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　去る８月９日に開催された第41回通常総会と引き続いての理事会において理事長に三選され
就任致しました。任期の２年間一生懸命組合運営に取り組んでまいりますが、その責任の重さ
に身の引き締まる思いでございます。
　総会でもご報告申しあげましたように、京都税理士協同組合の財政状態は極めて安定してお
り、今期の事業見透しについても懸念すべきものはないと考えておりますが、油断することな
く健全な運営を心掛けてまいります。
　当組合は創立42年目を迎えますが、先輩の先生方が築いてこられた永年の歴史を汚すことな
く、この２年間全力で理事長職に邁進致します。
　平成16年２月に諸先輩の会館建設への熱い思い、周到な計画と決断によって、京都税理士会
館が竣工致しました。
　その建設時の借入金も期中の３月に完済することができます。これによって、財政状態は一
段と改善されますので、従来の還元施策に加えて内部留保の充実を図り、近い将来会館改修等
の事態にも十分耐え得る体力にしたいと思っております。
　総会でご承認いただいた事業計画と予算に従って、第42期の事業を遂行してまいりますので、
先生方のご支援とご協力をお願い致します。
　当組合事業の主柱は保険事業に変わりなく、今期も大同生命の総合事業保障プランと全税共
事業の推進に取り組んでまいりますが、加えて小規模企業共済等の共済事業にも引き続き力を
入れてまいります。また、税務便覧については拡販に努力し、36時間研修の支援策であります
研修事業についても、その内容を更に充実したいと考えておりますのでご期待下さい。
　結びにあたり、組合員、賛助会員、そして提携企業並びに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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　８月９日（金）京都税理士協同組合厚生会の第２回通常総
会がウェスティン都ホテル京都西館４階「瑞穂の間」にお
いて開催された。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、林正監事が監査報告を行った。
　第２号議案　会則一部変更案承認の件
　太田専務理事より、監事の定数を２名より５名に増員し
たい旨の提案があった。
　第３号議案　平成26年５月期（平成25年６月１日から平
成26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
　太田専務理事が事業計画を、小山常務理事が収支予算の
提案を行った。
　第４号議案　役員任期満了につき改選の件
　太田専務理事より提案があり、理事10名、監事５名が選
任された。
　質疑応答はなく、４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。
　最後に小坂文夫副会長より閉会の挨拶があり、総会は終
了した。

0000000000000000000
　引き続き京都税理士協同組合の第41回通常総会が同会場
で開催された。まず、小坂副理事長が開会の挨拶を述べた
後、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、司会の太田専務理事が本年度中にご逝去され
た14名の組合員のお名前を読み上げ、全員が黙祷を捧げご
冥福をお祈りした。

　平澤理事長が挨拶を述べた後、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、堀田組合員が議
長となり以下の４議案が上程された。
　第１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
　田中専務理事が事業報告を、小山常務理事が財務報告を
行った後、澤田眞司監事が監査報告を行った。事業報告で
は、予算、前期実績のいずれをも上回る事業収益を上げら
れたことについての感謝を述べ、増収を受けて、組合員・
賛助会員への還元施策が計画より質、量ともに多く実施さ
れたこと等の報告があった。
　第２号議案　第42期（平成25年６月１日から平成26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
　田中専務理事が事業計画を、小山常務理事が収支予算の
提案を行った。事業計画では更なる加入率の向上、そして
収益の確保に努めると同時に、組合員・賛助会員への還元
についても、充実を図ること等の決意が述べられた。
　第３号議案　役員任期満了につき改選の件
　田中専務理事より提案があり、理事55名、監事５名が選
任された。
　第４号議案　借入金最高限度額承認の件
　田中専務理事より借入金最高限度額を前期同様１億円と
したい旨が提案された。
　各議案とも質問者はなく、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、大阪国税局総務部総務課税理士係長赤津信雄様
はじめ３名の来賓代表の方々より祝辞を頂戴した。最後に、
辰巳修偉副理事長が閉会の辞を述べて総会は無事終了した。
� （広報委員 名古千尋）

第41回 京都税理士協同組合 通常総会
第２回 京都税理士協同組合厚生会 通常総会

８月９日（金）ウェスティン都ホテル京都

2013
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理事長

平澤　政治

事業部門担当
副理事長

辰巳　修偉

総務部門担当
副理事長
太田　克

保険部門担当
副理事長
谷　明憲

総務・広報・地区連絡・保険
第二・研修担当専務理事
田中　英文

保険第二担当
理　事

有田　耕介

地区連絡担当
理　事

奥村　和義

広報委員長
常務理事

馬塲佳代子

保険第二副委員長
理　事

松村　一郎

法規副委員長
理　事

上田　浩嗣

研修担当
理　事

溝上　太郎

総務副委員長
理　事

田中　久喜

事業担当
理　事

植松　昌司

総務副委員長
理　事

髙島　良彦

広報副委員長
理　事

板倉　義守

地区連絡担当
理　事

中川　晃

地区連絡担当
常務理事

河原林温朗

事業委員長
常務理事
森　敏行

出版委員長
常務理事
髙橋　健

地区連絡担当
常務理事
萩　恒夫

保険第二担当
理　事

荒尾　正久

地区連絡副委員長
理　事

中野　顯一

地区連絡担当
常務理事

髙瀬　哲也

地区連絡委員長
常務理事

堀口　裕弘

保険第二委員長
常務理事

糀田　靖子

法規委員長
常務理事
坂部　浩

総務委員長
常務理事

北尾　剛久

研修委員長
常務理事
福田　敦

法規・保険第一・事業・出版担当
専務理事

安井　伸夫

保険第一委員長
常務理事

村中　研治

▪▪▪▪▪▪新役員紹介▪▪▪▪▪▪
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地区連絡担当
理　事

中江　嘉和

地区連絡担当
理　事

山﨑　俊雅

事業担当
理　事
中山　聡

地区連絡担当
理　事

細見　均

監　事

宇佐美良夫

保険第一副委員長
理　事

松本　光生

事業副委員長
理　事

米澤　博充

保険第一担当
理　事

村岡　大輔

地区連絡担当
理　事

山井　嘉文

監　事

堀田　芳孝

総務担当
理　事

湯川　雅史

保険第一副委員長
理　事

岡本　清臣

研修副委員長
理　事

村瀬　研次

地区連絡担当
理　事

片又　昇

監　事

澤渡　聰謹

法規担当
理　事
國場　淳

研修副委員長
理　事

清水　俊行

地区連絡担当
理　事

萩原　政宏

地区連絡担当
理　事

吉田　史樹

監　事

澤田　眞司

広報担当
理　事
吉田　貢

地区連絡担当
理　事

伊良知弘敏

地区連絡副委員長
理　事

木戸　義人

保険第二副委員長
理　事
米田　茂

地区連絡担当
理　事
東　幹夫

研修担当
理　事

大橋　康人

広報副委員長
理　事

梶谷　知代

広報担当
理　事

縄田　浩昭

地区連絡副委員長
理　事

関本　孝一

監　事

南　利憲

組合発展のため　皆様のご協力をお願いします。
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◎委員長　○副委員長
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
）

太
田
　
　
克
（
上
京
）

【
総
務
・
広
報
・
地
区
連
絡
】
田
中
　
英
文
（
右
京
）【
法
規
】
安
井
　
伸
夫
（
中
京
）

総
務
部
門

（総務）
◎北尾　剛久（下京）

（総務）
○髙島　良彦（中京）
○田中　久喜（下京）
　湯川　雅史（右京）

（総務）
　藤原　智子（中京）
　小杉　將之（左京）
　大八木傳一郎（宇治）

　久保　　賢（左京）
　平野　泰久（東山）
　古川　清幸（宇治）

（広報）
◎馬塲佳代子（上京）

（広報）
○板倉　義守（中京）
○梶谷　知代（左京）
　吉田　　貢（下京）
　縄田　浩昭（伏見）

（広報）
　東　　智之（上京）
　小林　由香（中京）
　伊藤　政宏（右京）
　平野　　烈（右京）
　名古　千尋（東山）
　人見　真也（園部）

　中元　亜紀（上京）
　市木　雅之（下京）
　中井　康道（右京）
　河村　澄子（左京）
　坂　　巧美（宇治）

（法規）
◎坂部　　浩（中京）

（法規）
○上田　浩嗣（下京）
　國場　　淳（右京）

（法規）
　室谷　澄男（上京）
　田尻　泰子（中京）
　山﨑　恒樹（下京）
　三浦　幹雄（右京）

　吉田　靖司（上京）
　島　　陽子（下京）
　寺石　光宏（右京）
　小山　　敏（伏見）

（地区連絡）
◎堀口　裕弘（伏見）
　河原林温朗（中京）
　萩　　恒夫（伏見）
　髙瀬　哲也（宇治）

（地区連絡）
○中野　顯一（中京）
○木戸　義人（伏見）
○関本　孝一（園部）
　奥村　和義（上京）
　中川　　晃（下京）
　中江　嘉和（右京）
　伊良知弘敏（左京）
　山﨑　俊雅（東山）
　萩原　政宏（伏見）
　吉田　史樹（園部）
　細見　　均（福知山）
　山井　嘉文（宮津）
　片又　　昇（舞鶴）
　東　　幹夫（峰山）

（地区連絡）
　中村　裕人（中京）
　西堀　幸雄（東山）

　清水　　宏（左京）

谷
　
　
明
憲
（
右
京
）

【
保
険
第
二
】
田
中
　
英
文
（
右
京
）

【
保
険
第
一
】
安
井
　
伸
夫
（
中
京
）

保
険
部
門

（保険第一）
◎村中　研治（左京）

（保険第一）
○松本　光生（右京）
○岡本　清臣（伏見）
　村岡　大輔（宇治）

（保険第一）
　岩崎　紀子（上京）
　新開　淳史（下京）
　田川　　裕（左京）
　古鉄　将裕（宇治）
　横山　秋一（舞鶴）

　沢辺　重行（中京）
　中川　和彦（右京）
　犬飼　利和（東山）
　井木　悦夫（園部）
　廣谷　倫成（峰山）

（保険第二）
◎糀田　靖子（中京）

（保険第二）
○松村　一郎（上京）
○米田　　茂（宇治）
　有田　耕介（上京）
　荒尾　正久（下京）

（保険第二）
○石原　　牧（右京）
　横田　　聡（中京）
　永易　秀一（下京）
　三宅　直樹（左京）
　植田　　順（伏見）
　本間　　憲（園部）

　南　　博光（中京）
　笹井　雅広（下京）
　今西　　到（右京）
　山﨑　俊嗣（東山）
　久保　美雄（伏見）

役員職務分掌及び委員名簿

京都大会
グランベール京都ゴルフ倶楽部
EASTコース（キャディー・カート付）
京都府船井郡京丹波町実勢上ノ谷4-1　☎0771-82-2166

（組合せ表並びに開催要領は、ご参加の先生に直接送付します）
参 加 費 用　会費¥ 4,000
プレーフィ　　　¥12,000《昼食代・ワンドリンク含む》
☆プレーフィ等は、各自ご精算ください。 お申し込みは10月11日（金）までに当（京税協）事務局へ

先着100名になり次第締切らせていただきます

平成25年
11月18日（月）

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51回 全税共 VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコンペ
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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
）

【
事
業・出
版
】
安
井
　
伸
夫
（
中
京
）【
研
修
】
田
中
　
英
文
（
右
京
）

事
業
部
門

（事業）
◎森　　敏行（左京）

（事業）
○米澤　博充（東山）
　植松　昌司（中京）
　中山　　聡（宇治）

（事業）
○新見　和也（伏見）
　水野由佳子（上京）
　磯林　恵介（下京）
　糸井　悠樹（右京）
　二井　　徹（左京）
　徳山　智子（伏見）

　上野　正幸（上京）
　永田　幹人（中京）
　浪花　隆司（下京）
　竹内　政明（右京）
　蓮沼　　誠（東山）
　吉村　安弘（宇治）

（出版）
◎髙橋　　健（東山）

（出版） （出版）
　髙村　　智（上京）
　久乗　一姫（中京）
　和田　泰裕（中京）
　高橋健太郎（下京）
　藤田　高広（右京）
　高屋　豊明（伏見）

　中元　亜紀（上京）
　林　　剛史（中京）
　佐藤　正志（下京）
　長尾　雅彦（右京）
　馬渕　要至（左京）
　巴山　知樹（宇治）

（研修）
◎福田　　敦（右京）

（研修）
○清水　俊行（左京）
○村瀬　研次（宇治）
　溝上　太郎（上京）
　大橋　康人（右京）

（研修）
　大野　義晃（上京）
　佐々木栄美子（中京）
　戸嶋　道子（下京）
　岩井盛一郎（東山）
　村田　裕人（伏見）

　小林　秀樹（上京）
　林　　剛史（中京）
　木下　隆一（左京）
　中川　秀夫（伏見）
　中井　正紀（福知山）

監　　　事 南　　利憲（下京）　澤田　眞司（東山）　宇佐美良夫（宇治）
堀田　芳孝（上京）　澤渡　聰謹（員外）

▪▪▪▪相談役紹介▪▪▪▪

廣瀬　來三
（中京）

清水　久雄
（上京）

上田　寛
（下京）

廣瀬　伸彦
（上京）

大髙　友紀
（宇治）

片野　晏弘
（宇治）

小坂　文夫
（中京）
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下京支部長

中川　　晃
　私は、去る５月15日の支部定期総会の終了を以って前支
部長志田育夫先生から支部長のバトンを引き継ぎました中
川晃でございます。前支部長をはじめ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、その重責に身が
引き締まる緊張感を覚えております。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、組合員の先生
皆様にもご支援よろしくお願い申し上げます。
　現在、下京支部の会員数は約280人でありますが、会員
数も年々増加しており、若い先生から経験豊富な先生方ま
で多くの会員の支えをいただきながら活発に活動し、支部
行事だけにとどまらず、組合の各種行事においても多数の
先生方にご協力・ご参加をいただいております。
　今後もこれまでの良き伝統を踏襲しつつ支部役員一丸と
なって事業計画を企画・立案して、会員相互の連帯感・親
睦を深めるため積極的に取り組んでいく次第であります。
また、とりわけ密接な関係であります京都税理士協同組合
と連携しながら、引き続き組合の各種事業にも積極的に参
加・協力させていただ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、私の支部長就任の挨拶とさせて
いただきます。

左京支部長

伊良知　弘敏
　この度、支部役員選挙、支部役員当選者会議を経て、去
る６月７日の左京支部定期総会以降、支部長を務めさせて
いただくことになりました伊良知弘敏でございます。支部
長職という大役を引き受けます職務の大きさ、重さにまこ
とに身も心も引き締まる思いでございます。この２年間、
精一杯頑張っていく所存でございますので、どうぞ宜しく
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、入れ替わりは
ありますがあまり変わっていません。本当にアットホーム
な雰囲気でまとまり良く、和気あいあいの中にも自由に意
見が言い合える支部であると思います。支部研修会や支部
研修旅行等の各種支部行事の参加率も高く、またそれ以外

の任意の勉強会、ゴルフコンペ等も活発に行われております。
　これも先輩諸先生方が、その築かれた左京支部の伝統で
あります対話と協調の精神、言うべきことは言うが、まと
まる時はまとまるという姿勢で支部運営をされてきた賜物
であると思います。この伝統を引き継ぎ、私を含め役員が
一丸となって会員先生方のご協力のもと支部運営に邁進し
たいと思っております。
　さて左京支部の支部行事の充実にあたりましては、京都
税理士協同組合からの支所交付金はなくてはならない重要
な財源です。私自身も支所長として組合員の拡大や支部会
員に組合の各事業に積極的に参加、協力をお願いすること
は重大な責務と考えております。
　最後になりましたが、組合員の皆様のご健勝とご事業の
繁栄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。

東山支部長

山﨑　俊雅
　本年６月７日の東山支部第33回定期総会におきまして、
支部長に選任されました山﨑俊雅でございます。
　私のような経験も能力も乏しい者に支部長という大役が
務まるのか、不安に思っておりますが、就任いたしました
以上は、副支部長をはじめ役員の皆様方のご支援ご協力を
仰ぎながら、一致団結して、誠心誠意に会務を運営してい
く所存ですので、どうかよろしくお願いいたします。
　東山支部は個人会員97名という京都市内で最少人数の支
部ですが、その団結力は強く、例会等の支部行事への参加
率は常に高く、対話と協調を基本理念として、和気あいあ
いとした雰囲気で活発に活動しています。
　東山支部にとりまして、支所交付金は、支部の研修事業や
福利厚生事業を充実させる為には、必要不可欠であります。
さらに、京都税理士会館は支部の各種会議、研修を行う上
で非常に有用な場所となっています。支部会員の組合加入
率は92％と比較的高いですが、これを維持し、さらに高め
る努力をしていきたいと存じます。また、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。
　結びにあたり、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。

支部長就任あいさつ新
【8】 平成25年９月25日



伏見支部長

萩　　恒夫
　去る６月７日開催の支部定期総会におきまして、この度、
支部長を仰せつかりました萩恒夫でございます。
　もとより、私は浅学菲才の身ではございますが、ますま
す職務の重要性を深く認識し、責務の全うに傾注いたす所
存でございます。
　さて、近年ますます税理士に対する期待が高まっており、
税理士の果たすべき役割は税理士業務にとどまらず多岐に
わたっております。伏見支部におきましては、フットワー
クの軽い、若い先生方に委員長を委嘱し、新しい世の中の
流れに逸早く対応できる体制にしました。支部運営は、若
い先生方のパワーとともに、京都税理士協同組合からの支
所交付金に支えられております。税理士業務の遂行にあ
たっては、日々、資質の向上のための研修が必要となりま
す。伏見支部の平成24年度研修受講時間36時間目標達成率
は50％を超えております。そして、今事業年度にはぜひと
も60％を超えたいと思っております。そのために、それぞ
れの税法で著名な講師をお招きして、支部独自で26時間の
研修会を開催する事業計画をたてました。研修会の費用を
支所交付金から支出させていただく予定です。心から感謝
しております。そのことを、支部会員にPRし、京都税理
士協同組合の諸事業について、積極的に参加、協力を呼び
かけていきたいと思っております。
　結びにあたりまして、組合員の先生方のご事業の発展と
ご健勝を祈念申し上げまして、支部長就任のご挨拶とさせ
ていただきます。

宇治支部長

髙瀬　哲也
　この度の宇治支部定期総会において、支部長に選任され
ました髙瀬哲也でございます。浅学非才で若輩者の私に、
支部長の重責が務まるのか不安ばかりではありますが、選
任されました以上は、精一杯、支部運営に努めさせていた
だきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申
し上げます。
　宇治支部は、会員に占める若手比率が高いのが特徴で、
歴代支部長に多数の若い先生方を執行部に抜擢していただ
いた結果、支部が活性化し、支部事業には、多くの会員に

参加していただいております。
　税対事業については、京都府南部の５市、６町、１村に及
ぶかなり広範な地域ですので、確定申告期の無料納税相談
の実施に当たっては、特に神経を使いますが、幸いにも各
会員先生のご協力により、ここ数年は、当日欠勤、納税者
とのトラブル等の大きな混乱も無く、運営できております。
　厚生事業、研修事業については、京都税理士協同組合の
支所交付金によって、多くの会員が参加できる企画を立て
ることができますので、本当に感謝しております。宇治支
部としましても今後とも組合の各種事業について、積極的
に参加、協力してまいりたいと考えております。
　最後になりましたが、京都税理士協同組合の益々のご発
展と組合員の先生方のご事業のご発展、ご健勝をお祈り申
し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。

園部支部長

吉田　史樹
　去る６月７日開催の第33回支部定期総会におきまして、
支部長に就任いたしました吉田史樹でございます。大役を
仰せつかり、責任と緊張を感じておりますが、支部運営の
先頭に立って会員の皆様のために全身全霊をささげ、また
地域に対する税理士の社会貢献の為にも頑張ってまいりま
すことをお誓い申しあげます。もとより浅学非才な私に対
し絶大なるご指導賜りますようお願い申しあげます。
　京都税理士協同組合様には支所交付金をはじめ、日頃暖
かいご支援をいただき御礼申しあげます。今後とも支部と
して組合の事業への積極的な参加を推し進めてまいります
とともに、組合の益々の隆盛をお祈り申しあげます。
　園部支部は京都府のほぼ中央に位置しており、テリト
リーは園部税務署管内の亀岡市・南丹市・京丹波町であり
面積はなんと1145km2、京都府の1/4、淡路島や琵琶湖の
２倍近くあり、一日に100キロ以上移動することもざらに
あります。そんな広い地域を毎日移動して仕事に励む会員
諸兄の姿を浮かべると、よりいっそう会員のために頑張る
気力が湧いてきます。会員数42名の小さな支部ではありま
すが、皆様暖かい心の持ち主で協力的な会員ばかりです。
「山椒は小粒でぴりりと辛い」といった表現がぴたりの支
部です。小回りのきく支部として「明るく楽しく美しく」
をテーマに、さらに素晴らしい支部を目指してまいります
ので、ご指導ご鞭撻をお願い申しあげます。
　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、支部長就任のご挨拶といたします。
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宮津支部長

山井　嘉文
　去る５月24日の宮津支部定期総会におきまして支部長の
順番が回ってきました山井嘉文でございます。
　当支部は現在12名と京都府下では１番、近畿税理士会で
も２番目に会員数の少ない支部でございます、また高齢化
も進んでおります。
　冒頭で「順番が回ってきた」と申し上げたのも少人数で
あるがため必然的に私に『順番が回って』来たわけです。
　会員数の多い支部でしたら私など支部長の器ではないの
ですが事情が許さず今回の就任と相成りました。ご指導ご
鞭撻宜しくお願い致します。
　とは言え先輩方が築かれた当支部のよき伝統を守り「親
睦」「互助」「啓発」の基本理念を引き継ぎ、これまで副支
部長・会計として５期10年に携わった経験を生かし、より
一層の支部運営を行いたいと考えております。
　しかし、支部運営も少人数、高齢化により一人二役も三
役も受け持たなければならず貴組合、京都府支部連合会及
び本会会務におきまして、何某かご迷惑をおかけすること
も多々あるかと存じますが、皆様方の寛大なるお計らいを
賜りますようお願い致します。
　最後になりましたが皆様方のご事業のご発展、ご健勝を
お祈り申し上げ、支部長就任の挨拶とさせて頂きます。

峰山支部長

東　　幹夫
　去る６月４日の峰山支部定期総会において支部長に選任
されました東幹夫でございます。身に余る大役とその責務
の重大さに身の引き締まる思いと同時に、はたして務まる
のだろうかとの思いが交錯いたしております。
　京都府北部では、各支部会員の高齢化と、地元産業の空
洞化が急速に進行しています。峰山支部としましては、若
い先生方に支部運営への積極的な参加を要請し、現下にお
いても地域の要望に貢献できる体制作りを進めてまいりた
いと考えております。また支部運営に対しても、より積極
的なアプローチが期待できるものと信じています。21名の
支部会員一致結束のもと次世代へのバトンタッチがスムー
スにできるよう橋渡しの役割を果たしていきたいと考えて
います。幸い支部長経験のある先生方３名には相談役とし
て、重要な事柄にはお知恵を借りることとしています。「温
故而知新」先人に感謝し進んで参りたいと思います。
　さて、支所交付金については研修会をはじめ各先生方の
レベルアップに取り組んでいける重要な役割を果たしてい
ます。そのためにも、京都税理士協同組合の各種事業に積
極的に取り組んでいく所存です。
　最後になりますが、組合員先生方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いたします。
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　去る５月23日、ウェスティン都ホテル京都「瑞穂の間」にお
いて恒例の「大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー」
が午後５時より開催されました。
　表彰式は、田中英文専務理事の司会で開始し、平澤政治理事
長の開会の挨拶により開会となりました。続いて、斎藤誠大同
生命保険（株）執行役員近畿地区営業本部長の挨拶、大髙友紀副
理事長の経過報告の後、平澤政治理事長より、最優秀賞１名、
優秀賞15名、努力賞19名の受賞者に表彰状並びに副賞の贈呈が
行われました。
　最優秀賞の河内良子さん、そして優秀賞、努力賞の各受賞者
の代表によるお礼と来年に向けての決意の言葉に続き、細川浩
史大同生命保険（株）京都支社長の謝辞の後、小坂文夫副理事長
の閉会の挨拶により閉会となりました。
　祝賀パーティーは、安井伸夫保険第一委員長の司会のもと、
辰巳修偉副理事長の開宴の挨拶により始まりました。
　上田寛相談役の乾杯ののち、今年は歌手の宮藤晃妃さんによ
る「思い出の映画音楽集」と題した華やかなステージが催され
ました。談笑の後は、お楽しみ抽選会がタレントの北 京二さ
んの軽妙なトークで進められ、アッという間に太田克専務理事
の閉宴の挨拶となりました。和やかな雰囲気のなか、来年の再
会を誓って宴はお開きとなりました。�（広報委員　河村澄子）

受賞者ご芳名（敬称略）

� 河内　良子� �

� 平井　智子� 井上　啓子� 干場ますよ
� 米原　幸子� 成瀬　浩子� 中山世利子
� 大村　和美� 藤原　典子� 河村　信子
� 桐本　博之� 大銅裕紀子� 古沢　佳子
� 木戸　　薫� 奥田由佳理� 三上由里子

� 寺井　惠子� 古本　輝子� 小堂　道代
� 松永　聡子� 平井　一郎� 信太　佳映
� 野村　忠史� 吉村　啓子� 塩貝　誠子
� 田中富美子� 福澤佑里子� 井ノ口真里子
� 齋藤永美子� 木地谷良子� 城島　亜土
� 高橋美紀江� 寺井　浜子� 花村　美香
� 糸井　高子

最優秀賞

優秀賞

努力賞

５月23日（木）
ウェスティン都ホテル京都

大同生命優秀営業社員
表彰式・祝賀パーティー
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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

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

　今回私がとっておきのお店として紹
介するのは、伏見区下鳥羽１号線沿い
にある「ラーメン銀閣」です。ラーメ
ン好きの方ならおそらく行ったことが
あるのではないでしょうか？
　私が初めて店に行ったのは30年近く
前のことです。現在は伏見区に居を構
えていますが、当時は京田辺に住んで
いました。「伏
見にラーメンの
おいしい店があ
る」と仕事先の
先輩に連れられ
て行ったのが最

　京町家の面影を残す花見小路通を四
条通から北へ徒歩３分。モダンなビル
の日本料理の店「祇園　櫻川」さんを
紹介します。
　６階建てのモダンなビルは、各フロ
アごとにインテ
リアの趣向を変
え、５階のカウ
ンター席はゆっ
たりした心地良
い空間です。また、６階は眼下に連な
る町家と辰巳神社を目にすることがで
き、夜は古都の夜景が楽しめるほか、
部屋によって白川沿いに咲き誇る桜を
愛でることもできる京都でもめずらし

い空間です。
　料理は伝統的な日本料理ですが、伝
統を守りながらも創意工夫を凝らした
料理を楽しむことができます。たとえ
ば、フランス鴨を大胆に焼き、アレン
ジを加えたり。見た目にも中身にも現
代的な感覚と遊び心を満たしてくれま
す。
　おすすめは、カウンター。料理長を
筆頭に若い料理人たちの心尽しのおも
てなしと気取りのない雰囲気もここな
らでは。
　京都市役所からすぐの木屋町にも姉
妹店があり、詳細は割愛させていただ
きますものの、こちらはカウンター席
がメインで、料理長の料理さばきを目
の当たりにすることができ、交通の便
も良いので、お手頃なランチメニュー
時には、観光客の人たちも多く賑わっ
ています。
　とっておきのメニューと空間で誰と

過ごすか考えながら、ちょっと気取っ
て入ってみたいそれぞれのお店です。

初です。今でこそおいしいラーメン店
はたくさんありますが、当時はラーメ
ンと言えば天一でしょと思っていた私
にとってそのおいしさは衝撃的でした。
スープを全部なんなく飲みきってしま
うラーメンてその頃はまだあんまりな
かったと思います。そしてその味は今
も何ら変わっていません。
　小柄で一見華奢な大将は歳を取った
とはいえ、30年間変わらず、やや神経
質そうな顔つきでテンポよくスープを
取り分け、麺を茹で、湯切り、そして
盛り付けています。見ていて小気味よ
いです。この一連の作業を私は大将以
外の人がやっているのを見たことがあ
りません。こだわりなのかな。
　味は、ストレート麺に、醤油豚骨系
のスープでこってり過ぎずあっさり過
ぎずほどよい感じで、麺にもよく合っ
ていてとてもおいしいです。あと、焼
き飯、餃子もグッドです。

　ラーメンがこれほど流行る以前から
今もずっとうまいと言われ続けている
老舗店。大将がやめてしまうまでにぜ
ひ行ってみて下さい。

日本料理 
祇園　櫻　川
〒604︲0944 京都市東山区花見小路新橋下ル
ＴＥＬ 075︲533︲6477
ＵＲＬ http://www.kyoto-sakuragawa.jp/
営業時間　 12：00～15：00 18：00～22：00

日曜定休（祝・祭日営業）

祇園
櫻川

縄
手
通

縄
手
通 新橋通新橋通

辰巳
大明神
辰巳
大明神

末吉町通末吉町通

八坂神社八坂神社
一力一力

四条通四条通南座南座

花
見
小
路

花
見
小
路

切
り
通
し

切
り
通
し

ラーメン
銀閣

京
阪
国
道
１
号
線

京
阪
国
道
１
号
線

鴨
川
鴨
川

丹波橋通丹波橋通

大手筋通大手筋通

新城南宮通新城南宮通

城南宮南I.C城南宮南I.C

京都南I.C京都南I.C

ラーメン銀閣
〒612︲8466 京都市伏見区下鳥羽城ノ越町90

ＴＥＬ　075︲621︲8238
営業時間　 12：00～23：00　月曜定休

日本料理
祇園　櫻　川

東山支所　山﨑俊嗣

伏見支所　藤田雄彦

ラーメン銀閣
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本誌文章中、厚生会と記載のあるものは、京都税理士協同
組合厚生会を指す。

　７月31日（水）京都ホテルオークラにおいて開催さ
れた。委員会の枠を超えた会話が飛び交う慰労会と
なった。

　組合員等にお祝い事やご不幸があった場合には、組
合の慶弔規程に基づいて、お祝いやお見舞いの制度が
ございます。詳しくは、事務局までご連絡ください。

　事務局　小林優子は平成25年８月28日付で退職いた
しました。

委員会合同慰労会 ７月31日水

　９月９日（月）ウェスティン都ホテル京都において
開催された。新しい顔ぶれに、自己紹介を兼ねた宴
席は和やかに進み親睦が深まった。

委員会合同懇親会 ９月９日月

　６月13日（木）舞鶴カントリークラブにおいて開催
された。両丹５支部と京税協よりの参加を含めて35
名が親睦を深めた。

個人戦 団体戦
優勝 吉田史樹（園部） 園部
２位 廣谷倫成（峰山） 峰山
３位 髙岡政義（宮津） 舞鶴

第21回両丹５支部
親睦ゴルフコンペ

６月13日木

　７月５日（金）平澤政治理事長以下５名の担当役員
の立会いのもと、組合と厚生会の期末本監査が実施
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、監査に基づく指摘がなされた。
　監査結果は８月９日（金）に開催された通常総会に
て組合は澤田眞司監事より、厚生会は林正監事より
それぞれ報告がなされた。

期末本監査実施

���� 組合からのお知らせ ���� 

i n f o r m a t i o n

����� 退職のお知らせ �����

７月５日金
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第１回理事会
　平成25年度第１回理事会を７月16日（火）午後２時40分より開
催。当日の出席状況は次の通り。
　理事38名　監事４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
　次の個人13名、法人会員２社、賛助会員16名がそれぞれ加入
承認された。承認の結果、個人組合員は1,231名、法人組合員 
83社、出資金額１億73万円、賛助会員298名となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○岡部智弘（伏見） ○木村孝宣（東山） ○柴田道寛（宇治）
○山本英和（右京） ○長田和子（宇治） ○本岡良子（下京）
○濵松　明（右京） ○櫻田明司（下京） ○岡村勇毅（右京）
○高尾尚明（中京） ○平岩　誠（中京） ○齋藤　栄（園部）
○武田　晋（中京）
（法人組合員）
○税理士法人アクセス（中京）
○岩崎税理士法人（上京）
（賛助会員）
○井戸忠夫（左京） ○永山勝敏（宇治） ○近藤実生（右京）
○水本理恵子（中京） ○田中敬士（上京） ○中山恵介（宇治）
○尾上敏男（東山） ○安藤耕二（中京） ○竹村祥世（伏見）
○新井　崇（宇治） ○岩崎紀子（上京） ○楠本恵味（上京）
○牧野由佳理（右京） ○吉良武人（宇治） ○瀧尻将都（上京）
○西村由起（宇治）
第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○浅川紘平（上京・西支部へ転出）
○平岩　誠（中京・組合員へ移行）
○山本英和（右京・組合員へ移行）
○齋藤　栄（園部・組合員へ移行）
第３号議案　�第41回通常総会議案審議　総会提出議案（第１〜

第４号議案）承認の件
第４号議案　�組合規程・諸規則（役員会規則、役員職務分掌規

程、慶弔規程、事務局職員慶弔規程）一部変更案
承認の件

第５号議案　�「趣味の会」助成額承認及び新規設立（ランニン
グ同好会）承認の件

【報告事項】
（事業部門）
事業委員会

①提携企業の契約内容一部変更について
②税務便覧の東北税協贈呈について

出版委員会
・委員会開催状況及び業者選定について

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41回通常総会について
　スケジュール、会場レイアウト、ご来賓・PR実施企業リスト

広報委員会
・「京税協」発行状況について

地区連絡委員会
① 両丹協議会開催要領について（９月下旬〜10月上旬開催予

定）
②支所合同協議会の開催について（９〜10月に開催予定）

（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）

① ５月23日（木）優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー開催報
告

②６月６日（木）紹介代理店支所合同研修会開催報告
③６月27日（木）第一回定例研修会開催報告
④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）
① ７月23日（火）京都地区参加生保・業務推進会議開催要領に

ついて
②Z1・Z2キャンペーンについて

第２回理事会
　平成25年度第２回理事会を８月９日（金）第41回通常総会終了
後の午後５時25分より開催。
　当日の出席状況は次の通り。
　理事49名　監事５名
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18日（木）に開催された役員候補者会議にて審議され決定
し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（右京） 
副理事長 辰巳修偉　理事（左京） 太田　克　理事（上京）
 谷　明憲　理事（右京） 
専務理事 田中英文　理事（右京） 安井伸夫　理事（中京）
常務理事 北尾剛久　理事（下京） 馬塲佳代子　理事（上京）
 坂部　浩　理事（中京） 堀口裕弘　理事（伏見）
 村中研治　理事（左京） 糀田靖子　理事（中京）
 森　敏行　理事（左京） 髙橋　健　理事（東山）
 福田　敦　理事（右京） 河原林温朗　理事（中京）
 萩　恒夫　理事（伏見） 髙瀬哲也　理事（宇治）
を選任したい旨報告があり、採択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た。
第２号議案　副理事長「理事長職務代行順位」の件
　第１位　辰巳修偉　副理事長
　第２位　太田　克　副理事長
　第３位　谷　明憲　副理事長
としたい旨報告があり、全員異議なく承認可決された。
第３号議案　相談役選任の件
　相談役として７名の組合員・賛助会員を委嘱することが承認・
可決された。

第３回理事会
　平成25年度第３回理事会を９月９日（月）午後４時30分より	
開催。
　当日の出席状況は次の通り。
　理事47名　監事５名　相談役４名
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▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

【決議事項】
第１号議案　組合加入承認の件
　次の個人10名、賛助会員４名がそれぞれ加入承認された。承
認の結果、個人組合員1,239名、法人組合員83社、出資金額１億
63万円、賛助会員301名となった。（申込順・敬称略）
（個人組合員）
○竹橋仁政（左京）	 ○坂　巧美（宇治）	 ○倉見延睦（中京）
○田能俊朗（宇治）	 ○星野知子（右京）	 ○竹野康夫（中京）
○清水　豊（東山）	 ○廣田徹慈（下京）	 ○原田聡子（中京）
○吉田征郎（左京）
（賛助会員）
○杉浦勝宏（下京）	 ○沖永陽祐（伏見）	 ○吉田一三（上京）
○八田泰孝（中京）
第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○齊藤誠吾（下京・水口支部へ転出）
第３号議案　新規提携企業承認の件
【報告事項】
各委員会の構成員一覧について
（総務部門）
総務委員会
①	財務報告
②	組合行事日程　組合PR一覧表
③	弔事連絡メールの配信登録について
④	全税共文化財団助成申請について
⑤	９月12日（木）支所会計担当者会議について

広報委員会
・	組合報「京税協」第142号発行について

地区連絡委員会
①	９月12日（木）支所合同協議会について
②	10月１日（火）両丹研修会・懇談会について
③	11月18日（月）全税共VIP君・ランちゃんゴルフコンペ開催
について

（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①	９月３日（火）大同保険推進協議会実務者会議開催報告
②	第２回定例研修会開催報告

保険第二委員会（全税共ほか）
①	第28回全国統一キャンペーンについて
②	個別業推協議会の実施について
③	中小企業基盤整備機構　加入推進目標達成の報告

（事業部門）
事業委員会
①	10月11日（金）事業推進協議会開催について
②	11月９日（土）住宅相談会開催について
③	税務便覧販促　税協訪問について

出版委員会
・税務便覧制作経過報告

研修委員会
・各研修講座開催状況

５・27 事業小委員会（第42期予算について）

５・29
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：公認会計士・税理士　岡村勇毅先生
参加：37名

５・31 次期役員候補者打合せ会
６・３ 支部定期総会出席（上京・宇治）
６・４ 事業委員会（第42期予算について）
６・４ 正副理事長会
６・４ 支部定期総会祝電（舞鶴・峰山）
６・５ 保険第一委員会（第42期予算と計画について）
６・５ 保険第二委員会（第42期予算と計画について）
６・５ 福知山支部定期総会祝電
６・６ 研修委員会（第42期予算と計画について）
６・６ 大同生命紹介代理店支所合同研修会

６・７ 支部定期総会出席
（中京・右京・左京・東山・伏見・園部）

６・10 総務委員会（第41期決算並びに第42期予算について）

６・12
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：公認会計士・税理士　岡村勇毅先生
参加：37名

６・13
両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　舞鶴カントリークラブ
参加：35名

６・13 名古屋税理士協同組合第46回通常総代会出席　於　名古屋東急ホテル
６・14 総務小委員会

６・15 近畿青年税理士連盟京都支部第49回定期総会出席　於　京都ホテルオークラ

６・15
〜18

大同生命代理店表彰旅行
「タイ・バンコク４日間の旅」
参加：26名

６・18
兵庫県西税理士協同組合第44回通常総会懇親会
出席
　於　ホテル日航姫路

６・19
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：公認会計士・税理士　岡村勇毅先生
参加：37名

６・20 推薦会議
６・20 予算編成準備会
６・21 出版委員会（平成25年分税務便覧の作成について）

６・24 近畿税理士会第49回定期総会懇親会出席　於　帝国ホテル大阪

６・26
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：公認会計士・税理士　岡村勇毅先生
参加：37名

６・27 大同生命第一回定例研修会

６・27 東海税理士協同組合第34回通常総代会出席　於　名古屋マリオットアソシアホテル

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

平成25年
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６・27 京都府中小企業団体中央会第58回通常総会出席　於　京都ブライトンホテル
７・１ 総会議案審理会

７・３
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：公認会計士・税理士　岡村勇毅先生
参加：37名

７・５ 組合及び厚生会の期末本監査実施
７・９ 日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会
７・10 出版委員会（平成25年分税務便覧編集作業）

７・10
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：公認会計士・税理士　岡村勇毅先生
参加：37名

７・11 下京支部関係役員等合同懇談会出席
７・12 正副理事長会・相談役会（厚生会共催）

７・12
研修・短期講座
「印紙税の実務〜文章の可否判定について〜」
講師：梶　修先生
参加：117名

７・16 常務理事会・理事会
７・16 厚生会役員会
７・17 出版委員会（平成25年分税務便覧編集作業）

７・17
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：公認会計士・税理士　岡村勇毅先生
参加：37名

７・18 役員候補者会議
７・18 次期委員会構成員検討会議
７・19 上京支部例会・意見交換会出席
７・19 伏見支部夏季意見交換会出席

７・19 ㈱日税ビジネスサービス第39回定時株主総会出席　於　京王プラザホテル

７・22 北陸税理士協同組合連合会第30回総会出席　於　ホテル日航金沢

７・23 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・24
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：公認会計士・税理士　岡村勇毅先生
参加：37名

７・25 出版委員会（平成25年分税務便覧編集作業）
７・31 正副理事長会
７・31 委員会合同慰労会
８・１ 出版委員会（平成25年分税務便覧編集作業）

８・７ 神戸税理士協同組合第23回通常総代会出席
　於　ホテルオークラ神戸

８・９ 正副理事長会

８・９
第２回厚生会通常総会
第41回通常総会・懇親会・常務理事会・理事会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・19 総務小委員会
８・19 新旧役員事務引継会
８・20 出版委員会（平成25年分税務便覧校正作業）

８・21

研修・短期講座
「平成25年度税制改正実務上の留意点」
　於　サンプラザ万助（福知山市）
講師：小川修平先生　
参加：41名

８・22
研修・短期講座
「中小企業支援における税理士の役割について」
講師：弁護士　村上博一先生　他
参加：166名

８・22 朝日生命との個別業推協議会

８・23 大同生命第二回定例研修会　於　大同生命京都ビル

８・27 大阪・奈良税理士協同組合第25回通常総代会出席
　於　リーガロイヤルホテル大阪

８・28 出版委員会（平成25年分税務便覧校正作業）
８・28 正副理事長会・常務理事会
８・28 ジブラルタ生命との個別業推協議会

８・29
研修・短期講座
「平成25年度税制改正実務上の留意点」
講師：小川修平先生　
参加：106名

８・29 近畿税理士協同組合連合会理事会出席　於　大阪・奈良税理士協同組合

８・29 近畿税理士協同組合連合会推薦会議出席　於　大阪・奈良税理士協同組合

８・29 全国税理士共栄会近畿地区会議出席　於　シェラトン都ホテル大阪
９・２ 広報委員会（第142号編集割付）

９・２
　〜３

全国税理士共栄会第１回事務委託組合理事長・
業務推進委員地区責任者協議会懇親会出席
　於　目黒雅叙園、日本税理士会館

９・３ 大同保険推進協議会実務者会議
９・９ 正副理事長会・常務理事会・理事会
９・９ 委員会合同懇親会
９・10 広報委員会（第142号ゲラ校正）
９・10 明治安田生命との個別業推協議会

９・11
研修・短期講座「平成25年度法人税改正項目の
重要ポイントを理解する」
講師：植田　卓先生
参加：130名

９・12 支所会計担当者会議
９・12 支所合同協議会
９・13 広報委員会（第142号ゲラ再校正）

９・13 近畿税理士政治連盟第47回定期大会懇親会出席　於 帝国ホテル大阪

９・17
研修・短期講座「株式評価に係る実務―取引の
態様別の評価方法とその留意点―」
講師：上西左大信先生
参加：214名（９月13日現在）

９・19 保険第二委員会（全税共第28回全国統一キャンペーンについて）

９・20 近畿地区全税共業務推進協議会出席�　於　神戸ポートピアホテル

９・20 近畿税理士協同組合連合会第18回通常総会出席�　於　神戸ポートピアホテル

９・24
研修・実務講座
「消費税の仕組みと実務」（全５回）
講師：田中久代先生
参加：75名（９月13日現在）

９・24 第一生命との個別業推協議会
９・25 「京税協」第142号発行
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住宅の割引制度
を利用ください !!

組合員・賛助会員・
職員・関与先

￥10,000￥10,000
事前ご予約の方に限ります

又は

来場特典
2,000円 VISA 商品券

事前ご予約の方に限ります

※当日は商品が変更する場合がございます。

※本オプションプレゼントは、2014年3月末日までに新築・建替工事ご契約のうえ、ご契約日から6ヶ月以
内に着工頂いた京都税理士協同組合組合員・賛助会員・職員・関与先の方を対象としています。又、各社に
よって内容が異なります。※各ハウスメーカーによる建売住宅及び分譲住宅は対象となりません。又、各社他
のキャンペーンとの重複はできません。※住宅の割引制度につきましては、提携企業便覧をご確認ください。

参加申込は、075-222-2311
京都税理士協同組合事務局まで

図書カード

マックカード

もれなく
500円 相当をプレゼント

事前の予約特典

京都パナホーム
セキスイハイム近畿
大和ハウス工業
三井ホーム

住友林業
積水ハウス
ミサワホーム近畿
ヤマダ・エスバイエルホーム

京都税理士協同組合　組合員・賛助会員・職員・関与先の皆様へ

会 場日 時 土土
10：00
16：30

平成平成平成平成25.11.925.11.925.11.925.11.925.11.925.11.925.11.925.11.925.11.9 京都税理士会館 2F  201（会議室）京都税理士会館 2F  201（会議室）
京都市中京区麩屋町通御池上ル　上白山町 258－2

自由
参加第４回

提携企業  8 社

ご都合の
良い時間に
ご来場ください。

同時
開催！！

相談会参加、もしくは資料請求頂き、
2014年 3/末までにご契約
いただきますと、

20202020
オプションプレゼント !!

開催！！

さ
ら
に

万円相当の

13：30～14：00
11：00～11：30「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」「環境に配慮した住まいづくりの決め手！」エコ住宅

セミナー

特 

典
協 賛

京都税理士協同組合

ランニング同好会 ができました！
連絡先事務局 東山支所 山𥔎俊嗣 075-593-0036まで

会員募集
中!!

New!!
京都税理士
協 同 組 合
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事業委員会からのお知らせ
■提携企業について
◎下記の提携企業に変更がございました。
〈エス・バイ・エル㈱〉
平成25年６月１日（土）より商号変更
新商号　株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
　　　　（旧商号　エス・バイ・エル株式会社）

◎下記の提携企業と契約を次の通り変更いたしました。
〈㈱JTB西日本　団体旅行京都支店〉
平成25年４月１日（火）より変更
取扱店舗　団体旅行京都支店（京都伏見支店、福知山支店は取
扱を終了しました）
組合員への特典 募集型企画旅行 海外旅行 ルック商品 ３％割引

他社企画商品　 割引なし
※�割引の場合、10円単位の端数は切り捨てる
ものとします

◎下記の企業と新しく提携いたしました。
〈積水ハウス㈱〉…ハウスメーカー
①�組合員本人の場合、本体工事費の３％値引き
　�（ただし工業化住宅に限る。その他の物件については個別対
応とする。）

　分譲マンションについては、税抜販売価格の１％値引き
②�組合員顧客成約の場合は、組合員に対して情報提供料を支払う。
③�販売見込先に対する組合員の営業協力によって成約の場合は、
組合員に対して営業協力金を支払う。

※�ご不明な点がございましたら事務局までご連絡ください。
� （事務局担当：片木）

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
（申告は、800㎡から必要）

従業者数100人以下
（申告は、80人から必要）

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500m２以上の場合
②１借主に対する貸付面積が300m２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
京都市ホームページアドレス
http://www.city.kyoto.lg.jp/menu1/category/4-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html
（「事業所税申告の手引」も掲載しています。）

京都支店
〒600-8421 京都市下京区烏丸西入童侍者町 159-1

http://www.shokochukin.co.jp/075 (361) 1120
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