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今から約45年前、伏見の中書島駅から京都駅まで京都市電の路面電車（伏見線）が走っていま
した。
伏見線は明治28年に東洞院塩小路下ルから伏見下油掛（現在の京橋付近）までの区間で、日本初

の営業電気鉄道として開通しました。この区間が日本初の理由としては、その理由として二つ考えられ、
一つは、内国博覧会見物のため大阪から船で南浜に来たお客を会場に運ぶためと、もう一つは、当時京
都商工会議所から伏見商工会議所が独立しようとする動きがあった事をつなぎとめるためだったそう
です（諸説あり）。
京都市の行政区としての伏見区の誕生は昭和6年ですので（それまでは伏見市）、伏見線は本来は

市内電車ではなく。京都と伏見を結ぶ都市間交通機関だったということになります。
毎年正月三が日には京都駅から伏見稲荷大社への参拝客を輸送し、平時は京都市街と伏見を結ぶ

重要な路線でしたが、モータリゼーションの波には勝てず、昭和45年に惜しまれつつ廃線となりました、
廃線までの80年間、市民を運び続けたわけですが、廃線後は市バス81号系統が、路線、停留所を引

継ぎ、市民の足として活躍しています。結構本数も多くて、たくさんお客さんが乗っているなぁという印象
があります。
京都市交通局が「営業係数」という指標を公表しています。これは100円の収入を得るために必要な

費用を示すもので、100を下回る系統は黒字、100を上回る系統は赤字となります。81号系統の平成26
年度営業指数は「124」、残念ながら赤字路線のようです。そして、一番のドル箱路線は100号系統で、
平成26年度営業係数は「52」だそうです。ちなみに100号系統は京都駅から国立博
物館、三十三間堂、祇園、平安神宮、京都市美術館、銀閣寺までの観光スポットを回
る路線です。
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新年明けましておめでとうございます。
「伏水」の表紙について、毎号広報委員会でテーマを決めてそれに沿った写真を募って掲載しております。
今回のテーマは「門出」です。古くは旅立つために家を出るなどといった意味合いしかなかったようですが、現在では広く晴れやかな出発を表すことも多いようです。
平成２９年が、みなさまにとりまして晴れやかな門出の年となることをお祈り申し上げます。
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（司会）
あけましておめでとうございます。本日は、平成29年の年頭にあ

たって、平松署長と植田支部長に新春対談を行っていただきま
す。まず初めに、年頭あいさつをお願いします。

年頭あいさつ
（署長）　

あけましておめでとうございます。
旧年中は、植田支部長をはじめ、伏見支部の先生方には税務

行政全般にわたり、深いご理解と多大なご支援・ご協力をいただ
き、誠にありがとうございました。
おかげを持ちまして、伏見税務署の事務運営は順調に推移し

ております。厚く御礼申し上げます。
署といたしましては、経済社会のグローバル化やＩＣＴ化の進

展など、税務行政を取り巻く環境の変化に柔軟に対応する必要
があるとともに、社会保障・税番号制度の導入などの大きな制度
改正につきましても的確に対応することが重要な課題となる中
で、「納税者に自発的な納税の履行を適正かつ円滑に実現する」
という国税庁の使命を果たすために、今後も様 な々施策に取り組
んでいく所存でございます。
これからも支部と署との緊密な連携協調を更に深めていきた

いと考えています。引き続き支部の先生方のご指導・ご協力をよろ
しくお願いします。
（支部長）

新年あけましておめでとうございます。
一昨年６月の支部長拝命以来、支部会員のご支援、ご協力、ま

た、伏見支部の諸先輩方が長年にわたって築きあげられた署と
支部との強固な信頼関係に基づき、会務運営も順調に推移して

おります。厚く御礼申し上げます。
税理士は、昨今の急激な情報通信技術の進展に伴う電子申

告の手続きも含め、専門性及び複雑高度化した税制に的確な判
断をし、顧客のニーズに応えるために知識の研鑽を重ねる必要が
あることは言うまでもありません。
伏見支部といたしましても、申告納税制度における納税義務

者の信頼に応え、時代に即した税理士制度の構築を図るため、
支部会員の認識と協力を求めながら、引き続き署との連携・協調
関係を維持・発展させていきたいと考えておりますので、今後とも
よろしくお願いいたします。
　　
社会保障・税番号制度について
（司会）

さて、本年から確定申告で個人番号の記載が始まるなど、マイ
ナンバーの利用が本格化しますが、この件についてお伺いします。
（署長）

マイナンバー制度につきましては、これまでも支部の先生方の
ご協力も得まして、あらゆる機会を捉え、周知・ＰＲに取り組んでき
たところであります。
今年の確定申告から申告書に個人番号の記載欄が設けられ、

記載が必要になってまいります。本年は初年度ということもありま
して、記載や本人確認の方法について、納税者の方 か々ら様 な々
疑問や質問を頂戴することになろうかと思いますが、公平・公正
な社会の実現を目的とした制度ですので、より深くご理解いただ
けるよう、丁寧に説明していきたいと思います。
（支部長）

申告書への個人番号記載を円滑に導入できるよう、顧問先へ
の理解を得て番号の提供を順次うけているところではあります
が、やはりお預かりしている個人情報の適正な管理が重要な課
題です。
われわれ税理士としましては、「番号取扱事務・担当者の確認」

「事務所レイアウト等の見直し」「会計ソフト・システムの変更」「事
務所職員等の教育・指導」等の対応を適切に行うことによって、
個人情報を安全に管理し、顧問先等からの信頼に応えられるよ
う努めていきたいと思います。
（署長）

マイナンバー制度の将来像といたしまして、ゆくゆくは社会保
険料や医療情報等、確定申告に必要な情報をマイナンバーで一
元管理することにより、クリックするだけで給与所得者等の所得
税の確定申告書作成が可能になっていくようにする、と聞いてお
ります。納税者にとっても利便性が高い制度である、ということを

含めて、制度の周知・ＰＲを図っていきたいと考えております。その
ためには、支部の先生方のご協力が不可欠であり、今後も必要な
情報について提供させていただきたいと考えておりますので、お力
添えをいただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、マイナンバー制度の税務行政への導入が本格化するの

を契機に、本年１月から税務署総合窓口で税務関係書類を提出
する場合には、併せて提出票を提出していただくことになりまし
た。これは納税者の皆様から提出された文書を従来にも増して厳
格に管理する必要が生じたための措置ですので、先生方にはお
手数をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいた
します。

ｅ－Ｔａｘについて
（司会）

e-Taxの利用促進につい
てはいかがお考えですか。
（署長）

伏見支部の先生方には、
昨年９月に開催されました「伏見e-Tax連絡協議会」ほか、日頃か
らe-Taxの普及にご尽力いただきありがとうございます。
会議では、本年もe-Taxを含むICT利用を推進することに合意を

いただいたほか、きたんのない貴重なご意見を頂戴いたしました。
平成28年分の確定申告においては、「スマートフォンやタブレッ

ト端末を利用した申告書等の作成」、「コンビニエンスストア等の
プリントサービスを利用した申告書の印刷」、「これまでは別途郵
送等で書面によって提出する必要のあった添付書類について、
書面に代えてイメージデータによる提出が可能になる」など、利用
者の利便性が向上しています。
支部の先生方には、引き続き、これらの利便性改善の周知・Ｐ

Ｒにご協力をお願いいたします。
（支部長）

e-Taxについて、電子申告の税理士による代理送信などについ
ては浸透すべきところは浸透したのかな、という印象があります。
これからは、一般のサラリーマンの方などの利用拡大に向けて、

署長がおっしゃられた今年の確定申告から利用できる新サービ
スについて、リーフレット等を活用してＰＲしていきたいと思います。
あとは、源泉所得税等のうっかり納付忘れを防ぐという面では

ダイレクト納付が非常に有効ですよね。
自宅やオフィスのパソコンで簡単に操作できますし、税理士が

顧問先に代わって納付手続きを行うこともできるので、顧問先に
も積極的に利用勧奨をしていきたいです。
（署長）

よろしくお願いします。

租税教育について
（司会）

伏見支部の先生方には租税教室の講師等でお世話になって
いますが、取組状況等について考えをお聞かせください。
（支部長）

租税教育の推進は、税の専門家の立場から、適正かつ自主的
な納税意識を醸成する意味で、大変重要であると認識しておりま
す。租税教室へ講師の派遣を始め、租税教育は伏見支部として
力を入れている取り組みの一つであります。
例年実施している京都すばる高等学校の会計科・企画科への

内容の濃い租税教室を始め、昨年は初めて京都府立洛水高等

学校に対して租税教室を実施いたしました。
（署長）

支部の先生方は租税教育に対して非常に熱心に取り組んで
おられ、大変お世話になっている、と私も伺っています。
特に、京都すばる高等学校の会計科１年生の生徒さんに対す

る租税教室は、まず、税金の基礎知識についての導入講義を支部
の先生方にお願いし、その後のグループワークに署から若手職員
を参加させた討議形式の講義を行うなど、支部と署が一体となっ
た租税教育を行っています。
このような支部と署が連携体制で租税教育を行っていることに

ついて、局からも大変高い関心と評価をいただいております。今後
もこのような体制の下、充実した租税教育を実施していきたいと
思います。
（支部長）

そうですね。
特に昨年は、京都すばる高等学校会計科３年生の生徒10名

を税理士事務所へのインターンシップで受け入れた際に税務署
へお招きいただきまして、若手職員の方 と々の意見交換の場を設
けていただけました。
これは、昨年で５回目となる取り組みの中では初めての事であり、

また、後日、京都すばる高等学校で行われた報告会には、伏見署か
ら清水補佐だけでなく今井副署長にも参加していただけました。
職種の垣根を越えて、若い世代に税金の重要性と税に関わる

仕事についての理解を求めていくことは非常に意義のあることで
あり、今後も署と支部一丸となって租税教育に取り組んでいく今
の体制を維持・発展していければ、と思います。
（司会）

最後に、間もなく平成28年分の所得税・消費税等の確定申告
期を迎えることになります。
（署長）

今年の確定申告期は大阪国税局管内全署において申告会場
の開設日は２月16日から、相談受付は午後４時まで、と昨年まで
とは異なる体制となりますが、確定申告においても支部の先生方
と連絡・協力を密にして一丸となって広報・ＰＲ等に取り組み、国
民の信頼に応えるべく親切・丁寧な対応を心掛けて取り組んで
いきたいと考えております。
また、地区相談会場における申告相談、さらに本年は淀会場を

伏見支部主催会場として開設いただき、伏見支部の多くの先生
方に従事していただくことになっております。例年多くの納税者が
来場され、先生方にはご負担をおかけすることになりますが、ご協
力をよろしくお願いいたします。
（支部長）

確定申告の時期は、署におかれましても、また我々税理士に
とって繁忙期となります。
署と協力しながら、親切・丁寧な対応を心がけ、伏見支部会員

が一丸となっ
て努力してま
いりますので、
よろしくお願い
いたします。
（司会）

本日は、大
変お忙しい
中、ありがとう
ございました。

伏見税務署長　平松 千二
ひら まつ せん じ

副支部長　堀口 裕弘司会
ほり ぐち やす ひろ

伏見支部長　植田　順
うえ だ じゅん
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旧年中は、植田支部長をはじめ、伏見支部の先生方には税務

行政全般にわたり、深いご理解と多大なご支援・ご協力をいただ
き、誠にありがとうございました。
おかげを持ちまして、伏見税務署の事務運営は順調に推移し

ております。厚く御礼申し上げます。
署といたしましては、経済社会のグローバル化やＩＣＴ化の進

展など、税務行政を取り巻く環境の変化に柔軟に対応する必要
があるとともに、社会保障・税番号制度の導入などの大きな制度
改正につきましても的確に対応することが重要な課題となる中
で、「納税者に自発的な納税の履行を適正かつ円滑に実現する」
という国税庁の使命を果たすために、今後も様 な々施策に取り組
んでいく所存でございます。
これからも支部と署との緊密な連携協調を更に深めていきた

いと考えています。引き続き支部の先生方のご指導・ご協力をよろ
しくお願いします。
（支部長）

新年あけましておめでとうございます。
一昨年６月の支部長拝命以来、支部会員のご支援、ご協力、ま

た、伏見支部の諸先輩方が長年にわたって築きあげられた署と
支部との強固な信頼関係に基づき、会務運営も順調に推移して

おります。厚く御礼申し上げます。
税理士は、昨今の急激な情報通信技術の進展に伴う電子申

告の手続きも含め、専門性及び複雑高度化した税制に的確な判
断をし、顧客のニーズに応えるために知識の研鑽を重ねる必要が
あることは言うまでもありません。
伏見支部といたしましても、申告納税制度における納税義務

者の信頼に応え、時代に即した税理士制度の構築を図るため、
支部会員の認識と協力を求めながら、引き続き署との連携・協調
関係を維持・発展させていきたいと考えておりますので、今後とも
よろしくお願いいたします。
　　
社会保障・税番号制度について
（司会）

さて、本年から確定申告で個人番号の記載が始まるなど、マイ
ナンバーの利用が本格化しますが、この件についてお伺いします。
（署長）

マイナンバー制度につきましては、これまでも支部の先生方の
ご協力も得まして、あらゆる機会を捉え、周知・ＰＲに取り組んでき
たところであります。
今年の確定申告から申告書に個人番号の記載欄が設けられ、

記載が必要になってまいります。本年は初年度ということもありま
して、記載や本人確認の方法について、納税者の方 か々ら様 な々
疑問や質問を頂戴することになろうかと思いますが、公平・公正
な社会の実現を目的とした制度ですので、より深くご理解いただ
けるよう、丁寧に説明していきたいと思います。
（支部長）

申告書への個人番号記載を円滑に導入できるよう、顧問先へ
の理解を得て番号の提供を順次うけているところではあります
が、やはりお預かりしている個人情報の適正な管理が重要な課
題です。
われわれ税理士としましては、「番号取扱事務・担当者の確認」

「事務所レイアウト等の見直し」「会計ソフト・システムの変更」「事
務所職員等の教育・指導」等の対応を適切に行うことによって、
個人情報を安全に管理し、顧問先等からの信頼に応えられるよ
う努めていきたいと思います。
（署長）

マイナンバー制度の将来像といたしまして、ゆくゆくは社会保
険料や医療情報等、確定申告に必要な情報をマイナンバーで一
元管理することにより、クリックするだけで給与所得者等の所得
税の確定申告書作成が可能になっていくようにする、と聞いてお
ります。納税者にとっても利便性が高い制度である、ということを

含めて、制度の周知・ＰＲを図っていきたいと考えております。その
ためには、支部の先生方のご協力が不可欠であり、今後も必要な
情報について提供させていただきたいと考えておりますので、お力
添えをいただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、マイナンバー制度の税務行政への導入が本格化するの

を契機に、本年１月から税務署総合窓口で税務関係書類を提出
する場合には、併せて提出票を提出していただくことになりまし
た。これは納税者の皆様から提出された文書を従来にも増して厳
格に管理する必要が生じたための措置ですので、先生方にはお
手数をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいた
します。

ｅ－Ｔａｘについて
（司会）

e-Taxの利用促進につい
てはいかがお考えですか。
（署長）

伏見支部の先生方には、
昨年９月に開催されました「伏見e-Tax連絡協議会」ほか、日頃か
らe-Taxの普及にご尽力いただきありがとうございます。
会議では、本年もe-Taxを含むICT利用を推進することに合意を

いただいたほか、きたんのない貴重なご意見を頂戴いたしました。
平成28年分の確定申告においては、「スマートフォンやタブレッ

ト端末を利用した申告書等の作成」、「コンビニエンスストア等の
プリントサービスを利用した申告書の印刷」、「これまでは別途郵
送等で書面によって提出する必要のあった添付書類について、
書面に代えてイメージデータによる提出が可能になる」など、利用
者の利便性が向上しています。
支部の先生方には、引き続き、これらの利便性改善の周知・Ｐ

Ｒにご協力をお願いいたします。
（支部長）

e-Taxについて、電子申告の税理士による代理送信などについ
ては浸透すべきところは浸透したのかな、という印象があります。
これからは、一般のサラリーマンの方などの利用拡大に向けて、

署長がおっしゃられた今年の確定申告から利用できる新サービ
スについて、リーフレット等を活用してＰＲしていきたいと思います。
あとは、源泉所得税等のうっかり納付忘れを防ぐという面では

ダイレクト納付が非常に有効ですよね。
自宅やオフィスのパソコンで簡単に操作できますし、税理士が

顧問先に代わって納付手続きを行うこともできるので、顧問先に
も積極的に利用勧奨をしていきたいです。
（署長）

よろしくお願いします。

租税教育について
（司会）

伏見支部の先生方には租税教室の講師等でお世話になって
いますが、取組状況等について考えをお聞かせください。
（支部長）

租税教育の推進は、税の専門家の立場から、適正かつ自主的
な納税意識を醸成する意味で、大変重要であると認識しておりま
す。租税教室へ講師の派遣を始め、租税教育は伏見支部として
力を入れている取り組みの一つであります。
例年実施している京都すばる高等学校の会計科・企画科への

内容の濃い租税教室を始め、昨年は初めて京都府立洛水高等

学校に対して租税教室を実施いたしました。
（署長）

支部の先生方は租税教育に対して非常に熱心に取り組んで
おられ、大変お世話になっている、と私も伺っています。
特に、京都すばる高等学校の会計科１年生の生徒さんに対す

る租税教室は、まず、税金の基礎知識についての導入講義を支部
の先生方にお願いし、その後のグループワークに署から若手職員
を参加させた討議形式の講義を行うなど、支部と署が一体となっ
た租税教育を行っています。
このような支部と署が連携体制で租税教育を行っていることに

ついて、局からも大変高い関心と評価をいただいております。今後
もこのような体制の下、充実した租税教育を実施していきたいと
思います。
（支部長）

そうですね。
特に昨年は、京都すばる高等学校会計科３年生の生徒10名

を税理士事務所へのインターンシップで受け入れた際に税務署
へお招きいただきまして、若手職員の方 と々の意見交換の場を設
けていただけました。
これは、昨年で５回目となる取り組みの中では初めての事であり、

また、後日、京都すばる高等学校で行われた報告会には、伏見署か
ら清水補佐だけでなく今井副署長にも参加していただけました。
職種の垣根を越えて、若い世代に税金の重要性と税に関わる

仕事についての理解を求めていくことは非常に意義のあることで
あり、今後も署と支部一丸となって租税教育に取り組んでいく今
の体制を維持・発展していければ、と思います。
（司会）

最後に、間もなく平成28年分の所得税・消費税等の確定申告
期を迎えることになります。
（署長）

今年の確定申告期は大阪国税局管内全署において申告会場
の開設日は２月16日から、相談受付は午後４時まで、と昨年まで
とは異なる体制となりますが、確定申告においても支部の先生方
と連絡・協力を密にして一丸となって広報・ＰＲ等に取り組み、国
民の信頼に応えるべく親切・丁寧な対応を心掛けて取り組んで
いきたいと考えております。
また、地区相談会場における申告相談、さらに本年は淀会場を

伏見支部主催会場として開設いただき、伏見支部の多くの先生
方に従事していただくことになっております。例年多くの納税者が
来場され、先生方にはご負担をおかけすることになりますが、ご協
力をよろしくお願いいたします。
（支部長）

確定申告の時期は、署におかれましても、また我々税理士に
とって繁忙期となります。
署と協力しながら、親切・丁寧な対応を心がけ、伏見支部会員

が一丸となっ
て努力してま
いりますので、
よろしくお願い
いたします。
（司会）

本日は、大
変お忙しい
中、ありがとう
ございました。

伏見税務署長　平松 千二
ひら まつ せん じ

副支部長　堀口 裕弘司会
ほり ぐち やす ひろ

伏見支部長　植田　順
うえ だ じゅん

新春
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支部役員会
28.  9.14 第３回役員会 伏見納税協会 出席者数24人

１．新年研修会、意見交換会に関する件(承認)
２．次回支部役員会及び合同委員会の日程に関す

る件（承認）
３．理事会報告                                     
４．各委員会報告

28.12.  9 第４回役員会 京都税理士会館
出席者数25人
１．平成２８年分確申期における地区相談割当等

に関する件（承認）
２．新年研修会、意見交換会に関する件（承認）
３．支部役員選考委員会の員数に関する件（承認）
４．次回支部役員会の日程に関する件（承認）
５．第３７回支部定期総会の日程に関する件（承

認）
６．理事会報告
７．各委員会報告

税務署・支部懇談会
28.10.18 第４回 伏見税務署 議長 署長 

出席者数（署9人・支部12人）
１．｢e-Tax｣の利用拡大について
２．書面添付制度について
３．当面の諸問題および連絡事項

28.12.13 第５回 伏見税務署 議長 支部長 
出席者数（署9人・支部13人）
１．｢e-Tax｣の利用拡大について
２．書面添付制度について
３．平成28年度分確定申告期の地区相談について
４．当面の諸問題および連絡事項

伏見e-Tax連絡協議会
28.  9.13　伏見e-Tax連絡協議会

出席者数（署9人・支部13人・協会4人）
１．平成27年度におけるe-Taxの利用状況等につい

て
２．平成27年度の取組実績等 
３．平成28年度の取組方針 
４．広報その他

総務委員会
28.12.  9 第３回委員会 京都税理士会館

出席者数14人
１．平成28年度諸事業実行に関する件

２．平成28年度予算実行に関する件
３．その他当面の諸問題について

研修委員会
28.  9.  9 第３回研修会 出席者数85人（うち他支部０人）

テーマ　「相続税申告における諸留意点」
講　師　税理士　笹岡　宏保氏
会　場　京都税理士会館

28.10.  4 第４回研修会 出席者数78人（うち他支部０人）
テーマ　「グループ法人課税制度の適用をめぐる
　　　　実務上の留意点」
講　師　税理士　植田　卓氏
会　場　京都税理士会館

28.12.  9 第５回研修会 出席者数88人（うち他支部0人）
テーマ　「気を付けよう！消費税の税理士職業賠償
　　　　責任保険事故事例」
講　師　税理士　金井　恵美子氏
会　場　京都税理士会館

28.12.  9 第３回委員会 京都税理士会館 出席者数8人
１．平成２８年度諸事業実行に関する件
２．平成２８年度予算実行の件
３．その他当面の諸問題について

税務支援対策委員会
28.  8.26 第3回委員会（書面決議）

近畿税理士会に「平成28年分確定申告相談にお
ける「支部間応援」の対応について」の回答を行っ
た。

28.  9.  6
総務省京都行政評価事務所の「一日合同行政相
談所」に派遣する担当税理士１人を選任し、支部連
へ通知した。

28.  9.26
支部連の「不動産なんでも無料相談」に担当税理
士１人を選任し、通知した。

28.  9.26
司法書士の日記念シンポジウムの「司法書士による
無料相談会」に派遣する担当税理士１人を選任し、
支部連へ通知した。

28.11.  7
平成28年分の確申期地区相談について副支部長、
委員長が税務署と協議した。

28.11.  7 第４回委員会 安居健次税理士事務所 
出席者数９人
１．平成28年分伏見納税協会会員等に対する決

算・申告指導実施要領承認の件

支部活動報告
２．平成28年分所得税確定申告期における無料税

務相談実施要領承認の件
３．平成28年分所得税確定申告に独自事業として

実施する無料税務相談の実施要領承認の件
４．その他当面の諸問題について

28.11.11
平成28年分確定申告相談の税務支援従事義務免
除申請書のお願いを送付した。
　（期限11月30日）

28.11.15
一般事業者に対する確申期「税務特別相談会」に
つき担当税理士３人を選任し、京都商工会議所洛
南支部へ通知した。

28.12.  8
伏見納税協会会員等に対する決算・申告指導の分
科会での指導につき担当税理士9人を選任し、伏
見納税協会へ通知した。

28.12.  9
京都市区民相談室に派遣する担当税理士３人を
選任し、支部連へ通知した。     

28.12.  9 第５回委員会 京都税理士会館 出席者数９人
１．平成28年分確定申告相談方式による税務支援

実施に関する件
２．その他当面の諸問題について

28.12.14
近畿税理士会の支部税対担当者責任会議に委員
長が出席し、情報の収集を行った。

28.12.14
伏見納税協会会員等に対する決算・申告指導の電
子申告に対応するため、代理送信担当者リスト及び
税務支援用電子申告開始届出書11人分を伏見税
務署へ提出した。

広報委員会
28.  9.  2 近畿税理士会館 出席者数１人

平成２８年度・小、中学校における租税教室講師研
修会に出席した。

28.  9.  2
京都府立京都すばる高等学校「租税教室」の講師
2人を選任し、伏見区租税教室推進協議会へ通知
した。

28.  9.  8 上京税務署 出席者数1人
租税教室講師養成研修会に出席した。　

28.  9.12～  9.13
京都府立京都すばる高等学校「租税教室」の講師
に支部会員から２人派遣した。

28.10.  4 第６回委員会 
伏見納税協会 出席者数７人
１．支部報「伏水」第７１号の打ち合わせ
２．その他当面の諸問題について

28.10.11
インターンシップ報告会に出席した。
京都府立京都すばる高等学校
出席者数 京都府立京都すばる高等学校 １３人（うち生
徒１０人） 伏見税務署１人 伏見支部８人

28.10.17 近畿税理士会館 出席者数１人
平成２８年度・高等学校における租税教室講師研
修会に出席した。

28.11.  2
京都府立京都すばる高等学校及び京都府立洛水
高等学校「租税教室」の講師３人を選任し、伏見区
租税教室推進協議会へ通知した。

28.11.  8～11.11
京都府立京都すばる高等学校「租税教室」の講師
に支部会員から２人派遣した。

28.11.24
京都府立洛水高等学校「租税教室」の講師に支部
会員から１人派遣した。　　　　　

28.12.  1 第７回委員会 
伏見納税協会 出席者数7人
１．支部報「伏水」第７１号の打ち合わせ
２．その他当面の諸問題について

28.12.  9 第８回委員会 
京都税理士会館 出席者数7人
１．支部報「伏水」第７１号の打ち合わせ
２．その他当面の諸問題について

28.12.26 第９回委員会
フリップフロップ 出席者数8人
１．支部報「伏水」第７１号発送
２．その他当面の諸問題について

厚生委員会
28.  9.  3

支部連ソフトボール大会に参加した
出席者数２５人

28.10.  2～3 支部旅行  福井 出席者数２０人
28.10.29　　

第２回麻雀大会を開催した
出席者数15人

28.11.19 
京都自由業団体懇話会
親睦ソフトボール大会（雨天により中止）

28.12.  9 第３回委員会 京都税理士会館
出席者数8人
１．支部旅行の報告及び反省について
２．新年賀詞交換会について
３．その他当面の諸問題について
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支部役員会
28.  9.14 第３回役員会 伏見納税協会 出席者数24人

１．新年研修会、意見交換会に関する件(承認)
２．次回支部役員会及び合同委員会の日程に関す

る件（承認）
３．理事会報告                                     
４．各委員会報告

28.12.  9 第４回役員会 京都税理士会館
出席者数25人
１．平成２８年分確申期における地区相談割当等

に関する件（承認）
２．新年研修会、意見交換会に関する件（承認）
３．支部役員選考委員会の員数に関する件（承認）
４．次回支部役員会の日程に関する件（承認）
５．第３７回支部定期総会の日程に関する件（承

認）
６．理事会報告
７．各委員会報告

税務署・支部懇談会
28.10.18 第４回 伏見税務署 議長 署長 

出席者数（署9人・支部12人）
１．｢e-Tax｣の利用拡大について
２．書面添付制度について
３．当面の諸問題および連絡事項

28.12.13 第５回 伏見税務署 議長 支部長 
出席者数（署9人・支部13人）
１．｢e-Tax｣の利用拡大について
２．書面添付制度について
３．平成28年度分確定申告期の地区相談について
４．当面の諸問題および連絡事項

伏見e-Tax連絡協議会
28.  9.13　伏見e-Tax連絡協議会

出席者数（署9人・支部13人・協会4人）
１．平成27年度におけるe-Taxの利用状況等につい

て
２．平成27年度の取組実績等 
３．平成28年度の取組方針 
４．広報その他

総務委員会
28.12.  9 第３回委員会 京都税理士会館

出席者数14人
１．平成28年度諸事業実行に関する件

２．平成28年度予算実行に関する件
３．その他当面の諸問題について

研修委員会
28.  9.  9 第３回研修会 出席者数85人（うち他支部０人）

テーマ　「相続税申告における諸留意点」
講　師　税理士　笹岡　宏保氏
会　場　京都税理士会館

28.10.  4 第４回研修会 出席者数78人（うち他支部０人）
テーマ　「グループ法人課税制度の適用をめぐる
　　　　実務上の留意点」
講　師　税理士　植田　卓氏
会　場　京都税理士会館

28.12.  9 第５回研修会 出席者数88人（うち他支部0人）
テーマ　「気を付けよう！消費税の税理士職業賠償
　　　　責任保険事故事例」
講　師　税理士　金井　恵美子氏
会　場　京都税理士会館

28.12.  9 第３回委員会 京都税理士会館 出席者数8人
１．平成２８年度諸事業実行に関する件
２．平成２８年度予算実行の件
３．その他当面の諸問題について

税務支援対策委員会
28.  8.26 第3回委員会（書面決議）

近畿税理士会に「平成28年分確定申告相談にお
ける「支部間応援」の対応について」の回答を行っ
た。

28.  9.  6
総務省京都行政評価事務所の「一日合同行政相
談所」に派遣する担当税理士１人を選任し、支部連
へ通知した。

28.  9.26
支部連の「不動産なんでも無料相談」に担当税理
士１人を選任し、通知した。

28.  9.26
司法書士の日記念シンポジウムの「司法書士による
無料相談会」に派遣する担当税理士１人を選任し、
支部連へ通知した。

28.11.  7
平成28年分の確申期地区相談について副支部長、
委員長が税務署と協議した。

28.11.  7 第４回委員会 安居健次税理士事務所 
出席者数９人
１．平成28年分伏見納税協会会員等に対する決

算・申告指導実施要領承認の件

支部活動報告
２．平成28年分所得税確定申告期における無料税

務相談実施要領承認の件
３．平成28年分所得税確定申告に独自事業として

実施する無料税務相談の実施要領承認の件
４．その他当面の諸問題について

28.11.11
平成28年分確定申告相談の税務支援従事義務免
除申請書のお願いを送付した。
　（期限11月30日）

28.11.15
一般事業者に対する確申期「税務特別相談会」に
つき担当税理士３人を選任し、京都商工会議所洛
南支部へ通知した。

28.12.  8
伏見納税協会会員等に対する決算・申告指導の分
科会での指導につき担当税理士9人を選任し、伏
見納税協会へ通知した。

28.12.  9
京都市区民相談室に派遣する担当税理士３人を
選任し、支部連へ通知した。     

28.12.  9 第５回委員会 京都税理士会館 出席者数９人
１．平成28年分確定申告相談方式による税務支援

実施に関する件
２．その他当面の諸問題について

28.12.14
近畿税理士会の支部税対担当者責任会議に委員
長が出席し、情報の収集を行った。

28.12.14
伏見納税協会会員等に対する決算・申告指導の電
子申告に対応するため、代理送信担当者リスト及び
税務支援用電子申告開始届出書11人分を伏見税
務署へ提出した。

広報委員会
28.  9.  2 近畿税理士会館 出席者数１人

平成２８年度・小、中学校における租税教室講師研
修会に出席した。

28.  9.  2
京都府立京都すばる高等学校「租税教室」の講師
2人を選任し、伏見区租税教室推進協議会へ通知
した。

28.  9.  8 上京税務署 出席者数1人
租税教室講師養成研修会に出席した。　

28.  9.12～  9.13
京都府立京都すばる高等学校「租税教室」の講師
に支部会員から２人派遣した。

28.10.  4 第６回委員会 
伏見納税協会 出席者数７人
１．支部報「伏水」第７１号の打ち合わせ
２．その他当面の諸問題について

28.10.11
インターンシップ報告会に出席した。
京都府立京都すばる高等学校
出席者数 京都府立京都すばる高等学校 １３人（うち生
徒１０人） 伏見税務署１人 伏見支部８人

28.10.17 近畿税理士会館 出席者数１人
平成２８年度・高等学校における租税教室講師研
修会に出席した。

28.11.  2
京都府立京都すばる高等学校及び京都府立洛水
高等学校「租税教室」の講師３人を選任し、伏見区
租税教室推進協議会へ通知した。

28.11.  8～11.11
京都府立京都すばる高等学校「租税教室」の講師
に支部会員から２人派遣した。

28.11.24
京都府立洛水高等学校「租税教室」の講師に支部
会員から１人派遣した。　　　　　

28.12.  1 第７回委員会 
伏見納税協会 出席者数7人
１．支部報「伏水」第７１号の打ち合わせ
２．その他当面の諸問題について

28.12.  9 第８回委員会 
京都税理士会館 出席者数7人
１．支部報「伏水」第７１号の打ち合わせ
２．その他当面の諸問題について

28.12.26 第９回委員会
フリップフロップ 出席者数8人
１．支部報「伏水」第７１号発送
２．その他当面の諸問題について

厚生委員会
28.  9.  3

支部連ソフトボール大会に参加した
出席者数２５人

28.10.  2～3 支部旅行  福井 出席者数２０人
28.10.29　　

第２回麻雀大会を開催した
出席者数15人

28.11.19 
京都自由業団体懇話会
親睦ソフトボール大会（雨天により中止）

28.12.  9 第３回委員会 京都税理士会館
出席者数8人
１．支部旅行の報告及び反省について
２．新年賀詞交換会について
３．その他当面の諸問題について
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松 本  良 伴
（ 正 会 員 ）

まつ もと よし とも

この度、伏見支部に入会させていただきました松本でございます。どうぞよろしくお願い申しあげ

ます。

私は、平成28年7月に上京税務署（再任用）を最後に国税の職場を退職し、8月に、税理士登録

とともに第二の故郷である伏見区にささやかな事務所を開設いたしました。

昭和56年の結婚を機に、桃山町泰長老の公務員宿舎に入居し、その後、桃山町松平筑前に新

居を構え、伏見には35年余りの長きにわたりお世話になっております。

出身地は熊本の大津町で、今回の未曾有の震災に遭い、生まれ故郷は、見るも無残な姿になりま

した。実家は、屋根瓦の一部が落下し、棟は波打ち、屋内の家財道具は散乱し足の踏み場もない状

態でしたが、家族・親戚・友人などには、人的被害がなかったことが不幸中の幸いでした。熊本は現

在「がんばるけん、くまもとけん」をスローガンに、復旧復興を目指して頑張っています。まだまだ復興

には程遠いですが、是非、九州観光支援旅行券（九州ふっこう割）等をご利用いただき、熊本地震の

影響で落ち込んだ九州の観光業界を盛り上げていただければ幸いです。

伏見支部は、和気あいあいとした雰囲気の中で十分なコミュニケーションが図られ、支部活動にも

積極的に取り組んでおられると伺い、伏見支部の一員になることができましたことを嬉しく思います。

税理士としては一年生ですが、今までの人生経験を活かし、微力ではありますが、少しでも社会貢

献できるよう頑張ってまいりますので、伏見支部会員の先生方におかれましては、今後ともご指導ご

鞭撻を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

支部会員の異動（平成２8年8月～平成２8年12月）
 異動理由 氏名 事務所所在地 電話番号 FAX番号

正会員 入会（開業） 松本　良伴 桃山町鍋島1-5アメニティー桃山406 075-623-0737 644-7313 

 入会（開業） 吉永　健二 深草北鍵屋町986-1西垣ビル3階 075-748-8115 748-8116 

 退会（業務廃止） 笹本　弘 深草北新町656番地 075-641-1120

 事務所変更 古瀬　英美子 深草柴田屋敷町29番地C-112  366-9615

 事務所変更 德山　智子 深草大亀谷八島町20番地1

 転入（東より） 片山　正史 久我御旅町4番地183 075-963-518０ 963-5250 

 事務所変更 中塚　彰 桃山町因幡128番地

 転出（宇治へ） 寺本　和生 相楽郡精華町大字祝園小字幸田12番地1ローズメゾネット祝園105号 0774-98-2500

 退会（死亡） 小山田　徳重 向島吹田河原町51-1

 事務所変更 角谷　雅子 桃山水野左近東町81番9 

 事務所変更 神佐　真由美 桃山水野左近東町81番9　角谷雅子税理士事務所

 退会（四国会へ） 西村　公男 深草稲荷中之町33杉田センターピル 075-647-0881

 事務所変更 檜垣　和孝 京町南7丁目25-1-202

正会員 143人、準会員 15人、法人会員 8社（平成28年11月30日現在）

吉 永  健 二
（ 正 会 員 ）

よし なが けん じ

はじめまして、この度伏見支部に入会させていただきました吉永健二と申します。どうぞよろしくお願

いします。

私は、今年７月に上京税務署を定年退職し、新たに税理士登録してこの伏見支部に入会しました。

伏見という地は、私にとって非常に縁があり、税務大学校を卒業後、「昭和50年6月16日　伏見税

務署法人源泉所得税部門に配置換えする」という辞令を持って初めて赴任した地でもあります。

伏見税務署から税務の仕事をスタートさせ、４１年後に開業税理士として伏見支部から再スタート

するという、私の人生の大きな出発地となっています。

税務署の建物は、今は増築されていますが以前と同じ場所にあり、当時と変わっていません。伏見税

務署勤務時代は、２階に法人源泉所得税部門があり、扇風機、うちわで暑さをしのぎ、そろばんを使っ

て計算して仕事をした思い出があります。

また、私生活面からみても伏見寮、深草寮の各独身寮、結婚後は桃山町泰長老の合同宿舎というよ

うに伏見の地で生活し、大手筋で買物し、桃山城の遊園地、プール等で家族で遊んだものです。その意

味でも深い繫がりがあります。

その後は、宇治市に居宅を構えることとなりましたが、伏見という地域で、第二の人生をスタートさせ

ることができて嬉しく思っています。

これからは、新人税理士として自己研さんするとともに、これまでの経験を生かして少しでも地域社

会に役に立てるよう努力していきたいと思っています。

伏見支部の先生方にはお世話になることが多 あ々るかと思いますが、何卒ご指導ご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げます。

新入会員紹
介
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松 本  良 伴
（ 正 会 員 ）

まつ もと よし とも

この度、伏見支部に入会させていただきました松本でございます。どうぞよろしくお願い申しあげ

ます。

私は、平成28年7月に上京税務署（再任用）を最後に国税の職場を退職し、8月に、税理士登録

とともに第二の故郷である伏見区にささやかな事務所を開設いたしました。

昭和56年の結婚を機に、桃山町泰長老の公務員宿舎に入居し、その後、桃山町松平筑前に新

居を構え、伏見には35年余りの長きにわたりお世話になっております。

出身地は熊本の大津町で、今回の未曾有の震災に遭い、生まれ故郷は、見るも無残な姿になりま

した。実家は、屋根瓦の一部が落下し、棟は波打ち、屋内の家財道具は散乱し足の踏み場もない状

態でしたが、家族・親戚・友人などには、人的被害がなかったことが不幸中の幸いでした。熊本は現

在「がんばるけん、くまもとけん」をスローガンに、復旧復興を目指して頑張っています。まだまだ復興

には程遠いですが、是非、九州観光支援旅行券（九州ふっこう割）等をご利用いただき、熊本地震の

影響で落ち込んだ九州の観光業界を盛り上げていただければ幸いです。

伏見支部は、和気あいあいとした雰囲気の中で十分なコミュニケーションが図られ、支部活動にも

積極的に取り組んでおられると伺い、伏見支部の一員になることができましたことを嬉しく思います。

税理士としては一年生ですが、今までの人生経験を活かし、微力ではありますが、少しでも社会貢

献できるよう頑張ってまいりますので、伏見支部会員の先生方におかれましては、今後ともご指導ご

鞭撻を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

支部会員の異動（平成２8年8月～平成２8年12月）
 異動理由 氏名 事務所所在地 電話番号 FAX番号

正会員 入会（開業） 松本　良伴 桃山町鍋島1-5アメニティー桃山406 075-623-0737 644-7313 

 入会（開業） 吉永　健二 深草北鍵屋町986-1西垣ビル3階 075-748-8115 748-8116 

 退会（業務廃止） 笹本　弘 深草北新町656番地 075-641-1120

 事務所変更 古瀬　英美子 深草柴田屋敷町29番地C-112  366-9615

 事務所変更 德山　智子 深草大亀谷八島町20番地1

 転入（東より） 片山　正史 久我御旅町4番地183 075-963-518０ 963-5250 

 事務所変更 中塚　彰 桃山町因幡128番地

 転出（宇治へ） 寺本　和生 相楽郡精華町大字祝園小字幸田12番地1ローズメゾネット祝園105号 0774-98-2500

 退会（死亡） 小山田　徳重 向島吹田河原町51-1

 事務所変更 角谷　雅子 桃山水野左近東町81番9 

 事務所変更 神佐　真由美 桃山水野左近東町81番9　角谷雅子税理士事務所

 退会（四国会へ） 西村　公男 深草稲荷中之町33杉田センターピル 075-647-0881

 事務所変更 檜垣　和孝 京町南7丁目25-1-202

正会員 143人、準会員 15人、法人会員 8社（平成28年11月30日現在）

吉 永  健 二
（ 正 会 員 ）

よし なが けん じ

はじめまして、この度伏見支部に入会させていただきました吉永健二と申します。どうぞよろしくお願

いします。

私は、今年７月に上京税務署を定年退職し、新たに税理士登録してこの伏見支部に入会しました。

伏見という地は、私にとって非常に縁があり、税務大学校を卒業後、「昭和50年6月16日　伏見税

務署法人源泉所得税部門に配置換えする」という辞令を持って初めて赴任した地でもあります。

伏見税務署から税務の仕事をスタートさせ、４１年後に開業税理士として伏見支部から再スタート

するという、私の人生の大きな出発地となっています。

税務署の建物は、今は増築されていますが以前と同じ場所にあり、当時と変わっていません。伏見税

務署勤務時代は、２階に法人源泉所得税部門があり、扇風機、うちわで暑さをしのぎ、そろばんを使っ

て計算して仕事をした思い出があります。

また、私生活面からみても伏見寮、深草寮の各独身寮、結婚後は桃山町泰長老の合同宿舎というよ

うに伏見の地で生活し、大手筋で買物し、桃山城の遊園地、プール等で家族で遊んだものです。その意

味でも深い繫がりがあります。

その後は、宇治市に居宅を構えることとなりましたが、伏見という地域で、第二の人生をスタートさせ

ることができて嬉しく思っています。

これからは、新人税理士として自己研さんするとともに、これまでの経験を生かして少しでも地域社

会に役に立てるよう努力していきたいと思っています。

伏見支部の先生方にはお世話になることが多 あ々るかと思いますが、何卒ご指導ご鞭撻を賜ります
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新入会員紹
介
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インターンシップ報告会 広報委員会

インターンシップを通して税理士が普段どんな仕事をしているのかが
少しわかりました。
また、税務署の税務職員の人たちがどんな仕事をしているのか、どん

な仕事があるのかを知ることができました。今までインターネットで調べ
たりして、少しは知っていましたが、実際に体験してみると思っていた仕
事はしていましたが、会計ソフトを使ってやっているなど知らないことも
ありました。楽しかったです。今やっている簿記の続きだなと思ったし、感
じました。今まで授業でやっていた財務分析も使っていて、財務諸表を
読めるようにならないといけないなと思いました。

税理士の仕事は、クライアントのお客様に親身になって話を聞いてあ
げたりしながら、税金についての相談にのったり、自分で伝票や帳簿を確
認して、事務所でそれをパソコンにうち込んで資料化したりするのがとて
も大変だなと感じました。けれど、クライアントの方に喜んでもらえたり、
お礼を言ってもらえると、とても嬉しいんだろうなと思うとやはり、税理士
の仕事ってとてもいいなと思いました。主に税のことを扱うのできっと知
識はたくさん必要になりますが、その分、新しい発見などをできて大変だ
と思いますが楽しいこと、嬉しいこともあるんだろうなと思うと、前よりも
強く税理士になりたいと思いました。どのような道を通って税理士になる
かはわかりませんが、将来的にはなれるように頑張りたいと思います。

先日「租税教室講師研修会」に参加
しました。その際、高校の新科目として、
社会で自立するために必要な労働や税
などの知識に関して学ぶ「公共」を導入
することを中教審で検討中ということで
した。そのため租税教室が増々重視さ
れるということです。　      （樋爪利行）

広報委員会 金山昌泰会員

ぐち みさか ゆ え

租税教室の講師を
経験して

坂口由美枝
このたびはじめて租税教室の講師を経験いたしました。
高校三年生ということ、事前に授業で所得税や法人税の学習

をしていることもあってか、全体的に税に興味を持っている様子
でした。
公平な税制を考えるというテーマでのディスカッションでは、
生徒たちから様々な意見が出て非常に興味深かったです。
より多くの子どもたちが、より早い頃からこういった租税教室
を経験することは有意義だと思います。
また、なにより「すばる高校」の先生と生徒さんの礼儀正しさ
にも感動しました。
そして私自身にとっても、改めて税について考える良い機会に
なりましたし、また身の引き締まる思いをしました。

樋爪利行会員

租税教室を受講した生徒さんの声
・どんな税金の集め方が公平なのか、いろいろ考
えて、今の日本の税率についても考える機会に
なったと思います。
・今回、税について学ばせていただいてわかったこ
とは、公平に分配することの難しさです。誰から
も不満がでないようにしていくためには、最大多
数の幸福をとらないければいけないことに気づ
きました。
・税理士の仕事内容を知って、たいへん興味をも
ちました。

神佐真由美会員

インターンシップを経験して
生徒さんの声

税理士の仕事について
インターンシップの内容を、しっかりと理解して
受け取ってくれていたようで嬉しく思えました。
想像していた以上に、吸収していてくれたことに
驚きを感じました。
来年以降も機会があれば、受入に協力したいです。

久米川達弥校長 植田順支部長 今井律雄副署長

い そ ずみ ゆたか

五十棲裕 会員

インターンシップを通じて、職業選択を考える機
会を提供できたことが嬉しいです。
（岡本事務所へインターンシップに来た生徒が）
税理士を目指したいと強く思ってもらえるよう
になったことは、たいへん喜ばしいです。

おか もと きよ とみ

岡本清臣 会員

京都すばる高等学校

洛水高等学校

洛水高等学校
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平成２８年分所得税確定申告期に
独自事業として実施する無料税務相談

独自事業の地区相談 近畿税理士会　税務支援対策部　小山　敏
確定申告時期の税務相談が大きく変わります。例年、国税局から受託し、各支部で行われていた税務相談が今後

なくなり、広域合同会場が設けられます。パソコンがたくさん用意され、署の方の補助で、納税者が入力し電子申告し
ます。今年は京都の中小企業会館が会場になり、税理士が160人動員されます。一方、地区相談は、税理士会が独自
にすることになりました。する・しないは、各支部の判断にまかされていますが、伏見支部は近畿で最初に名乗りを上
げ、実施することとしました。「苦労は買ってでもしろ！」の言葉通り、費用も税理士会負担です。納税者の支援は我々の
本分です。皆様のご協力をお願いします。

7.個人番号の取り扱いについて
当会場における個人番号の取扱いは以下の通りとする。
個人番号に係る本人確認の主体は国税当局（署）にあるため、

当会場に従事する税理士は①個人番号の記載指導 ②本人確
認書類の添付指導 のみを行い、番号及び本人確認は行わない。
8.相談体制
・主として税理士の肩越しによる巡回指導方式とする。（パソコ

ンは使用しない）
・納税者は着座する。

9.申告書の仮収受
確定申告書等の仮収受は行わないことに留意する。
10.注意事項

（1）当日は、９時１５分より相談会説明の後、９時３０分相談開
始となりますので、各会場へは午前９時１５分までに集合
厳守願います。

（2）担当日等の変更を希望される場合は、希望者が直接相手
の担当者と話し合い決定して下さい。この場合必ず税対委
員長久保までFAXで報告して下さい。

（FAX０７５－６１１－００４６）
（3）従事にあたっては必ず腕章及び税理士バッジの着用をお

願い致します。
（4）「書かない」・「計算しない」指導の徹底をお願いいたします。
（5）相談会場には駐車場がございません。公共交通機関のご

利用をお願いいたします。

久保美雄
税務支援対策委員長
く ぼ およし

こ やま さとし

【実施要領】

支払金額

本会

支部

消費税額 計 源泉徴収税額 手取額

15,400

1,800

1,232

144

16,632

1,944

1,572

183

15,060

1,761

例年、受託事業として実施をしております確定申告期における地区相談会について、一部の会場が縮小される
こととなりました。

これにより納税者の不便が予想されることから、納税者への便宜を図り、また納税者の信頼に応えていくため、
淀会場での地区相談会を伏見支部の独自事業として開催することとなりました。このことは税理士の社会的使命
を果たすことにつながるものと考えております。

先生方には従来にもまして、ご負担をおかけすることになろうかと存じますが、なにとぞご理解とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

1.目的
税務支援における独自事業の一環として税務相談を行うこ

とにより、税理士の社会公共的使命を達成し、納税者の利便
性の向上に資することをもって社会貢献を行うことで、税理士
制度に対する一層の理解を深め、税務の専門家としての有用
性を周知することを目的に本事業を行う。
2.対象者

税理士又は税理士法人が関与していない納税者で次に掲
げる者とする。

（1）小規模納税者
　前年分所得金額（専従者控除前又は青色特典控除前）が

300万円以下の事業所得者、不動産所得者及び雑所得者
（年金受給者を除く。）

　その者が消費税の課税事業者である場合は、基準期間の課
税売上高が3,000万円以下の者

（2）近畿税理士会が指導を必要と認める者
　小規模納税者に準ずる事業所得者、不動産所得者、給与所

得者及び年金受給者
3.業務内容

所得税額（復興特別所得税額を含む。）及び消費税額（地方
消費税額を含む。）の計算方法並びに確定申告書等の自力作
成に関する相談とする。
4.実施日時

（1） 実施日　平成29年2月16日（木）～17日（金）の2日間
（2） 相談時間　午前9時30分より午後4時まで
5.実施場所

淀連合自治会淀会館　
京都市伏見区淀池上町131 （TEL：075-631-8169）　
6.謝金

1人1日　17,200円
（税抜金額。本会より15,400円、支部より1,800円）
〔内訳〕源泉徴収税額に復興特別所得税を含む。

支部対抗

ソフトボール大会
平成28年9月3日（土）、毎年恒例の支部対抗ソフトボール大会

が「太陽が丘」にて開催されました。空は青く絶好のスポーツ日和。
ホームランや多くのファインプレイもみられましたが、健闘むなしく、
結果は初戦敗退でした。

けれども、お揃いのユニホームを着て一丸となり戦ったこと、たく
さんの応援参加があったこと、澄んだ空気の中お弁当を皆で味わっ
たこと、お疲れさま会で大いに盛り上がったことなど、親睦を深めた
楽しい一日となりました。

残念、無念、また来年

T.K. 最後まで調子良かったで～す！

M.F. 今のところ調子いいです（２回表）。

K.H. 気持ちよくホームラン打てました！

K.S. サード怖かったです。

Y.K. 限界を感じました。

M.H. やるからには勝ちたかったです。

J.U. 残念です。次回頑張ります。

K.Y. 足がガクガクです。

K.K. もうソフトは引退です。

H.N. キャッチャーのマスクが汗だらけでした。

T.F. スキヤキとマツタケ美味しかったです。

K.O. 長い守りでした。

～選手の皆様の一言コ
メント～

レポーター：埜崎静子
の ざき こしず

カメラマン：岡部智弘
おか べ ひろとも
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消費税額 計 源泉徴収税額 手取額

15,400

1,800

1,232

144

16,632

1,944

1,572

183

15,060

1,761

例年、受託事業として実施をしております確定申告期における地区相談会について、一部の会場が縮小される
こととなりました。

これにより納税者の不便が予想されることから、納税者への便宜を図り、また納税者の信頼に応えていくため、
淀会場での地区相談会を伏見支部の独自事業として開催することとなりました。このことは税理士の社会的使命
を果たすことにつながるものと考えております。

先生方には従来にもまして、ご負担をおかけすることになろうかと存じますが、なにとぞご理解とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

1.目的
税務支援における独自事業の一環として税務相談を行うこ

とにより、税理士の社会公共的使命を達成し、納税者の利便
性の向上に資することをもって社会貢献を行うことで、税理士
制度に対する一層の理解を深め、税務の専門家としての有用
性を周知することを目的に本事業を行う。
2.対象者

税理士又は税理士法人が関与していない納税者で次に掲
げる者とする。

（1）小規模納税者
　前年分所得金額（専従者控除前又は青色特典控除前）が

300万円以下の事業所得者、不動産所得者及び雑所得者
（年金受給者を除く。）

　その者が消費税の課税事業者である場合は、基準期間の課
税売上高が3,000万円以下の者

（2）近畿税理士会が指導を必要と認める者
　小規模納税者に準ずる事業所得者、不動産所得者、給与所

得者及び年金受給者
3.業務内容

所得税額（復興特別所得税額を含む。）及び消費税額（地方
消費税額を含む。）の計算方法並びに確定申告書等の自力作
成に関する相談とする。
4.実施日時

（1） 実施日　平成29年2月16日（木）～17日（金）の2日間
（2） 相談時間　午前9時30分より午後4時まで
5.実施場所

淀連合自治会淀会館　
京都市伏見区淀池上町131 （TEL：075-631-8169）　
6.謝金

1人1日　17,200円
（税抜金額。本会より15,400円、支部より1,800円）
〔内訳〕源泉徴収税額に復興特別所得税を含む。

支部対抗

ソフトボール大会
平成28年9月3日（土）、毎年恒例の支部対抗ソフトボール大会

が「太陽が丘」にて開催されました。空は青く絶好のスポーツ日和。
ホームランや多くのファインプレイもみられましたが、健闘むなしく、
結果は初戦敗退でした。

けれども、お揃いのユニホームを着て一丸となり戦ったこと、たく
さんの応援参加があったこと、澄んだ空気の中お弁当を皆で味わっ
たこと、お疲れさま会で大いに盛り上がったことなど、親睦を深めた
楽しい一日となりました。

残念、無念、また来年

T.K. 最後まで調子良かったで～す！

M.F. 今のところ調子いいです（２回表）。

K.H. 気持ちよくホームラン打てました！

K.S. サード怖かったです。

Y.K. 限界を感じました。

M.H. やるからには勝ちたかったです。

J.U. 残念です。次回頑張ります。

K.Y. 足がガクガクです。

K.K. もうソフトは引退です。

H.N. キャッチャーのマスクが汗だらけでした。

T.F. スキヤキとマツタケ美味しかったです。

K.O. 長い守りでした。

～選手の皆様の一言コ
メント～

レポーター：埜崎静子
の ざき こしず

カメラマン：岡部智弘
おか べ ひろとも
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麻雀大会
夏に続いて、10月29日（土）に第2回麻雀大会が

開催されました。
熱い戦いの後は、場所を移動して懇親会が開催さ

れ大いに親睦が図られました。

ほり ぐち やす ひろ

 順位 氏名（敬称略） 得点　  

 優　勝 堀口　裕弘 1,123
 準優勝 佐藤　講二 997
 3位 足立　修平 963
 4位 植田　　順 900
 5位 萩原　政宏 840

堀口 裕弘

（競技者数：12人）

大好評につき第2弾！！ 祝！優勝

はぎ つね お

萩　恒夫

はら けん すけ

原　謙介

新年お目出度うございます。伏見支部の先生方、本年もよ

ろしくお願い申し上げます。

年男ということで原稿を依頼されましたが、広報誌「伏水」

に寄稿するのは何年ぶりになるかな?昨年は熊本大震災等

いろんな天災・人災があり、あまりいい年ではなかったように

記憶しています。申年は早く去っていただき、今年の酉年は

皆様にとっても良き年になるよう祈念しております。

私自身は5年前に大病を患い、身体の三ヶ所にメスを入

れることになり今だに病気と向き合う毎日ですが、あらゆる

医療・治療を受け、又身体のケアのための努力をしています。

年々少しずつですが良くなっています。早く伏見支部の諸

行事に参加したり、研修の受講義務を果たしたいと考えてい

ます。

元気な時は正月には必ず伏見稲荷大社に参拝して祈願

しておりましたが、昨今の外国人観光客が伏見稲荷へ押し

寄せているさまには仰天しています。

昭和の終戦の年に生を受け、昭和に税理士を開業し30

数年になりますが、元号も平成になり29年、この世の中の変

革は目覚ましいものである。特にパソコン。スマホによリ一変

したと感じています。又世代間によって考え方の相違が著し

く、どのようにコミュニケーションを取っていけばいいのか考

えさせられる昨今です。近い将来人工知能（AI）に人間が動

かされる時代もそう遠くはないと考えています。

2020年には東京オリンピックも決っております。

その節には孫と一緒に観に行けたら幸せだと念じており

ます。

「目標はハッピーリタイヤだったのに・・・」

つい先日、実家を整理していると、幼稚園入園前の私の

写真が発掘された。もちろんモノクロ(笑)。懐かしくもあり、違

和感もある。ピアノ発表会の白タイツ姿は我が家では笑いの

ツボ！

そんなハナタレ小僧が今年還暦を迎える。初めてのカラー

ＴＶをご近所さんと一緒に観た1964東京オリンピック、

1970大阪万博に行った初デート、一瞬にして思い出が吹き

出してくる。当時、共用電話しかなかった我が家を思い出す

と、ICTをはじめとする現代テクノロジーの進化が凄まじい。

還暦は「産まれた時に帰る」との事で産着として赤い頭巾

やチャンチャンコを贈るという説がある。然らば、産まれた時

に戻り再出発できる歳ではないのか。RE BORN!、初心に

戻って自身を見つめ直すことにしよう。いわゆる「失われた

20年」を遙か過ぎてなおゼロ金利に悩む日本経済、私が無

くした20年は巻き戻す事ができるだろうか？

「真摯に、奢らず、誠意をもって」これからも頑張ります！

新年明けましておめでとうございます。

今年は５回目の年男で60歳となり、還暦を迎えることと

なります。そして、ひょんなことから税理士となり、早や35年

が過ぎようとしています。また、平成８年８月８日、８のぞろ

目の大安の日に、伏見支部の皆様の仲間入りしてから２０

年が経ちました。アッという間でした。

振り返れば、バブル景気といわれる1986年12月～

1991年２月までの４年３ヶ月間、その好景気から一転した

バブル崩壊により、失われた20年と呼ばれる低成長の時

代に、税理士としてさまざまな経験をさせていただきまし

た。楽しい、面白い経験もありましたが、今、思い出すだけ

で、背筋がゾ～と凍りつくような恐ろしい経験もあったよう

な気がします。

還暦とは、赤ちゃんに還ること。これからは「ケセラセラ

（なるようになるさ）」少し肩の力を抜いて自然の流れ、ほん

のり前向きな気持ちで楽しく生きていきたいと思います。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

新年あけましておめでとうございます。伏見支部ではいつ

も大変お世話になりありがとうございます。

３回目の年男になり今年で３６歳になります。この１２年間

を振り返ってみますと、大学院を修了し、就職、税理士登録、

結婚、転職、子供が産まれ、マイホーム購入、というようなこ

とがありました。社会人として歩みはじめ、多くの経験を積む

ことができた期間だったと感じます。健康に過ごせたことには

改めて感謝です。

さて、次の１２年間について考えてみました。パッと頭に浮

かんだのは子どものことでした。現在、３歳。１２年後は１５

歳、中学校卒業くらいです。彼はどのような１２年間を過ごし

ていくのでしょうか。楽しみです。私自身は、一生懸命仕事す

ることができれば、それが何よりかなと思います。さらに、家族

が健康でいられればそれ以上のことはありません。

伏見支部の先生方、これからもご指導・ご鞭撻のほどよろ

しくお願い申し上げます。

「反応はしますが、体が動きません。」

新年あけましておめでとうございます。伏見支部の会員先

生にはいつも大変お世話になっております。

昭和56年2月3日生まれの私、今年、36歳となります。年

男。早いもので、伏見支部に税理士登録と同時に入らせてい

ただいたのが、11年前。25歳でございました。

登録当時、支部対抗のソフトボール大会にお誘いいただ

きまして、非常に楽しかったことを覚えています。当時は、飛ん

できたボールに対して体が俊敏に反応し（今から思うと、で

すが。）、そこそこ体は動いていたな、と思います。

時の流れは早いもので、ソフトボール（野球含む）を支部対

抗の年1回しかしない状況が10年以上続きますと、表題の通

り、「反応はしますが、体が動きません。」状態になりました。

ソフトボール大会の際、先輩の先生方にこのことをお伝え

すると、「まだ反応するだけえぇやないか！」とありがたいお言

葉を頂戴いたしました。なんとか12年後の48歳でも反応だ

けはできるように日々精進したいと思います。

今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいた

します。

にし むら すすむ

西村　進

し かた けん さく

四方健策

いち かわ あきら

市川　晃
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行事に参加したり、研修の受講義務を果たしたいと考えてい
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なか がわ ひで お

中川秀夫

い こま かず ひこ

生駒和彦

たけ むら さち よ

竹村祥世

にい み かず や

新見和也

今回利用したホテルは口コ

ミサイトでも高評価のまつや

千千さんでした。とても綺麗で

立派なホテルで、嬉しいこと

に、女性は浴衣の柄を選べる

サービスがありました。大浴場

は特に素晴らしく、いつも以上

に長風呂しました。湯船の種類も豊富、温泉なので湯冷

めすることもなく、やはり温泉はいいなぁと改めて思うい

いホテルでした。

福井県産の旬にこだわった

食材が使われたお料理は美味

で、先付からデザートまで完

食！さすが米どころのご飯が美

味しかった。

え がみ あきら

江上　明
旅行2日目、観光組よりも一

足早くホテルを出発し、小松市

のゴルフ場「ツインフィールズ」

に到着です。心配していた雨は

降らず丁度良い曇り空の下で

11人のコンペがスタートしま

した。意地を張って青ティーか

ら打ったものの400ヤードのミドルホール、200ヤード

のショートホールについ力が入り午前中はWボギーの

連発です。ところが昼食時のビールが効いたのか午後は

肩もほぐれてパーとボギーのみの41！Wペリアで運よく

準優勝！楽しいゴルフをさせていただきました。（朝から

飲んでおけばもっとよかったかも?）優勝の谷口先生お

めでとうございます。

本日、いよいよ恒例の支部旅行がやっ
て参りました。近鉄伏見駅に集合し、一
路福井へ。
安田かまぼこ道場にて、まずはちくわ

づくりの体験。うまくできません。あっつ
あつのでこぼこのちくわをおいしくほおばりました。
その後、皇太子様御用達の福井パレスホテルでわいわいと

楽しいランチタイムを過ごしました。合掌。

1日目の昼食後の観光は大安禅
寺…30分程で到着。
350年前に建立された寺で、火

災や福井地震などの難にものがれ、
殆ど当時のままだとか！中に入り仏
堂の前の室中の間に通され…仏壇
の真前の人天蓋（天井から吊され
た荘厳具）の真下に座っていると…副住職の新命和尚（高
橋玄峰）さんが来られた。
「私を玄（げん）ちゃんと呼んで下さい。」と言われ、皆で一
斉に「げんちゃ～ん」と声をかけて法話が始まった。私が
座った場所は「住職がお経をあげられる時に座られる所で
副住職でも座れない所です。」と話され、それから私が質問
のターゲットになって話が進みますが…悪い場所に座った
なあ…と後悔頻り。
坐禅の仕方を教わり、法話はユーモアを交えた話で笑い

が絶えず、皆晴れやかな気分で満足して大安禅寺を跡にし
た。“一に掃除、二に笑顔、三四元気に、おかげさま”

支部旅行
～福井～
いきいき法話に耳を傾け、
芦原の湯に癒される！
心と体を洗う旅でした。

平成28年10月2日（日）～3日（月）に伏見支部旅行が実施されました。ご参加いただいた会員の方から多くのコメントをいただきました。
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なか がわ ひで お

中川秀夫

い こま かず ひこ

生駒和彦

たけ むら さち よ

竹村祥世

にい み かず や

新見和也

今回利用したホテルは口コ

ミサイトでも高評価のまつや

千千さんでした。とても綺麗で

立派なホテルで、嬉しいこと

に、女性は浴衣の柄を選べる

サービスがありました。大浴場

は特に素晴らしく、いつも以上

に長風呂しました。湯船の種類も豊富、温泉なので湯冷

めすることもなく、やはり温泉はいいなぁと改めて思うい

いホテルでした。

福井県産の旬にこだわった

食材が使われたお料理は美味

で、先付からデザートまで完

食！さすが米どころのご飯が美

味しかった。

え がみ あきら

江上　明
旅行2日目、観光組よりも一

足早くホテルを出発し、小松市

のゴルフ場「ツインフィールズ」

に到着です。心配していた雨は

降らず丁度良い曇り空の下で

11人のコンペがスタートしま

した。意地を張って青ティーか

ら打ったものの400ヤードのミドルホール、200ヤード

のショートホールについ力が入り午前中はWボギーの

連発です。ところが昼食時のビールが効いたのか午後は

肩もほぐれてパーとボギーのみの41！Wペリアで運よく

準優勝！楽しいゴルフをさせていただきました。（朝から

飲んでおけばもっとよかったかも?）優勝の谷口先生お

めでとうございます。

本日、いよいよ恒例の支部旅行がやっ
て参りました。近鉄伏見駅に集合し、一
路福井へ。
安田かまぼこ道場にて、まずはちくわ

づくりの体験。うまくできません。あっつ
あつのでこぼこのちくわをおいしくほおばりました。
その後、皇太子様御用達の福井パレスホテルでわいわいと

楽しいランチタイムを過ごしました。合掌。

1日目の昼食後の観光は大安禅
寺…30分程で到着。
350年前に建立された寺で、火

災や福井地震などの難にものがれ、
殆ど当時のままだとか！中に入り仏
堂の前の室中の間に通され…仏壇
の真前の人天蓋（天井から吊され
た荘厳具）の真下に座っていると…副住職の新命和尚（高
橋玄峰）さんが来られた。
「私を玄（げん）ちゃんと呼んで下さい。」と言われ、皆で一
斉に「げんちゃ～ん」と声をかけて法話が始まった。私が
座った場所は「住職がお経をあげられる時に座られる所で
副住職でも座れない所です。」と話され、それから私が質問
のターゲットになって話が進みますが…悪い場所に座った
なあ…と後悔頻り。
坐禅の仕方を教わり、法話はユーモアを交えた話で笑い

が絶えず、皆晴れやかな気分で満足して大安禅寺を跡にし
た。“一に掃除、二に笑顔、三四元気に、おかげさま”

支部旅行
～福井～
いきいき法話に耳を傾け、
芦原の湯に癒される！
心と体を洗う旅でした。

平成28年10月2日（日）～3日（月）に伏見支部旅行が実施されました。ご参加いただいた会員の方から多くのコメントをいただきました。

14 伏水 第71号（平成29年1月1日） 15伏水 第71号（平成29年1月1日）



「シュッと降りてク
ルクルッと上る」(by 仲

居さん)

二 日目 は 生 憎 の
雨、芝政ワールドでの
パットゴルフは中止と
相成った。

そこで思いだした
のが朝食時に仲居さ
んが熱く語っていた

「恐竜博物館」。皆の心をわしづかみにしたのが表題の表
現(笑)。

行ってみるとなかなかの施
設 。継目のない長いエレ
ベータで3階入口から地下
1階まで一気に「シュッ」と
一直線、まるでジュラシック
･ワールドへトリップするよ
うだ。展示物を観ながら「ク

ルクルッ」と回廊を上ってくる仕掛け。帰りには「恐竜博士」
とハイチーズ！

20時頃に京都へ到着、事務所で車に乗り換え一路自宅
へ・・・。第二京阪道を走っていると、さっきまで乗っていた
観光バスに遭遇。後ろ姿には疲れも感じられたが、無事に
仕事を終えた誇りが滲み出していた。我々の無茶ぶりにも
安全運転で対応してくれた運転手さんに感謝！

楽しい支部旅行を支えてくれた一員です。お気をつけて、
そして、ありがとう！

いち かわ あきら

市川　晃

ちょこっと

かわら版
第2回

ちょこっと

かわら版
第2回

新企画

萩原 政宏
私のマイブームは、ボディシャンプー。元 プ々レゼント用に購入したものでしたが、試してみたらハマりまし
た。何より香りが良い。そして保湿。年々年齢とともにカサカサしていた肌が、しっとりしてきたような気がし
ます。
他の香りも試してみたいと思い、ネットで送料無料となるよ
うにまとめ買いしたら併せて５つになりました。せっかく
買ったのだからと、毎日その日の気分で使い分けることにし
ましたが、お気に入りは左端のジンジャーオレンジと右から
２番目のデリケートジャスミン、右端のマンゴーキウイも甘
ずっぱくてなかなかです。（使っている姿を決して想像しな
いで下さい。）

あかいわ あや

はぎはら まさひろ

赤岩　綾
司馬派？吉村派？と聞かれたら迷わず吉村派！他の作家が
好きな方ごめんなさい。
吉村氏を知ったのは東日本大震災の折、氏の「三陸海岸大
津波」が話題になったことがきっかけ。図書館で借りて読ん
でいましたが、今では買う方が多くなり・・この春開館予定
の吉村昭記念文学館の友の会賛助会員にもなりました。
氏が生まれ育った東京都荒川区の事業のため賛助会費は

「ふるさと納税」に！
氏の作品の魅力は「史実を曲げないこと」を貫き、変な装飾
なく冷徹な筆致で描かれているところ。また、あまり知られ
ていない人の苦労を伝えてくれるところ。北海道・旭川から
網走への道が囚人の労力と犠牲のもとに作られたことを

「赤い人」は教えてく
れます。
司 馬 遼 太 郎 氏 の

「花神」。村田蔵六と
お 稲 は 仲 良しに
なっちゃいますが、
吉村氏の「ふぉん・
しいほるとの娘 」
じゃそんなシーン出
てこない。「花神」も
おもしろいけどなん
か違う。
この 原 稿 4 0 0 文
字？・・じゃ足りませ
んよ、もう。漂流記
もおススメ。没後10
年、ｍｙブームはま
だまだ続きます。

マイブームマイブーム

ひ がき かずたか

檜垣 和孝
２０１７年世界一奪還へ！
子供の頃からのライフワークは阪神タイガースの応援で、例
年なら確定申告が終わり、プロ野球の開幕が待ち遠しいの
ですが、２０１７年は、その前に４年に一度のマイブームＷＢ
Ｃが開催されます。
　ＷＢＣとは、WORLD BASEBALL CLASSICの略称で、
野球の世界一決定戦です。日本は第１回と第２回大会に優
勝し、２０１３年の前回大会は残念ながら準決勝で敗退しま
した。
　この大会の良い所は、普段、敵味方に分かれて応援してい
る日本の野球ファンが一体になって日本代表チームを応援で
きることです。大会が始まる前は、監督がダメだとか、好きな
選手が選ばれてないので見る気がしないとか毎回、散々言わ
れるのですが、勝ち進むにつれ、普段は全く野球に関心が無
い方までも野球って面白いと話題する素晴らしい大会です。
　最大の注目は、投手でも打者でも大活躍できる大谷翔平
選手が初参加すること。侍ジャパンは２０１７年世界一奪還
を目指します！

ちょこっと

16 伏水 第71号（平成29年1月1日） 17伏水 第71号（平成29年1月1日）

「シュッと降りてク
ルクルッと上る」(by 仲

居さん)

二 日目 は 生 憎 の
雨、芝政ワールドでの
パットゴルフは中止と
相成った。

そこで思いだした
のが朝食時に仲居さ
んが熱く語っていた

「恐竜博物館」。皆の心をわしづかみにしたのが表題の表
現(笑)。

行ってみるとなかなかの施
設 。継目のない長いエレ
ベータで3階入口から地下
1階まで一気に「シュッ」と
一直線、まるでジュラシック
･ワールドへトリップするよ
うだ。展示物を観ながら「ク

ルクルッ」と回廊を上ってくる仕掛け。帰りには「恐竜博士」
とハイチーズ！

20時頃に京都へ到着、事務所で車に乗り換え一路自宅
へ・・・。第二京阪道を走っていると、さっきまで乗っていた
観光バスに遭遇。後ろ姿には疲れも感じられたが、無事に
仕事を終えた誇りが滲み出していた。我々の無茶ぶりにも
安全運転で対応してくれた運転手さんに感謝！

楽しい支部旅行を支えてくれた一員です。お気をつけて、
そして、ありがとう！

いち かわ あきら

市川　晃

ちょこっと

かわら版
第2回

ちょこっと

かわら版
第2回

新企画

萩原 政宏
私のマイブームは、ボディシャンプー。元 プ々レゼント用に購入したものでしたが、試してみたらハマりまし
た。何より香りが良い。そして保湿。年々年齢とともにカサカサしていた肌が、しっとりしてきたような気がし
ます。
他の香りも試してみたいと思い、ネットで送料無料となるよ
うにまとめ買いしたら併せて５つになりました。せっかく
買ったのだからと、毎日その日の気分で使い分けることにし
ましたが、お気に入りは左端のジンジャーオレンジと右から
２番目のデリケートジャスミン、右端のマンゴーキウイも甘
ずっぱくてなかなかです。（使っている姿を決して想像しな
いで下さい。）

あかいわ あや

はぎはら まさひろ

赤岩　綾
司馬派？吉村派？と聞かれたら迷わず吉村派！他の作家が
好きな方ごめんなさい。
吉村氏を知ったのは東日本大震災の折、氏の「三陸海岸大
津波」が話題になったことがきっかけ。図書館で借りて読ん
でいましたが、今では買う方が多くなり・・この春開館予定
の吉村昭記念文学館の友の会賛助会員にもなりました。
氏が生まれ育った東京都荒川区の事業のため賛助会費は

「ふるさと納税」に！
氏の作品の魅力は「史実を曲げないこと」を貫き、変な装飾
なく冷徹な筆致で描かれているところ。また、あまり知られ
ていない人の苦労を伝えてくれるところ。北海道・旭川から
網走への道が囚人の労力と犠牲のもとに作られたことを

「赤い人」は教えてく
れます。
司 馬 遼 太 郎 氏 の

「花神」。村田蔵六と
お 稲 は 仲 良しに
なっちゃいますが、
吉村氏の「ふぉん・
しいほるとの娘 」
じゃそんなシーン出
てこない。「花神」も
おもしろいけどなん
か違う。
この 原 稿 4 0 0 文
字？・・じゃ足りませ
んよ、もう。漂流記
もおススメ。没後10
年、ｍｙブームはま
だまだ続きます。

マイブームマイブーム

ひ がき かずたか

檜垣 和孝
２０１７年世界一奪還へ！
子供の頃からのライフワークは阪神タイガースの応援で、例
年なら確定申告が終わり、プロ野球の開幕が待ち遠しいの
ですが、２０１７年は、その前に４年に一度のマイブームＷＢ
Ｃが開催されます。
　ＷＢＣとは、WORLD BASEBALL CLASSICの略称で、
野球の世界一決定戦です。日本は第１回と第２回大会に優
勝し、２０１３年の前回大会は残念ながら準決勝で敗退しま
した。
　この大会の良い所は、普段、敵味方に分かれて応援してい
る日本の野球ファンが一体になって日本代表チームを応援で
きることです。大会が始まる前は、監督がダメだとか、好きな
選手が選ばれてないので見る気がしないとか毎回、散々言わ
れるのですが、勝ち進むにつれ、普段は全く野球に関心が無
い方までも野球って面白いと話題する素晴らしい大会です。
　最大の注目は、投手でも打者でも大活躍できる大谷翔平
選手が初参加すること。侍ジャパンは２０１７年世界一奪還
を目指します！

ちょこっと

16 伏水 第71号（平成29年1月1日） 17伏水 第71号（平成29年1月1日）



油
小
路
通

国
道
24
号
線

新城南宮通

城南宮通

竹田小学校

竹田駅

名神高速道路

阪
神
高
速
京
都
線

近
鉄
京
都
線

東
高
瀬
川

竹田小学校区
11月秋晴れの日、自転車でノンビリ回ってきました。いつもは車で通り過ぎるだけですが、また、違った町が見えました。

ナビゲーター　東　保行
記事を書くにあたって、鳥羽離宮の中心であった
「城南宮」も入れたいと思いましたが、残念！学区
外でした。
町名だけではどの学区になるかはわかりませんね。
伏見に住み始めて４０年、農地が少なくなったと
感じた一日でした。

ふしみ見聞録～小学校区を巡って～

ひがし やす ゆき

❶竹田駅
新しかった駅舎もいつの間にか
30年経過！
かっての近鉄竹田駅跡、今の竹
田駅の350ｍ程丹波橋寄りに
なります。名残りはホームが
あった部分だけ線路敷地が広くなっています。

❷京都パルスプラザ
「京都府総合見本市会館」が昭和62年
3月に完成し、府・市・企業の出資による
第３セクターが管理運営しています。大
展示場ほか多目的ホール、ラウンジ・会
議室があり各種イベントや展示即売会
などによく利用されています。

❸阪神高速道路京都線
40年余前、農地の真ん中を幅広い道路が南北に走り、周
りには建物がほとんどない状態
でしたが、いつの間にか高架道
路が・・・・。和歌山方面への魚釣
りの際、よく利用させて頂いてお
ります。高架の両側の油小路通
（通称：新堀川通）沿いは商業施設で埋まってきています
が、まだ所々に田圃が残っています。

❹安楽寿院　
真言宗智山派の寺院、鳥羽上皇が鳥羽離宮の東殿に
1137年に御堂を建立したのが始まりです。鳥羽伏見の

戦い時には官
軍（薩摩藩）
本陣がありま
した。

❺鳥羽天皇陵
第74代天皇、在位1107年～1123年。
平安末期、後白河天皇（第77代天皇）の父で、1129年よ
り28年間３代の天皇に渡り院政を行っています。

❻白河天皇陵　　　
第72代天皇、在位は1072年～1086年ですが、院政を
初めて行った天皇で譲位後から1129年77歳で崩御さ
れるまで43年間院政を行っています。
院政は1086年から造営を始めた鳥羽離宮（院御所）で
行い、この時、院の警護役として「北面の武士」が創設され
ています。

❼北向山不動院　　
天台宗系の単立寺院、興教大師を開山とし1130年鳥羽
上皇の勅願で鳥羽離宮内に創建されました。
皇居を守るため、不動明王（重要文化財）を北向きに安置
しています。そのため上皇から北向山不動院の名を賜った
といわれています。
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今回で８回の広報誌の発行に携わることができました。や
はり一番嬉しいのは、出来上がった「伏水」を手にした時です。
取材を通し様 な々行事に参加する機会も増えました。とても
楽しい4年間でした。ご協力いただきました先生方本当にあり
がとうございました。　　　　　  （広報副委員長 埜崎静子）

「京税サイクリング輪行旅行」「支部対抗ボーリング大会」
等いろいろな思い出を文章にして残すという機会を頂き、あり
がとうございました。　　　　　  （広報副委員長 樋爪利行）

広報委員会委員兼ライター（？）の赤岩です。2期4年間広
報委員会で活動させていただいて伏見支部の様 な々活動内
容、会員先生方のお人柄、そして生まれ育った伏見の良さを
知ることができました。時に自己満足な記事も載せていただき
感謝しております。そろそろネタも尽きてきましたのでこの辺
で！ありがとうございました。　　　　　　　　 　 （赤岩綾）

二年間広報委員として、毎号楽しく「伏水」を作成・編集す
ることができました。お忙しい中、快く原稿を書いてくださった
先生方、ありがとうございました。租税教室やソフトボールの
取材等、いい経験ができました。個人的には、発送作業後の
打ち上げが楽しかったです。　　　　　　　　  （岡部智弘）

現在の広報委員会のメンバーが編集を担当する「伏水」はこの７１号をもって最後となります。
「伏水」では各委員会の活動を、外部からではなかなか窺い知ることのできないものも含めてご紹介をさせてい

ただいておりましたが、その最後として当広報委員会の活動を振り返りながら、反省もふまえて、ご紹介させていた
だきます。

・伏水の発行（年２回）
少しでも「伏水」に興味を持っていただくために、会員先生に

も誌面づくりに参加していただこうと考え、多くの会員先生に原
稿をお願いをしてまいりました。そのため先生方にご負担をお
かけしたことと存じます。どうも申し訳ありませんでした。しかし
ながら多くの先生方は快く引き受けていただきました。たいへん
感謝しております。

・租税教室
年々、開催を希望される学校も増加しつつあり、それに伴いコマ数も増加しております。
こちらも、租税教室の普及並びに推進のため、できるだけ多くの会員先生にご担当いただきたいと考えておりま

した。しかしながら、年の途中で急きょ開催が決まった場合などは、どうしても今までにご経験された先生に繰り
返しのお願いをするなど、一部の先生に対して過重なご負担をおかけをしました。これもまた、たいへん反省すべ
き点です。

・インターンシップ
他の支部では見られない伏見支部の独自事業です。今年度で７回の実施を数えることになりました。京都すば

る高等学校の先生方も、インターンシップの生徒さんも、机上で学んだことを実践することができた、そして職業
選択を考えていくうえで有意義だった、と大変評価していただいております。

ただこのインターンシップ事業も、インターンシップ生の受け入れをいただく事務所様には何度も繰り返して受
け入れをしていただくなど、一部の事務所様に多くのご負担をおかけしているのが実情であります。ご厚意に甘え
るばかりで、たいへん申し訳ありませんでした。

以上、反省すべきことばかりではありますが、関係者の皆様に寛大に見ていただきました。
あらためて感謝のことばを申し上げます

（広報委員長 縄田浩昭）

広報委員会２期目となります。
伏水の表紙は、毎回テーマを委員会で決めて、いろんな写

真が掲載されています。
その写真ですが、私の息子が結構載っています。親バカ

だったなと、今更ながら思います。　　　　     （小林真由美）

出来上がった「伏水」を見るのが毎回楽しみで、打ち合わせ
に出ています。編集にはほとんど関わっていないのですが。    

（東保行）

久しぶりの広報委員会で、楽しく和気
藹藹と出来ました事、嬉しく思っておりま
す。初めて委員長を拝命したのが22年前
の広報委員長で、当時は白黒印刷でB５
版の紙面でした。今のオールカラーと較
べて時代の変化を感じる此の頃です。広
報委員会の仕事は支部会員の皆様だけ
でなく、他支部そして租税教室等で対外との接点も多い委員
会です。今後も税理士業務の周知の面で仕事が増えると思わ
れますが、会員先生方のご協力を賜りますことをお願い申し上
げまして、６月に退任させて戴きます。ありがとうございました。

（副支部長 堀口裕弘）

こんなことやっています広報委員会～編集後記とともに～
堀口裕弘副支部長（左）、縄田浩昭広報委員長（右）
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