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第80号
近畿税理士会 伏見支部
伏見区桃山羽柴長吉東町83-6朝日興産ビル3F

発行人／汐瀬 雅彦
編集人／岩井 啓治

令和３年7月15日、桃山小学校にて租税教室が行われました。
対象は小学校6年生の30名ほどのクラス、講師は我々税理士に対して講

師をされる事もある角谷先生が担当されました。
挨拶ののち、まず税金の種類について、子供達に質問。固定資産税と答え

る子供もいてびっくりしました。ちなみに税金は全部で50種類あるそうです。
次にDVD鑑賞で、テーマは税金のある世界とない世界。ない世界の例えの

一つとして、交番が有料になるっていう話が、ちょっとおもしろかったです。
後半は、小学校と税金の関係についての講義。先生の給与も税金で賄われ

ているというくだりでは、先生が非常に恐縮されていました。また、1億円がど
れくらいの量かを、角谷先生が実際にアタッシュケースと札束を持って説明さ
れるというちょっと意外な講義もありました。

講義の最初には、税金はいらないと言っていた子供達でしたが、最後には
みんな税金は必要なものと理解してくれたようでした。

角谷先生、ご苦労さまでした。
取材 藤田 雄彦（ふじた たけひこ）

桃山小学校 角谷 雅子
すみ や まさ こ

編集後記
会報誌編集は、私にとって人生初の出来事でした。本号が第80号ですので、今後も優に第100号を超

えることを考えると、それに携わることができて大変感慨深いです。正直、仕事の繁忙の他に、私事の育児
と介護が重なったこともあって、広報委員長のお話を断ろうかとも思いましたが、お引き受けして本当に
良かったです。私は、平成17年に伏見支部へ入会しました。そのときの伏水の自己紹介文を何気なしに
書いてしまいましたが、お会いする伏見支部の先生方から「読んだよ」とお声がけいただいて、伏水の影響
力に驚くと同時に感心したことを覚えています。伏水は、伏見支部の先生方にとって必須のコミュニケー
ションツールであることをしっかり認識し、より良いコンテンツを提供できるようにきっちり編集していき
ます。２年間よろしくお願いします。

（広報委員長／岩井 啓治）
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夏も終わりに近づいてまいりましたが、まだまだ残暑厳

しい折から、伏見支部の会員先生方におかれましては、ま

すますご健勝のこととお喜び申し上げます。

この度、支部役員選考委員会のご推挙をいただき、6月

3日に行われました第41回の定期総会で支部長としてご

承認を賜りました。

歴史と伝統のある伏見支部の支部長に就任し、大変

身の引き締まる思いです。役員先生方のご協力を得て、伏

見支部の発展のため精一杯務めさせていただきますの

で、会員先生方はじめ関係各位のご支援・ご協力を賜り

ますようお願いいたします。

私は平成4年に伏見支部で独立、開業しました。特に

準備もしないで自宅で開業しましたので、一年間ほとんど

仕事がなくパジャマ姿でボーッと過ごしていたのを懐かし

く思い出します。初めて参加させていただいた支部例会や

研修会、懇親会で伏見支部の先生方にお声がけいただ

き、いろいろなことを教えていただきました。委員会にも入

れていただいたおかげで、支部活動にもより参加しやすく

なり、その中で税理士として成長していくことができたと

思います。

私は伏見支部の「わきあいあい」とした雰囲気が好き

です。年齢や出身にかかわらず、皆さん仲良く接していた

だけます。また伏見税務署や伏見納税協会の皆様、また

地元金融機関の方たちとも、非常に良好な関係が築けて

います。この関係をさらに発展させていきたいと思います。

さて、新型コロナの感染拡大にともなう未曽有の危機

的状況が一年半たった現在でもおさまる気配がありませ

ん。ほとんどの中小零細事業者は、いままで経験されたこ

とがない経営危機に見舞われています。このような状況

下、われわれ税理士には、顧問先様の良き相談者として、

今まで以上のより親密な関係が求められてきます。　

折しも、新型コロナ経済対策で設けられた「緊急事態

宣言の影響緩和に係る一時支援金」や「事業再構築補

助金」の支援者として、経営革新等支援機関としての税

理士への期待が高まっています。

一方、書面添付制度においては、法人税申告書の添

付割合がいまだ10％にも満たない現状を鑑みますと、制

度が創設された趣旨の周知不足ではないでしょうか。税

理士法第一条に税理士の社会的使命が掲げられていま

すが、同制度を利用し実務面で実践していくのが税理士

の社会的地位向上にとって一番の方策だと思います。

以前に比べると税制も複雑怪奇になっています。事業

承継税制や、組織再編税制等々、条文を読むのさえ大変

です。更に令和5年10月導入予定の消費税のインボイス

制度は税制にとどまらず、世の中の仕組みを大きく変える

事になります。研修会等を通じて的確な情報発信をして

いきたいと思います。

また、10年前に伏見支部で独自に始められた京都府

立京都すばる高校のインターンシップ制度は、税理士試

験の受験者数が激減している昨今、将来を担う学生に、

税理士の魅力を伝える有効な手段ですから、このような

取り組みを拡大していきたいと思います。同時に租税教

育のニーズも高まっています。講師依頼が増加しますの

で、多くの会員先生方にもご協力いただきたいと思いま

す。地域社会の貢献の為、無料記帳相談や税務相談も

実施していかなければなりません。

このように数多くの課題があります。新型コロナの感染

対策の中、非常に制約を受けると思いますが、新執行部

の先生方と協力し、「わきあいあい」の伏見支部を活性化

させていきたいと思いますので、支部会員先生方の温か

いご指導とご鞭撻を賜りますようにお願いいたします。

最後になりましたが、新型コロナの感染予防には、ゆっ

くり休養し、免疫力を高めるのが一番いいとのことです。く

れぐれもご自愛くださいますようお願い申し上げます。会

員先生方のご事業のご発展とご健勝を祈念いたしまし

て、支部長就任のご挨拶とさせていただきます。

残暑厳しい折り、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

命いたしました船越でございます。

伏見支部の諸先生方には、平素から税務行政全般

にわたり、深い御理解と支部を挙げての多大な御協力

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、

一日も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

長きにわたって保たれている」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、誠に光栄に存じますとともに、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、全力を挙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3年目を迎えまし

たが、発生から1年半が経過している新型コ

ロナウイルス感染症への、継続かつ的確な対

応を行っていく必要があります。また、令和5

年10月1日からの消費税「適格請求書等保

存方式（いわゆるインボイス制度）」の導入に

先立ち、本年10月1日から登録申請書の受

付が開始されますが、この消費税の大きな制度改正

に係る周知・広報への取組の推進など、様々な課題を

抱えております。

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、その時々の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、これらの課題への対応や円滑な税務

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益々の御

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　汐瀬 雅彦
しお せ ひこまさ

ごあいさつ 伏見税務署長　船越 正則
ふな こし まさ のり
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伏見税務署幹部紹介
ひとことメッセージ

望月　徹（個人２統括官）

❶彼を知り己を知れば百戦殆からず
❷大谷翔平（取り組む姿勢や気配りがすばらしい）
❸ソロツーリング

稲津功佳（個人３統括官）

❶巧言令色鮮し仁
❷大谷翔平
❸巣ごもり（自宅でトレーニング）

生駒拓也（法人・連絡調整官）

❶無執着、無為自然、動的平衡
❷福岡伸一〔生物学者〕（著書がおもしろかったので、話して

みて考えていることをもっと知りたいと思ったから）
❸ランニング、ワラーチ（ゴム草履）作り、トレッキング

牧野　弘（法人２統括官）

❶人生を大過なく過ごす
❷神様、仏様（願いを聞いて欲しい）
❸愛犬と遊ぶ

正田巧三（局・課二・酒類業調整官（伏見署派遣））

❶聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥（知らないことはそのま
まにせず、何でも聞くことが成長への近道だと思っています）
❷大谷翔平（コロナ禍において、日本に元気をくれる存在だ

から。会いたいというよりも、アメリカへ行って生でプレーを
観戦したい）
❸ＤＩＹ（コロナ禍で外出できなかったので、柵などをＤＩＹし

て楽しんでます）

村田明美（徴収統括官）

❶笑う門には福来たる
❷ドラえもん（ひみつ道具でピンチをチャンスに変えてほしい）
❸スーパー大麦

林　祐子（個人１統括官）

❶一陽来復
❷沖田総司（男前らしいから）
❸道の駅めぐり

山本雅之（個人・連絡調整官）

❶一期一会 ～出会いを大切に～
❷大谷翔平（今、一番話題の人だから）
❸60～80年代のレコード収集

❶好きな言葉・座右の銘　❷会いたい人（その理由）　❸マイブーム

小川美穂（総務課長）

❶一期一会
❷小栗旬
❸いろいろな野菜でナムル作り

船越正則（署長）

❶一期一会
❷学生時代の同級生（自分は、まだ若いと思っていますが、

皆、どのように変わっているのか・・・）
❸ウォーキング（現在は、大阪府下のみですが、以前は、大阪

市の自宅から伏見まで歩いていました）

石倉寛文（管運１統括官）

❶果報は寝て待て
❷20年後の自分（今後の生き方について聞きたい）
❸柴犬

赤井三省（管運２統括官）

❶敬天愛人（天を敬い人を愛すること。西郷隆盛の言葉）
❷西郷隆盛（写真が残っておらず、銅像や肖像画も実際と違

うと言われているため）
❸韓国歴史ドラマ

西川貴昭（酒類指導官）

 ❶初心忘るべからず
 ❷明石家さんま（お笑いで元気をもらえそうだから）
 ❸阪神タイガースの応援

嶋田裕司（副署長）

（新年度に当たっての一言）
　伏見署2年目の勤務となりました。引き続き伏見支部の先
生方とご一緒できるのを嬉しく思います。昨事務年度はコロ
ナの影響でお会いできる機会が少ない中、各方面で多大なる
ご支援、ご協力をいただき、ありがとうございました。この一年
もコロナ禍における確定申告の対応、インボイス制度の円滑
な導入等、課題は多くありますが、引き続きご支援、ご協力を
賜りますよう、よろしくお願いいたします。

❶言葉より行動
❷聖武天皇（私の住まいである奈良を1300年前にタイムス

リップして、平城京と東大寺毘盧遮那仏（大仏さん）をいか
にして作ったか、直接会って聞いてみたい）
❸東大寺修二会（お水取り）研究

辻井元則（法人１統括官）

❶初心忘るべからず
　努力
❷松井秀喜（同郷の石川県民で有名なスポーツ選手だから）
❸温泉巡り

秋山博紀（資産統括官）

❶「やればできる」と思うようにして、テンションを上げている
今日この頃です
❷高校時代の友人たち（コロナで同窓会が開けていないため）
❸グルメ番組を見て、自分でも作れそうな料理を作ること

中村隆浩（法人３統括官）

❶一期一会（今年は二度とないため）
❷亡父（遠方のため、話があまり出来なかった）
❸自宅から枚方市駅まで歩き（約１時間）、お好み焼きを食べ

ながらビールを飲むこと

署　長

船越正則
（大阪派遣庁・監察・主任監察官）

副署長

嶋田裕司
（留任）

総務課長

小川美穂
（留任）

管運１統括官

石倉寛文
（宇治・管運２統括官）

管運２統括官

赤井三省
（留任）

徴収統括官

村田明美
（局・徴収・催告センター主査）

個人１統括官

林　祐子
（豊岡・個人１統括官）

個人・連絡調整官

山本雅之
（留任）

個人２統括官

望月　徹
（今津・管運徴統括官）

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
（留任）

法人・連絡調整官

生駒拓也
（留任）

法人２統括官

牧野　弘
（東・個人４統括官）

法人３統括官

中村隆浩
（留任）

酒類指導官

西川貴昭
（局・課二・調査１主査）

局・課二・酒類業調整官（伏見署派遣）

正田巧三
（留任）

ふな こし まさ のり しま だ ひろ し お がわ ほみ いし くら ひろ ぶみ あか い さん しょう

むら た みあけ はやし ゆう こ やま もと まさ ゆき もち づき とおる 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 まき の ひろし なか むら たか ひろ

にし かわ たか あき しょう だ こう ぞう
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支部役員会
  3.  1.12 第5回役員会 伏見納税協会 出席者数 13人

１．支部役員選考委員選任に関する件（承認）
２．伏見支部創立40周年記念事業に関する件（継続

審議）
３．各委員会報告

  3.  3.19 第6回役員会 清和荘 出席者数 22人
１．第41回支部定期総会に関する件（承認）
２．令和3年度「指定税理士」登録に関する件（承認）
３．伏見支部創立40周年記念事業に関する件（承

認）
４．各委員会報告
５．令和2年分確申期における地区相談会場をふり

返って　　　　
  3.  5.  7 第1回役員会 清和荘 出席者数 23人

１．第41回定期総会案内状に関する件（承認）
２．第41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）
３．第41回支部定期総会式次第に関する件（承認） 
４．令和2年度事業報告書及び決算書に関する件

（承認）
５．令和3年度事業計画（案）及び収支予算（案）に

関する件（承認） 
６．定期総会当日のスケジュールに関する件 
７. 夏季意見交換会中止の件（承認）
８．各委員会報告（承認）

  3.  6.11 第2回役員会 伏見納税協会 出席者数 23人
１．支部規約第31条第1項に基づき業務を分掌する

副支部長及び委員長の選任に関する件（承認）
２．支部長職務代行順位に関する件（承認）  
３．各委員会委員の委嘱に関する件（承認）  
４．相談役等の委嘱に関する件（承認）
５．第3回役員会の日程に関する件（承認）
６．次回合同委員会の日程に関する件（承認）
７．理事会・本会報告
８. 各委員会報告

税務署・支部懇談会
  3.  1.19 第5回 伏見税務署 議長 署長 
　　出席者数（署7人・支部7人）

１．「e-Tax」の利用拡大について
２．所得税の確定申告書等の提出について
３．新型コロナウイルス感染症の影響など、納付困難

な納税者に対する指導について
４．令和2年分確定申告相談会場等にについて
５．令和2年分の路線価等の補正（7月~12月分）に

係る対応について
６．大法人のe-Tax義務化について

７．インボイス制度について
８. 当面の諸問題について懇談

  3.  4.27 第1回 伏見税務署 議長 支部長 
　　出席者数（署10人・支部12人）

１．「e-Tax」の利用拡大について
２．「税理士業務の概況書」の提出について
３．租税教育の推進について
４．納付困難な納税者に対する徴収部門への誘導に

ついて
５．令和2年分確定申告の状況について
６．インボイス制度について 
７．当面の諸問題について懇談

  3.  6.18 第2回 伏見税務署 議長 署長 
　　出席者数（署10人・支部12人）

１．租税教室について 
２．ダイレクト納付について
３．期限内での一括納付が困難な納税者に対する納

付相談・納付指導について
４．令和3年分確定申告期の外部申告会場の開設

（案）について
５．記帳指導の実施について
６．令和3年分の路線価図等の公開日について
７．インボイス制度について
８．当面の諸問題について懇談

  3.  7.27 第3回 伏見税務署 議長 支部長 
　　出席者数（署10人・支部12人）

１．e-Taxの利用拡大について
２．租税教室について
３．期限内での一括納付が困難な納税者に対する納

付相談・納付指導について
４．相続税・贈与税の申告に係るe-Taxの利用につい

て
５．伏見e-Tax連絡協議会について
６．インボイス制度について
７．当面の諸問題について懇談

総務委員会
  3.  4.  9 第1回委員会 清和荘 出席者数 8人

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

  3.  6.25 第2回委員会 清和荘 出席者数 11人
１．令和3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

支部活動報告

第1号議案　　令和2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
　久保美雄総務委員長が、第１号議案について議案書を基に説明を行った。続いて、議長より第１号議案に
ついて質問・意見を求めたところ、特に発言がなかったので、採決を行い、賛成多数で第１号議案は承認可決
された。

第41回定期総会議事録 総務委員会

令和3年６月3日午後2時00分より京都市呉竹文化
センターにおいて第41回定期総会を開催した。

はじめに、小山富央会員が本日の総会の司会者にな
る旨を告げ、続いて汐瀬雅彦副支部長が開会の宣言を
行い、その後、前回の定期総会以降逝去された会員の
冥福を祈り黙祷を行った。

次いで、司会者より本日の総会決議につき、令和3年
５月19日現在の会員総数143人中、本人出席32人、委
任状出席90人、合計出席122人であり、委任状の受任

議長は、以上をもって本支部定期総会の議案はすべて終了した旨を告げ、降壇した。
奥野和弘副支部長の閉会の挨拶を最後に午後3時30分第41回定期総会は終了した。

者についての取扱いを報告し、本日の総会は、有効に成
立する旨報告した。

続いて、司会者は議長の選任について議場に諮った
ところ、「司会者一任」の声があり、香本明彦会員を指名
した。

議長は就任挨拶の後、議事録署名人の選任について
議場に諮ったところ、「議長一任」の声があり、総会議事
録署名人に阿戸能貴会員、岩井啓治会員の２名を指名
して議事に入った。

第2号議案　　伏見支部規約一部改正承認の件
　久保美雄総務委員長が、第２号議案について議案書を基に説明を行った。続いて、議長より第２号議案に
ついて質問・意見を求めたところ、特に発言がなかったので、採決を行い、支部税理士会員の2分の1以上が
出席し、その3分の2以上の多数の会員が賛成し、第２号議案は承認可決された。

第3号議案　　令和3年度事業計画及び収支予算承認の件
　久保美雄総務委員長が、第３号議案について議案書を基に説明を行った。次いで、議長より第３号議案に
ついて質問・意見を求めたところ、特に発言がなかったので、採決を行い、賛成多数で第３号議案は承認可
決された。

第4号議案　　支部役員選任の件
　木戸義人支部役員選考委員長が第４号議案の支部役員選任の件について役員選考の経過説明を行っ
た。次いで、議長は第４号議案については人事案件のため意見を求めず、採決を行い、賛成多数で第４号議
案は承認可決された。

質問者 安居健次会員 質問者 市川晃会員 前支部長 萩原政宏会員 前支部長 萩原政宏会員と
前税務署長 那須活也氏との記念撮影

永年功労者表彰 田中明会員 永年功労者表彰 萩恒夫会員 議長 香本明彦会員 新支部長 汐瀬雅彦会員
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研修委員会
  3.  4.  9 第1回委員会 清和荘 出席者数 7人

１．令和2年度事業報告書作成に関する件
２．令和3年度事業計画（案）作成に関する件
３．令和3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

  3.  6.25 第2回委員会 清和荘 出席者数 8人
１．令和3年度研修計画について
２．令和3年度租税教育について
３．その他当面の諸問題について

税務支援対策委員会
  2.12.10 第3回委員会 書面決議 回答者数 13人

１．令和2年度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

２．令和2年度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．その他当面の諸問題について
  2.12.25

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12人分を伏見税
務署へ提出した。

  2.12.28
令和2年分「確定申告税務支援個人別担当表」を送
付した。

  3.  1.  6
令和2年地区相談会実施計画書を本会に提出した。

  3.  1.  7
伏見税務署で行われた「令和2年分確定申告相談
会」の打ち合わせに委員長が出席した。

  3.  1.11
支部連から「集合型個別指導方式」による記帳指導
の指導担当税理士を4名選任し、支部連へ通知し
た。

  3.  1.12
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。
伏見納税協会2階　
出席者 伏見税務署 署長他3人、会場責任者4人

  3.  1.12
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。
伏見納税協会2階　
出席者 副支部長、委員長、電子申告担当者10人

  3.  1.21
伏見税務署で行われた「令和2年分確定申告相談
会」の打ち合わせに副支部長と委員長が出席した。

  3.  1.30
令和3年度上半期（令和3年4月～令和3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6人を選任し、支部連へ通知した。

  3.  3.26
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

  3.  3.24
令和3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

  3.  4.  8
指定税理士登録のアンケートを送付した。（期限4月
17日）

  3.  4.  9 第1回委員会 清和荘 出席者数 13人
１．令和2年度事業報告書作成に関する件
２．令和3年度事業計画（案）作成に関する件
３．令和3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

  3.  4.14
近畿税理士会に「税務支援従事免除に係る報告書」
を提出した。
従事免除者 10人

  3.  4.14
近畿税理士会に令和2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。

  3.  4.30
近畿税理士会に指定税理士の登録者、税理士100
人、税理士法人10法人を報告した。

  3.  5.  6
支部連から「外国人のためのカウンセリング・ディ
2021」への税務相談の依頼につき担当税理士1人を
選任し、支部連に通知した。

  3.  5.  7
近畿税理士会 支部税対担当者会議（WEB会議）に
出席した。

  3.  5.12
近畿税理士会に「令和2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。

  3.  5.31
令和3年度記帳指導の実施に係る事前アンケートを
送付した。（期限6月8日）　　　　

  3.  6.25 第2回委員会 清和荘 出席者数 13人
１．令和3年度事業計画の実行に関する件
２．税務支援について
３．その他当面の諸問題について

  3.  8.  4
近畿税理士会 支部連税対担当者会議に出席した。

広報委員会
  3.  1.  1

支部報「伏水」第79号を発行した。
  3.  1.29

京都市立醍醐小学校「租税教室」の講師に支部会
員から1人派遣した。

  3.  4.  9 第1回委員会 清和荘 出席者数 5人
１．令和2年度事業報告書作成に関する件
２．令和3年度事業計画（案）作成に関する件
３．令和3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

  3.  6.25 第2回委員会 清和荘 出席者数 7人
１．令和3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

  3.  7.12
インターンシップ受入事務所（4事務所）を京都府立
京都すばる高等学校へ通知した。 

  3.  7.26 第3回委員会 ＷＥＢ会議 出席者数 5人
１．支部報「伏水」第80号の打ち合わせ
２．その他当面の諸問題について

  3.  7.29～30
京都府立京都すばる高等学校の生徒8人をインター
ンシップとして4税理士事務所が受け入れた。

  3.  8.  3 第4回委員会 ＷＥＢ会議 出席者数 6人
１．支部報「伏水」第80号の打ち合わせ

２．その他当面の諸問題について

厚生委員会
  3.  4.  9 第1回委員会 清和荘 出席者数 9人

１．令和2年度事業報告に関する件
２．令和3年度事業計画（案）に関する件
３．令和３年度予算要求に関する件
４．その他当面の諸問題に関する件

  3.  6.25 第2回委員会 清和荘 出席者数 6人
１．令和3年度事業計画の実行に関する件
２．支部旅行に関する件
３．その他当面の諸問題について

綱紀監察委員会
  3.  4.  9 第1回委員会 清和荘 出席者数 3人

１．令和2年度事業報告書作成に関する件
２．令和3年度事業計画（案）作成に関する件
３．令和3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

  3.  6.25 第2回委員会 清和荘 出席者数 3人
１．令和3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
　

支部役員選考委員会
  3.  3.19 第1回委員会 清和荘 出席者数 13人

１．支部役員選考委員会の委員長、副委員長選任に
関する件（承認）

２．支部役員選考に関する件（承認）
３．次回委員会開催日に関する件（承認）

  3.  4.  9 第2回委員会 清和荘 出席者数 15人
１．副支部長選任に関する件（承認）
２．幹事選任に関する件（承認）
３．監事選任に関する件（否決）
４．監事選任に関する件については、候補者3名を選

出し、役員選考委員会の書面決議により諮ること
とする（承認）

  3.  4.12 第3回委員会 書面決議 回答者数 15人
１．監事選任に関する件（承認）
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総務委員会

研修委員会

厚生委員会税務支援対策委員会

委員長　久保 美雄
く ぼ よし お

むら た ひろ と

こ やま さとし

この度の役員改選で総務委員長を仰せつかりま
した久保美雄です。どうぞよろしくお願いいたします。
総務委員会は伏見支部の会務運営の円滑と充
実を図るための事業活動を積極的に推進していくこ
とを使命としております。
この使命を全うするため、ご尽力くださる今回の総
務委員会のメンバーをご紹介させて頂きます。縄田
浩昭担当副支部長を筆頭に、阿戸能貴副委員長、
片岡徹也副委員長、市川晃委員、五十棲裕委員、笹
本弘之委員、金山昌泰委員であります。私を含め総
勢８人です。相談役の木戸義人先生、萩原政宏先

生及び顧問の田中明先生の御智慧を頂戴し、汐瀬雅彦新支部長とともにこれら皆様との盤石な態勢で、支部の会
務執行を行います。
また、総務委員会をご担当いただく監事の先生は谷口貢先生となり、厳しくも温かい目で見守っていただけること

と思います。
不慣れで不行届きな点が多 あ々ろうかと存じますが、伏見支部発展のため、今後ともご指導ご鞭撻賜りますよう
何卒よろしくお願い申し上げます。

委員長　小山 敏

この度の役員改選により、税対委員長を仰せつか
りました小山敏です。本会の税対部員のときは、支部
に無理をお願いしていましたが、これからは支部の
立場で、本会と向き合ってまいります。どうぞよろしく
お願い申し上げます。
今年度の税対委員会のメンバーは、岡本清臣担

当副支部長を筆頭に、岡部智弘副委員長、垣中まゆ
み副委員長、安居健次委員、古瀬英美子委員、北村
建児委員、檜垣和孝委員、佐藤講二委員、吉松大輔
委員、沢田浩彰委員、小松秀行委員、新貝敏雄委員
に私を含めた総勢１３人となっています。

税務支援制度は、「税理士の社会公共性」と「税理士の社会貢献」を基軸とし、税理士制度の維持・発展及び納
税者の利便の向上を目的として創設されました。例年の確定申告時期の税務相談をはじめとする税務支援事業に
加え、今期はインボイス制度の導入が始まります。課税庁からの強い協力要請と納税者の大きな混乱が予想され
ます。税対事業は会員先生皆様のご理解、ご協力がなければ進めていくことができません。税対メンバー全員で協
力して委員会活動を進めてまいりますので、今後とも支部会員先生皆様のお力添えと、ご指導ご鞭撻を賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。

新委員会の紹介と委員長就任の抱負

たか や ほう めい

委員長　村田 裕人

このたびの役員改選により、研修委員長をさせて
いただくこととなりました村田裕人と申します。2020
年の３月に発出された緊急事態宣言以降およそ１
年半にわたって対面式、集合式の研修会を開催す
ることが出来ない状態となっていましたが、ようやく
今年度の秋以降、ウイルスの感染防止策を講じた
上での研修会を再開できる事となりそうです。大変
長らくお待たせいたしました。また皆様とお顔を会わ
せられること、大変楽しみにしております。
とはいえ、今年の研修委員会は例年にはない取り
組みが満載です。感染防止対策として集合研修に
代わる方法として導入されたオンライン、オンデマン

ド研修会ですが、その利便性は非常に高く、今後もこの利用拡大は研修委員会の大きなテーマになると考えていま
す。また、今年から研修委員会に移管された租税教育事業についても、子供達への社会教育の一環として年々需
要が高まってきている実感があり、業界内外からの期待に応えるべく邁進していく必要を感じています。
このような研修委員会ですが、やはり一番の基本は支部会員への有意義な研修活動の実施です。優秀な講師の
先生を選任し、皆様に興味を持っていただける研修会となるように、委員一同活動して参ります。どうぞよろしくお願
いします。

委員長　高屋 豊明

この度、厚生委員長を仰せつかりました高屋豊
明です。どうかよろしくお願いいたします。
２期目ということになりましたが、前期は後半が
コロナで何の活動もできず、不完全燃焼でした。今
期もコロナの状況次第ということになりますが、経
験豊富な委員会の皆さんに支えられながら、何とか
職務を全うしたいと考えております。
今回の厚生委員会のメンバーは、担当副支部長

に新見和也先生、副委員長には三好三枝先生、竹
村祥世先生、委員に香本明彦先生、奥野和弘先
生、そして委員長の高屋豊明を含め総勢６人と
なっております。

厚生委員会の事業目的は、会員先生方の親睦と相互扶助のお手伝いをさせていただくことであろうかと思い
ます。
日常が戻れば、定期総会後の意見交換会を始め、夏季意見交換会、麻雀大会、支部対抗ソフトボール大会、
支部旅行、新年の賀詞交歓会と多くの企画をご用意しますので、会員先生方の多数のご参加をお待ちしており
ます。２年間どうかよろしくお願い申し上げます。

10 伏水 第80号（令和3年8月25日） 11伏水 第80号（令和3年8月25日）



小 山  久 栄
（ 正 会 員 ）

こ やま ひさ え

この度伏見支部へ入会させて頂きました小山久栄と申します。どうぞよろしくお願いします。
会員の皆様には初めましてと言うのがいいのかお久しぶりですと言うのがいいのか迷っているとこ

ろです。
なぜなら10年前までは伏見支部で10年間ほどお世話になっていて顔見知りの先生方も多いか

らです。でも最近登録された先生は初めての方もおられますので初めましてでお話しさせて頂きます。
私は平成10年に伏見で税理士登録をしまして平成24年4月に弟と税理士法人を設立することに

なり枚方支部に移転しました。その後平成27年に事務所を京田辺市の松井山手に移転することに
なり宇治支部に移転しました。
それが令和2年12月に税理士法人の社員を退社することになり、主人の事務所に戻ってくること
になり伏見支部に戻ってきました。
伏見支部　→　枚方支部　→　宇治支部　→　伏見支部　とこの10年間で3つの支部を渡

り歩き放浪の旅に出てた気分です。
この10年は本当に激動でした。円形脱毛症になったり帯状疱疹が出来たりストレス満載の日 で々

した。救急車にも初めて乗りました。
そんなストレスな日 と々お別れして伏見支部に戻ってきましたのでこれからは穏やかな日 を々過ご

したいと思っています。
これから伏見支部の先生方にはお世話になると思いますが夫婦共々広い心で暖かく見守って頂
けると有難いです。宜しくお願い致します。

支部会員の異動（令和2年12月～令和3年7月） 正会員 144人、準会員 11人、法人会員 11社（令和3年7月15日現在）

伏見支部の皆様、はじめまして。この度、伏見支部でお世話になります田中知津子と申します。
私は、この業界に入る以前、一般企業に勤めておりましたが、手に職を付けたいと思い、そこで
働きながら大原専門学校に通い税理士の勉強を始めました。2科目合格後、大阪の税理士法人
で勤務し、結婚を機にここ京都に引っ越してきました。引越し後は、1人目の子供が生まれ、初めて
の育児に右往左往しました。ようやく落ち着き職場復帰したと思えば、すぐに2人目ができて、また
出産育児と奮闘してまいりました。環境が目まぐるしく変わりましたが、その中でも「税理士になる」
という目標を失わず、周りの方 に々助けられながらなんとか税理士資格を取得できました。
京都で生活し始めた頃は、せっかく京都に住んでいるのだから休日は色々出歩こうと思いつつ
早4年、多忙を理由になかなか京都の街を散策できずにいます。もともと出不精な方ですが、さら
に昨年からのコロナの影響で外出もままならない日々が続いています。コロナ終焉後は、京都の歴
史ある名所やグルメ巡りができればと思っております。
また、現在、子供がまだ3歳と1歳なので手がかかりますが、最近運動を兼ねた趣味としてゴル

フを始めたいと思っております。最初は打ちっぱなしに定期的に行き、今年中にラウンドに行くこと
を目標にしております。育児と仕事に日々体力の衰えを感じる今日このごろ、インドア派な私です
が、年齢的にも少しは体を動かしたほうがと実感しております。
税理士になってからはその責任の重さを痛感しました。初心の気持ちを忘れず、謙虚さと日々精
進を心がけて頑張っていきたいと思います。まだまだ若輩者でございますので、伏見支部の皆様に
はご迷惑おかけすることも多 あ々るかと存じますが、何卒ご指導ご鞭撻の程、お願い申し上げます。

田中  知 津 子
（ 正 会 員 ）

た なか ち づ こ

委員長　岩井 啓治

この度の役員改選により、広報委員長を仰せつか

りました岩井啓治です。どうぞよろしくお願い申し上

げます。

今回の広報委員会のメンバーは、中川秀夫担当

副支部長を筆頭に、坂口由美枝副委員長、藤田雄

彦副委員長、東保行委員、小松﨑哲史委員、沖勝正

委員、德山智子委員に私を含めた総勢８人となりま

した。また、支部監事に小山久栄先生をお迎えして、

厳しくも温かいご指導をいただく所存です。

私と副委員長の３人は広報委員の経験はありま

せんが、若手のあり余る体力をもって過酷な取材や

過密な日程を乗りこなしていきます。また、他の委員４人については、広報委員のご経験が豊かな先生をお招きして

いますので、的確なご助言をいただきながら効率的な広報活動を目指していきます。

当年度も前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が懸念され、事業中止による原稿不足に頭を抱え

ていますが、年２回の支部報「伏水」の発行については何が何でも完遂させます。また、前年度は中止となったイン

ターンシップ事業を再開させ、租税教育の推進という税理士の使命を果たしていきます。

まだまだ委員長としても税理士としても浅学非才な身でありますが、今後とも努力してまいりますので、何卒よろし

くお願い申し上げます。

いわ い けい じ

 異動理由 氏名 事務所所在地 電話番号 FAX番号

正会員 転入（宇治より） 小山　久栄 伏見区聚楽町1丁目710番地 075-611-0630 611-0631
 転出（草津へ） 藤田　雅之 滋賀県草津市西渋川2丁目8番35-19号 077-561-5567 
 転入（中京より） 田中　知津子 竹田段川原町170番地 田中明税理士事務所 075-642-8484 642-8499
準会員 退会 水嶋　保 大阪市中央区天満橋京町2-6天満橋八千代ビル別館5階Ｂ号室 06-6360-9880

新入会員紹
介

広報委員会
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広報委員会

令和2年11月13日に日野小学校にて、令和3年1月29日には醍醐小学校にて、租
税教室の教壇に立たせていただきました。今回は、新型コロナの影響で、通常より授
業時間が5分短い中での租税教室でした。
日野小学校では、二度目の租税教室で、少しはリラックスして臨めると思いました
が、時短授業で少し焦りすぎて、逆に予定より早く終わりそうに・・・そこで、設けた質
問タイムでは「どうすれば税理士になれますか～」との質問が。税理士に興味をもって
くれて、とても嬉しい気持ちになりました。また、私の母校、醍醐小学校でのはじめての
租税教室では、講義を引っ張ってくれるほどの税金に詳しい生徒さんがおられ、感心
させられました。
消毒など万全な感染対策のもと、謎のアタッシュケースの中身には、両校ともに盛り
上がり、「なぜ税金はあるのか、税金とは何なのか」などについて、子どもたちに伝えら
れたかなと思います。
今回も、こうした貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。

日野小学校・醍醐小学校 片岡 徹也
やてつかた おか

租税教室（京都市立羽束師小学校6年生2クラス） 角谷 雅子
こまさすみ や

令和２年11月20日にマンモス校である京都市立羽束師小学校の５校時・６校時を担当しました。給食の後で眠たくな
るかと思い最初に模造紙幣１億円を出すと大いに盛り上がりました。消費税率を聞いても１０パーセントと８パーセント
があることや回転寿司も持ち帰って食べると８パーセント、店で食べると１０パーセントなどよく知っている子がたくさん
いて、テレビでの広報がいきわたってるのが感じられました。最後にクイズで小学校１校を建てるのに１３億円かかってい
て１万円札を積み上げると１３メートルになり校舎４階ぐらいの高さになることを言うとすごいという声が聞かれ、担任の
先生が私の給料はほんの数センチと言われるとどっと笑いが出ました。最近の小学生は、よく勉強しているなと実感しま
した。

租税教室(京都市立羽束師小学校６年生)　 小山 富央
おとみこ やま

令和2年12月21日、京都すばる高校にて租税教室の講師を担当させてい
ただきました。講師となるのは２回目です。打合せの時から京都すばる高校さ
まの授業に対する意気込みに驚き、私も自分がこれまで学んできたことを、ぜ
ひ生徒さんにも知ってもらいたい、という気持ちで講師役を務めさせていただ
きました。
不慣れなこともあり、グループディスカッションの時間割が予定より短く

なってしまいました。申し訳ないことです。座学ばかりではつまらなかったこと
でしょう。その後、生徒さんたちの発表会に審査員として参加させていただき
ました。税を通じて社会をよくするため、環境保護、子育て世帯支援、低酸素
社会の実現、防犯対策などなど、さまざまに考案する生徒さんの自由な発想
力に驚きました。しかし傾向として、源泉徴収強化により独身者に厳しい税制
でしたが・・・。社会をよくするために税という資源を有効活用するか、という思
いが強く伝わる、よい発表でした。このような機会はやはり税理士でないとで
きないと感じます。租税教室の講師は大変なところもありますが、学ぶところ
も多い、貴重な体験となりました。

租税教室に参加して 竹村 祥世
よさちたけ むら

令和2年11月20日、京都市立羽束師小学校にて租税教室を実施しました。
まず税理士について質問しましたが、何をする職業かはほとんど知らないようでした。次に税金について質問しました。こち

らは結構色んな税金の種類を答えてくれました。消費税の軽減税率については「おもちゃ付きのお菓子」など消費税10％のも
のは実際は「お菓子付きのおもちゃ」だという事などプロ野球チップスなどを例に挙げ身近なお菓子の話は盛り上がりました。
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てもらいました。最初は税金は無い方が良

い、払いたくないと言っていた生徒も授業後は意識が変わってくれたのではないかと思います。
今後も租税教室を通じて税金の大切さを子供に伝えていけたら良いなと思います。また税理士という職業ももっと知っ

てもらいたいですね。
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