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広報委員　清水 仁志大豊神社の狛ねずみ



　松の内も過ぎましたが、皆様健やかに新年を迎え
られたこととお慶び申し上げます。
　昨年の第46回通常総会終了後より理事長職を拝命
し、早４ケ月が経過したところですが、組合員、賛
助会員の皆様の献身的なご協力、提携企業関係各位
のご支援により、何とか組合運営に当たらせていた
だいております。
　理事長職１年目ですので、まず足元を固め、組合
全体の課題を私なりに抽出し改善を図っていくこと
を考えておりますが、もう少しスピードアップして
いきたいと思います。
　組合定款に定める事業の一番目に掲げております
「税理士会館の運営」につきましては、建物本体やこ
れに付属する諸設備の維持・更新に関する計画を策
定していきたい、また組合運営を下支えしている事
務局の生産性向上を図るための投資の必要性につい
ても検討していきたいと考えております。
　また平成19年４月１日に組合運営を規制する「中
小企業等協同組合法」が改正施行されており、現行
組合定款を再度チェックし、執行部間での知識の共
有に努め、組合運営に当っていきたいと考えており
ます。
　理事長拝命後、組合内の諸会議、諸事業の運営と
出席、加えて関連団体の諸会議への出席と忙しい時
間を過ごしており、上に述べたようなことに全て対
応できるかどうか心もとないところもありますが、

新年を迎え、初心に返り自分自身を励ましていきた
いと考えております。
　先の報道によれば、2020年度一般会計税収は63兆
5,130億円が見込まれ、そのうち消費税による税収は
21兆7,190億円で全体の34.2％を占め、所得税による
税収19兆5,290億円を超え、消費税が最大税目になる
とのことです。消費税の最終負担者が個人であるこ
とからすれば、所得税と消費税を合わせれば、税収
に占める個人負担税額の割合は実に約65％にも上る
ことになります。
　一方、我が国の人口は昨年12月現在概算で１億
2,615万人であり、子供や老人等の非就労者を含めた
国民一人当たりの所得税と消費税を合わせた負担税
額は33万円程度となり社会保険料等の負担を加味す
れば家計に与える影響は大きなものになります。
　加えて超高齢社会の進行だけでなく人口減少社会
に入っていく中で、これら事象が我が国の経済に与
える影響と中小企業の動向には、我々税理士も大い
に着目し、業務の在り方全般を変革していく時代に
差し掛かっていると言えます。
　もう少ししますと個人の確定申告期が到来し、大
変忙しい時期を迎えることになります。組合員、賛
助会員の皆様にはお体をご自愛いただき、繁忙期を
ご健勝にてお過ごしいただきますとともに、今後も
組合運営全般につきましてご支援、ご協力を賜りま
すよう心よりお願い申し上げます。

年 頭 所 感

理事長　中江　嘉和

「孫正義の参謀が見た大風呂敷経営戦略」

会館建設記念講演第16回

開催日

場所

講師

令和２年４月15日（水）13：30～15：00
京都税理士会館３階 京税ホール

※詳細は同封の案内をご覧ください。

多摩大学客員教授　ソフトバンク株式会社 元社長室長
株式会社ミクシィ 取締役　嶋　聡　氏

テーマ

第64回京税協・大同生命
チャリティーゴルフコンペ
開催日

場所

令和２年４月21日（火）

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）

グランベール京都ゴルフ倶楽部

※詳細は同封の案内をご覧ください。
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　11月15日（金）福知山市のM.にて、地区連絡委員
会主催の両丹支所組合員との懇談会が開催された。懇
談会に先立ちニッセイ基礎研究所 チーフ株式ストラ
テジスト 井出真吾氏を講師に招き「国内外の経済情
勢と株価・為替の見通し」というテーマで研修会が行
われた。併せて日本生命、中小機構基盤整備機構、大
同生命、青山商事（洋服の青山）が取扱商品について
PRを行った。懇談会では各委員会から事業報告がな
され、両丹支所の組合員に対し、組合各種事業につい
て理解をして頂いた。懇談会に引き続き、懇親会が開
催され、各支所の組合員相互が和やかに歓談し、盛会
のうちに閉宴となった。
� （広報委員長　東　智之）

　　　　福知山支所　藤原　健

　今年度は、中江理事長ほか15名の役員さんを福知山に
お迎えして、両丹支所組合員との懇談会が開催されまし
た。両丹地区（園部、福知山、宮津、舞鶴、峰山の５支
所）からは、45名の組合員が出席しました。
　懇談会では、役員さんが総務・厚生会、法規、広報、
地区連絡、保険第一、保険第二、事業、出版、研修の各
委員会の順で、事業報告をされました。総務担当の福田
専務理事は、研修受講料等のキャッシュレス決済導入を
報告されました。私は今年になって、交通系ICカードを
利用し始めました。実は福知山以北では、まだJR乗車
に交通系ICカードを利用することができません。でも、
ちょっと時代遅れになっているという危機感から、交通
系ICカードに続いてスマホ決済、QRコード決済と必死
になって挑戦していますので、組合でもぜひ利用したい
と思います。そのほかに来春の長崎への旅行の案内、税
理士会館の空調設備更新の報告などがありました。
　懇談会終了後は懇親会です。役員さんをはじめ、たく
さんの方と親しくお話をさせていただき、美味しいお料
理とお酒を楽しみました。遠路はるばるお越しいただい
た役員さん、そして事務局の職員さんには、大変お世話
になりありがとうございました。

　　　　　舞鶴支所　片又　昇

　令和元年度両丹懇談会が福知山のM.で開催されまし
た。京都税理士協同組合からは中江理事長はじめ多くの
役職員の皆様にお越しいただきありがとうございました。
　最初の組合PRが日本生命と中小企業基盤整備機構で、
再びの組合PRは大同生命と洋服の青山でした。
　その間の研修会では、ニッセイ基礎研究所の井出先生
から「国内外の経済情勢と株価・為替の見通し」と題し
て判断の難しいテーマについて、根拠を示して分かりや
すく解説して頂きました。
　このあと懇談会となりましたが、総会に出席しにくい
両丹地区の組合員にとりましては、京税恊の業務内容等
の説明が直接聞ける貴重な場であり、両丹地区にご配慮
頂いていることに敬意をこめて感謝申し上げます。
　懇親会では、日ごろあまりお話しする機会の少ない
方々と楽しく歓談でき、時間の来るのも忘れてしまうほ
ど盛り上がった有意義なひとときでした。
　最後に、京税協の益々のご発展をお祈り申し上げ、筆
をおきたいと思います。

両 丹 懇 談 会 開催日：令和元年11月15日（金）
場　所：M.（エムドット＝旧�サンプラザ万助）

懇談会に参加して 懇談会に参加して
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伏見支所　中川　秀夫
　当日は晴天に恵まれ、ゴルフ
をするには最高の一日でした。
京税協・支部連共催、全税共協
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」は100名を超える参加で大変盛況でした。
　スタートのホールは第一打をチョロしてダボ、第４ホー
ルはあっち行きこっち行きでトリプル、前半最終ホールは
バンカーでミスやOBショットなどで結局４オーバー。と
ころが、バックナインは何故かすんなり、奇跡的にハーフ
39で回ることができました。

峰山支所　廣谷　倫成
　夢にも思わなかった初優勝で
す。ありがとうございます。
　窓からの眺めは、冬の鉛色の
空から降る小雨と鉛色の海で
す。北風が強いときは、10m～

15mの高さの波しぶきとなる程に海は荒れます。私には、
VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコンペは、この景
色とともに冬の到来の風物詩となっています。
　ゴルフを始めた年50歳、頭も体も硬くなる歳余裕なし。
そして今70歳、状況はそれ以上。打った球は真逆で、軟ら
かく左右にオービー。「お客さんオービーで～す。」を連発

明治安田生命保険相互会社
林田　雅昭
　京都は学生時代を過ごした、
私の第二の故郷の地です。今年
より転勤にて京都に赴任し、
今回初めてVIP君・ランちゃん

チャリティーゴルフコンペに参加させていただきました。
　毎年このような素晴らしいコンペをご企画いただいてお
ります、京都税理士協同組合の事務局の皆様には本当にお
世話になりました。
　信楽カントリー倶楽部杉山コースは初めてのラウンド、
当日は天気に恵まれ絶好のコンディションの中、整備され
た美しいコースに感激してスタートしたのですが、各ホー
ルのバンカーのプレッシャーと今までに経験したことのな
い高速グリーンに緊張の連続でした。そんな中、同伴いた

　表彰式の会場では、中江嘉和理事長が、プレゼンテーター
としてコンペ表彰式会場に来られ、ご挨拶をされました。
アルプスのライチョウよりゴルフ場で中江理事長を見かけ
る方が珍しいとのことでした。
　今回と同じ信楽カントリーで昭和60年12月６日に京税
協・支部連共催で開催された第１回ゴルフコンペ優勝の今
城勝利先生、理論派の奥野和弘先生、遠路、舞鶴から参加
いただいた竹原正人先生とご一緒させて頂き、楽しくラウ
ンドできたおかげで、Wペリア方式により全てのオーバー
がハンディキャップになるという大幸運に恵まれ、優勝さ
せて頂きました。
　コンペ開催にあたりお世話いただいた共催・協賛ほか関
係各位の皆様方、誠にありがとうございました。

され、老体にムチを打ち野山をかけめぐり、小さなノート
に反省文を書きながら練習。悪戦苦闘し、一喜一憂の20年
でした。
　優勝できたのは私の腕ではなく、ランちゃんゴルフコン
ペの名のごとく走り出したら止まらない急行グリーンのなか
で、一緒に楽しくラウンドして頂いた宇治支所の高瀬先生、
藤原先生そして明治安田生命の松田京都支社長のおかげで
あり、ダブルペリアのハンディ、そして硬くなった頭と体に
与えられた70歳からのハンディ、フロントからのドライバー
というダブルのハンディであろうと思われます。頂いた牛肉
をどうするか、帰りの車で悩んだ楽しい一日でした。
　お世話頂いた地区連絡委員会の先生方、本当にありがと
うございました。

だきました大先輩の酒井陽一先生、中川晃先生、東幹夫先
生が各々繰り出す数々のスーパーショットに引っ張られ、
合間でのユニークな掛け合いのおかげで、徐々にリラック
スしてプレーすることが出来ました。本当にありがとうご
ざいました。
　当日のプレー内容は、なんと自己ベストの４バーディー
獲得！しかしながら、OB、３パット、バンカーからのホー
ムランなどの大たたきのホールもあり（そのほとんどが隠
しホールに…）、まさに出入りの激しいゴルフでした。そ
の結果大きなハンデに恵まれ、優勝させていただくことが
出来ました。このような大きなコンペでの優勝は初めての
経験です。
　私ども生命保険会社と税理士先生の皆様とは、全税共や
代理店等を通じて強いつながりがあります。これからも皆
様と楽しく元気にゴルフが出来るよう頑張ってまいります。

全税共 VIP君・ランちゃんチャリティーゴルフコンペ
令和元年11月６日（水）　於：信楽カントリー倶楽部 杉山コース

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

団体
優勝
伏見支所

成績表� （敬称略）

北コースSTART 東コースSTART 西コースSTART 団　体

優　勝 葊谷　倫成
（峰山支所）

林田　雅昭
（明治安田生命）

中川　秀夫
（伏見支所） 伏見支所

準優勝 髙瀬　哲也
（宇治支所）

足立　修平
（伏見支所）

早田　泰之
（日本生命）

保険会社
【合同チーム】

第３位 松田　昭寿
（明治安田生命）

樋口ほあき
（中京支所）

吉田　　貢
（下京支所） 中京支所

西コース優勝

北コース優勝

東コース優勝
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　京都市内・宇治・園部各支所より会計担当者が出
席し、支所会計担当者会議が開催され、支所経理等
に関する説明が行われた。
　質疑応答では、各支所会計担当者から積極的な質
問が寄せられ、活発な議論が展開された。

　毎年恒例のチャリティー募金寄託は、伊島睦副理
事長と河村澄子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など171,565円を寄託した。
　当組合からの寄託は今回で38回目、総額18,804,575円
となった。
　誌面をお借りして、善意を
お寄せくださいました皆様に
厚く御礼申し上げます。

　役員と委員を交えた忘年会がウェスティン都ホテ
ル京都で開催され、99名が参加した。
　日頃それぞれの分野において活発な活動を続けて
いる各委員会だが、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、年の瀬の忙しいひと時に
和やかな時間を過ごした。

　京都市内・宇治・園部各支所より支所長はじめ担
当者が出席し、支所合同協議会が開催され、組合各
事業について担当役員より説明がなされた。
　協議会終了後、京都ホテルオークラに於いて懇親
会が開催され参加者の親睦を深めた。

　中小企業関係優良組合表彰式が京都ガーデンパレ
スに於いて開催され、優良組合として西脇隆俊京都
府知事より表彰を受けました。

総務委員会
支所会計担当者会議

チャリティー
募金寄託のご報告

委員会合同忘年会

地区連絡委員会
支所合同協議会

優良組合表彰式出席報告

11月22日金 12月11日水

12月11日水

11月22日金

11月25日月
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長崎への旅

長崎卓袱浜勝
しっ ぽくはま かつ

四海楼

三菱重工業長崎造船所史料館雲仙地獄めぐり

パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ

東　園

　1899（明治32）年に陳平順が創業した「ちゃんぽん」
「皿うどん」発祥の老舗中華料理店です。

　戦略性に富んだシーサイドリゾートコース。
　大村湾に突き出した半島の中にあり、海越えの
ホールなどなかなか日本では味わえないゴルフ
が楽しめる。フェアウェイが広いので１打は思い
切り飛ばしたい。フェアウェイのアンジュレー
ションはミスをたしなめる造りで、ナイスショッ
トには次打が楽なライが用意されている。全体的
にゴルフの醍醐味を味わえるベテランには嬉しい
コース。

　仁田峠展望所からロープウェイが発着。
標高差約174mの仁田峠～妙見岳間を、
36人乗り２両編成のゴンドラが４～８分
間隔で運行しています。わずか３分間の
所要時間ですが、窓から眺める自然の大
パノラマは一見の価値ありです。

　本渡～松島～三角を結ぶ定期船「天草
宝島ライン」。
　九州各地と天草をJRと船で結ぶ新し
い交通機関です。
　上天草市松島（前島）港と宇城市三角
港を結ぶ定期航路です。
　今回は貸切船にて天草五橋クルーズを
お楽しみ下さい。

　天草の食材を使用した贅沢なランチや
お土産、景色。
　全てが揃う空間「リゾラテラス天草」
でご昼食をお楽しみ下さい。

　史料館となっている赤煉瓦の建物は明
治31年（1898）鋳物工場に併設の木型場と
して建設されたものを昭和60年（1985）に
改装し、史料館として開設したものです。
船舶をはじめ、タービン・ボイラーなど
約900点もの製品の写真・史料や実物が
展示されており、安政４年（1857）創業以
来、今日までの長崎造船所の歴史を学ぶ
ことができます。

　浮舞台が印象的な豪華なロビー、すべての客室から見える
池と日本庭園は華やかで四季折々の美しさ。
　料理長厳選の地元の旬の食材を使った料理はこだわりの有
田焼の器に盛りつけられ、目と舌の感動を味わえます。
　素晴らしい眺めの掛け流しの温泉大浴場もございます。
　日常を離れたゆとりとおもてなしで心ゆくまでおくつろぎ
ください。
　今回は全館貸切でのご提供となります。

長崎市内昼食

旅館直行組
ゴルフ組

長崎市内観光組

雲仙ロープウェイ

観光組

リゾラテラス

シークルーズ

昼食は「浜勝」か「四海楼」のどちらか選べます

※写真は５名盛りです

1日目

2日目
令和2年4月12日（日）～13日（月）

雲仙温泉「東園（あずまえん）」
全館貸し切りで、長崎のうまかもんを……

一泊旅行のご案内

※お申し込みは１月31日（金）迄ですのでお急ぎください。

　文化の窓口として栄えてきた長崎の歴史をひもとき
ながら、長崎卓袱浜勝ならではの卓袱料理をじっくり
ご賞味下さい。
卓袱料理のはじまり

　その昔、隠元禅師などによってもたらされた普茶料
理（精進料理の一種）の配膳形式に、長崎町民の間で
作り出された和・華・蘭（わからん）をミックスした
献立がそのまま盛りつけられ、長崎独特の料理を生み
出しました。
　それが卓袱料理の始まりだとされています。

いんげん ふ ちゃ

あずま えん

きんかい

or

or
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ください。
　今回は全館貸切でのご提供となります。
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長崎市内観光組
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全館貸し切りで、長崎のうまかもんを……

一泊旅行のご案内

※お申し込みは１月31日（金）迄ですのでお急ぎください。

　文化の窓口として栄えてきた長崎の歴史をひもとき
ながら、長崎卓袱浜勝ならではの卓袱料理をじっくり
ご賞味下さい。
卓袱料理のはじまり

　その昔、隠元禅師などによってもたらされた普茶料
理（精進料理の一種）の配膳形式に、長崎町民の間で
作り出された和・華・蘭（わからん）をミックスした
献立がそのまま盛りつけられ、長崎独特の料理を生み
出しました。
　それが卓袱料理の始まりだとされています。

いんげん ふ ちゃ

あずま えん

きんかい

or

or

【7】第168号京都税理士協同組合ニュース



　京税協では厚生会を含め67（2019年12月現在）の企業と提携しております。
　各企業の特典内容は毎年１月発行の提携企業便覧に掲載させていただいており
ます。
　今般、提携企業からコラムを募り掲載することになりました。
　どんな方がご担当なの？へえ～、こんな使い方が出来るの？などなど、意外に
知らないことが多いかも？是非ご一読くださり、積極的なご利用をお願い申し上
げます。

不動産のことは「三井住友トラスト不動産」へ
� ご相談ください
　私ども、三井住友トラスト不動産は、土地・一戸建て・マンショ
ン等居住用不動産の売却や購入だけでなく、投資用・事業用の不
動産に至るまで、不動産流通にかかわる各種サービスを提供して
おります。
【不動産市況（近畿圏／2019年12月）】
　近年の都心部の地価は、2012年からのアベノミクスによる景気
拡大、外国人観光客増加等により、ホテル及びオフィスビル、タ
ワーマンション建設等の土地需要が増え、現在も緩やかに地価上
昇が継続していると思われます。一方で、取引が好調であった一
棟収益マンションなどの事業用投資不動産は、昨年からの金融機
関の融資基準の見直し等により、一部取引量が鈍化し始めていま

す。今後、消費税増税の影響や世界情勢の不安要素がある一方、
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、2025年大阪関
西万博も景気への効果が期待されており、この地価の緩やかな上
昇傾向が継続する可能性が高いと考えます。
　先生方が取り組みされている案件で、査定等お役に立てること
がございましたら、不動産価格査定書を無料でご提供させて頂き
ます。ぜひ、ご活用頂きますようお願い申し上げます。

三井住友トラスト不動産株式会社

京都センター

所長　新
あら

井
い

喜
よし

昭
あき

京都北センター

所長　戸
と

田
だ

圭
けい

治
じ

京都桂センター

所長　中
なか

川
がわ

大
だい

輔
すけ

担当／近畿圏情報営業部

山
やま

﨑
ざき

　淳
じゅん

未来を見据えた葬祭専門企業として
　株式会社公益社は、1938年に京都の烏丸通六角上ルに創業いた
しました。ご自宅・集会所・お寺での葬儀はもとより京都市・宇
治市・大津市で葬儀式場ブライトホールを運営しております。
　昨今、時代の移り変わりとともにお客様のニーズも多様化して
おりますが、私どもはその要望にきめ細かくお応えして故人様の
尊厳を守り、ご遺族様に寄り添い、心を傾けた真心の葬祭サービ
スに全力を注いでいます。

　京都税理士協同組合様とは、特定契約を
結んでおり、組合員ご家族様をはじめ顧問
先・ご友人にも葬儀費用の割引を適用させ
ていただいています。どうぞご安心して公
益社をお薦め頂ければ幸いです。
　詳細は担当までご連絡下さい。今後共よ
ろしくお願い致します。

株式会社　公益社

渉外部

西
にし

山
やま

嘉
よし

文
ふみ

上質志向
　消費税増税があった10月の家計調査・景気動向指数が公表され、
５年半前の前回の増税時を上回り大きく落ち込みました。
　皆様同様景気への関心の他、私は不動産業に従事している事か
ら地価動向、外交や観光業、また家庭を持つ身からあらゆる世帯
への施策や、学生時代の経済学の授業を思い返し、社会全体や企
業の富の分配や幸せについて考えております。
　小売業の友人に売行きなど聞くと国産回帰をはじめ上質な物へ

の消費者の関心が高い事を聞きます。
　私共の業務は、相続を専門とする不動産
業であり相続税評価、市場調査、貸宅地等
の権利調整、売買等を行っており、専門知
識と技術を高め、より上質なものを届ける
よう努めて参りたいと思います。

株式会社　国土工営　関西支店

主　任

日
ひ

比
び

啓
けい

太
た

One�日税
　日本中に感動と希望をもたらしたラグビーワールドカップ2019
日本大会。中でも、日本代表の桜の戦士たちは「ONE�TEAM（ワ
ンチーム）」で結束し、世界の強豪国を相手に快進撃を続けました。
日本代表チームのスローガン「ONE�TEAM」は2019年の流行語
大賞の年間大賞にも選ばれています。
　どんなに優秀な選手がそろっても、心が一つにならなければ
チームとして機能しません。これはビジネスの世界でも同じだと
私どもは考えます。
　日税グループは創業以来、「税理士とその関与先のために」を

経営理念として企業活動を行っており、お
かげさまで45周年を迎えております。
　時代の変化とともに人々のニーズも多様
化しています。日税グループ５社（㈱日税
ビジネスサービス、㈱日税不動産情報セン
ター、㈱共栄会保険代行、㈱日税サービス、
㈱日税経営情報センター）は「One�日税」
のもと結束し、心を一つに皆様に喜んでい
ただける質の高い総合サービスを提供して
まいります。

日税グループ

大阪支店長

宮
みや

園
ぞの

幸
こう

嗣
し

私たちに
お任せください !!

提
携

数珠 つ な ぎ

企 業 コ ラム

1
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一品一品の料理に手間と愛情が感じら
れます。ここにも大将の真面目で丁寧
な性格が表われています。
　また女将さんの付かず離れずのほど
よい接客は何より心地がいいです。
　接待をする側で伺う事がほとんどな
のですが、顔をさされる事を嫌う業種
の方もいらっしゃるため、「上七軒の
お店は本当に顔がさされんと済みま
す」と好評です。
　店に向かう際の石畳が何とも京都ら
しく、また花街ならではの艶のある雰
囲気で気持ちが高ぶります。
　上七軒に訪れた際は、是非「芳'月」
さんにおこしやす～。

※上七軒
　京都市上京区真盛町から社家長屋町
に位置する花街である。
　室町時代に北野天満宮の再建の際に
残った資材を使って７軒の茶店を建て
た。これが「上七軒」の由来で、桃山
時代に豊臣秀吉が北野で大茶会を開い
た折に茶店側は団子を献上したところ
大いに誉められて以来、また西陣の結

びつきで花街としての繁栄を極める
（Wikipediaより）。

　私のおすすめは5,000円のコース料
理（９品）です。
　お寿司と最後にデザートまで付いて
上七軒でこの値段は破格です。
　店に入るとシャイで大柄な大将と気
さくで優しい女将さんが出迎えてくれ
ます。
　コース料理は、季節毎に内容も変わ
り、料理全てを通して旬が感じられる
飽きがこない個性豊かな献立。何より

　私が紹介させていただくお店は、
JR嵯峨野線馬堀駅から徒歩３分の場
所にある懐石料理のお店「季節料理し
ょうぶ」さんです。
　大将といつも笑顔の女将さん、息子
さんの３人で営まれているとってもア
ットホームなお店です。
　私がこのお店に通うようになって、
早いものでもう15年ほどが経ちます。

　父が「近くに美味
しい懐石料理のお店
ができたよ」と家族
を連れて行ってくれ
たのがはじまりで、
何かイベントがある
度、いつも「しょう

ぶ」さんの目にも美しい懐石料理をい
ただくのが我が家の定番となっていま
す。
　大将はもともと京都の有名料亭で料
理長として腕を振るっていらっしゃい
ましたが、「もっとリーズナブルな価
格でたくさんのお客様に季節料理を味
わってほしい」という想いで、ここ亀
岡にお店を構えられました。
　そんな大将が腕を振るう料理は、素
材の味を最大限に引出した絶品ばか
り。味はもちろんのこと、丁寧に仕上
げられ、見た目に美しく心を奪われま
す。一品一品、手間暇惜しまない心を
こめた丁寧な仕事ぶりにはいつも感服
させられます。
　今回、家族の誕生日ということで、
大好きな「かにのコース」を事前にお
願いしておりました。
　朝から大将が市場で選んできてくだ
さったのはなんと「津

つ
居
い
山
やま
のかに」で、

茹で・焼き・カニ味噌・しゃぶしゃぶ・
〆に雑炊と、心ゆくまで堪能させてい
ただきました。幸せです。
　四季の味わいを五感で堪能できる店

「季節料理しょうぶ」さん。近くにお
越しの際はぜひ寄ってみて下さい。
　自信をもってお薦めします！季節料理しょうぶ

園部支所　関本　麻弥

鮓　芳'月
　　

上京支所　藤岡　保将

鮓 芳'月北
野
天
満
宮

北
野
天
満
宮

天
神
川
天
神
川

北野白梅町駅北野白梅町駅

とようけ茶屋とようけ茶屋

ローソンローソン

京都北都信用金庫
馬堀支店
京都北都信用金庫
馬堀支店

季節料理
しょうぶ

西
川
西
川

JR馬堀駅JR馬堀駅

亀岡警察署
篠交番
亀岡警察署
篠交番

季節料理しょうぶ
〒621-0823京都府亀岡市篠町馬堀北垣内46-11
Ｔ Ｅ Ｌ　0771-24-0931
営業時間　昼 12：00～14：00（L.O.13：00）
　　　　　夜 17：00～22：00（L.O.21：30）
定 休 日　水曜日・第3木曜日

鮓　芳'月
京都市上京区今出川通七本松西入ル真盛730-1
Ｔ Ｅ Ｌ　075-462-1113
営業時間　昼12：00～14：00 （L.O.13：45)
　　　　　夜18：00～24：00 （L.O.23：30)
定 休 日　月曜日（祝日の場合 火曜日）

とっておきのお店飲食店に限定せず、なんでもOK─
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　生まれてから現在に至るまでのすべてを京都で過ごして
きました。住んでいると、京都が発祥の地というのをよく
目にします（真偽のほどを調べたことはありませんが）。
　『いけばな発祥の地』『絵馬発祥の地』『駅伝発祥の地』『軟
式野球発祥の地』、また食べ物でも『みたらし団子』『千枚
漬け』など…一般的に京都には『古都』『神社仏閣』『日本
文化』など歴史を感じるイメージがあるようですが、『プ
ライドが高い』『排他的』『愛想が悪い』など負のイメージ
もあるとかないとか…。両親も京都生まれ京都育ちのため、
私には京都にそのようなイメージは実感としてはあまりあ
りません。
　小学校３・４年生ごろ、友達の家でお昼からずっと遊ば

せていただいていた
のですが、確か夕方
５時ぐらいに友達の
おばあさんに『よ
かったら晩御飯食べ
て帰って』と言われ
ました。当然、私は
普通に『ありがとう』
と答え、友達の家の
電話をお借りして母
親にそのことを伝え
ました。すると、母
親に用事があるわけ
でもないのになぜか
帰ってくるように言
われたのです。
　帰って母親に『何
で帰ってくるように
言ったん、せっかく
一緒に食べようって
言われたのに』と
言ったところ、『何
をいっているの、遅
くなったし、もう夕
食の支度をする時間

だから帰ってということやん
か』と言われました。もちろ
ん３・４年生の僕にとっては
到底理解できるはずもなく、
というか本当に僕に食べて
帰ってほしかったのではない
のかなと思っていましたし、
なんて母親はひねくれている
のだろうと思いました。
　でももし母親のいうとおり
だったとすれば、小学校のと
きに言われたのがいわゆるあ
の有名な『ぶぶ漬けはどうど
すか？』の初めての体験だっ
たのかもしれません。京都のことばは奥が深いというか、
意味が真逆になることもしばしば。
　『ちょっと考えときますわ』『丁寧な仕事しはりますね』
『お忙しいのと違いますか』など、ちょっと考えるにはと
ても面白いのですが、考えすぎるともう何も話せなくなる
のでご注意を。そんな私は言われたとおり何でも素直に受
け取るようにしております。

〜御池麩屋町　京税協でほっこり〜

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！

京ことば
� 左京支所　三宅　直樹
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　中学高校で出会ったバレーボール。スポ根の時代だった
ので、水も飲めず、延々と球拾いさせられ、試合に勝つた
めに放課後はもちろん朝練も含めて何時間も厳しい練習を
し、苦しかったですが良き思い出でもありました。そのせ
いか、社会人になってからも仕事仲間でバレーボールサー
クルを作って頑張っていましたが、仲間の転勤や結婚など
でいつの間にか自然消滅。気が付くと仕事仲間で居酒屋巡
りに変わってしまい、高校の時に68キロあった体重がなん
と78キロになり、10キロ増というお粗末。挙げ句の果てに
高脂血症という成人
病にもなってしまい
ました。これはヤバ
いと思いながらもな
かなかその生活から
抜け出せずに現在に
まで至っていましたが、予想外の
ところから好機が訪れました（^_^）
　ご縁があって現在子どもの通
う小学校のPTA会長をさせて
いただいています。ここには保体活動として女子バレー
ボールがありました。男子も後衛でのプレーならオッケー
ということだったので、当然、部員の全員が女子でしたが、
迷うことなく即入部しました。初日の練習はとにかく体が
動かず、息もすぐにあがってしまいバテバテで翌日は体の
ほぼ全部が筋肉痛という恐ろしい結末となりました。思い
返せば約20年もまともなスポーツもせず、運動と言えば駅
への階段の上り下り、得意なのはステップ…ではなく右へ

左への千鳥足、という状態だった
ので、今思えば無理もないことで
した。
　今は入部から約１年半となりま
すが、この間に人との繋がりが増
えたおかげで新たなご縁が生ま
れ、地域の体育振興会で活動する
男子バレーボール、ソフトバレー
ボールと出会い、そちらも始めた
のでやや仕事そっちのけでバレー

ボールに勤しんでいます。そしてまた新たに地域のソフト
ボール活動にもお誘い頂きましたのでそちらにも入部しま
した。「また増やしたの？」と妻は少々呆れているようで
すが、呑んで帰ってくるより練習を終えて帰ってくる方が
「お帰りなさい」のトーンが違うのは明らかなので、オー
ルオッケー！というところでしょうか。
　ただ誤算がありまして、予想に反して体重が全く減らな
いことです。当初は脂肪が筋肉に変わったのだからそんな
にすぐには減らないだろう、と自分を納得させていました
が、そんな一時しのぎの言い訳では自分自身を誤魔化せな
くなってきました。
　これをお読みの方！　効果的なダイエット方法がありま
したら、是非ご一報をお願いします。

生涯スポーツとの出会い�
伏見支所　小松　秀行
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のってみた おりてみた

　しかしそういう問題以前に、このキックスケーター、結
構疲れる。それも想像以上に。
　足だけではなく、全身を使ってバランスを取りながら走る
ので、体幹を鍛えるのにうってつけということが乗ってみる
とわかる。それにアスファルトの路面はガタガタだったりす
るので、その振動が直に足に伝わってきて、ふくらはぎや足
裏のマッサージにもなる極めて健康的な乗り物だった。
　だけれども、夏は暑くて乗っていられない。
　私は夏には日傘を愛用しているが、キックスケーターに
乗りながら傘をさすのは不可能なので夏は「流星号」はお
蔵入りの状態になっている。
　なので、涼しくなった秋から春にかけてがアーバン・キッ
クスケーター乗りにとってのベスト・シーズンなのだ。

流星号、応答せよ!!
　折りたたんで専用ケース
に入れて持ってきた愛車
「流星号」をケースから取
り出し、乗れる状態にセッ
トし、みやこめっせ前から
二条通りを西へと向かうこ
とにした。
　ちなみに、この日までみ
やこめっせに面した北側の
道が二条通りだということに
気が付いていなかった。

　せっかくなので移動時間を計ってみることにした。
　みやこめっせ前から西へと進んで行き最初に着く大きな
通りが東大路通であるが、ここまでかかった時間が３分２
秒だった（途中信号にひっかったときはストップウォッチ
を止めている）。
　さらに西進して行くと川端通に出る、ここまでの時間は
みやこめっせから４分57秒かかった。
　鴨川を渡り河原町通まで行くと６分38秒、さらに西に進
み烏丸通に到着した時は12分55秒だった。
　そして烏丸二条から北に少し進
んで京都新聞社に到着した時の時
間は14分11秒というタイムだった
（いずれもみやこめっせからの所
要時間）。
　グーグルマップによると移動時

冬の京都に似合う乗り物あり〼！
　まず、みやこめっせに行き、そのあと京都新聞社に行く
予定の日があった。
　実は、みやこめっせから京都新聞社のある烏丸丸太町ま
で公共交通機関で移動するのはちょっと不便である。
　熊野神社前（東山丸太町）まで歩いて丸太町を西に行く
バスに乗るか、三条通の地下鉄東西線東山駅まで歩き東西
線に乗って烏丸御池駅で烏丸線に乗り換えて丸太町駅で降
りるかになるかだが、どちらにしてもそれなりに面倒だ。
　そこで思いついたのが愛車で移動する方法だった。
　ということで、この日はみやこめっせまではバスに乗っ
て移動し、みやこめっせから京都新聞社までは愛車で移動
することにした。

　「こんなの乗ってる
大人見たことない!!」
　以前、知人が事務所
に来た時に私の愛車を
見てそう叫んだことが
ある。
　そう、私の愛する
キックスケーター「流
星号」を見て。
　実は私も他の大人が
これに乗っているのを見たことがない、大人どころか小学
生高学年以上が乗っているのを目にしたことがない。
　この乗り物、子供が乗るには危険だと思っていたが、実
は大人でもアブナイ乗り物だった。しかも乗っている時の
多くは片足で乗っているので、かなり足にダメージがくる。
　ずっと同じ片方の足で乗っていると疲れてくるので、た
まに左右の足を入替えるのだが、その動作も以外と難しい。
　その軸足を入替えるときは一瞬、両足をボードに乗せて
入替えるので、両足がボードに乗っている瞬間はバランス

をうまくとらな
いと横転してし
まう危険をはら
み、大人でも油
断をすると危険
な乗り物なのが
乗ってみてわ
かった。

No.9

キック
スケー

ター

みやこめっせ
⇔京都新聞

社
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間は、徒歩で28分、バスだと15分、地下鉄だと22分になっ
ていた。その時グーグルマップを見て知ったのだが、みや
こめっせから熊野神社前まで行かなくても東山二条から烏
丸丸太町まで行くバスがあった。
　バスの移動時間が15分と計算されているがこれは待ち時
間が厳密に考慮されていないので、やはり一番早いのは
キックスケーターになる。
　自動車やバイク、マイカーという選択肢もあるが、この
手の乗り物は現着した後の置き場に困る。その点、キック
スケーターは電車にもバスにも同伴出勤可能であるし、建
物の中にも折りたたんで持ち込みことも可能だ。
　京都新聞社に入る際に受付で専用ケースを見て、「ライ
フルが入っているのではないか？」と疑われたらどうしよ
うかと心配したが、その心配は無用で全くのスルーだった。
　少し肌寒い日だったが、目的地に降りたった時には、うっ
すらと汗をかいていた。

　帰りは事務所のある松ヶ崎ま
で地下鉄で帰ることにした。
　もちろん愛しい流星号も一緒に。
　参考までに書いておくと、キッ
クスケーターは道路交通法上は
自転車とは異なり車両にはあた
らず、いわば玩具のような扱い
になるらしい。

　ちなみに「流星号」は前
輪にも後輪にもブレーキが
付いているタイプで、前輪
の内側にはLEDがはめ込
まれていて、走ると（回転
すると）タイヤが光るよう
になっている。

冬でも全身がポカポカしてくる優れもの
　事務所から松ヶ崎駅まで徒歩だと９分かかるが、流星号
を使えば５分で着く。単純計算で、歩いて45分の距離のと
ころを流星号だと25分で着くことになる。そう思うとやは
りスピード面ではかなり魅力的だ。
　キックスケーターは注意して乗らないと事故に繋がる危険
性はあるものの、D2D（door�to�door）で移動可能な渋滞し
らずの運動にも環境にもいい「カラダがまる温まる乗り物」
なので、京都の冬の散策にこそお勧めしたいビークルだと
思った。

広報委員　清水　仁志
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　♪まるたけえびすにおしおいけ、あねさんろっかくたこ
にしき、しあやぶったかまつまんごじょう…。皆さんよく
ご存じの「京の通りうた」東西バージョンです。
　京都に〇十年住み、毎日のように京都市内を車で走って
いるので、さすがに大抵のみちの名前は憶えていますが、
私はいまだに確認のためこの唄を口ずさんでしまいます。

　今回、大好きな
加茂街道のことを
書こうと思ってい
たのですが、いざ
京都のみちについ
て調べ始めると、
特定のみちどころ
か京都市内全体の
みちのことをよく

知らないということに気づき、通りうたどおりに碁盤の目
状になったみちで構成される京都の町自体について調べて
みることにしました。
　ちなみに碁盤の目と云われてますが、実際には碁盤の目
の状態が残っているのは一部の地域（祇園祭の鉾町等）だ
けで、ほとんどは南北に長い短冊型になっているのですね。
そんなことも知らずにおりました。

　さて、人類が初め
て京都で暮らし始め
たのはまだ大陸と日
本が陸続きだった約
２万年前の旧石器時
代で、最初は今の洛
北・洛西・山科など
辺りで暮らしていま
した。その後弥生時
代に稲作が行われる
ようになると農耕社
会が定着し、京都全
体に集落がたくさん
形成されるようになり、７世紀後半には京都と他の地域を
結ぶ交通路も整理されるようになりました。そして、794
年に桓武天皇が長岡京から遷都し、「鳴くようぐいす」で
覚えた平安京ができました。
　平安京は北が一条大路、南が九条大路、東が東京極大路、
西が西京極大路に囲まれた長方形をしており10年余の歳月
をかけて造営されました。この造営時、長安の都市計画を
参考にして条坊制を取り入れたことにより、平安京は南北
に走る朱雀大路を中心に右京左京に、東西に走る大路に
よって一条から九条に分けられ碁盤の目状になりました。
ここで初めて今の碁盤の目といわれる街並みの基礎ができ
るのです。

　京都は焼けたことがないと云われることがありますが、
実際には京都人にとっての「先の戦」である1467年に始まっ

～
碁
盤
の
目
～

広
報
委
員
　
中
元
　
亜
紀

市役所前にある「通りうた」の装置

通りうた

平安京
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た応仁の乱で焦土と化しています。その際に焼けてしまっ
た寺社などもあり寂れてしまった地域もありますが、安土
桃山時代に入り、豊臣秀吉が御土居の建設や新たな町割り
を行い様相が変わってきます。
　秀吉は平安京以来正方形の格子状だったものを半町ごと
に南北の道路を作って分断し、正方形の中に長方形が並ん
でいる短冊型に変えました。

　この際、御幸町通・堺町通・間之
町通・車屋町通など細かい通りが作
られ、その通り沿いにたくさんの建
物が建てられたことにより、京の町
は繁栄していきました。
　そうして江戸時代には現代にある
ほとんどの通りが固定されていき、
1708年の宝永大火、1788年の天明大
火などで広範囲で燃えてしまったこ
ともありますが、通りは大きくは変
わらず、「京のみち」ができあがっ
てきたのです。
　ちなみに五条通や堀川通などの大
きな道路は、約40万坪にわたって建
物疎開をした第二次世界大戦の後、
疎開で空いた土地の半分の面積を道
路や公園にした際、拡幅されたそう
です。
　今回ここには書ききれませんでし
たが、京の街の変遷、京のみちの成
り立ちを調べることにより、他にも
たくさんの興味深い話を知ることが
できました。普段何気なく通ってい

る「京のみち」それぞれに歴史があり、たくさんの時代を
経て今日（こんにち）の状態で存在しています。それぞれ
の「みち」の詳細はまた次の執筆者の原稿を読ませていた
だくのを楽しみに待つことにいたしましょう！

参考文献　「京都1000年地図帳」宝島社
　　　　　「京都古地図散歩」平凡社
　　　　　「古地図散歩　江戸・明治・現代」平凡社
地　　図　中元瑛子（母）作

碁盤の目　通り名
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組合の動き▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

11・26
研修・短期講座
「年末調整の仕方について」
　講師：大庭朋子先生
　参加：132名

11・26 （株）日税ビジネスサービス臨時株主総会出席　於　本社会議室

11・27 保険第一小委員会
（優秀営業社員表彰式開催要領について）

11・27 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）

11・28 出版委員会（税務便覧の販売状況報告）

令和元年

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

第３回理事会
　令和元年度第３回理事会を12月11日（水）午後４時15分より
ウェスティン都ホテル京都にて開催。当日の出席状況は次の通
り。
　理事46名　監事５名　相談役６名

【決議事項】
　次の第１号～５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16名、法人５社、賛助会員11名の加入を承認。承認の結
果、個人組合員は1,193名、法人組合員131社、出資金額7,792万円、
賛助会員429名、加入率は83.6％となった。
� （申込順・敬称略）
（個人組合員）
○亀元　祐希（上京）� ○林　　繫一（上京）
○北村　伸史（東山）� ○平島　芳章（中京）
○小原　敬弘（園部）� ○池田　　進（右京）
○山田　　要（右京）� ○片山　正史（東山）
○中谷　義宏（中京）� ○杉本　尚人（右京）
○永田　充男（右京）� ○駿河　一郎（下京）
○林　　由美（伏見）� ○原　　謙介（左京）
○竹内　　宗（右京）� ○齊藤　誠吾（宇治）
（法人組合員）
○税理士法人ロジック（下京）
○税理士法人天照京都事務所（伏見）
○アーム税理士法人（右京）
○税理士法人アドヴァンス（上京）
○IMC税理士法人（右京）
（賛助会員）
○竹内　景一（中京）� ○小松　秀行（伏見）
○一藁　利章（東山）� ○中村　拓也（園部）
○松井　康朗（中京）� ○久保　　賢（上京）
○石原　　豊（右京）� ○石原　　牧（右京）
○石原　有哉（右京）� ○富田由紀美（上京）
○木村　修詞（左京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○草場政次郎（右京・脱退）
○山田　　要（右京・脱退【組合員へ移行】）
○四方　健策（伏見・脱退【沖縄会へ転出】）
○原　　謙介（左京・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　役員の自己取引（税務便覧報酬）支払承認の件

第４号議案　空調機器更新に係る業者選定承認の件

第５号議案　�新規提携企業候補（１社）承認の件並びに提携契
約交渉打切報告

【報告事項】
（保険部門）
保険第一委員会
　①営業社員特別キャンペーン実施について
　②９月10日（火）登録代理店・紹介税理士研修会開催報告
　③９月13日（金）
　　大同保険推進協議会実務者会議【名古屋担当】開催報告
保険第二委員会
　①全税共第34回全国統一キャンペーン
　・会社別入賞者一覧
　・個別業推・表敬訪問実施報告
　・１月30日（木）表彰式・祝賀パーティースケジュール
　②税理士VIP代理店施策について（代理店登録［Z1］・年度末）
　③９月17日（火）日本生命VIP登録代理店推進協議会開催報告
　④営業職員年間賞施策追加について（年間１億賞）
　⑤小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーン実施報告

（事業部門）
事業委員会
　①10月21日（月）事業推進協議会開催報告
　②令和元年分税務便覧販売状況報告
出版委員会
　・委員会開催報告
研修委員会
　・�講座開催実績報告並びに今後の開催予定報告／ライブ配信
について

（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、年末年始の弔事等緊急連絡
について

　③委員会構成員（地区連絡）追加報告
　④11月22日（金）支所会計担当者会議開催報告
　⑤教育情報図書申込結果について
　⑥チャリティー寄託報告
　⑦�ホームページ更新、SNS開設、キャッシュレス対応について
法規委員会
　・今後の委員会活動について
広報委員会
　・「京税協」167号発行状況報告
地区連絡委員会
　①�11月６日（水）全税共VIP君・ランちゃんチャリティーゴ
ルフコンペ開催報告

　②11月15日（金）両丹懇談会開催報告
　③11月22日（金）支所合同協議会開催報告
　　�４月12～13日（日～月）一泊旅行【長崎方面】開催案内並
びに大同生命チャリティーゴルフコンペ（兼両丹ゴルフ）
日程検討について

その他
　・台風被災見舞報告、優良組合表彰式出席報告

11・28 秋場良司氏全国税理士共栄会会長就任祝賀会出席
　於　帝国ホテル

12・３
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　肥後雅博氏
　参加：81名

12・７ 近畿青年税理士連盟京都支部忘年会出席
　於　京湯元ハトヤ瑞鳳閣

12・９
研修・短期講座
「基礎からわかる法人の資本取引」
　講師：村井淳一先生
　参加：197名（内ライブ配信４名）
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12・11 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・11 全税共第34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・11
常務理事会・理事会・委員会合同忘年会
厚生会役員会
　於　ウェスティン都ホテル京都

12・12
研修・勉強会
「相続法改正で変わる相続法務・税務第４回」（全５回）
　講師：立命館大学法学部教授　安井栄二先生
　参加：92名

12・23 広報委員会（第168号編集割付）

12・27 仕事納め

令和２年
１・６ 仕事始め

１・７ 近畿税理士会　新年賀詞交歓会出席
　於　帝国ホテル大阪

１・８ 広報委員会（第168号ゲラ校正）

１・10
研修・勉強会
「相続法改正で変わる相続法務・税務第５回」（全５回）
　講師：立命館大学法学部教授　望月爾先生
　参加：93名

１・14 支所会計【中間収支報告書】確認日
（上京・左京・園部）

１・15 広報委員会（第168号ゲラ再校正）

１・16
支所会計【中間収支報告書】確認日
（福知山・宮津・舞鶴・峰山）
　於　M.（サンプラザ万助）

１・16

研修・短期講座
「令和元年分所得税確定申告と令和２年分からの源泉徴
収の留意点」
　講師：松田昭久先生
　参加：142名（１月15日現在）

１・16
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　令和２年新年賀詞交歓会出席
　於　パレスホテル大宮

１・17
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 西田隆郎氏旭日小綬章受章祝賀会
　於　帝国ホテル大阪

１・20 支所会計【中間収支報告書】確認日
（中京・下京・右京・東山・伏見・宇治）

１・23 伏見支部　新年賀詞意見交換会出席

１・25 近畿青年税理士連盟京都支部合格者祝賀会出席
　於　ウェスティン都ホテル京都

１・25 「京税協」第168号発行

京都税理士協同組合

第48回通常総会
開催日

場所

令和２年８月７日（金）
ウェスティン都ホテル京都

※第９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。

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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京都市からのお知らせ

事務局からのお知らせ

■�個人住民税について
◆給与支払報告書の提出について
　令和元年中（平成31年中）に支払われた給与に係る「給与
支払報告書」の提出期限は令和２年１月31日です。給与受給
者の令和２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。
　なお、平成30年度から特別徴収義務者の一斉指定を実施し
ております。これに伴い、普通徴収の該当者がおられる場合
は、「普通徴収切替理由書兼仕切紙」の添付が必要となります。
「普通徴収切替理由書兼仕切紙」の添付及び個人別明細書の

■�組合ホームーページが新しくなりました。�
　�（https://kyozei/or/jp）
　組合員・賛助会員専用ペー
ジを新設し各種情報のダウン
ロードが可能になりました。
是非ご活用下さい。（専用ペー
ジはパスワードが必要になり
ます。12月並びに今月のDM
にパスワードを同封しており
ますのでご確認下さい。ご不
明の場合は事務局までお問合
せ下さい）

摘要欄への符号記入がない場合は、原則、特別徴収として取
り扱いますので、御了承ください。

◆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の電子申告をされる場合は、「普通徴
収切替理由書兼仕切紙」の添付は不要です。ただし、個人別
明細書の摘要欄に理由の符号を入力し、「普通徴収」欄にも
入力をしていただく必要がありますので御注意ください。

　eLTAXについての詳細は、下記ホームページをご覧ください。
➡【eLTAXホームページ】https://www.eltax.lta.go.jp/

■��SNS（Facebook・LINE）アカウントを開設しております。
　各種案内をスピーディーに発信いたします。ホームページ
にリンク・QRコードを設置しておりますので是非ご登録下
さい。（SNSは発信専用
です。お問い合わせの回
答は致しませんのでご了
承ください）。

■��キャッシュレス
対応について（PayPay）

　１階書籍コーナー、研修会受講料がPayPay対応となります。
　書籍コーナーは１月より、研修会は３月開講分からそれぞ
れPayPayの利用が可能となります。是非ご利用ください。

〈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）

◎下記企業との新規提携契約をいたしました。
・野村證券株式会社
　�組合主催の税理士認定研修への講師派遣、研修コンテン
ツの提供

◎�下記企業の提携内容が変更（下線部を追加）になり
ました。
・日通旅行株式会社
　国内・海外パッケージツアー代金の割引
　受注型企画旅行の割引

◎�令和２年版提携企業便覧を発行いたしました。是非
ご活用ください。

※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）

事業委員会からのお知らせ  

 

平日 9 時～21 時 土曜日 9 時～17 時 
※日曜日、祝日、年末年始（12月31日～1月3日）はご利用いただけません。 
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。 

日本公庫では、事業資金融資、国の教育ローンなどのほか、
経営に関する様々な情報を提供しています。 

京都支店 TEL：075-211-3230 

西陣支店 TEL：075-462-6420 

舞鶴支店 TEL：0773-75-2211 

 

平日 9 時～21 時 土曜日 9 時～17 時 
※日曜日、祝日、年末年始（12月31日～1月3日）はご利用いただけません。 
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。 

 

平日 9 時～21 時 土曜日 9 時～17 時 
※日曜日、祝日、年末年始（12月31日～1月3日）はご利用いただけません。 
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。 

Facebook LINE
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