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東山支所　名古 千尋鳥羽湾の朝陽



　第47回通常総会において理事に選任いただき、その後
に開催されました理事会において理事長に選定いただき
ました。
　京都税理士協同組合の歴史を振り返りますと、創立当
初より組合員、さらには京都全域の税理士会員の信頼を
基礎にして、また提携企業関係各位のご協力を受けなが
ら発展してまいりました。
　京税協は間もなく創立50周年を迎えるところですが、
過去の歴史に感謝しつつ、次なる50年に向けて組合運営
をさらに充実させ活力あるものにしていかなければなら
ないと考えております。
　各委員会を中心とした組合活動は、各支所から選出い
ただきました委員の方々の並々ならぬご支援により、順
調かつ積極的に展開されてまいりました。

　京税協における委員会活動は、支所の垣根を越えた人
的交流に通じるものがあり、京都全体の税理士業界の連
帯を促している側面も持っているものと考えますので、
今後とも引き続き積極的な展開を期してまいります。
　京都税理士会館は、当組合の活動拠点であると同時に、
京都の税理士会のランドマークであり、税理士制度に対
する理解を深めるための地域における発信拠点でもあり
ます。
　この両面に鑑みれば、税理士会館は当組合の持ってい
る人的財産と併せて、重要な資産であることは言うまで
もなく、大切に維持していかなければなりません。時宜
にかなった改修等を計画し実施してまいります。
　京税協は、その目的を「組合員の相互扶助の精神に基
づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組
合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地
位の向上を図ることを目的とする。」と定款に定めており
ます。今後もこの目的の更なる充実のため、事業協同組
合としての本旨に従い組合を運営してまいりますので、
組合事業への積極的な参加を宜しくお願い申し上げ、就
任の挨拶といたします。

理事長就任に
あたって

� 理事長　中江　嘉和

　４年間の理事長のお役目が終了しました。感謝の想い
に満ちております。病気もせずにやって来れました。先
ずは家族、そして当事務所職員にお礼を。そして税協の
スタッフ、特に柴田事務局長様には更に感謝。
　激務ではありました。年間90回を超える会議、他税協
との協議会などなど…多くの土地へ行きました。それは
けっこう楽しい日々でもありました。
　さて、その90回がほぼ無くなるわけです。４年間のリ
ズムに慣れた生活をどう切り替えるか？先ず第一に本業

へ回帰。これは当然。しかしスタッフの努力で業績は右
肩上がり。私は不用かも？いや！違う！やることはいくら
でもあります。
　しかし、しかし、密かにしたいことがあります。京都
市内を縦横に走るバス。本、水筒、路線図、年間無料パ
スを持って、今まで利用したことのない系統に乗ります。
行き当たりばったりが理想。歩けば街並みが違って見え
るものです。公園で一休み、本を読みます。銭湯があれ
ば最高です。湯上りに居酒屋へ。TVのように美人ママが
いればその僥倖に乾杯します。
　それにプラスするものがあります。独学で身につけた
英会話を生かしましょう。フレンドリーな外人を見つけて
観光通訳をします。今も真如堂などでは楽しくおしゃべ
りをしておりますので。
　私を支えていただいた役員・組合員・賛助会員の皆様、
本当にありがとうございました。

観光通訳に
チャレンジ！

� 前理事長　辰巳　修偉

新理事長あいさつ

理事長退任あいさつ
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第８回 京都税理士協同組合厚生会 通常総会

　８月７日（水）15時より、京都税理士協同組合厚生会の第
８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。司会の髙橋健専務理事が開会
を宣し、辰巳修偉会長が挨拶を述べた後、議長に右京支所
の乗岡五月会員が選出され、以下の３議案が上程された。

第１号議案　�令和元年５月期（平成30年６月１日〜令和
元年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

　安井伸夫専務理事が事業報告を、髙島良彦常務理事が財
務報告を行った後、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　�令和２年５月期（令和元年６月１日〜令和２
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、髙島良彦常務理事が収
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
　髙橋健専務理事の提案通り、理事16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、堀口裕弘副会長が閉会の言葉を述べて総会は15
時20分に無事終了した。

第47回 京都税理士協同組合 通常総会

　続いて15時30分より京都税理士協同組合の第47回通常総
会が同会場で開催された。開催に先立ち、司会の河村澄子
専務理事が本年度中にご逝去された13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
乗岡五月組合員が議長となり以下の６議案が上程された。

第１号議案　�第47期（平成30年６月１日から令和元年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

　河村澄子専務理事が事業報告を、髙島良彦常務理事が財
務報告を行った。事業報告では業績が予算を上回り、支所
に対し教育情報事業費及び支所運営諸費を500万円増額し
2,750万円を交付したこと、保険事業の基盤強化を図った
こと、組合員及び賛助会員へ多岐にわたる施策が実施出来
たこと等が報告された。
　財務報告の後、監事５名を代表して田中裕司監事が監査
報告を行った。

第２号議案　�役員報酬決定の件
　髙橋健専務理事より、理事・監事に対して報酬は支給し
ない旨の提案があった。

第３号議案　経費の賦課徴収決定の件
　髙橋健専務理事より、経費の賦課徴収はしない旨の提案
があった。

第４号議案　借入金最高限度額承認の件
　髙橋健専務理事より、借入金最高限度額を５千万円とし
たい旨の提案があった。

第５号議案　�第48期（令和元年６月１日から令和２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、髙島良彦常務理事が収支予
算の提案を行った。事業計画では経営原資を大切に保ちつつ、
更なる収益確保を図り、そのために各部門のバランスの取れ
た活力ある組合運営を実現させる決意が述べられた。

第６号議案　�役員任期満了につき改選の件
　髙橋健専務理事の提案通り、理事55名、監事５名が選任
された。
　質疑応答の後、６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。
　引き続き来賓を代表して大阪国税局税理士監理官　日阪
哲也様をはじめ５名より祝辞を頂戴した。
　最後に近藤明夫副理事長が閉会の言葉を述べ、17時５分
に無事終了した。
� （広報委員　平野 烈）

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

８月７日（水）ウェスティン都ホテル京都

第47回

第８回
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理事長

中江　嘉和

総務部門（広報・地区連絡）担当
副理事長
伊島　睦

総務部門（総務・法規）担当
副理事長
森　敏行

保険部門担当
副理事長

志田　育夫

事業部門担当
副理事長

髙瀬　哲也

総務部門（広報・地区連絡）・事業
部門（事業・出版）担当 専務理事
河村　澄子

総務部門（総務・法規）・事業
部門（研修）担当 専務理事
福田　敦

保険部門担当
専務理事

笹井　雅広

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
東　智之

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

金澤　好起

地区連絡担当
常務理事

竹内　政明

地区連絡担当
常務理事

村中　研治

保険第一委員長
常務理事

松本　光生

事業委員長
常務理事

新見　和也

保険第二委員長
常務理事
横田　聡

出版委員長
常務理事
林　一樹

研修委員長
常務理事

村田　裕人

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

縄田　浩昭

広報担当
理　事

西澤　小百合

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

地区連絡副委員長
理　事

木戸　義人

地区連絡・研修担当
理　事

村尾　愼哉

新 役 員 紹 介
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地区連絡担当
理　事

安井　伸夫

地区連絡担当
理　事

北尾　剛久

地区連絡担当
理　事
金子　彰

地区連絡担当
理　事

安藤　竜三

地区連絡担当
理　事

萩原　政宏

地区連絡担当
理　事

松岡　保彦

地区連絡担当
理　事

船越　成人

地区連絡担当
理　事

糸井　正樹

地区連絡担当
理　事

稲岡　孝茂

地区連絡担当
理　事

上原　正夫

保険第一副委員長
理　事

有田　耕介

保険第一副委員長
理　事

沢辺　重行

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

保険第二副委員長
理　事

芦田　勝博

保険第二副委員長
理　事
南　博光

保険第二副委員長
理　事

野村　政史

保険第二担当
理　事

髙田　直浩

保険第二担当
理　事

吉良　武人

事業副委員長
理　事

永田　幹人

事業副委員長・出版担当
理　事

糸井　悠樹

事業副委員長
理　事

中山　聡

事業担当
理　事

中村　高広

研修副委員長
理　事

佐々木栄美子

研修副委員長
理　事

村瀬　研次
監　事

田中　裕司
監　事

井上　玲子
監　事

田中　英文
監　事

太田　克
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

中
江
　
嘉
和（
右
京
）

【
総
務
・
法
規
】
森
　
　
敏
行（
左
京
）　
　【
広
報
・
地
区
連
絡
】
伊
島
　
　
睦（
東
山
）

【
総
務
・
法
規
】
福
田
　
　
敦（
右
京
）　
　【
広
報
・
地
区
連
絡
】
河
村
　
澄
子（
左
京
）

総
務
部
門

（総務）
◎髙島　良彦（中京）

（総務）
○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）
　湯川　雅史（右京）　　小杉　將之（左京）
　髙橋　　健（東山）　　堤　　博顕（東山）
　阿戸　能貴（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）　　岸　　竜輔（下京）
　島　　陽子（下京）　　山﨑　恒樹（下京）
　山本　耕二（右京）　　小山　富央（伏見）
　平野　　謙（宇治）

（広報）
◎東　　智之（上京）

（広報）
○吉田　　貢（下京）
○縄田　浩昭（伏見）
　西澤小百合（東山）

（広報）
〇伊藤　政宏（右京）　〇平野　　烈（右京）
　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）
　古瀬英美子（伏見）　　坂　　巧美（宇治）
　人見　真也（園部）

（地区連絡）
◎大橋　康人（右京）
　金澤　好起（宇治）
　竹内　政明（右京）
　村中　研治（左京）

（地区連絡）
○中野　顯一（中京）
○木戸　義人（伏見）
○吉田　史樹（園部）
　村尾　愼哉（上京）
　安井　伸夫（中京）
　北尾　剛久（下京）
　金子　　彰（左京）
　安藤　竜三（東山）
　萩原　政宏（伏見）
　松岡　保彦（園部）
　船越　成人（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）

志
田
　
育
夫（
下
京
）

笹
井
　
雅
広（
下
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）
○沢辺　重行（中京）
○新開　淳史（下京）
○岡本　清臣（伏見）

（保険第一）
　江南　和真（上京）　　室元　　剛（下京）
　國場　　淳（右京）　　中川　和彦（右京）
　梶谷　知代（左京）　　犬飼　利和（東山）
　林　　徹郎（東山）　　髙屋　豊明（伏見）
　竹村　祥世（伏見）　　村岡　大輔（宇治）
　中川　正茂（園部）　　丸山　拓哉（舞鶴）

（保険第二）
◎横田　　聡（中京）

（保険第二）
○芦田　勝博（中京）
○南　　博光（中京）
○野村　政史（右京）
　髙田　直浩（上京）
　吉良　武人（宇治）

（保険第二）
○浪花　隆司（下京）　　水野由佳子（上京）
　平岩　　誠（中京）　　永易　秀一（下京）
　清水　　仁（右京）　　木村　修詞（左京）
　藤原　俊文（東山）　　小山　　敏（伏見）
　市原　鉄平（宇治）　　川西　貴子（園部）
　藤原　　健（福知山）

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

中
江
　
嘉
和（
右
京
）

髙
瀬
　
哲
也（
宇
治
）

【
事
業
・
出
版
】
河
村
　
澄
子（
左
京
）　
　【
研
修
】
福
田
　
　
敦（
右
京
）

事
業
部
門

（事業）
◎新見　和也（伏見）

（事業）
○永田　幹人（中京）
○糸井　悠樹（右京）
○中山　　聡（宇治）
　中村　高広（上京）

（事業）
　東　紘太朗（上京）　　近藤　明久（上京）
　中野　仁資（中京）　　長谷川孝利（下京）
　山代脩一朗（下京）　　岡本　理博（右京）
　冨田　晃三（左京）　　二井　　徹（左京）
　岩井盛一郎（東山）　　米澤　博充（東山）
　久保　美雄（伏見）　　蓮沼　　誠（宇治）
　𠮷村　安弘（宇治）　　

（出版）
◎林　　一樹（中京）

（出版）
　糸井　悠樹（右京）

（出版）
　藤原　靖典（上京）　　松田　晃輔（上京）
　大道　智之（中京）　　片岡　卓也（中京）
　瀨口　絵美（下京）　　武尾　史子（下京）
　平澤　尚士（右京）　　飯田　真弓（左京）
　堤　　博顕（東山）　　藤田　雅之（伏見）
　浦河　泰弘（宇治）

（研修）
◎村田　裕人（伏見）

（研修）
○佐々木栄美子（中京）
○村瀬　研次（宇治）
　村尾　愼哉（上京）

（研修）
　小林　秀樹（上京）　　小川　修平（中京）
　加藤象二郎（下京）　　林田　士郎（右京）
　水野朝太郎（右京）　　尾藤　武英（左京）
　大西　淳史（東山）　　坂口由美枝（伏見）
　小泉　彰孝（宇治）　　井木登志雄（園部）

監　　　事
田中　裕司（中京）　　井上　玲子（宇治）　　田中　英文（右京）
太田　　克（上京）　　瀨戸　繁治（員外　阪奈税協）

上田　寛
（下京）

廣瀬　伸彦
（上京）

平澤　政治
（右京）

辰巳　修偉
（左京）

近藤　明夫
（上京）

堀口　裕弘
（伏見）

相 談 役 紹 介
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中京支部長

安井　伸夫 �

　去る６月５日の第39回中京支部定期総会におきまして、
新たに支部長に選任されました安井伸夫でございます。支
部長という重い役職をいただき、大変な重責を感じており
ますが、会員の皆様のご協力を頂きながら、支部会務運営
に精一杯努力してまいりたいと思っておりますので、どう
かよろしくお願い申し上げます。
　さて、中京支部は京都府下では最大の会員数を擁する支
部でございます。京都税理士協同組合への加入率におきま
しては約80％となっており、支所別の組合員数でみても最
大の組合員数を擁する支所となっております。そのため、
多くの先生方が京税協の役員・委員として、汗をかきなが
ら組合運営に協力させて頂いております。
　一方で、京税協からは支所交付金として多大なご支援を
頂戴し、支所を通じ、支部の研修事業や厚生事業を支えて
頂いております。今後とも変わらぬご支援をお願い申し上
げますとともに、会員先生方には提携企業の利用促進、各
種事業への積極的なご参加を、そして、未加入の会員先生
方には京税協への新規加入をお願いしてまいりたいと思い
ます。
　結びにあたり、京税協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。

右京支部長

竹内　政明 �

　本年６月６日の右京支部第39回定期総会におきまして支
部長に就任することになりました竹内政明でございます。
何分浅学非才の身でございますが、選任されました以上は
会員先生方のご協力をいただき、支部の会務運営を一生懸
命努めたいと考えております。
　さて、右京支部はご承知のとおり右京区・西京区・向日
市・長岡京市・大山崎町からなり、２市１町と右京区京北
に４つの商工会が存在しています。各商工会へは協議派遣
により相談担当税理士を派遣し税務支援を行っていますが、
商工会会員への指導については税理士会、商工会が相互の
法律及び事業について理解を深めるための話し合いを行わ
なければなりません。近畿税理士会の方針により、本年は
具体的な動きがあると思われますが、税理士制度の維持発
展及び納税者の利便性を図るため、会員先生方のご理解ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

　支部運営に関しましては、京都税理士協同組合からの支
所交付金等のご支援により成り立っていることを踏まえ、
各種事業への積極的な参加、協力を行っていきたいと考え
ております。
　最後になりましたが、組合員先生方のご健勝並びにご事
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

村中　研治 �

　本年６月６日の第39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村中研治でございます。浅
学非才の身でありながら支部長を仰せつかり、その大役に
責任の重大さをひしひしと感じております。これからの２
年間微力ではありますが、精一杯任期を全うすべく頑張っ
ていく所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、本年新天皇のご即位により元号が「令和」に改ま
り、新しい時代を迎えることとなりました。我々税理士の
業務を取り巻く環境においても、AIや情報通信技術の急
速な進歩など大きな変革の波が押し寄せてきます。また本
年10月からは、消費税率の引上げと併せて軽減税率制度が
実施されます。これらの環境の変化に対応すべく、支部と
いたしましては、研修や税対事業の充実をさらに図ってい
きたいと思っております。
　京都税理士協同組合におかれましては、支部交付金等多
大な支援をいただき左京支所との共済事業を通じて支部事
業を支えていただいていることを改めて感謝申し上げると
ともに、支部会員に組合への加入や行事への積極的な参加
を呼びかけたいと考えております。
　結びにあたりまして、京都税理士協同組合のますますの
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。

東山支部長

安藤　竜三 �

　本年６月７日の東山支部定期総会におきまして支部長に
就任いたしました安藤竜三でございます。浅学非才の身で
はありますが、山﨑前支部長より託されたバトンをしっか
りと次の世代に橋渡しできる様に奮励努力致します。
　東山支部は市内支部では最も会員数の少ない支部ですが、
少数ゆえの団結力と老若男女問わず活発な支部運営が自慢
であります。

新支部長就任あいさつ

【8】 令和元年９月25日



　京都税理士協同組合の役員・委員の皆様や事務局の方々
には平素から大変お世話になっており、改めまして御礼申
し上げます。まもなく施行されます消費税複数税率や事業
承継税制などの充実した研修事業により、会員の日常業務
に多大なるご支援を賜り、また支部運営におきましても支
所交付金を頂戴し、京都税理士協同組合はなくてはならな
い存在であります。支部の会員先生方には組合事業への参
加と加入勧奨をお願いする所存です。
　結びにあたりまして、組合員皆様の益々のご健勝とご繁
栄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

萩原　政宏 �

　令和元年６月６日に開催されました第39回定期総会にお
きまして、支部長に就任しました萩原でございます。伝統
ある伏見支部の支部長に就任しましたことは、身の引き締
まる思いであります。今後とも京都税理士協同組合並びに
組合員先生方の変わらぬご理解とご支援を賜りますよう何
卒宜しくお願い申し上げます。
　さて、伏見支部は本年４月１日現在、正会員138名、法
人会員10名、準会員14名で構成され、支部行事の参加者も
多く「対話と協調」の精神で和気あいあいとした支部です。
これからの２年の間には、消費税率10％、軽減税率制度の
導入や支部創立40周年を迎えますが、研修事業や税対事業
そして厚生事業、広報事業につき一層充実した取り組みを
行い、組合員の先生方にはもちろんのこと次の世代を担う
若者にとりましても、魅力ある伏見支部となるよう支部の
発展に努めたいと思います。
　また京都税理士協同組合からの支所交付金につき、この
誌面をお借りしまして改めて御礼申し上げますとともに、
支部として組合加入率の向上に努め、また組合行事の参加
に取り組むなど、京都税理士協同組合の発展にも努めたい
と思います。
　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。

園部支部長

松岡　保彦 �

　本年６月５日の園部支部定期総会におきまして、支部長
に就任いたしました松岡保彦でございます。微力ではござ

いますが、支部長としての重責を果たすべく努力してまい
ります。どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、園部支部は会員数40人余りの小規模の支部です。
しかしながら、ここ数年は若い会員も増えており、支部活
動の更なる活性化を図るのにいいタイミングであると考え
ております。
　京都税理士協同組合におかれましては、支部運営に関し
て支所交付金等多大な支援を行っていただいているところ
です。これまで園部支部では、この支所交付金の活用につ
いては図書の配付を中心としておりましたが、今後は支部
活動の活性化に一層役立てるため、研修事業や厚生事業に
も活用していきたいと考えております。
　また、園部支部の組合加入率は高いものと自負しており
ますが、新入会員も増えてきておりますので、引き続き組
合への加入勧奨に努めていく所存です。
　結びにあたりまして、京都税理士協同組合の益々のご発
展、そして組合員先生方のご健勝とご事業のご繁栄を祈念
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。

福知山支部長

船越　成人 �

　本年６月６日の福知山支部第39回定時総会において、支
部長に選任されました船越成人でございます。浅学非才の
私が、支部長という大役を仰せつかり、大変光栄に存じま
すとともに、その職責の重さに身の引き締まる思いでござ
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、ご鞭撻をお願いいたします。
　福知山支部は会員数30名に満たない小規模支部ですが、
確定申告期における税務支援の実施や独自事業としての通
期の税務相談センターの開設、租税教室への講師派遣等に
加え、本年からは軽減税率対応型記帳指導への取組み他、
支部事業の更なる充実と、これら諸事業の礎となる会員の
資質向上のための研修機会の拡大・充実に努め、支部とし
てより地域に根ざした社会的使命の達成を図ってまいりた
いと考えております。
　これら諸施策を推進していく上で組合からの財務面への
支えに感謝申し上げますとともに、各種事業への積極的参
加を通じて組合及び組合員の皆様との連携に努めてまいり
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。
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　これまでは、テレビ番組や雑誌等からゴルフ情報を蓄積
し、ラウンドに活かす努力をしてきましたが、年間10回程度
のラウンド数では目に見える効果はあまりなく好不調の波が
あり、安定しないスコアが続いていました。
　それでも小さな目標をコツコツと積み重ねて大きい目標に
近づくという教えを実践し、平素から体操やウオーキングで
体の硬さをほぐす努力をするとともに、どうすれば上達する
か試行錯誤してきました。
　そんなある日、シングルプレイヤーの人とラウンドする機
会がありました。そして貴重なアドバイスを貰い、藁にも縋
る思いで実践してみると徐々に効果が出てきました。
　流石、シングルプレイヤーです、的確な指導をしてくれた
その人は、後日月刊誌の「アイアンが上手になる大特集」に
４ページにわたり掲載されていました。（おったまげです）
　そのような中、今回の大会です。目標を、90切りに置き、
気合を入れて受付を済ませました。同伴競技者は、東幹夫
先生、吉田史樹先生、大同生命の門脇昭憲課長さんでした。
皆さん、温厚な方で、和気あいあいとプレーをすることがで
きました。目標の90には僅かに及びませんでしたが、それな
りに納得のできるスコアでした。
　そして、成績発表があり、何とハンディキャップに恵まれ
て優勝してしまいました。
　この日の朝、偶然に中京支所の中村光春先生から、にこや
かに挨拶してもらったことを思い出しました。（中村先生は、
この日EASTコースで優勝されています）何かご縁があった
のでしょうか。
　京税協と大同生命のスタッフの皆様にはお世話になりあり
がとうございました。令和元年に古希を迎えて、健康でゴル
フができることに感謝しております。

　前日迄の絶好のゴルフ日和が一変し、雨具着用でのスター
トでした。
　ダブルボギー３連チャンの滑り出しで、いつもの実力発揮
でした。天候もプレー途中から持ち直し、まずまずのコンディ
ションで終了できました。
　可もなく、不可もない、いつもの自分のスコアに納得し表
彰式に出席しました。上位入賞は絶望と思っていましたので、
密かに飛び賞的中を狙っていました。表彰式も終盤となり今
回もクジ運に見放されたと思った矢先に、優勝者として自分
の名前が告げられ、嬉しさ一杯で表彰を受けました。まさに
運とダブルペリアのマジックで頂いたものと思います。この
コンペでは、平成24年の第48回に次いで、２回目の優勝をさ
せていただきました。更に今回は、平成最後の大会というこ
とでも、私の生涯の想い出になるものです。
　同じパーティーでラウンドして下さった宇治支所の衛藤弘
正先生、上京支所の栗田啓二先生、中京支所の竹橋正次先
生方との楽しいプレーのお陰と感謝致します。又、今大会
の運営に携わって下さった、京税協と大同生命のスタッフの
方々に厚くお礼申し上げます。
　ありがとうございました。

優勝者の声
WESTコース

優勝者の声
EASTコース

中京支所
中村　光春

園部支所
八釣　重雄

ＷＥＳＴコース ＥＡＳＴコース 団　体

優　勝 八釣�重雄
園部支所

中村�光春
中京支所 伏見支所

準優勝 安田　�徹
中京支所

平岩�倉一
中京支所 園部支所

３　位 西村�麗王
下京支所

岡本�清臣
伏見支所 右京支所

（敬称略）

成
績
表

団
体
優
勝

グランベール京都
ゴルフ倶楽部
� 4月24日（水）

京税協・
大同生命
京税協・
大同生命 ゴルフコンペゴルフコンペチャリティー
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　５月17日（金）ウェスティン都ホテル京都「葵
殿」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、藤田広
行大同生命保険（株）執行役員近畿地区営業本部
長のご挨拶、堀口裕弘副理事長の経過報告が行
われた。
　その後、営業社員の最優秀賞１名、優秀賞18
名、努力賞14名、特別賞「連続入賞者表彰（雅ファ
イブ）」８名の受賞者の紹介がなされ、辰巳理
事長より受賞者の代表に表彰状および副賞の贈
呈が行われた。最優秀賞の米原幸子様のほか、
各受賞者代表はそれぞれお礼の言葉と来年度に
向けての抱負を述べた。紹介税理士表彰におい
て、５名の紹介が行われ、こちらも辰巳理事長
より紹介税理士代表として新開淳史先生（下京
支所）に表彰状と副賞の贈呈が行われた。
　そして、石川直樹大同生命保険（株）京都支社
長の謝辞の後、最後に近藤明夫副理事長の挨拶
により閉式となった。
　引き続き、松本光生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。中江嘉
和副理事長の開宴の挨拶、平澤政治相談役の乾
杯の後、楽団トーン・フレンドリーズによるラ
イブが行われ会場内は大いに盛り上がった。
　また、村岡大輔保険第一副委員長進行による
お楽しみ抽選会では、当選者が決まるたびに大
きな歓声が上がり、会場は楽しい雰囲気に包ま
れた。祝賀パーティーが大いに盛り上がってい
る中、伊島睦副理事長の閉宴の挨拶でお開きと
なった。�

（広報委員　中井康道）

河内　良子　 成瀬　浩子　 寺井　惠子　 井上　啓子　 三上由里子
花村　美香　 押尾由美子　 小林　由佳　 中山世利子　 奥田由佳理
井ノ口真里子　 塩貝　誠子　 長谷川勢子　 谷岡　雅世　 村上　尚子
大銅裕紀子　 熊澤　美幸　 平方　一美

優 秀 賞

藤原　典子　 平井　智子　 熊谷理恵子　 杉山美百合　 齋藤永美子
平井　一郎　 八杉　亜土　 古沢　佳子　 山田　量子　 木地谷良子
桐本　博之　 糸井　高子　 小堂　道代　 藤田　　緑

努 力 賞

〈６年連続入賞・雅ファイブ２回目〉

米原　幸子　 河内　良子
寺井　惠子　 井上　啓子
花村　美香　 押尾由美子

〈５年連続入賞・雅ファイブ初受賞〉

小林　由佳
奥田由佳理

特別賞「連続入賞者表彰（雅ファイブ）」

受賞者ご芳名（敬称略）

米原　幸子
最 優 秀 賞

5月17日（金）
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

【営業社員】

新開　淳史（下京）
端　　章司（東山）
村田　和男（東山）
武田　　治（宇治）
東　　幹夫（峰山）

【紹介税理士】（支所順）
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　東山の麓にある緑豊かなレストラン、ザ�ソウドウ�東山�
京都（THE�SODOH�HIGASHIYAMA�KYOTO）において、
大同生命優秀登録代理店・共済支社スタッフ表彰式が開催
されました。
　安井伸夫専務理事の司会で、まず辰巳修偉理事長より、
成績をあげていただいた先生方と大同生命保険株式会社の
スタッフの皆様方に感謝したい旨の開式の挨拶がありまし
た。大同生命執行役員税理士推進本部長�木村恭介様のご
挨拶、そして髙橋健専務理事よりの経過報告の後、登録代
理店10名、京都税理士共済支社スタッフ３名に辰巳理事長
より表彰状並びに副賞が贈呈されました。代理店代表福知
山支所�中井正紀様、スタッフ代表�沖永有希様のご挨拶、
続いて京都税理士共済支社長�長田博之様の謝辞をいただ
きました。最後に堀口裕弘副理事長の閉式の挨拶で表彰式
は無事終了しました。
　懇親会は新開淳史保険第一副委員長の司会により、中江
嘉和副理事長の開宴の挨拶で始まりました。大同生命近畿
地区営業本部税理士推進本部長�恒松究様の乾杯のご挨拶
に続いて、美味しいイタリアンやワインなどが次々と並び、
皆さん会話が弾んでいる様子でした。そこへ突然、会場後
方の扉が開き、KYOSANと胸に大きく書かれた濃紺の衣
装に、キラキラのポンポンを持ったチアガールの入場です。
今までざわめいていた皆さんから一斉に歓声と拍手が起こ
りました。迫力あるダンスとチアガールの方たちの弾ける

受賞者ご芳名（敬称略）

廣井　増生（上京）	 藤田　一裕（上京）
髙山恵一郎（中京）	 北川　泰伸（下京）
井元　喜一（左京）	 小山　富央（伏見）
林　　重雄（宇治）	 藤原　義明（宇治）
中川　正茂（園部）	 中井　正紀（福知山）

【登録代理店】（支所順）

沖永　有希
土井　健大
村上　記子

【京都税理士共済支社スタッフ】

ような笑顔に会場も大盛り上がりでした。京都産業大学チ
アリーダー部の皆様ありがとうございました。
　楽しい時間はあっという間に過ぎ、伊島睦副理事長より
閉宴の挨拶がありました。締めはいつもの一本締めではな
く、チアガール風に「フレー！フレー！大同！」でした。
会場の皆さんも学生時代に戻り「フレー！フレー！大同！」
「フレー！フレー！京税協！」と大合唱になり、楽しい夜
は更けていきました。
� （広報委員　名古千尋）

信楽カントリー俱楽部　杉山コース
（キャディ付９組、セルフ16組）
滋賀県甲賀市信楽町畑55-1　☎0748-82-3711

（組合せ表並びに開催要領は、直接送付します）
参 加 費 用 会費 ¥4,000
☆プレーフィは同封のDMをご覧ください。

令和元年
11月6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。

お申し込みは10月15日（火）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

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63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
ご参加
お待ちしております

大同生命優秀登録代理店・
共済支社スタッフ表彰式

5月31日（金）
ザ ソウドウ 東山 京都
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　ウェスティン都ホテル京都において開催された。第34
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。

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

５月29日水

　８月の総会を以て２年の任期満了に伴い、京都ホテルオー
クラ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超えた会話も飛び交う
賑やかな慰労会となった。

役員・委員合同慰労会 ７月10日水

　辰巳修偉理事長以下９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７日（水）開催のそれぞれの通常総会で
報告がなされた。

期末監査 ７月５日金
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第１回理事会
　令和元年度第１回理事会を７月10日（水）午後３時50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　組合員・賛助会員加入承認の件
　個人15名、法人２社、賛助会員11名の加入を承認。承認の結果、
個人組合員は1,186名、法人組合員127社、出資金額7,907万円、賛
助会員421名、加入率は83.7％となった。
� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○門脇　理恵（下京）� ○原田　秀樹（中京）
○横田　　聡（中京）� ○水上　祐介（園部）
○糸井　悠樹（右京）� ○吉松　大輔（伏見）
○川崎　　隆（伏見）� ○陸奥田亮子（園部）
○大澤　哲夫（上京）� ○亀井　友美（右京）
○山本　雅一（上京）� ○横田　勝年（宇治）
○松本　一史（右京）� ○村上　惠吾（伏見）
○久乗　一姫（中京）
（法人組合員）
○衣笠税理士法人（上京）
○税理士法人二条城平松（中京）
（賛助会員）
○小泉　栄士（上京）� ○矢野　直也（峰山）
○河本　泰行（上京）� ○島津　有希（中京）
○松浦征一郎（左京）� ○太田　雄介（下京）
○関本　麻弥（園部）� ○佐藤　文行（宇治）
○夏間　秀樹（東山）� ○平松　壽夫（中京）
○平松　展三（下京）�

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○横田　　聡（中京・脱退【組合員へ移行】）
○大山　竜矢（下京・脱退【東京会へ転出】）
○糸井　悠樹（右京・脱退【組合員へ移行】）
○西村　由起（宇治・脱退【東支部へ転出】）
○肱岡　智洋（園部・脱退【大津支部へ転出】）
○亀井　友美（右京・脱退【組合員へ移行】）
○森川　兼造（伏見・脱退）
○久乗　一姫（中京・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　第47回通常総会議案審議　第１～６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　役員の自己取引承認の件（組合決算申告・出版各業務）

【報告事項】
（総務部門）
総務委員会
①組合行事日程・組合PR一覧
②第47回通常総会　スケジュール・会場レイアウト・役割分担、
来賓一覧・PR実施企業リスト
③全税共文化財団助成要項について
広報委員会
・「京税協」発行状況報告について
地区連絡委員会
①両丹懇談会開催、支所長・会計担当者会議開催について
②11月６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

（保険部門）
委員会共通
・令和元年度保有契約還元金について

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

保険第一委員会
①４月８日（月）連絡協議会開催報告
②５月17日（金）優秀営業社員表彰式・祝賀パーティー開催報
告

③５月31日（金）優秀登録代理店・共済支社スタッフ表彰式開
催報告

④研修会開催について
保険第二委員会
①５月29日（水）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

②第34回全国統一キャンペーン・プレキャンペーン実施要領に
ついて

③Z1（代理店推進）・Z2（挙績推進）キャンペーンについて
④日本生命VIP代理店協議会開催について
⑤小規模企業共済・倒産防止共済表彰報告

（事業部門）
事業委員会
・提携企業との解消報告（２社）

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み状況について

第２回理事会
　令和元年度第２回理事会を８月７日（水）午後５時15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47名　監事４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　理事長・副理事長・専務理事・常務理事互選の件
　７月23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� 中江　嘉和（右京）
副理事長� 伊島　　睦（東山）� 森　　敏行（左京）
� 志田　育夫（下京）� 髙瀬　哲也（宇治）
専務理事� 河村　澄子（左京）� 福田　　敦（右京）
� 笹井　雅広（下京）�
常務理事� 髙島　良彦（中京）� 上田　浩嗣（下京）
� 東　　智之（上京）� 大橋　康人（右京）
� 松本　光生（右京）� 横田　　聡（中京）
� 新見　和也（伏見）� 林　　一樹（中京）
� 村田　裕人（伏見）� 金澤　好起（宇治）
� 竹内　政明（右京）� 村中　研治（左京）

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　伊島　　睦
第二位　森　　敏行
第三位　志田　育夫
第四位　髙瀬　哲也

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
　相談役として在任の３名に加え、新たに３名の組合員を委嘱す
ることが承認可決された。
辰巳　修偉（左京）
近藤　明夫（上京）
堀口　裕弘（伏見）
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５・27 事業小委員会（第48期予算案について）

５・29 保険第二委員会（第47回通常総会の議案について）

５・29 全税共京都地区業務推進会議
　於　ウェスティン都ホテル京都

５・31 大同生命優秀登録代理店・共済支社スタッフ表彰式
　於　ザ ソウドウ 東山 京都

６・３ 保険第一委員会（第47回通常総会の議案について）

６・３ 支部定期総会出席（上京）

６・４ 支部定期総会祝電（舞鶴）

６・４ 支部定期総会祝電（峰山）

６・５ 研修委員会（第48期研修委員会の運営について）

６・５ 支部定期総会出席（中京）

６・５ 支部定期総会出席（宇治）

６・５ 支部定期総会出席（園部）

６・５ 支部定期総会祝電（宮津）

６・６
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：52名

６・６ 支部定期総会出席（右京）

６・６ 支部定期総会出席（左京）

６・６ 支部定期総会出席（伏見）

６・６ 支部定期総会祝電（福知山）

６・７ 支部定期総会出席（東山）

６・10 事業委員会（第48期予算案について）

６・10 総務委員会（第47期決算準備）

６・12 地区連絡小委員会（第48期予算について）

６・13
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：52名

６・13 名古屋税理士協同組合第52回通常総代会出席
　於　名古屋東急ホテル

６・14 兵庫県西税理士協同組合創立五十周年記念式典出席
　於　ホテルモントレ姫路

６・14 東海税理士協同組合第40回通常総代会懇親会出席
　於　名古屋マリオットアソシアホテル

６・15
近畿青年税理士連盟京都支部
第55回定期総会懇親会出席
　於　ウェスティン都ホテル京都

６・17 予算編成準備会

６・17 推薦会議

６・17 東京地方税理士協同組合第57回通常総代会出席
　於　横浜ベイシェラトンホテル

６・18 近畿税理士会第55回定期総会懇親会出席
　於　帝国ホテル大阪

６・18 長野県税理士協同組合第53期通常総代会出席
　於　ホテルブエナビスタ

６・18 千葉県税理士協同組合第14回通常総代会出席
　於　ホテル　ザ・マンハッタン

６・19
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：52名

６・21
研修・短期講座
「士業として押さえておきたい働き方改革関連法」
講師：弁護士　仲井敏治先生
参加：139名

６・25 出版小委員会
（2019年分税務便覧の方向性検討について）

６・25 出版委員会（2019年分税務便覧の作成について）

６・26
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：52名

６・27
埼玉県税理士協同組合第53期通常総代会及び埼玉税理士共栄
会第36期定期総会出席
　於　清水園

７・１ 総会議案審議会

７・３ 正副理事長会

７・３ 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・５ 期末監査

７・10 出版委員会（税務便覧編集作業）

７・10 常務理事会・理事会・厚生会役員会

７・10 役員・委員合同慰労会
　於　京都ホテルオークラ

７・11
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：52名

７・16 上京支部例会・意見交換会出席
　於　京都ブライトンホテル

７・17 出版委員会（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：水野朝太郎先生
参加：52名

７・18
研修・短期講座
「2019年度税制改正の内容と考察」
講師：國田修平先生
参加：156名

７・18 伏見支部夏季意見交換会出席
　於　リーガロイヤルホテル京都

７・19 （株）日税ビジネスサービス第45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36回通常総会出席
　於　ホテル日航金沢

７・23 役員候補者会議

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：水野朝太郎先生
参加：52名

７・25

研修・短期講座
「消費税軽減税率制度
～対象取引の判断と事業者の対応～」
講師：金井恵美子先生
参加：227名（内ライブ配信22名）

７・26

研修・短期講座
「2019年度税制改正の内容と考察」
講師：國田修平先生
参加：28名
　於　サンプラザ万助

７・30

研修・短期講座
「出勤簿の整備は必須事項です！働き方改革関連法案につい
て」
講師：京都働き方改革推進支援センター
社会保険労務士　鈴木圭史先生
参加：110名

８・５ 出版委員会（税務便覧編集作業）

８・６ 神戸税理士協同組合第29回通常総代会懇親会出席
　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
第46回通常総会・理事会・常務理事会・懇親会
第７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・９ 出版委員会（税務便覧編集作業）

８・19 出版委員会（税務便覧校正作業）

８・21
近畿税理士協同組合連合会推進会議・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・23 常務理事会

８・23 新旧役員事務引継会

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

令和元年
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８・27
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：125名

８・28 広報委員会（第166号編集割付）

８・28 大阪・奈良税理士協同組合第31回通常総代会懇親会出席
　於　リーガロイヤルホテル大阪

８・28 北海道税理士協同組合第47回通常総代会懇親会出席
　於　京王プラザホテル札幌

８・29

研修・短期講座
「ものづくり補助金・先端設備等導入計画の申請支援ができ
る認定支援機関になる方法」
講師：中小企業診断士　今村敦剛先生
参加：111名（内ライブ配信９名）

９・３ 保険第一委員会（大同生命の今年度施策について）

９・３ 保険第二委員会
（全税共第34回全国統一キャンペーンについて）

９・３ 出版委員会（税務便覧校正作業）

９・４ 大同生命事業報告懇談会出席
　於　ホテルオークラ東京

９・５ 事業委員会（事業推進協議会について）

９・５ 研修委員会（第48期研修委員会の運営について）

９・５ 朝日生命との個別業務推進協議会

９・６ 広報委員会（第166号ゲラ校正）

９・６ 明治安田生命との個別業務推進協議会

９・６ 近畿税理士政治連盟第53回定期大会懇親会出席
　於　帝国ホテル大阪

９・９
正副理事長会・理事会・委員会合同懇親会
厚生会役員会
　於　ザ・サウザンド　キョウト

９・10
研修・短期講座
「実務に役立つ信託に関する基礎知識」
講師：司法書士　北詰健太郎先生
参加：157名

９・10 大同生命登録代理店・紹介税理士研修会
　於　京都税理士会館

９・12 広報委員会（第166号ゲラ校正）

９・12
研修・勉強会
「相続法改正で変わる相続法務・税務第１回」（全５回）
講師：立命館大学法学部教授　本山敦先生
参加：79名

９・13 地区連絡委員会（一泊旅行について）

９・13 大同保険推進協議会実務者会議出席
　於　名古屋税理士協同組合

９・13 関東信越税理士協同組合連合会第51期通常総会出席
　於　清水園

９・17

研修・短期講座
「株価・為替の見通しと国内外の経済情勢」
講師：ニッセイ基礎研究所
チーフ株式ストラテジスト　井出真吾氏
参加：112名（９月12日現在）

９・17 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

９・20
研修・短期講座
「令和元年度法人課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：214名（９月12日現在）

９・24 近畿税理士協同組合連合会第24回通常総会出席
　於　神戸ポートピアホテル

９・25 「京税協」第166号発行

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

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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事業委員会からのお知らせ
◎�下記企業との提携契約は令和元年５月31日で終
了いたしました。

　・京都リサーチパーク株式会社
　・医療法人財団今井会足立病院

◎６月１日より変更のご案内
　中信総合リース株式会社：
� 中信リース&カード株式会社へ名称変更

※提携内容等につきましては、事務局までお問い合せください。（担当：中川）

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％

申 告 義 務
京都市内の

合計事業所床面積
800㎡以上

京都市内の
合計従業員数
80人以上

免　税　点
京都市内の

合計事業所床面積
（非課税部分を除く。）

1,000㎡以下

京都市内の
合計従業者数

（非課税に係る者を除く。）
100人以下

課税標準の
算 定 期 間

法人…事業年度　　　　　
個人…１月１日～12月31日

納 付 方 法 申告納付

申告納付の
時　　　期

法人…事業年度終了の日から２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％が加算されます。
　・�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

◆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

事業所税の「申告書」、「事業所用家屋の貸付状況等の申告書」、
「事業所税申告の手引」は、京都市ホームページからダウロード
できます。
詳しくは、京都市ホームページ「京都市情報館」にてサイト
内検索「事業所税」で検索してください。
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