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広報委員　小林 由香小浜島の日の出（沖縄県）



　あけましておめでとうございます。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。
　旧年中は組合運営全般にわたり、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
支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　令和２年は、年初より拡大した新型コロナウイル
ス感染拡大の終息がみられないまま幕を閉じました。
新型コロナウイルス感染拡大は、私たちの生活様式
のみならず、これまで当然なことと考えられていた
認識や社会全体の価値観を劇的に変化させることに
なるでしょう。一方、中小企業の経営状況に対して
は大変厳しい影響を及ぼしており、政府による支援
策が拡充されているものの、未だその出口に明るい
兆しを見出すまでには至っておりません。地域中小
企業の経営改善と地域における雇用の維持に対して、
我々税理士の職業的貢献は如何にあるべきかを考え
させられるところです。
　そのような昨今ではありますが、今年は昨年から
延期された東京オリンピック・パラリンピックの開
催が予定されております。また４年後の2025年には
大阪万博が開催されるという明るいニュースもあり
ます。一日も早く新型コロナウイルス感染の終息を
迎え、多くの国々の人々がわが国を訪れ、未来への
躍動感が感じられるような日を迎えることができれ
ばと願っています。

　さて、本年５月31日に進行中の第49期事業年度の
期末を迎えることになります。第49期の組合運営に
つきましては、組合創立50周年のプレ事業年度とし
て位置づけ、組合施設の整備を行ってまいりました。
現在は平成19年４月１日に改正施行されました「中
小企業等協同組合法」を再度確認し、当組合の定款
変更について検討作業を進めているところです。本
年８月開催予定の通常総会に議案上程できればと考
えております。
　新年を迎え、今一度、組合定款第１条（目的）を
読み直し、初心に帰り組合運営に当っていきたいと
気持ちを新たにしているところです。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
お願い申し上げます。
　今少しいたしますと所得税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。コロナ禍
の中ではありますが、組合員、賛助会員の皆様には
お身体を十分ご自愛いただき、繁忙期をご健勝にて
お過ごしいただきますよう心より祈念申し上げます。

年 頭 所 感

理事長 中江　嘉和

「 」ニッポン一億総活躍プランと企業経営
～働き方改革に企業はどう向き合うべきか～

※詳細は同封の案内をご覧ください。

講師

開催日

場 所

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

神戸学院大学
現代社会学部教授　　中野　雅至 氏

テーマ

第 17 回

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 令和３年４月14日（水）

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）

場 所 瑞穂ゴルフ倶楽部

※詳細は同封の案内をご覧ください。
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　11月17日（火）舞鶴市の「ホテルベルマーレ」に
於い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。今年は新型コロナウイルス
を考慮して、例年懇談会に先立ち行われる研修会
を取り止めた。両丹５支所からは14名と出席人数
を制限して行われた。
　中江理事長のあいさつに続き、福田専務理事が
組合概況報告を行った。
　髙島総務委員長から支所会計について変更点の
説明があり、今年度支部40周年事業における支所
会計の取り扱いについて、いくつかの質疑応答が
された。
　大橋地区連絡委員長から来春（令和３年）の厚生
行事についてコロナ禍の収束状況次第であるが、
今春（令和２年）の支所親睦旅行中止に代えて、組
合員に長崎の特産物を発送すると報告があった。
　松本保険第一委員長より今期施策紹介の後、大
同生命担当者からあいさつがあった。
　横田保険第二委員長より今期施策紹介の後、朝
日生命と日本生命担当者からそれぞれあいさつが
あった。
　東広報委員長より、組合広報誌「KYOZEIKYO」
の今後の発行状況について説明があった。
　伊島副理事長の閉会あいさつの後、引き続き、
懇親会が開催され、密状態を避けるため各円卓に
４名が着席し、各組合員相互が和やかに且つ静か
に歓談し、盛会のうちに閉宴となった。
� （広報委員長　東　智之）

両 丹 懇 談 会 開催日：令和２年11月17日（火）
場　所：ホテルベルマーレ（舞鶴市）

訪問日：令和２年12月10日（木）

　毎年恒例のチャリティー募金事業として、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、200,000円を
社会福祉法人中央共同募金会に寄託した。
　当組合からの寄託は今回で39回目、総額
19,004,575円となった。

チャリティー募金寄託のご報告
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■ 総務委員会
　平素は京都税理士協同組合の運営に御協力頂き誠にあ
りがとうございます。
　ご承知の通り、昨年３月以降コロナウイルス感染拡大
の影響を受けて多くの事業及び会議が中止となりました。
　総務委員会におきましては委員会を次の通り行いまし
た。
　６月11日、例年は協同組合の決算準備作業を全員で行っ
ておりましたが、今期は密にならないよう福田専務、林・
植松両副委員長、私の計４名で行いました。
　10月22日、総務委員会を開催して支所会計Q&Aの改正
点を中心に協議を行いました。
　10月28日、支所合同協議会におきまして専務以下４名
が参加して支所会計Q&Aの説明を行いました。
　11月17日、両丹合同協議会に専務と私が参加して支所
Q&Aの説明を行いました。
　以上の通り今期は委員全員が集まることなく運営して
いる次第です。
　コロナウイルスの感染は10月以降拡大の一途をたどっ
ております。
　いつ頃収束するのか全く予想が出来ませんが、総務委
員会は成すべき事を粛々と処理していくことと考えてお
ります。� （総務委員長　髙島良彦）

■ 法規委員会
　法規委員長を仰せつ
かっております上田浩
嗣でございます。平素
は京都税理士協同組合
の事業活動にご理解、
ご協力賜りありがとう
ございます。
　コロナ禍の中で初め
て開催した法規委員会は、組合員先生方がウェブ会議に
出席された場合、どのように規程等を改正すれば旅費等
を支給できるかを検討することでした。
　この議題は初め旅費規程を改正することから議論が始
まり、条文を追加する方向で話が進んでいきました。し
かし、議論の途中から、ウェブ会議出席がなぜ旅費なのか、
旅費規程になじむのか、ウェブ会議のために新たな規程
を作る必要があるのではないか、新しい規程を作るには
理事会承認で良いのか等の意見が出されました。これら
の意見等を集約して旅費規程は改正せず、理事長名で「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」という文書を出すことで、この議論は落ち着き
ました。
　法規委員会は若い委員の先生から中堅・ベテラン委員
の先生方で構成され、委員会が開催されれば議題につい
て活発に議論をしていただいております。現在、委員会
では定期総会に向けて組合運営の根本である定款の改正
に取り組んでおります。委員の先生方には「その改正が

組合運営にプラスになるよう検討してください」とお願
いしております。
　定期総会には定款の改正を上程させていただく予定で
す。その際には、ご賛同のほどよろしくお願い申し上げ
ます。� （法規委員長　上田浩嗣）

■ 広報委員会
　昨年より、新型コロ
ナウイルスの字を見な
い日はなく、日々感染
者数ばかりが報道され
る昨今です。
　広報委員会もこれま
で経験したことのない
ような状況下、組合諸
行事の相次ぐ中止により、組合員先生方への取材依頼も
ままならず、苦境の只中にあります。
　通常ですと170号は昨年８月25日に発行される予定でし
たが、組合主催の旅行や諸行事が中止となり、掲載記事
の不足により止む無く休刊となりました。
　話は相前後しますが、169号（昨年５月25日発行）は緊急
事態宣言下のなか、委員会での三密状態回避のため、第
一回の原稿割付作業、第二回の初稿校正作業を京税ホー
ルにて窓を開放して行いました。幸い原稿が風で飛ばさ
れることもありませんでした。第三回の最終校正作業は
原稿枚数の減少に伴う減頁のため、正副委員長と原稿執
筆委員により各自メールでの確認作業となりました。
　一号の発行につき原稿割付（写真の選定を含む）は広報
委員の半数が行い、初稿・最終稿の校正作業は一堂に会
さないとどうしてもできないことも多々ありますので、
広報委員全員で行います。Zoomによるリモート委員会も
考えてはみましたが、作業効率から従来のやり方で行っ
ています。
　コロナ禍が鎮静して、通常の広報活動ができますよう
に願うばかりです。� （広報委員長　東　智之）

■ 地区連絡委員会
　地区連絡委員長を仰せつかっております大橋でござい
ます。
　日頃は組合の福利厚生事業に多大のご理解を賜り感謝
申し上げます。
　さて、地区連絡委員会では組合員・賛助会員の先生方
の福利厚生及び親睦に関する施策を実施する事が委員会
活動の根幹になっているところでございます。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大を受けて
本年度・来年度の春の親睦旅行は２年連続で中止となり
ました。また毎年２回開催しているゴルフコンペに関し
ても中止となり、本年度における地区連絡委員会の活動
はかなり縮小されたものになってしまいました。
　親睦旅行の中止に伴い組合員・賛助会員の先生方全員
には旅行の行き先であった長崎のお土産を贈呈させてい

委 員 会 だ よ り
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ただく予定をしております。
　また支所合同協議会及び両丹懇談会の折には、新型コ
ロナウイルスの感染に十分配慮して懇親会を開催しまし
たが、各席を回りながらお酒を飲むような行動ができな
い懇親会となり、参加された先生方は消化不良気味だっ
たかもしれません。
　新型コロナウイルス感染の終息により以前のような厚
生事業が開催できる事が一番ですが、地区連絡委員会で
はこのような災害時でも出来うる厚生事業の実施を今後
のテーマとして考えております。
　今後ともよろしくお願いいたします。
� （地区連絡委員長　大橋康人）

■ 保険第一委員会
　保険第一委員会は、主に大同生命の京税協総合事業保
障プランの推進を担っております。
　令和２年６月５日に開催しました保険第一委員会で最
終決定いたしました「2020年度事業計画・施策・奨励策」
を実行してきたところでございますが、10月23日にコロ
ナ禍で延期されていました、大同生命との連絡協議会と
大同生命登録代理店・紹介税理士研修会をやむなく中止
することとなりました。
　コロナ禍で新規契約高が落ち込んで来ている状況でご
ざいましたので、実施予定であった登録代理店・紹介税
理士「秋キャンペーン奨励策」および大同生命営業社員「秋
キャンペーン」について９月に再度検討させていただき、
対象期間が10月より２か月間だったものを12月まで１か
月延長し、さらに一層入賞者が増えるよう、表彰基準自
体も大きく見直しました。また、2021年２月〜３月に新
たなキャンペーン施策を実施することも現在検討中でご
ざいます。
　大同生命と京税協役員同行による登録代理店等へのご
訪問につきましても、訪問件数・時間等を縮小しながら、
キャンペーン推進および新規登録等の協力要請のため続
けておりました。コロナ禍でご多忙のなかご協力いただ
きました訪問先の先生方に感謝申し上げます。
　コロナ禍で新規契約を成約することは大変ではござい
ますが、今後とも大同生命の京税協総合事業保障プラン
の推進にご協力ご支援賜りますよう心よりお願い申し上
げます。� （保険第一委員長　松本光生）

■ 保険第二委員会
　組合員の先生方におかれましては、益々ご清祥のこと
とお喜び申し上げます。また、平素は組合運営と保険事
業に温かいご支援とご協力を賜りまして、ありがとうご
ざいます。
　保険第二委員会としましては、例年通り、９月から11
月末までの全国統一キャンペーンに向けて、各生保会社
との個別業務推進協議会の開催、さらには各生保会社の
支社に伺う表敬訪問、キャンペーンのＰＲを行う予定で
したが、コロナ禍の影響で残念ながら、多くの業務推進
協議会、表敬訪問を行うことが出来ませんでした。
　例年通りのキャンペーンのＰＲが出来ない状況の中で、

保険第二委員会として
工夫を凝らし、キャン
ペーンＰＲ用の写真入
りメッセージ（右写真）
とノベルティをセット
にして、各生保会社に
お送りさせて頂きまし
た。また、専務理事の
笹井先生と一緒に、各
生保会社の朝礼等で見
て頂く、ＰＲ用のビデ
オレターも収録して、
各生保会社に送らせて
頂きました。また、一部の生保会社と感染に注意しながら、
ランチミーティング形式での個別業務推進協議会も開催
させて頂きました。さらには少人数で、朝礼に参加して
PRもさせて頂きました。
　他の委員会の先生方と同じように、今年は全く初めて
の試行錯誤の一年でした。
　その中でも、各生保会社の担当者の方に「ビデオ見ま
したよ！（笑）」とか、「今年もキャンペーン頑張ります！」
とか温かい言葉をかけて頂いて、とても嬉しく思いました。
このような厳しい環境の中で、各生保会社も頑張ってお
られますので、結果を見守りたいと思います。
　また令和３年１月29日の全税共の表彰式・祝賀パー
ティーも中止になってしまいましたが、４月以降は、コ
ロナの状況次第ではありますが、年間表彰のキャンペー
ンに向けても、例年より大きめなＰＲ活動に向けて、保
険第二委員会一同で頑張っていきたいと思っております。
　今回は誌面の関係で全税共のキャンペーンばかりの内
容でしたが、先生方のＶＩＰ代理店の挙績も、京都税理
士協同組合の収益に大きく関わってまいります。先生方
にもいつもお願いをしてばかりですが、Ｚ１キャンペーン、
Ｚ２キャンペーンの推進も重ねてお願いしたいと思いま
す。
　末尾にあたりまして、先生方のご事業の発展とご健康
を心からお祈りしたいと思います。
� （保険第二委員長　横田　聡）

■ 事業委員会
　事業委員長を拝命しております新見和也と申します。
　平素は、当委員会の事業活動にご理解・ご協力いただき、
厚く御礼申し上げます。
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大により当
委員会が担います提携企業の事業、また税務便覧の配付
の遅れ等で、組合員の先生方、職員様・ご家族には、ご
不便をおかけしていることと思います。また提携企業各
社の皆様にも、利用拡大の機会やご意見をお伺いする機
会が減りました事、この場をお借りしましてお詫び申し
上げます。
　当委員会では、新型コロナウイルス感染拡大に伴いリ
モート会議を開始し、委員会活動にできるだけ支障を来
さないように運営を行っています。
　さて、今回は委員会の紹介させていただくことになり
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ました。事業委員会の主な活動は次の２つがありますので、
ご紹介させていただきます。
　１つ目は、提携企業との業務推進です。現在組合と提
携している企業数は69社にのぼります。組合員の事業活
動にお役に立てるような企業を選定し、ビジネスの面か
ら福利厚生面まで幅広くサポートしています。事業委員
会の先生方は、これら企業との業務推進について、年１回、
秋に提携企業との「事業推進協議会」を開催して、提携
内容の刷新や改善を図っています。
　組合員の先生には、毎年１月に提携企業との提携内容
を盛り込んだ「提携企業便覧」を各事務所に郵送配付し
ておりますので、ぜひご活用ください。組合員・賛助会
員の先生方、並びに事務所職員の皆様に各種優遇が受け
られる仕組みとなっており、また組合にも提携企業から
紹介料などが入り、三方良しの運営を行っております。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
　また、新規提携先の募集も随時行っております。提携
して欲しい企業や業界などあればリクエストしてみて下
さい。もちろん事業委員会並びに理事会の審査がありま
すので、すべてお応えできるとは限りませんが、積極的
に対応してまいります。
　２つ目は、税務便覧の販売業務です。税務便覧の制作は、
「出版委員会」が担当され、毎年力作を仕上げられます。
　その販売を担当しているのが事業委員会で、全国に年
間約５万部を販売しております。ご購入いただいた先生
方には厚く御礼申し上げます。内容についてのご意見・
ご感想も今後の参考とさせていただきますので、ご遠慮
なく組合までお申し付けください。
　お願いばかりとなりましたが、組合員先生方のお役に
立ち、かつ組合の収入面での事業活動を新型コロナウイ
ルス感染症の拡大に対応しながら、今後も委員会活動を
行ってまいりますので、より一層のご支援・ご協力いた
だきますようお願い申し上げます。
� （事業委員長　新見和也）

■ 出版委員会
　今回は、珍しく原稿を
書かせていただける事に
なりましたので、コロナ
禍での税務便覧制作作業
についてお伝えさせてい
ただきます。
　例年４月頃から準備を
始め、６月から委員会活
動を本格化させる出版委
員会ですが、今年は６月
に小委員会をようやく
WEBで開催し、コロナ
への対応等を検討したた
め、スタートが７月にず
れ込みました。また、検
討の結果、会議の形も従来のコの字型のテーブル配置で
はなく、広めの部屋で十分に距離を取り、スクール形式
の配置となりました。

　出版委員会の編集作業は、基本３人一組のチームで行
いますので、チームワークが非常に大切です。委員長と
の協議も頻繁に行われますし、その中で顔合わせ時の懇
親会が開催出来なかった事や、会議時のちょっとした距
離は、いつも通りのコミュニケーションが取りづらく、
苦労した点と言えます。
　とは言え、12人の委員の先生方と今年から記録係をお
願いしている事務局に大変頑張っていただき、編集期間
を延ばすことなく無事に製品になるところまでたどり着
くことができました。本当に感謝しています。
　最後になりますが、組合員の先生方がこの原稿を読ま
れる頃には、お手元に最新の税務便覧が届いていると思
います。これからの確定申告業務のお役に立てていただ
けますことを委員一同願っております。
� （出版委員長　林　一樹）

■ 研修委員会
　組合員の皆様こんにちは、研修委員長の村田裕人です。
いつも京都税理士協同組合の研修事業に際しては、多数
の組合員様・職員様にご参加いただくとともに、研修会
の実施・企画等に際しても多大なご協力をいただき、心
より感謝を申し上げます。
　当組合では新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止
していた研修会を、他の団体に先駆けて７月より再開し
ています。この再開に当っては会場の収容人数の制限、
マスクの着用、手指消毒等の感染拡大防止策をとること、
また、受講料金の収受についても、郵便振替もしくは
PayPayでの支払いに限り、現金の取り扱いをやめること
など、考え得る数々の方策を実施しています。これによ
り安全な、また皆様に安心していただけるような研修会
を目指しています。どうぞ、ますますのご理解とご協力
をお願いいたします。
　今後、研修委員会では令和３年の６月頃を目途に、従
来の対面型の研修会に加え、その様子をインターネット
へ配信し「どこでも」ご視聴いただけるようにしようと
考えています。また、研修の申し込みや受講料金の支払
いも組合のホームページで行っていただけるようにしま
す。
　これにより、このコロナ禍を契機として、ポストコロ
ナの研修会では受けたい研修を、自由にどこでも受講出
来るようにします。今は大変なご不便をおかけしますが、
もうしばらくだけお待ちください。
　最後にお願いです。今申し上げたように研修の受講者
の制限を行っています。誠に恐れ入りますが、研修会に
は事前に申し込んだ方以外の方にご入場いただくことが
出来ません、あらかじめご了承いただきますようお願い
いたします。また、申し込んでいただいた研修会に参加
出来ないような場合、是非その旨を組合までお知らせく
ださい。一人でも多くの方に受講いただけるように、何
卒無断キャンセルはお控えくださいますように重ねてお
願いをいたします。
　今後とも当組合の研修事業にご協力と、なによりも研
修会へのご参加をいただきますようお願いします。
� （研修委員長　村田裕人）

令和２年分確定申告のための税務便覧
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0120-700-676
平日 10：30～16：30フリーダイヤル

大同生命グループ委託先会社
（お問合せ先）

ＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムをＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムを
顧問先様にご紹介下さい。収納業務の効率化が図れます。顧問先様にご紹介下さい。収納業務の効率化が図れます。顧問先様にご紹介下さい。収納業務の効率化が図れます。顧問先様にご紹介下さい。収納業務の効率化が図れます。顧問先様にご紹介下さい。収納業務の効率化が図れます。顧問先様にご紹介下さい。収納業務の効率化が図れます。顧問先様にご紹介下さい。収納業務の効率化が図れます。顧問先様にご紹介下さい。収納業務の効率化が図れます。

ＮＳＳ日本システム収納（株）の口座振替システムを
顧問先様にご紹介下さい。収納業務の効率化が図れます。

システムの特長は
こちらの動画を
スマホでご覧ください！
ナビゲーターさくらが
ご案内します
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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。

VRの世界で住まいづくりをもっと豊かに！

　組合員の皆様は、ゲームや映画の世界に入り込んでみた
い、と考えたことはありませんか。「VR」、つまり「バーチャ
ル・リアリティ（仮想現実）」の略ですが、技術の進歩し
たこの時代、それは実現する事が可能です。
　頭にVRゴーグルを被ると、優雅なプール付き邸宅のリ
ビングルームでも、森の奥深くの美しい湖でも、はたまた
宇宙や魔法の世界でもどこへでも行けます。更に、その世
界で踊ったり、空を飛んだり、世界中の人と話したり、遂
には触覚を感じたりすることさえ出来るのです。

　住宅業界でもVRを取り入れ始
めており、当社でも、お客様と考
えた住まいを３Dで再現し、その
中を眺めまわしたり、歩いたりす
ることが出来るようになりました。
　コロナ禍で外出しにくい世の中
ですが、バーチャルやインター
ネットの世界では自由です。私達
は住まいに関してそれらをフルに
活用し、お手伝いさせていただき
ます！

住友林業株式会社

住宅・建築事業本部
営業推進部

石
いし

橋
ばし

茉
ま

莉
り

花
か

京の老舗・京を愛する

　キョウテク株式会社は
1996年、ここ京都に産声
をあげました。当時では
珍しいコインパーキング
を軸とした不動産企業で、
今年で25期目に入ります。
今では京都本社を筆頭に
大阪・名古屋・東京に支
店を構え740カ所6,700台

のコインパーキングの運営・管理をしております。
　弊社ではお客様の大切な不動産の有効活用（特にコイン

パーキング）、売買、仲介などにあたり、経験と実績で培
われた厚い「信頼」でお応えいたします。

〈営業担当〉
　入社15年目で趣味は神社仏閣巡りの蒔田です。社内には
若い社員もたくさんおり、気づいてみれば若手ではなく
なってしまっているみたいですが、まだまだ元気いっぱい
楽しんでおります。また神社仏閣巡りで一番のおすすめは
八坂神社で、横の円山公園のしだれ桜が大好きです。毎年
必ず子供を連れて行きます。皆様も神社仏閣巡りを通じて
京都の歴史・文化に触れてみてはいかがでしょうか？八坂
神社にお越しの際は南側にある「キョウテク ぎをんパー
キング」を是非、ご利用くださいませ。

キョウテク株式会社

パーキングシステム部
営業推進課

蒔
まき

田
た

浩
こう

平
へい

大和ハウス工業株式会社

共に創る。共に生きる。

　はじめまして。
　京都税理士協同組合の先生方、職員様方、平素はお世話
になり誠に有難うございます。
　このたび、ご担当をさせて頂く「嵐 美希子」でございます。
私は大阪生まれの京都育ち、大学の四年間は東京で過ごし、
大和ハウス工業（株）に入社して30年目を迎えました。高校
から始めた剣道では全国大会に出場し、今はフルマラソン
にも参加しています。又、最近始めた日本語ボランティア
では外国人の方々との学びや交流に「お役立ち」できる事
が私の喜びとなっています。仕事においてもお客様が抱え

ておられる問題に対
し最適な解答をスピー
ディーにご提案させて
頂きます。先生方、職
員様方、また関与先様
におかれましても「お
役立ち」ができますよ
うに全力を尽くすこと
をお約束します。
　どうぞ宜しくお願い
致します。

営業本部　営業推進部
京滋営業推進室

嵐
あらし

美
み

希
き

子
こ

私たちに
お任せください !!

提
携

数数珠 つ な ぎ

私たちに
企 業 コ ラム

4
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提
携

数珠 つ な ぎ

企 業 コ ラム

仕事と趣味の共通点

　初めまして！MARUKAと言う屋号でブランドバッグ
や時計、貴金属等の買取専門店をさせて頂いております
㈲疋田の疋田忠と申します。
　祖父が京都で創業し今年で67年目の質屋の３代目で、現
在は京都を中心に買取専門店を12店舗営んでおります。
　私はマラソンとゴルフが趣味なんです。マラソンはそこ
まで私達の仕事と共通点は無いのですがゴルフはすごく似
ているんです。
　私達の仕事は扱い商品が決まっておりません。お客様が
商品をカウンターの上にお出しになるまで何をお持ち頂い
たのか全く分かりません。365日全く同じものを買い取る
ことがないのです。
　そこでゴルフとの共通点です。ゴルフも打ちやすいフェ
アウェイもあればラフもあり平坦な状況があれば傾斜のあ
る状況もあります。

　そしてチャンスは一回キリの真剣勝負です。査定も商品
の状態や年式様々な要素から値段を提示します。基本一回
の提示です。たまにお客様からの圧力から情報修正するこ
ともあります…。
　常に異なった状況そし
て一度キリのチャンス！
ゴルフと査定は似ている
のです。だから仕事に役
立つという口実でゴルフ
に行かせて頂いてます
ので経費でお願い致しま
す。
　私達はお客様の大切な
品を一球一球改め一品一
品誠心誠意で対応させて
頂きますので宜しくお願
い致します。

有限会社　疋田

代表取締役

疋
ひき

田
だ

忠
ただし

会社&自己紹介

　京都税理士協同組合の先生方、いつも大変お世話になっ
ております。私、上村は大阪でも税理士の先生方の窓口担
当をしておりまして、税理士様担当としては、今年で９年
になります。一応先生方皆様のことは多少、理解しておる
つもりでおります。建築にまつわることで何かございまし
たら気兼ねなくお声がけください。ミサワホームは南極の
建物の多くを手掛けたり、「蔵のある家」という独創的な
空間提案、31年連続でグッドデザイン賞を受賞する等、住
む人を中心に、多様化する価値観や将来の変化にも対応で

きる資産価値の高い
住まいをお届けしま
す。そして当社はお
かげさまをもちまし
て2020年12月に創立
40周年を迎えます。
それを記念して様々
なイベントや企画で
先生方や関与先様・
顧問先様の住まいづくりを応援いたします！皆様からのお
問合せをお待ちしております。

ミサワホーム近畿株式会社

営業推進部　法人推進課

課長  上
うえ

村
むら

章
しょう

治
じ

年会費割引型のVISAゴールドカード

　三井住友トラスト・カードの佐野と申します。勤務地は
東京都港区になりますが、出身は大阪で実家は枚方市です。
また、出身大学は同志社大学で大学１、２年の時は堀川今
出川あたりに下宿していました。学生時代は４年間、大学
近くの居酒屋でアルバイトしていました。2020年の１月に
大阪支社の閉鎖に伴う引継ぎで久しぶりに京都を訪れまし
たが、京都の街並みがとても懐かしかったです。
　さて、弊社では京都税理士協同組合の会員の皆様に、通
常年会費11,000円（税込）の三井住友トラストVISAゴール

ドカードを年会費2,750円（税
込：２年目以降も同じ）で提
供させていただいておりま
す。ロードサービスが付いた
ロードサービスVISAゴール
ドカードは通常年会費12,100
円（税込）が年会費3,300円（税
込：２年目以降も同じ）です。
お気軽にお問い合わせくださ
い。

三井住友トラスト・カード株式会社

営業推進部/マネージャー

佐
さ

野
の

誠
せい

司
じ
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一 泊 旅 行 中 止 の お 知 ら せ一 泊 旅 行 中 止 の お 知 ら せ
　今年度予定しておりました長崎一泊旅行は、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念
され、今後の見通しもつかないため、止むなく中止とさせていただきました。

　つきましては、２年連続の開催中止となりますので、組合員・賛助会員の先生方
全員に、一泊旅行で行く予定でおりました長崎の選りすぐりの品を贈呈させていた
だきます。
　ここではその品々をご紹介します。

未回答の方へもれなく Ｄコース

お酒大好き 

龍馬伝

箱入角煮

長崎特産「龍馬伝」は、雲仙島原の天然水仕込みの麦焼酎を長崎でブーツが好
きだったハイカラ好きの龍馬に合わせて貯蔵麦焼酎にして、ハイカラに仕上げ
ました。この焼酎は、２種類の樫樽（ウイスキー用とシェリー酒用）で10年以上
貯蔵されたものを調合してできており独特のブランデーのような風味を持った
焼酎です。長崎の風頭公園の龍馬の銅像をラベルへの使用許可をもらい、大き
く表示させて頂きました。ここで沢山の外国船のいる長崎港を見ながら、龍馬
は、いろいろな思いをめぐらせていたことでしょう。

Aコース

雲仙島原の天然水使用

貯蔵麦焼酎
「龍馬伝」化粧箱入単式蒸留焼酎
25度　720ml

貯蔵麦焼酎長崎特産

グルメ大好き 

長崎ちゃんぽん
かん水を使用してない麺をじっくり熟成、乾燥させた無かん水ノンフライのちゃん
ぽん麺に、じっくり煮込んだ豚骨風味のちゃんぽんスープをセットしました。

Aコースと同じ商品になります。

古くは中国から伝えられたとされ、日本風にアレンジされたものが『長崎角煮』
の発祥とされています。今も『卓袱料理』として親しまれています。長年積み足
しながら使い続ける秘伝のたれは、当社が特別に製造いただく辛味が少なくやわ
らかで、コクの深い味わいの酒精無添加「国産丸大豆しょうゆ」を使用しており、
唯一無二のものです。下茹でを繰り返すことで余分な脂分を落としたばら肉をこ
の秘伝たれでじっくり煮込んで甘辛く仕上げ、一晩寝かせて旨味を染み込ませた
大きな角煮です。

Bコース

スィーツ大好き 

長崎銘菓クルス５種詰合せ

長崎は、キリシタン文化が今もなお残る町。この長崎を象徴するような、和でも
ない洋でもない唯一無二のお菓子を作りたい。長く険しい開発の始まりでした。
クルスとは、ポルトガル語で「十字架」を意味する言葉です。パッケージには発
売当初から、鈴木信太郎画伯が長崎来訪の時に描いたイラストを採用しています。
十字架を刻んだ煎餅は、パリッとサックリ軽い食感。洗練された味わいのホワイ
トチョコレートに、ジンジャーの香りがふわりと広がります。クルス誕生から、
早いもので50年以上の月日が流れました。これから60年、70年を経ても長崎銘
菓として愛されるように、おいしさの伝統を守り続けてまいります。

Cコース

かん水を使用してない麺をじっくり熟成、乾燥させた無かん水ノンフライのちゃん
ぽん麺に、じっくり煮込んだ豚骨風味のちゃんぽんスープをセットしました。

長崎ちゃんぽん（４食箱入）
かん水を使用してない麺をじっくり熟成、乾燥させた無かん水ノンフライのちゃん
ぽん麺に、じっくり煮込んだ豚骨風味のちゃんぽんスープをセットしました。

カステラ
地元雲仙をイメージしたパッケージが特徴の新商品。2年連続モンドセレクション
金賞受賞。みかど本舗の人気No1商品です。こだわりぬいた素材の味をお楽しみく
ださい。

（４食箱入）

（5切入）

（18枚入）

角煮（1袋）

・皮付三枚肉と呼ばれる豚のばら肉を使用しています
・醤油、砂糖、酒、みりん、生姜で煮込む和風料理です
・昔ながらの平鍋で荷崩れしないように煮込んでいます

古くは中国から伝えられたとされ、日本風にアレンジされたものが『長崎角
煮』の発祥とされています。今も『卓袱料理』として親しまれています。長
年積み足しながら使い続ける秘伝のたれは、当社が特別に製造いただく辛味
が少なくやわらかで、コクの深い味わいの酒精無添加「国産丸大豆しょうゆ」
を使用しており、唯一無二のものです。下茹でを繰り返すことで余分な脂分
を落としたばら肉をこの秘伝たれでじっくり煮込んで甘辛く仕上げ、一晩寝
かせて旨味を染み込ませた大きな角煮です。

・皮付三枚肉と呼ばれる豚のばら肉を使用しています
・醤油、砂糖、酒、みりん、生姜で煮込む和風料理です
・昔ながらの平鍋で荷崩れしないように煮込んでいます

貯蔵麦焼酎

　詳しくは、12月のダイレクトメールに同封のご案内をご確認のうえ、
「お土産リスト」の中からご希望の１点をお選びいただき、用紙にご記入のうえ、
令和３年２月 15日（月）までに組合事務局まで FAXでご回答ください。
　なお、用紙を紛失された先生は事務局までご連絡ください。（075-222-2311　担当：桂）

箱入角煮

カステラ
地元雲仙をイメージしたパッケージが特徴の新商品。2年連続モンドセレクショ
ン金賞受賞。みかど本舗の人気No1商品です。こだわりぬいた素材の味をお楽し
みください。

（10切入）

金賞受賞。みかど本舗の人気No1商品です。こだわりぬいた素材の味をお楽しみく

地区連絡委員会
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一 泊 旅 行 中 止 の お 知 ら せ一 泊 旅 行 中 止 の お 知 ら せ
　今年度予定しておりました長崎一泊旅行は、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念
され、今後の見通しもつかないため、止むなく中止とさせていただきました。

　つきましては、２年連続の開催中止となりますので、組合員・賛助会員の先生方
全員に、一泊旅行で行く予定でおりました長崎の選りすぐりの品を贈呈させていた
だきます。
　ここではその品々をご紹介します。

未回答の方へもれなく Ｄコース

お酒大好き 

龍馬伝

箱入角煮

長崎特産「龍馬伝」は、雲仙島原の天然水仕込みの麦焼酎を長崎でブーツが好
きだったハイカラ好きの龍馬に合わせて貯蔵麦焼酎にして、ハイカラに仕上げ
ました。この焼酎は、２種類の樫樽（ウイスキー用とシェリー酒用）で10年以上
貯蔵されたものを調合してできており独特のブランデーのような風味を持った
焼酎です。長崎の風頭公園の龍馬の銅像をラベルへの使用許可をもらい、大き
く表示させて頂きました。ここで沢山の外国船のいる長崎港を見ながら、龍馬
は、いろいろな思いをめぐらせていたことでしょう。

Aコース

雲仙島原の天然水使用

貯蔵麦焼酎
「龍馬伝」化粧箱入単式蒸留焼酎
25度　720ml

貯蔵麦焼酎長崎特産

グルメ大好き 

長崎ちゃんぽん
かん水を使用してない麺をじっくり熟成、乾燥させた無かん水ノンフライのちゃん
ぽん麺に、じっくり煮込んだ豚骨風味のちゃんぽんスープをセットしました。

Aコースと同じ商品になります。

古くは中国から伝えられたとされ、日本風にアレンジされたものが『長崎角煮』
の発祥とされています。今も『卓袱料理』として親しまれています。長年積み足
しながら使い続ける秘伝のたれは、当社が特別に製造いただく辛味が少なくやわ
らかで、コクの深い味わいの酒精無添加「国産丸大豆しょうゆ」を使用しており、
唯一無二のものです。下茹でを繰り返すことで余分な脂分を落としたばら肉をこ
の秘伝たれでじっくり煮込んで甘辛く仕上げ、一晩寝かせて旨味を染み込ませた
大きな角煮です。

Bコース

スィーツ大好き 

長崎銘菓クルス５種詰合せ

長崎は、キリシタン文化が今もなお残る町。この長崎を象徴するような、和でも
ない洋でもない唯一無二のお菓子を作りたい。長く険しい開発の始まりでした。
クルスとは、ポルトガル語で「十字架」を意味する言葉です。パッケージには発
売当初から、鈴木信太郎画伯が長崎来訪の時に描いたイラストを採用しています。
十字架を刻んだ煎餅は、パリッとサックリ軽い食感。洗練された味わいのホワイ
トチョコレートに、ジンジャーの香りがふわりと広がります。クルス誕生から、
早いもので50年以上の月日が流れました。これから60年、70年を経ても長崎銘
菓として愛されるように、おいしさの伝統を守り続けてまいります。

Cコース

かん水を使用してない麺をじっくり熟成、乾燥させた無かん水ノンフライのちゃん
ぽん麺に、じっくり煮込んだ豚骨風味のちゃんぽんスープをセットしました。

長崎ちゃんぽん（４食箱入）
かん水を使用してない麺をじっくり熟成、乾燥させた無かん水ノンフライのちゃんカステラ

地元雲仙をイメージしたパッケージが特徴の新商品。2年連続モンドセレクション
金賞受賞。みかど本舗の人気No1商品です。こだわりぬいた素材の味をお楽しみく
ださい。

（４食箱入）

（5切入）

（18枚入）

角煮（1袋）

・皮付三枚肉と呼ばれる豚のばら肉を使用しています
・醤油、砂糖、酒、みりん、生姜で煮込む和風料理です
・昔ながらの平鍋で荷崩れしないように煮込んでいます

古くは中国から伝えられたとされ、日本風にアレンジされたものが『長崎角
煮』の発祥とされています。今も『卓袱料理』として親しまれています。長
年積み足しながら使い続ける秘伝のたれは、当社が特別に製造いただく辛味
が少なくやわらかで、コクの深い味わいの酒精無添加「国産丸大豆しょうゆ」
を使用しており、唯一無二のものです。下茹でを繰り返すことで余分な脂分
を落としたばら肉をこの秘伝たれでじっくり煮込んで甘辛く仕上げ、一晩寝
かせて旨味を染み込ませた大きな角煮です。

・皮付三枚肉と呼ばれる豚のばら肉を使用しています
・醤油、砂糖、酒、みりん、生姜で煮込む和風料理です
・昔ながらの平鍋で荷崩れしないように煮込んでいます

　詳しくは、12月のダイレクトメールに同封のご案内をご確認のうえ、
「お土産リスト」の中からご希望の１点をお選びいただき、用紙にご記入のうえ、
令和３年２月 15日（月）までに組合事務局まで FAXでご回答ください。
　なお、用紙を紛失された先生は事務局までご連絡ください。（075-222-2311　担当：桂）

箱入角煮

カステラ
地元雲仙をイメージしたパッケージが特徴の新商品。2年連続モンドセレクショ
ン金賞受賞。みかど本舗の人気No1商品です。こだわりぬいた素材の味をお楽し
みください。

（10切入）

地区連絡委員会
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理事会報告 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第３回理事会
　令和２年度第３回理事会を12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47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　組合加入承認の件
　個人12名、法人６社、賛助会員10名の加入を承認。承認の結果、
個人組合員は1,176名、法人組合員142社、出資金額7,485万円、賛
助会員443名、加入率は83.２％となった。
 （申込順・敬称略）

（個人組合員）
○松原　菊夫（伏見） ○進　　宗一（右京）
○福岡　　誠（左京） ○漆谷　光晴（右京）
○藤田　尚寛（右京） ○大庭　朋子（右京）
○笹井　雅広（下京） ○高木　直美（左京）
○西嶋　康佑（宇治） ○森川　正英（中京）
○関　　義広（宮津） ○戸田　浩二（中京）

（法人組合員）
○税理士法人クリエイトコンサルティング（中京）
○御所南税理士法人（中京）
○マスターズ税理士法人京都事務所（中京）
○三楽税理士法人（上京）
○Ａ─Ｔｒｕｓｔ税理士法人（右京）
○税理士法人北浜・中西会計（下京）

（賛助会員）
○瀬川　勝規（中京） ○西川　和男（上京）
○渡辺　真一（下京） ○原田　佑嗣（中京）
○原田　聡子（中京） ○宮本　雅史（東山）
○江田佳銘子（中京） ○奥谷　昌雄（上京）
○岡田　吉和（右京） ○中山　恵介（下京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○本間　和彦（中京・脱退【大津支部へ転出】）
○西嶋　康佑（下京・脱退【組合員へ移行】）
○笹井　雅広（下京・脱退【組合員へ移行】）
○村田　和男（東山・脱退【死亡】）
○森川　正英（中京・脱退【組合員へ移行】）
○大庭　朋子（右京・脱退【組合員へ移行】）
○竹内　景一（中京・脱退【茨木支部へ転出】）
○三谷　聖哉（中京・脱退【東淀川支部へ転出】）
○松本　和也（中京・脱退【業務廃止】）

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）承認及び既提携契約内容
変更・解消の件

【報告事項】
（事業部門）
事業委員会
　①10月29日（木）事業推進協議会延期（アンケート実施）
　②令和２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（含ライブ配信
スケジュール）

（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、年末年始弔事等緊急連絡対応
について

　③10月28日（水）支所会計担当者会議開催報告
　④教育情報図書申込結果について
　⑤支所交付金の繰越・支所図書券発行について
　⑥寄託報告・叙勲受章報告
　⑦組合員カードの発行について
法規委員会
　・委員会活動報告
広報委員会
　・「京税協」170号発行状況報告
地区連絡委員会
　①10月28日（水）支所合同協議会開催報告
　②11月17日（火）両丹懇談会開催報告
　③来春厚生行事（旅行）中止に伴う代替施策の実施について
　④ ４月14日（水）大同生命チャリティーゴルフコンペ（兼両丹
ゴルフ）について

（保険部門）
保険第一委員会
　①営業社員・登録代理店・紹介税理士
　　秋キャンペーン実施について
　②11月27日（金）
　大同保険推進協議会【東海税協】開催中止について
保険第二委員会
　①全税共第35回記念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29日（金）表彰式・祝賀パーティー開催中止について
　② 税理士VIP代理店施策（代理店登録［Z１］・年度末）につい
て

　③ 10月５日（月）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５千万賞）
　⑤小規模企業共済・倒産防止共済キャンペーン実施報告
　⑥倒産防止共済　R３.２月分掛金引き落としの注意喚起
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組合の動き ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

令和２年

12・３

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

12・８
研修・短期講座
　「税務調査の現状と対応策〜法人税調査を中心に〜」
　講師：村井淳一先生
　参加：104名（内ライブ配信21名）

12・10 正副理事長会

12・10 社会福祉法人京都府共同募金会にチャリティー募金を
寄託

12・10

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３回」（全４回）
　講師：立命館大学法学部教授　安井栄二先生
　参加：28名

12・11 法規委員会（定款の変更について）

12・16 常務理事会・理事会・厚生会役員会

12・22 広報委員会（第171号編集割付）

12・28 仕事納め

令和３年
１・４ 仕事始め

１・７ 広報委員会（第171号ゲラ校正）

１・７

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４回」（全４回）
　講師：前青山学院大学学長・弁護士　三木義一先生
　参加：28名

１・８ 保険第一委員会【書面審議】
（年度末キャンペーンの実施について）

１・12
支所会計【中間収支報告書】確認日
（福知山・宮津・舞鶴・峰山）
　於　市民交流プラザふくちやま

１・13 広報委員会（第171号ゲラ再校正）

１・13 常務理事会

１・18 支所会計【中間収支報告書】確認日
（下京・右京・東山・宇治・園部）

１・19 支所会計【中間収支報告書】確認日
（上京・中京・左京・伏見）

１・25 「京税協」第171号発行
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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

◎提携企業について
〈新 規 提 携〉 株式会社長谷工コーポレーション：令和２年12月16日より
 　　 ・新築分譲マンションの斡旋販売
〈提携内容変更〉 三井住友トラスト不動産株式会社：令和２年12月16日より
 旧： ・相続不動産アドバイザリー業務

・不動産売買の媒介サービス
（自身が利用時：手数料×20％割引／ご紹介時：手数料×20％の手数料支払）

 新： ・不動産売買の媒介サービスの提供
（自身が利用時：手数料×25％割引／ご紹介時：手数料×25％の手数料支払）

〈提 携 解 消〉 京都不動産取引所株式会社：令和２年11月30日まで
 日通旅行株式会社：令和３年３月31日まで

◎ 令和３年版提携企業便覧を発行いたしました。便覧に京都税理士協同組合カードを同梱して
おります。提携企業をご利用の際に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

京都税理士協同組合

第49回通常総会
開催日

場 所

令和３年８月５日（木）
ウェスティン都ホテル京都

※第10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。
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