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　日に日に秋が深まる季節となりましたが、組合員の皆様におかれましてはご健勝にてお過

ごしのこととお慶び申し上げます。

　去る８月７日開催の当組合第48回通常総会を開催いたしましたところ、本年は新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、心ならずも皆様に総会出席を控えていただくようお願いする

ことになり申し訳なく思っております。

　また、通常総会に上程いたしました各議案に対しご承認いただき有難うございます。事業

計画に則り、引き続き誠意をもって組合運営に当たっていく所存です。

　新型コロナウイルス感染拡大が日本経済に与えた影響は甚大なものであり、個人消費・設

備投資・外需共に減少している中、京都においてもインバウンド減少の影響は各方面に経済

的打撃を与えている状況です。

　新型コロナウイルス感染拡大の組合運営に対する影響も大変大きく、通常でしたら４月以

降実施しております各種の事業、会議は本年殆ど中止となりました。４月に予定しておりま

した組合厚生旅行を始めとして、今期に入って実施を予定しておりました提携企業等関係各

位との業務推進会議等も中止せざるを得ない状況でした。

　そのような状況のもとで新年度第49期を迎えているところですが、「新しい生活様式」を参

考にして、環境変化に対応した組合運営を構築していきたいと考えております。

　研修事業については、来場方式を中心とした研修から、オンデマンド方式を採用したWEB

配信による研修を構築してまいります。またインターネットを利用した諸会議実施が可能に

なるよう、機器等の整備を行っております。税務相談につきましては、閉鎖していた相談室

を10月より再開し、相談者と非対面で相談が行えるよう、近税会京都府支部連と連携し、実

施できる運びとなりました。

　今後もコロナウイルス感染状況を考慮しつつ各種事業の実施を検討していかざるを得ない

状況が続くものと考えております。組合員の先生方にはご不便をおかけすることもあろうか

と思いますが、皆様のお知恵をいただきながら組合運営を推進し改善を図ってまいりたいと

考えておりますので、今後共どうかご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

第48回通常総会を終えて
【理事長ご挨拶】

理事長　中江　嘉和
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第９回 京都税理士協同組合厚生会 通常総会

　８月７日（金）15時より、京都税理士協同
組合厚生会の第９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。司会の河村澄子専務理事が開
会を宣し、中江嘉和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た。

第１号議案　�令和２年５月期（令和元年６月１日から令和
２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

　笹井雅広専務理事が事業報告を、髙島良彦理事が財務報
告を行った後、田中英文監事が監査報告を行った。

第２号議案　�令和３年５月期（令和２年６月１日から令和
３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

　笹井雅広専務理事が事業計画を、髙島良彦理事が収支予
算の提案を行った。

　質疑応答の後、２議案とも原案どおり承認可決され、議
長は議事の終了を告げ降壇した。
　最後に志田育夫副会長が閉会のことばを述べて総会は15
時20分に無事終了した。

第48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48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逝去された９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。
　中江嘉和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５議案が上程された。

第１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

　福田敦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、事業活動の自粛などの影響
が懸念される中、過去からの蓄積により収益を確保し、教
育情報事業費・支所交付金を前期同様2,750万円交付したこ
と、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、組合旅
行や研修事業の中止など、事業活動の大幅な縮小を余儀な
くされたこと等が報告された。
　財務報告後、監事５名を代表して太田克監事が監査報告
を行った。

第２号議案　役員報酬決定の件

　福田敦専務理事より、理事・監事に対して報酬を支給し
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

　福田敦専務理事より、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

　福田敦専務理事より、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49期（令和２年６月１日から令和３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

　福田敦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、会館利用や組合事業
へのニーズの多様化への対応など、時代に適応した組合づ
くりへの決意が述べられた。
　質疑応答の後、５議案とも原案どおり承認可決され、議
長は議事の終了を告げ降壇した。
　最後に伊島睦副理事長が閉会のことばを述べて総会は16
時30分に無事終了した。
� （広報委員　縄田浩昭）



 理事長　中江 嘉和

　去る７月７日に上田寛先生がご逝去さ
れました。京都税理士協同組合の第４代
理事長として、平成11年８月から平成17
年７月までの６年間にわたって組合発展のためにご尽力い
ただきました。先生は昭和35年に税理士登録され、60年に
わたり税理士業務に携わってこられましたが、その長きに
わたる税理士人生は京都税理士協同組合の歴史と軌を一に
するものであったと拝察しております。組合第８期より第
13期まで専務理事を、第14期より第21期まで副理事長を、
第22期の中途である平成４年10月より第27期の中途である
平成10年10月まで全国税理士共栄会の専務理事を、そして
第28期から第33期まで理事長をお勤めいただきました。そ
の後もご逝去されるまで相談役として組合理事会、各種会
議等にご出席いただき、組合運営全般にわたってご指導い
ただいてまいりました。
　殊に相談役会においては、税理士会と組合の歴史や税理
士会館建設に向けた当時の組合メンバーの熱き情熱とご苦
労の話をしていただいたことが思い起こされます。
　大阪国税局管内にあった５つの税理士会（大阪、近畿、
関西、神戸、京都の各税理士会）が昭和39年７月に合併し、
大阪合同税理士会が発足し、京都は京都府全域を区域とし
た京都府支部となり、現在の支部は部会として８部会が存
在しておりました。辰巳前理事長の執行部として副理事長
に就任いただいておりました堀口裕弘先生（現相談役）の
父上である堀口豊昭先生から寄贈いただきました昭和40年
度大阪合同税理士会の会員名簿によりますと、京都府支部
の当時の会員数は415名であります。現在の税理士会員数
から見ますと隔世の感があります。
　京都税理士協同組合は昭和47年11月に設立されたのです
が、上田先生のお話によれば、当時の組合創設メンバーの

共通認識として、とにかく税理士会独自の会館を取得した
かったとのことで、その熱き情熱の成果が中京区御前通高
辻に建設された旧税理士会館であるとのことです。
　その後京都税理士協同組合は組合員の皆様の力強い協力
を得て発展し、平成16年４月に現在の税理士会館を建設し、
組合の新しい時代のページを開けるに至ったのであります。
ちなみに現税理士会館の定礎石銘板は上田先生直筆による
ものです。
　上田先生は現在の税理士会館建設当時の理事長として執
行部を牽引され、大きな足跡を組合に残されました。相談
役会でご一緒した際には、いつも「組合発展に尽くして税
理士会館を守っていってほしい」と話されておりました。
　組合を愛されておりました上田先生のお話を聞くことは
今や叶いませんが、ご指導いただきましたことを心に刻み、
微力ながら組合運営に尽くしてまいります。
　上田先生のご冥福を謹んでお祈りいたします。

 相談役　廣瀬 伸彦

　先生は、奥様を先に見送られ不自由な
生活の中、難病に罹患され随分とご苦労
なさっておられました。いつも京税協の
会合にはご不自由な身体で少しでも元気良くと頑張って出
席され京税協の行末に何かと関心を示しておられました。
　先生とは京税協では永い間ご一緒させていただきました。
特に副理事長・理事長職の時には、いろいろと大変お世話
になりました。
　税理士会館については、会館建設の発議がなされて以来、
その時々の理事長とともに常にこの問題についてご一緒に
動いておられました。旧会館（御前通高辻東）は道路が狭
く、車の出入りは随分と不便でしたので、御前通への橋を
架けて利便よくしようということで、市当局とは折衝し許
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可をいただいたのですが、ご近所の住民の方々から色々と
苦情があり、その話し合いで先生は随分とご苦労なさった
とお聞きしていました。
　その後、旧会館をもっと利便の良い街の中に持って行こ
うという意見が出て来ましたが何分にも多大の費用が掛か
る問題で大した進展もありませんでした。
　その後、経済的に少し余裕が出来た時、積極的に移転問
題を進めようと私が提言したところ、上田理事長は会館移
転問題は「一切お前にまかすから実行するように」とのお
話をいただきました。
　「一切をまかす」と言われて、それなりに新しい会館の
ために敷地探しから建築まで努力させていただきました。
お陰をもって敷地も思っていたより利便性の高い場所の現
在地に求めることが出来て、立派な会館を完成することが
出来ました。
　京税協創立以来、常にその時々の理事長の力となって、
また第４代理事長としても努力されてこられました。
　長い間、京税協のため、不自由な身体を押して勤められ
てこられたことに感謝申し上げます。どうぞゆっくりとお
休みください。
　謹んでご冥福をお祈りいたします。

 左京支所　吉澤 俊二

　上田寛先生の訃報に接した時、本当に
悲しく、寂しく、残念でなりませんでし
た。大好きな先生でした。明るく元気で、
ユーモアにあふれ、かつ一本筋の通った先生でした。
　早くから上田先生を存じ上げてはいましたが、京税協で
ご一緒させていただいたことは、私にとって大変良い思い
出になっています。
　平成13年、左京支部の支部長退任時の支部総会に、ご来

賓として上田先生にご臨席頂いた時のことです。総会開始
前の控室でお話しさせて頂いていた時に、私が「支部長退
任後はゆっくりしたいです…」と言ったときに、「吉澤さ
んなあ、税理士会でいったん役に就いたら二度と抜けられ
ないと思った方がいいよ」と、例の、人を逸らさない言い
方でニコニコと話されたことをよく覚えています。
　以後、この年から京税協で専務理事４年、副理事長４年
の計８年間務めさせて頂くことになりました。
　上田先生との思い出は色々とありますが、一つご紹介し
ますと、平成14年に実施された京税協30周年記念旅行「ケ
アンズ＆エアーズロック６日間の旅」と銘打ったオースト
ラリアの世界遺産を巡る旅行の際のことです。先住民の聖
地に「エアーズロック」という巨大な岩山がありまして、
現在は登山禁止ですが、当時はまだ登ることが許されてい
ました。本当に登るのが大変な岩山で、登ることを途中で
諦める方が続出する中、上田先生は膝の痛みを我慢して見
事登頂されました。一緒に登っていてその姿に本当に勇気
づけられたものでした。下りは上田先生のベルトを後ろか
らつかみながら下りて行ったことが懐かしく思い出されま
す。写真はその時のものです。
　上田先生の下、新会館建設もあり、スケジュール的には
確かに大変でしたが、「忙しくても楽しく仕事をしなさい」
との先生の教えを守り、その通り過ごすことが出来たと
思っています。
　また、先生は理事長を退任されてから、京税協等の集ま
りには難病を押して出席されていましたが、「迷惑をかけ
ないために腹に食べ物を入れていない状態で出席している」
とご本人からお聞きしたことがありました。先生の姿勢に
頭が下がる思いでした。
　上田先生、長い間お疲れさまでした。また、本当に色々
とお教えいただき、ありがとうございました。心から御礼
申し上げます。
　どうか天国で奥様と仲良くお過ごしください。

京都税理士協同組合30周年記念旅行
「ケアンズ＆エアーズロック６日間の旅」平成14年９月11日〜16日

事務局職員慰安旅行（門司）
平成14年３月30日（土）〜31日（日）

大同生命営業社員・代理店表彰式
平成17年５月20日

事務局職員慰安旅行（鹿児島） 　平成17年3月26日（土）〜27日（日）
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　総務担当役員立会いのもと、田中裕司監事以下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（金）開催のそれぞれの通常総
会で報告がなされた。

　本組合は、小規模企業共済・経営セーフティー共
済の取扱いにおいて、税理士協同組合部門で、令和
元年度にそれぞれ全国で６位、８位という成績を挙
げることが出来ました。皆様方のご協力に感謝申し
上げます。
　本年も小規模企業共済・経営セーフティー共済の
推進キャンペーンを現在展開中です。詳しくはDM
もしくは事務局までお問い合わせください。

　ANAクラウンプラザホテル京都に於いて開催さ
れ、京都市内・宇治・園部各支所より会計担当者が
出席し、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。

期末監査

保険第二委員会
小規模企業共済・経営セーフティー共済表彰のご報告

総務委員会
支所会計担当者会議

７月３日（金） 10月28日（水）

　ANAクラウンプラザホテル京都に於いて開催さ
れ、62名が参加した。
　税理士VIP代理店の推進施策について協議し、
Z1・Z2各キャンペーン等該当者が披露された。協
議会終了後、懇親会を開催し親睦を深めた。

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

10月５日（月）

　ANAクラウンプラザホテル京都に於いて開催さ
れ、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、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、懇親会が開催され参加者の親睦を
深めた。

地区連絡委員会
支所合同協議会

10月28日（水）

【6】 令和２年11月25日



　令和２年９月〜11月に実施される全税共第35回記
念全国統一キャンペーンに伴い、参加生命保険会社
とキャンペーン施策や入賞目標について意見交換を
図るべく、個別業務推進協議会を開催した。また、
キャンペーンへの積極的な協力を依頼するために、
支社・営業所へ表敬訪問を実施した。
　本年は新型コロナウイルス感染防止の観点から、
表敬訪問を辞退される営業所へはビデオレターを視
聴いただき対応した。

★個別業務推進協議会	 	
８月20日（木）日本生命　京都支社・京都代理店営業部
９月17日（木）日本生命　京都支社
９月28日（月）朝日生命　京滋支社

★表敬訪問	 	
６月10日（水）朝日生命　峰山営業所
６月23日（火）朝日生命　京滋支社
10月２日（金）住友生命　京都開発支部・京都中央支部
10月６日（火）日本生命　四条営業部
10月７日（水）朝日生命　西大路営業所
10月８日（木）朝日生命　宇治営業所
10月９日（金）朝日生命　伏見営業所
10月12日（月）朝日生命　京都東営業所・下京営業所
10月13日（火）朝日生命　西八条営業所・舞鶴営業所

10月16日（金）日本生命　	室町総合営業部・東寺営業部・京都中央営業部
10月19日（月）日本生命　京都法人営業部
10月20日（火）朝日生命　京都西営業所
10月21日（水）日本生命　三条営業部
10月22日（木）日本生命　下鴨営業部
10月27日（火）朝日生命　長岡京営業所

★ビデオレター	 	

10月〜11月 ジブラルタ生命　	京都第一営業所他　	
11営業所

10月〜11月 明治安田生命　京都東営業所他 13営業所
10月〜11月 住 友 生 命　四条支部他 27支部
10月〜11月 朝 日 生 命　峰山営業所
　	 （11月12日現在）

保険第二委員会
各生命保険会社との 
個別業務推進協議会及び
表敬訪問

6月〜11月

協議会風景
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　京税協では厚生会を含め多数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。

私たちに
お任せください !!

提
携

数珠 つ な ぎ

企 業 コ ラム

3

私の日曜日

　大阪中小企業投資育成㈱の髙林基文と申します。この度
は提携企業に加えて頂き、誠にありがとうございます。さ
て、本コラムでは「私の日曜日」を紹介させて頂きます。
　20年以上も前ですが、大学時代は「体育会スキー競技部」
に所属し、５年間？アルペン競技に打ち込みました。
　社会人になってから長らくスポーツとの縁がありません
でしたが、12年半前、長女の小学校入学を機に「PTAの
ソフトボール部」に入部し、今も次女が通う中学校チーム
でプレーを続けています（ただ、一向に上達しませんが…）。
　今年度はコロナ禍で活動を自粛していますが、これまで
PTA活動や地域行事を手伝いながら、日曜日の大半は練

習や試合に明け暮れてお
りました（その後に仲間
と飲むビールが最高に美
味いです）。職業も年齢
も違う「近所のおっさ
ん」の集まりですが、そ
こでの交流が自分自身を
見つめ直す有意義な時間
となっています。一日で
も早くコロナ禍が終息し、
オヤジの週末を取り戻せ
たらと思っています。

大阪中小企業投資育成株式会社

業務第３部

次長　髙
た か

林
ばやし

基
も と

文
ふ み

質の高いサービスをご提供いたします

　出身地は大阪府寝屋川市で、毎朝の通勤は京都大阪間を
結ぶ京阪電車を利用しております。休日は年間通しほぼ毎
週のように趣味であるサーフィンに出かけ、夏場は太平洋
側の高知県や三重県の海に、冬場は日本海側の京丹後市の
夕日ケ浦温泉が有名な「浜詰海岸」や鳥取県の米子市の海
に通っております。冬場のサーフィンはもちろん極寒です
が、夏場よりも質の良い波が立ちやすく人が少ないので、
これからの季節が大変楽しみです。そのようにフットワー

クの軽い私ですので、先生方か
らのご依頼も迅速かつ柔軟にご
対応させていただきます。なお
弊社コンサルティング営業部は、
戸建て住宅から収益ビル等の事
業用物件まで幅広く対応が可能
な部署となります。全国の営業
センターとも連携しております
ので、全国各地エリア問わずご
相談ください。

東急リバブル株式会社　関西支社

コンサルティング営業部
第二センター

主任　田
た

中
な か

裕
ひ ろ

之
ゆ き

あすの食文化をつくる

　「ヨーロッパに伝わる食肉加工技術を、豊かな食材に恵まれた丹後で生かしたい」創業者のそんな思いから、丹後
フーズは2016年、丹後・宮津の地で商品開発を始めました。
私たちの商品づくりの根っこにあるのは、ヨーロッパ、と
りわけイタリアに伝わる食肉加工技術です。素材に手を加
えすぎず、塩漬けや燻製などのシンプルな工程で丁寧に仕
上げるハムやソーセージ。私たちは、そんな製法をベース
にした「丹後製法」で、新鮮な素材を加工し、皆さんの食
卓にお届けします。ひとつひとつ、心を込めて手作りした

品々をどうぞご賞味ください。

〈営業担当〉
　入社３年目ロシア人の秦です。
通訳に従事した後、営業に異動
してまいりました。宮津はいろ
んな食材も美味しく私の大好き
な街です。夏は海へ、秋は登山
へ行きます。今後丹後半島で先
生方と「登山」をご一緒出来る機会がございましたら光栄
です。

丹後フーズ株式会社

営業部
秦
は た

ヴェロニカ
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提
携

数珠 つ な ぎ

企 業 コ ラム

困ったらご連絡を

　私たちは、一般貨物から産業廃棄物、引越しや移設作業
まで幅広く皆様のお荷物をお預かりして40年以上の実績が

あります。現場でのノウハウが
私どもの資産です。
　これまで京都税理士組合の組
合員の皆様から、様々なご依頼
をいただいております。事務所
移転やレイアウト変更、事務所
で不必要になった事務機器や備
品、書類などの廃棄処分など予
算とニーズに合わせてお手伝い
をさせていただいています。ご
連絡いただければすぐに下見に
お伺いさせていただきます。ま
た、顧問先などでの運送などに関するご相談も喜んでお請
けいたしますので、何なりと申し付けください。

内藤運輸株式会社

取締役　杉
す ぎ

山
や ま

大
だ い

門
も ん

クルマを、文化に。

　輸入車を８ブランド、国産を２ブランド取り扱い、ハ
イエンドモデルから軽自動車まで幅広くご提案できます。
サービス工場も完備しており、購入後のメンテナンスもご
心配ありません。レンタカー事業も充実しています。また
レストラン事業（イタリアン、寿司、天ぷら）やカフェ事
業、ウエルネス事業など自動車事業以外でもご利用いただ
けます。自動車を中心にライフスタイルに合わせて様々な
ご提供が可能です。サービス内容のお申し込みやご相談を
お聞きした上で、お近くのブランドと支店、担当者をご紹
介させていただきます。

〈自己紹介〉
　京都税理士協同組合の担当を
させて頂くマツシマホールディ
ングスの栗本でございます。
1992年入社以来、マツダを皮切り
に、フォルクスワーゲン・BMW・
MINI等など、７ブランドと10店
舗での経験をさせて頂きました。
また個人的にも様々なブランド
の車を乗らせてもらいました。
現在は個人的にお気に入りのマ
ツダCX5で趣味の歴史街道巡りにはまっています。まずは
お気軽にご連絡ください。

株式会社　マツシマホールディングス

栗
く り

本
も と

幸
こ う

司
じ

はじめまして

　はじめまして。今年度より提携企業としてお世話になっ
ております大原学園グループ 学校法人大原学園／大原出
版株式会社と申します。京都校は四条烏丸から南へ徒歩３
分の場所に位置し税理士・公認会計士・簿記・社会保険労
務士等の資格取得講座を開講しております。京都税理士協
同組合の組合員・賛助会員およびその職員・関与先の皆様
は大原社会人講座の全講座を受講料５％OFFにてお申込
みいただけます。是非この機会にご検討ください。

〈担当者紹介〉
　京都校税理士講座にて法人税
法を担当しております片山と申
します。皆様の税理士試験合格
に向けて全力でサポート致しま
す。税理士試験の学習方法等お
気軽にお問い合わせください。
税理士試験合格を目指して一緒
に頑張って行きましょう！

大原出版株式会社

片
か た

山
や ま

 敬
たかし
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理事会報告 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第１回理事会
　令和２年度第１回理事会を７月13日（月）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５名　相談役４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５名、賛助会員７名の加入を承認。承認の結果、個人組
合員は1,178名、法人組合員137社、出資金額7,567万円、賛助会
員443名、加入率は83.3％となった。
� （申込順・敬称略）

（個人組合員）
○武田　悠佑（宇治）� ○田中　久晶（右京）
○片木　翔一（左京）� ○佐藤　陽子（中京）
○阪田　隆子（下京）�

（賛助会員）
○荒木　一彰（下京）� ○本間　和彦（中京）
○村尾真由美（中京）� ○角田　祥一（下京）
○内海　直子（右京）� ○伊藤　信也（右京）
○藤田　朗丈（宇治）�

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○田中　久晶（右京・【組合員へ移行】）
○梅村　芳志（下京・脱退【東京会へ転出】）

第３号議案　 第48回通常総会議案審議 
第１～５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　 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開催一覧（PR前年開催実績一覧）
　②第48回通常総会
　　スケジュール・会場レイアウト・役割分担
　③全税共文化財団助成要領について
広報委員会
　・「京税協」発行状況報告
地区連絡委員会
　①両丹懇談会、支所長・会計担当者会議開催について
　②全税共ゴルフコンペ開催の是非について

（保険部門）
委員会共通
　・令和２年度保有契約還元金について
保険第一委員会
　①４月15日（水）連絡協議会開催延期について（10月予定）
　②�５月15日（金）優秀営業社員・登録代理店・紹介税理士表
彰式祝賀パーティー中止報告

　③登録代理店・紹介税理士研修会開催について
保険第二委員会
　①５月19日（火）全税共京都地区業務推進会議中止報告
　②�第35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（代理店増強）・Z2（挙績推進）キャンペーンについて

（事業部門）
事業委員会
　・提携解消報告（１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・ZOOM等利
用による講座の同時配信検討について

第２回理事会
　令和２年度第２回理事会を９月16日（水）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５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　組合加入承認の件
　個人５名、賛助会員４名の加入を承認。承認の結果、個人組
合員は1,177名、法人組合員137社、出資金額7,530万円、賛助会
員442名、加入率は82.8％となった。
� （申込順・敬称略）

（個人組合員）
○萩原　未季（宇治）� ○太田　芳樹（下京）
○矢野　直也（宮津）� ○新貝　敏雄（伏見）
○平澤　尚士（右京）�

（賛助会員）
○矢部　恭章（中京）� ○村上　花奈（右京）
○今井　悠介（上京）� ○平澤　政治（右京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○萩原　未季（宇治・脱退【組合員へ移行】）
○矢野　直也（宮津・脱退【組合員へ移行】）
○上田　　寛（下京・脱退【死亡】）
○細見　敏夫（福知山・脱退【死亡】）
○平澤　尚士（右京・脱退【組合員へ移行】）

第３号議案　支部連「税を考える週間」協賛依頼承認の件

第４号議案　 旅費規程一部変更案（ウェブ会議に関して） 
承認の件

第５号議案　 新規提携企業候補（５社）加入承認及び 
既存提携企業提携内容追加の件

【報告事項】
（保険部門）
保険第一委員会
　①11月27日（金）
　　大同保険推進協議会（４税協）開催について【東海担当】
　②秋のキャンペーンについて
保険第二委員会
　①第35回記念全国統一キャンペーン
　　個別業推・表敬訪問等実施状況について
　②10月５日（月）日本生命VIP代理店協議会開催について
　③小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーン実施について

（事業部門）
事業委員会
　・10月29日（木）事業推進協議会開催延期について
出版委員会
　・委員会開催状況報告
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、ライブ配信
実施に向けた取り組みについて

（総務部門）
総務委員会
　①財務報告
　②行事予定・組合PR一覧について
（広報委員会）
　・「京税協」発行状況報告
（地区連絡委員会）
　①10月28日（水）
　　支所合同協議会・支所会計担当者会議開催について
　②11月中旬～下旬　両丹懇談会開催について（舞鶴開催）
　③全税共VIP君・ランちゃんゴルフコンペ開催中止について
（その他）
　・当期各部門方針について
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組合の動き ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

５・28 事業小委員会【Web会議】（第49期予算案について）

６・１ 支部定期総会祝電（峰山）

６・３
広報委員会【書面審議】
（新型コロナウイルス感染拡大による発行時期見合わせ
について）

６・３ 保険第二委員会（第48回通常総会の議案について）

６・３ 支部定期総会祝電（中京）

６・３ 支部定期総会祝電（下京）

６・４ 出版小委員会【Web会議】
（令和２年分税務便覧の方向性検討について）

６・４ 支部定期総会祝電（伏見）

６・４ 支部定期総会出席（宇治）

６・４ 支部定期総会祝電（園部）

６・４ 支部定期総会祝電（福知山）

６・４ 支部定期総会祝電（宮津）

６・４ 支部定期総会祝電（舞鶴）

６・５ 保険第一委員会（第48回通常総会の議案について）

６・５ 支部定期総会祝電（東山）

６・８ 支部定期総会祝電（右京）

６・９ 研修委員会（第49期研修委員会の運営について）

６・９ 事業委員会（第49期予算案について）

６・10 支部定期総会祝電（上京）

６・10 朝日生命峰山営業所表敬訪問

６・11 総務小委員会（第48期決算準備）

６・11 出版小委員会【Web会議】
（令和２年分税務便覧の方向性検討について）

６・12 支部定期総会祝電（左京）

６・16 予算編成準備会

６・18

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第１回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：21名

６・23 朝日生命京滋支社表敬訪問

６・25

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第２回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：22名

６・30 総会議案審議会

７・１ 出版小委員会【Web会議】
（令和２年分税務便覧の方向性検討について）

７・２

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第３回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：22名

７・３ 期末監査

７・６ 正副理事長会

７・８ 出版委員会（令和２年分税務便覧の作成について）

７・13 常務理事会・理事会・厚生会役員会

７・15
研修・短期講座
　「2020年度税制改正の内容と考察」
　講師：國田修平先生
　参加：77名

令和２年

７・16

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第４回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：22名

７・29

研修・短期講座
　�「実務で気になる事例と改正項目の検討～資産税を中
心に～」
　講師：白井一馬先生
　参加：95名（内ライブ配信23名）

７・30

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第５回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：22名

７・31 出版委員会（税務便覧編集作業）

８・４

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第６回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：22名

８・５ 出版委員会（税務便覧編集作業）

８・７ 正副理事長会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・７
第48回通常総会
第９回厚生会通常総会
　於　ウェスティン都ホテル京都

８・11 保険第二委員会
（全税共第35回記念全国統一キャンペーンについて）

８・18

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第７回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：22名

８・19 出版委員会（税務便覧編集作業）

８・20 法規委員会（旅費規程について）

８・20 日本生命との個別業務推進協議会

８・25

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第８回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：22名

８・28
法規委員会【書面審議】
（本組合主催のウェブ会議出席に係る規程等の当面の対
応について）

９・１

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第９回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：22名

９・２ 出版委員会（税務便覧編集作業）

９・３

研修・短期講座
　�「新型コロナウイルス感染症関連給付金・補助金につ
いて」
　講師：中小企業診断士　今村敦剛先生
　参加：62名（内ライブ配信９名）

９・４ 事業委員会（事業推進協議会について）

９・４ 研修委員会（第49期研修委員会の運営について）

９・８

研修・実務講座
　「相続税・贈与税の基礎知識と計算の実務第10回」
　（全10回）
　講師：尾藤武英先生
　参加：22名

９・９ 正副理事長会
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９・９ 地区連絡小委員会
（全税共ゴルフコンペの開催について）

９・９ 出版委員会（税務便覧編集作業）

９・10 保険第一委員会【書面審議】
（秋キャンペーン対象期間の延長と基準の変更について）

９・16 常務理事会・理事会

９・17 出版委員会（税務便覧校正作業）

９・17 日本生命との個別業務推進協議会

９・18

研修・短期講座
　�「コロナ禍における財産（資産）評価の問題点とその
対応」

　講師：株式会社野村資産承継研究所
　　　　理事長　品川芳宣先生
　参加：78名

９・23

研修・実務講座
　「所得税の基礎知識と計算の実務第１回」
　（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：33名

９・24

研修・短期講座
　�「令和２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：114名（内ライブ配信29名）

９・24 近畿税理士協同組合連合会第25回通常総会出席
　於　ホテルグランヴィア大阪

９・28 朝日生命との個別業務推進協議会

９・29

研修・短期講座
　�「相続税・贈与税の実務と対策～誤りやすい事例を中
心として～」

　講師：渡邉定義先生
　参加：97名（内ライブ配信15名）

９・30

研修・実務講座
　「所得税の基礎知識と計算の実務第２回」
　（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：36名

10・２ 出版委員会（税務便覧校正作業）

10・２ 住友生命京都開発支部・京都中央支部表敬訪問

10・５ 日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会
　於　ANAクラウンプラザホテル京都

10・６ 日本生命四条営業部表敬訪問

10・６

研修・実務講座
　「所得税の基礎知識と計算の実務第３回」
　（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：36名

10・７ 朝日生命西大路営業所表敬訪問

10・７

研修・短期講座
　�「地価動向を踏まえた相続税の納付対策としての物納
制度の活用について」
　講師：不動産鑑定士　西脇則之先生
　参加：54名

10・８ 朝日生命宇治営業所表敬訪問

10・８

研修・勉強会
　�「事例・判例で考える改正民法のポイントと注意点第
１回」（全４回）
　講師：立命館大学法学部教授　望月爾先生
　参加：26名

10・９ 朝日生命伏見営業所表敬訪問

10・12 朝日生命京都東営業所・下京営業所表敬訪問

10・13 朝日生命西八条営業所・舞鶴営業所表敬訪問

10・14 地区連絡小委員会
（一泊旅行の中止に伴うイベントについて）

10・14

研修・実務講座
　「所得税の基礎知識と計算の実務第４回」
　（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：37名

10・15
研修・短期講座
　「相続に係る事前準備・申告・事後業務」
　講師：上西左大信先生
　参加：112名（内ライブ配信17名）

10・15 全国税理士共栄会第46回定期総会出席
　於　帝国ホテル

10・16 日本生命室町総合営業部・東寺営業部・�
京都中央営業部表敬訪問

10・19 日本生命京都法人営業部表敬訪問

10・20 朝日生命京都西営業所表敬訪問

10・20

研修・実務講座
　「所得税の基礎知識と計算の実務第５回」
　（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：37名

10・21 日本生命三条営業部表敬訪問

10・22 総務委員会（支所会計【改正点を中心に】について）
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10・22 日本生命下鴨営業部表敬訪問

10・26 法規委員会（定款の変更について）

10・27 朝日生命長岡京営業所表敬訪問

10・27

研修・実務講座
　「所得税の基礎知識と計算の実務第６回」
　（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：37名

10・28 広報委員会（第170号編集割付）

10・28 支所会計担当者会議
　於　ANAクラウンプラザホテル京都

10・28 支所合同協議会
　於　ANAクラウンプラザホテル京都

11・４
研修・短期講座
　「贈与税と譲渡所得の初歩実務について」
　講師：德元利貴先生
　参加：42名

11・６ 支所会計についての懇談会

11・６

研修・短期講座
　�「消費税実務～令和２年度改正及び新型コロナウイル
ス感染症拡大対応と被災者救済措置～」

　講師：金井恵美子先生
　参加：115名（内ライブ配信30名）

11・９ 広報委員会（第170号ゲラ校正）

11・10 保険第二委員会
（全税共第35回記念全国統一キャンペーンについて）

11・11

研修・実務講座
　「所得税の基礎知識と計算の実務第７回」
　（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：37名

11・12 広報委員会（第170号ゲラ再校正）

11・12

研修・勉強会
　�「事例・判例で考える改正民法のポイントと注意点第
２回」（全４回）
　講師：立命館大学法学部教授　本山敦先生
　参加：28名

11・13 事業委員会（提携企業意見書報告について）

11・16
研修・短期講座
　「年末調整の仕方について第１回」（全２回）
　講師：大庭朋子先生
　参加：75名（11月12日現在）

11・17 両丹支所組合員との懇談会・懇親会
　於　ホテルベルマーレ

11・17
研修・短期講座
　「年末調整の仕方について第２回」（全２回）
　講師：大庭朋子先生
　参加：75名（11月12日現在）

11・18

研修・実務講座
　「所得税の基礎知識と計算の実務第８回」
　（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：37名

11・20
全税共事務委託組合理事長・業務推進委員地区責任者
協議会出席
　於　帝国ホテル東京

11・25

研修・実務講座
　「所得税の基礎知識と計算の実務第９回」
　（全10回）
　講師：福田達也先生
　参加：37名

11・25 「京税協」第170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

◎提携企業について（９月16日より）
〈新規提携〉
　・�大阪中小企業投資育成株式会社：顧客企業への投
資と資本のアドバイス、税理士向けセミナーの提供

　・東急リバブル株式会社：不動産売買仲介業務
　・�丹後フーズ株式会社：加工食品（ハム・ソーセージ）
の斡旋

　・�株式会社マツシマホールディングス：国産車・輸入
車の斡旋販売

〈提携内容変更〉
　・株式会社オンワードパーソナルスタイル
　　旧：�スーツ（紳士服・婦人服）のイージーオーダー・

制服の斡旋
　　新：�スーツ（紳士服・婦人服）のイージーオーダー・

制服の斡旋
　　　　�「KASHIYAMA」での店舗販売（割引不可・クー

ポン使用可）

　※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）

加入資格

資格確認の
お願い

◎組合員資格を有する所属税理士とは、他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて税理士業務を行う所属税理士の方です。
○賛助会員は、教育情報資料の配布など組合員と同等のサービスを受けることができます。

（※）税理士法施行規則第１条の２の定めによる税理士業務

税理士業務（※）
を行う

税理士業務（※）
を行わない

京都府の

開業税理士

社員税理士

所属税理士

税理士法人
（主たる事務所のみ）

賛助会員

組合員

ご変更等に関する
お問合せは事務局まで。

加入資格組合加入に関する
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研修委員会からの
お知らせ

組合の研修会受講に関するご案内

　本組合主催の研修会につきまして、定員に達した
講座はFAXまたはお電話にて、満席のため受講い
ただけない旨、ご連絡しております。

　そのため、以下の方は受講をお断りいたします。

・�受講申込みをされていない方�
（受付表にお名前がない方）

・�満席のため受講をお断りした方

※�当日受付表でお名前を確認いたしますので、
お名前のない場合、お席がご用意できません。
また、レジュメの数量にも限りがあるため、
お渡しすることができません。

　ご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお
願い申し上げます。
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◆�新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少してい
る中小事業者等に対し、令和３年度課税の１年度分に限り、
事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税
の課税標準を軽減します。

　〈対 象 者〉　�新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入
が減少している中小事業者等

　〈対象資産〉　事業用家屋及び設備等の償却資産
　〈軽 減 率〉　�令和２年２月～10月の任意の連続する３ヶ月間

の事業収入の対前年同期比

減少率 軽減率

50％以上減少 全額

30％以上50％未満減少 １／２※

� ※他の軽減措置との重複適用はできません。　 　

　〈申告期間〉　�令和３年１月４日から令和３年２月１日（消印
有効）

◆�新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設
備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革

■ 固定資産税等（事業用家屋・償却資産）の軽減措置について
命の実現に向けた設備投資を行われた事業用家屋及び償却
資産に係る固定資産税の課税標準の軽減を拡充、延長しま
す。

京都市からのお知らせ

コロナに関する固定資産税の軽減について、
詳しくは、ホームページをご覧ください。

資産税課�コロナ関連
ホームページ

京都市　固定資産税　コロナ

資産税課�償却資産
ホームページ

固定資産税（償却資産）の申告にご協力をおねがいします

償却資産の詳細については、ホームページ
をご覧ください。
また、申告には「eLTAX（地方税ポータ
ルシステム）」が便利です。

京都市　償却資産

　７月の豪雨において被災された地域を
管轄する３税理士協同組合（名古屋・九
州北部・南九州）に対して、厚生会と連
名で各10万円をお見舞いとしてお送りい
たしました。

豪雨被災お見舞い
下記の連載記事は取材を伴う為新型コロナウイル
スの影響を考慮して「休載」とさせていただきます。
ご了承ください。

　　　　　　◆ 御麩たいむ
　　　　　　◆ のってみた　おりてみた
　　　　　　◆ 京のみち
　　　　　　◆ とっておきのお店

休載のお知らせ
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