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５月10日（水）瑞穂ゴルフ倶楽部
詳細は改めてDMでご案内します。

京税協・大同生命
チャリティー
　　　ゴルフコンペ

多数のご参加
お待ちして
おります！

第58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13回
会館建設記念講演

講　師：ジャーナリスト作　　家 長谷川幸洋氏
　於　：京都税理士会館３階 京税ホール

テーマ： 「激動する世界 
～日本の針路を考える」
詳細は同封の案内をご覧ください。 

開催日：平成29年４月12日（水）
　　　　13：30～15：30

　あけましておめでとうございます。
　組合員・賛助会員の先生方にとって昨年はどんな一年
だったでしょうか？そして今年の抱負は？
　京都税理士協同組合の来し一年は、総じて言えば手堅く
運営できたと思っております。掲げております目標には道
半ばではありますが、着実に前進できているという実感が
あります。それは先達に築いて頂いた確かな枠組み、それ
を温故知新のスローガンで現代に適応させて行く。推し進
めるのは役員、委員、そして出資者たる組合員、サポーター
としての賛助会員皆々様のエネルギーです。そのバック
ボーンにあるのは相互扶助の精神に基づく組合の諸活動が
税理士制度の健全な発展につながるという使命感です。
　私も夢を見ます。ほぼ毎日だろうと思います。実際に見
る夢はそれとして、税理士業界、そこに身を置く一税理士
としてその行く末がどうなるか？どんな世界が我が業界を
待ち受けているのか？常に考えております。
　厳しいと感じております。週刊誌に掲載された記事…
　AI（人工知能）の発達が高度な会計実務者の仕事を奪っ
て行く！
　当初はまさか、それは無かろうと笑い飛ばしておりまし
た。しかしその後繰り返しTV等で高名な経済学者からも
同主旨の発言を聞いたり、フィンテックの発達可能性の講
演を聞いたりすると危ないなと強く感じるようになりまし
た。そんな折、税理士会でご活躍されている先生の報告を
読みました。人工知能は税理士を凌駕する？

　その先生の結論はノーでした。AIが進化し、会計業務
をすべて代行したとしても、究極の税務判断の領域まで踏
み込む日は無いとの御判断です。正に正論です。反論はで
きません。しかしです、会計業務については、有りとのお
答えです。私は税務判断についてのこの先生の結論は正し
いと思いますが、それは税務行政において実地調査がきっ
ちり実施されるというのがその前提にあっての議論だと思
います。では平成27事務年度の調査実績は？法人での実調
率は3.3％、個人では１％です。30年、100年に１回の確率
です。事実上無調査時代が到来しているのです。納税者の
中にはずぼらな悪意の人もいるでしょう。軍事力無き外交
が無力と同様に、調査なき指導PRも多くは期待できません。
他業種からの進出、際限の無い価格競争が待っているので
はないかと強い危機感を持っております。
　しかし、それは何もしないで坐視していればの事のはず
です。京税協の出番であろうと思っております。研修の充
実でより高度な知識を持つ専門家集団、事業部門が推し進
める事業提携、これは税理士の行く方向を暗示していると
思います。税理士でしかできない生保販売等々将来を明る
くする要素はいくらでもあります。福原愛、石川佳純をは
じめ多くの名選手を育てたコーチが「何の世界でも、実力
と運さえあれば、一旦は成功できる、しかし長く高く生き
抜くには自分を支えてくれる仲間、味方が多くいる事に尽
きる」と書いておられます。京税協の仲間と明るく進みた
いと思います。それが私の初夢です。

 理事長　辰巳　修偉

年頭所感
私が見る初夢は…
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　右肩の腱板損傷で思うようにクラブが振れず、また突然
の冷え込みで着こんでしまい、さらに、スタート直前まで
受付で待機していたため、パター練習さえできずにいきな
りスタートホールへ。
　そのためか、ダボ・トリ・ダボ・ダボの最悪のスタート
でした。暖かくなるにつれ、だんだん調子が上がってきた
んですが、「今日は飛び賞狙いだ～」と思ってました。

　11月２日、朝５時に起きると、南西の空にオリオン座が
輝く気持ちの良い朝でした。
　コース受付では、べっぴんさん達の出迎えがあり、有名
菓子店のバームクーヘンのお土産まで頂き何か得した気分
になりました。
　遠くに伊吹山まで望める快晴の中、同伴競技者や正確な
キャディの野川さんにも恵まれ、気持ちよくプレーするこ
とが出来たことからスコアも上出来、午前中は「38」、午

　ちょうど１年ほど前にこのコンペで初優勝出来て、原稿
嫌いな私がよろこんで優勝コメントを書いていた事を思い
出します。スコアも良かったですし、最高でした！
　そして今回はディフェンディングチャンピオンとして参
加しましたが、叩くは叩く、ついには10の大叩きまで出て
しまい連覇は完全に諦めておりました。
　ところが人生ってわからないもので、というかダブルペ
リアってハンデ制度は凄いです。最初に、「清水宏先生、
優勝！」と呼ばれた時は気が付かず、一緒にラウンドして
いた野村政史先生に言われてビックリ！
　「うそでしょ、100近く叩いたのになんで？」やや、動揺
しながら前のステージに上がりました。でも、冷静になっ
てからは「ゴルフの内容はどうあれ優勝は優勝や。しかも

　でも、ツキにツキまくって、なんと「優勝」です。そし
て、なぜか「ベスグロ」。さらに、「団体優勝」のおまけ付
きです。「運」とは恐ろしいものですね。
　当日は、東山支所の伊島睦先生、左京支所の清水俊行先
生、日本生命の松田健太郎さんと同組で、和気あいあいと
楽しく回れたのが良かったのだと思います。特に日本生命
の松田さんからは、私の知らないゴルフ用語を沢山教えて
もらい、今後のゴルフライフに幅が出せそうです。
　お世話頂いた地区連絡委員会の先生方、全税共参加生保
の皆様方に感謝・感謝でございます。

後も調子が良くてグロス「78」久しぶりの好スコアでした。
　さて表彰式です。パー３でのダボがあったので、これが
ハンディホールであれば良い結果が出る（逆もある）であ
ろうと期待して待っていました。
　結果、自分では絶対買うことのない高級ステーキ４枚付
きの蒲生ゴルフ倶楽部での連覇です。加えて団体戦も準優
勝したことから、同伴者全員が賞品を頂き安堵しました。
　最後になりましたが、いつもお世話して頂くべっぴんさ
ん達のおかげで、今回も気持ちよくプレーが出来たことを
感謝しております。有り難うございました。
　自宅に帰ると、オリオン座の代わりに、まるで笑ってい
るかのような細くて美しい上弦の月が出ていました。二度
あることは三度ある。次回もぜひ参加したいと思います。

連覇やし」と優勝の高級肉（去年と同じだと事前に金子彰
先生に聞いていた）を想像しながら嬉しくなってきました。
　６月にカラオケで歌って踊った時に右ひざを痛めてから、
思うようにスイング出来ず苦しんでいましたが、この優勝
でモヤモヤが吹っ飛びました。
　最後に、同組でラウンドした高瀬哲也先生、野村政史先
生、村岡大輔先生には感謝します。なぜか今回からラウン
ド仲間になりましたが、おかげでこうして優勝出来ました。
次回も一応３連覇目指しますので、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 安井 伸夫
（中京）

田能 俊朗
（伏見）

清水 　宏
（左京） 中京支所

準優勝 平岩 倉一
（中京）

中居 　章
（下京）

藤井 俊昭
（第一生命） 伏見支所

３　位 安田 　聖
（中京）

林 　一樹
（中京）

村中 研治
（左京） 左京支所

中京支所　安井　伸夫
比良組優勝

伊吹組優勝

鈴鹿組優勝

伏見支所　田能　俊朗

左京支所　清水　　宏

第57回
全税共

平成28年11月２日（水）　於：蒲生ゴルフ俱楽部

VIP君・ランちゃん
チャリティーゴルフコンペ
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京都駅

ひかり512号
（予定）

〈観光組行程〉

小田原駅

神社と桜と富士の
美しいコントラスト

富士山人気№1
ビュースポット

御殿場
（昼食）

富士山本宮
浅間大社
（参拝）

行程

1日目

2日目 河口湖
大石公園
逆さ富士

富士山
五合目
（散策）

山中湖
富士山温泉

ホテル鐘山苑（泊）

大絶景の中での
絶品イタリアン

富士山中腹
からの絶景

　雄大な霊峰富士を一望し、四季折々の花が楽しめる
25,000坪の日本庭園を有する感動の宿、ホテル鐘山苑。
館内には季節を彩る約500ヶ所の生花の数々、そして桂
川の清流に佇む茶室ではお茶をお召し上がりいただけま
す。一番のお勧めは富士山を望む大浴場です。特に地上
35mにある屋上露天風呂では、真正面に富士山を望むこ
とが出来、地上から見るより遙かに迫力のある霊峰をご
堪能いただけます。庭園の桜や旬の料理から季節を感じ、
ごゆっくりと日頃の疲れを癒してください。

　ミュゼオ御殿場はフェラーリ美術館跡に新
しくできた複合施設です。3,000坪のグラス
ガーデンからは富士山を真正面に眺めること
が出来ます。今回の親睦旅行ではそのガーデンで富士山の
絶景を見ながらカクテルパーティをしていただき、その後
イタリアンレストランでコース料理をお召し上がりいただ
きます。こだわりは料理のみならず、パンはホシノ天然酵
母を使用しており、ワインも専門のソムリエがこだわりを
持って選んでおります。
　ガーデンパーティーという開放的な雰囲気の中で味わう
イタリアンワイン
と、海や山の食材
に恵まれた御殿場
ならではのイタリ
アンをお楽しみく
ださい。景色は本
当に抜群です。

 ２日間で
富士山を満喫!

山盛り

富士山温泉 ホテル鐘
かね

山
やま

苑
えん

〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田6283
TEL.0555-22-3168㈹

タンタローバ ミュゼオ御殿場

１日目
昼食

富士山温泉の旅
4月16日㊐～17日㊊

2日間の旅

平成29年

世界遺産の富士山へ
春の親睦旅行 

予告

ミュゼオ御殿場からの景色展望露天風呂からの富士山 ホテル鐘山苑の庭園と富士山

富士山本宮浅間大社

宿泊先

お申込みは同封のご案内をご覧ください
100名になり次第締め切らせていただ
きますのでお早めに！

【4】 平成29年１月25日



三島駅
こだま665号
（予定）

富士山と
桜並木の絶景

炉端焼きと
郷土料理
ほうとう鍋

河口湖湖畔
（昼食） 京都駅

河口湖
レストハウス
（お買い物）

河口湖湖畔
（散策）

 
 
 

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 

　フジサンケイクラシックを開催しており、全国的にも知
られた名門ゴルフ倶楽部です。富士北麓標高1,000メート
ルに位置し、雄大かつ解放感のあるコースであり、ほとん
どのホールから雄大で華麗な富士を望むことができます。
通常２ヶ月前からの手配で
すが、今回は特別にお手配
をする事が出来ました。こ
の機会に名門コースでのプ
レイをお楽しみください。

　今回の観光は様々な角度から富士
山をご堪能いただきます。富士山本
宮浅間大社では、桜・朱色の鳥居・
富士山のコントラストをお楽しみい
ただけます。河口湖周辺では、湖面

に映る富士山や、桜祭りの会場となる場所から約200本
の桜と富士山を望めます。また今回は麓からだけでなく、
五合目まで上がり、間近に迫る大迫力の富士山と五合目
から見下ろす大絶景をご覧いただけ
ます。何回見ても決して飽きる事の
ない霊峰富士を思う存分ご堪能いた
だけます。

　まるでタイムスリップしたような雰囲気の
中でろばた料理をお召し上がりいただきます。
　あまりの重厚さに圧倒されるその建物
は、飛騨の古豪の邸宅を先代が移築してき

たという築150年の古民家です。家の材にはケヤキが多用さ
れ、ご年配の方には懐かしく、若い方には新しく感じられ
ます。建物内はお料理を焼いたときの煙で燻されて黒く光
り、あちらこちらに置いてある日本の古い民具や骨董品が
ますます時間の流れを止める
演出をしています。地元産に
こだわった食材や郷土料理の
ほうとう鍋を、囲炉裏を囲みな
がらお楽しみください。

!

富士桜カントリー倶楽部

富士山 浅間大社、富士山五合目 他

ろばた料理 山麓園

観光

2日目
昼食

観光組

2日目
ゴルフ

山麓園建物内

富士山本宮浅間大社

富士桜カントリー倶楽部

河口湖からの富士山と桜
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　名古屋税理士協同組合に於いて、東海・北陸・京
都の各税協・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、今後のより充実した業務推進に
向けて、実りある会議となりました。

　毎年恒例のチャリティー募金寄託は、中江嘉和副
理事長と髙橋健専務理事が社会福祉法人京都府共同
募金会を訪問し、秋のゴルフコンペにて実施したチ
ャリティー募金、89,000円を社会福祉法人中央共同
募金会に寄託いたしました。
　これにより当組合からの寄託は今回で35回目、総額
18,317,010円となりました。

※ 本年は春のゴルフコンペで実施したチャリティー募
金（77,000円）を熊本地震の義援金として送りました。

　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。　瀬田ゴルフコースに於いて開催されました。当組

合で代理店登録のある先生方や日本生命から総勢26
名が参加し、親睦を深めました。

　役員と委員による忘年会がリーガロイヤルホテル
京都で開催されました。日頃それぞれの分野におい
て活発な活動を続けている各委員会ですが、忘年会
では委員会の垣根を越えた楽しい会話が飛び交い、
年の瀬の忙
しい中、和
やかな時間
を過ごしま
した。

保険第一委員会
大同保険推進協議会実務者会議

チャリティー募金
寄託のご報告

保険第二委員会
日本生命代理店ゴルフコンペ

11月30日水 12月９日金

12月19日月

12月16日金

成績表 （敬称略）

★優　勝 作見　藏市（東山）

★準優勝 髙村　　智（上京）

★３　位 船越　善博（右京）

京都税理士協同組合

第45回通常総会
日時

場所

平成29年 ８月４日（金）

ウェスティン都ホテル京都

第６回厚生会通常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。

委員会合同忘年会
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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

　２つ目は、１人一皿のしゃぶしゃぶ、
ケンカしないで自分のペースで食べる
ことができます。
　３つ目は、仲居さんのサービスが最
高なところです。お店のマネージャー
も、何故かこのお店にはいい人材が集
まるんですと言っておられました。
　４つ目は、シメの中華メンも最高、
おかわり自由です。
　５つ目は、デザート代わりのところ
てん、甘くて美味しいです。

　ぜひ一度、家族で、プライベートで、
会社で、異業種交流会で行ってみて下
さい。

　私は、豆乳とんしゃぶ寅太郎を推薦
します。何度も何度も懇親会、委員会、
プライベートなどで使っていますが、
酷評を聞いたことがなく、美味しかっ
たと皆様大満足されております。
　寅太郎を経営する会社は、50歳以上
のほとんどの先生方が小さい頃、家族
で行かれた懐かしいスター食堂と同じ
会社です。
　場所は、烏丸通仏光寺東入25ｍ程
行った北側のタカノハスクエアを地下
に下ります。
　推薦できるポイントは、５つ程あり
ます。
　１つ目は、青ネギがおかわりし放題
です（健康的）。

　JR東舞鶴駅南口を出て東に徒歩３
分の所に、安全な食材とお酒にこだわ
る中華料理店「東来（とうらい）」が
あります。
　中華料理というと、油でこてこてとい
うイメージがありますが、このお店は無
農薬野菜や純米酢・自家製のラー油な
どを使った体に優しい料理にこだわって

います。
　野菜類は
地元生産者
の顔が分か
る農家から、
魚介類も毎
朝地元の漁
港に赴き直

接仕入れするなど、新鮮でかつ安心な
食材にこだわり、「体に優しい舞鶴の
美味しいもの」が満載です。
　お昼なら定番の「酢豚と餃子、鶏唐
セット」が人気です。サクッとした皮
目の餃子にカリッとした衣の唐揚げと
たっぷりの野菜、有機栽培で収穫され
た艶のあるご飯
にスープも付い
ています。
　また舞鶴には
海上自衛隊があ
り、自衛隊では
毎週金曜日がカ
レーの日（船上では曜日が分からなく
なるため）となっていることにちなみ、
酒粕の入った「舞鶴なカレーちゃんぽ
ん」もヒット商品です。
　夜なら、こだわりの日本酒が飲み放
題の「宴会コース」がお勧め。その日
漁港に揚がったマグロやスズキ、鯛な
どの新鮮な刺身は思わず「旨い」と唸
ります。
　またこれらの魚を使った「甘酢あん
かけ」なども絶品です。

　このお店は昨年、ANAの機内誌で
も紹介されました。舞鶴へお越しの節
は迷わず「東来」をお訪ねください。
　なお、海上自衛隊の自衛艦（艦艇）
や海軍記念館は、土日なら一般公開さ
れています。ここは舞鶴一押しの観
光？スポットです。また、岸壁の母で
お馴染みのユネスコ世界記憶遺産「舞
鶴引揚記念館」にもぜひお立ち寄りく
ださい。

豆乳とんしゃぶ 寅太郎
〒600-8099 京都市下京区仏光寺通烏丸
東入上柳町331 タカノハスクエアB1
Ｔ Ｅ Ｌ　075-353-8885
営業時間　11：30～14：00（L.O. 14：00）
　　　　　17：00～23：00（L.O. 22：00）
定 休 日　なし（年中無休）

東　来

舞鶴支所　上原 正夫

豆乳とんしゃぶ

寅太郎
下京支所　森　繁樹

綾小路通綾小路通

烏
丸
通

烏
丸
通

東
洞
院
通

東
洞
院
通

豆乳とんしゃぶ
寅太郎

仏光寺通仏光寺通

ホテル日航
プリンセス京都
ホテル日航
プリンセス京都

高辻通高辻通

地
下
鉄
四
条
駅

地
下
鉄
四
条
駅

ケーズ
デンキ
ケーズ
デンキ

NN

東舞
鶴駅

東舞
鶴駅

東来JR
小浜
線

JR
小浜
線

JR
舞鶴
線

JR
舞鶴
線

至西
舞鶴

至西
舞鶴

至小
浜

至小
浜

ホテル アルスタインホテル アルスタイン

らぼーるらぼーる

東　来
〒625-0050 京都府舞鶴市北浜町4-4
Ｔ Ｅ Ｌ　 0773-64-0524
営業時間　［月～土曜日］11：30～15：00
　　　　　　　　　　　 17：00～23：00
　　　　　［日　曜　日］11：30～21：00
定 休 日　不定休（駐車場あり）
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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！

　私がデジタル一
眼レフカメラと出
会ってからもう10
年以上が経ちます。
　私は競馬が大好
きで、昔も今もよ
く競馬場に通って
いるのですが、当
時そこで出会った友人がカメラで綺麗な馬の写真を
撮っているのを見て、「自分もあんな綺麗な写真が撮
りたい！」と思ったのがきっかけでした。そう思って
いたある日に大万馬券をゲットしてしまい、その勢い
で「Nikon D70」というカメラと安い望遠レンズを買っ
たのが全ての始まりです。
　以後、カメラもレンズもだんだんとグレードアップ
し、今は最新機種の「Nikon D500」を中心にレンズ
も４本を揃え、競馬の写真だけでなく風景写真などに
もチャレンジするなど、完全に趣味の１つと化してい
ます。馬の写真を撮るために東京や千葉や名古屋に行
くこともしばしばです。東京駅から京葉線に乗っても
舞浜駅で降りずにいつもその先で降りています（笑）。
　「写真なんか撮って何が楽しいの？」と聞かれるこ

とも多いのですが、ひと
言では表現できないです
ね。とにかくいろんな楽
しさがあるんです。
　競馬場で馬を撮る場合
だと、望遠レンズで動い
ているモノを撮ることに
なるので、肉眼では見え
ない景色や瞬間を切り
取ってくれる楽しさがあ
ります。
　シャッターを切って撮

れた写真をモニターで確認する度に、「うわっ、かわ
いいのが撮れた！」とか、「これは完璧！」なんてい
う興奮がその都度味わえるのが魅力です。

　あと、昔撮った写真を見返しているときも楽しいで
す。自宅の外付けハードディスクには過去に撮った馬
の写真を全て保存していますが、それを定期的に見返
しては、「このときはこの馬、勝ってくれたよなぁ」
とか、「この馬、今も元気にしてるのかな」などと、
いろいろ思いを馳せています（オタクですね）。
　競馬場で走る馬はギャンブルにしか興味がない方に
とっては「単なるコマ」でしかないでしょうが、私に
とっては楽しい時間を与えてくれる貴重な存在です。
　昨年には近畿税理士会の写真コンテストにも初めて
応募させて頂き、ゴールの瞬間の馬を題材にした写真
で見事「ビギナーズ賞」を頂きました。残念ながら写
真コンテストは今回で休止（という名の廃止？）との
ことですが、これを機に今後は他のコンテストにも積

極的に応募して、
ただ撮って楽しむ
だけではなくもっ
と腕も上げていき
たいなぁ、と目論
んでいるところで
す。
　コンテストで最
優秀会長賞を受賞
された先生はカメ
ラ歴なんと50年と
か！私も一生モノ
の趣味として続け
ていきたいですね。

デジタル一眼レフカメラに魅せられて 
 左京支所　尾藤　武英
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　「えっ！」とびっくりされるまでは、結婚するまで
生まれ育ち、約９年前から再び住んでいる私にとって
は「あたりまえ」の数値でした。
　昨年10月のある平日昼間、亀岡のスーパーで税理士
のＫさんにお会いした際、私服で疲れきっていたので、
言い訳をしました。
　「自治会の買い物なんです…。」
　自治会長の私は、11月３日に迫っていた「敬老会」
の贈答品やビンゴゲームの景品などの買い物をしてい
ました。
　数日後に開催された園部支部役員会で、Ｋさんに念
押しの言い訳をしました。
　「敬老会の買い物はたいへんですわ～。自治会は42
戸で、敬老会対象の70才以上は45人ですからねぇ」
　「えっ！！！」
　「42戸で45人」は、ある意味すごい数値だと知りま
した。それに対して、自治会での小学生は４人、中学
生は３人です。ちなみに、７分の２は我が子です。う

ちの自治会は時代の先を行っていたんですね。
　自治会長は４月からの「長い」１年任期です。ほと
んど年齢順でまわっていたのですが、私より年下の自
治会員は少なく、いよいよ２巡目が始まりそうです。
私は何回しなければ…、考えないようにします（泣）。
　田舎のまだまだ「ムラ」的感覚が色濃く残る自治会
で、行事や会議などが盛りだくさんです。オフタイム
に限らず、時間をかなり割く必要があります。年に総
会は５回、役員会などは約10回、農業関係の「出役」
は３回、定例の行事は約12回あります。８月の「地蔵
盆」、10月の「ふれあい秋祭」、そして11月の「敬老会」
が主な行事です。行事があると、飲み物やお菓子など
の買い物と準備の時間が必要で、買い物には資金が必
要です。このペースでは、自治会一般会計が数年で破
綻するという現状です。行事を縮小するか、回数を減
らすか、または、自治会費を上げるか、財政再建の大
手術が必要になっています。やはり最先端を行ってい
ますね、うちの自治会。

　田舎での「スローライフ」を夢見る方は多いですが、
大きな課題を抱える「ムラ」もありますので、事前調
査は必須です。去年の秋には複数のご近所さまから数
日ごとに柿をいただき、「柿を買う」という概念が消
えました。「ムラ」にはエエこともたくさんあります。
財政再建をはじめとする「ムラ」改革を私と共に楽し
みたい方は、是非うちの自治会へ。

42コで45 園部支所　川勝　高博

「道つくり」の様子
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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

17.1.25
路線バスのたび

　そのうち十津川村に入りました。この十津川村は村とし
ては日本一の広さを誇り奈良県の面積の５分の１を占める
ようです。かつては秘境と呼ばれていた十津川温泉が有名
ですね 。
　十津川村は過去に大規模な土砂崩れという大きな災害も
起きています。道路沿いにも土砂崩れが起きたような場所
が何か所もありました。

　五條バスセ
ンターから２
時間ほど走り
十津川村上野
地に到着、20
分程の休憩が
ありました。
バスの停車駅
の近くにあり
生活用の吊り
橋としては日
本一の長さと
言われる「谷
瀬の吊り橋」
があるという
事で見に行き
ました。

　結構観光客が
います。吊り橋
は風で揺れるし
足元の木の板も
頼りなくて結構
怖いです。
　再びバスは出
発して渓谷の間
を走って行きま
す。お腹が空い
たのでコンビニ
で買ったおにぎ
りを車内で食べ
ます。
　とあるダムの
放水時間にちょ

　今回この「路線バスのたび」を執筆するにあたりどの路
線に乗ろうかとネットを調べていたら「日本一長い路線バ
ス」という八木新宮線の乗車記のブログが複数あり目に留
まりました。
　京都の市バス路線はかなり出尽くした感じがあって、京
都以外にするかどうか迷っていたのですが、色々調べて見
るとこの八木新宮線は奈良の橿原市八木から出発して和歌
山の新宮市まで行くという事で、奈良なら電車で行っても
近いし乗れない事はないと思いこの路線に決めました。と
くに「日本一長い路線バス」というフレーズに惹かれまし
た。
　11月３日文化の日の朝、６時に起床して自宅から京阪電
車と近鉄電車を乗り継ぎ奈良の近鉄大和八木駅に到着しま
した。バスの発車は９時15分、乗車券を購入したら5,250
円でした。
　とりあえず長時間乗るのでお昼ご飯にコンビニでおにぎ
りとお茶を買いました。
　９時頃にバスが
到着したら何やら
乗客でもない人が
集まってきてバス
の写真を撮ってい
ます。結構有名な
んでしょうか？
　乗車して中を見
ると普通の路線バ
スですね。乗客は
全員で９人、何人
が終点の新宮市ま
で行くかわかりま
せんが、新宮市ま
では距離は約150
キロ、乗車時間６時間半のバスの旅にいよいよ出発です。
　八木駅から五條市にあるバスセンターまでは普通の路線
バスのように乗客が乗り降りしています。１時間ほど走り
途中の五條バスセンターで少し休憩、いよいよ国道168号
線に入り山道の連続となってきました。
　国道168号は山間部の狭い道を走る道路として有名らし
く、狭いため車同士がすれ違えない場所が何か所もあり離
合渋滞が度々起きているようであちこちで新しい道路の工
事をしていました。

奈良 橿原市
八木

⇔
和歌山 新宮

市
日本一長い路線バス 奈良交通 八木新宮線

▼ 広報委員　吉田 貢
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うど通りがかり運転手さんがバスを止めてくれて、窓越し
にダムの放水を見ました。
　上野地から１時間ほど走り十津川温泉に到着、最後の休
憩です。
　ここ迄でもう４時間半もバスに乗っています。あと２時
間です。
　十津川温泉を出発してまた山間部の道をひたすら走りま
す。十津川狭と呼ばれるすごく深い渓谷の上を走って行き
ます。
　やがて奈良と和歌山の県境を越えると熊野路と呼ばれる
エリアに入りました。それにしても十津川村は広かった。
　その後、熊野古道の入口や熊野本宮大社前を通って行き
ます。

　この辺りは
ゆっくり観光
してもなかな
か良いところ
だと思います。
　その後もバ
スはひたすら
走り続けいく

つかの温泉街を通り抜けて行きます。それにしても沿線に
温泉が多いなあ。
　やっとの事で新宮市に到着、もう午後４時近いです。
　私のように最初から最後までバスに乗っていた人は私以
外には結局一人だけ
でした。
　そして京都に帰ろ
うにも帰りのバスは
ありません。新宮市
に宿泊するかどうか
全く決めていません
でしたが、結構疲れ
たので宿泊する事に
して晩はお寿司を食
べに行きました。
　さすがに翌日も同
じバスに乗る気は起
こらず、午後から仕
事があったため新宮
駅始発の名古屋行

JR特急電車ワイドビュー南紀２号に乗って、松阪で近鉄
電車に乗り換えて京都に戻ってきました。
　この路線バスの
旅、感想としては
よくこんな山の中
に道路を通したな
あという事と、あ
と沿線に温泉の数
がかなりある事で
すね。
　このバスの面白いのは路線バスなんだけど運転手さんや
車内アナウンスで観光案内をしてくれる事ですね。
　この日本一長い路線バス、６時間半の行程のほとんどが
山道ですが、深い渓谷の間をひたすら走る間に景色を見て
いると思いのほか時間が早く過ぎていき決して暇という事
はありません。
　ただもう一度乗るかと聞かれたら「う～ん」となります
ね。
　基本的には私は車の運転が好きで、個人的な旅行なら車
で行ける場所は日本全国どこでも車で行きますので、この
企画がなければこんな長い距離をバスに乗る事はなかった
と思います。貴重な体験が出来ました。
　次は車で十津川温泉に行ってゆっくりと温泉に入りたい
ですね。
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　今回のテーマを選んでいるときに気付いたことは、木津
川市に引越して10年経つが、近辺の観光をしたことがない
ことであった。なので、今回は私の住んでいる木津川市の
観光スポットについて書くことにした。
　調べてみると、木津川市の神社・仏閣の数は120ほどある。
その中でも木津川市東南部の加茂町当野（とおの）地区は、
国宝・重要文化財のある寺が多い。色々と迷ったが、一度
も行ったことのない岩船寺→一願不動→わらい仏→浄瑠璃
寺の順に木津川市内を巡ることにした。

■岩船寺
　岩船寺の駐車場で降りると、山の中だけあって空気が冷
たく耳が痛い。周りを見渡しても誰もいない。駐車場には

ステンレスの箱が一つ置いてあり「駐車場代300円はこの
箱にいれてください」と書いてある。「いまどき無人の駐
車場なのね」と思いながら300円を入れ岩船寺に向かう。
その途中に旬の野菜や漬物が吊るされている露店があった
が、これまた無人の露店であった。
　岩船寺の中に入ると目の前に池が広がり、その奥に室町
時代に建立された三重塔が見えた。参拝者や観光客は一人
もいなかった。

　岩船寺の周りを、三重塔よりも高い木々がぐるりと囲っ
ている静かな空間は、現代なのか室町時代なのか分からな
い雰囲気であった。本堂に入ると住職がおられ、本尊の阿
弥陀如来像・四天王立像の説明をしてくださった。

■一願不動
　岩船寺から少し歩いたら一願不動に着く、と教えてもら
い、そのまま歩いて一願不動に向かう。道は細くて落ち葉
が多く崖になっているので怖かった。しばらく歩くと大き
な岩に彫ってある一願不動に到着する。
　願いごとは一つだけ聞いてもらえるそうなので、一番叶
えたいお願いを一心不乱にお願いした。

き
ょ
う
と！

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
！
京
都
！

広報委員　坂　巧美

木
津
川
市 

加
茂
町
巡
り
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■わらい仏
　一願不動からわらい仏までは急斜面なので、手すりや石
の階段が作られていた。
　昔の人は、このような道を歩いていたのだと思うと、さっ
きから、躓き、こけてばかりの自分が悲しい。
　薄暗い山道を抜けると、突然原っぱが広がり、わらい仏
が現われた。その名の通り、柔らかい笑みをたたえておら
れた。

　その隣には「ねむり仏」がおられたが、土の中に半分埋
もれたまま寝ておられるので、起こさないように写真は撮
らなかった。

■浄瑠璃寺
　一度、岩船寺の駐車場に戻り車で浄瑠璃寺に向かう。浄
瑠璃寺の寺号は、三重塔の内陣に安置されている薬師如来
の浄土「瑠璃光浄土」からきており、池を中心にして東に
薬師仏、西に阿弥陀如来を配した庭園は極楽世界をこの世
に表しているらしい。
　本堂の中に九体の阿弥陀如来が一列に並んでおり、薄暗
い本堂の中で灯りに照らされていて荘厳な気持ちになった。
　この日はとても寒くて耳が痛かったけれども、よく晴れ
ていて散策には最適な日であった。

　まだまだ木津川市にはお寺などの観光スポットがたくさ
んあるので、京都市内からは少し遠いですが、一度遊びに
行かれてはいかがでしょうか。
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理事会報告▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第３回理事会
　平成28年度第３回理事会を12月16日（金）午後４時30分
よりリーガロイヤルホテル京都に於いて開催。当日の出席
状況は次の通り。
　理事51名　監事４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７名の加入を承認。承認
の結果、個人組合員は1,210名、法人組合員110社、出資金
額8,754万円、賛助会員369名、加入率は83.7％となった。
 （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○菅安　隆人（宇治） ○西谷　元希（下京）
○松本　良伴（伏見） ○樋口　　伸（中京）
○若山　奈緒（中京） ○岡本　理博（右京）
○成瀬　　裕（宇治） ○猪口建太朗（東山）
○本倉　康裕（宇治） ○片山　正史（伏見）
○佐々木　都（左京） 
（法人組合員）
○洛陽税理士法人（中京）
○税理士法人まえの（下京）
（賛助会員）
○岡村江利子（中京） ○松岡由起子（宇治）
○山田　　要（右京） ○池上　　陽（中京）
○前田　哲志（上京） ○山根木雅也（右京）
○中西　大樹（左京）

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。
○中島裕里子（下京・脱退【茨木へ転出】）
○白井　克政（上京・脱退【死亡】）
○岡本　理博（右京・脱退【組合員へ移行】）
○佐々木　都（左京・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　 新規提携企業承認の件
　キョウテク㈱
　㈱Plan・Do・See京都

【報告事項】
（事業部門）
事業委員会
①10月18日（火）事業推進協議会開催報告
②11月28日（月）提携ハウスメーカーによる研修会開催
報告

③平成29年版「提携企業便覧」制作について
④平成28年分税務便覧申込み状況について
⑤既存提携企業（５社）との契約解除について

出版委員会
・平成28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教育情報図書の配付申込状況について
④チャリティー寄託報告
⑤支所交付金配分基準の見直し検討について
広報委員会
　「京税協」発行状況報告
地区連絡委員会
①10月11日（火）新入組合員・賛助会員オリエンテーショ
ン開催報告

②来春４月16日（日）～17日（月）旅行開催について
③来春大同生命チャリティーゴルフコンペについて

（保険部門）
保険第一委員会（大同生命）
①10月14日（金）紹介税理士合同研修会開催報告
②11月30日（水）大同保険推進協議会実務者会議報告

保険第二委員会（全税共ほか）
①第31回全税共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について（代理店登録［Z１］・
年度末）

④小規模企業共済・倒産防止共済推進キャンペーンにつ
いて
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11・28

研修・短期講座
「第１部ファイナンシャルプランナーによるふるさと
納税等活用法」
講師： 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 

田中良太郎先生
「第２部民事信託について（空家、売却、資産活用）」
講師：池内総合法務事務所代表　池内宏征先生
参加：79名

11・30 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

12・３ 近畿青年税理士連盟京都支部忘年会出席
於　鶴清

12・７ 有限会社近税保険代理社　臨時株主総会出席
於　大阪・奈良税理士協同組合会議室

12・８

研修・勉強会
「民法・会社法改正の法務・税務への影響第４回」 
（全５回）
講師：立命館大学法学部教授　山田泰弘先生
参加：61名

12・９ 正副理事長会

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・15

研修・短期講座
「平成28年分　確定申告に係る留意点─マイナン
バー制度の本格的運用に備えて─」
講師：永橋利志先生
参加：192名（内ライブ配信17名）

12・16 常務理事会・理事会・委員会合同忘年会
於　リーガロイヤルホテル京都

12・19
日本生命代理店ゴルフコンペ
於　瀬田ゴルフコース
参加：26名

12・21 広報委員会（第156号編集割付）

12・21 全税共第31回表彰式・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・28 仕事納め

１・４ 仕事始め
１・５ 常務理事会
１・10 広報委員会（第156号ゲラ校正）

１・10 近畿税理士会　新年賀詞交歓会出席
於　帝国ホテル大阪

１・12

研修・勉強会
「民法・会社法改正の法務・税務への影響第５回」 
（全５回）
講師：立命館大学法学部准教授　安井栄二先生
参加：61名

１・13 広報委員会（第156号ゲラ再校正）

１・13 日本税理士協同組合連合会　全国理事長会議出席
於　日本税理士会館

１・16
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・17 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・19 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・19
関東信越税理士会埼玉県支部連合会・埼玉県税理士
協同組合　新年賀詞交歓会出席
於　パレスホテル大宮

１・19 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・23
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　植木修康先生
参加：117名（１月13日現在）

１・25 「京税協」第156号発行

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

平成28年 平成29年

事業委員会からのお知らせ
◎ 下記の提携企業との契約は平成28年12月31日
で終了いたしました。

〈㈱税経〉
〈アシスタント㈱〉
〈㈱うまいもん屋〉
〈㈲ソニアコーヒ〉
〈医療法人啓信会京都四条病院〉

◎下記の企業と新しく提携いたしました。
〈キョウテク㈱〉
時間貸しパーキング用地の借り上げ
● 組合員・賛助会員本人、または家族・従業員・関与先
の用地借り上げを紹介した場合のいずれも、組合員・
賛助会員に対し契約時の借り上げ月額賃料の1.5ヶ月分
の手数料を支払う。

〈㈱Plan・Do・See京都〉
レストラン・宴会場「FORTUNE GARDEN KYOTO」
利用における優待
●レストラン利用　ウェルカムドリンクサービス 

（要予約）

●宴会利用　 食事代金の５％を割引 
（20名以上の宴会場利用に限る）

＊家族・職員・関与先利用の際は予約時に紹介税理士
名を連絡のこと。

◎下記の提携企業に変更がございました。
〈リゾートソリューション㈱「日本ゴルフ会」〉
平成28年10月名称変更
　新社名　リソル不動産㈱
　旧社名　リゾートソリューション㈱
＊リゾートソリューション㈱はリソルホールディング
ス㈱に商号変更し、ゴルフ会員権を扱う「日本ゴル
フ会」は新規設立のリソル不動産㈱（連結子会社）
が引き継ぎます。

〈近畿日本ツーリスト㈱〉
平成28年12月京都支店移転
　新住所　京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町358
　　　　　アーバネックス御池ビル西館８F
　　　　　電話075-221-7401
　　　　　（電話番号は変更ございません）

※ 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28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29年１月31日です。給与受給者の平成29
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

【16】 平成29年１月25日


