまいました。友のデッキにたたずみ、
身体いっぱいに爽やかな風を受け、のんびりと
湖上からの景色を眺め今も楽しいひとときを過
ごしています。

上 京 支 所

中 京 支 所

4 0 年 今 昔 も の が た り

左より　故：村井史郎先生　　 故：丸尾昭三先生　 北條　巌
　　　　故：大西藤一郎先生　 奥村雄次郎先生　　 故：北川光男先生

事務所旅行：左から４番目が私です。

【10】 平成24年９月25日



石原　豊

北尾　剛久

　昭和47年４月１日待望の税理士開業を果たしました。
　其の年10月京税協が設立されましたので半年間の先
がけと言う事で、組合の40周年は私の事務所開業40周
年でもある記念すべき年であります。
　40年昔の５月、大丸百貨店の大型連休特別企画・家
具特売広告に「幸せ家族」と題して地元新聞の大広告
に掲載された娘２人と私たち夫婦の今よりも確実に40
歳若かった家族を、大丸の専属カメラマンが撮影した
ものです。

　小学生から中学生になる春休み、
大好きだった市電を撮ろうと自宅
から白梅町、円町の辺りを歩きま
わった時の写真です。
　あれからほぼ40年。市民の足
だった市電は姿を消し、道路の真
中を占拠していた電停もなくなっ
て街は車であふれています。
　たくさんのものが変わってし
まったけれど変わらないものもあ
りました。

　後列右が長女牧で、40年の折り返し点（20年前）に
税理士となって二代目を継いでくれました。次女幸は
海外居住（ゴールドコースト）で日本を離れてもう30年、
夫と死別し２児のシングルマザーやっています。
　この度、記念誌参画の有り難いお声を掛けて頂きま
したが業務に相応しい「ぴしゃり写真」でなく申し訳
有りません、宜しくお願いします。
　組合の益々の発展を祈念しつつ…。

右 京 支 所

下 京 支 所

白梅町風景

円 町 風 景

昭和51年撮影

昭和51年撮影

現　在

現　在
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二股　茂

シーン１
　小学校時代の親友と四国を一周した時の高松城玉藻
公園内の写真です。時は昭和46年８月25日。真ん中の
女性は沖縄からのひとり旅で数日間同行しました。沖
縄の本土復帰は翌1972年。今年５月本土復帰40年の記
念式典が行われていましたが、この時は彼女はパス
ポートを持っていました。友人は昨年、小学校の校長
先生を定年退職し悠々自適の生活です。

シーン２
　約40年前、勤務先事務所の慰安旅行で高山と黒部方
面へ出かけたときの写真です。このうち５人が「先生」
になっています。誰が誰だかお解りになるでしょう
か？（笑）

シーン３
　私の事務所と住居のある岩倉地域
の風景「今昔」です。当時の幾枚か
の写真があり、場所を探して岩倉周
辺の山から「今」の写真を撮ろうと
しましたが、「昔」と比べて木が繁
りすぎて展望が利かないところが多
くなっています。

左 京 支 所

昭和48年撮影 現　在

昭和48年撮影 現　在

岩 倉 風 景

4 0 年 今 昔 も の が た り
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平田　雅也

村井　英紀

市川　仁三

40年前は若かった！

　ちょうど高校生の頃が私の40年前になります。
　その頃は、写真のようにスキーを始めた頃で、
すっかりはまってしまい、大学に入ると、２泊、
３泊、１週間と出かけることが増えました。
　そして、現在も40年前と同じようにやりたい
のですが、残念ながら写真のように子供ととも
にファミリースキーに勤しんでいます。

橘橋の40年前と今

　宇治塔の島は、平等院を外郭から見渡せる宇
治人の憩いの場所として今日まで知られていま
す。ここにある２枚の写真は、塔の島の橘島へ
の架け橋である橘橋の旧き土の香する姿と現在
の近代化の姿を提供しています。

　40年前の1972年（昭和47年）に、廣瀬來三さん、
森金次郎さんと一緒になって「京都税理士協同
組合」を立ち上げました。副理事長として保険
と事業を担当、大同生命とタイアップ。当時は
組合の事務所はなかったので、私の税理士事務
所でやっていました。

東 山 支 所

宇 治 支 所

伏 見 支 所

約40年前の税理士証票 今年（平成24年）１月の
税理士証票

【13】第138号京都税理士協同組合ニュース 4040周年記念号
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とっておきのお店
ジュエリー
ショップ

スポーツ、
レジャーの店

かわいいお花屋さん

NEW

　昨年の10月より数ヶ月間断酒をいた
しました。辛い、苦しい、闇のような
期間でした。やはり本能に逆らうよう
なことは止めようと悟りました。今は
再び楽しい夕食の毎日です。
　業界団体等での懇親会以外に友人と
出掛けます。お客さんと飲む事はほと
んどありません。居酒屋さんが中心で
すが、５回に１回くらいは「まえはら」
さんに鰻を食べに行きます。両替町通
二条上ルにある石畳の立派な門構えの
お店です。入ると右側が調理場、すで
にあの鰻のいい香りが…囲むようにカ
ウンター席。愛想のいい若チーフが迎

　洛西の名刹嵐山天龍寺の斜め向いに
うなぎの廣川があります。
　創業43年目の平成21年に、趣のある
数寄屋造りの新しい店に移転しました。
１階はゆったりとした広いテーブル席で、
季節感を楽しめる庭を眺めながら、２階
は小部屋とカウンターで窓から拡がる嵐
山の借景を楽しみながら時を忘れてぜい
たくにうなぎ料理が楽しめます。
　天保年間に埼玉県熊谷で創業した
「廣川」が発祥で、両親が京都で創業
して今に至っています。廣川に伝わる
タレは日々たくさんのうなぎを甕にく
ぐらせ、うなぎから出るうま味がこく

のある味を作ってくれます。毎日新し
いタレを足して香りが生まれ、古いタ
レのこくと相俟って絶妙の廣川のタレ
ができるのです。
　廣川の人気の秘訣は、秀れた生産者
が育てた良質のうなぎを、さらに厳選
して取り寄せ、これを注文と同時に素
早く調理して、焼きあげる技術と秘伝
のタレが絶品のうなぎ料理に仕上げる
からです。
　主人の、美味しいうなぎ料理を最高の
雰囲気で楽しんでもらうというポリシー
が、店のスタッフ全員に浸透し、行き届
いたサービスでお客をもてなしてくれま
す。その価値観に対する満足が人気に
繋がっています。
　廣川に行かれる時は、
少しの待ち時間を覚悟
するか、２階席を予約
されることを、お薦め
します。

えてくれます。カウンターの中には各
種アルコール類がずらり。喉がごくり。
温和な料理長が笑顔で見てくれる中、
料理とアルコール類を注文。何故かこ
こではビールは頼まず焼酎のお湯割り
をオーダーします。料理が出て来るま
でにコップが空きます。最後には必ず
鰻重（ご飯少ない目）と肝吸を頂きま
す。これがおいしいのです。幸福感に
満たされます。更に良いことがひとつ、
価格が安いのです。

　左の写真はこ
のお店でのスナ
ップです。焼酎
は３杯目ぐらい
です。
　一度お試しく
ださい。

うなぎ料理 廣川
京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町44-1

（天龍寺斜め向かい）
ＴＥＬ　075︲871︲5226
ＵＲＬ　http://www.unagi-hirokawa.jp

JR嵯峨野線

トロッコ列車

天龍寺

バス停野々宮

バス停嵐山

美空ひばり館

至
清
滝

廣川

嵐山駅

JR嵯峨嵐山駅・トロッコ嵯峨駅

京福嵐山線

嵐
山
高
架
道
路

嵐
山
高
架
道
路

桂川大堰川

バス停
嵐山天龍寺前

渡
月
橋至 阪急電鉄 嵐山駅

押小路通

二条通

夷川通

竹屋町通

丸太町通

室
町
通

烏
丸
通

車
屋
町
通

両
替
町
通

鰻割烹
まえはら

地
下
鉄
丸
太
町
駅

鰻割烹 
まえはら
京都市中京区両替町通二条上ル北小路
町108番地１
ＴＥＬ　075︲254︲7503
ＦＡＸ　075︲254︲7504
営業時間　 11：30～14：00（LO. 13：30）

18：00～21：30（LO. 21：00）
定休日　水曜日

うなぎ料理
廣川

理事長　平澤政治

副理事長　辰巳修偉

鰻割烹
まえはら
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飲食店に限定せず、お店ならなんでもOK─

名物屋台

ペットショップ 雑貨ショップ

おもしろい体験工房

　「ホームメイド」と銘打った食べ物
は世にあふれていますが、今日はこれ
ぞホームメイド、というスイーツの店
を御紹介します。なんで私がスイーツ
の店？と思われる方も居られるかもし
れませんが、いえいえ、甘いものも決
して嫌いではございません。
　京都と滋賀の県境、比叡平の閑静な
住宅街にひっそり佇むナチュラルホー
ムメイドケーキ「風子」（ふうこ）。お
客さんを拒むのかと思うほど入りこん
だ住宅地の中に、突然そのお店は現れ
ます。看板がなければ、お店であるこ
とすら分らないような店構えの店内で

　山科のくつろげるお店、『手作り雑
貨＆おうちカフェ�NOAH』さんをご
紹介いたします。
　地下鉄東西線 椥辻駅すぐ近く、大
通りから一歩入ったところに、白いお
店が出迎えてくれます。ここが異空間
への入り口。手作りのステンドグラス
が填められた戸を開けると、ヨーロッ
パやアメリカの映画で見たようなどこ
か懐かしい空間が広がります。ヨー
ロッパの手作りの雑貨や、ハンドメイ
ドの雑貨が所狭しと並んでおり、出来
上がった商品を選ぶだけでなく、ハン
ドメイドのための小物や生地などおい

売られるお菓子も、思わず目を引くよ
うな奇を衒ったものは一切なく正統派
ホームメイド。
　徹底した自然素材や無添加素材の使
用や、御夫婦での手作りへのこだわり
は、子供を思う親の気持ちがその原点
でしょう。
　ちゃんとした材料を使って丁寧に作
られたお菓子は、一流パティシエの手
の込んだスイーツとはまた違った味わ
いで、取って置きのコーヒーや紅茶の
時間を至福のものにしてくれる、そん
な本物の味です。
　予約販売のお店ですが、シフォン
ケーキやクッキー類などの焼き菓子は
店頭で購入できます。

てあります。この空間を抜け、靴を脱
ぎ２階へ上がるとヨーロッパのアン
ティークの壁紙に包まれた落ち着いた
雰囲気のカフェスペース。１人で本を
読みながら、友人と話し込みながら、
テーブル席だけではなくソファー席な
どがあり、外の騒音がうそのように静
かな空間でゆっくりくつろぎカフェが
できるおススメのお店です。
　近頃では、このスペースを画家さん
へギャラリーとして貸し出しもされて
おり、時には素敵な作品を眺めながら
カフェができる空間となることも。
　こだわりのこのお店、姉妹で始めら
れ、店の内装から全て手作りされたそ
うで、出てくる食器はヨーロッパを旅
する中で出会ったアンティークものと、
とてもおしゃれな空間です。近くにお
立ち寄りの際は是非訪ねられてはいか
がでしょうか。

ナチュラルホームメイドケーキ 

風子
滋賀県大津市比叡平３丁目50-3
TEL&FAX　077︲529︲0261
営業時間　 9：30～19：30

（日曜日・祝日は18：00まで）
定休日　月曜日
ＵＲＬ　http://www.fu-ko.jp/

手作り雑貨＆おうちカフェ 

NOAH
京都市山科区椥辻草海道町38︲9
TEL&FAX　075︲583︲6111
営業時間　 雑　貨　10：00～19：00

　　　　　　　　（月曜12：00～19：00）
　　　　カフェ　12：00～20：00

定休日　第１土曜、日曜、毎月15日
ＵＲＬ　http://www.noah-anchor.com/

文ナチュラル
ホームメイドケーキ
風子

30

比叡平3丁目比叡平3丁目

市立比叡平
小学校
市立比叡平
小学校

山中越山中越

田の谷峠田の谷峠

田の谷峠田の谷峠

手作り雑貨＆
おうちカフェ
NOAH

三条通三条通地
下
鉄
東
西
線

東
野
駅

地
下
鉄
東
西
線

東
野
駅

外
環
状
線

外
環
状
線

地下鉄東西線
なぎつじ駅
2番出口

地下鉄東西線
なぎつじ駅
2番出口

②②

①①

地下鉄東西線
なぎつじ駅
1番出口

地下鉄東西線
なぎつじ駅
1番出口

山科区役所山科区役所

椥辻病院椥辻病院

五条通五条通

新十条通新十条通

名神京都東IC→名神京都東IC→

ナチュラルホームメイドケーキ
風子

手作り雑貨＆おうちカフェ
NOAH

専務理事　太田　克

右京支所　藤木正人
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〜御池麩屋町　京税協でほっこり〜

た いむ御麩
お

ふ
思い出の旅行記、趣味体験記、好きな人物（歴史、

スポーツetc）、などなど自由に寄せてください！

　ひょんなことから「御麩たいむ」の原稿依頼を受け、紙
面で披露できるほどの趣味も特技もなく逡巡いたしました
が、モノにはならずとも今まであれこれ手を染めた（出し
た）趣味の履歴なら他様も経験がおありだろうし、筆を取
ることといたしました。
　小学生の頃、ブームもあって、模型と切手蒐集に凝り始
めました。前者は丁度材質も木からプラスチックへの過渡

期で、木製は鑢やサンドペーパーで曲面を仕上げていくと
いう楽しさがあり、プラモデルになると組立は比較的簡単
でしたが、細部はサンドペーパーで仕上げ、下塗、接着、
仕上塗まで結構手間がかかりました。ジオラマまでは拡が
りませんでしたが、作業が長時間に及びシンナー中毒一歩
手前も経験しました。その甲斐あってか手先は意外に器用
です。
　一方、切手蒐集は過去の日本の記念切手は高額で、海外
未使用切手の一国一枚を目標としましたが、共産圏が難し
く、植民地が次々に独立して小遣いも追いつかなくなって
止めてしまいました。こちらの御利益は国名と位置を憶え
たことくらいですかねえ。
　続いて、今も続けていますが、小学校中学年から日常的

に溜池と防波堤での釣を始め、大学時代にはもらったリー
ルで投釣を、その後磯釣、船釣、偶々読んだ開高健の「フィ
シュオン」でルアー釣にのめり込み、チロルの鱒、アラス
カのキングサーモンまでも釣り上げました。記憶に残る一
匹は奥只見での68センチの岩魚でしょう。足は震える、声
は出ず…。今でも魚拓を眺めてニンマリしています。今は
年に数回、もっぱら鶯の鳴声がバックの渓流釣りに凝って
おり、尺物アマゴが夢です。
　最後（多分）に、50歳過ぎの健康維持も兼ねた趣味が、
無変速ギアの自転車、所謂シティサイクルで京の知られざ
るスポットを探し回ることです。幸い京都は北からなだら
かに傾斜しており、特に賀茂・鴨川沿いは柊野から七条ま
で信号なしの往来道で重宝しています。用事を済ませ、帰
り道を自転車でランダムに戻るとき、珍しい店や旧跡を見
つけると何となくその日は得した気分になります。但し、
場所をメモしておかないと似た様な路地・小路が多く次に
同じ場所が分らず、渓流を遡った桃源郷の漁師状態も多々
あります。遠くは雲ヶ畑、叡電の二の瀬まで（その辺りが
自転車的限界）行きましたが、徒歩より広範囲に、かつ車
では味わえない片隅の風景を満喫しています。

わたしの趣味の履歴書 左京支所　宮 本 教 司
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　走り始めて丸４年。私、見かけによらずウルトラマラソ
ン（100km）を２度完走しています。
　税理士としては心臓破りの丘×ラストスパートともいえ
る時期、３月11日（日）に第１回京都マラソンが開催されま
した（１万4000人参加）。東京マラソンの成功を受け、大阪
と神戸で2011年秋にマラソン大会が初開催され、三都物語
の最後は我らが京都マラソン。

　ただこの京都マラ
ソン、前評判では無
事開催されるのか？
京都市民は応援して
くれるのか？と心配
した人が多かったの
も事実。
　東日本大震災から
ちょうど１年、開会

式セレモニーで黙とう、そして号砲！西京極から金閣寺方
面に向かうコースは狭く、
広沢池手前ではランナー
ストップ！ある程度のト
ラブルは覚悟していたも
のの、ストップは前代未
聞！「ありえへん！」とリ
ズムを崩されるランナー
たち。しかし、仁和寺前
に差し掛かった瞬間、皆感動！「仁和寺にある法師」が勢
ぞろいの応援【東北共に在り】の横断幕。

　そして、心配して
いた京都市民の応援
…これが熱い！熱過
ぎる!! 42.195km途切
れなし。ストップす
るハプニングも、
コースの狭さも、賀

茂川べりのジュクジュクも、すべて沿道の熱い応援が打ち
消してくれました。あまりの楽しさに、あっという間に完
走した感じでした。タイムとは裏腹に。
　なんとなく排他的なイメージがある京都の方々がこんな

に応援してくれるなんて！と
ランナーが集まるウエブサイ
トでも感動の嵐、嵐。
　その熱い応援の中での気づ
きは、沿道からハイタッチを
求める中年以上の男性がとて
も多かったことです。子ども
達とハイタッチ、これはマラ
ソンでは定番、しかしマラソ
ンと縁遠いと思われる男性が
やたらと「はーい、はーい、
がんばってー！」と手を差し
出してくる。「私でええのー？」と思いつつお返し。マラ
ソンでのハイタッチ数過去最高でした。
　大阪・神戸マラソンを応援して実感したのが、応援する
と、なぜか応援する側も元気をもらえるということ。
　京都のおじ様方が、「45歳一応女」にまでハイタッチし
てくれた心理について、「無意識のうちに自分への元気注
入を試みた」と分析。それだけ不景気なのでは？と。
　自分が走ることによって元気になってくれる人がいると
したら、これはうれしい！
　税理士として、悩める男性経営者を元気にできたらなお
よいのだが…と思いつつ、今日も私は走っています。

京都マラソン・熱い応援に思うこと
 伏見支所　赤 岩 　 綾

京都マラソン観走記
　第１回京都マラソンは西京極陸上競技場をスタート、平
安神宮前をゴールとする、42.195kmのコースです。１万
４千人が完走したとのこと。この中に、伏見の赤岩綾さん
が参加されました。北山の府立植物園前は中間点、道路沿
いは多くの観客で埋め尽くされていました。選手は次々と
走っていく、早いスピードに驚きます。そろそろ来るはず、
じっと待ち続けましたが見つけることはできませんでした。
ゴールの平安神宮前は人々でいっぱい。選手が「みやこめっ
せ」に向う通路前があいているだけです。ゴールした選手
が次々…。と、そのとき、伏見の赤岩選手を発見！胸には
栄光のメダル。さわやかな笑顔が印象的でした。

　　　早春の みやこ路駈けて 42.195
　　　　　ゴールで出会い 安堵するなり
 （広報委員　須藤　弘）

前代未聞のランナーストップ

仁和寺前
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シリーズ

京都バス32番に乗って
発売当日限

り有効

乗車券

12.9.25

路線バスのたび

　１時間に１本しか無い次のバスに乗り遅れないようにバ
ス停に戻ります。
　ここからは、山科の寺々をめぐることができます。
　再び乗って２分ほどで「醍醐三宝院」バス停に到着。豊
臣秀吉が盛大な花見の宴を催した桜の名所としてあまりに
も有名であり、上醍醐へは西国33ヶ所霊場めぐり第11番と
して、クタクタになりながらお参りに行ったこともあるの
で、今回はバスから醍醐山を眺めるだけにとどめておきま
す。
　旧奈良街道は、風情はあるものの道が少々悪いためガタ
カダゆれ、若干気分悪くなりそうな時に「随心院」に到着。
一休みがてら降りることにします。

　随心院が建つ一帯は、この地方の勢力者小野一族の根拠
地であり、随心院は小野小町が晩年を過ごした家の跡とさ
れています。庫裡を入り、何室もある広々とした部屋を進
んで行くと、本堂前に池のある庭園が目に入ります。平日
のためか拝観者もほかに無いので、辺り一帯が静かです。
美人の代名詞とされ、多くの秀歌を世に残した歌人でも
あった小町のもとへ、深草少将が百日通ったという伝説を
思い出しながら、ゆっくりとしばらくの間眺めていました。
深草少将をはじめ多くの男性から小町へ寄せられた1000通
もの恋文を埋めたとされる文塚や化粧で使った井戸も拝み、
今度は梅の季節の「はねず踊り」の頃に来るのもいいかな、
と思いながら随心院を後にしました。
　１時間後の次のバスに乗り、あっという間に「勧修寺」
に到着します。この辺りまで寺々の多い史跡めぐり路線、
その後はまた生活用路線となり、観光農園前や深草を通り
「京都医療センター」バス停では多くの人が乗り降り。ま
えの国立病院！いつの間にこんなに綺麗になってるの！と

　今回は、醍醐バスターミナルを出発し、山科の住宅街・
寺々を通り、竹田駅東口に到着する京阪バスに乗るたびで
す。

　午前９時、外環状
線沿いパセオダイゴ
ロー西館横の広々と
した醍醐バスターミ
ナル、少々不気味な
老人３名と老夫婦１
組と共に乗り込み、
いつもは車で通る外
環状線を今日はバス
で走ります。
　「醍醐駅」から「石
田駅」あたりは住民
の生活用路線として
使われており、買物

袋を提げたおじさん・おばさんが乗ったり降りたり。「石田」
を過ぎると狭い旧道に入り、ほどなく「一

いち

言
ごん

寺
じ

」バス停に
到着。まずは、ここで降りて一言寺を訪ねることにします。
　坂になっている一本道をゆっくり約５分ほど歩き石段を
上がったところに、金剛王院、通称「一言寺」がありまし
た。本堂軒下の額に「たヾたのめ　佛にうそは　なきもの
ぞ　二言といわぬ　一言寺かな」とあり、本尊の千手観音

に一心に祈れば言下に願いが叶うことから、その名の由来
とされています。山門を入るとすぐヤマモモの木があり、
京都市の登録天然記念物になっているそうですが、訪れた
時には実は全て落ちていました、残念！代わりに山沿いに
は紫陽花が。小さなひっそりとしたお寺で、私もただただ
一心に祈りました、ムニャムニャ…、願いが叶いますよう
に!!!

醍醐バスタ
ーミナル

↓
山科方面
（竹田駅東

口） 京阪バス２番に乗って

一言寺

随心院
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京阪バス２番に乗って
▼ 広報委員　徳 田 明 子

驚きつつ、病院のお世話になっていない、健康であること
に感謝。
　ほどなく「青少年科学センター」に到着です。確か「ン
十年前」小学生の頃に来たここを、この路線最後の場所と
して訪れることにします。

　入口から入った２階・３階は展示場で、ティラノサウル
スの声を聞いたり、滑車のはたらき・肺のふしぎ・光の世
界…と次々に見たりさわったりしながら科学の世界を体験
することができます。屋外では水力発電の仕組みや岩石園・
カブトムシの家を見て、科学が苦手な私は、頭がクラクラ
なりそうでした。
　お腹も充分すぎるほど減ったのですが、近くにはお店が
何も無く、仕方なしにダイエーで買ったおにぎりをほおば
りました。これでなんとか最終駅「竹田駅東口」まであと
２駅でたどり着けそうです。

青少年科学センター
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第１回理事会
　平成24年度第１回理事会を７月13日㈮午後３時より開催。当
日の出席状況は次の通り。
　理事45名　監事５名　相談役２名
【決議事項】
　次の第１号〜５号各議案が承認可決された。

第１号議案　組合加入承認の件
　個人15名、法人３社、賛助会員11名の加入を承認。承認の結
果、個人組合員は1,248名、法人組合員は74社、出資金額10,535
万円、賛助会員258名、加入率は83.3％となった。
� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○藤田一裕（宇治）　○松井佐和（左京）　〇奥村能丈（中京）
○周　奎植（上京）　○佐藤正志（下京）　○大川真司（中京）
○久保　賢（左京）　○根井大樹（下京）　○佐々木栄美子（中京）
〇竹田　茂（舞鶴）　○中田　俊（下京）　○今村真菜（左京）
○古鉄将裕（宇治）　○小松﨑哲史（中京）　○前谷晶彦（左京）
（法人組合員）
○税理士法人イデア（下京）
○税理士法人ドリームプラス（宇治）
○税理士法人オネスト（宇治）
（賛助会員）
○早川光志（東山）　○山下宜子（中京）　〇村田徹雄（右京）
○八田朋敬（下京）　○樋上永寿（中京）　○田中久喜（下京）
○梅川大輔（宇治）　○今西　史（中京）　〇米田真里（上京）
○宇佐美良夫（宇治）　○新　　勉（園部）�

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○安田暁生（中京・業務廃止）
○大川真司（中京・組合員へ移行）
○佐藤正志（下京・組合員へ移行）
○中田　俊（下京・組合員へ移行）
○今村真菜（左京・組合員へ移行）
○古鉄将裕（宇治・組合員へ移行）

第３号議案　第40回通常総会議案審議
総会提出議案（第１〜第３号議案）承認の件
第４号議案　「趣味の会」助成の件
第５号議案　�新規提携企業承認の件並びに既提携企業提携内容

変更・追加報告

【報告事項】
［保険部門］
保険第一委員会（大同生命）
　①５月11日㈮京都税理士共済支社との意見交換会開催報告
　②５月18日㈮優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー開催報告
　③６月18日㈪紹介代理店支所合同研修会開催報告
　④６月25日㈪第一回定例研修会開催報告
　⑤大同保険推進協議会実務者会議・協議会開催について
保険第二委員会（全税共ほか）
　①７月18日㈬全税共京都地区業務推進会議開催要領について
　②第27回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事業推進協議会の今後のあり方と提携企業見直しの件
　②税務便覧の東北税協寄贈について
出版委員会
　委員会開催状況について
研修委員会
　各講座の開催状況について
［総務部門］
総務委員会
　①組合行事日程
　②第40回通常総会・記念式典について
　　スケジュール、来賓リスト、会場レイアウト
　　40周年特別委員会開催報告
広報委員会
　「京税協」発行状況について
地区連絡委員会
　①７月25日㈬支所合同協議会開催要領について
　②�９月10日㈪両丹懇談会開催要領について

組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

５・28 事業小委員会（第41期予算について）
５・31 総務小委員会（情報化担当）（web研修開催報告について）

６・１
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：48名
支部定期総会出席（上京・伏見）

６・４
宇治支部定期総会出席
舞鶴支部定期総会祝電

平成24年

６・５
事業委員会（第41期予算について）

福知山支部定期総会祝電

６・６
保険第一委員会（第41期予算と計画について）

保険第二委員会（第41期予算と計画について）

６・７ 右京支部定期総会出席

【20】 平成24年９月25日



６・８
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：48名
支部定期総会出席（中京・左京・東山・園部）

６・10
　〜11

大同生命代理店表彰旅行「神戸１泊２日の旅」
参加：26名（厚生会と共催）

６・12
総務委員会（第40期決算並びに第41期予算編成について）
研修・短期講座「関与先拡大確率を高めるスキルアップ講座」
講師：アシスタント㈱　　参加：61名

６・13 広報委員会（40周年記念号について）

６・14
両丹５支部親睦ゴルフコンペ
於　福知山カントリー倶楽部
参加：33名

６・15 名古屋税理士協同組合第45回総代会出席
於　名古屋東急ホテル

６・16 近畿青年税理士連盟京都支部第48回定期総会出席
於　京都ホテルオークラ

６・18 大同生命紹介代理店支所合同研修会

６・19
予算編成準備会
兵庫県西税理士協同組合第43回通常総会懇親会出席
於　ホテル日航姫路

６・20 近畿税理士会第48回定期総会懇親会出席
於　帝国ホテル大阪

６・21 出版委員会（平成24年分税務便覧の作成について）

６・22 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：48名

６・25 大同生命第一回定例研修会

６・26 東海税理士協同組合第33回通常総代会出席
於　四日市都ホテル

６・29
総会議案審理会
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：48名

７・３
正副理事長会
期末本監査実施（厚生会と共催）

７・５ 日生VIP代理店協議会

７・６ 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：48名

７・10 出版委員会（平成24年分税務便覧編集作業）

７・13

京都税理士協同組合厚生会役員会
常務理事会・理事会
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：48名
ジブラルタ生命との個別業推協議会

７・17 研修・短期講座「平成23年・24年税制改正の重要事項の実務」
講師：小池正明先生　　参加：209名

７・18
出版委員会（平成24年分税務便覧編集作業）
全国税理士共栄会京都地区業務推進会議
於　ウェスティン都ホテル京都

７・20

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：48名
上京支部例会意見交換会出席
伏見支部夏季意見交換会出席
㈱日税ビジネスサービス第38回定時株主総会出席
於　京王プラザホテル

７・24

出版委員会（平成24年分税務便覧編集作業）
地区連絡小委員会（40周年記念旅行について）
北陸税理士協同組合連合会第29回通常総会出席
於　ホテル日航金沢

７・25 支所合同協議会

７・26 相談役会（厚生会と共催）
７・30 出版委員会（平成24年分税務便覧編集作業）

８・３
第40回通常総会　第１回厚生会通常総会
創立40周年記念式典　記念コンサート　祝賀会
於　京都ホテルオークラ

８・７ 出版委員会（平成24年分税務便覧校正作業）

８・８ 神戸税理士協同組合第22回通常総代会懇親会出席
於　ホテルオークラ神戸

８・９ 大同保険推進協議会実務者会議

８・23
保険第二委員会（全税共「VIP代理店」施策について）
朝日生命との個別業推協議会

８・27 正副理事長会

８・28 大阪・奈良税理士協同組合第24回通常総代会出席
於　リーガロイヤルホテル大阪

８・30

出版委員会（平成24年分税務便覧校正作業）
近畿税理士協同組合連合会理事会出席
於　近畿税理士会館
全国税理士共栄会近畿地区業務推進協議会出席
於　近畿税理士会館
全国税理士共栄会近畿地区会議出席
於　大乃や

９・４ 広報委員会（第138号編集割付）

９・５
研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第
１回」（全10回）
講師：横田　聡先生　　参加：33名

９・６ 大同生命第二回定例研修会
於　大同生命京都ビル

９・10

正副理事長会
於　ホテル北野屋
研修・短期講座「平成23・24年度改正の総整理」
於　ホテル北野屋
講師：植田　卓先生　　参加：59名
両丹懇談会
於　ホテル北野屋
参加：60名

９・11
研修・短期講座「平成23・24年度法人税改正の重要
ポイントを確認する」
講師：植田　卓先生　　参加：156名

９・12

事業委員会（事業推進協議会開催要領について）
研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第２回」（全10回）
講師：横田　聡先生　　参加：33名
広報委員会（第138号ゲラ校正）

９・14
広報委員会（第138号ゲラ再校正）
近畿税理士政治連盟第46回定期大会懇親会出席
於　帝国ホテル大阪

９・18
第16回日本生命代理店ゴルフコンペ
於　ジャパンエースゴルフ倶楽部
参加：28名（９月14日現在の人数です）

９・19

研修・実務講座「所得税の基礎知識と計算の実務第
３回」（全10回）
講師：横田　聡先生　　参加：33名
明治安田生命との個別業推協議会

９・21

保険第二委員会（「小規模企業共済」「倒産防止共済」
推進キャンペーンについて）
近畿税理士協同組合連合会第17回通常総会出席
於　ウェスティン都ホテル京都
研修・勉強会「平成23年度公開裁決事例の検討第１
回」（全５回）
講師：名城大学法学部准教授　伊川正樹先生
参加：38名（９月14日現在の申込人数です）

９・25 「京税協」第138号発行
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提携企業について
◎下記の２社と新しく提携しました。

〈有限会社ソニアコーヒ〉
　…コーヒ豆の提供（７月のDMに案内封入）
各コーヒ豆１kg（250g×４P）以上の注文で20％割引
　※２kg以上の注文で送料無料。
　※�月２kg以上２年間の契約で初回にメリタコーヒメー

カーを贈呈。

利用区分：関与先様まで

TEL：075-492-4077　FAX：075-493-9158

〈医療法人知音会四条烏丸クリニック〉
　…人間ドック・健診の斡旋
①人間ドック標準コース　定価42,000円→40,950円
②人間ドック基本コース　定価45,150円→44,100円
　②＋婦人科・乳腺　　　定価46,200円→45,150円

利用区分：ご家族・事務所職員様まで

TEL：075-241-3577　FAX：075-241-3588

◎下記の２社より移転案内がありました。

〈三井住友トラスト・カード株式会社　大阪支社〉　
平成24年９月３日㈪より移転
〒530-0003　�大阪市北区堂島一丁目５番30号�

堂島プラザビル７F
TEL：06-6348-8206　FAX：06-6348-8806

〈株式会社日本政策金融公庫　京都支店〉
平成24年８月20日㈪より移転
〒600-8009　�下京区四条通室町東入函谷鉾町101�

アーバンネット四条烏丸ビル４F
TEL・FAX番号は変更ありません。

※�ご不明な点がある場合やご利用いただきました際は、お
手数ではございますが事務局までご連絡ください。
� （担当：阿部）

事業委員会からのお知らせ 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

～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。

～事業所用家屋の貸付状況等の申告について～
　事業所用家屋を貸し付けている方で、次のような場合に
は申告が必要です。
①１棟の事業所用家屋で貸付延べ床面積が500㎡以上の場合
②１借主に対する貸付面積が300㎡以上の場合
③その他必要と認められる場合
　（事業所税の納税義務者に貸し付けている場合等）
「事業所用家屋の貸付状況等の申告書」は、京都市税のホー
ムページからダウンロードできます。

◆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
ホームページアドレス
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/soshiki/3-7-2-0-0_1.html
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　昭和43年。三億円事件が起きたこの

年の12月27日、京都国立近代美術館で

開催されていた「ロートレック展」の

最終日に、フランスから借りて展示さ

れていた名画「マルセル」が盗難にあ

いました。３日後に額縁だけ発見され

ますが、その後いっこうに捜査は進ま

ず、当直だった警備員が責任を感じて

自殺するという悲しい出来事を経て、

時効を迎えます。ところが時効成立の

約１ヶ月後、大阪に住む会社員夫婦か

ら、「知人から預かった絵画が、盗ま

れたマルセルではないか」と新聞社に

連絡があり、なんの損傷もなく、無事

マルセルは戻ってきたのです。

　皆さんのなかには、実際に京都で起

こった、この不可解な事件をご記憶の

方もいらっしゃるのではないでしょう

か。

　昨年末まで毎日新聞に連載されてい

た「マルセル」は、この実在の事件を

題材に、事件を追った新聞記者の娘で、

父と同じ新聞記者となっている千晶を

主人公として犯人像に迫ります。

　亡くなった父が病室に持ち込んでい

た大学ノートとスクラップブック。そ

れは40年以上昔の名画盗難事件に関す

るものでした。そして、そのスクラッ

プブックに挟まっていた、父宛のマル

セルの絵葉書に書かれていた奇妙な文

章。「デュークへ　闘いは終わった。

あとわずかで時効成立だ。あなたの負

けだ。哀れな、吠えることも出来ない、

惨めな負け犬。予想できない方法で、

わたしは姿を現し、生き返るだろう。

シミひとつないマルセルより」。

　デュークは父なのか？父は時効成立

前に真犯人を知っていたのか？それな

ら、何故公表しなかったのか？これら

の謎を探るべく、千晶は宛先の住所で

ある北白川東蔦町へ向かいます。

　そこでたまたま入った喫茶店「ギャ

ラリーＹＯＫＯ」のオーナー真丘葉子。

彼女との出会いは、偶然ではなく必然

だったのかもしれません。葉子の夫で、

河原町御池で画廊を経営する真丘永は、

父が昔住んでいたアパートの所有者

だったのです。

　葉子が千晶に、「会わなければいけ

ない」と引き合わせた真丘永と、今は

ジャズクラブのオーナーとなっている

が、元警察官で「マルセル盗難事件」

の特別捜査班の一員だった松井岳。そ

して「ギャラリーＹＯＫＯ」のアルバ

イト美
ミシェル

貝と彼女の友人で画家の佐木織

夫。次々と千晶の前に現れる彼らは、

敵なのか味方なのか。

　突っぱねあって生きてきた父と娘。

自分の知らなかった父を知りたい。死

んだとしか教えてもらえず、顔も知ら

ない母のことを知りたい。この事件を

追えば、それがわかるのではないか。

そんな千晶の強い思いが事件の核心に

迫っていきます。

　そして一方、物語の横軸にはオリオ

さんこと佐木織夫との恋が。自分が女

であることをどう扱っていいかわから

ない不器用な千晶は、仕事に生きる36

才。その心にするっと入り込んできた

オリオさんは西陣織の老舗の息子でお

金持ちのぼんぼん。31才、バツイチ。

年下で、かなりかっこよく、女性の扱

いにも慣れていそうなオリオさん。彼

を信じていいのだろうか、と千晶の心

は揺れ動きます。

　独身キャリアウーマンのかなりリア

ルな日常生活と、オリオさんの優しい

京都弁が、重いテーマのこの小説に柔

らかな明るさを添えています。

　さて、この事件の真相は？そして二

人の恋の行方は？

　後半、物語は舞台を京都からパリへ

と移し、思いもかけない方向へと展開

していくのですが、ミステリーにネタ

ばらしは御法度。ここから先は、読ん

でのお楽しみと

いうことで。で

も、ひとつだけ。

　盗まれたマル

セルは贋作だっ

た!?
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京都国立近代美術館　新館（1986年竣工）

実際に額縁が捨てられていた岡崎疎水分水

京
の
文
学
散
歩

事件を報道する当時の新聞記事

朝日新聞
1976年1月30日付朝刊

京都新聞
1968年12月28日付朝刊 白川疎水沿いにある喫茶店。ギャラリーYOKO？
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