
KYOZEIKYO
京都税理士協同組合ニュース 発行所

京都税理士協同組合
発行人　辰 巳　修 偉
編集人　馬 塲　佳代子

〒604-0943
京都市中京区麩屋町通御池上ル
上白山町258-2
TEL（075）222-2311
E-mail  kyozei@kyozei.or.jp

http://www.kyozei .or. jp最新情報はこちら

早春の富士 宇治支所　片野　晏弘

平成28年１月25日

152No.



　あけましておめでとうございます。
　新しい一年が始まりました。待ったなしの競争社会が大
きく口を開けております。
　昨年の８月に理事長に選任されました。何ともありがた
い事でございました。さてその後の５ヶ月間のスピードの
速かったこと…お二人の理事長先生にお仕えしましたので、
かなりの実態を知っておった積もりでした。お側で見てい
るとスイスイと業務をこなされているようにお見受けして
おりました。しかし、しかし、我が身を理事長職に置いて
みますと…その責任の重さ、と云いますかお取引先の方々
の私を見る目と態度が大きく違うことに気付かされました。
その眼差しに応える必要がある、そのようにならなければ
ならないとの思いが充満してまいりました。
　しかし、焦ってはいけないし、その必要もない事も十分
理解している積もりです。この年まで重ねて来た私自身の
生き様と信念しか持ち合わせてはおりません。魔法の杖な
どあろうはずがありません。気負わず一所懸命努力する以
外にありません。多忙さは、タイムマネジメントと優先順
位の選定で乗り切ります。業務の複雑さは仕事のブレイク
ダウン、すなわち細分化によって効率を図ります。
　さて、税理士業界の展望はどんなものでしょうか？これ
は全くの私見ですが今までとは違う革新的手法を駆使する
税理士が出現するのではないかと感じております。その背

景として私は実調率の大幅な低下、顧客数の絶対的減少、
低価格化への拍車圧力の増大があると思っております。か
つて歯科医の業界で起こったように、このように市場が成
熟して閉塞感に覆われている時には、従来とは全く違う手
法を使ってのマーケット争いが起こる可能性があります。
それは時によっては超スピードで従来の顧客を奪取して行
くことになるかもしれません。更にはそれは他の業種、ビ
ジネスからの参入も十分考えられます。我々が提供してい
るサービスの幅の広さを考えればそのうちの多くの部分が
他業種の進出を許す余地があることは確かでしょう。
　協同組合の基本理念は相互扶助の精神です。一人の税理
士が京都府下の税理士のために、京都府下の税理士が一人
の税理士のために。京税協はその精神を根本に共同事業、
情報の収集と共有化に全力を尽くします。
　ありがたいことに優秀な人材に恵まれております。理事
長が少しぼーっとしていても副理事長が、専務理事が、そ
して全ての役員がひとつとなって必ずや成果を出せると信
じております。
　税理士業界にどのような波が来ようともしっかりと組合
員・賛助会員の先生方と手をつないで明るい方向へ進みた
いと心より願っております。

� 理事長　辰巳　修偉
年頭所感

平成28年４月20日㈬
詳細は同封の案内をご覧ください。

京税協・大同生命
チャリティーゴルフコンペ

講　師：�作家 童門冬二氏

　於　：�京都税理士会館３階 京税ホール

テーマ：�「歴史に学ぶリーダーの条件」

詳細は同封の案内をご覧ください。�

開催日：平成28年４月13日（水）
　　　　13：30〜15：30

多数のご参加
お待ちして
おります！

第56回
京都税理士協同組合厚生会・
京都府支部連合会（共催）
大同生命保険株式会社（協賛）

第12回
会館建設記念講演
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　今回の親睦旅行の目玉のひとつは初日の昼食です。
場所は、大分県北東部、国東半島の付け根に位置する
海の城下町、日

ひ

出
じ

町にある「的山荘」です。
　的山荘は金山採掘で財を成した成

なり

清
きよ

博
ひろ

愛
え

の旧宅で、
3,670坪の敷地に建つ近代和風建築の家屋と庭園は国
の重要文化財に指定されています。
　別府湾の眺めも素晴らしいです。
　お料理は別府湾・豊後水道の海の幸をメインに季節
の食材を使用した割烹料理です。
　水揚げされる魚によって献立は変更となりますが、
４月の上旬は魚以外にも豊後牛を組み合わせたメ
ニューになる予定です。
　時季的に間に合えば城下かれいが出るかも…

　黒川温泉は熊本随一の人気温泉地です。
　日本の原風景とも言われる素朴な風景の中に、風情
のある宿が点在しています。
　黒川温泉のお楽しみと言えば、入湯手形を利用した
「湯めぐり」です。
　ご宴会前にのんびりとお過ごしください。
　お泊りは温泉の醍醐味を存分に味わえる癒しの宿
「湯峡の響き　優彩」です。
　黒川温泉の中では最も規模が大きく、入湯手形で利
用できる「やわらぎの湯」の他、宿泊者専用の「まほ
ろばの湯」や貸切風呂も充実しています。
　非日常のやすらぎのひとときをご満悦いただけます。

（熊本県）

春の親睦旅行
4月10日㊐〜11日㊊

2日間の旅
黒 温川 泉

へのお
誘い

1日目 的
てき

山
ざん

荘
そう

黒川温泉「湯峡の響き 優
ゆう

彩
さい

」

　大分県からスタートし、熊本の黒川温泉に宿泊した翌日は、宮崎県北部の高
千穂峡にご案内いたします。
　高千穂峡は太古の昔、阿蘇の火山活動で噴出した火砕流が浸食されてできた
柱状節理の峡谷です。国の名勝・天然記念物に指定されています、約１kmの
遊歩道を散策していただきます。
　最大の見どころは「真

ま

名
な

井
い

の滝」。約17mの高さから水面に落ちる様は高千
穂峡を象徴する風景です。高千穂には大自然を感じられる素晴らしい景観以外
にも、神話由来の神秘的なスポットも多く残っています。茅ぶきの神楽宿で昼
食の後は、高千穂神社の神楽殿で、伝統の舞「高千穂神楽」をご覧いただきます。

高 千 穂 峡

　九重“夢”大吊橋は九
きゅう

酔
すい

渓
けい

の標高
777mに架かる長さ390m、高さ173m
の人が渡る吊り橋としては日本一で
す。「天空の散歩道」とも呼ばれて
います。
　吊り橋からは断崖絶壁の景勝地を
眼下に望み、「日本の滝百選」にも
選ばれている「震動の滝」もご覧い
ただけます。
　４月の上旬は桜のシーズンでもあ
りますので、一層素晴らしい風景に
なることでしょう。

九重“夢”大吊橋

　雄大な阿蘇外輪山を望む九州屈指の美しいコースでのプ
レイをお楽しみください。
　恵まれた地形と自然が存分に生かされた本格的チャンピ
オンコースです。
　クラブハウスも木の素材感を生かした落ち着きある空間
です。

阿蘇大津ゴルフクラブ

ゴルフ組

観光組

夕食
ご宿泊

2日目

高千穂郷が世界農業遺産に登録されました。

【3】第152号京都税理士協同組合ニュース



　京都税理士協同組合のチャリ
ティーのコンペには、約10年ぶり
で参加しました。と言いますのも、
深い絆（腐れ縁）の後輩　上京支
所・松村一郎先生が、京都税理士
協同組合の重要なポストに就任し

参加を勧誘されたのと、ゴルフでいつも厳しい御指導を頂
いている芦田勝博先生が中村裕人先生・加藤武志先生と同
組にしてくださった（ゴルフの後で楽しいことがセット）
事から参加をしました。
　ゴルフと犬の散歩が、二大娯楽の私ですので喜んで過去
２回しかラウンドをしたことのない蒲生ゴルフ倶楽部へ
行ったわけですが、結果は優勝という名誉あることになり
ました。
　こんなところで残り少ない運を使わなくても、という思
いはありますが、賞品の大きなステーキ肉４枚（孫が大喜び）
をゲットし他にも副賞があり、大変楽しい一日になりました。
　これからもゴルフしかすることがありませんので松村一
郎先生の要請がある限り参加させていただく所存です。ま
た結構な賞品のご用意をお願いし、主催者の皆様のご苦労
に感謝申し上げます。

　「びっくりぽん」の初優勝でした。
　33年ぶりの蒲生ゴルフ倶楽部、
当日の予報は一日雨でしたが朝起
きると濃い霧です。雨の降らない
うちにと早めに出発し、一番乗り
でコースインしました。

　誰もいないグリーンで練習した後、クラブハウスに展示
してある石坂浩二作の裸婦像や外の紅葉を眺めながらコー
ヒータイムも楽しみました。
　私は、秘かに優勝を狙い伊吹コースからスタートしまし
たが、３・７番のショートでトリとダボをたたいたところ
でガッカリです。上位入賞は早々に諦め、美しい紅葉の中、
残りホールを楽しみました。
　さて表彰式です。せめて十位からのトビ賞を期待しまし
たが、名前を呼んでもらえません。上位になるにつれ完全
に諦めたとき「優勝者は伊吹45」でエッ！と思い、続いて
「鈴鹿45」でまさか？となり、最後に名前を呼んでいただ
いたときは、エエーの超ビックリポン！家族も喜ぶ最高に
嬉しい初優勝でした。
　雨も後半に少し降っただけ、最後の最後に喜ばせてくれ
たWペリア、次回もぜひ参加したいと思います。
　最後になりましたが、いつもお世話して頂く関係者の皆
様に感謝申し上げます。有り難うございました。

下京支所　志田　哲夫 伏見支所　田能　俊朗

◎比良組優勝 ◎伊吹組優勝
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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

平成27年11月18日（水）
於：蒲生ゴルフ俱楽部



　ここ何年か京税協の地区連絡委
員のゴルフ担当になり、ゴルフコ
ンペに連続で参加させていただい
ておりますが、まさかの優勝をさ
せていただき感動しております。
　ゴルフをはじめて大体20年位が

経ちますが、京税協ゴルフコンペで優勝したのは初めてです。
ある意味で長年の夢でしたから、表彰式で関本孝一先生に
名前を呼ばれた時は思わず大きなガッツポーズをしてしま
いました。（最初、手違いで４位と呼ばれるハプニングがあ
りましたけど！）
　同じ組でラウンドした村中研治先生に必死でついて行こ
うと頑張った結果、彼よりいいスコアが出たので何か賞品
が当たればいいなと思っておりました。上京支所の鹿野幸
裕先生や江南和真先生とのラウンドも楽しく、割とリラッ
クスしてプレイ出来ました。
　村中先生も準優勝し左京支所でワンツーフィニッシュした
ので団体でも３位以内を期待しましたが、これは残念ながら
達成出来ませんでした。また、次回頑張りたいと思います。
　今回の蒲生ゴルフ倶楽部は私の好きなゴルフ場の一つで
あり、そこで優勝出来た事はいい思い出になりました。ま
た来年もディフェンディングチャンピオンとして参加させ
ていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。

●成績表� （敬称略）

比良組 伊吹組 鈴鹿組 団　体

優　勝 志田 哲夫 田能 俊朗 清水 　宏 中京支所

準優勝 芦田 勝博 安井 伸夫 村中 研治 伏見支所

３　位 土井 三郎 本間 　憲 松村 一郎 右京・
東山支所

左京支所　清水　　宏

◎鈴鹿組優勝
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　毎年恒例のチャリティー募金寄託は、中江嘉和副
理事長と安井伸夫専務理事が社会福祉法人京都府共
同募金会を訪問し、年２回開催のゴルフコンペにて
実施したチャリティー募金、159,000円を社会福祉
法人中央共同募金会に寄託いたしました。
　当組合からの寄託は今回で34回目、総額
18,228,010円となりました。
　誌面をお借りして、善意をお寄せくださいました
皆様に厚く御礼を申し上げます。

　ウェスティン都ホテル京都で開催されました。
　８月に新体制となった各委員会は、それぞれの分
野において活発に活動を行っており、全委員会から
99名の参加がありました。
　委員会の垣根を越えた会話が飛び交う活況を呈し
た和やかな忘年会となりました。

　京都税理士会館において、名古屋税理士協同組合・
東海税理士協同組合・北陸税理士協同組合連合会並
びに当組合の実務担当者が一堂に会し、それぞれの
推進実績や施策が報告されました。各報告に対し活
発な意見交換がなされ、より充実した業務推進に向
け、実りある会議となりました。
　春に再度実務者会議を開催の上、秋に大同保険推
進協議会を京都にて開催予定です。

チャリティー募金寄託のご報告

委員会合同忘年会

保険第一委員会
大同保険推進協議会実務者会議

平成27年12月９日水

平成27年12月18日金

平成27年12月21日月

京都税理士協同組合

第44回通常総会
日時

場所

平成28年 ８月５日（金）

ウェスティン都ホテル京都

厚生会の総会も同日開催予定です。詳細は改めてご案内いたします。
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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

ウント・グリュック作野商店。
　私のおすすめは、ツッカーベルクブ
ロート。こう書くとまた、私自身がこ
のパンを入手するのに苦労してしまう
かも（笑）ですがハード系のパンはど
れもすこぶる美味しいので、どのパン
を買って帰っても嬉しい気分になれる
こと間違いなしです。また、イートイ
ンも出来ますので、冬は薪ストーブの
お部屋で。気候の良い時期にはオープ
ンテラスでゆったりとした時間を楽し
めます。休日になるとサイクリストた
ちが立ち寄り、美味しいパンに舌鼓を
うちながら心の栄養を満タンにしてい
る姿も見られます。ちなみに我が家の

サイクリストも、日
曜日にはモーニング
ライド。亀岡からゾ
ンネさんまで足をの
ばして自然を満喫し
ています。
　いろんなアプロー
チで楽しめるパン屋
さんには、皆さまに

も味わっていただきたい癒しがありま
す。ぜひ。

　これからの季節に訪れ
るとホッとする、薪ス
トーブのあるパン屋さん
をご紹介します。休日にのんびり南丹
市胡麻まで、足をのばしてみません
か？車窓から、四季の風景を心ゆくま
まに味わいながらJR胡麻駅に到着す
れば、徒歩でたずねてみてください。
温かい田舎の風景に溶け込む、煙突の
あるパン屋さんに出会えます。ゾンネ・

　線路沿いの豊かな緑と由良川のゆっ
たりとした眺め、近隣のお客様はもと
より遠方から来られるお客様もこの素
晴らしい景色と地元の食材でもてなし
たい。明治35年創業の老舗料理旅館３
代目を継いだ現社長がそんな想いを
もって、20年程前に「丹波茶屋ゆらり」
をオープンしました。
　築100年を超える古民家を福井県敦
賀市から移築した店内は、由良川を眺

めるカウンター席・囲炉裏など落ち着
いた雰囲気を楽しむことができます。
　お料理は和食をベースとした逸品料
理と炭焼きでいただく地元食材が絶品
で、甘鯛やブリなど近海でとれる鮮魚
や綾部の名物上林鶏や京都産黒毛和牛
なども堪能できます。
　また昼時には、地元野菜や旬の食材
をたっぷりと使った贅沢な御膳が京風
味の薄味でもてなしてくれます。
　府北部は京都縦貫自動車道の開通も
あって出かけやすい場所となりました。
　北部へ出かけられる折にはこの「丹
波茶屋ゆらり」で長閑な里山に暫し身
を置き、地元の幸をゆっくりと味わっ
てみられてはいかがでしょうか。

ゾンネ・ウント・グリュック 
（Sonne Und Gluck）作野商店
〒629︲0311　京都府南丹市日吉町胡麻中野辺谷２
Ｔ Ｅ Ｌ　050︲7508︲1470
営業時間　［１月～２月］8：00～18：00

　　　　　［３月～12月］7：00～19：00

　　　　　朝食営業、ランチ営業、日曜営業
定 休 日　水曜日・木曜日

丹波茶屋 ゆらり

舞鶴支所　横山 秋一

ゾンネ・ウント・グリュック
（Sonne Und Gluck）作野商店

園部支所　中川 正茂

山陰本線
山陰本線

JR胡麻駅
JR胡麻駅

445445

5050

南丹市立
胡麻郷小
南丹市立
胡麻郷小

ゾンネ・ウント・グリュック
（Sonne Und Gluck）作野商店

イングランドヒルズ
のぞみ坂
イングランドヒルズ
のぞみ坂

丹波茶屋 ゆらり

京都北都
信用金庫
京都北都
信用金庫

ITビルITビル

至舞鶴至舞鶴

国
道
27
号
線

国
道
27
号
線

JR綾部駅JR綾部駅

丹波茶屋 ゆらり
〒623︲0037　京都府綾部市並松町寺下1︲1
Ｔ Ｅ Ｌ　0773︲40︲2277
営業時間　ランチ　11：00～14：00

　　　　　喫　茶　14：00～16：30

　　　　　ディナー　17：00～22：00

定 休 日　月曜日
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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！

　僕の頭の中の大部分を占めているものはゴルフです。
そのゴルフの腕前が少しでも上達するよう、毎日ゴル
フと関わるようにしています。もちろん毎日ラウンド
することは出来ないので、家にあるパターマットでの
パター練習をはじめ、庭での素振り、アプローチ練習、

専用の練習器具を使ったスイ
ング作り。またゴルフを観る
のも好きで、ゴルフ専門CS
放送ゴルフネットワークでア
メリカPGAツアーなどを毎
週観戦しています。もちろん
書物・雑誌などから情報を得
るのも欠かせません。

　それだけやってもゴルフはなかなか上達しません。
ゴルフの楽しみ方は仲間との語ら
い・ナイスショットの爽快感・道具・
ファッションなど色々あり、スコア
だけではないのですが、やはりスコ
アが良い日は充実感があるし、悪け
れば酒量も増え、飲んだくれになっ
てしまいます。２年前にHDCP10に
なって、そこからなかなかシングルになれず、壁にぶ

ちあたっていたのですが、
昨年末にようやくその壁
を乗り越えることが出来
ました。これからもさら

に精進を続け、夢は大きく片
手シングル（HDCP5以下）を
目指したいと思います。
　そして年に一度のお楽しみ
イベントは伏見支部有志で行
くタイゴルフ合宿です。１年

を通して温暖な気候、
プレーヤーの挑戦意
欲を掻き立てるコー
スレイアウト、プ
レーヤー１人につき
キャディ１人という
ホスピタリティ、ま
たゴルフが終われば、
疲れを癒すタイ式

マッサージに、美味
しくて安いタイ料理。
タイはまさにゴルフ
天国です。昨年は４
月下旬の水曜日深夜０時30分に関西国際空港を出発。
これからのゴルフ三昧に対する高揚感とせまい機内で
睡眠もろくに取れていない状態で午前４時30分（タイ
現地時間）に到着、すぐにゴルフ場を目指します。ち

なみにこの時期
のタイは真夏だ
そうで、かなり
の暑さになりま
す。３泊４ラウ
ンドをこなし、

月曜日の午前７時前に関空に戻り、９時には事務所に
出勤という結構なハードスケジュール！今年も確定申
告期明けの３月末に同様のスケジュールで予定されて
いて、このゴルフ合宿を励みに、確定申告期を乗り切
ろうと思います。こんなゴルフ合宿ですが、ご一緒し
てくれる先生方がいてくれる限り続けたいものです。

GOLF BAKA 伏見支所　久保　美雄

【8】 平成28年１月25日



　我が家には亀が３匹、メダカが20匹ほどいます。少
し前までは金魚も３匹いました。私が魚好きで有名な
某先生の事務所出身というのもどこかで影響している
のでしょうか。意外と楽しく飼育をしております。

　最初に飼い
始めたのはク
サガメ。５年
前のことです。
息子と同じ年
齢の亀を育て
たら面白いか
なぁと、お世
話になった某
先生から鴨川
に生息する亀
の赤ちゃんを
３匹もらいま
した。大きさ

は３㎝ほど。その時に水槽を１つ購入。現在15㎝ほど
に成長しています。亀の飼育は夏が大変で、水槽の掃
除は週１回。これを怠ると本当に臭い。毎年放流して
やろうかと思い
ます。逆に冬は
ほとんど何もし
ません。餌も食
べない、動かな
い、水も汚れま
せん。冬眠状態
です。昨年夏、
当時４歳になっ
た息子が初めて
素手で亀をつか
みました。この笑顔の瞬間のために４年間飼育してき
た気がしました。ただ息子が10歳になったら鴨川に放
流しようかと思っています。情操教育と言っては大層

ですが子供の反応を見てみたいです。
　次に我が家にやってきたのは金魚です。子供がお祭
りで手に入れた和金です。ホームセンターで２つ目の
水槽を購入。約３年飼育しました。子供が興味を持っ
ていたのは最初だけで、餌やり、水替えは完全に私の
仕事です。残念ながら２か月前に死んでしまい、息子
が庭に埋めました。全く悲しんでいる様子がなく、む
しろ面白そうに埋めていました。まだ早かったので
しょうか。悲しかったのは私だけのようです。命の大
切さが伝わっていればいいのですが。
　そして昨年の秋、家の近くの川で子供と一緒に遊ん
でいてメダカを約20匹捕獲。逃がせば良いものをつい
ついお持ち帰り。とうとう３つ目の水槽を購入です。
そしてよく見ると、メダカ捕獲時に川エビ２匹とタニ
シ２匹が混じっていました。その後、普通にメダカの
餌やりしかしてないのに、エビとタニシが自然に増殖。
今やエビもタニシも20匹ほどいます。水槽はメダカ、
エビ、タニシが入り乱れております。この自然の変化
が面白く、もはや子供の情操教育用ではなく完全に私
の癒し系となっています。メダカを見てる暇があるな
ら子供を見てよ！と嫁からよく言われる今日この頃…。
亀とメダカはほどほどに、子育てをもっと頑張りたい
と思います。でも今度は海水魚を飼ってみたいなぁ…。

亀とメダカと子育てと！ 左京支所　木村　修詞

【9】第152号京都税理士協同組合ニュース



　今回は京都府という名前に
ついてみてみたいと思います。
　まずは「府」です。京都と
大阪にのみ「府」が使われて
います。京都が京都府となっ
たのは1868年（明治１年）６
月14日のことです。明治初年
の地方行政制度として府藩県
三治制が行われました。これ
は、江戸幕府の直轄地を府と
県とし、知府事、知県事を置
き、直轄地以外は従来どおり

大名が藩を支配するというものです。この時、直轄地の中
で、重要地域とされた場所に「府」が用いられました。そ
の後、多くの藩の財政悪化のため、廃藩の申し出が相次い
だことから1871年（明治４年）８月29日廃藩置県が行われ
ました。これは、藩を廃止して地方政治を府と県に一元化
したものです。1889年（明治22年）２月11日に発布された
大日本帝国憲法の立憲体制下において法律「府県制」が

1890年（明治23年）５月17日に公布されました。これをもっ
て府が確立したとされています。明治維新直後10あった府
も京都、大阪、東京の３つになりました。京都は天皇の住

まう地として重要性が
高かったと考えられま
す。1904年（明治37年）
に完成した京都の府庁
には明治天皇の行幸を
記念する石標があり、
京都と天皇のゆかりの
深さを垣間見ることが
できます。ちなみに大
阪は商業の中心地とし
て、東京は行政の中心
地として重要性が高
かったと考えられます。

　京都は桓武天皇が794年に平安京へ遷都したことに始ま
る都です。「京都」という呼称は平安京の末期に定着した
とされています。平安京は当初は「平安京」と呼ばれてい
ましたが、「京」「京

けい

師
し

」「京
きょう

の都
みやこ

」と呼ばれるようになり、「京
都」で定着しました。そもそもこれらの呼称は東アジアで
古来、歴史的に「天子の住む都」「首都」を意味する普通
名詞として使われており、そ
こから呼ばれるようになった
とされています。天皇が住む
都や首都が「京都」であるこ
とから、平安京に限らず、飛
鳥京や恭仁京も「京都」と呼
ばれていたことがありました。
　すなわち、天皇がいる都・

き
ょ
う
と
！

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
！
京
都
！

広報委員　人見 真也

京
都
府
の
由
来

京都府庁看板

京都府庁

石　標

府であったことのある都道府県MAP

【10】 平成28年１月25日



首都として京都と呼ばれ、明治初期に天皇がいる重要な土
地として府を付されて、京都府となったと考えられます。
京都府という名前は千年にわたり天皇がおられて日本にお
いて重要な都であったことを表す名前なのです。その天皇
がおられたことのもっとも大きな足跡は御所ではないで
しょうか。ちなみに日本の首都を東京とする現行の法令は
存在しません。法律上明確に規定されていないことからど
こが首都であるかという議論があり、「京都が正式には首
都である」という説もあります。古代の遷都では詔

みことのり

といわ
れる天皇の命令を伝える文書があるのが通常ですが、京都
から東京に天皇が移られた際にはその詔がありませんでし
た。そのため、東京に天皇がおられますが、現在も京都が
首都であるとの考え方があります。そのようなことを念頭
に京都御所を見に行くと新鮮に見ることができるかもしれ

ません。京都御所の紫宸殿には天皇位を象徴する玉座であ
る高
たか

御
み

座
くら

もあります。京都御所では春と秋に一般公開され
ますのでぜひ見に行かれてはいかがでしょうか。

京都御苑堺町御門

京都御所建礼門

京都御苑
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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

16.1.25
路線バスのたび

に起きた禁門の変の余波で焼失し、明治時代に再建された
ようです。山崎の聖天さんと通称されています。こちらで、
しばし一息つくことができました。

　そして近くの「アサヒビール大
山崎山荘美術館」へ。こちらも急
な坂が続きますので少々バテて
しまいましたが、アサヒビール大
山崎山荘美術館の入口のトンネ
ルを越えると、紅葉がすごく綺麗
で、疲れが癒されました。アサヒ
ビール大山崎山荘美術館は実業
家の加賀正太郎が建てた英国風

の山荘をアサヒビールが修復し、美術館とした建物です。
大正時代に夏目漱石が訪問したことがあるとのことです。
　さて、ここからどうしようかと考
えていますと、「天下分け目の天王
山」の旗を見たので、思い切って天
王山山頂へ。
　天王山山頂までは天王山ハイキン
グコースになっており、道中には「秀
吉の道」という陶板絵図があります。
　まずは「山崎合戦之地」の石碑と
「旗立松」へ。旗立松は羽柴秀吉が
山崎の戦いで味方の士気を高めるた
めに、天王山に駆け上り千成瓢箪の軍旗を掲げた松の木と
いわれています。近くの展望台からは山崎の戦いの古戦場
が望まれて、当時の各軍の配置が
目に浮かびました。

　次に「十七烈士の墓」へ。こちらは江戸時代末期（幕末）
に筑後水

すい

天
てん

宮
ぐう

神
じん

宮
ぐう

の真
ま

木
き

和
いずみのかみ

泉守保
やす

臣
おみ

とその同士が禁門の変
（蛤御門の変）で幕府軍に敗れ自害したところです。
　天王山山頂まであと少しのところに、「酒

さか

解
どけ

神
じん

社
じゃ

」、と
「神

しん

輿
よ

庫
こ

」があります。酒解神社は奈良時代に創建され、

　今回は京都市内を離れ、長岡
京市から大山崎に向かいました。
JR長岡京駅よりバスに乗り、
出発！と思いましたが、なかな
かバスが来ないため、バスの待
ち時間を利用して近郊を探索し
てみました。
　まずは近くの「勝

しょう

龍
りゅう

寺
じ

城
じょう

公園」
へ。勝龍寺城は南北朝時代に細

川頼春が築いたとされ、戦国
時代には織田信長より細川藤
孝に与えられました。また明
智光秀の娘の玉（のちの細川
ガラシャ）が細川藤孝の息子
の忠興に輿入れした城で、本
能寺の変後に起きた山崎の戦
いで羽柴秀吉（のちの豊臣秀
吉）に敗れた明智光秀が一時
退避した場所ともいわれてい
ます。庭を見ながら、当時の
景色を想像していました。
　次に「神

こう

足
たり

神
じん

社
じゃ

」へ。
神足神社は旧神足村の産

うぶ

土
すな

神
がみ

（守護神）と信仰さ
れていたようで、強脚、
足の怪我予防などの信仰
があるようです。神足神
社のすぐ側に、勝龍寺城
土塁と空堀跡があります。
神社の近くに土塁と空堀跡があるのは不思議な感じがしま
した。

　そろそろバスの時間が近づいた
ので、JR長岡京駅に戻り阪急バ
スにて「山崎聖天前」へ向かいま
した。
　「山崎聖天前」で下車し、最寄
りの「観音寺（山

やま

崎
ざき

聖
しょう

天
てん

）」へ。
観音寺までは思った以上に急な坂
が多く、途中休憩しながら到着。
観音寺は平安時代に宇多天皇によ
り創建され、江戸時代末期（幕末）

JR長岡京駅

⇔
大山崎 阪急バス80番に乗って

▼ 広報委員　伊藤 政宏

阪急バス 80番

勝龍寺城公園

「天下分け目の天王山」
の旗

「山崎合戦之地」の石碑

神足神社

旗立松

観音寺（山崎聖天）

アサヒビール
大山崎山荘美術館
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平安時代には「山崎社」、そして中世には「山上の神・天
王社」と呼ばれ、山の名前も「天王山」と呼ばれるように
なったようです。また神輿庫は鎌倉時代中期の建立といわ
れ、日本最古の板倉造建造物で、神輿２基が納められてい
ます。
　いよいよ「天王山山頂」へ。天王山山頂には「山崎城跡」
があります。山崎城は山崎の戦いに勝利した羽柴秀吉が天
王山山頂に築いた城で、今は堀跡、門跡、土塁跡、石垣が
点在します。毎日登城していた当時の武士はさぞかし大変
だったことでしょう。
　さて天王山山頂から下りまして、「宝

ほう

積
しゃく

寺
じ

」へ。宝積寺
は奈良時代に聖武天皇の勅願により行基が開いた寺院で、

「打出」と「小槌」を祀ること
から宝寺の名で知られていま
す。ここは山崎城にも取り込ま
れていたことから、山崎城を
「宝寺城」とも呼ばれています。
参道沿いの「三重塔」は羽柴秀
吉が山崎の戦いの折に一夜に
して建てたといわれます。

　今回、長岡京市から大山崎
に向かい、様々な歴史に触れ
ることができ、綺麗な紅葉を
見られ、充実した１日でした。

阪急バス80番に乗って

十七烈士の墓付近 酒解神社

宝積寺の三重塔

宝積寺

山崎の戦いは天王山の戦
い、天正山崎合戦ともい
われております。
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第５回理事会
　平成27年度第５回理事会12月18日（金）午後４時30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　相談役６名

【決議事項】
　次の第１号〜４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12名の加入を承認。承認
の結果、個人組合員は1,221名、法人組合員104社、出資金
額9,177万円、賛助会員352名、加入率は83.3％となった。
� （申込順・敬称略）

（個人組合員）
○堀　　聡彦（右京）� ○兼田　政章（宇治）
○浅尾　　明（右京）� ○伊藤　一弘（右京）
○土方　奈緒（宇治）� ○尾藤　武英（左京）
○髙田　　茂（右京）� ○桂　　忠之（園部）
○酒井　治男（中京）� ○田房　　茂（右京）
○小松　和也（宇治）� ○北澤　達夫（中京）
○炭田美奈子（右京）� ○山本　龍男（右京）
○西脇　秀一（中京）
（法人組合員）
○税理士法人西田会計事務所（中京）
○JOHARI税理士法人　京都オフィス（中京）
○紫野税理士法人（上京）
（賛助会員）
○奥田　雅彦（中京）� ○西田　圭吾（中京）
○今井沙矢香（宇治）� ○木村香名子（下京）
○西田　孝浩（中京）� ○鳥海　　亮（下京）
○氏原　智香（中京）� ○知見　　憲（上京）
○木村　剛士（中京）� ○西津　陵史（中京）
○番匠　朋子（東山）� ○奥村　和義（上京）

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。
○北澤　達夫（中京・組合員へ移行）
○小畠　清一（その他・脱退）
○徳永　哲士（上京・転出）
○岩崎　紀子（上京・転出）
○炭田美奈子（右京・組合員へ移行）
○山本　龍男（右京・組合員へ移行）

第３号議案　�特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本
方針、京都税理士協同組合特定個人情報等の
取扱いに関する規程の制定承認の件及び各規
程・規則一部変更案承認の件

第４号議案　�新規提携企業候補（７社）承認の件（既提携
企業提携内容追加を含む）

【報告事項】
（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①表敬訪問並びに秋キャンペーン代理店役員同行報告
②10月30日（金）保険推進担当者会議開催報告
③12月21日（月）大同保険推進協議会実務者会議開催要領
④表彰旅行について
⑤�中小企業退職金共済制度（中退共）取扱い窓口変更に
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
・会社別入賞者数一覧
・表彰式、祝賀パーティー開催要領
・個別業推、表敬訪問等実施報告
②税理士代理店挙積（Z２）キャンペーンについて
③�次年度キャンペーン施策（代理店登録［Z１］・年度末）
について
④小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーンについて

（事業部門）
事業委員会
①10月28日（水）事業推進協議会開催報告
②11月24日（火）提携ハウスメーカーによる研修開催報告
③平成28年版「提携企業便覧」制作について
④平成27年分税務便覧申込み状況
出版委員会
　平成27年分税務便覧制作状況報告
研修委員会
　講座開催実績並びに開催状況報告

（総務部門）
総務委員会
①財務報告
②�行事予定・組合PR開催状況、年末年始の弔事連絡に
ついて
③教育情報図書配付について
④チャリティー寄託について
法規委員会
　各規程・規則見直しについて
広報委員会
　「京税協」発行状況
地区連絡委員会
①11月18日（水）全税共VIP君・ランちゃんゴルフコン
ペ開催報告
②４月10日（日）〜11日（月）旅行開催について
③来春　京税協・大同生命チャリティーゴルフコンペに
ついて
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11・26
研修・短期講座
「マイナンバー対応から調整計算・法定調書作成まで年末調
整の仕方について」
講師：藤田高広先生　参加：180名

11・27 保険第二委員会
（全税共第30回記念表彰式・祝賀パーティーについて）

12・３ 保険第一小委員会
（大同生命優秀代理店表彰旅行について）

12・５ 近畿青年税理士連盟京都支部忘年会出席
於　さと茂旅館

12・９ 法規委員会
（事務局職員退職金規則の運用について）

12・９ 社会福祉法人京都府共同募金会にゴルフコンペ等のチャリ
ティー募金を寄託

12・９ 全税共第30回記念表彰式・祝賀パーティー事前打合せ
於　ウェスティン都ホテル京都

12・10 正副理事長会

12・15
研修・短期講座
「平成27年分　所得税・資産税に係る確定申告の留意点」
講師：永橋利志先生　参加：195名（内ライブ配信44名）

12・18
正副理事長会・常務理事会・理事会
役員委員合同忘年会
於　ウェスティン都ホテル京都

12・21 大同保険推進協議会実務者会議

12・22 広報委員会（第152号編集割付）

12・28 仕事納め

１・４ 仕事始め

１・６ 広報委員会（第152号ゲラ校正）

１・８ 常務理事会

１・12 地区連絡小委員会（一泊旅行について）

１・12 近畿税理士会　新年賀詞交歓会出席
於　ホテル阪急インターナショナル

１・13 広報委員会（第152号ゲラ再校正）

１・14 和歌山県税理士協同組合・滋賀県税理士協同組合・京都税理
士協同組合３税協合同業務推進会議

１・15
支部連・京税協共催　新春講演会
於　京都ホテルオークラ
支部連新年祝賀会出席
於　京都ホテルオークラ

１・18 上京支部例会・意見交換会出席
於　京都ブライトンホテル

１・19 右京支部例会・研修会出席
於　ANAクラウンプラザホテル京都

１・21 伏見支部　新年賀詞意見交換会出席
於　リーガロイヤルホテル京都

１・23
研修・短期講座
「税理士が知っておくべき会社法とその改正〜司法書士の視
点から〜」
講師：司法書士　梶原貴志先生　黒木孝太郎先生
参加：161名（１月13日現在）

１・25
研修・短期講座
「最近の金融経済情勢」
講師：日本銀行京都支店長　大川昌男先生
参加：103名（１月13日現在）

１・25 「京税協」第152号発行

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

平成27年 平成28年

事業委員会からのお知らせ

◎下記の企業と新しく提携いたしました。（申込順）

〈株式会社O.P.S.〉…服飾メーカー
スーツ・制服のイージーオーダーを優待価格で斡旋
（同等品市販価格より25％割引）
組合員・賛助会員とその家族・職員・関与先まで利用可能

〈住友不動産シスコン株式会社〉…ハウスメーカー
福祉施設・商業施設・事務所・モデルルーム等の建築請負
⃝組合員・賛助会員が利用する場合
　建築請負額（税込）の３％割引
⃝関与先が利用する場合
　建築請負額（税込）の３％の紹介料

〈株式会社ぎょうせい〉…出版社
雑誌の年間購読の斡旋　購読開始号の１部を無償で提供
雑誌斡旋価格は定価とし斡旋価格の５％を組合より還元
組合員・賛助会員とその職員まで利用可能

〈洛和会ヘルスケアシステム　介護事業部〉
サービス付き高齢者向け住宅・介護付き有料老人ホーム
へ入居を斡旋
入居契約に至った場合洛和会音羽病院健診センターによ
る半日ドックの無料受検（健診ギフト券）
⃝入居前（入居申し出時）に本特典の利用申し出が必要
⃝入居３ヶ月以内の退去の際は本特典対象外
組合員・賛助会員とその家族・職員・関与先まで利用可能

〈近畿日本ツーリスト株式会社〉…旅行会社
旅行商品の割引販売
国内旅行　メイト商品�･･････３％割引

（うち「宿泊企画」単品・JRセット商品は２％割引）

海外旅行　ホリデイ商品�･･･３％割引
受注型企画旅行�･････････････１％割引
京都支店（河原町三条）・福知山支店（JR福知山駅南口）
で取扱い
組合員・賛助会員とその家族・職員まで利用可能

〈丸善株式会社〉…書籍・文具の販売
「ご来店選定カード」提示により書籍・文具を５％割引
価格で提供
（商品持ち帰り掛売のみ・一部対象外商品有り）
組合員・賛助会員とその職員まで利用可能

〈株式会社ストライク〉…企業のM&A仲介サービス
関与先企業の経営者にM&Aによる事業承継を斡旋
⃝組合員・賛助会員の関与先企業に対して
M&A仲介手数料を５％割引（着手金及び成約報酬そ
れぞれを）

⃝組合員・賛助会員に対して
M&A仲介手数料の20％を支払う（着手金受領時・成
約時それぞれに）

＊着手金……仲介依頼をする際に支払う費用
　成約報酬…M&Aが成約した際に支払う費用

◎下記の提携企業との契約内容を追加いたしました。

〈株式会社日税ビジネスサービス〉
商品名「My集金NET」…関与先向け集金代行業務
集金を開始した関与先１件につき紹介料30,000円を支払う
組合員・賛助会員の関与先が利用可能

※�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）
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■個人住民税について
◆給与支払報告書の提出について
　平成27年中に支払われた給与に係る「給与支払報告書」
の提出期限は平成28年２月１日です。給与受給者の平成28
年１月１日現在の住所地の市町村（退職者については、退
職時における住所地の市町村）に提出してください。給与
支払報告書は、前年中に給与等の支払いをしたすべての従
業員等（事業専従者、パート、アルバイト、役員等含む）
について、給与支払額の多少にかかわらず（退職者につい
ては支払額が30万円を超える者）、提出が必要です。従業
員等本人が、個人で確定申告や市民税申告をされる場合で
も提出が必要ですので御協力をお願いいたします。

◆インターネットによる電子申告について
　eLTAX（エルタックス：地方税ポータルシステム）を
利用して、給与支払報告書や給与所得者異動届出書等の電

子申告ができます。以下のようなメリットがありますので、
eLTAXの利用をぜひ御検討いただきますようお願いいた
します。
・市販の税務・会計ソフトのデータでそのまま申告できま
す。（eLTAX対応ソフトに限ります。）
・複数の地方公共団体への申告がまとめて一度にできます。
・京都市については、特別徴収税額の決定通知書の内容を
電子データとして送信します。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
【eLTAXホームページ】http://www.eltax.jp/

【京都市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（特別徴収担当）
TEL　075-213-5246

京都市からのお知らせ

京都府と府内全市町村からのお知らせ

個人住民税の特別徴収の実施をお願いします
■個人住民税の特別徴収とは
　従業員の方の個人住民税（市町村民税・府民税）を事業
主の方が毎月の給与のお支払いの際に、所得税と同様に給
与から差し引いて徴収（特別徴収）し、市町村へ納入して
いただく制度です。

■特別徴収の事務
　所得税の源泉徴収と異なり、給与から差し引く額は従業
員の方がお住まいの市町村から通知されます。従って、所
得税のような税額計算や年末調整は不要です。
■特別徴収のメリット
　これまで納付書により年４回納めていた従業員の方につ
いては、
・�金融機関等へ納税のために出向く手間を省くことができ、
納め忘れがなくなる
・�年12回に分けて納付されるので、１回当たりの負担額が
少なくてすむ
　など、便利な制度です。
問い合わせ先 京都府税務課 課税・電算担当 075︲414︲4434

事業主の
みなさまへ

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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