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※撮影時、ご欠席の方もございます。ご了承ください。
（撮影時のみマスク非着用）

保険第一委員会

総務委員会 法規委員会

広報委員会 地区連絡委員会

９委員会の紹介
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ポイント その１ 

おお申申込込みみははネネッットトでで完完結結！！来来店店・・郵郵送送はは不不要要  

●お申込み手続きがインターネット上で完結

します。 

ポイント その２ 

2244 時時間間いいつつででももおお申申込込みみがが可可能能  

●関与先の事業者さまのご都合にあわせて、 

いつでもお申込みいただけます。 

ポイント その３ 

新新たたなな機機能能をを追追加加しし利利便便性性がが向向上上  

●お申込み時に必要な書類はアップロードして提出することができます（※）。 

●入力途中の情報を一時保存して、手続きを中断・再開することができます。 

イインンタターーネネッットト申申込込へへののアアククセセスス  

下記の二次元コードからアクセス可能です 

 

 

 

 

 

イインンタターーネネッットト申申込込のの操操作作方方法法にに関関すするる説説明明  

下記の二次元コードから、インターネット申込の操作

方法に関する説明動画をご覧いただけます。 

※ 審査の結果、関与先の事業者さまのご希望に沿えないことが 

ございます。 

日本公庫のお借入れをご検討中の関与先の事業者さまに、「インターネット申込」を 

ご案内ください。 

「「イインンタターーネネッットト申申込込」」のの３３つつののポポイインントト 

（※）確定申告書・決算書一式のＰＤＦファイルを、事前に関与先

の事業者さまにお渡しいただけますと、スムーズなお手続きが

可能となります。 

税理士の皆さまへ 

日本公庫 検索 

事業委員会保険第二委員会

出版委員会 研修委員会
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京税
サイクリング同好会

京都税理士
ランニングクラブ

皆さ～ん、ランニングシーズン
到来です！

　京都税理士ランニングクラブは、
発足から10年目を迎え会員数も増え
続け定期的に練習会を開催し、全国
各地での大会に「京都税理士RC」の
一員として出場しています。
　練習会は、鴨川、御所、二条城、
亀岡⇒嵐山等色々なコースを設定し
て各人のペースで無理のないランニ
ングを心掛けています。
　フルマラソン大会では、皆さんも
良くご存知のホノルル、東京、横浜、

名古屋ウィメンズ、京都、大阪、
神戸マラソン等に出場してい
ます。フルマラソンはとても
無理という方は、１㎞、５㎞、
10㎞、15㎞、ハーフ等レベル
に合わせて楽しく走る大会も
有りますのでご参加ください。
　昨年からのコロナ禍の影響
で各地でのマラソン大会が開
催中止となり寂しい思いをし
ています。困難な状況が回復
し近い将来ランニング合宿等
が開催出来ますよう願いつつ
各人で練習に励んでおります。
　また、「KYOTO ZRC」のチームT
シャツやビブスを着て各大会に出場
しますので、お見かけの際はどうぞ
お声かけください。

「京税サイクリング同好会」は、
今年10年目を迎えました。

　冬場を除いた３月末から11月まで
ほぼ毎月例会を開催していましたが、
コロナ禍の影響で例会の開催ができ
ない状態が続いていました。
　また毎年６月に遠征旅行が恒例に
なっていましたが、これもコロナ禍
により令和２年、３年と中止を余儀
なくされました。
　今年に入ってからの活動としまし
ては、８月と10月に久しぶりに例会
を開催しております。

　行き先は伏見～信楽方
面（８月）、山背古道・木
津（10月）と京都府近郊
の比較的近場のサイクリ
ングを楽しんできました。
　天候のいい日に目的地
を目指してペダルを回し
続け、汗をたくさんかく
と日頃の業務の疲れも吹
き飛びます。
　コロナ禍が落ち着き、旅行など行
動制限が自由になると予想される来
年度以降は「輪行（りんこう）」で京
都から離れたサイクリングも楽しみ
たいと考えています。
　同好会では随時新しい仲間の参加
を募集しています。初心者で入会さ
れた方でも何度かの経験で今では気
軽に楽しんでおられます。また、同
好会では自転車のメカに強い先生も

おられます。自転車のメンテナンス
などのフォローもばっちりです。打
ち上げに飲むビールのうまさは最高
です。皆さんのご参加を心よりお待
ちしております。 （大橋 康人）

連絡先：右京支所　大橋 康人
2 075-325-5746

連絡先：中京支所　田尻 泰子
2 075-241-1123

　皆さんのご参加を心より
お待ち申し上げております。
　　　　　　　　　　　（田尻 泰子）

その他、コロナ禍により休止中の団体もございます。
同好会の立ち上げや、活動にご興味のある組合員・賛助会員の先生方は、事務局までご連絡ください。

会長　大橋 康人

会長　有田 行雄
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　「京税協創立50周年記念特別企画　営業社員秋キャンペー
ン」を令和３年10月～12月に実施することに伴い、キャンペー
ンへの積極的な協力を依頼するため表敬訪問を行った。
　また、６月～７月に実施した「夏キャンペーン」について、
最高位入賞者となった花村美香様へ賞品が贈呈された。

保険第一委員会
大同生命京都支社　表敬訪問

９月30日（木）

　京都税理士協同組合厚生会との共催により、京都税理士
会館に於いて開催され、79名が参加した。
テーマ

「実践！税理士だからこそ出来るリスクマネジメント
   ～定期保険税制改正を踏まえたこれからの保険指導～」

講　師　保険第一副委員長　有田 耕介　先生

保険第一委員会
大同生命登録代理店・紹介税理士研修会

10月６日（水）
京税
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　京都ホテルオー
クラに於いて開催
され、60名が参加
した。
　税理士VIP代理
店の推進について
協議し、Z1・Z2各キャンペーン等該当者が披露された。

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

９月29日（水）

　京都ホテルオークラに
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。

総務委員会
支所会計担当者会議

10月29日（金）

　京都ホテルオークラに
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。

地区連絡委員会
支所合同協議会

10月29日（金）

　令和３年９月～11月に実施される全税共第36回全国統一
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。
　本年も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。

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

★個別業務推進協議会  
９月15日（水） 朝日生命　京滋支社
11月17日（水） 日本生命　京都支社

★表敬訪問  
10月20日（水）朝日生命　西八条営業所・京都西営業所・伏見営業所
10月21日（木）朝日生命　宇治営業所

10月22日（金）日本生命　京都支社
明治安田生命　京都支社

10月25日（月）朝日生命　長岡京営業所
10月26日（火）朝日生命　舞鶴営業所
10月27日（水）朝日生命　峰山営業所
10月28日（木）朝日生命　京都東営業所・下京営業所
11月４日（木）朝日生命　西大路営業所
11月12日（金）住友生命　京都開発支所・京都中央支所

★ビデオレター  
11月 日本生命　京都支社　７営業部
11月 ジブラルタ生命　京都支社　11営業所

10月～11月 住友生命　京都支社　16営業支所
　 （11月12日現在）

　京都ホテルオークラに於
いて開催され、当組合並び
に厚生会の提携企業より34
社が参加し、今後の事業推
進に向けた活発な意見が交わされた。

事業委員会
事業推進協議会

10月28日（木）
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た いむ御麩
お

ふ

　過去に遭難者が灼熱砂漠を彷徨いながら、コウモリの血
で渇きを凌いだと聞くサハラマラソンに参加してきました。
　出発は、フランスから。世界中の変人900人と専用飛行
機でモロッコに向かいます。空港からは、十数台のバスに
適当に乗車させられます。揺られること５時間で最初のビ
バーク地に到着します。
　このマラソンは、サハラ砂漠で行われる１週間のステー
ジレースとなっています。ルールは、簡単です。その日の
朝に走り出し、日没の制限時間内に次のキャンプ地に到着
できると翌日も参加できるルールです。夜を通して走り続
けるステージも用意されています。
　コースは最初の日に初めて知らされます。渡された地図
には地雷原や山脈、砂丘の絵が記入されているだけです。
あきらかに危険なドクロや渦巻砂丘マークが戦意喪失を誘
います。コース上には、石にルートスプレーがされていま
すが、砂漠でそれを見つけることはできないでしょう。

参加したいと考えられた皆さんに朗報です…

・�昔は遭難救助花火を渡されていただけですが、今は昼間
ヘリコプターが飛んでいます。
・�危険すぎる地域に迷い込むと国境の軍隊が、正しい方角
を指差してくれるそうです〔自分で戻る必要あり〕。

　このレース最大の特徴は、１日６本程度の水の補給以外
は、全て自分で背負う必要があることです。
　リュックには、１週間分の食料、日中の行動食、ライト、
遭難した際の鏡、笛、毒抜リムーバーなど約11キロの装備
が入っています。昼間は50℃、夜０℃の中、重量を減らす
ためには、服は１週間着たままで、砂地に寝袋で寝ます。
寒さは我慢できますが、夜は毎晩砂嵐が発生しますので、
朝は砂の中で目覚めることとなります。嵐で用意したトイ
レ用の鼻紙５枚は飛ばされても大丈夫ですが、食料とライ
トを失うことは、まさしく命を失うこととなる事でしょう。

　怖いことばかり書きましたが楽しいレースです。
　満天の星空の下、ひとり砂漠の夜を、迷走するのはいい
経験です。
　ランニング大会の開催が延期中止されて寂しい日々を
送っている方々も多いと思います。
　私自身も、今後多くの人々が参加する大会では、現地入
りし帰国するのには手間取りそうですが、それも当たり前
の事だと考えるようにしています。出来ることは計画を立
てリスクを管理し、決められたルールの中で全力を尽くす
だけ。またまた極地レースに申し込みした今日この頃です。

〜御池麩屋町　京税協でほっこり〜〜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、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！スポーツetc）、などなど自由に寄せてください！

サハラ完走記�
上京支所　小林　一理

ウイニングランスタート前（左端が筆者）

山へ向かう筆者（右端）

移動区間
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　現在５歳になる長女が昨年よりピアノを習うようになり、
家で練習していると時々上手く弾けずに泣き出すことがあ
ります。こうなると中々機嫌が直らないのですが、ある時
私がふと押し入れにしまってあったギターを取り出し適当
に弾くと珍しそうな顔をして泣き止み、やがて笑顔が戻り
ました。
　思えばギターを触ったのも数年ぶりで、ずっと眠らせた
ままになっていたのですが、学生時代は学業そっちのけで
バンド活動に邁進しておりました。私は当時X�JAPANの
大ファンであり、その素晴らしい曲の数々を自分で弾いて
みたくなってアルバイトして貯めたお金で同バンドのカ
リスマギタリストであるhideのモデルエレキギターを購入
し、早速練習の日々を過ごし、そうしてる内に同じ音楽の
趣味を持つ地元の友達がドラムを担当する形でバンドを組
みました。そしてボーカルとベース、サイドギターをネッ
トや楽器屋でメンバー募集して仲間を集めて本格的に活動
開始。演る曲はもちろんX�JAPAN、少しだけオリジナル
もやったかも。途中メンバーの入れ替わりがありつつも５
人体制でスタジオに入って練習し、学園祭やライブハウス
で演奏しました。時にはエクステ付けてビジュアルメイク
を施した姿で出演するなど今思えばよくやってたなとしみ
じみ…。
　そんな充実した活動もやがて大学卒業に差し掛かって続
けることが難しくなりバンドは惜しまれつつも？？解散。
就職や進学あるいはプロ志向などメンバーそれぞれの道を
歩んで行きました。
　その後、社会人になってからもう一本ギターを購入しま
した。Paul�Reed�Smith社のCustom24という一品で確か二
年ローンを組んだ高い買い物だったのですが、これまで人
前で披露したのは自身の結婚式たった一度きり。以降は
日々の忙しさに追われて全く触れることなく現在に至って

います。久々に引っ張りだしたのを機にこれからちょっと
でも練習しようかなと思いますが、やっぱりバンド組んで
ライブするのが一番モチベーション上がるのでどこかで機
会を持てたらいいなと思っています。

青春ロック回想録�
中京支所　中村　陽

右が筆者

hideのモデル

Custom24
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京都税理士協同組合  親睦旅行  予告

日帰りツアー京都
再発見！

日程・詳細は12月DMで

お楽しみに！！

日程・詳細は
12月DMで

令和4年4月
開催予定
日程・詳細は12月DMで



　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発行の「提携企業便覧」に掲載させてい
ただいており、「京税協」では、提携企業からコラムを募り掲載し
ております。
　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？ご一読くださり、是非ご利
用をお願い申し上げます。

マンションのことなら長谷工！！！
　この度新規加盟致しました、株式会社長谷工コーポ
レーション�法人営業部の高木です。『タラララッタラッ
タタ』のコマーシャルでおなじみの『マンションのこと
なら長谷工』でございます。今回は新築分譲マンション
での特典となります。ご本人様はもちろんのこと、ご両
親様やご子息様（一親等）までの方が対象となります。
　自己紹介させて頂きます。私自身、京都には非常に縁
がありまして、京都産業大学出身、仕事でも京都店に約
８年間勤務しておりました。

　家庭では、嫁と娘二人（24歳と20歳）
で無口な私であります。変なことを言
おうものなら、三方向から罵声が飛ん
できます。「亭主元気で留守がいい」（か
なり古いですが…）の典型的な家庭で
す。どうかこのような私に皆様からの
愛の手を差しのべてください。こんな
私ですが皆様、どうぞよろしくお願い
致します。（笑）コロナ禍ではありま
すが、健康に留意しまして元気に過ご
してまいりましょう。

株式会社長谷工コーポレーション

都市開発事業部
法人営業部

高
た か

木
ぎ

一
か ず

光
み つ

自己紹介をいたします。
　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。青山商事の、中村と申します。
　この場をお借りして、先生方へ当社のサービス事業と
自己紹介が出来ること大変うれしく思います。
　早速でございますが、自己紹介をいたします。
　出身は石川県輪島市（伝統工芸として輪島塗の漆器が
あります）の日本海が目の前に広がる地域で育ちました。
　趣味はもちろん釣りでございますが、趣味というより
晩御飯のおかずのため腕前が上達したように思います。
　そして、休日は仕事上の転勤を活かし、その地域の美
味しいものを食べることを楽しんでいます。
　もし機会がございましたら、中村に京都ならではのお

店をご教示頂ければ幸いでございま
す。
　仕事内容といたしまして、四季豊か
な京都を中心にBtoBによる福利厚生
サポート事業提案・各種制服のご提案
と販売を手がけています。お役に立て
ることがございましたら、何なりとお
申し付けくださいませ。
　最後に洋服の青山トピックス、オー
ダースーツSHITATE取り扱い店舗拡
大中（洋服の青山京都河原町店・白川
北大路店・京都駅南店）。
　もちろん提携特典にて、お買い求め
いただけます。

青山商事株式会社（洋服の青山）

法人部京都滋賀担当
／マネジャー

中
な か

村
む ら

裕
ひ ろ

史
し

不動産の売買は三井住友トラスト不動産へ
　三井住友トラスト不動産の浅田と申します。新卒で当
社に入社し、11年目となりました。今まで４店舗で従事
してきましたが、現在は大学時代を過ごした京都に在籍
しております。これまで京都税理士協同組合様との連携
の中で様々な不動産案件を取引させていただいた実績が
ございます。お気軽にご相談いただけましたら幸いです。
三井住友信託銀行グループのネットワークを活かして、
先生方・お客様のお力になれるよう精一杯頑張ります！
　当社でお取扱いしている不動産は、土地・一戸建て・
マンション等居住用不動産に限らず、投資用・事業用不

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。
先生方の取組案件の中で、不動産の査
定が必要なものがあれば、無料で不動
産価格査定書を作成いたしますので、
お客様へのご提案のツールとして是非
ご活用ください。
　京都エリア以外の物件であっても、
当社75拠点のネットワークで対応いた
しますので、まずは京都センター／浅
田までお声がけください。
　皆様方からのご相談をお待ちしております。

三井住友トラスト不動産株式会社　京都センター

京都センター　主任

浅
あ さ

田
だ

　翔
しょう

私たちに
お任せください !!

提
携

数珠 つ な ぎ

企 業 コ ラム
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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
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 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
広報委員　人見 真也

まぶしい太陽とオレンジに染まる景色にとても満足
でした。
　車はもちろんですが、歩いて登られる方、自転車
で登られる方、バイクの方とみなさんいろいろな方
法で竜ヶ尾山を楽しんでおられました（なかなかの
勾配でしたので自転車にはびっくりしました）。距
離も亀岡IC入口横から3ｋｍ程度ですので気軽に自
然を感じるには良いのではないかと思います。
　雲海を見ることができる日というのは、昼と夜と
の寒暖差が大きい日で霧が出ている朝だそうです。
霧のテラスにはＷebカメラが備え付けられていて亀
岡市観光協会のホームページからリアルタイムでの
状況を確認することができます。夕焼けは見ました
が、やはり雲海も見たいということで、チェックを
していたのですが、運よく雲海を見ることができそ
うなWebカメラ映像を見て、急遽朝から再度行って
みました。そして雲海を見ることができました！全
面ではなかったのですが、なかなか見ることがない
景色にとても感動しました。
　雲と霧は同じものなのですね。今回、改めて調べ
てみました。発生している高さの違いのみで名前が
違うと理解しました。地上付近にあるものを霧、上
空にあるものを雲というとのことです。同じものな
ので、亀岡に霧がでている時に上から見ると雲海に
なるのですね。
　一面の雲海というのも見てみたいので、今後早起
きできた休日の朝にはWebカメラをチェックして機
会があったらまた行きたいと思います。

　ここに行くにあたって気になっていたのは、山道
を通らないと行けないということでした。私は車の
運転を仕事柄毎日行いますが、狭い道はあまり通り
たくないと思っています。インターネットで事前に

にここを見た時はここがあれば霧のテラスは別にな
くてもいいのでは？と思ったぐらいです。霧のテラ
スの方が高い位置にあるため、より広い範囲を見る
ことができますが、見る角度や雰囲気も違うのでど
ちらも行ってみるとよいのではと思います。
　さらに進むとすぐに亀岡カントリークラブです。
そして、その少し先が目的地「霧のテラス」です。
車を止めるスペース
があり、その奥に
デッキが作られて、
亀岡を一望できるよ
うになっています。
また、デッキ横にパ
ラグライダーの離陸
施設もあるようです。テラスには落ちないように手
すりがあり、椅子もあって休憩もできるようになっ
ています。見る方向に何があるかわかるボードもあ
りました。思わず自分の家を探しましたが見つから
ず。代わりにサンガスタジアムを発見してうれしく
なりました。
　雲海で有名なスポットなのですが、ふと夕焼けの
景色がみたくなって、夕方の時間に行ってみました。

調べると、やはり、道が狭いので大変だといった感
じのコメントもありました。ということで、行って
みた感想ですが、それなりに山道ですので、それ相
応に注意して運転する必要があります。車と出会っ
てしまった場所によっては、少しの距離をバックす
る必要があるかも？といった程度でしょうか。山道
を走ると少なからずどこでもこんな感じかと思いま
す。
　と、以上は亀岡IC入口横の道からのルートの場合
です。この霧のテラ
スに行く場合二つの
ルートがあります。
もう一つは高槻・茨
木（府道46号線）方
面から行くルートで
す。こちらの高槻・茨木方面のルートから行くと、
霧のテラス到着直前に亀岡カントリークラブ沿いの
一本道を走ることになるのですが、ほぼ離合困難な
道でした。しかもそれが結構長いのです。たぶん、
出会ったらバック必須です。バックも前進同様に走
れるぐらいの運転技術（しかも山道で）は必要だと
思います。
　私は最初、高槻・茨木方面から行き、ばっちり前
からの車に出会いました。少しバックをしましたが、
離合ができず、その後、相手の車がかなりの距離を
バック、離合ポイントに止まっていただきました。
そのポイントでも結構ぎりぎりの離合でした。前か
らこられた方の運転技術にとても感謝しました。帰
りもそのルートで帰ったのですが、幸い無事抜ける
ことができました。その時は景色よりも「道で車に
会わないように祈ったこと」の方がはるかに印象が
強かったのを覚えています。
　地元の人に、慣れたらある程度停止位置がわかる
のですか？と聞いたのですが、そんなことはないと
のこと。前から車が来ないことを祈るくらいしかな
いようです。その時に亀岡IC入口横からから入ると
まだ広いと聞いて、そっちからいけばよかったと
思ったものです。慣れた方はそんな大袈裟なと思わ
れるかもしれませんが、個人的には亀岡IC入口横の
道から霧のテラスを見に行かれることを強くお勧め
します。

　朝Webカメラを確認して行くのもおすすめですが、
自分のペースで行くのもおすすめです。雲海が見ら
れなくても、素晴らしい景色を見ることができます。

　亀岡の竜ヶ尾山（たつがおやま）にある霧のテラ
スという展望デッキに行ってみました。2018年の３
月に開設され、晩秋から春にかけて運が良ければ雲
海を見ることができるスポットです。ちょうどこの
文章を読んでいただいているころは霧のシーズンに
なっているのではないでしょうか。

　今回は亀岡ICの入口横の道から霧のテラスへ向か
いました。場所は亀岡カントリークラブのすぐ横に
あります。
　霧のテラスへ行く途中に平和台公園にも寄ってみ
ました。遊びの丘という場所ですが、長い滑り台が
あり、小さな子ども連れにおすすめです。案内図に
よると自然散策路などもあり、かなり広い公園のよ
うです。このあたりは霧のテラスまでの道も含めて、
自然を満喫できるスポットかと思います。いろいろ
珍しいものがあるわけではないのですが、ゆっくり
森林浴にはおすすめです。
　さらに登っていくと、亀岡カントリークラブの少
し手前にも見晴らしの良い場所がありました。車を
止めるスペースもあり、なかなかの眺めです。最初

霧のテラス

霧のテラス

遊びの丘

パラグライダーの離陸施設

マキノピックランドの
メタセコイア並木
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 寄ってみた行ってみた  寄ってみた行ってみた
広報委員　人見 真也

まぶしい太陽とオレンジに染まる景色にとても満足
でした。
　車はもちろんですが、歩いて登られる方、自転車
で登られる方、バイクの方とみなさんいろいろな方
法で竜ヶ尾山を楽しんでおられました（なかなかの
勾配でしたので自転車にはびっくりしました）。距
離も亀岡IC入口横から3ｋｍ程度ですので気軽に自
然を感じるには良いのではないかと思います。
　雲海を見ることができる日というのは、昼と夜と
の寒暖差が大きい日で霧が出ている朝だそうです。
霧のテラスにはＷebカメラが備え付けられていて亀
岡市観光協会のホームページからリアルタイムでの
状況を確認することができます。夕焼けは見ました
が、やはり雲海も見たいということで、チェックを
していたのですが、運よく雲海を見ることができそ
うなWebカメラ映像を見て、急遽朝から再度行って
みました。そして雲海を見ることができました！全
面ではなかったのですが、なかなか見ることがない
景色にとても感動しました。
　雲と霧は同じものなのですね。今回、改めて調べ
てみました。発生している高さの違いのみで名前が
違うと理解しました。地上付近にあるものを霧、上
空にあるものを雲というとのことです。同じものな
ので、亀岡に霧がでている時に上から見ると雲海に
なるのですね。
　一面の雲海というのも見てみたいので、今後早起
きできた休日の朝にはWebカメラをチェックして機
会があったらまた行きたいと思います。

　ここに行くにあたって気になっていたのは、山道
を通らないと行けないということでした。私は車の
運転を仕事柄毎日行いますが、狭い道はあまり通り
たくないと思っています。インターネットで事前に

にここを見た時はここがあれば霧のテラスは別にな
くてもいいのでは？と思ったぐらいです。霧のテラ
スの方が高い位置にあるため、より広い範囲を見る
ことができますが、見る角度や雰囲気も違うのでど
ちらも行ってみるとよいのではと思います。
　さらに進むとすぐに亀岡カントリークラブです。
そして、その少し先が目的地「霧のテラス」です。
車を止めるスペース
があり、その奥に
デッキが作られて、
亀岡を一望できるよ
うになっています。
また、デッキ横にパ
ラグライダーの離陸
施設もあるようです。テラスには落ちないように手
すりがあり、椅子もあって休憩もできるようになっ
ています。見る方向に何があるかわかるボードもあ
りました。思わず自分の家を探しましたが見つから
ず。代わりにサンガスタジアムを発見してうれしく
なりました。
　雲海で有名なスポットなのですが、ふと夕焼けの
景色がみたくなって、夕方の時間に行ってみました。

調べると、やはり、道が狭いので大変だといった感
じのコメントもありました。ということで、行って
みた感想ですが、それなりに山道ですので、それ相
応に注意して運転する必要があります。車と出会っ
てしまった場所によっては、少しの距離をバックす
る必要があるかも？といった程度でしょうか。山道
を走ると少なからずどこでもこんな感じかと思いま
す。
　と、以上は亀岡IC入口横の道からのルートの場合
です。この霧のテラ
スに行く場合二つの
ルートがあります。
もう一つは高槻・茨
木（府道46号線）方
面から行くルートで
す。こちらの高槻・茨木方面のルートから行くと、
霧のテラス到着直前に亀岡カントリークラブ沿いの
一本道を走ることになるのですが、ほぼ離合困難な
道でした。しかもそれが結構長いのです。たぶん、
出会ったらバック必須です。バックも前進同様に走
れるぐらいの運転技術（しかも山道で）は必要だと
思います。
　私は最初、高槻・茨木方面から行き、ばっちり前
からの車に出会いました。少しバックをしましたが、
離合ができず、その後、相手の車がかなりの距離を
バック、離合ポイントに止まっていただきました。
そのポイントでも結構ぎりぎりの離合でした。前か
らこられた方の運転技術にとても感謝しました。帰
りもそのルートで帰ったのですが、幸い無事抜ける
ことができました。その時は景色よりも「道で車に
会わないように祈ったこと」の方がはるかに印象が
強かったのを覚えています。
　地元の人に、慣れたらある程度停止位置がわかる
のですか？と聞いたのですが、そんなことはないと
のこと。前から車が来ないことを祈るくらいしかな
いようです。その時に亀岡IC入口横からから入ると
まだ広いと聞いて、そっちからいけばよかったと
思ったものです。慣れた方はそんな大袈裟なと思わ
れるかもしれませんが、個人的には亀岡IC入口横の
道から霧のテラスを見に行かれることを強くお勧め
します。

　朝Webカメラを確認して行くのもおすすめですが、
自分のペースで行くのもおすすめです。雲海が見ら
れなくても、素晴らしい景色を見ることができます。

　亀岡の竜ヶ尾山（たつがおやま）にある霧のテラ
スという展望デッキに行ってみました。2018年の３
月に開設され、晩秋から春にかけて運が良ければ雲
海を見ることができるスポットです。ちょうどこの
文章を読んでいただいているころは霧のシーズンに
なっているのではないでしょうか。

　今回は亀岡ICの入口横の道から霧のテラスへ向か
いました。場所は亀岡カントリークラブのすぐ横に
あります。
　霧のテラスへ行く途中に平和台公園にも寄ってみ
ました。遊びの丘という場所ですが、長い滑り台が
あり、小さな子ども連れにおすすめです。案内図に
よると自然散策路などもあり、かなり広い公園のよ
うです。このあたりは霧のテラスまでの道も含めて、
自然を満喫できるスポットかと思います。いろいろ
珍しいものがあるわけではないのですが、ゆっくり
森林浴にはおすすめです。
　さらに登っていくと、亀岡カントリークラブの少
し手前にも見晴らしの良い場所がありました。車を
止めるスペースもあり、なかなかの眺めです。最初

霧のテラス

霧のテラス

遊びの丘

パラグライダーの離陸施設
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　「東海道五十三次」、勿論聞いたことのある言葉です

が、よく調べてみると以下のような言葉でした。もと

もとは「東海道」という言葉が起源のようで、幕府の

置かれた江戸と朝廷のあった京都を結ぶ約500kmの街

道がこの「東海道」でした。

　そして500kmにも及ぶ旅路、当時は新幹線や電車は

存在しないため、徒歩で延々この500km移動する、と

いう時代でした。人間の徒歩距離は概ね30km/日、約

17日間を要する、という長い旅路であり、途中必ず休

憩なり宿泊を要します。この宿泊場所を宿場といい、

この宿場を順に記したものがこの「東海道五十三次」

だったようです。

　前置きが長くなりましたが、この東海道五十三次の

終点が「三条大橋」であり、その大橋にかかる道が今

回の「三条通り」です。

　この三条通り、様々な表情を持っている道です。三

条大橋～河原町通りまでは観光客で賑わう道としての

表情を持ち、河原町通り～寺町通りまでは一転アー

ケード街となり、雨の日も雪の日も快適に過ごせる繁

華街としての表情を持ちます。そして寺町通り～烏丸

広
報
委
員
　
西
田 

博
昭

三
条
通

（
三
条
大
橋
か
ら
渡
月
橋
）

三条会商店街出入口（堀川通）損傷の進む三条大橋

三条大橋
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通りまでは様々な店舗が並ぶ洒落た道となります。そ

して烏丸通りを超えて西に行くと、観光客や買い物客

はぐっと減り、地元民が行き来する道へと変身します。

さらに西へ進み堀川通りまで行くと、「365日晴れの日」

というコンセプトを掲げている「京都三条会商店街」

が始まります。この「京都三条会商店街」、なんと大

正３年（1914年）に発足した商店街だそうで、当時か

ら拡充され現在は堀川通りから千本通りまでの約

800mのアーケード街となっています。アテネ五輪女

子マラソン金メダリストの野口みずき選手が雨の日の

練習をしていた場所、として有名です。さらに西へ進

むと京福電気鉄道が路面を走る一見レトロな道となり、

西の端である右京区の渡月橋まで道は続きます。

　このように様々な表情を持つ三条通り、古いものも

新しいものも混在している京都を象徴する道ではない

でしょうか。しかしそんな三条通りも様々な課題に直

面しています。昨今問題となっているのは、三条大橋

の損傷です。同大橋は昭和25年（1950年）の改築以降

大幅な修復がなされておらず、長年の風雨により損傷

が進んでしまっています。修復しようにも京都市の財

政状況の厳しさや、歴史的構造物の修復という難題で

あることから、容易には解決しない問題のようです。

インフラ整備というものは整備直後には問題は顕在化

しませんが、最も困難な場面に直面するのはそのイン

フラが老朽化する40～50年後。「老朽化してきたけど、

修繕のお金がない。どうしよう」となってはいけない

訳です。

　最近よく聞くSDGsという言葉がありますが、この

インフラ整備もまさにSDGs。持続可能なプランを立

てて、持続可能な対策を確実に実行していく。防災・

災害対策に押され優先順位は下がってしまったようで

すが、観光都市京都の名所の一つである三条大橋も、

持続可能な形を維持するための修復が実行され、観光

客・地元民で賑わう三条通りがいつまでも繁栄するこ

とを願います。

渡月橋

路面電車（葛野大路三条）

三条会商店街出入口（千本通）
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理事会報告 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

第３回理事会
　令和３年度第３回理事会を令和３年９月10日（金）、書面審議
により開催。
　理事55名　監事５名（相談役６名：資料送付）

【決議事項】
　次の第１号～３号各議案が上程された。

第１号議案　組合員・賛助会員加入承認の件
　個人16名、法人３社、賛助会員10名の加入を上程。承認の場
合、個人組合員は1,175名、法人組合員151社、出資金額7,382万円、
賛助会員452名、加入率は83.1％となる。
� （申込順・敬称略）

（個人組合員）
○中村　悠司（中京）� ○中谷　好子（中京）
○前田　　靖（中京）� ○下林　茂和（福知山）
○大橋　誠一（下京）� ○松田　晃輔（上京）
○吉川るみ子（中京）� ○米　　亨和（下京）
○西村　由起（宇治）� ○丸本　光志（中京）
○山村　　薫（右京）� ○大平　　学（宇治）
○松井　友行（上京）� ○中山　　聡（宇治）
○山嵜　正雄（下京）� ○丹尾　淳史（右京）

（法人組合員）
○税理士法人マウナブルー（中京）
○税理士法人高瀬会計事務所（宇治）
○えびす税理士法人（中京）

（賛助会員）
○山田兼一郎（中京）� ○田中　輝明（中京）
○小川　秀夫（東山）� ○矢野　智子（下京）
○髙瀬　哲也（宇治）� ○坂　　巧美（宇治）
○黒田　美晴（中京）� ○大藤佐惠子（中京）
○三宅　　司（右京）� ○大谷　友香（中京）

第２号議案　賛助会員功労金支払承認の件
○下林　茂和（福知山・脱退【組合員へ移行】）
○太田　雄介（下京・脱退【四国会へ転出】）
○松田　晃輔（上京・脱退【組合員へ移行】）
○尾谷　忠男（中京・脱退【逝去】）
○松井　友行（上京・脱退【組合員へ移行】）
○中村　悠司（中京・脱退【組合員へ移行】）
○知見　　憲（上京・脱退【業務廃止】）
○山西　　愼（左京・脱退【逝去】）
○中山　　聡（宇治・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・「新春講演会」
共催各依頼承認の件

　書面審議の結果、下記の通りすべて承認可決された。
理事会構成員総数55名
　第１号議案　賛成55名　反対０名
　第２号議案　賛成55名　反対０名
　第３号議案　賛成55名　反対０名

【報告事項】
（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
　③全税共文化財団助成要領について（再案内）

広報委員会
　・「京税協」発行状況報告

地区連絡委員会
　①10月29日（金）
　　支所合同協議会・支所会計担当者会議開催について
　②11月　両丹懇談会開催について（宮津開催）
　③11月９日（火）
　　�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）
保険第一委員会
　①10月６日（水）
　　登録代理店・紹介税理士研修会について
　②秋のキャンペーンについて

保険第二委員会
　①第36回全国統一キャンペーン
　　「プレキャンペーン」・「年間表彰」実績報告
　②第36回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
　③Z1（代理店増強）・Z2（挙績推進）キャンペーンについて
　④９月29日（水）日本生命VIP代理店協議会開催について

（事業部門）
事業委員会
　①提携企業便覧発行時期変更について
　②10月下旬　事業推進協議会開催について

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、ライブ配信
のオンデマンド配信移行について
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９・29 日本生命税理士VIP登録代理店推進協議会
　於　京都ホテルオークラ

10・４ 総務委員会（支所会計について）

10・５ 法規委員会（在宅勤務規程について）

10・６

研修・短期講座
　「最新の事例を交えた保険税務について」
　講師：株式会社新日本保険新聞社
　取締役　企画部長
　「保険税務のすべて」編集長　榊原正則氏
　参加：61名

10・６ 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

10・８

研修・勉強会
　「税理士のための国税通則法の学びなおし第１回」
　（全４回）
　講師：立命館大学法学部教授　望月爾先生
　参加：24名

10・12

研修・短期講座
　「改正された電子帳簿保存法と納税環境の整備
　～会計・税務に係る業務の完全デジタル化～」
　講師：上西左大信先生
　参加：177名（オンデマンド申込含む）

10・14

研修・短期講座
　「誤りやすい不動産評価10事例
　～評価資料入手の重要性とその方法～」
　講師：税理士・不動産鑑定士　山下太郎先生
　参加：125名（オンデマンド申込含む）

10・14 日本税理士協同組合連合会第26回通常総会出席
　於　第一ホテル東京

10・18 研修小委員会（今後の研修会運営について）

10・20 法規小委員会
（文書並びに公印の取扱い及び管理規程について）

10・20
〜11月

各生命保険会社との個別業務推進協議会及び表敬訪問
（５ページ参照）

10・22
研修・実務講座
　「消費税法　実務用基礎講座第１回」（全５回）
　講師：浦河泰弘先生
　参加：23名

10・25 広報委員会（第174号編集割付）

10・28 事業委員会（事業推進協議会開催要領について）

10・28 事業推進協議会
　於　京都ホテルオークラ

10・29 支所会計担当者会議
　於　京都ホテルオークラ

10・29 支所合同協議会
　於　京都ホテルオークラ

10・29
研修・実務講座
　「消費税法　実務用基礎講座第２回」（全５回）
　講師：浦河泰弘先生
　参加：23名

11・１ 総務小委員会（インボイスの対策について）

11・４
研修・短期講座
　「日本型インボイス制度～適格請求書等保存方式～」
　講師：金井恵美子先生
　参加：63名

11・５ 地区連絡小委員会（春のイベントについて）

11・５
研修・実務講座
　「消費税法　実務用基礎講座第３回」（全５回）
　講師：浦河泰弘先生
　参加：23名

11・８ 広報委員会（第174号ゲラ校正）

11・８ 東京税理士協同組合創立六十周年記念式典・祝賀会出席
　於　ホテルニューオータニ

令和３年

11・９
第65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
　参加：115名
　於　信楽カントリー俱楽部

11・10
研修・実務講座
　「消費税法　実務用基礎講座第４回」（全５回）
　講師：浦河泰弘先生
　参加：23名

11・11 創立50周年記念事業特別委員会

11・11

研修・短期講座
　「業務に役立つ！NPO法人の会計・税務講座
　～収益事業課税と遺贈寄付～」
　講師：NPO会計税務専門家ネットワーク理事
　非営利法人研究学会監事
　税理士　橋本俊也先生
　参加：21名

11・11

研修・勉強会
　「税理士のための国税通則法の学びなおし第２回」
　（全４回）
　講師：青山学院大学名誉教授・弁護士　三木義一先生
　参加：24名

11・12 広報委員会（第174号ゲラ再校正）

11・12 事業委員会（事業推進協議会開催報告）

11・15 支所会計担当者会議
　於　ホテル北野屋

11・15 両丹支所組合員との懇談会・懇親会
　於　ホテル北野屋

11・17 保険第二委員会
（全税共第36回全国統一キャンペーンについて）

11・17
研修・実務講座
　「消費税法　実務用基礎講座第５回」（全５回）
　講師：浦河泰弘先生
　参加：23名

11・19 創立50周年記念座談会

11・22
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：久内圭介先生
　参加：100名（11月12日現在）

11・24
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：久内圭介先生
　参加：100名（11月12日現在）

11・24
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　京王プラザホテル

11・25 「京税協」第174号発行

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

令和４年１月18日（火）開催日

ウェスティン都ホテル京都場　所

新春講演会京税協
支部連共催

新年祝賀会支部連主催

予定

※�新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、
開催中止・変更となる場合がございます。
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〈お問い合わせ〉
〒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
	 京都市行財政局税務部資産税課　償却資産担当
	 （TEL	075-213-5214）

京都市からのお知らせ

　償却資産（※）には、土地・家屋と同様に固定資産税が課税

されます。京都市内で事業をされている方は、償却資産の申

告をお願いします。申告書のダウンロードなど、詳しくはホー

ムページをご覧ください。

※償却資産…�減価償却の対象となる事業用の資産です。ただ

し、家屋、自動車等として課税されているもの

は除きます。

※�申告（修正申告を含む。）が法定申告期限（令和４年１月31日）

を過ぎた場合、納税通知書の送付が遅れることがあります

ので、ご了承ください。

※�市税事務所・区役所・支所・出張所等では受け付けておりません。

来庁の際は、マスク着用など感染症対策に努めていただきま

すようお願いいたします。

■�『償却資産』の申告をお願いします

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため

郵送 又は 電子（eLTAX）での申告にご協力ください。

申告期限：令和４年１月31日

償却資産の
ホームページ

京都市　償却資産 検索

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

利用見込先紹介制度

大同生命グループ

広報誌「KYOZEIKYO 173号（前号）」の掲載内容の誤りについて

「KYOZEIKYO�173号（前号）」の下記ページにつきまして、内容の一部に誤りがございました。

・�【７ページ】「役員職務分掌及び委員名簿」に下記先生のご紹介が漏れておりました。

事業部門　出版委員会　委員　　金山　昌泰　先生（伏見）
　深くお詫び申しあげます。

お 詫 び

eLTAXの
ホームページ

京都市　eLTAX 検索
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