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「夏の思い出、暑さを乗り切る食べ物」を集めてみました。

国税局長表彰
今回、伏見支部に対して大阪国税局長から感謝状を受けました。
受けた理由として、第1に消費税軽減税率制度の導入に際し、支

部が「軽減特化型記帳指導」を新設し、指導等に取り組んだこと。
第2にｅ－Ｔａｘについて、従来のマイナンバーカードを利用するマ

イナンバーカード方式に加え、マイナンバーカードやＩＣカードリー
ダーライターがなくてもe-Taxで申告ができるＩＤ・パスワード方式に
よるスマートフォン・タブレットを利用した確定申告にも積極的に対
応したこと。

第3に租税教育について例年実施している京都すばる高校に加
え、桃山中学校に4名の講師派遣し、さらにこの一月には記事にもあ
りますように6つの京都市立の小学校に講師を派遣し租税教育に力
を注いだこと。

以上のような理由で表彰されたわけですが、今後とも支部の会員
先生のなお一層の御協力をお願いいたします。　　　  （小山 富央）

創立40周年
 伏見支部は、昭和55年（1980年）10月８日に設立総会が開催され、令和２

年（2020年）をもって創立40周年を迎えることができました。これもひとえに

会員先生方のご支援の賜物と心より感謝しております。この創立40周年を記

念いたしまして、会員先生方に置き時計を送付させていただきました。木目模

様で掛けることも置くこともできますし、表面には、温湿度表示に加え、快適度

表示があり、健康管理を応援してくれます。裏面に「伏見支部創立40周年記

念」の刻印を入れました。2099年までフルオートカレンダー機能の付いた電

波時計です。末永くお使いいただければ幸いです。　　　　　　（萩原 政宏）



「何もないことが幸せ」そして「当たり前が幸せ」だと改

めて感じております。また、会員先生方におかれましては、

新型コロナ感染防止に大変な努力をされていると存じま

すとともに、支部の会務運営に対しても格別のご理解と

ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて令和元年１１月に初めて確認された新型コロナ

ウィルスは、その後世界的流行（パンデミック）を引き起こ

し、伏見支部の令和２年度事業計画にも様々な影響を

及ぼしております。さる６月４日、リーガロイヤルホテル京

都におきまして開催された第４０回定期総会は、新型コ

ロナ感染症拡大防止の観点から、本年に限り会員先生

方には来場を控えていただき、委任状によるご出席を強

く要請させていただきました結果、令和２年５月２１日現

在の支部正会員数１４３名、総出席者数１２３名（本人

出席者数４名、議決権行使書による議事参加１１９名）

のうち、原案に賛成する方１２３名、否とする方０名によ

り、上程いたしました議案全てにつき承認可決されまし

た。ご意見やご質問等につき充分な対応ができなかった

こと、また定期総会時に開催される研修会及び意見交換

会を中止とさせていただきましたことなどに対し、お詫び

申し上げますとともに、会員先生方のご理解とご協力に

深謝申し上げます。

また、可能な限り承認された令和２年度事業計画に基

づき会務運営を行ってまいりたいと思いますが、７月２１

日開催予定の夏季意見交換会も中止とさせていただき

ました。支部旅行や麻雀大会、京都府支部連合会主催

のソフトボール大会も中止となりました。９月及び１０月開

催の研修会も中止となりましたが、近畿税理士会による

マルチメディア研修による受講や、伏見支部におきまして

も研修ＤＶＤの貸し出しを予定しておりますので、これも

併せて活用していただきますようお願い申し上げます。租

税教室や税務相談等につきましては、現在のところ協議

中ですが、人命を尊重して会務運営を行ってまいりたい

と思います。

支部創立４０周年記念事業は、夏季意見交換会時に

記念式典、講演及び祝宴を行う予定でありましたが、令

和３年に延期とさせていただきました。状況を見ながら新

年賀詞意見交換会か定期総会あるいは夏季意見交換

会時に行いたいと思います。なお記念品の置き時計につ

きましては計画通り実施しましたので、気に入っていただ

ければ幸いかと存じます。また支部ホームページも創立４

０周年記念事業の一環としてリニューアルいたしました。

会員名簿や広報誌「伏水」、行事カレンダー、諸規定集等

を閲覧することができますので、ぜひとも活用していてい

ただきますようお願い申し上げます。なお操作方法等の詳

細は、この「伏水第７８号」に掲載しております。

このような状況のなか嬉しいニュースもありました。令

和２年６月４日付で、「貴支部は多年にわたり適正な申告

納税の推進と納税道義の高揚に努められ税務行政の円

滑な運営に多大な貢献をされました」と大阪国税局長榎

本直樹様名で、伏見支部に対し感謝状が贈呈されまし

た。これは伏見支部の伝統の「対話と協調」の精神を、昭

和から平成、そして令和にしっかり引き継ぎ、対話による

相互理解のもと、良好なる協調体制の維持・発展に努め

た結果だと思います。

最後になりましたが、従前の日常が戻りつつあり、人の

行き来も徐々に増えてきている昨今、第一波を超える第

二波がこないことを祈るばかりです。先を見通しづらい状

況ではありますが、引き続きご自愛下さいますようお祈り

申し上げますとともに、会員先生方の益々のご発展とご

健勝、そして１日も早く支部活動が再開することを祈念い

たしまして、支部長のご挨拶とさせていただきます。

残暑厳しい折り柄、近畿税理士会伏見支部の諸先生

方におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し

上げます。　　　　　　　　　

この度の定期異動によりまして、伏見税務署長を拝命

いたしました那須でございます。

平素から伏見支部の諸先生方には、税務行政の円滑

な遂行のため、深い御理解と支部を挙げての積極的な

御支援を賜り、心から厚く御礼申し上げます。

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられて

いる皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日

早い復旧をお祈りいたします。

さて、伏見は、豊かな自然と良質な水に恵まれ、古くか

ら日本屈指の日本酒の産地として全国的に知られている

ほか、伏見稲荷や醍醐寺など、数多くの名所旧跡がある

歴史のある地です。

このような歴史と文化の息づく魅力のある地であるこ

とに加え、「伏見支部と署と緊密な協調・信頼関係が長

きに渡って保たれている」というよき伝統のある署におい

て税務署長として勤務する機会を得ましたことを、誠に

光栄と存じますとともに、職責の重さに改めて身の引き締

まる思いをいたしております。

今後は、この協調・信頼関係を更に発

展すべく、全力をあげて職責を果たして参

りたいと存じますので、温かい御支援と御

協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和という新しい時代も２年目を迎え

ましたが、近年の税務行政を取り巻く環

境は日々目まぐるしく変化しており、経済

社会の複雑化や国際化に加え、社会保

障・税番号制度（マイナンバー制度）への

対応など、極めて厳しい多くの課題を抱え

ております。更に、本年４月には新型コロナウイルス感染

症拡大防止の観点から緊急事態宣言が発出され、申

告・納期限が延長されるなど例年とは大きく異なった状

況となっております。

このような状況におきましても、私どもといたしまして

は、納税者の皆様に各種制度の内容について、十分に理

解していただき、「納税者の自発的な納税義務の履行を

適正かつ円滑に実現する」という使命を果たすべく、納税

者への丁寧な説明・対応を図るとともに、税務署の運営

も新しい社会の在り方に適応できるように変化していく

必要があると考えております。

しかしながら、これらの課題や円滑な税務行政の運営

につきましては、諸先生方の御理解と御協力があってこ

そ達成できるものであります。伏見支部の諸先生方には

引き続き、御理解と御協力をいただきますよう改めてお願

いを申し上げます。 

結びに当たり、近畿税理士会伏見支部のますますの

御発展と、諸先生方の御健勝、並びに事業の御繁栄を

心から祈念いたしまして、私のあいさつとさせていただき

ます。

ごあいさつ 伏見支部長　萩原 政宏
はぎ はら ひろまさ

ごあいさつ 伏見税務署長　那須 活也
な す かつ や
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伏見税務署幹部紹介
ひとことメッセージ

高橋且次（個人２統括官）

❶ポールモーリア（「恋は水色」、「エーゲ海の真珠」などを聴く
と心が癒されます）
❷献血（令和２年７月現在　132回）
❸平穏無事に老後を過ごしたい

稲津功佳（個人３統括官）

❶中村天風、星野佳路、イーロン・マスク、柳井正、藤井聡太、
孫正義、本庶佑、ジム・ロジャーズ
❷余暇は読書や映画鑑賞などして過ごしています
　断捨離
❸田舎暮らし（できれば悠 自々適に）

生駒拓也（法人・連絡調整官）

❶ブッダの考え方を尊敬しています
❷趣味はハイキング、ランニング、筋トレ、読書、将棋
　特技は早口でしゃべること
❸ゆくゆくはポツンと一軒家がほしいと思う今日この頃です

寺口友博（法人２統括官）

❶芹沢優（斉藤由貴の姪 アニメ声優でアニメソングも歌ってます）
❷ライブ鑑賞、舞台観劇（コロナで見れなくて残念）
❸旅先でローカル路線バス乗継ぎの旅をしてみたい
　コロナ感染の影響で日本各地に一度ゆっくり旅をしてリフ

レッシュしたいと思っています

正田巧三（局・課二・酒類業調整官（伏見署派遣））

❶本田宗一郎
❷魚釣り
❸定年後の世界遺産巡り

遠藤　幹（徴収統括官）

❶ラマヌジャン
❷海外ドラマの鑑賞
❸世界中にある不思議な史跡などをめぐりたい

釼持　真（個人１統括官）

❶さだまさし（歌や書籍の雰囲気が心地良いです）
❷穴場グルメのネット検索（自粛中の楽しみ）
❸交差点で子供を誘導する緑のおじさん

山本雅之（個人・連絡調整官）

❶大学の恩師（哲学者）、野村克也
❷レコード鑑賞（昭和60年代～80年代の洋・邦楽）
❸孫と一緒に野球を楽しみたい（我が子２人を野球嫌いにさ

せた反省から）

❶好きな（尊敬する）有名人　❷趣味・特技　❸将来の夢

小川美穂（総務課長）

❶小栗旬
❷美味しいお酒と新鮮な貝を食べることが至福
　京都の美山で鮎釣り（まだ初心者）
❸鮎釣りができる川の近くの自然豊かな家に住むこと

那須活也（署長）

❶渋沢栄一（来年の大河ドラマ楽しみです！）
❷パナソニックスタジアムでガンバ大阪の応援
❸田舎暮らしをしながら全国の有名な酒をたしなむ

横見喜敬（管運１統括官）

❶仰木彬（常に選手と向き合い、潜在能力を見抜き、個税を否
定せず、チーム全体が目標に向かってひとつになるように気
遣いををするなど、見習うところが多い）
❷ドライブ（ご当地の美味しいものを食するのが楽しみで、10年

ほど前からはドライブがてら温泉に浸かって疲れを癒すことに
興味を持ち、最近ではよりphの高い温泉を追い求めています）
❸時を忘れて、自然に身を任せる（日々時計とにらめっこしなが

ら通勤・仕事をしているが、将来は、太陽とともに寝起きし、
土いじりなど自然に身を任せながらゆっくり時を刻みたい）

赤井三省（管運２統括官）

❶坂本竜馬
❷少林寺拳法
❸隠居生活で好きなことをして過ごすこと

和田善次（酒類指導官）

 ❶佐藤浩市、渡辺謙
 ❷ジョギング、山歩き、酒蔵巡り
 ❸お酒全般（特に清酒・ワイン）のアドバイザーになること

嶋田裕司（副署長）

（新年度に当たっての一言）
　5年ぶりの京都勤務となりました。国税庁の使命である適正公平
な課税・徴収の実現及び納税道義の向上のためには、伏見支部の
皆様のご支援が不可欠でございます。コロナ禍で大変な状況であり
ますが記憶に残る１年にしたいと考えています。前事務年度に引き
続き署務運営にご支援くださいますよう、よろしくお願いいたします。
❶石牟礼道子（作家）、南方熊楠（生物学者、民俗学者）
❷写真、読書（積読）、古書店巡り、歴史探訪、アイロンがけ
❸朝の新聞配達をしながら写真ギャラリー兼アート専門古書

店を経営する売れっ子写真家

辻井元則（法人１統括官）

❶松井秀喜
❷ドライブ
❸世界一周旅行

秋山博紀（資産統括官）

❶武田信玄
❷特になし
❸家族で海外旅行

中村隆浩（法人３統括官）

❶イチロー（物事に対する考え方や姿勢・取り組み方が参考に
なるが、いかんせん私には無理でした）
❷休みには近くの交野市の山をウォーキングしたり、枚方市駅

まで１時間掛けて歩き、ビールを飲んでバスで帰宅していま
すが、今年はコロナのためあまり外出できませんでした
❸車が好きなので、訪れていない地方に車で行ってみるなど、

ゆっくり旅をしたい
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署　長

那須活也
（人吉・署長）

副署長

嶋田裕司
（局・総・税務相談官）

総務課長

小川美穂
（西宮・資産１統括官）

管運１統括官

横見喜敬
（富田林・徴収２統括官）

管運２統括官

赤井三 省
（留任）

徴収統括官

遠藤　幹
（留任）

個人１統括官

釼持　真
（留任）

個人・連絡調整官

山本雅之
（吹田・上席調査官）

個人２統括官

高橋且次
（留任）

個人３統括官

稲津功 佳
（留任）

資産統括官

秋山博紀
（留任）

法人１統括官

辻井元則
（宮津・法人統括官）

法人・連絡調整官

生駒拓也
（城東・総務課長補佐）

法人２統括官

寺口友博
（留任）

法人３統括官

中村隆 浩
（局・調一・調開情技官）

酒類指導官

和田善次
（茨木・酒類指導官）

局・課二・酒類業調整官（伏見署派遣）

正田巧三
（局・総・事管一課長補佐）

な す かつ や しま だ ひろ し お がわ ほみ よこ み よし ゆき あか い さん しょう

えん どう みき けん もつ まこと やま もと まさ ゆき たか はし かつ じ いな づ たか よし

あき やま ひろ き つじ い もと のり い こま たく や てら ぐち とも ひろ なか むら たか ひろ

わ だ よし つぐ しょう だ こう ぞう



第1号議案
令和元年度事業報告書及び決算書（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書）承認の件

第40回定期総会議事録 総務委員会

令和2年６月４日、リーガロイヤルホテル京都におきま
して伏見支部第40回定期総会を開催いたしましたが、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、会
員先生方には来場をお控えいただき、委任状によるご
出席をお願いするという対応になりました。皆様のご理
解とご協力に深謝いたします。

上程いたしました下記２つの議案につき慎重審議し
た結果、令和２年５月21日現在の支部正会員数143
名、総出席者数123名（本人出席者数４名、議決権行
使書による議事参加119名）内、原案に賛成する方123
名、否とする方０名により、承認可決されました。

第2号議案
令和２年度事業計画書及び収支予算承認の件

支部役員会
  2.  1.  9 第6回役員会 伏見納税協会 出席者数 22人

１．令和２年６月４日（第40回定期総会時）研修会講
師選任に関する件（承認）

２．広報委員会職務分掌に関する件（継続審議）
３．各委員会報告

  2.  3.31 第７回役員会 書面決議 回答者数 21人
１．令和２年度「指定税理士」登録にあたり、「指定税

理士の登録に関するアンケート」を会員先生方へ
配布することについての賛否（全員賛成）

  2.  5.  8 第１回役員会 伏見納税協会 出席者数 16人
１．令和元年度事業報告書及び決算書に関する件

（承認）
２．令和２年度事業計画(案)及び収支予算(案)に関す

る件（承認）
３．第40回支部定期総会式次第に関する件（承認） 
４．第40回支部定期総会における委任状の取扱いに

関する件（承認） 
５．定期総会当日開催の研修会、定例会、意見交換会

に関する件（承認） 
６．次回役員会及び合同委員会の日程等に関する件

（承認） 
７．各委員会報告

税務署・支部懇談会
  2.  6.25 第１回 伏見税務署 議長 署長 
　　出席者数（署10人・支部9人）

１．租税教育の予定について
２．新型コロナウイルス感染症の影響で納付困難な納

税者に対する指導について
３．令和２年分確定申告期の外部申告会場の開設

（案）について
４．相続税申告のe-Tax送信について
５．令和２年度の改正法人税法説明会及び年末調整

説明会の中止について
６．当面の諸問題について懇談

  2.  7.20 第２回 伏見税務署 議長 支部長 
　　出席者数（署10人・支部12人）

１．租税教室の予定について 
２．e-Tax利用の簡便化について
３．予納制度の利用について
４．新型コロナウイルス感染症の影響で納付困難な納

税者に対する指導について
５．相続税申告のe-Tax送信について
６．添付書類も含めたe-TAXの利用拡大について 
７．当面の諸問題について懇談

総務委員会
  2.  4.  8 第１回 書面決議 回答者数 9人

１．令和元年度事業報告書作成に関する件
２．令和元年度決算書作成に関する件
３．令和２年度事業計画(案)作成に関する件
４．令和２年度収支予算(案)作成に関する件

５．令和２年度予算要求に関する件
６．その他当面の諸問題について

  2.  6.24 第２回 書面決議 回答者数9人
１．令和２年度事業計画の実行に関する件
２．その他当面の諸問題について

研修委員会
  2.  1.23 第６回研修会 出席者数１１０人

テーマ
１．「相続専門税理士から見た「相続マーケットの

魅力」と「税理士としての家族信託」」
講　師　公認会計士・税理士　石倉　英樹氏
２．「令和元年分所得税、資産税その他確定申告

等の留意点」
講　師　
伏見税務署　
　　個人課税第１部門統括官　釼持　真氏
　　資産税部門統括官           秋山　博紀氏
　　管理運営第１部門統括官　大鶴　益広氏
会　場　リーガロイヤルホテル京都

  2.  4.  6 第１回委員会 書面決議 回答者数９人
１．令和元年度事業報告書作成に関する件
２．令和２年度事業計画（案）作成に関する件
３．令和２年度予算要求に関する件
４．その他当面の諸問題について

税務支援対策委員会
  2.  1.  7

伏見税務署で行われた「消費税の地区相談会につ
いて」の打合せに委員長が出席した。

  2.  1.  8
独自事業のチラシを淀地区の３区長に配布した。
淀地区　　３００枚
納所地区　２００枚
淀南地区　２００枚

  2.  1.  9
地区相談会責任者会議を開催し、会場運営等につ
いて協議した。
出席者　伏見税務署　署長他３人、会場責任者１０人

（於：伏見納税協会２階）
  2.  1.  9

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、代理送信説明会を開催し
た。
出席者　副支部長、委員長、電子申告担当者10人　

（於：伏見納税協会２階）
  2.  1.15

伏見納税協会個人部会のブロック長・分科会長会
議に指導担当税理士及び副支部長、委員長、副委
員長が出席し、伏見納税協会会員等に対する確申
期の決算・申告指導の打合せを行うとともに、指導
日程を決定した。また、確申期の地区相談会場等で
の協力体制について意見交換を行った。　　　　

（於：伏見納税協会２階）

支部活動報告

06 伏水 第78号（令和2年8月25日） 07伏水 第78号（令和2年8月25日）



  2.  1.18
地区申告相談会場担当税理士「実施計画書」を近
畿税理士会へ送付した。

  2.  1.26
令和2年度上半期（令和2年４月～令和2年9月）の
京都税務相談センターの相談室に派遣する担当税
理士10人を選任し、支部連へ通知した。

  2.  3.16
京都商工会議所の記帳指導に派遣する担当税理
士１人を選任し、京都商工会議所中小企業支援部
に通知した。

  2.  3.16
「所得税確定申告期に実施する無料税務相談実施
状況報告書」を近畿税理士会へ送付した。

  2.  3.18
令和2年度伏見納税協会の「税理士による税務相
談日」に派遣する担当税理士９人を選任し、伏見納
税協会へ通知した。

  2.  3.30
京都行政監視行政相談センターの「一日合同行政
相談所」及び「総合行政相談所」に派遣する担当税
理士２人を選任し、支部連へ通知した。

  2.  4.  6
指定税理士登録のアンケートを送付した。（期限４
月17日）

  2.  4.  8 第１回委員会 書面決議 回答者数１３人
議題
１．令和元年度事業報告書作成に関する件
２．令和2年度事業計画(案)作成に関する件
３．令和2年度税務支援対策委員会予算要求に関
する件

４．その他当面の諸問題について
  2.  4.  9
近畿税理士会に令和元年度「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」の実施
に係るアンケートを提出した。

  2.  4.16
近畿税理士会に令和元年度における税務支援に
関する事績集計結果の報告を行った。

  2.  5.  5
近畿税理士会に「令和元年分所得税確定申告期
における無料税務相談」にかかる従事義務違反該
当会員についての回答書（該当者なし）を送付した。

  2.  5.  5
近畿税理士会に「令和元年分所得税確定申告期

における無料税務相談」にかかる新型コロナウイル
スの感染リスクを理由に欠席した会員についての回
答書（該当者なし）を送付した。

  2.  6.11
近畿税理士会に指定税理士の登録者、税理士102
人、税理士法人11法人を報告した。

広報委員会
  2.  1.  1
支部報「伏水」第７７号を発行した。

  2.  4.13 第１回委員会 書面決議 回答者数 ９人
１．令和元年度事業報告書作成に関する件
２．令和２年度事業計画（案）作成に関する件
３．令和２年度予算要求に関する件
４．その他当面の諸問題について

  2.  6.  2 第２回委員会 伏見納税協会 出席者数 ７人
１．伏水第78号の紙面企画に関する件
２．その他当面の諸問題について

  2.  6.10 第３回委員会 ＷＥＢ会議 出席者数 ８人
１．伏水第78号の紙面企画に関する件
２．その他当面の諸問題について

厚生委員会
  2.  6.23 第2回委員会 書面決議 回答者数 10人
１．麻雀大会に関する件
２．支部旅行に関する件

綱紀監察委員会
  2.  4.  8 第１回 書面決議 回答者数 3人
１．令和元年度事業報告書作成に関する件
２．令和２年度事業計画（案）作成に関する件
３．令和２年度予算要求に関する件
４．その他当面の諸問題について

  2.  6.24 第２回 書面決議 回答者数 3人
１．令和２年度事業計画の実行に関する件
２．その他当面の諸問題について

創立40周年記念事業実行委員会
  2.  5.  8 第１回 伏見納税協会 出席者数 15人
１．伏見支部創立40周年記念事業に関する件（承認）
２．その他当面の諸問題

寺 田  匡 晶
（ 正 会 員 ）

てら だ まさ あき

皆様、はじめまして。
この度、税理士登録が完了し、伏見支部でお世話になります、税理士法人京都経営の寺田匡
晶と申します。
私は、大学卒業後、証券会社に就職し10年間勤めておりました。その後に現在の職場で働いて

おります。前職では、入社３年目の時にリーマンショックが起こり、全く仕事にならなかったことを
今でもハッキリと覚えております。それがきっかけで手に職付けようと、税理士を志すようになりまし
た。「30歳までに税理士試験に合格する！」と決意し、仕事が終わってからTACで勉強する日 で々
したが人生なかなか思うようにはいかないもので、昨年の官報合格の時には結局35歳になってお
りました。
現在、私は資産税部に所属しており、相続税申告を主として業務に取り組んでおりますが、法人

の担当も持たせていただいております。リーマンショックとは全く異なりますが、現在もまた新型コ
ロナウイルスのパンデミックにより世界的に経済が大きく落ち込みそうです。私の担当先の法人も
コロナ禍で業績が悪化し大変悩まれております。
リーマンショック直後は、本当に何も出来ませんでしたが、今回は証券会社での10年間の経
験、税理士試験で勉強したことを活かして、税の悩みなどをお持ちの方 に々少しでも役立つことが
できるよう努めて参ります。
ちなみに、プライベートでは一昨年に結婚し、昨年には長女が誕生しました。もうすぐ１歳にな

り、私が帰るとニコッと笑って迎えてくれます。コロナ禍で外出も控えておりますが、治まってきたら
色んなところに連れて行ってあげたいです。伏見支部の皆様にもお目にかかる機会がございました
ら是非可愛がって下さい。
私の紹介は以上になりますが、私はこの業界での経験はまだ５年に満たない程で、まだまだ未
熟者でございますが、伏見支部の各先輩方におかれましては、何卒ご指導ご鞭撻の程、お願い申
し上げます。

新入会員紹介
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支部会員の異動（令和元年12月～令和2年7月） 正会員 144人、準会員 13人、法人会員 11社（令和2年7月15日現在）
 異動理由 氏名 事務所所在地 電話番号 FAX番号

正会員 会員氏名 髙橋　彩佳 旧姓：新川 彩佳
 事務所 平井　直文 伏見区下鳥羽中三町30番地
 退会（業務廃止） 今江　富美子 伏見区桝形町468番地 075-601-3274
 税理士区分（開業） 今江　幸子  
 退会 川中　保男 奈良県奈良市大森町54-3 奈良パークハイツ107号
 入会（所属） 寺田　匡晶 伏見区西大手町307番地 エイトビル5階 税理士法人京都経営 075-603-9022 603-9055
 退会（死亡） 森川　兼造 伏見区桃山町安芸山28番地の24 075-621-2194 
 入会（開業） 新貝　敏雄 伏見区桃山最上町55番地パデシオン丹波橋611号 075-645-0398 
 事務所 柏　照正 伏見区深草新門丈町17番地1ファミールハイツ京都伏見ステージ1・1007号 075-645-5821
 事務所 笹本　弘之 伏見区深草僧坊町44番地12 



広報委員会

令和2年1月16日、藤ノ森小学校6年生3クラス合同での租税教室の講師を務めました。
租税教室の講師を務めるのは初めてだったので、「小学生が税金に興味なんてあるの？税
金の話なんて楽しくないよね？」そんな不安な思いのまま当日を迎えました。でもそんな心
配は､必要ありませんでした。きっと小学生は新しいこと、自分が知らないことに興味があっ
て、税金の話に対してもキラキラした目で「そうなんだ。すごい。」といった感じに反応してく
れて、とても嬉しかったです。「税金って何？もっと知りたい。」という思いが伝わってきて、
ちょっと難しい話も頑張って理解しようとしている姿が､とてもたくましく感じられました。
税金とは何なのか？なぜ税金が必要なのか？について､どのように小学生に伝えたらい

いのかを考えながら、私自身も税金について改めて考える機会になりました。

藤ノ森小学校租税教室 三好 三枝
えみみ よし

租税教室の講師に初挑戦。 竹村 祥世
よさちたけ むら

去る1月24日私の母校である醍醐小学校6年2クラスの生徒を対象に租税教室を行った。
授業場所は、広い多目的ル－ム、生徒が手伝って畳を敷き詰めてそこに座っての授業である。
初めはマニュアルを読み、追加で何を話すか頭の中に入れて臨んだのだが、ビデオを見てか

らは、残り時間が少なくなったことに気づき、焦って最後の締めの話ができないまま終わってし
まった。最後に1億円の札束を触ってもらったが、生徒たちは興味津 で々、どこまで授業の内容
が頭の中に残ったのか自信がないが、札束の厚さやトランクの重さは実感として残ったように
思う。同級生の孫世代の生徒を相手の授業だが、できれば再度リベンジを果たしたいと思う。

醍醐小学校租税教室 幡山 玲子
これいはた やま

今年１月21日に、京都市立日野小学校にて租税教室の教壇に立たせていただきました。
一クラスが約30名、それを三クラス分で約90名の子どもたちに、午前中の2・3・4限目

の時間に、授業をしてまいりました。
こうして小学校で講師をするのは、生まれて初めてのこと。
一クラス目は、緊張で少し上がってしまい、うまく伝えられなかった点もあったのですが…
二クラス目、三クラス目となるにつれて、自分なりのアドリブも入れながら、少しずつスムーズ
に授業を進めることができました。
日野小学校では「ワークショップ型授業」を実施。「みんなで町づくりシール」で、「みんな
の町」を作ってもらい、教育のために、警察消防のために･･･など、税金がいろいろなところ
に役立っていることを学んでもらいました。
「税金とは何なのか？」「どのようなことに税金は使われているのか？」などについて、少し
でも、子どもたちに分かってもらえたかな･･･と思っています。
そして、嬉しかったことは、三クラス目で子どもたちから受けた質問の一つ。「どうしたら
税理士になれますか？」との質問でした。私の講義の姿を見てかは（笑？）分かりませんが
（笑）、税理士という仕事に興味を持ってくれたことが、とても嬉しく思いました。
初めての「租税教室」。とても楽しく、貴重な経験ができました！新型コロナウィルスが収
束し、また来年もできることを、楽しみにしています。

はじめての租税教室 片岡 徹也
やてつかた おか

「租税教室楽しい！」これが私の感想です。
小学6年生を3クラス続けて授業させて頂き、正直最後の方はクタクタでした。今年1月に
実施しましたので内容については記憶が薄くなってきていますが(笑)また来年もやりたい
なぁという想いは今もあります。
まず税金について質問すると、思ったより色んな税金の種類を答えてくれて、消費税につ
いては身近である事、またちょうど消費税増税後でしたのでほとんどの子が知っていました。
中には軽減税率の内容を説明してくれる子もいて驚きました。ただ「税理士」という職業は残
念ながら小学生はほとんど知らないようでした。
少し税金の説明をし、DVD鑑賞後、税金がある場合と無い場合について考え、発表しても

らいました。クイズ形式での質問には積極的に手を挙げて答えてくれました。
税金の大切さを知ってもらい、納税意識を持ってもらう事は我々の使命でもあります。租
税教室を通じて子供の頃に税金について知る機会があるのはとても大事だと思います。また
税理士という職業を知ってもらうことも大切で、今後も続けていけたら良いなと改めて感じ
ました。私自身小学生の子供がいるので特に今回このような機会を頂き感謝しております。

租税教室（京都市立桃山東小学校6年生3クラス） 角谷 雅子
こまさすみ や

まだまだお正月気分の残る１月９日、淀地区（木津川のほとり）の長閑な京都市立美豆小
学校で６年生対象に租税教室講師を体験させて頂きました。
小学生にとっては「税とは？」あまり馴染みもなく、難しい課題なので、何か１つでも

「へー、そうなんだ～」と思ってもらえたら良いなと、ドキドキで臨みました。
マニュアル通りに先ずは、「知ってる税金は？」と訊くと、消費税増税のすぐ後だった事も
あって、「消費税」！　その次にはなんと、「固定資産税」でした。
農家の多い土地柄でしょうか？　意外と家庭での大人の会話を聞いているのですね（笑）
また、税金の重要性について、日本の国家予算が約１００兆円で、殆どが税収と借金（国
債）で構成された円グラフを見せると、「えーっ」っと声が上がっていました。
今回のコロナ禍で連日、国が１００兆円以上の対策費を当てる等の報道に、１人でも反応

をした児童がいたかな？　
いや、やっぱり、持参した１億円見本紙幣のジェラルミンケースしか、印象に残ってないで

しょうか（汗）

ドキドキの租税教室　講師体験 垣中 まゆみ
かき なか

平成２年１月３１日（金）、京都市立小栗栖小学校で小学6年生を対象にした租税教室の
講師をさせていただきました。
租税教室の活発な取り組みを会報誌などで拝見していましたが、実際に講師になるのは初

めてです。事前の研修を受けたり、租税教室を見学させていただいたり、台本を読み上げたり、
１人でリハーサルを何度もして挑みました。ここで笑いが起きる、とか台本に書いてみたり・・・
私はとても緊張する性格なので、手に汗を握りながら事前にリハーサルした通りに台本を
読み始めましたが、笑いどころで滑り、シャイな生徒さんの反応に苦慮したりと、それでも何と
か進めていきました。しかしここで伏兵が登場しました。租税教室に精通している（おそらく、
兄弟姉妹の誰かから聞いている？）生徒さんがおり、全部オチをばらしてしまうのです。これに
は台本ありきで臨んだ私には結構なダメージになりました。
そうなると後は開き直って、租税教室の趣旨である税金の大切さをとにかくわかりやすく、

シンプルに説明することにしました。小学生の生徒さんの反応はシャイですが、きちんと素直
に聞いてくれています。時に鋭い質問も出ます。身近な例を挙げたり、わかりやすい質問にして
みたり、とにかく生徒さんの目線に近づくことが重要だと感じました。
最後は時間配分が足りなくなって駆け足になりましたが、とっておきを最後に披露しまし

た。1億円のレプリカ紙幣です。45分の中で一番盛り上がりました。休み時間のチャイムが
鳴ってもワイワイ1億円で遊んでいました（私も一緒に…）。楽しく学んでいただけたと嬉しく
思います。
初めてのことでご迷惑をおかけしましたが、私にとってもよい経験になりました。ありがとう

ございました。
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支部のホームページが新しくなりました！
伏見支部の先生方には各所でご指導を賜り、衷心より御礼申し上げます。COVID-19という未曾有の感染症が
襲来し、先生方におかれましては、公私共 ご々対応に苦慮されておられることと存じます。ワクチンが開発され、一
日でも早く世界経済が活気を取り戻す日が来ることを祈るばかりです。
さて、萩原政宏支部長の命の下、伏見支部40周年事業のひとつとして、予てより進めて参りましたホームページ
のリニューアルが概ねできて参りましたので、ここにご紹介させて頂きます。

市川 晃
いち かわ あきら

これから我々が使いこなしたいのはこの部分です。
右上の「会員専用ページ」をクリックして頂くと、ユー
ザー名とパスワードの入力が求められますが、これら
は別途お知らせします。それらを入力して頂き、その
下にある「ログイン」ボタンをクリックすると、支部会
員専用ページになります。
左側に「お知らせ」「行事カレンダー」「諸規定集」と

３個のボタンがあります。「お知らせ」は、支部から会
員への周知事項が表示されます。各トピックをクリッ
クして頂くと、その詳細が表示されます。
続いて「行事カレンダー」です。ここに支部研修や厚
生事業等の支部行事が掲出されますので、ご確認頂
く事ができます。更に、支部へ皆さまのメールアドレス
を支部へお届け頂く事により、行事の「新規登録時」
と「更新時」にリマインダー（備忘通知）としてメール
が届きます。ただし、申し訳ありませんが当該カレン
ダーの仕様で、リマインダー送信のタイミングは変更
できませんのでご容赦下さい。
「諸規定集」ページには、支部規約をはじめ、様々
な会則・規則・規程等々を掲出する予定ですが、あま
り膨大な量を保存しても利用されなかったり、管理

が煩雑になったりしますので、その線引きは現在検討
中です。
これらの会員専用ページをご活用頂くことによっ
て、会員の皆さまには便利にご利用頂けると思います。

「会員専用ページ」のログイン画面で、役員専用の
ユーザー名とパスワードを入力頂く事により、別のメ
ニューが追加されます。役員用の「共有情報」「役員

行事カレンダー」「議事録等」ですが、基本的に会員
専用ページと同様ですので、ご案内は省略させて頂
きます。全体的なつくりは、いま主流の縦スクロールタイプ

なので、スマートホンでも閲覧しやすくなっています。
最初に表示される「社会に生きる税　頼れる税理士
で適正申告」というキャッチコピーは、支部会員の公
募から選出された奥野和弘先生の作品です。
下へスクロールしていくと、先ず伏見支部の概要が
表示されます。その下にある、広報誌「伏水」のリンク
をクリックすると、第62号（平成24年夏号）から最新
号までを閲覧して頂けます。もうひとつ会員名簿への
リンクがあり、正会員・法人会員・準会員の事務所所

在地等を公開しています。日税連が運営する税理士
情報検索サイトと同様に、この名簿はコピーや印刷が
できないようにロックしてあります。将来的には顔写
真を入れる等、会員方のご意見･ご要望を頂戴した上
で、随時改訂していきたいと思います。
次に、支部長の挨拶、伏見地域の紹介と、閲覧して
頂く方々に伏見支部をご理解頂けるよう配置しまし
た。また、リンク集のページには、便利に使えるような
サイトを載せましたが、こちらも皆さまのご要望で随
時加除していきたいと思います。

今後は支部でホームページの管理をして頂く事になりますが、伏見支部の広報ツールとして、また会員の利便
性の向上に資するものと考えております。できたてのホームページですので、使い勝手が悪かったり情報が不足し
ている部分も多々あろうかと存じます。今後は支部会員の皆さまでこのホームページを育てていって頂きたいと思
いますので、ご意見・ご要望等をお寄せ頂きたくお願い申し上げます。
先ずはリニューアルしたホームページのご案内まで。

以上

１．トップページ

３．役員専用ページ

２．会員専用ページ
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伏見支部ホームページの新しいＵＲＬは以下の通りです。
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『Web会議』

①Web会議の概要
Web会議はパソコン、スマートフォン、タブレット端末を使用して時間や場所を問わずに【Face to Face】のコ

ミュニケーションができるツールです。
テレビ会議のように高額な専用の機材がないとできないものではないため気軽に始めることができます。

②無償版Web会議の種類
無償版で利用できるものは人数や時間等に制

限がありますが、無償の範囲でも十分に使用でき
ると思います。長時間の会議をされる場合は有償
版をお勧めいたします。

③Web会議の機材事前準備
Web会議を行うためにはウェブカメラが内蔵されたパソコンかスマートフォン、タブレット端末が必要となりま

す。ほとんどのノートパソコンにはウェブカメラが内蔵されていますが、ついていないパソコンの場合には別売りのも
のを購入して頂く必要があります。またマイクやスピーカーがついていないパソコンもありますのでその場合は、ヘッ
ドセットを購入して頂く必要があります。

去る令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言が7都府県に発令されました。そ
の後4月16日に緊急事態宣言が全都道府県に拡大されました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外
出自粛要請、3密回避、ソーシャルディスタンスを余儀なくされました。現在では新しい生活様式が求められ今まで
当たり前だったことが変化していくことに戸惑いを感じながらも私達は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
クライアントの経営を支えるべく様々なツールを活用し、支援していかなければならないと感じています。1918年
に大流行したスペイン風邪も第二波が第一波よりも死亡者数が多かったといわれておりますので、私達も新型コ
ロナウイルス感染症の第二波に備える必要があると考えています。今後また外出自粛、3密回避、ソーシャルディス
タンスが強く求められる可能性もありますので、そのような事態が発生した場合でもクラインアント、職員、私達税
理士同士のコミュニケーションに役立つWeb会議等をうまく活用して頂きたいと思います。今回のコロナ禍で利用
者が急増したWeb会議は今後も利用機会がますます増えると思いますので今回は『Web会議』を取り上げさせて
いただきます。

藤田 雅之
ふじ た まさ ゆき

⑤Web会議の開催方法（zoom利用）

zoomのダウンロードを行い、アカウントを作成します。アカウ
ントの作成時に登録したメールアドレスにメールが届きますので、
メール認証を行って氏名やパスワードを登録します。

④Web会議の参加方法（zoom利用）
Web会議の実際の使用方法についてはzoomを例に説明いたします。他のツールもほとんどが同じような手順

となります。
会議の参加方法は、主催者より下記のようなメールが届きますので、「ミーティングに参加する」をクリックして

頂くだけです。初めて利用される場合にはインストールが必要となります。

アカウントの作成が完了したら、実際にミーティング
を開催します。ミーティングの参加者に招待メールを
送ることで前述のメール（④）が招待者に届きます。ビ
ジネスで利用される場合はスケジュールを作成し、
メールを事前に送る方法で利用されています。

⑥最後に
拙い文章では中 ご々理解頂くのは難しいと思いますので、是非一度お知り合いの方と試して頂きたいと思いま

す。実際にWeb会議を始めてしまえば何も難しいことはありません。
私自身もコロナ禍の折、何度もWeb会議に参加しましたがやはり実際に集まって会議をする方が良いという考

えは変わりませんでした。ただ画面越しにでも顔を見て話ができることで、近くに感じられる部分はあると思いま
す。人と会えない状況でも私達のやらなければならないことは変わりません。今後の事態に備え、先生方のご事業
の一つのツールとして活用して頂ければ幸いです。

（画像出典：zoom）

（画像出典：zoom）
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ちょこっと

かわら版
第7回

ちょこっと

かわら版
第7回 『旅行記』『旅行記』ちょこっと

おき まさかつそうだインドへ行こう
2018年4月３日、足掛け13日間のインド旅行に出発

した。嫁さんに突然「インドへ行ってくる。お前も行く
か？」と聞いたら、「そんなとこ行かへん。それよか、あんた
インドでボラれんときや」との返事だった。
事務所の職員に「インドへ行ってきます」と言ったら、

「先生、無事帰ってきてくださいね。インドは不衛生で、危
険も多い所と聞いていますから」とのなんともやさしい回
答だった。「ウウウっ・・・・（感激）」
日本との時差3時間半、過去に戻ることになる。関空
発インド航空のデリー行きに乗る。乗ってる時間は約8
時間。隣にＪＩＣＡの奨学金を受けて大阪大学大学院で
物理学を勉強しているというインド人の青年と一緒にな
る。日本での学生生活の話を聞いたり、インドとはどんな
とこか聞いたりした。
インド人は優秀で、20掛ける20の九九が、出来るとの

ことを何かで聞いたことがあったので、咄嗟に18掛ける
19は、いくら？と聞いたら、しばらく考えて342と答えた。
インド人は20の九九まで覚えているのか、と聞いたら今
は、そんなことはないとの回答であった。頭の中で
（20-2）×（20-1）を計算したのだという。「なるほど」、と
感心した。
ひと眠りしたら、デリー空港に到着した。不安な、心細
い気持ちで、夜のだだ広い空港内をうろつき、イミグレ
（入国審査窓口）へたどり着く。おそるおそる、パスポート
を差し出す。インド人の管理官はもったいぶって、パソコ
ンになにやら打ち込む。すごく時間がかかる。その間、彼

は隣の同僚に世間話らしい話をして、時間かせぎをして
いる。そして、どこに泊まるのだと私に質問をする。住所
は知らないがと、ホテル名を告げる。そしてインド以外
は、どこの国に行ったことがあるか？などと聞かれる。
やっと、ＯＫになったようだ。目の前にパスポートを
ポーンと放られる。ええ、何て失礼な奴なんだと心の中で
思う。
そして、彼は、首を横にふる（後でわかったことなのだ
が、インド人はＯＫ又はイエスの合図として首を横にふ
る）。
私は、屈辱的にサンキューと言って、ありがたくそれを
受取る。こんな風に、どれだけ人が並んでいても彼らは、
高圧的に、もったいぶって時間をかけて少なくとも10分
ぐいかけて審査する。
税関では、フリーパスで通過した。出口では、予定して

いたインド人ガイドが待っていてくれた。彼と、一歩空港を
出るとそこは想像を絶する、喧騒の世界であった。けたた
ましいクラクションの音、自動車のライト、ビルの無数の
明かり。何を言っているか分からない、インド人のどなり
声、ビュンビュン車が走っている通りを男も女も子供も老
人も、横断場所でもないところをお構いなく渡っていく。
待たしていた運転手の車に乗って第1日目の、ニューデ

リー市内のホテルに到着。翌日は、デリー及びニューデ
リー市内の観光をした。ガンジーが晩年住んでいた家で、
最後に暴漢に暗殺された所がガンジー記念博物館館と
してニューデリーにある。そこへ行った時のことである。

そこで、子供の物乞いに初めて出会った。その子たち
は、幼い小学2年生と3年生ぐらいの弟と姉であった。
まず、目の前に突然、ランニン姿で、はだしの少年が現
れ手を出し物乞いをする。よくみると、その少年には体に
大きな傷跡があった。それは、とても大きな手術跡に見
えた。しばらくすると、その姉らしき少女も出てきて、黙っ
て手を出してくる。二人は顔がよく似ていて姉弟のように
見えた。
私は、少しとまどった後、ポケットの中から少額のル

ピー紙幣を取り出し、1枚ずつ、彼らに渡した。彼らは、何
も言わずに受取る。その後、インド国内でずっと体験した
ことであるが、彼らは、決して「ありがとう」の感謝の言葉
は口に出さない。そして、にこりともしないのが普通であ
る。それは、当然の行為なのである。
ただ、この時は別れ際に姉のほうが車に手をふって、
かすかに微笑んでくれたかのように見えたのが、わずか
な救いであった。
その日の夕方、デリー駅から夜行寝台列車に乗り、ガ

ンジスの沐浴で有名なバラナシへ向けて旅立つ。列車の
窓から見える景色は、どこまでも続く小麦畑で、時折、レ
ンガ造の農家やレンガ工場の煙突が見えたりする。
バラナシでは、夜明け前にホテルを出て、ガンジス河へ

と向かう。すると、突然、赤ん坊を抱いた女性達があらわ
れる。バクシーシ（物乞い）の集団なのである。私は、こん
なときは、お布施を、やるかやらないかなのである。やる
と、決めたら全員にやる、やらないときは誰にも渡さない

と、私は決めている。赤ん坊が手を出してきたので赤ん坊
の手にルピー紙幣を握らせたら、今度は母親が「私にも
くれ」としつこく言ってきた。「これは、子供がもらった分で
私の分はまだもらっていない」というのである。さすがに、
これは、はっきり「ノー」と言って断った。それぐらい、しつ
こいのである。
その後、ブッダガヤ、霊鷲山、ルンビニなどの仏跡をあ

ちこち10日間ほどかけてめぐった。どこの史跡へ行って
も、ほとんどのところで子供の物乞いに出会った。皆、平
日なのに学校へ行かず、物乞いという仕事をしているの
である。同じ子供たちのうちには、カラフルな制服に身を
包んで高級な私学校に通っている子供も多くいるという
のに・・・。
2,500年ほど前にこの地を、釈迦が放浪し、岩屋の下
樹木の陰で瞑想し、明けの明星を見て悟りを開き、衆生に
説法した場所に今、立って。悠久の昔に想像を馳せてみれ
ば、自分はなんと幸福な人間であるかとしみじみ思った。
インドでは、あまりに多くの場所に行き、あまりに多く
の人を見て、めずらしい経験もしたので少ない紙数では
語りつくせない気がする。
結果、嫁さんに言われたほど、大きくボラレルこともな

く。職員の方々に心配されるほど大きな病気をすること
もなく（軽い風邪のような症状と下痢にはなったが、すぐ
に回復し）無事日本に帰国することができたのでした。
そして、一生の思い出となる旅ができたことを、ただ感
謝しているのでした。

沖　勝正

現地の子供たちと（仏陀入滅の地） タージマハル観光

サールナート（仏陀初説法の地） 運転手、ガイド、現地の人
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「夏の思い出、暑さを乗り切る食べ物」を集めてみました。

国税局長表彰
今回、伏見支部に対して大阪国税局長から感謝状を受けました。
受けた理由として、第1に消費税軽減税率制度の導入に際し、支

部が「軽減特化型記帳指導」を新設し、指導等に取り組んだこと。
第2にｅ－Ｔａｘについて、従来のマイナンバーカードを利用するマ

イナンバーカード方式に加え、マイナンバーカードやＩＣカードリー
ダーライターがなくてもe-Taxで申告ができるＩＤ・パスワード方式に
よるスマートフォン・タブレットを利用した確定申告にも積極的に対
応したこと。

第3に租税教育について例年実施している京都すばる高校に加
え、桃山中学校に4名の講師派遣し、さらにこの一月には記事にもあ
りますように6つの京都市立の小学校に講師を派遣し租税教育に力
を注いだこと。

以上のような理由で表彰されたわけですが、今後とも支部の会員
先生のなお一層の御協力をお願いいたします。　　　  （小山 富央）

創立40周年
 伏見支部は、昭和55年（1980年）10月８日に設立総会が開催され、令和２

年（2020年）をもって創立40周年を迎えることができました。これもひとえに

会員先生方のご支援の賜物と心より感謝しております。この創立40周年を記

念いたしまして、会員先生方に置き時計を送付させていただきました。木目模

様で掛けることも置くこともできますし、表面には、温湿度表示に加え、快適度

表示があり、健康管理を応援してくれます。裏面に「伏見支部創立40周年記

念」の刻印を入れました。2099年までフルオートカレンダー機能の付いた電

波時計です。末永くお使いいただければ幸いです。　　　　　　（萩原 政宏）


