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　８月４日の第45回通常総会において理事長に再任されま

した。ありがたく、誇りに思っております。当日は多くの

ご来賓にお越しいただきました。特に今年は全国から15人

の理事長の皆様に駆け付けていただきました。大変ありが

たい事と感謝しております。

　私は理事長としてこの２年間、多くの税理士協同組合の

定期総会や全国税理士共栄会の優秀営業職員の表彰式に積

極的に参加させていただきました。それぞれの税協さんに

はそれぞれの個性と特色があります。各税協さんともその

理事長先生の考え方、理念が大きく投影されているとの確

信を持つ事ができました。

　海外旅行、ショートステイ、留学等で日本を離れて他国

を身近に眺めた時に日本の良さ、あるいは欠点、特徴が良

く見えると云われております。

　そういう視点で我が京税協を俯瞰しますと、そこに素晴

らしい特徴があることに思い至りました。それは優れた特

性であるとも云えます。バランスが極めていい、この一言

に尽きます。総務、保険、事業、研修、広報、出版、それ

ぞれにおいてその活動、業績を数値化してレーダーチャー

トにすれば、バランスのとれたきれいな円が描けます。

　この誇るべき現在の形はどのように形成されていったの

か？私は就任当時の抱負として、温故知新を掲げました。

その切り口で過去を見ました。先人の話を聞きました。自

伝も読みました。設立当初にその根源を見る事ができます。

昭和47年７月に京税協は誕生いたしました。その設立動機

を初代理事長の廣瀬來三先生は「税理士会館の設立、税経

学園の運営、図書、その他の物販等々を目的と・・・」と

自叙伝に書いておられます。

　会館建設を通じて税理士会に寄与する。その根底には経

済活動が制限される税理士会に対して、経済基盤の強化を

目的とした京税協が財政的に支援するという理念があった

のです。生保会社との業務提携を通じて得た莫大な収入が

支所交付金2,250万円の財源となっております。税経学院

の歴史が類を見ない研修講座の質の高さと豊富な開催数の

基礎となりました。他の部門も触れたいのですが誌面の関

係で省かせていただきます。

　すべての役員、委員が税理士制度の健全な発展に寄与す

るという理念を胸に、誇りを持って我が京税協のお仕事に

全力でぶつかっていく事をお約束します。

�理事長　辰巳　修偉

ご あ い さ つ

比良ゴルフ倶楽部（キャディー・カート付）
滋賀県大津市小野1611番地　☎077-573-1100

（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 ¥14,500《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16日（月）までに当（京税協）事務局へ

平成29年
11月8日（水）

会費の一部をチャリティーに寄付させていただきます。

第59回 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

先着100名になり次第締切らせていただきます

ご参加
お待ちしております
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第６回 京都税理士協同組合厚生会 通常総会
　８月４日（金）15時30分より、京都税理士協同組合厚生会
の第６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。司会の安井伸夫専務理
事が開会を宣し、辰巳修偉会長が挨拶を述べた後、議長に
右京支所の田中英文会員が選出された。

第１号議案　�平成29年５月期（平成28年６月１日から平
成29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

　髙橋健専務理事が事業報告を、北尾剛久理事が財務報告
を行った後、田中裕司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

　上田浩嗣常務理事が更なる事業推進を図るため、役員を
増員するのに会則第９条第１項及び同条第２項を改正する
必要がある旨を述べた。

第３号議案　�平成30年５月期（平成29年６月１日から平
成30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

　髙橋健専務理事が事業計画を、北尾剛久理事が収支予算
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

　安井伸夫専務理事より提案があり、理事16名、監事５名
が選任された。

　質疑応答の後、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、堀口裕弘副会長が閉会のことばを述べて総会は
15時50分に無事終了した。

第45回 京都税理士協同組合 通常総会
　続いて16時より京都税理士協同組合の第45回通常総会が
同会場で開催された。開催に先立ち、司会の髙橋健専務理
事が本年度中にご逝去された17名の組合員・賛助会員の名
前を読み上げ、全員が黙祷を捧げご冥福をお祈りした。

　辰巳修偉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、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右京支所の
田中英文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45期（平成28年６月１日から平成29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

　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。事業報告では、当期も予算を上回る順調
な業績を挙げ、組合員・賛助会員への多岐にわたる還元施
策を実施できたこと、支所交付金総額2,250万円が交付さ
れたこと、研修受講義務化を受け研修事業の充実化を図っ
たこと等が報告された。
　財務報告後、監事５名を代表して井上玲子監事が監査報
告を行った。

第２号議案　�第46期（平成29年６月１日から平成30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

　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。事業計画では、活力ある組織構築
とバランスの取れた組合運営を行い、更なる収益の確保と
組合員加入率の向上に努めると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

　安井伸夫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

　安井伸夫専務理事から借入金最高限度額を５千万円とし
たい旨が述べられた。

　質疑応答の後、４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、大阪国税局税理士監理官（代理）の勝本幸成様は
じめ５名の来賓代表より祝辞を頂戴した。
　最後に、中江嘉和副理事長が閉会のことばを述べて総会
は17時20分に無事終了した。
� （広報委員　東　智之）

京都税理士協同組合厚生会 通常総会

京都税理士協同組合 通常総会
第45回

８月４日（金）ウェスティン都ホテル京都

第６回
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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（総務・法規）担当
副理事長

中江　嘉和

保険部門担当
副理事長

堀口　裕弘

総務部門（広報・地区連絡）担当
副理事長
伊島　睦

保険部門担当
専務理事

安井　伸夫

総務部門（総務・法規・広報）担当
専務理事
髙橋　健

総務部門（地区連絡）・事業部門担当
専務理事

河村　澄子

法規委員長
常務理事

上田　浩嗣

総務委員長
常務理事

髙島　良彦

広報委員長
常務理事

梶谷　知代

地区連絡委員長
常務理事

大橋　康人

地区連絡担当
常務理事
森　敏行

地区連絡担当
常務理事

木戸　義人

地区連絡担当
常務理事

金澤　好起

保険第一委員長
常務理事

松本　光生

事業委員長
常務理事

米澤　博充

保険第二委員長
常務理事

笹井　雅広

出版委員長
常務理事
林　一樹

研修委員長
常務理事

中川　秀夫

総務副委員長
理　事
太田　克

総務副委員長
理　事

植松　昌司

総務副委員長
理　事

林　剛史

法規副委員長
理　事

寺石　光宏

広報副委員長
理　事

吉田　貢

広報副委員長
理　事

伊藤　政宏

広報副委員長
理　事
平野　烈

広報副委員長
理　事

縄田　浩昭

地区連絡副委員長
理　事

中野　顯一

地区連絡副委員長
理　事

吉田　史樹

新 役 員 紹 介
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地区連絡担当
理　事

村尾　愼哉

地区連絡担当
理　事
坂部　浩

地区連絡担当
理　事

北尾　剛久

地区連絡担当
理　事

福田　敦

地区連絡担当
理　事

金子　彰

地区連絡・研修担当
理　事

山﨑　俊嗣

地区連絡担当
理　事

平田　利男

地区連絡担当
理　事

中井　正紀

地区連絡担当
理　事

上原　正夫

地区連絡担当
理　事

糸井　正樹

地区連絡担当
理　事

稲岡　孝茂

保険第一副委員長
理　事

有田　耕介

保険第一副委員長
理　事

新開　淳史

保険第一副委員長
理　事

岡本　清臣

保険第一副委員長
理　事

村岡　大輔

保険第二副委員長
理　事

芦田　勝博

保険第二副委員長
理　事
横田　聡

保険第二副委員長
理　事

永易　秀一

保険第二副委員長
理　事

野村　政史

保険第二担当
理　事

吉良　武人

事業副委員長
理　事

新見　和也

事業副委員長
理　事

中山　聡

研修副委員長
理　事

清水　俊行

研修副委員長
理　事

村瀬　研次

研修担当
理　事

溝上　太郎
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

瀨戸　繁治

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
）

【
総
務
・
法
規
】
中
江
　
嘉
和（
右
京
）　
　【
広
報
・
地
区
連
絡
】
伊
島
　
睦（
東
山
）

【
総
務
・
法
規
・
広
報
】
髙
橋
　
健（
東
山
）　
　【
地
区
連
絡
】
河
村
　
澄
子（
左
京
）

総
務
部
門

（総務）
◎髙島　良彦（中京）

（総務）
○太田　　克（上京）
○植松　昌司（中京）
○林　　剛史（中京）

（総務）
　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）
　早川　光志（東山）　　岩井　啓治（伏見）
　大八木傳一郎（宇治）

（法規）
◎上田　浩嗣（下京）

（法規）
○寺石　光宏（右京）

（法規）
　吉田　靖司（上京）　　片岡　卓也（中京）
　田尻　泰子（中京）　　島　　陽子（下京）
　山﨑　恒樹（下京）　　山本　耕二（右京）
　村中　研治（左京）　　小山　富央（伏見）
　平野　　謙（宇治）

（広報）
◎梶谷　知代（左京）

（広報）
○吉田　　貢（下京）
○伊藤　政宏（右京）
○平野　　烈（右京）
○縄田　浩昭（伏見）

（広報）
　東　　智之（上京）　　中元　亜紀（上京）
　板倉　義守（中京）　　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）
　古瀬英美子（伏見）　　今井沙矢香（宇治）
　人見　真也（園部）

（地区連絡）
◎大橋　康人（右京）
○木戸　義人（伏見）
　森　　敏行（左京）
　金澤　好起（宇治）

（地区連絡）
○中野　顯一（中京）
○吉田　史樹（園部）
　村尾　愼哉（上京）
　坂部　　浩（中京）
　北尾　剛久（下京）
　福田　　敦（右京）
　金子　　彰（左京）
　山﨑　俊嗣（東山）
　平田　利男（園部）
　中井　正紀（福知山）
　糸井　正樹（宮津）
　上原　正夫（舞鶴）
　稲岡　孝茂（峰山）

（地区連絡）
　樋口ほあき（中京）　　今西　　到（右京）
　上羽　孝昌（右京）　　森田　尚子（右京）
　清水　　宏（左京）

堀
口
　
裕
弘（
伏
見
）

安
井
　
伸
夫（
中
京
）

保
険
部
門

（保険第一）
◎松本　光生（右京）

（保険第一）
○有田　耕介（上京）
○新開　淳史（下京）
○岡本　清臣（伏見）
○村岡　大輔（宇治）

（保険第一）
　江南　和真（上京）　　沢辺　重行（中京）
　國場　　淳（右京）　　中川　和彦（右京）
　田川　　裕（左京）　　犬飼　利和（東山）
　林　　徹郎（東山）　　高屋　豊明（伏見）
　竹村　祥世（伏見）　　古鉄　将裕（宇治）
　中川　正茂（園部）　　丸山　拓哉（舞鶴）

（保険第二）
◎笹井　雅広（下京）

（保険第二）
○芦田　勝博（中京）
○横田　　聡（中京）
○永易　秀一（下京）
○野村　政史（右京）
　吉良　武人（宇治）

（保険第二）
　髙田　直浩（上京）　　松村　一郎（上京）
　水野由佳子（上京）　　南　　博光（中京）
　清水　　仁（右京）　　三宅　直樹（左京）
　藤原　俊文（東山）　　久保　美雄（伏見）
　川西　貴子（園部）　　竹田　　茂（舞鶴）

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
）

河
村
　
澄
子（
左
京
）

事
業
部
門

（事業）
◎米澤　博充（東山）

（事業）
○新見　和也（伏見）
○中山　　聡（宇治）

（事業）
○二井　　徹（左京）　　東　紘太朗（上京）
　近藤　明久（上京）　　永田　幹人（中京）
　中野　仁資（中京）　　長谷川孝利（下京）
　山代脩一朗（下京）　　糸井　悠樹（右京）
　岡本　理博（右京）　　冨田　晃三（左京）
　岩井盛一郎（東山）　　小山　　敏（伏見）
　蓮沼　　誠（宇治）　　吉村　安弘（宇治）

（出版）
◎林　　一樹（中京）

（出版） （出版）
　鈴木　伸弥（上京）　　藤原　靖典（上京）
　小松﨑哲史（中京）　　前田　佳子（中京）
　瀨口　絵美（下京）　　竹村　仁志（下京）
　長尾　美香（右京）　　藤木　正人（右京）
　木村　修詞（左京）　　堤　　博顕（東山）
　藤田　雅之（伏見）　　大江　敏邦（宇治）

（研修）
◎中川　秀夫（伏見）

（研修）
○清水　俊行（左京）
○村瀬　研次（宇治）
　溝上　太郎（上京）
　山﨑　俊嗣（東山）

（研修）
　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）
　水野朝太郎（右京）　　尾藤　武英（左京）
　大西　淳史（東山）　　村田　裕人（伏見）
　小泉　彰孝（宇治）　　小嶋　　勝（福知山）

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）　　瀨戸　繁治（員外）

廣瀬　來三
（中京）

上田　寛
（下京）

廣瀬　伸彦
（上京）

平澤　政治
（右京）

相 談 役 紹 介
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上京支部長

村尾　愼哉 �

　本年６月６日の上京支部定期総会にて支部長に就任いた
しました村尾愼哉でございます。まだまだ未熟ゆえ至らぬ
点も多々あると思います。京都税理士協同組合の会員先生
はじめ関係各位のご指導、ご鞭撻をまずもってお願い申し
上げます。
　さて、税理士の36時間研修が義務化され、研修事業が支
部として取り組むべき重要な事業のひとつになっています。
支部で会員先生に十分な研修機会を提供できれば良いので
すが、実際はなかなか難しいのが現状です。近畿税理士会
京都府支部連合会と京都税理士協同組合による有用な研修
が数多く提供されていることは、研修義務の達成のため必
要不可欠であり、また、京都税理士協同組合から受ける支
所交付金は、研修も含めた上京支部の運営になくてはなら
ない財源であります。それらのことを上京支部の先生方に
しっかりと伝え、一人でも多くの先生に協同組合へ加入い
ただくことをお願いしていきたいと考えています。
　私は京都税理士協同組合へは25年前に加入しているので
すが、各行事に参加することはあまりなかったように思い
ます。今後は研修や厚生事業等にも積極的に参加させてい
ただきます。
　最後になりましたが、組合員先生方の益々のご健勝とご
事業の発展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。今後ともどうぞよろしくお願いいたしま
す。

下京支部長

北尾　剛久 �

　本年５月15日の第37回定期総会におきまして支部長に就
任いたしました北尾剛久でございます。どうぞよろしくお
願いいたします。前任の中川晃先生よりバトンを引き継ぎ、
伝統ある下京支部長という重責を果たすべく、努力してま
いりたいと思います。
　協同組合とのご縁は長く平成13年の編集委員就任より直
近の総務委員長まで16年間お世話になりました。その事業
活動の中で組合との共催事業が支所会員の親睦や研鑽に大
きく寄与していることは常に感じており、改めて感謝申し
上げる次第です。

　さて下京支部におきましては研修の受講達成率が昨年度
50％を超えました。組合の研修を活用して、引き続き受講
率の増加と支部会員の資質の向上を目指してこれからも京
税協の研修事業には期待していきたいと思います。税対事
業については昨年度当支部では初めて支部独自の確定申告
無料相談会を実施いたしました。その経験を踏まえながら
本年度も実施を予定しております。
　また支部では今年度新たに租税教育推進委員会が発足し
ました。授業数が年々増加しており多くの会員に講師をお
願いしています。租税教育は今や社会貢献事業として定着
し、税理士会の果たす役割も大きいと考えられます。
　下京支部は現在会員数300名を超える大所帯ですが、厚
生事業や研修事業については参加率が高く、今後とも京税
協と互いに協力しながら充実した会務運営を行っていきた
いと思いますので、よろしくお願いいたします。
　結びにあたりまして組合員先生方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。

右京支部長

福田　敦 �

　本年６月８日の右京支部定期総会におきまして支部長に
就任いたしました福田敦でございます。浅学非才の身であ
りながら支部長の大役を仰せつかり、職責の重さを考えま
すと身の引き締まる思いであります。会員の皆様のご協力
をいただきながら支部の会務運営に精一杯努力したいと
思っております。
　さて、年間36時間以上の研修受講が義務化されてから２
年が経過します。年々受講義務達成者は増加しております
が、30年度受講実績から日税連のホームページにおいて受
講時間が公表されることを踏まえ、研修受講の機会の増加
が望まれるところでございます。支部といたしましては、
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
の参加を呼びかけてまいりたいと思います。
　また、租税教室の講師派遣にも力を入れ、モデル授業の
検討や講師研修会の充実を広報委員会で検討しているとこ
ろでございます。
　支部運営において財政的には京都税理士協同組合からの
支所交付金により成り立っている現状のもと、各種事業に
積極的に協力していきたいと思います。
　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。

新支部長就任あいさつ
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左京支部長

森　敏行 �

　組合員の皆様こんにちは。去る６月６日の第37回支部定
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
森敏行でございます。甚だ微力ではございますが、支部長
をお引き受けしました以上は精一杯努力致しまして責務を
全うする所存でございますので、どうぞよろしくお願い申
し上げます。
　さて左京支部は市内でも比較的小規模な支部ではござい
ますが、これを長所と捉え、先輩先生方が築かれました対
話と協調の精神のもとに支部事業の充実や参加率の向上を
図るべく、引き続き支部役員が一丸となって支部運営に取
り組んで参りたいと考えております。
　京都税理士協同組合におかれましては、支部事業の運営
に関しまして支所交付金等多大なご支援を頂戴していると
ころではございますが、今後とも変らぬご支援をお願いし
ますとともに、支部会員先生方には組合への加入や提携企
業の利用等組合事業へのご協力と各種行事への参加をお願
いして参りたいと考えております。
　最後になりましたが、組合員先生方のご事業のご繁栄と
ご健康、そして京都税理士協同組合の益々のご発展を祈念
申し上げまして、左京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　俊嗣 �

　本年６月２日の東山支部定期総会におきまして支部長に
就任いたしました山﨑俊嗣でございます。伝統ある東山支
部長をお受けいたしまして、その重責に改めて身の引き締
まる思いであります。何分にも浅学菲才の身ではございま
すが、役員をはじめ会員の皆様方のお力添えをいただいて、
誠心誠意会務に努めさせていただきますのでどうぞ宜しく
お願い申し上げます。
　京都税理士協同組合と京都府下の各支部とは、各種事業
を通じて緊密な関係にあり、特に協同組合との共催による
支部連合会の研修会は、研修受講義務を履行するために大
いに役立っております。
　東山支部の会員数は、市内で最も少数ですが、他支部に
誇れる団結力と年代に分け隔てのない交流を基に諸行事を

活発に開催しております。支部事業は協同組合のご協力を
いただくことで、より充実したものとなります。今後とも
組合員の増強並びに組合行事への参加を通じて、組合活動
にご協力させていただきます。
　結びにあたりまして、組合員皆様のご健勝とご事業のご
発展を祈念いたしまして、支部長就任の挨拶とさせていた
だきます。

伏見支部長

木戸　義人 �

　このたび第37回伏見支部定期総会におきまして、支部長
に選任されました木戸義人でございます。
　日ごろは、伏見支部の運営について、格別のご理解とご
協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当支部における会員数は、現在140人前後で推移
しており、ここ数年若干減少傾向にあるものの、若い先生
方から年配の先生方まで非常に積極的かつ精力的に支部の
活動にご参加をいただいているところです。当支部におい
ては「対話と協調」ということばを様々な場面で耳にいた
します。「対話と協調」の中から「和気藹藹」とした雰囲
気が醸し出されて、それが伏見支部の雰囲気を明るくして
いるように感じております。
　定期総会や夏季意見交換会、新年賀詞交歓会などはもち
ろんのこと、認定研修会などの研修事業、支部旅行、麻雀
大会などの厚生事業に至るまで、支部のさまざまな事業が
たいへん盛んで、また充実した内容により実施されている
ものと自負しております。
　そしてこのような支部の諸事業を財政的にサポートをし
ていただいているものが、京都税理士協同組合様から下付
いただいております支所交付金であることは言を俟ちませ
ん。支所交付金により、支部事業がより充実したものとなっ
ていることを改めてご報告し、深く感謝申し上げます。
　また京都税理士協同組合様において実施されている諸事業
は、組合員にとって非常に有意義かつ魅力的なものばかりです。
　このような組合様の諸事業へ参加していくことは、わた
くしたち組合員にとって、非常に有意義であると考えてお
りますので、当支部における組合加入率の向上にも努めて
いきたいと考えているところです。
　結びにあたりまして、京都税理士協同組合様のますます
のご発展と組合員の皆さまのご健勝を祈念申し上げまして、
支部長就任の挨拶とさせていただきます。
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宇治支部長

金澤　好起 �

　去る６月７日の宇治支部第37回定期総会におきまして支
部長に選任されました金澤好起でございます。まだまだ若
輩者ではありますが、役員をはじめ会員の皆様のお力添え
をいただき精一杯支部運営に努めさせていただく所存です
ので、２年間宜しくお願い申し上げます。
　宇治支部は会員数が200名を少し超え、５市・６町・１
村に及ぶ広大なエリアを区域としており、研修事業や厚生
事業の他、主に税対事業と租税教育に取り組んできました。
36時間研修受講の達成率が近畿税理士会の平均よりも下回
る年が多く、達成率の向上を本年度の主な取り組みの１つ
に位置付けています。この目的達成のため、組合において
開催される研修をフル活用できればと考えております。
　また、税理士会と組合はよく車の両輪に例えられます。支
所を通じて税理士会を財政的に支えていただいていることに
感謝申し上げると共に、支部として組合加入率の向上・組合
行事の積極的参加に取り組んでいきたいと思っております。
　最後になりましたが、組合員の皆様のご事業のご発展と
ご健勝を心から祈念申し上げまして、支部長就任の挨拶と
させていただきます。

園部支部長

平田　利男 �

　園部支部の平田利男です。
　私は、本年の第37回支部定期総会におきまして、支部長
に就任しました。
　支部長は、大役であり、大変光栄に思うと同時に、その
責任の重さに身の引き締まる思いがしております。
　また、二期４年間、園部支部長としてご尽力をいただい
た吉田先生には、本当にありがとうございました。心より
感謝し、御礼申し上げます。
　さて、園部支部は会員数39名の小さな支部ですが、個性
豊かな上に、団結力に富んだ、和気あいあいとした支部で
あります。
　今後は、支部の牽引者として、支部運営はもとより、京
都税理士協同組合の諸活動にも全力を尽くしてまいる所存
でありますので、会員の皆様方のご指導ご鞭撻を宜しくお
願い申し上げます。

　最後になりましたが、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就任の挨拶とさせていただきます。

宮津支部長

糸井　正樹 �

　本年６月５日の宮津支部第37回定期総会におきまして、
山井嘉文先生の後を受けて支部長に就任させていただきま
した糸井正樹でございます。どうぞよろしくお願い申し上
げます。
　宮津支部会員先生方の築いて来られました支部の伝統を
守り、未熟者ではございますが「初心忘るべからず」この世
阿弥の言を肝に銘じ、宮津支部会員の先生方のご協力をい
ただきながら、支部運営に努めてまいりたいと思っています。
　宮津支部は、少人数ながら独自事業である確定申告期の
地区相談・無料相談センターの開設等を継続し、納税義務
者の信頼にこたえ、また租税教室の推進その他種々の活動
を通して今後も地域社会に貢献していきたいと考えています。
　税理士業務を通して地域社会に積極的・主体的に関わる
ことは、変化していく社会にあって、税理士制度の堅持・
発展に繋がることと信じています。
　支部活動において京都税理士協同組合からの支部交付金
にはたいへん感謝いたしており、組合の事業活動にも精力
的に参加したいと思っています。
　最後に組合員先生方のご健勝とご事業のご発展を祈念い
たしまして、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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舞鶴支部長

上原　正夫 �

　本年６月６日に開催されました支部総会におきまして、
支部長に選任されました上原正夫でございます。
　税理士会並びに京都税理士協同組合の発展に寄与できる
よう、微力ではありますが精一杯務めさせていただきたい
と考えております。
　さて、今後の２年間で最も重要な案件となりますのが、
平成31年10月から導入されます「軽減税率」の的確な運用
であると思われます。
　このため、支部といたしましては、税務当局や当組合と
の連携の下にあらゆる機会を通じて、軽減税率が的確かつ
スムーズに導入されるよう、積極的に指導していきたいと
考えております。
　また、研修の受講が義務化され、平成30年度分からは公
表されることとなりました。この様なことから、支部にお
ける研修の更なる拡大と内容の充実を図り、研修受講機会
の増加に努めたいと思っております。
　一方、日本の次世代を担う児童学生に対する「租税教育」、
より適正な申告を実現するための「書面添付」、「マイナン
バー」制度の一層の定着、「税理士職業倫理」の啓蒙等々
の課題も山積しておりますが、一歩一歩地道に取り組んで
いきたいと考えております。
　税理士に課せられた社会的使命を自覚し、これらの施策
を通じて国民の信頼に答えていくことが肝要と、改めて自
戒しているところです。

　これらの施策の推進には、京都税理士協同組合及び組合
員皆様との連携が不可欠と考えます。
　皆様には、よろしくお願い申し上げます。

峰山支部長

稲岡　孝茂 �

　本年５月30日の峰山支部第37回定期総会で、支部長に選
任されました稲岡孝茂でございます。
　当支部は現在22名という会員数の少ない支部で、会員の
高齢化も進んでおりますが、支部協議会等にはほぼ全員の
先生方に積極的に参加をいただいております。東前支部長
をはじめ相談役の先生方のご支援と、副支部長をはじめ役
員の先生方、支部会員の先生方のご協力のもとに、若い先
生方には積極的に支部運営に取り組んでいただいて、次の
世代への橋渡し役として、この２年間支部運営を進めてま
いりたいと考えております。
　峰山支部としましては、昨年より導入されましたマイナン
バー制度による確定申告期の無料納税相談や租税教育の推
進事業等に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
　また、研修受講におきましては京都税理士協同組合、本
会のWeb配信を活用させていただき、28年度は会員24名
の内19名が36時間を達成されておりますので、今後ともご
配慮のほどよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、組合員の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挨拶とさせていた
だきます。

新支部長就任あいさつ

【お問い合わせ・資料請求は】

税理士顧問料の集金は

関与先様の集金は
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　５月19日（金）ウェスティン都ホテル京都「山城の間」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17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、辰巳修偉理
事長の開式の挨拶に始まり、小林康弘大同生命保険㈱執行
役員近畿地区営業本部長のご挨拶、髙橋健専務理事の経過
報告の後、最優秀賞１名、優秀賞18名、努力賞11名の受賞
者のご紹介がなされ、辰巳理事長より受賞者の代表に表彰
状並びに副賞贈呈が行われた。
　最優秀賞の古沢佳子様の他、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、岩𥔎宏大同生命保険㈱京都支社長の謝辞の後、最後に
堀口裕弘副理事長の挨拶により閉式となった。
　引き続き、村中研治保険第一委員長の司会のもと、祝賀
パーティーがスタートした。近藤明夫副理事長の開宴の挨
拶、谷明憲相談役の乾杯の後、ラポーオールスターズによ
るライブが行われた。ハワイアンに始まり、懐かしいオー
ルディーズの演奏や歌の数々に合わせ、会場では受賞者の
方々やキラキラの大きな蝶ネクタイでドレスアップ（？）
した担当役員・委員さん達の踊りの輪ができ、大いに盛り
上がった。
　また、村岡大輔保険第一委員の進行によるお楽しみ抽選
会では、当選者が決まる度に各テーブルで大きな歓声が上
がり、会場は楽しい雰囲気に包まれた。宴もたけなわとな
りアンコールの曲が流れる中、中江嘉和副理事長の閉宴の
挨拶でお開きとなった。
� （広報委員　名古千尋）

奥田由佳理	 井ノ口真里子	 長谷川勢子

山田　量子	 小堂　道代	 糸井　高子

小林　由佳	 八杉　亜土	 饗庭　文江

木地谷良子	 藤田　　緑

河内　良子	 米原　幸子	 花村　美香

藤原　典子	 平井　智子	 大銅裕紀子

平井　一郎	 押尾由美子	 谷岡　雅世

中山世利子	 桐本　博之	 寺井　惠子

村上　尚子	 塩貝　誠子	 井上　啓子

田中富美子	 齋藤永美子	 三上由里子

優 秀 賞

最優秀賞

努 力 賞

受賞者ご芳名（敬称略）

古沢　佳子

大同生命優秀営業社員
表彰式・祝賀パーティー
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京税協・大同
ゴチャリティー ルフコンペ

第58回

OUTスタート INスタート 団　体

優　勝 藪　壽人 中川秀夫 上京・下京支所
（合同チーム）

準優勝 中居　章 関本孝一 中京支所

３　位 酒井陽一 植田　順 伏見支所

� 下京支所　藪　壽人

　“本日は曇り、午後一時雨…” との天気予報の中、第58
回京税協・大同チャリティーゴルフコンペが瑞穂ゴルフ倶
楽部で開催されました。
　OUT／IN同時スタート各10組で開催され、OUT最終組
のスタートで天候が気になりつつも、午前中は大きなミス
もなく自分なりのスコアでホールアウト。
　午後もこの調子でと思いティーグラウンドに着いたとた
ん、強烈な雨脚に見舞われ、雨具の支度と格闘しつつプ
レーをするも、その集中力を維持することができず、12番
でザックリ＆池ポチャ＆５onせずと…調子に乗れないま
ま最終18番へ。さらに瑞穂の絶景はさておき広大すぎるグ
リーンの罠にはまり、上がってみれば近年稀にみるパット
数41と意気消沈。今回も情けの “飛び賞（抽選）” 獲得を
期待していました。
　ところが “新ペリア” の幸運を引き寄せ、HC21.6を頂戴
しOUTスタート組での優勝（初）をさせていただきました。
おまけに団体優勝も獲得し、たくさんのステーキ肉を笑味
（？）させていただきありがとうございました。
　ご一緒にラウンドいただいた下京支所の吉田先生、峰山
支所の東先生、廣谷先生（＋キャディさん）ありがとうご
ざいました。全員賞品獲得組でホッとした次第です。

� 伏見支所　中川　秀夫

　京税協・大同チャリティーゴルフコンペは、京都税理士
協同組合・京都税理士協同組合厚生会・京都府支部連合会
の共催、大同生命保険株式会社の協賛をいただいて開催さ
れていることもあり、飛び賞、特別賞、団体賞など盛りだ
くさんなので、上位入賞にならずとも、表彰式が楽しみな
ので、よく参加させていただいております。
　本日の第58回は、瑞穂ゴルフ倶楽部。朝、ゴルフ場に向
かう途中、時々雨がパラつき、コンディションが心配でし
たが、残り3ホールまで雨が降ることなくプレーできまし
た。ただ、降り出すと結構激しい雨でしたが、スコアが大
崩れする前にホールアウトすることができて幸いでした。
　表彰式では、関本孝一先生と植田順先生の楽しい司会進
行で次々と入賞の発表がされていきますが、いっこうにお
呼びがなく、あきらめていたら、最後の優勝者の発表で、
なんと私の名前をお呼びいただき、大変な幸運に感謝いた
しました。そして、この栄誉に恵まれたのは、日頃から、
お世話になっている江上明先生、足立修平先生、中田均先
生とご一緒にラウンドさせていただいたおかげです。
　また、当コンペを開催、共催、協賛いただき、本日もい
ろいろとお世話いただきました皆様、誠にありがとうござ
いました。

団
体
優
勝

優勝者の声
OUTスタート

優勝者の声
INスタート
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期末本監査

相談役会

役員・委員合同慰労会

保険第一委員会
大同保険推進協議会実務者会議

保険第二委員会
全国税理士共栄会 京都地区業務推進会議

保険第二委員会
日本生命税理士ＶＩＰ登録代理店推進協議会

　辰巳修偉理事長以下５名の担当役員立会いのも
と、澤田眞司監事以下５名の監事による組合・厚生
会の期末本監査が実施された。長時間にわたる厳正
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４日（金）に開催された通常総会
で、組合は井上玲子監事より、厚生会は田中裕司監
事よりそれぞれ報告がなされた。

　厚生会との共催により開催された。担当役員によ
る各部門並びに厚生会の状況報告が行われ、相談役
からは組合並びに厚生会運営に係る要望など有益な
意見が寄せられた。

　８月の総会を以て２年の任期満了に伴い、ウェス
ティン都ホテル京都で役員と委員合同の慰労会が開
催された。
　同じ委員会のみならず委員会の枠を越えて、会話
もはずみ賑やかな慰労会となった。

　京都税理士会館において、名古屋・東海・北陸の
各税協・税協連が一同に会し、それぞれの推進実績
や施策の報告と活発な意見交換がなされ、充実した
会議となった。

　ウェスティン都ホテル京都において開催された。
第32回全国統一キャンペーンについて実施要領の説
明や業務推進について活発な意見交換がなされた。

　フォーチュンガーデンキョウトにおいて開催された。
　税理士VIP登録代理店の推進について協議し、
Z1・Z2各キャンペーン等該当者が披露・表彰された。
協議会終了後、懇親会を開催し親睦を深めた。

７月11日火

７月26日水

７月14日金

５月26日金

６月22日木

６月14日水
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事業資金のご相談は日本公庫へ！ 

お近くの支店に気軽にご相談ください。 

京都支店 TEL075-211-3230 

西陣支店 TEL075-462-6420 

舞鶴支店 TEL0773-75-2211 

日本政策金融公庫 国民生活事業は、

地域の皆さまをサポートします！ 

◆セーフティネット 

◆創業・第二創業 

◆ソーシャルビジネス 

◆海外展開 

◆事業承継 

◆事業再生 

経営セーフティ共済 検  索 小規模企業共済 検  索

★毎月3万円の掛金（年間36万円）で、例えば課税対象
　所得400万円の方なら、約11万円の節税になります。
　（左図は確定申告書の記載例）

回収困難となった売掛金（被害額）相当の資金を調達できます。（最高8,000万円まで）
「取引先の倒産」と「商取引の事実」の確認で迅速に貸付実行。「取引先の倒産」と「商取引の事実」の確認で迅速に貸付実行。

当面の資金繰りに役立ち、自社と社員を守れます。当面の資金繰りに役立ち、自社と社員を守れます。

将来、「廃業」「役員退任」等が生じたときに共済金を
受け取れます。
将来、「廃業」「役員退任」等が生じたときに共済金を
受け取れます。
現役引退後の安心した生活設計が図れます。現役引退後の安心した生活設計が図れます。

掛金は
損金もしくは
必要経費に
算入できます

掛金は
全額所得
控除

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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第１回理事会
　平成29年度第１回理事会を７月14日（金）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４名　相談役３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18名、法人２社、賛助会員13名の加入を承認。承認の結果、
個人組合員は1,204名、法人組合員115社、出資金額8,536万円、賛
助会員387名、加入率は84.5％となった。
� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○藤岡　保将（上京）� ○吉井　英雄（上京）
○片岡　啓二（右京）� ○平岡　功至（下京）
○堤　　博顕（東山）� ○小笹　隆吉（中京）
○牧野由佳理（右京）� ○小林　一理（上京）
○松村　治泰（園部）� ○太田　節子（右京）
○俣野　　剛（下京）� ○山本　愉章（中京）
○成田　晴彦（宇治）� ○丸山　　稔（宇治）
○川口　裕士（宇治）� ○樫山　　茂（伏見）
○河田　　潔（舞鶴）� ○高杉　勝裕（左京）
（法人組合員）
○ひいらぎ税理士法人（下京）
○税理士法人メルクマール（下京）
（賛助会員）
○片山奈津子（下京）� ○亀井　友美（右京）
○中野　宏之（宇治）� ○平尾　紗千（上京）
○杉本　　諒（下京）� ○新井　英植（下京）
○山﨑　恒樹（下京）� ○土肥　　豊（下京）
○伊庭　健裕（下京）� ○德弘　孝雄（中京）
○川西　貴子（園部）� ○西脇　美幸（上京）
○谷口　陽亮（宮津）

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。
○皆見　忠雄（中京・脱退【死亡】）
○俣野　　剛（下京・脱退【組合員へ移行】）
○牧野由佳理（右京・脱退【組合員へ移行】）
○堤　　博顕（東山・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　第45回通常総会議案審議　第１〜４号議案承認の件
第４号議案　「趣味の会」助成額承認の件
第５号議案　支部連主催事業協賛依頼承認の件
第６号議案　新規提携企業候補６社承認の件

【報告事項】
（保険部門）
保険第一委員会
①４月10日（月）連絡協議会開催報告
②５月19日（金）優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー開催報
告
③５月26日（金）大同保険推進協議会（４税協）実務者会議開
催報告
④平成29年度保有契約還元金について
保険第二委員会
①６月14日（水）日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会開
催報告
②６月22日（木）全税共京都地区業務推進会議開催報告並びに
個別業務推進協議会開催予定
③Ｚ１（代理店増強）・Ｚ２（挙績推進）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

理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

（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
　・講座開催実績並びに開催予定講座申込状況について

（総務部門）
総務委員会
①組合行事日程・組合PR一覧
②第45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

広報委員会
　・「京税協」発行状況について
地区連絡委員会
①両丹懇談会開催について（10月開催予定）
②支所合同協議会開催について（９月または10月開催予定）
③11月８日（水）全税共VIP君・ランちゃんチャリティーゴル
フコンペ開催について

第２回理事会
　平成29年度第２回理事会を８月４日（金）午後５時30分よりウェ
スティン都ホテル京都において開催。当日の出席状況は次の通り。
　理事50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18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）� 伊島　　睦（東山）
専務理事� 安井　伸夫（中京）� 髙橋　　健（東山）
� 河村　澄子（左京）�
常務理事� 髙島　良彦（中京）� 上田　浩嗣（下京）
� 梶谷　知代（左京）� 大橋　康人（右京）
� 松本　光生（右京）� 笹井　雅広（下京）
� 米澤　博充（東山）� 林　　一樹（中京）
� 中川　秀夫（伏見）� 森　　敏行（左京）
� 木戸　義人（伏見）� 金澤　好起（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
　第一位　近藤　明夫
　第二位　中江　嘉和
　第三位　堀口　裕弘
　第四位　伊島　　睦
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４名の組合員・賛助会員を委嘱することが承認・
可決された。
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５・26 大同保険推進協議会実務者会議
（各税協推進施策・推進状況について）

５・26 東京税理士協同組合第56回通常総代会懇親会出席
　於　京王プラザホテル

５・30 支部定期総会祝電（峰山）

５・31
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：水野朝太郎先生
参加：55名

６・１ 地区連絡小委員会（第46期予算について）

６・１ 支部定期総会出席（中京）

６・１ 支部定期総会出席（園部）

６・２ 支部定期総会出席（東山）

６・２ 支部定期総会出席（伏見）

６・２ 東京地方税理士協同組合第55回通常総代会出席
　於　横浜ベイシェラトンホテル

６・５ 保険第一委員会（第45回通常総会の議案審理について）

６・５ 保険第二委員会（第45回通常総会の議案審理について）

６・５ 支部定期総会祝電（宮津）

６・６ 支部定期総会出席（上京）

６・６ 支部定期総会出席（左京）

６・６ 支部定期総会祝電（福知山）

６・６ 支部定期総会祝電（舞鶴）

６・７
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：水野朝太郎先生
参加：55名

６・７ 支部定期総会出席（宇治）

６・８ 支部定期総会出席（右京）

６・９ 事業委員会（第46期予算案について）

６・９ 研修委員会（第46期予算と計画について）

６・９ 総務委員会（第45期決算準備）

６・10
〜12

大同生命優秀代理店表彰旅行
「函館・青森３日間の旅」

６・14
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：水野朝太郎先生
参加：55名

６・14

研修・短期講座
「中小企業オーナーの相続・事業承継と生命保険」
講師：日本生命保険（相）代理店営業本部
　　　コンサルティング推進部長
　　　山本吉克先生
参加：142名

６・14 日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会
　於　フォーチュンガーデンキョウト

６・15 名古屋税理士協同組合第50回通常総代会出席
　於　名古屋東急ホテル

６・16 兵庫県西税理士協同組合第48回通常総会懇親会出席
　於　ホテル日航姫路

６・17 近畿青年税理士連盟京都支部第53回定期総会出席
　於　京都ホテルオークラ

６・19 出版委員会（平成29年分税務便覧の作成について）

６・20 推薦会議

６・20 予算編成準備会

６・21
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：水野朝太郎先生
参加：55名

６・22 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・22
研修・短期講座
「顧問先を人事倒産から守る実務ポイント」
講師：特定社会保険労務士　福田秀樹先生
参加：124名

６・23 近畿税理士会第53回定期総会懇親会出席
　於　帝国ホテル大阪

６・23 東海税理士協同組合第38回通常総代会出席
　於　ヒルトン名古屋

６・27 千葉県税理士協同組合第12回通常総代会出席
　於　ホテル　ザ・マンハッタン

６・28
埼玉県税理士協同組合第51期通常総代会及び埼玉税理士共栄
会第34期定期総会出席
　於　清水園

６・30 総会議案審理会

７・３ 正副理事長会

７・５
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：水野朝太郎先生
参加：55名

７・７

研修・短期講座
「最近の税制改正について〜29年度改正を中心とした実務上
の注意点〜」
講師：櫻井圭一先生
参加：189名

７・10 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・11 期末本監査

７・12
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：水野朝太郎先生
参加：55名

７・13

研修・短期講座
「最近の税制改正について〜29年度改正を中心とした実務上
の注意点〜」
講師：櫻井圭一先生
参加：46名
　於　サンプラザ万助

７・14 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・14
常務理事会・理事会・役員委員合同慰労会
厚生会役員会
　於　ウェスティン都ホテル京都

７・18 役員候補者会議

７・19
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：水野朝太郎先生
参加：55名

組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
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７・21 ㈱日税ビジネスサービス第43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（税務便覧編集作業）

７・24 北陸税理士協同組合連合会第34回通常総会出席
　於　ホテル日航金沢

７・26

研修・短期講座
「後継者のいない関与先の終活〜事業をどのように引き継ぐ
か〜」
講師：弁護士　浅井悠太先生
参加：163名（内ライブ配信　12名）

７・26 相談役会
　於　京料理・天ぷら　天喜

７・28 出版委員会（税務便覧編集作業）

８・３ 和歌山県税理士協同組合創立40周年記念祝賀会出席
　於　ホテルグランヴィア和歌山

８・４ 正副理事長会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・４
第45回通常総会・理事会・常務理事会・懇親会
第６回厚生会通常総会・役員会・懇親会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・８ 神戸税理士協同組合創立40周年記念式典出席
　於　ホテルオークラ神戸

８・17 出版委員会（税務便覧校正作業）

８・18 保険第二小委員会（全税共第32回全国統一キャンペーンにつ
いて）

８・22 第一生命との個別業務推進協議会

８・22
研修・短期講座
「土地の財産評価に係る諸問題」
講師：不動産鑑定士　西脇則之先生
参加：173名

８・25 大阪・奈良税理士協同組合第29回通常総代会出席
　於　リーガロイヤルホテル大阪

８・29 明治安田生命との個別業務推進協議会

８・29 北海道税理士協同組合第45回通常総代会懇親会出席
　於　京王プラザホテル札幌

８・30
近畿税理士協同組合連合会推薦会議・理事会
全税共近畿地区業務推進会議　近畿地区会議出席
　於　近畿税理士会館

８・30 富国生命との個別業務推進協議会

８・31 総務委員会（支所会計について）

８・31 広報委員会（第158号編集割付）

８・31 出版委員会（税務便覧校正作業）

９・１ 正副理事長会

９・１ 第一生命・七条営業オフィス表敬訪問

９・５ 事業委員会（提携手数料について）

９・５ 研修委員会（第46期研修委員会の運営について）

９・５ ジブラルタ生命との個別業務推進協議会

９・５ 第一生命・福知山営業オフィス表敬訪問

９・５ 日本生命・福知山営業部表敬訪問

９・６ 大同生命事業報告懇談会出席
　於　ホテルオークラ東京

９・７
研修・短期講座
「平成29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：237名（内ライブ配信37名）

９・８ 地区連絡委員会（一泊旅行について）

９・８ 広報委員会（第158号ゲラ校正）

９・11
常務理事会・理事会・委員会合同懇親会
厚生会役員会
　於　京都ブライトンホテル

９・13

研修・短期講座
「組織再編税制について〜合併等の手続きや税務処理につい
ての実務上の留意点２」
講師：公認会計士・税理士　勝山武彦先生
参加：180名（内ライブ配信８名）

９・13 日本生命・京都営業部表敬訪問

９・13 日本生命・四条営業部表敬訪問

９・14 広報委員会（第158号ゲラ再校正）

９・14
研修・実務講座
「消費税　実務でやること、気をつけること第１回」（全５回）
講師：村岡大輔先生
参加：79名

９・14
研修・勉強会
「税理士実務に役立つ最近の判例・裁判例第１回」（全５回）
講師：立命館大学法学部教授　望月　爾先生
参加：46名

９・14 富国生命・京都みやび営業所表敬訪問

９・15 関東信越税理士協同組合連合会第49期通常総会出席
　於　清水園

９・15 近畿税理士政治連盟第51回定期大会懇親会出席
　於　帝国ホテル大阪

９・16 第29回両丹５支部親睦ゴルフコンペ
　於　福知山カントリー倶楽部

９・20
研修・実務講座
「消費税　実務でやること、気をつけること第２回」（全５回）
講師：村岡大輔先生
参加：79名（９月14日現在）

９・21
研修・短期講座
「税理士として知っておきたい経営力向上計画の活用方法」
講師：税理士・中小企業診断士　小松﨑哲史先生
参加：246名（内ライブ配信11名）（９月14日現在）

９・21 明治安田生命・宇治営業部表敬訪問

９・25 出版委員会（監修後校正作業）

９・25 近畿税理士協同組合連合会第22回通常総会出席
　於　ホテルグランヴィア大阪

９・25 「京税協」第158号発行

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
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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。
〈京都不動産取引所㈱〉
不動産オークションの企画・運営

〈㈱長谷工コーポレーション〉
マンション販売

〈京都リサーチパーク㈱〉
サービスオフィス

〈京セラ㈱〉
宝飾品販売

〈㈲疋田〉
貴金属等動産鑑定と買取

〈㈱税務研究会〉
定期刊行物と小冊子販売

◎下記の企業と契約終了いたしました。
〈住友不動産シスコン㈱〉
事業縮小のため平成29年９月30日で終了

◎下記の提携企業に変更がございました。
〈アテナ企画㈱〉
社名変更
　新社名　アテナ企画㈱
　旧社名　㈱ブーメランイット・ジャパン

※�ご不明な点がございましたら事務局までお問い合わせく
ださい。� （担当：杉本）

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％ となります。

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。

①�事業所税の納税義務者に１棟で延べ床面積500㎡以上を貸し
付けた場合

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。）

事務局からのお知らせ
自動販売機の設置場所を移動し、１台増設しました。
２階に設置しておりました自動販売機を１階の階段スペースに移
動しました。
併せてSNSでポイントがたまる自動販売機を増設しております。
市価より低い価格設定となっておりますので、是非ご利用くださ
い！
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