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　第43回通常総会において理事に、さらに当日開かれた理
事会において理事長に選任されました。
　すでに１ヶ月半が経過しております。その後の余りの多
忙さに目が回る思いをしております。しかし、実感はまだ
まだというところです。とは言え、この間の来し方を見ま
すと、今までの６年間の副理事長とはかなり異なる職責に
就いたのだと感じております。
　多くの先輩の力強く優しいお力添えがありました。そし
て、副理事長等の新役員就任引き受けのお願いにあたった
時には心が温かくなる経験をいくつも積ませて頂きまし
た。私は微力であります。好意により引き上げ、押し上げ
て頂いての理事長就任でございました。なれど、新メンバ
ーによる正副理事長構成員、常務理事、理事、監事の皆様
の顔触れを見て頂ければと思います。実務型の執行部にな
るであろうと自負しております。
　常務理事から数えて12年間になります。理事長先生を筆
頭に委員の先生方までの活躍の数多くの場面を拝見させて
頂きました。大いなる驚きは、ボランティア活動が基本で
ある当組合活動に皆様積極的に取り組んで来られたという
ことでした。それは相互扶助の精神が組合活動の根本理念
であり、その発露であろうなどと簡単に説明できるもので

はないと感じております。やはり、我々が税理士という極
めて社会的認知度の高いプロフェッショナルの集団である
ということが関係していると思います。独立した公正な立
場において誇りを持って仕事をする。そこには自らが己を
律し、仕事をやり遂げるという使命感が常に充満している
のでしょう。その理念が組合活動においても自然とより良
いサービス、より利便性の高い組合へと発展させる原動力
になったものだと理解しております。
　私はこのように誇り得る我が京税協を率いるに当たっ
て、応えることができる、予見性のある組合にしたいと思
っております。
　多くの税理士仲間を組合にお迎えする。そしてすべての
組合員が事業に参加して頂ける、参加したくなるような活
力、エネルギーに満ちた組合にします。参加すればそれぞ
れの貢献度合いに応じた公平感のある還元策を考えます。
また、組合活動に身を投じて頂く委員、役員の先生方にも
何らかのリターンができないかについての議論を真剣に直
ぐ様始めます。
　お願いがあります。最初の１年間は甘く見守ってくださ
い。２年目からは厳しく注文をつけてください。温故知新
の精神で燃え盛る執行部となる事を誓います。

　第43回通常総会において理事長を退任いたしました。第
37回通常総会で理事長に就任し、以来京税協の発展と組合
員の皆様に何ができるかを考え努力してまいりました。こ
の間、組合員、賛助会員、職員そして関係各位の皆様に多
大なご支援とご協力を賜り理事長職を全うすることができ
ました。心から感謝申し上げます。
　昭和58年に常務理事就任後専務理事、副理事長、理事長
をさせていただき、私の税理士人生のうち30年余りを組合
の運営に携わってまいりました。
　私が理事長に就任した前年の平成20年にはリーマンショ
ックが発生し、世界同時不況になり、当組合の財政の柱で
ある保険事業にも翳りが生じ、平成22年、23年には手数料
収入が前年を下廻る厳しい運営を強いられました。しかし、
平成24年からは組合員、賛助会員をはじめ関係各位のご協

力とご支援により順調に回復することができました。
　組合の運営は相互扶助の精神に基づき共同事業にも創意
工夫を凝らし、教育情報事業、厚生事業、そして税理士会
支部への財政支援等の事業を行う一方、各種事業の収益を
可能な限り組合員、賛助会員の皆様へ還元することを心掛
けてまいりました。
　また、在任中に会館建設の借入金を完済することができ
ましたので、第43期から内部留保の充実をスタートさせま
した。
　理事長退任にあたり、微力ながら粉骨砕身組合のために
頑張ることができましたことを感謝し、私なりに充実した
６年間でした。改めて皆様方に厚く御礼申しあげ、退任の
ご挨拶といたします。

理事長  辰巳　修偉

がんばります！
新理事長あいさつ

理事長退任あいさつ

平澤　政治

理事長退任にあたって
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第４回 京都税理士協同組合厚生会 通常総会
　８月７日（金）午後３時５分より京都税理士協同組合厚
生会の第４回通常総会がウェスティン都ホテル京都の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、議長の選任を諮ったところ、司会者一任
の声により中京支所の河原林温朗会員が議長となり以下の
３議案が上程された。

第１号議案　�平成27年５月期（平成26年６月１日から平成
27年５月31日）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

　安井伸夫専務理事が事業報告を、北尾剛久常務理事が財
務報告を行った後、監事５名を代表して、澤田眞司監事が
監査報告を行った。

第２号議案　�平成28年５月期（平成27年６月１日から平成
28年５月31日）事業計画及び収支予算（見積
損益計算書）承認の件

　安井伸夫専務理事が事業計画を、北尾剛久常務理事が収
支予算の提案を行った。

第３号議案　役員任期満了につき改選の件

　安井伸夫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
は議事の終了を述べ降壇した。
　最後に谷明憲副会長が閉会のことばを述べ、総会は午後
３時30分に無事終了した。

第43回 京都税理士協同組合 通常総会
　続いて午後３時35分より、京都税理士協同組合の第43回
通常総会が同会場で開催された。
　開催に先立ち、都山流竹琳軒大師範の小山靑山先生が奏
でる尺八の調べとともに、司会の安井伸夫専務理事が本年
度中にご逝去された15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
任を諮ったところ、司会者一任の声により中京支所の河原
林温朗組合員が議長となり以下の９議案が上程された。

第１号議案　�第43期（平成26年６月１日から平成27年５月
31日）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、北尾剛久常務理事が財
務報告を行った。
　事業報告では、昨年を上回る事業収益を上げることがで
きたこと、より多くの税理士協同組合と交流の場を持てた
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、堀田芳孝監事が監査
報告を行った。

第２号議案　定款一部変更案承認の件

　坂部浩常務理事から、改正税理士法に基づき「所属税理
士」の組合加入できることに関する定款の一部変更を行い
たい旨が述べられた。

第43回 京都税理士協同組合 通常総会
第４回 京都税理士協同組合厚生会 通常総会

2015

８月７日（金）　ウェスティン都ホテル京都
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第３号議案　賛助会員規約一部変更案承認の件

　坂部浩常務理事から、改正税理士法に基づき定款の一部
変更に伴う賛助会員規約の一部変更を行いたい旨が述べら
れた。

第４号議案　役員選任規約一部変更案承認の件

　坂部浩常務理事から、実態との整合性を図るために役員
選任規約の一部変更を行いたい旨が述べられた。

第５号議案　支所規約一部変更案承認の件

　坂部浩常務理事から、実態との整合性を図るために支所
規約の一部変更を行いたい旨が述べられた。

第６号議案　京都税理士会館会議室使用料徴収規約制定の件

　坂部浩常務理事から、定款第15条の規定に基づき、京都
税理士会館会議室使用料徴収規約の制定をしたい旨が述べ
られた。

第７号議案　�第44期（平成27年６月１日から平成28年５月
31日）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、北尾剛久常務理事が収
支予算の提案を行った。
　事業計画では相互扶助の精神をもとに更なる躍進を目指
すこと、税理士法の改正に伴う加入資格の変更による組合
員の増加を目指すこと、支所と税理士会支部との協調関係
を充実させること、税理士会館を積極的に活用すること等
が述べられた。

第８号議案　役員任期満了につき改選の件

　田中英文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９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５千万円とし
た旨が述べられた。

　質疑応答の後、９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。
　その後、来賓代表として、大阪国税局税理士監理官　小
林義治様はじめ４名の来賓代表より祝辞を頂戴した。
　最後に、太田克副理事長が閉会のことばを述べて総会は
無事終了した。� （広報委員　伊藤政宏）
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　平成27年８月７日（金）、ウェスティン都ホテル京都にお
いて第43回通常総会講演会が開催されました。
　講師として村上龍男氏をお迎えし、「落ちこぼれ水族館が
作った世界一の水族館」をテーマにご講演いただきました。
　村上氏は現在、鶴岡市立加茂水族館でシニアアドバイザ
ーとして活躍しておられます。
　鶴岡市立加茂水族館は今では世界一のクラゲ水族館とし
て有名となっていますが、有名になるまでの波乱万丈の話
をしていただきました。
　加茂水族館が昭和42年に鶴岡市から民間の㈱庄内観光公
社に売却され、その翌年には、年間21万人もの入館者を数
えました。しかし昭和50年以降は低迷し、集客策としてア
シカショーを始められますが、入館者数は増えず、平成に
入ると年間入館者数は10万人で推移したそうです。
　最後の望みとしてラッコの展示をされましたが、入館者は
減るばかりで打つ手がなく、最後の望みも断たれました。
　平成９年には入館者数は９万人とどん底を迎え、最後の
悪あがきとして試行錯誤してサンゴの展示をされました。
　そのときに、見たことのない不思議な幅３mmの小さな
生き物に出会い、それがサンゴの水槽に偶然発生したサカ
サクラゲと判明し、展示したところ、入館者の反応がよく、
徐々にクラゲの種類を増やされました。
　クラゲの寿命が短いので展示が難しいとの課題をチャン
スにして、繁殖に苦心しながら、自前で水槽開発をするな
ど工夫もされました。
　その後も斬新なアイデア、例えばクラゲを食べる会を開
催したり、クラゲアイス、クラゲラーメン等の商品開発を

して宣伝効果に繋げる等で黒字経営に転換されました。
　またノーベル化学賞の下村脩氏との出会いもあり、更
に入館者は増え、今では83万人と大繁盛されています。
　49年間の苦労と努力で自分の人生を水族館に捧げられ
た姿に感動しました。
　また柔軟な発想を持つこと、そしてばかばかしいと思
うことでも挑戦することにより、夢は実現できることを
学ばせていただいた講演でした。
� （広報委員　伊藤政宏）

生まれ　
東京都原宿　昭和14年11月26日

学　歴　
昭和38年　山形大学農学部卒
（阿部襄教授の下で淡水魚の生態を学ぶ）

職　歴
昭和41年　鶴岡市加茂水族館に勤務
昭和42年　 水族館が㈱庄内観光公社に売却 

同時に館長に就任
平成14年　 水族館が鶴岡市に買い戻される 

（運営は鶴岡市開発公社へ委託）
平成27年　 水族館館長を退任 

シニアアドバイザーに就任
著　書
写真集「加茂海岸のクラゲ」 （平成20年４月）
「クラゲ館長最後の釣り語り」 （平成21年２月）
「下村脩博士が加茂水族館の１日館長になった日」
 （平成22年７月）
写真集「美人なクラゲ60種」 （平成25年３月）
写真集「群れ泳ぐクラゲ100種」 （平成25年６月）
「クラゲ世にも美しい浮遊生活」
 下村脩、村上龍男共著（平成26年５月）
「無法、掟破りと言われた男の一代記」
 （平成26年11月）

講師　
村上 龍男氏
（鶴岡市立加茂水族館�
シニアアドバイザー）

第43回 
通常総会
講演会

日時：平成27年８月７日（金）　　場所：ウェスティン都ホテル京都　

落ちこぼれ
水族館が作った世界一の水族館

【5】第150号京都税理士協同組合ニュース



理事長

辰巳　修偉

事業部門担当
副理事長

近藤　明夫

総務部門担当
副理事長

中江　嘉和

保険部門担当
副理事長

堀口　裕弘

総務・保険担当
専務理事

安井　伸夫

法規・広報・地区連絡・
事業部門担当　専務理事
髙橋　健

広報委員長
常務理事

馬塲　佳代子

保険第二委員長
常務理事

松村　一郎

総務委員長
常務理事

北尾　剛久

法規委員長
常務理事

上田　浩嗣

地区連絡担当
常務理事

乗岡　五月

研修委員長
常務理事
福田　敦

地区連絡委員長
常務理事

河村　澄子

保険第一委員長
常務理事

村中　研治

事業委員長
常務理事

米澤　博充

地区連絡担当
常務理事
植田　順

地区連絡担当
常務理事

髙瀬　哲也

出版委員長
常務理事

金澤　好起

保険第二担当
理　事

有田　耕介

総務副委員長
理　事

太田　克

研修担当
理　事

溝上　太郎

地区連絡担当
理　事

室谷　澄男

保険第二副委員長
理　事

芦田　勝博

広報副委員長
理　事

板倉　義守

総務副委員長
理　事

植松　昌司

地区連絡担当
理　事

坂部　浩

地区連絡副委員長
理　事

中野　顯一

法規担当
理　事
林　剛史

保険第二副委員長
理　事

笹井　雅広

保険第一担当
理　事

新開　淳史

新 役 員 紹 介
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地区連絡担当
理　事
中川　晃

保険第二副委員長
理　事

永易　秀一

広報担当
理　事
吉田　貢

広報副委員長
理　事

伊藤　政宏

法規副委員長
理　事

寺石　光宏

広報担当
理　事

平野　烈

保険第一副委員長
理　事

松本　光生

広報副委員長
理　事

梶谷　知代

地区連絡担当
理　事

北村　光一郎

地区連絡担当
理　事

金子　彰

事業副委員長
理　事

二井　徹

地区連絡担当
理　事

髙谷　真

保険第一副委員長
理　事
林　徹郎

保険第一副委員長
理　事

岡本　清臣

地区連絡副委員長
理　事

木戸　義人

事業副委員長
理　事

新見　和也

事業担当
理　事

中山　聡

保険第一担当
理　事

村岡　大輔

研修副委員長
理　事

村瀬　研次

地区連絡副委員長
理　事

関本　孝一

地区連絡担当
理　事

吉田　史樹

地区連絡担当
理　事

中井　正紀

地区連絡担当
理　事

山井　嘉文

地区連絡担当
理　事

松下　弘

地区連絡担当
理　事
東　幹夫

監　事

澤田　眞司
監　事

堀田　芳孝
監　事

田中　裕司
監　事

井上　玲子
監　事

幸野　陸紀

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

辰
巳
　
修
偉
（
左
京
）

中
江
　
嘉
和
（
右
京
）

【
総
務
】
安
井
　
伸
夫
（
中
京
）【
法
規
・
広
報
・
地
区
連
絡
】
髙
橋
　
健
（
東
山
）

総
務
部
門

（総務）
◎北尾　剛久（下京）

（総務・財務）
○太田　　克（上京）
○植松　昌司（中京）

（総務・財務）
○髙島　良彦（中京）　　藤原　智子（中京）
　田中　久喜（下京）　　田中　英文（右京）
　湯川　雅史（右京）　　久保　　賢（左京）
　小杉　將之（左京）　　大八木傳一郎（宇治）

（広報）
◎馬塲佳代子（上京）

（広報）
○板倉　義守（中京）
○伊藤　政宏（右京）
○梶谷　知代（左京）
　吉田　　貢（下京）
　平野　　烈（右京）

（広報）
　東　　智之（上京）　　中元　亜紀（上京）
　小林　由香（中京）　　市木　雅之（下京）
　中井　康道（右京）　　清水　仁志（左京）
　名古　千尋（東山）　　縄田　浩昭（伏見）
　坂　　巧美（宇治）　　人見　真也（園部）

（法規）
◎上田　浩嗣（下京）

（法規）
○寺石　光宏（右京）
　林　　剛史（中京）

（法規）
　吉田　靖司（上京）　　田尻　泰子（中京）
　島　　陽子（下京）　　山﨑　恒樹（下京）
　國場　　淳（右京）　　小山　　敏（伏見）
　小山　富央（伏見）　　平野　　謙（宇治）

（地区連絡）
◎河村　澄子（左京）
　乗岡　五月（右京）
　植田　　順（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）
　室谷　澄男（上京）
　坂部　　浩（中京）
　中川　　晃（下京）
　北村光一郎（左京）
　金子　　彰（左京）
　髙谷　　真（東山）
　吉田　史樹（園部）
　中井　正紀（福知山）
　山井　嘉文（宮津）
　松下　　弘（舞鶴）
　東　　幹夫（峰山）

（地区連絡）
　中村　裕人（中京）　　清水　　宏（左京）
　埜崎　静子（伏見）

堀
口
　
裕
弘
（
伏
見
）

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）
○林　　徹郎（東山）
○岡本　清臣（伏見）
　新開　淳史（下京）
　村岡　大輔（宇治）

（保険第一）
　岩崎　紀子（上京）　　沢辺　重行（中京）
　中川　和彦（右京）　　田川　　裕（左京）
　犬飼　利和（東山）　　古鉄　将裕（宇治）
　中川　正茂（園部）　　横山　秋一（舞鶴）

（保険第二）
◎松村　一郎（上京）

（保険第二）
○芦田　勝博（中京）
○笹井　雅広（下京）
○永易　秀一（下京）
　有田　耕介（上京）

（保険第二）
　髙田　直浩（上京）　　枡岡　福美（上京）
　水野由佳子（上京）　　南　　博光（中京）
　横田　　聡（中京）　　荒尾　正久（下京）
　今西　　到（右京）　　三宅　直樹（左京）
　山﨑　俊嗣（東山）　　久保　美雄（伏見）
　吉良　武人（宇治）　　本間　　憲（園部）

役員職務分掌及び委員名簿
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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

辰
巳
　
修
偉
（
左
京
）

近
藤
　
明
夫
（
上
京
）

髙
橋
　
　
健
（
東
山
）

事
業
部
門

（事業）
◎米澤　博充（東山）

（事業）
○二井　　徹（左京）
○新見　和也（伏見）
　中山　　聡（宇治）

（事業）
　上野　正幸（上京）　　近藤　明久（上京）
　永田　幹人（中京）　　林　　一樹（中京）
　磯林　恵介（下京）　　浪花　隆司（下京）
　糸井　悠樹（右京）　　竹内　政明（右京）
　冨田　晃三（左京）　　岩井盛一郎（東山）
　徳山　智子（伏見）　　蓮沼　　誠（宇治）
　吉村　安弘（宇治）

（出版）
◎金澤　好起（宇治）

（出版） （出版）
　中元　亜紀（上京）　　中沢　康太（上京）
　和田　泰裕（中京）　　小松﨑哲史（中京）
　臼田　多惠（下京）　　竹村　仁志（下京）
　長尾　雅彦（右京）　　藤木　正人（右京）
　木村　修詞（左京）　　西澤小百合（東山）
　原　　謙介（伏見）　　巴山　知樹（宇治）

（研修）
◎福田　　敦（右京）

（研修）
○村瀬　研次（宇治）
　溝上　太郎（上京）

（研修）
○清水　俊行（左京）　　小林　秀樹（上京）
　金子　　勉（中京）　　佐々木栄美子（中京）
　戸嶋　道子（下京）　　大橋　康人（右京）
　木下　隆一（左京）　　大西　淳史（東山）
　中川　秀夫（伏見）　　村田　裕人（伏見）
　田淵　完一（福知山）　　林　　伯学（峰山）

監　　　事
澤田　眞司（東山）　　堀田　芳孝（上京）　　田中　裕司（中京）
井上　玲子（宇治）　　幸野　陸紀（員外）

廣瀬　來三
（中京）

上田　寛
（下京）

廣瀬　伸彦
（上京）

谷　明憲
（右京）

平澤　政治
（右京）

小坂　文夫
（中京）

相

談

役

紹

介
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上京支部長

室谷　澄男 �

　この度、第35回支部総会で、支部長に就任させて頂きま
した室谷澄男でございます。前支部長奥村和義先生をはじ
め、役員の先生方が進めてこられた支部運営の基本を継承
し新たな活動も各委員会で検討していくように考えており
ます。京都税理士協同組合の会員先生方にはこの２年間お
世話になりますが、よろしくお願い申し上げます。
　さて、支部と致しましては社会保障・税番号制度（マイ
ナンバー制度）開始に向けての研修を重点的に取り組まな
くてはならない最大のテーマと位置づけております。すで
に、研究委員会主催で７月に２時間30分の研修を実施して
おり、社会保険労務士先生の視点からみたテーマでのマイ
ナンバー制度研修も予定しております。
　その他、租税教室の講師派遣にも力を入れており、昨年
度は６名の会員先生方の協力を得て小中学校に行って頂き
ました。今年も講師研修には新人の先生方にも多数出席し
て頂けるよう広報委員会で計画しております。
　８月には第１回目の支所交付金も戴きましたので支所会
員のために有効に使わせていただき、組合の各事業にも積
極的に参加協力したいと思っております。
　最後になりましたが、組合員の先生方のご事業のご繁栄
とご健康を祈念申し上げて就任のご挨拶とさせていただき
ます。

中京支部長

坂部　浩 �

　組合員の皆様こんにちは。去る６月５日の支部定期総会
におきまして、支部長に就任させていただきました坂部浩
でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　強制加入団体であります税理士会の支部長という重責に
身の引き締まる思いが致します。経験不足で未熟な人間で
はございますが、副支部長をはじめ役員の皆様のご協力を
仰ぎながら丁寧な、そして透明性の高い支部の会務運営を
行いたいと考えております。
　中京支部は個人会員総数が370名を超える京都府下最大
の支部でありますが、支部行事の参加者も多く大変まとま
りのよい支部であります。中京支所との共催によりまして、
研修事業や厚生事業が充実したものになっております。今

後とも京都税理士協同組合と連携して充実した会務運営を
行い、伝統のある支部をますます発展させたいと思います。
また身近にあります京都税理士協同組合の各事業につきま
しては積極的に参加、協力をして参りたいと思っておりま
す。
　最後になりましたが、組合員先生方のご事業のご発展と
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。

右京支部長

乗岡　五月 �

　去る６月５日の支部定期総会におきまして支部長に就任
しました乗岡五月です。何分浅学菲才の身ではございます
が、選任されお引受けしました以上は支部の会務運営に精
一杯努力したいと思います。
　さて来年１月からのマイナンバーの利用の開始に伴い、
マイナンバー制度の研修が急務です。また研修規則が改正
され36時間以上の研修受講が義務化されました。支部の研
修事業の充実化と京都税理士協同組合等主催の研修会への
参加呼びかけに努めたいと思います。
　前事業年度、右京支部では支部独自の確定申告無料税務
相談を実施致しました。近畿税理士会受託の確定申告期無
料税務相談について右京管内で実施されなかったことに伴
い、近畿83支部でも初めての試みとして支部独自で実施し
たものです。本年度も前年と同様に実施する見込みです。
以前より税理士会では確定申告期の独自事業の構築は重要
であると述べられています。右京支部がそのモデルケース
の一つとなるよう取り組みたいと考えています。
　支部活動において財政的には京都税理士協同組合からの
交付金により成立っている現状のもと組合の各種事業にも
積極的に協力したいと思います。
　組合員先生方の益々のご健勝とご事業の発展を祈念いた
しまして、支部長就任のご挨拶とさせていただきます。

左京支部長

北村光一郎 �

　本年６月５日の支部定期総会におきまして、支部長に就
任させていただきました、北村光一郎でございます。支部

支部長就任あいさつ新
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長という大役の重責に直面し、身も心も引き締まる思いで
ございます。
　左京支部の会員数は、ここ数年130名程度で推移してお
り会員先生方がお互いに分かりあい、自由に意見を述べ合
う中にも、言うべきことは言うという、先輩諸先生方が築
かれた対話と協調の精神のもと、支部運営がなされてきた
ものと認識しております。支部研修会や支部研修旅行等の
各種支部行事への参加率も高く、今後もこの実績を受け継
ぎさらに発展させられるよう、役員一丸となって支部運営
に邁進する所存であります。
　さて、支部運営におきましては、京都税理士協同組合か
らの支所交付金は必要不可欠なものです。支部会員に組合
員の拡大、組合の各種事業への積極的な協力および参加を
お願いしていきたいと考えております。
　最後になりましたが、組合員先生方の益々のご健勝とご
事業のご発展を祈念いたしまして、支部長就任のご挨拶と
させていただきます。

東山支部長

髙谷　真 �

　本年６月５日の東山支部第35回定期総会終了後から支部
長に就任いたしました高谷真でございます。浅学非才の身
でありながら支部長の大役を仰せつかり、改めて身の引き
締まる思いであります。副支部長、委員長はじめ会員各位
のお力添えをいただきながら支部会務運営に邁進していき
たいと考えておりますので、皆様方、ご支援の程宜しくお
願い申し上げます。
　税理士会と協同組合は、車の両輪に例えられます。協同
組合からの財政面での支援がなければ充実した支部運営は
成り立ちません。また、税理士会会則の改正により、本年
４月より36時間研修の義務化となりましたが、多種多彩な
研修会を開催されており、支部の研修会企画面におきまし
ても大いに役立たせていただいております。
　東山支部の組合員加入率は良いようですが、より一層の
加入率向上に努めて参りたいと思います。
　東山支部は、会員数103名と市内で一番小さな支部では
ありますが、各年代層との交流も研究例会、親睦旅行、各
種同好会等を通じてなされており、会員各位が何でも発言
できる場があります。これもひとえに歴代支部長が民主的
支部運営に努力されてきた賜物であると思います。
　税理士業界を取り巻く環境は、既存のどの業界とも同様、
経済や国の施策の変化に伴い、変化を求められる状況にあ

ります。平成28年より行政の効率化、公平・公正な社会の
実現、国民の利便性の向上の為にマイナンバー制度が開始
します。士業の内、税の専門家である税理士が、社会の期
待に応えて一番大きな役割を果たさなければなりません。
　皆様方とともに研鑽して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発展とご健
勝を祈念いたしまして、支部長就任の挨拶とさせていただ
きます。

伏見支部長

植田　順 �

　私は、本年６月５日の第35回伏見支部定期総会におきま
して支部長に選任されました植田順でございます。
　先輩先生方が築いてこられた、伝統ある伏見支部の支部
長という職責の重さをひしひしと感じ、身の引き締まる思
いであります。
　この伝統を汚さぬように、自分なりに自然体で精一杯努
めさせていただく所存でございますので、組合員先生方は
じめ関係各位のご指導・ご支援を賜りますようお願い申し
上げます。
　現在伏見支部は、会員数160名前後を推移しており、毎
年入れ替わりがありますが、若い先生方から経験豊富な先
生方まで積極的に支部運営に参加していただき、活発に活
動しております。
　因みに、支部行事の中心を占める総会、新年会、夏季懇
親会及び認定研修会等では、毎回100名近い会員が出席し
ており、特に研修受講36時間の目標達成率は50％を超えて
おります。
　又、組合主催の旅行やゴルフコンペ、同好会のサイクリ
ング等にも積極的に参加しており、京都税理士協同組合と
の連携により、充実した支部運営を図れていることに、大
変感謝しております。
　特に毎年京都税理士協同組合から受ける支所交付金はな
くてはならない貴重な財源で、大切に使わせていただきた
いと思います。
　今後も、京都税理士協同組合の組合員の増強並びに各行
事への参加を通して、組合活動に協力いたしますのでよろ
しくお願いします。
　結びにあたりまして、組合員皆様のご事業の発展とご健
勝を祈念申し上げまして、私の支部長就任のご挨拶とさせ
ていただきます。
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福知山支部長

中井　正紀 �

　平成27年６月２日開催の福知山支部第35回定期総会にお
きまして支部長に選任されました中井正紀でございます。
　日頃は近畿税理士会福知山支部に対しましてご支援を賜
り厚くお礼申し上げます。
　当支部は正会員29名、準会員９名の小支部ではあります
が、支部例会、定例協議会、研修会等は常に100％に近い
出席率であり、税務支援対策事業につきましても支部会員
の先生方には積極的に参加頂き感謝申し上げます。
　私は京都税理士協同組合では理事並びに委員を通算しま
すと連続14年のお付き合いであり、保険事業並びに研修事
業には積極的に参加してまいりました。
　特に研修事業につきましては、当地での研修会の開催や
ライブ配信による研修会の開催等、遠隔地組合員にとりま
して利便性を考えた諸施策を今後とも宜しくお願いいたし
ます。
　さて、私たちの税理士業務は、社会的、公共的な性格を
有しており、当支部におきましても、確定申告期の税務相
談並びに税務相談センターの開設や、次代を担う子供たち
への租税教育の推進、成年後見など地域社会に根ざした社
会貢献活動を今後とも推し進める所存でございます。
　我が国の税制は、経済活動のグローバル化で毎年めまぐ
るしく変化している状況下ではありますが、従来から推し
進めていますe-Taxの推進や書面添付制度の定着並びにダ
イレクト納付の普及拡大は税理士業務にとりまして重要な
施策であることを再認識しております。

　近年では超高齢化社会を迎える我が国の社会保障と税、
災害対策の行政手続き一体化実現のために平成28年１月に
施行されますマイナンバー制度導入等、社会の変化に対応
できる税理士像をめざし、研鑽努力して参る所存でござい
ますので今後とも福知山支部に対しましてご指導賜ります
事をお願い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。

舞鶴支部長

松下　弘 �

　今年度から２年間、舞鶴支部の支部長を務めさせていた
だくことになりました松下弘でございます。
　前支部長片又昇先生をはじめ歴代の支部長先生が築いて
こられました舞鶴支部の歴史と伝統を守るなかで、支部役
員のご協力と支部会員のご支援をいただきながら精一杯務
めさせていただきたいと存じます。
　現在、税理士制度を取り巻く環境は厳しく毎年いろいろ
と変化し、又取り組まなければならない課題が山積みでご
ざいます。
　この税理士制度を堅持し、国民から信頼され期待される
税理士制度を確立するためにも、支部としてさまざまな施
策を講じ実行できたらと思っております。
　また京都税理士協同組合の各事業にも積極的に取り組む
なかで組合運営に協力していきたいと思います。
　最後になりましたが、組合員の皆様のご事業の発展とご
健勝を祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。
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　去る５月15日（金）京都ホテルオークラ「暁雲の間」に
おいて「大同生命優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー」
が午後５時より開催された。
　表彰式は、安井伸夫専務理事の司会のもと、平澤政治理事
長の開会の挨拶により始まり、小林康弘大同生命保険株式会
社執行役員近畿地区営業本部長の挨拶、田中英文専務理事
の経過報告の後、平澤理事長より、最優秀賞１名、優秀賞11名、
努力賞18名の受賞者に表彰状並びに副賞贈呈が行われた。
　最優秀賞の花村美香様、優秀賞・努力賞の各受賞者代表
がそれぞれお礼の言葉と来年度に向けての抱負を述べ、小
林丈志大同生命保険株式会社京都支社長の謝辞の後、辰巳
修偉副理事長の閉会の挨拶により閉会となった。

　引き続き、村中研治保険第一委員長の司会のもと、祝賀
パーティーが開催された。谷明憲副理事長の開宴の挨拶で
始まり、片野晏弘相談役の乾杯、そして歓談の後、お昼の
有名番組でも人気のあったひげが特徴のムッシュ・ピエー
ル氏が登場し、出席者全員で「とれびあーん！」と言いな
がらユーモア溢れるマジックショーを楽しんだ。
　その後、お楽しみ抽選会がムッシュ・ピエール氏のお手
伝いのもと村中保険第一委員長の進行で進められ、当選者
が決まる度に大きな歓声が上がり会場内は大変盛り上がっ
た。和やかな宴はあっという間に閉宴の時間を迎え、また
来年会いましょうと誓い合いながら、太田克副理事長の閉
会の挨拶でお開きとなった。
� （広報委員　中元亜紀）

５月15日（金）京都ホテルオークラ

� 花村　美香

米原　幸子� 三上由里子� 大銅裕紀子� 成瀬　浩子
大村　和美� 藤原　典子� 井上　啓子� 寺井　惠子
奥田由佳理� 河内　良子� 齋藤永美子

押尾由美子� 藤田　　緑� 古沢　佳子� 井ノ口真里子
杉山美百合� 中山世利子� 奥居　信子� 関　友紀子
八杉　亜土� 和田　光代� 塩貝　誠子� 木地谷良子
吉竹　笛美� 小林　由佳� 平方　一美� 糸井　高子
関　　永子� 熊澤　美幸

優秀賞

努力賞

最優秀賞

受賞者ご芳名
（敬称略）

大同生命優秀営業社員 賀祝 パーティー表 彰 式・
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　瑞穂ゴルフ倶楽部において開催された。両丹５支
部と当組合からの参加を含め31名が親睦を深めた。

（敬称略）

個人戦 団体戦

優　勝 林　伯学（峰山支所） 京税協

準優勝 村中研治（左京支所） 園　部

３　位 八釣重雄（園部支所） 峰　山

第25回両丹５支部
親睦ゴルフコンペ

地区連絡委員会
６月６日土

　京都税理士会館京税ホールにおいて開催され、
62名が参加した。

第一部�「保険税務の最新動向と生命保険活用の
  ヒントと留意点」

　　　 講　師　株式会社新日本保険新聞社　取締役企画部長
　　　　　　　榊原　正則氏
第二部「大同生命の源流（広岡浅子の生涯）」
　　　 講　師　大同生命保険株式会社　京都支社長　
　　　　　　　小林　丈志氏

大同生命
紹介代理店
支所合同研修会

６月23日火

　ウェスティン都ホテル京都において開催された。
第30回記念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。

全国税理士共栄会
京都地区業務推進会議

６月29日月

　京都税理士会館京税ホールにおいて開催され、
108名が参加した。

テーマ「全国から寄せられた生の相談事例」
　　　  〜保険税務とコンサルティングレポート
　　　  講　師　大同生命提携コーチ、PHPビジネスコーチ
　　　　　　　 島津　悟氏

大同生命
定例研修会

６月25日木

　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７日（金）に開催された通常総会
にて組合は堀田芳孝監事より、厚生会は澤田眞司監
事よりそれぞれ報告がなされた。

期末本監査実施
７月３日金

保険第一委員会

保険第二委員会

保険第一委員会
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　京都ブライトンホテルで開催された。
　８月の総会を以て２年の任期満了となるため、同
じ委員会のみならず委員会の枠を超えた会話も飛び
交う活況を呈する慰労会となった。

　組合運営全般に関して協議会が開催された。それ
ぞれの運営方法や実施施策などについて様々な意見
交換がなされ、有益な時間を持つことが出来た。

　厚生会との共催により開催され、全相談役が出席
した。執行部からは担当副理事長・専務理事による
総務・保険・事業各部門並びに厚生会の報告が行わ
れ、相談役からは質問や要望が寄せられ、有益な意
見交換がなされた。

　京都ブライトンホテルで開催された。
　新体制での開催として自己紹介を兼ねた宴席は和
やかに進み親睦が深まった。

役員・委員
合同慰労会

東京地方
税理士協同組合との協議会 相談役会

委員会合同懇親会

７月31日金

７月15日水 ７月28日火

９月10日木

京都大会

蒲生ゴルフ倶楽部
比良・伊吹・鈴鹿コース（キャディー・カート付）
滋賀県蒲生郡日野町中山　☎0748-52-4640

（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　　　¥15,000《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20日（火）までに当（京税協）事務局へ
先着96名になり次第締切らせていただきます

平成27年
11月18日（水）

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55回 全税共 VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコンペ

会費の一部をチャリティーに寄付させていただきます。
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第１回理事会
　平成27年度第１回理事会を６月25日（木）午後１時30分より開催。
当日の出席状況は次の通り。
　理事48名　監事５名　相談役５名
【決議事項】
　次の議案が承認可決された。
第１号議案　第43回通常総会議案審議
　・第１号〜第９号議案のうち第２号〜第７号議案承認の件

第２回理事会
　平成27年度第２回理事会を７月14日（火）午後３時30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４名
【決議事項】
　次の第１号〜６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11名、法人２社、賛助会員13名が加入承認。承認の結果、個人
組合員は1,211名、法人組合員99社、出資金額9,261万円、賛助会員342名、
加入率は82.5％となった。� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○徳田敏彦（下京）　 ○永田　健（中京）　 ○越川友幸（左京）
○堤征一郎（宇治）　 ○中村松延（中京）　 ○番匠　弘（東山）
○中川雅文（宇治）　 ○後藤周平（宮津）　 ○西川久子（宇治）
○近藤　学（宇治）　 ○奥田政史（宇治）�
（法人組合員）
○税理士法人三宅事務所（上京）
○税理士法人みのり会計（上京）
（賛助会員）
○井上直樹（福知山）　 ○西田博昭（中京）　 ○稲田範子（下京）
○龍頭貴基（中京）　 ○江南和真（上京）　 ○東紘太朗（上京）
○上西克己（舞鶴）　 ○田中　清（上京）　 ○三宅崇史（上京）
○中瀬良隆（上京）　 ○徳永哲士（上京）　 ○和知秀永（中京）
○髙木康全（中京）�
第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
　下記、賛助会員への功労金支払が承認された。
○有田徳五郎（上京・死亡）
○川村卓也（下京・大津支部へ転出）
○津村良樹（宇治・奈良支部へ転出）
○氏原智香（中京・退会）
○永田　健（中京・組合員へ移行）
○中村松延（中京・組合員へ移行）
第３号議案　�第43回通常総会議案審議　第１・８～９号議案承認の件
第４号議案　�各規程・規則（経理規程、支所経理規程、顧問及び相談

役委嘱基準、事務局職員就業規則、事務局給与規則、事
務局職員慶弔規程、事務局職員退職金規程）一部変更案
承認の件

第５号議案　「趣味の会」助成額承認の件
第６号議案　支部連主催事業協賛依頼承認の件
【報告事項】
（総務部門）
総務委員会
　①行事予定・組合PR一覧
　②第43回通常総会　スケジュール、会場レイアウト、役割分担、ご来賓・
　　PR実施企業リストについて
　③�７月15日（水）東京地方税理士協同組合との協議会開催について
広報委員会
　・「京税協」発行状況報告
地区連絡委員会
　①両丹懇談会開催について
　②�11月18日（水）全税共VIP君・ランちゃんゴルフコンペ開催について
その他
　①書籍データ消失に関する補てん方法について
　②税政連広告掲載依頼について
（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）

　①５月15日（金）優秀営業社員表彰式祝賀パーティー開催報告
　②大同保険推進協議会（４税協）実務者会議開催報告
　③６月23日（火）大同生命紹介代理店支所合同研修会開催報告
　④６月25日（木）大同生命定例研修会開催報告
　⑤代理店への役員同行訪問について
　⑥平成27年度保有契約還元金について
保険第二委員会（全税共ほか）
　①６月29日（月）全国税理士共栄会京都地区業務推進会議
　②７月16日（木）日生税理士VIP代理店推進協議会開催について
　③Z1（代理店推進）・Z2（代理店挙績）キャンペーンについて
　④小規模企業共済・倒産防止共済　表彰報告
（事業部門）
出版委員会
　・委員会開催状況報告並びに税務便覧業者選定について
研修委員会
　・委員会開催状況報告

第３回理事会
　平成27年度第３回理事会を８月７日（金）午後５時20分より開催。
当日の出席状況は次の通り。
　理事48名　監事５名
【決議事項】
　次の第１号〜第３号各議案が承認可決された。
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21日（火）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　辰巳修偉（左京）
副理事長　近藤明夫（上京）　 中江嘉和（右京）
　　　　　堀口裕弘（伏見）
専務理事　安井伸夫（中京）　 髙橋　健（東山）
常務理事　北尾剛久（下京）　 上田浩嗣（下京）
　　　　　馬塲佳代子（上京）　 河村澄子（左京）
　　　　　村中研治（左京）　 松村一郎（上京）
　　　　　米澤博充（東山）　 金澤好起（宇治）
　　　　　福田　敦（右京）　 乗岡五月（右京）
　　　　　植田　順（伏見）　 髙瀬哲也（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　近藤明夫
　第２位　中江嘉和
　第３位　堀口裕弘
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６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４回理事会
　平成27年度第４回理事会を９月10日（木）午後４時30分より開催。
当日の出席状況は次の通り。
　理事51名　監事５名　相談役５名
【決議事項】
　次の第１号〜３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11名、法人２社、賛助会員５名が加入承認。承認の結果、個人
組合員は1,215名、法人組合員101社、出資金額9,240万円、賛助会員
345名、加入率は82.8％となった。� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○松本慎太郎（下京）　 ○古川涓三（宇治）　 ○江渕直行（中京）
○笹谷誠吾（中京）　 ○國松慶太（東山）　 ○中矢裕正（中京）
○徳村拓希（中京）　 ○池田　陽（宇治）　 ○須賀庸子（下京）
○松永幸大（中京）　 ○中野仁資（中京）
（法人組合員）
○税理士法人ナレッジラボ京都事務所（中京）
○税理士法人北川会計事務所（宇治）
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▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

（賛助会員）
○大道智之（中京）　 ○金澤陽一（下京）　 ○松井卓機（上京）
○片岡卓也（中京）　 ○北川訓史（宇治）
第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
　下記、賛助会員への功労金支払が承認された。
○川嶋喜弘（上京・大津支部へ転出）
○須賀庸子（下京・組合員へ移行）
第３号議案　�支部連　税を考える週間への協賛依頼�

新春講演会共催依頼承認の件
【報告事項】
（総務部門）
総務委員会
　①財務報告
　②組合行事・組合PR一覧
　③教育情報図書の選定について
　④弔事連絡メールの配信登録について
広報委員会
　・「京税協」第150号の制作・発行について
地区連絡委員会
　①９月18日（金）両丹懇談会開催について
　②10月20日（火）支所合同協議会・支所会計担当者会議について
　③11月18日（水）全税共VIP君・ランちゃんゴルフコンペ開催について
　④来春の厚生行事について

（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
　①大同保険推進協議会について
　　（実務者会議・来春京都開催協議会等）
　②10月30日（金）保険推進担当者会議開催について
　③秋キャンペーン代理店訪問役員同行　並びに
　　表敬訪問（10/1（木））について
　④新商品の制度商品化について
　⑤表彰旅行の招待人数基準について
保険第二委員会（全税共ほか）
　①全税共第30回記念全国統一キャンペーン個別業推・表敬訪問
　　実施報告
　②7月16日（木）日生税理士VIP代理店推進協議会開催報告
　③みずほ銀行の顧客紹介制度への協賛について
（事業部門）
事業委員会
　①10月28日（水）事業推進協議会開催について
　②11月24日（火）住宅メーカー協賛研修会の開催について
　③提携企業便覧の制作について
出版委員会
　・委員会開催報告
研修委員会
　・研修開催報告

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

６・16 名古屋税理士協同組合第48回通常総代会出席
　於　名古屋東急ホテル

６・16 朝日ビジネスクラブ（ABC）特別セミナー出席
　於　京都タワーホテル

６・17
研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第５回」（全10回）
講師：岡村勇毅先生
参加：59名

６・17 兵庫県西税理士協同組合第46回通常総会懇親会出席
　於　ホテル日航姫路

６・18 推薦会議
６・18 予算編成準備会

６・20 近畿青年税理士連盟京都支部第51回定期総会出席
　於　京都ホテルオークラ

６・22 東海税理士協同組合第36回通常総代会出席
　於　ヒルトン名古屋

６・22 近畿税理士会第51回定期総会懇親会出席
　於　帝国ホテル大阪

６・23 大同生命紹介代理店支所合同研修会
６・24 出版委員会（平成27年分税務便覧の作成について）

６・24
研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第６回」（全10回）
講師：岡村勇毅先生
参加：59名

６・25 大同生命定例研修会
６・25 正副理事長会・理事会

６・26 京都府中小企業団体中央会第60回通常総会出席
　於　ホテルグランヴィア京都

６・26
埼玉県税理士協同組合第49期通常総代会及び
埼玉税理士共栄会第32期定期総会出席
　於　清水園

６・29 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

６・29 保険第一小委員会
　於　ウェスティン都ホテル京都

７・１
研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第７回」（全10回）
講師：岡村勇毅先生
参加：59名

７・２ 総会議案審理会
７・３ 期末本監査実施（組合・厚生会）

５・26 正副理事長会
５・26 事業小委員会（第44期予算について）

５・27
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：岡村勇毅先生
参加：58名

６・１ 事業委員会（第44期予算について）
６・２ 地区連絡小委員会（第44期予算について）
６・２ 保険第二委員会（第44期予算について）

６・２
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：岡村勇毅先生
参加：58名

６・２ 支部定期総会祝電（福知山）

６・３ 埼玉県税理士協同組合創立50周年記念式典及び祝宴出席
　於　清水園

６・３ 支部定期総会出席（上京・宇治）
６・３ 支部定期総会祝電（宮津）
６・４ 総合事業保障プラン表彰旅行　旅行事前説明会
６・４ 支部定期総会祝電（峰山・舞鶴）

６・５ 支部定期総会出席
（中京・右京・左京・東山・伏見・園部）

６・６ 第25回両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　瑞穂ゴルフ倶楽部

６・７ 近畿青年税理士連盟50周年記念式典及び祝賀会出席
　於　ホテルグランヴィア大阪

６・８ 研修委員会（第44期予算と計画について）
６・９ 保険第一委員会（第44期予算について）

６・９
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：岡村勇毅先生
参加：58名

６・10

研修・短期講座
「第１部　マイナンバーの実務
 第２部　ものづくり補助金申請の仕方」
講師：植木心一先生
参加：210名

６・11 総務委員会（第43期決算準備）
６・13
〜16

大同生命代理店表彰旅行
「香港・マカオ４日間の旅」

平成27年
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７・７

研修・短期講座
「最近の税制改正について〜改正内容を顧客先へのアド
バイスに生かすには〜」
講師：櫻井圭一先生
参加：107名

７・８
研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第８回」（全10回）
講師：岡村勇毅先生
参加：59名

７・８ 下京支部関係役員等合同懇談会出席
　於　鶴清

７・９ 正副理事長会
７・10 出版委員会（平成27年分税務便覧編集作業）
７・14 常務理事会・理事会
７・14 厚生会役員会

７・15
研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第９回」（全10回）
講師：岡村勇毅先生
参加：59名

７・15 東京地方税理士協同組合との協議会
７・16 出版委員会（平成27年分税務便覧編集作業）

７・16

研修・短期講座
「日本経済の展望〜マイナス成長下でも企業収益が
 好調を維持する理由〜」
講師：ニッセイ基礎研究所　経済研究部
　　　経済調査室長　斎藤太郎先生　
参加：108名

７・16 日本生命税理士VIP代理店推進協議会
　於　京都ホテルオークラ

７・17 伏見支部夏季意見交換会出席
７・21 役員候補者会議
７・21 次期委員会構成員の検討について

７・22
研修・実務講座
「法人税の基礎知識と計算の実務第10回」（全10回）
講師：岡村勇毅先生
参加：59名

７・22 上京支部例会・意見交換会出席
　於　ANAクラウンプラザホテル京都

７・24 全税共理事会・日税協連常務理事会出席
　於　日本税理士会館

７・28 相談役会（厚生会共催）

７・29 北陸税理士協同組合連合会第32回通常総会出席
　於　ホテル日航金沢

７・31 出版委員会（平成27年分税務便覧編集作業）

７・31 役員委員合同慰労会
　於　京都ブライトンホテル

８・４ 出版委員会（平成27年分税務便覧編集作業）

８・５ 神戸税理士協同組合第25回通常総代会出席
　於　ホテルオークラ神戸

８・７ 正副理事長会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・７

通常総会講演会
「落ちこぼれ水族館が作った世界一の水族館」
講師：村上龍男先生
参加：156名
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・７ 第43回通常総会・理事会・懇親会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・12 事務局慰労会
８・18 出版委員会（平成27年分税務便覧校正作業）
８・19 常務理事会
８・19 新旧役員事務引継会

８・19

研修・短期講座
「１.�納税者に説明しておくべき物納制度のポイント
 ２.�財産評価に係る諸問題」
講師：国土工営・不動産鑑定士　西脇則之先生
参加：122名

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

８・26 出版委員会（平成27年分税務便覧校正作業）
８・26 朝日生命個別業推協議会
８・26 明治安田生命表敬訪問

８・28 近畿税理士協同組合連合会推薦会議・理事会出席
　於　近畿税理士会館

８・28 全国税理士共栄会近畿地区会業務推進協議会出席
　於　近畿税理士会館

８・28 全国税理士共栄会近畿地区会会議出席
　於　楽待庵

８・28 総務委員会（支所会計について）
８・31 広報委員会（第150号編集割付）
８・31 ジブラルタ生命表敬訪問
８・31 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命個別業推協議会
９・１ 正副理事長会
９・１ 保険第一委員会（大同生命の今年度施策について）

９・１
研修・短期講座
「NPO法人の会計と税務」
講師：秋岡安先生　中山麻衣子先生
参加：182名

９・２ 大同生命事業報告懇談会出席
　於　ホテルニューオータニ

９・２ 明治安田生命個別業推協議会
９・３ ジブラルタ生命個別業推協議会

９・３

研修・短期講座
「最近の税制改正について
〜改正内容を顧客先へのアドバイスに生かすには〜」
　於　サンプラザ万助（福知山）
講師：櫻井圭一先生
参加：37名

９・４ 近畿税理士政治連盟第49回定期大会出席
　於　帝国ホテル大阪

９・７ 地区連絡委員会（来春の厚生行事について）
９・８ 広報委員会（第150号ゲラ校正）

９・９ 保険第二委員会
（全税共第30回記念全国統一キャンペーンについて）

９・９

研修・短期講座
「平成27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：219名（内ライブ配信35名）

９・10
研修・短期講座
「医療法人の設立から解散までの税務・会計留意点」
講師：花山和士先生
参加：188名

９・10 理事会・委員会合同懇親会
　於　京都ブライトンホテル

９・11 広報委員会（第150号ゲラ再校正）

９・15

研修・短期講座
「顧問先・中小企業を守る最後のチャンス…かも」
講師：京都信用保証協会　業務部長　上原裕史氏　
村田裕人先生他４名
参加：155名（９月11日現在）

９・16 事業委員会（新規提携企業について）
９・17 第一生命との個別業推協議会
９・17 出版委員会（平成27年分税務便覧監修後校正作業）

９・17
研修・勉強会
「所得税の諸問題第１回」（全５回）
講師：名城大学法学部教授　伊川正樹先生　
参加：68名（９月11日現在）

９・18

研修・短期講座
「今後の日本経済の行方─世界経済の地殻変動と日本の活路」
講師：ニッセイ基礎研究所　取締役　経済研究部長　
宮垣淳一先生
　於　ホテル北野屋（宮津）
参加：39名（９月11日現在）

９・18 両丹懇談会および懇親会
　於　ホテル北野屋

９・25
研修・勉強会
「所得税の諸問題第２回」（全５回）
講師：名城大学法学部教授　伊川正樹先生
参加：68名（９月11日現在）

９・25 研修委員会（第44期研修委員会の運営について）
９・25 「京税協」第150号発行
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事業委員会からのお知らせ
■提携企業について
◎右記の提携企業に変更がございました。

〈トップツアー㈱〉平成27年４月１日より社名変更
東武トラベル㈱と合併し「東武トップツアーズ㈱」になりました。
※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。
� （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の給与総額によって課税されます。

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 100分の0.25（0.25％）

税　　　額 事業所床面積×600円 従業者給与総額×0.25％

免　税　点
京都市内の合計事業所
床面積1,000㎡以下

（申告は、800㎡から必要）

京都市内の
合計従業者数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箇月以内
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
京都市市税事務所法人税務担当（事業所税担当）
TEL�075-213-5248
京都市事業所税の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。）

共済制度のお申し込みは 〒604ｰ0943 京都市中京区麩屋町通御池上ル上白山町258ｰ2
TEL. 075ｰ222ｰ2311  FAX. 075ｰ222ｰ2355京都税理士協同組合
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