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編集後記
残暑お見舞い申し上げます。厳しい暑さが続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。今年の6

月30日は6月としての観測史上最高気温を更新し、「100年に一度の異常気象」という言葉は、毎年恒例
になりつつあります。

令和4年7月現在、新型コロナウイルス感染症はこれまで小康状態にありましたが、ここにきて増加に転
じ第7波に突入したとされています。また、ロシアのウクナイナ侵攻による資源高や日米の金利差による円
安進行により、物価高騰に歯止めがかかりません。先日には安倍元首相が銃撃され亡くなられました。お
客様を笑顔にするのも税理士の仕事の一つと考えていますが、なかなか厳しい状況が続いています。お客
様に今後の展望を伺いつつ、事業発展に資するような明るい話題を提供していく所存です。伏見支部でも
この下期にはソフトボール大会や支部旅行などの楽しいイベントが盛りだくさんです。伏水もワクワクする
ような紙面でいっぱいにしていきますので、どうぞご期待ください。

（広報委員長／岩井 啓治）

支部連ボウリング大会
楠野 理史
くす の しまさ

とることができ、やはりいいものだなと感じました。
結果発表はフォーチュンガーデン京都にて行われ

ました。惜しくも団体賞はとれませんでしたが、個人賞
で竹村さん、谷口さん、小松さんが入賞され伏見の
テーブルも大いに盛り上がりました。楠野の成績は、参
加が決まってからこそこそ練習に行ったり、当日小松さ
んに的確なアドバイスをいただいたりしたものの一番
中途半端な結果になってしまったので、戦力外通告を
受けなければ次回リベンジしたいと思います。

令和4年7月1日に支部連ボウリング大会が行われ
ました。支部連の恒例イベントでありますが、昨今のコ
ロナ禍の影響により久しぶりの開催となりました。伏
見支部からはプレーヤーとして、汐瀬支部長を筆頭に
小山敏さん、竹村祥世さん、小松秀行さん、谷口純一
さん、楠野が参加、応援団として高屋豊明さん、藤田
雄彦さんに参加いただきました。

ボウリングといえば、ストライクやスペアーを出した
際、メンバー間でハイタッチをして喜びを分かち合うの
が楽しみの一つですが、コロナ禍でどのように立ち回
りしたらよいか気になっていました。プレーが始まる
と、そんな気はよそに従来通りのコミュニケーションを 伏見稲荷大社 本宮祭

三室戸寺 紫陽花

南禅寺 三門 伏見港 伏見みなと橋 通圓 抹茶スイーツ

ガーデンミュージアム比叡 向日葵

祇園祭 長刀鉾

京料理清和荘小山醸造株式会社

令和4年8月25日

第82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

編集後記
残暑お見舞い申し上げます。厳しい暑さが続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。今年の6

月30日は6月としての観測史上最高気温を更新し、「100年に一度の異常気象」という言葉は、毎年恒例
になりつつあります。

令和4年7月現在、新型コロナウイルス感染症はこれまで小康状態にありましたが、ここにきて増加に転
じ第7波に突入したとされています。また、ロシアのウクナイナ侵攻による資源高や日米の金利差による円
安進行により、物価高騰に歯止めがかかりません。先日には安倍元首相が銃撃され亡くなられました。お
客様を笑顔にするのも税理士の仕事の一つと考えていますが、なかなか厳しい状況が続いています。お客
様に今後の展望を伺いつつ、事業発展に資するような明るい話題を提供していく所存です。伏見支部でも
この下期にはソフトボール大会や支部旅行などの楽しいイベントが盛りだくさんです。伏水もワクワクする
ような紙面でいっぱいにしていきますので、どうぞご期待ください。

（広報委員長／岩井 啓治）

支部連ボウリング大会
楠野 理史
くす の しまさ

とることができ、やはりいいものだなと感じました。
結果発表はフォーチュンガーデン京都にて行われ

ました。惜しくも団体賞はとれませんでしたが、個人賞
で竹村さん、谷口さん、小松さんが入賞され伏見の
テーブルも大いに盛り上がりました。楠野の成績は、参
加が決まってからこそこそ練習に行ったり、当日小松さ
んに的確なアドバイスをいただいたりしたものの一番
中途半端な結果になってしまったので、戦力外通告を
受けなければ次回リベンジしたいと思います。

令和4年7月1日に支部連ボウリング大会が行われ
ました。支部連の恒例イベントでありますが、昨今のコ
ロナ禍の影響により久しぶりの開催となりました。伏
見支部からはプレーヤーとして、汐瀬支部長を筆頭に
小山敏さん、竹村祥世さん、小松秀行さん、谷口純一
さん、楠野が参加、応援団として高屋豊明さん、藤田
雄彦さんに参加いただきました。

ボウリングといえば、ストライクやスペアーを出した
際、メンバー間でハイタッチをして喜びを分かち合うの
が楽しみの一つですが、コロナ禍でどのように立ち回
りしたらよいか気になっていました。プレーが始まる
と、そんな気はよそに従来通りのコミュニケーションを 伏見稲荷大社 本宮祭

三室戸寺 紫陽花

南禅寺 三門 伏見港 伏見みなと橋 通圓 抹茶スイーツ

ガーデンミュージアム比叡 向日葵

祇園祭 長刀鉾

京料理清和荘小山醸造株式会社



残暑厳しい折り、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。

6月8日に行われました第42回の定期総会には、多く

の会員先生方にご参加いただき、すべての議案について

ご承認いただきました。新しい執行部にかわって、1年間

何とか無事に支部活動が出来ましたのも、ひとえに支部

会員先生方のあたたかいご支援とご協力をいただけた

おかげだと感謝しております。また役員はじめ執行部の

皆様には、業務多忙の中にもかかわらずご尽力いただき

ました。この場をお借りして改めてお礼申し上げます。

新型コロナの感染状況につきまして、この原稿を書か

せていただいている時点では、徐々におさまりつつあり、

外国人訪日客の拡大といった明るいニュースや、マスク

不要論の声も聞こえるようになってきました。支部でも3

年ぶりに定期総会や意見交換会も再開できました。秋

には鎌倉・箱根方面への支部旅行も企画しております。

今後の新型コロナの感染状況にもよりますが、徐々に以

前の支部活動を再開していきたいと思います。

世間ではDX化が着実に進んできています。令和4年

税理士法改正により第2条の3が新設され、税理士の業

務におけるICT化推進が明確にされたことを受け、近畿

税理士会からも各支部に対して、ICT化に積極的に取

り組むよう要請が来ております。　

伏見支部では情報システム担当の方のご尽力により、

本会からの補助金を活用して必要機材を購入し、

ZOOMアカウントの取得、WEB会議の啓蒙、研修会の

録画配信等に取り組んでまいりました。5月の支部主催

の研修会から録画配信が出来るようになり、研修会に

出席できない場合でも、後日研修を視聴し、受講時間を

登録することができます。6月に行われました定期総会

の様子もテスト段階ですが、ライブ配信できるようになり

ました。

私も以前はWEB会議なんてしたことがありませんで

したが、支部の先生に教えていただきZOOMで会議が

できるようになりました。遠方のお客さんとも移動時間を

使うことなく意思疎通が図れ、こんなに便利なものはな

いと痛感しております。生産性が一気に向上しました。

一部の委員会等でもZOOMを利用したWEB会議がお

こなわれるようになってきました。支部でもアカウントを

とっておりますので、さらに利用拡大していただきたいと

思います。

執行部では、ICT化にそった支部活動を続け、更に発

展していくため、人材の育成を図っていく必要がありま

す。興味をお持ちの先生は、ぜひ情報システム担当の一

員になっていただき、支部のICT化にご協力いただきた

いと思います。

来年10月から開始される消費税のインボイス制度

は、今まで経験したことがない混乱が予想されます。制

度自体は仕入税額控除の取り扱いの変更ですが、事業

者相手の取引が中心の免税事業者にとっては、死活問

題になってきます。税務署や納税協会の皆様と協力し、

対応を検討していく必要があります。

また電子帳簿保存法の改正など、我々の業界を取り

巻く環境は大きな変化にさらされていきます。研修会等

を通じて、皆様の役に立つ情報発信をしていきたいと思

います。

今後とも支部会員先生方のご支援とご協力を賜りま

して、わきあいあいとした中で、伏見支部の活性化と、税

理士の社会的地位の向上に努めていきたいと思います。

　結びにあたりまして、会員先生方の益々のご健勝とご

事業の繁栄を祈念いたしまして、私の挨拶とさせていた

だきます。

残暑の候、皆様におかれましては、益々御清栄のことと

お喜び申し上げます。　　　　　　　　　

この度の定期人事異動により、伏見税務署長を拝命

いたしました雲田でございます。

近畿税理士会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、心より御礼申し上げます。

伏見区は宇治川、桂川などの河川が流れ、水運の拠点

として発展し、かつては「伏水」と表されていたように、良

質な水と豊かな自然とに恵まれており、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

稲荷大社、醍醐寺をはじめ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・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」という良き伝統のある署において、

税務署長として勤務できますことを、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でござ

います。

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。

また、発生から２年半が経過している新型コロナウイル

ス感染症については、現在も感染が収束せず、継続的な

対応を行っていく必要がありますが、我 と々いたしまして

は、このような急激な社会情勢や経済活動などの変化に

も柔軟に対応し、「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」という国税庁の使命を果た

し、任務である内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収

の実現等を図るため、伏見税務署員が一丸となって最善

を尽くしたいと考えております。

本年度におきましても、「インボイス制度の円滑な実

施」、税務行政のデジタル・トランスフォーメーションの推

進に向け「e-Tax及びキャッシュレス納付の利用拡大」等

に努めてまいりますが、これらの任務を実現するために

は、皆様方の御理解と御協力が不可欠であります。どうか

今後とも、税務行政に対する一層の御支援を賜りますよ

う心からお願い申し上げます。

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、並びに御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　雲田 泰弘
くも だ やす ひろ
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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妻の御朱印集めの運転手・ソロツーリング
❷何か物づくりに関わる仕事をしてみたい。
❸健全な税務行政を担うパートナー

上久保晴樹（個人３統括官）

❶山の実家で一人暮らしの母親の、一週間分の聞き相手
　たまに、バイクでツーリング、我がストレスの発散
❷おそらく見地が広くカッコいい、渡り鳥のツバメ
❸信頼のある税のプロ、切磋琢磨の良き間柄

岸村真人（法人・連絡調整官）

❶息子のサッカーの試合観戦
❷サッカー選手を目指して小学生からサッカーをしたい
❸チームメイト

牧野　弘（法人２統括官）

❶愛犬と遊ぶ
❷外科医になって病気を治す
❸良き隣人

高田浩光（局・課二・酒類業調整官（伏見署派遣））

❶時節の観光、釣り、スキー
❷人間
❸同じ税務の仕事の良きパートナーで頼れる存在です。
　また会合等でご一緒できる機会を楽しみにしております。

村田明美（徴収統括官）

❶新しい乳酸飲料探し
❷リラックマ（みんなに癒しを与えたい）
❸仲間

林　祐子（個人１統括官）

❶ゴロゴロしながらテレビで情報収集
❷鷹
❸税務職員として成長するためのアドバイザー

前野良輔（個人・連絡調整官）

❶散歩・テレビでプロ野球観戦
❷また日本で生まれて平和に暮らしたい
❸税を共に支えるパートナー

❶休日の過ごし方　❷もし生まれ変わったら　❸ずばり税務職員にとっての税理士とは

長尾義治（総務課長）

❶もっぱら子供たちと遊んでいます
❷人の命を救う医師
❸同じ使命を持ったよきパートナー

雲田泰弘（署長）

❶ランニングや登山、家庭で過ごすときは料理
❷もう一度、自分の人生を歩んでみたい
❸切磋琢磨するパートナー

石倉寛文（管運１統括官）

❶柴犬と散歩
❷お金の要らない平和な世界を実現したい
❸もちろん、よき理解者、協力者です。
 「キャッシュレス納付」よろしくお願いします！

佐川優子（管運２統括官）

❶子育てがひと段落つくと待ったなしで親の介護が始まりま
した。ここ数年、休日の１日は実家に帰り、掃除・洗濯・買い
物などをしています。
❷魔女になりたい。外見は魔女の宅急便のキキのようにかわ

いく、ピンチの時は魔法を使って困難をすべて克服したい。
❸納税者の利便性向上と課税・徴収の効率化を目指し、高

度な専門性を持つ税理士は、税務職員にとって良き理解
者であり、協力者です。

西川貴昭（酒類指導官）

❶ドライブしたり、スーパー銭湯に行ったりして、ゆっくり過ご
しています。
❷アスリートになれたらいいなあと思います。
❸適正公平な課税を実現するためには、税理士の先生方の

協力が不可欠だと思いますので、税務職員にとって税理士
の先生方は無くてはならない存在です。

三木茂樹（副署長）

（新年度に当たっての一言）
　初めての京都勤務が、歴史と伝統と自然あふれる伏見の地
であることに喜びを感じております。まだまだコロナ禍が収まら
ない状況ですが、伏見支部の皆様と十分に意思疎通を図っ
ていきたいと考えております。前事務年度に引き続き、署務運
営に深いご理解と多大なる協力を賜りますよう、よろしくお願
いいたします。

❶スポーツジムで適度な運動をした後、録画したテレビドラマ
を一気に見る
❷もう一回最初から税務職員をしてみたい
❸ルートは違えど同じゴールを目指す仲間

吉田さゆり（法人１統括官）

❶散歩
❷翼がほしい
❸なくてはならない存在

山下紀昭（資産統括官）

❶配信動画サイトの視聴
❷医者
❸納税者の税への意識向上のための仲間

越坂秀彦（法人３統括官）

❶ポメラニアンとまったり
❷クリスティアーノ・ロナウドか藤井聡太
❸立場は違えど、共に歩む者。良き理解者

署　長

雲田泰弘
（浪速・署長）

副署長

三木茂樹
（大審神戸・副審判官）

総務課長

長尾義治
（大津・法人１統括官）

管運１統括官

石倉寛文
（留任）

管運２統括官

佐川優子
（茨木・菅運３統括官）

徴収統括官

村田明美
（留任）

個人１統括官

林　祐子
（留任）

個人・連絡調整官

前野良輔
（査察15・査察官）

個人２統括官

望月　徹
（留任）

個人３統括官

上久保晴樹
（堺・情報技術専門官）

資産統括官

山下紀昭
（八尾・資産２統括官）

法人１統括官

吉田さゆり
（西淀川・総務課長）

法人・連絡調整官

岸村真人
（伏見・総務課長補佐）

法人２統括官

牧野　弘
（留任）

法人３統括官

越坂秀彦
（東・特官(法）付連調官）

酒類指導官

西川貴昭
（留任）

局・課二・酒類業調整官（伏見署派遣）

高田浩光
（姫路・総務課長）
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むら た みあけ はやし ゆう こ まえ の りょう すけ もち づき とおる うえ く ぼ はる き

やま した のり あき よし だ きし むら まさ と まき の ひろし こし さか ひで ひこ

にし かわ たか あき たか た ひろ みつ
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支部役員会
  4.  1.  7 第5回役員会 書面決議 回答者数19人

１．令和4年1月21日開催予定の伏見支部新年賀詞
意見交換会を中止することについての賛否（賛成
19人）

  4.  1.13 第6回役員会 伏見納税協会 出席者数26人
１．伏見支部危機管理細則改正に関する件（承認）
２．伏見支部規約一部改正に関する件（承認）
３．研修会ＷＥＢ配信にかかる機器購入に関する件

（承認）
４．確定申告における独自事業の開催に関する件

（承認）
５. 各委員会報告

  4.  3.18 第7回役員会 清和荘 出席者数27人
１．滞納支部会費徴収整理細則改正に関する件（承

認）
２．令和4年度「指定税理士」登録に関する件（承認）
３．各委員会報告
４．令和3年分確申期における地区相談会場をふり

返って
  4.  5.10 第１回役員会 清和荘 出席者数28人

１．令和３年度事業報告書及び決算書に関する件
（承認）

２．令和４年度事業計画(案)及び収支予算(案)に関
する件（承認）

３．第42回支部定期総会式次第に関する件（承認）
４．第42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. 次回役員会および合同委員会の日程等に関する

件（承認）
７．各委員会報告

  4.  6.23 第２回役員会 清和荘 出席者数27人
１．研修会・定例会並びに夏季意見交換会に関する

件（承認）
２．次回以降の役員会等の日程に関する件（承認）  
３．各委員会報告

税務署・支部懇談会
  4.  1.20 第6回 伏見税務署 議長 署長 
　　出席者数（署10人・支部13人）

１．令和3年分確定申告相談会場等について
２．確定申告期における申告書一括提出コーナーの

廃止について
３．租税教室について
４．インボイス制度について

５．当面の諸問題について懇談
  4.  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．ダイレクト納付について
５．令和３年分確定申告の状況について
６.成年年齢引下げに伴う資産税関係法令の主な改

正について
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

  4.  6.17 第２回 伏見税務署 議長 署長 
　　出席者数（署10人・支部9人）

１．租税教室の講師派遣について 
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．記帳指導の実施について
５．令和4年分の路線価図等の公開日について
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 

  4.  7.26 第３回 伏見税務署 議長 支部長 
　　出席者数（署10人・支部13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
  4.  4.  8 第１回 清和荘 出席者数11人

１．令和3年度事業報告書作成に関する件
２．令和3年度決算書作成に関する件
３．令和4年度事業計画(案)作成に関する件
４．令和4年度収支予算(案)作成に関する件
５．令和4年度予算要求に関する件
６. 支部HP記載事項に関する件
７．その他当面の諸問題について

  4.  6.23 第２回 清和荘 出席者数11人
１．令和4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3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42回定期総会議事録 総務委員会

令和4年6月8日午後4時30分より京都税理士会館3
階京税ホールにおいて第42回定期総会を開催した。

はじめに、岩井啓治会員が本日の総会の司会者になる
旨を告げ、続いて縄田浩昭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4年5
月20日現在の会員総数150人中、本人出席63人、委任
状出席62人、合計出席125人であり、委任状の受任者に

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。
岡本清臣副支部長の閉会の挨拶を最後に午後5時45分第42回定期総会は終了した。

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、市川晃会員を指名した。

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、片岡徹也会員の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150名の2分の1
以上の125名が出席し、その3分の2以上の125名の会員が賛成し、第2号議案は承認可決された。

第3号議案　　伏見支部滞納支部会費徴収整理細則一部改正承認の件
　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　　令和4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4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4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4号議案は承認可
決された。

出席者 林光伸会員 前税務署長 船越正則氏 総会の様子

議長 市川晃会員 司会者 岩井啓治会員支部長 汐瀬雅彦会員 出席者 松本慶子会員 出席者 萩恒夫会員

出席者 幡山玲子会員
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研修委員会
  4.  1.21 第５回研修会 出席者数58人

テーマ　憲法学者が語る
　　　  「ここが変だよ、日本の憲法」
講師　城西大学　准教授　小野　義典　氏　
会場　京都税理士会館

  4.  4.  8 第１回委員会 清和荘 出席者数７人
１．令和３年度事業報告書作成に関する件
２．令和４年度事業計画(案)作成に関する件
３．令和４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

  4.  5.25 第１回研修会 出席者数31人
テーマ
１．相続時に発生する家じまい
　～遺品整理より生前整理～
講師　株式会社スリーマインド　代表取締役
　　　屋宜　明彦　氏
テーマ　
２．南極観測越冬隊の一年間
　～調理担当越冬隊が見た南極～
講師　第38次45次日本南極地域観測隊昭和基地
　　　調理担当越冬隊　北田　克治　氏
会場　京都税理士会館

  4.  6.  8 第２回研修会 出席者数70人
テーマ　変わり続ける資産税のあれこれ
～相続贈与一体課税から小規模宅地の特例まで～
講師　税理士　尾藤　武英　氏
会場　京都税理士会館

  4.  6.15　
京都市立羽束師小学校「租税教室」の講師に支部
会員から３人を派遣した。

  4.  6.21　
京都市立藤ノ森小学校「租税教室」の講師に支部会
員から３人を派遣した。

  4.  6.23 第２回委員会 清和荘 出席者数９人
１．令和４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

  4.  6.30　
京都市立伏見南浜小学校「租税教室」の講師に支
部会員から３人を派遣した。

  4.  7.21 第３回研修会 出席者数64人
テーマ　これからの職業会計人に求められること
講師　公認会計士　弓削　一幸　氏
会場　京都税理士会館

税務支援対策委員会
  3.  9.  3

令和３年度記帳指導に関する説明会を開催した。
  3.10.10

令和３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）

  3.12.  7
伏見納税協会会員等に対する年末調整相談会担当
税理士２人を選任し、伏見納税協会へ通知した。

  3.12.  9
「令和３年分確定申告期の相談会場等用のPRツー
ル等の利用について」の照会票を近畿税理士会に通
知した。

  3.12.16
近畿税理士会の支部税対担当者ウェブ会議に委員
長が参加し、情報の収集を行った。

  3.12.  1 第３回委員会　伏見納税協会 出席者数12人
１．令和３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３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．令和４年分確定申告期における協議派遣承認の

件
４．その他当面の諸問題について

  4.  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、代理送信担当者リスト及び
税務支援用電子申告開始届出書18人分を伏見税
務署へ提出した。

  4.  1. 12
令和３年分「確定申告税務支援個人別担当表」を送
付した。

  4.  1. 13 
地区相談会責任者会議を開催し、会場運営につい
て協議した。
出席者 伏見税務署 署長他３人、会場責任者４人（於：伏
見納税協会２階）

  4.  1. 13 
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、代理送信担当者への実施要
領説明会を開催した。
出席者 副支部長、委員長、電子申告担当者７人（於：伏見
納税協会２階）

  4.  1.14
「地区相談会場及び署外会場に関する報告様式」を
近畿税理士会へ送付した。

  4.  1.20 
「抗原検査キット送付希望票」を近畿税理士会へ送
付した。

  4． 1．25
蔓延防止措置発出の決定に伴い、独自事業の中止
を決定。伏見支部ホームページへの掲載、会場の中
止ポスターの掲示により周知した。

  4.  1.29 
独自事業の中止の決定を近畿税理士会に報告した。

  4.  2.  2
支部連から京都税務相談センター相談担当者割当
の依頼につき担当税理士を８人選任し、支部連へ通
知した。

  4.  2.10
「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。

  4.  2.10
「新型コロナウィルス感染者急拡大による税務支

援事業への対応について」を近畿税理士会へ送付
した。

  4.  2.21 
「特定感染症危険補償特約付き傷害保険の保険金
請求方法等について」を従事税理士に送付した。

  4.  2.25 
「インボイス制度」の周知依頼を会員に送付した。

  4.  3.17 
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。

  4.  4.  8 
指定税理士登録のアンケートを送付した。（期限4月
21日）

  4.  4.  8 第1回委員会 清和荘 出席者数13人
１．令和３年度事業報告書作成に関する件
２．令和４年度事業計画(案)作成に関する件
３．令和４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

  4.  4 29 
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12人

  4.  5.  6
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。

  4． 5． 9 
近畿税理士会 支部税対担当者会議（WEB会議）に
出席した。

  4． 5．13 
近畿税理士会に令和3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。

  4.  5.17
「確定申告相談の従事義務違反該当会員」がなかっ
た旨を近畿税理士会に報告した。

  4.  6.15 
「記帳指導担当税理士」7人を伏見税務署、近畿税
理士会に報告した。

  4.  6.17　
「協議派遣事業に関するアンケート」を近畿税理士
会に回答した。

  4.  6.23 第2回委員会 清和荘 出席者数13人
１．令和4年度事業計画の実行に関する件
２．令和４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に関する件
３．その他当面の諸問題について

  4.  8.  5
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
  4.  1.  1

支部報「伏水」第８１号を発行した。
  4.  1.  6 第８回委員会 ＷＥＢ会議 出席者数４人

１．支部報「伏水」第８２号の打ち合わせ

２．その他当面の諸問題について
  4.  4.  8 第１回委員会 清和荘 出席者数６人

１．令和３年度事業報告書作成に関する件
２．令和４年度事業計画（案）作成に関する件
３．令和４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

  4.  6.23 第２回委員会 清和荘 出席者数５人
１．令和４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

  4.  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。

  4.  7.26 第３回委員会 ＷＥＢ会議 出席者数6人
１．支部報「伏水」第８２号の打ち合わせ
２．その他当面の諸問題について

  4.  7.28～29
京都府立京都すばる高等学校の生徒9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。

  4.  8.  4 第４回委員会 ＷＥＢ会議 出席者数5人
１．支部報「伏水」第８２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
  4.  4.  8 第１回委員会 清和荘 出席者数７人

１．令和３年度事業報告書作成に関する件
２．令和４年度事業計画（案）作成に関する件
３．令和４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

  4.  6.  8　　
定期総会意見交換会を実施した。
出席者数64人

  4.  6.23 第２回委員会 清和荘 出席者数７人
１．令和４年度事業計画の実行に関する件
２．支部連ボウリング大会の件
３．支部旅行に関する件
４．その他当面の諸問題について

  4.  7.  1　　
支部連ボウリング大会に参加した。
出席者数８人

  4.  7.21　　
夏季意見交換会を実施した。
出席者数61人

綱紀監察委員会
  4.  4.  8 第１回 清和荘 出席者数3人

１．令和3年度事業報告書作成に関する件
２．令和4年度事業計画（案）作成に関する件
３．令和4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

  4.  6.23 第２回 清和荘 出席者数3人
１．令和4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
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杉 本  高 男
（ 正 会 員 ）

すぎ もと たか

新入会員紹
介

お

令和3年12月に中京支部から伏見支部に転入致しました杉本高男と申します。どうぞよろしくお
願い致します。
以前、伏見支部には平成3年から平成7年まで入会しており、その間お世話になりました先生方も

たくさんおられ、懐かしく感じております。私自身60才を一区切りに自宅に近い伏見の地で事務所を
構え開業当時の気持ちを忘れずに頑張りたいと考えております。作家の菊池寛さんの「無事之名馬」
という言葉がありますが、長年こつこつと真面目に業務を遂行することで駄馬から名馬になれると解
釈し、健康に留意して少しでも永く現役であり続けたいと思っています。
最近では藤井聡太さんの活躍で将棋の面白さを再認識し、自分も指してみたいと思うようになり、

スマホの無料の将棋ゲームソフトでどこでも気軽に楽しんでおります。また競馬の観戦も以前から趣
味にしていて、京都競馬場が近くにあることから足を運んで迫力を満喫するのがストレス発散になっ
ていました。ただ、現在は改修工事中で開催がありませんのでテレビ観戦で我慢しております。
コロナ禍が収まりましたら、伏見支部の行事にも積極的に参加して行きたいと考えておりますので

伏見支部の先生方にはお世話になる事と思いますので、今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願い致し
ます。

皆様、はじめまして。2022年1月に伏見支部に入会させて頂きました谷口純一と申します。
どうぞ宜しくお願い致します。
私は京都生まれ京都育ち、中学高校時代はラグビーに明け暮れていました。大学で心機一転

公認会計士を目指し、監査法人で7年間、財務コンサルティング会社で3年間、監査業務や事業
再生業務を通して経営改善支援に取り組んできました。
「地元京都でより身近なパートナーとして経営者の方に信頼され伴走できる専門家になりた
い」、そんな思いから2021年12月より父の経営する会計事務所で所属税理士として活動を開
始、現在に至ります。
現在二児の父親で趣味は筋トレとキャンプです。
筋トレは2019年ラグビーW杯の熱狂以来、学生時代に抱いていた強さへの憧れが再燃し、テ

レワークで通勤時間が無くなったことも相まって3年ほど継続しています。会計、税務のサービス
はなかなか自分の成長を見える形で確認できませんが、使用重量の上下や、体つきの変化など目
に見えて成長を実感しやすいことが良い点かと思います。自分と向き合う時間にもなり、今では
ワークライフバランスを保つ大事な時間となっています。
キャンプは友人の影響で去年真冬にデビューしたのですが、寒空の下で焚火を囲んで食べる

温かい料理がとにかく絶品でぜひ皆様にも一度経験して頂きたいです。ただし、自然が相手です
ので夜の寒さを見誤ると命の危機にさらされます。自然の驚異には十分ご注意ください。また、夏
は涼しく、冬は暖かい当たり前の現代の生活がいかに豊かであるかを思い知らされ、「足るを知
る」ぜいたくな時間でもあります。もう少し大きくなったら子供も連れていければと考えています。
いま企業経営はあらゆるリスクと環境変化への対応が求められており、それと同時に税理士や

公認会計士に対する期待も従来から少しずつ変化してきていると感じています。企業経営や個人
の生活に寄り添うという“税理士らしさ”の良い点を見習いつつ自分の強みを磨き、顧客の本当の
ニーズは何なのか常にアンテナを張り、変化へ対応することでお客様も税理士業界も自分自身も
成長につながるような仕事をしていきたい所存です。
とりとめのない自己紹介を長 と々失礼致しましたが、今後とも皆様のご指導ご鞭撻のほど宜しく

お願い致します。

谷 口  純 一
（ 正 会 員 ）

たに ぐち じゅん いち

松 本  敏 英
（ 正 会 員 ）

まつ もと とし ひで

この度、伏見支部にお世話になることになりました松本敏英です。どうぞよろしくお願い致し

ます。

我が家は、妻と亀との三人（匹）暮らしです。亀の名前は「ガメ」、なんともいい加減な名前で

すが、飼い主に似て（?）なかなかの男前（しっぽが短いのがオスだそうです）です。

彼がうちにやってきたのは、娘が中学一年の時、部活の朝練で桃山御陵に行ったとき、見つ

けて連れて帰ってきました。

ポケットに入るくらいに小さかった彼も、今では当時の5倍、20センチくらいになり、水槽も3

回大きくしたので掃除もかなり大変です。

その水槽を掃除するのがいつからか私の役目になってしまい、毎週末には一苦労が待って

います。

しかし、私がいつも水槽を締麗にしてやっているのがわかっているのか、仕事から帰ると、「お

帰り、ご苦労さん」と言わんばかりに喜んで寄ってくるので、一人で満足しています。

彼は「ニホンイシガメ」で、我が家にきてもう35年、推定年齢は40歳を超えているはず、石亀

の寿命は30年前後だそうですが、いたって元気で食欲旺盛です。

また、数年前から、どういうわけかエサが欲しいとき、歯を「カチカチ」と鳴らすようになり大変

驚いています。

クシャミをしたり、大きなあくびをしたり、目をパチパチさせたりと、かわいい仕草をしてくれる

彼に、私達老夫婦はとても癒されている今日この頃です。

長 田  敦 史
（ 正 会 員 ）

おさ だ あつ し

この度、門真支部から転入してまいりました長田淳史と申します。

昨年7月に国税の職場を退官し、8月末の税理士登録とともに先輩の事務所で所属税理士

として修業させていただいておりましたが、この度、独立開業する運びとなりました。

国税の職場では、主に法人税関係の仕事をしてきました。総務関係の仕事も多かったので、

退職の少し前に勤務した税務相談室の仕事（主に法人税、消費税、印紙税の担当）は、消費

税の税率引上げ等があった時期でしたので大変な目にあいましたが、今思えば税法と実務に

向き合う大変よい機会となりました。

私は京都市北区の出身で、伏見区には昭和60年の結婚と同時にやってまいりました。以来、

宿舎2か所と現居宅で伏見区に37年ほどお世話になっていることになります。北区の実家周辺

も神社仏閣が多かったのですが、ここ伏見も負けず劣らず名所が多く点在しており満足してい

ます。日課のウォーキングでは伏見稲荷大社と東福寺の参拝をしています。

趣味というのはほとんどないのですが、未だにサッカーを現役でやっております。高校のOB

会のシニアチームで、京都フットボールリーグの50歳以上のシニアリーグで試合をしています。

3歳上の先輩が止めるまではと続けていれば、この年まで続けるはめになりました。年間7試合

程度のサッカーですが、ボールを蹴ることでストレス発散になっています。

税理士業はまだまだ駆け出しですが、今までの経験を生かして精一杯頑張っていきたいと思

います。

伏見支部の先生方には、今後何かとお世話になることが多いかと思いますが、何卒ご指導、

ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

最後に、吉本興業のチョコレートプラネットの長田庄平君は私の従兄の息子です。皆様応援

方よろしくお願いいたします。
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支部会員の異動（令和3年12月～令和4年6月） 正会員148人、準会員10人、法人会員11社（令和4年6月25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 転入（中京より） 杉本　高男 深草堀田町10番1号京阪藤の森ビル6階 075-641-1300 641-1331
 入会（所属開業） 谷口　純一 深草北蓮池町908 075-641-2859 642-4186
 転入（福島より） 松本　敏英 風呂屋町275番地Hills赤い鳥304号 075-888-6623 888-7538
 転出（下京へ） 中島　孝一 京都市南区久世中久世町1丁目73番地 075-932-2828
 事務所 京都経営ネットワーク 墨染町741番地梅本ビル1階
 事務所 村田　裕人 墨染町741番地梅本ビル1階
 事務所 坂口　由美枝 墨染町741番地梅本ビル1階
 転入（草津より） 清水　健司 鍋島町7番地3SONOMA201号 080-9094-6357
 転入（門真より） 長田　淳史 深草坊町16番地5 075-634-8148 643-8149
 転出（南へ） 久内　圭介 大阪市中央区上汐2丁目5番24号 
 退会（業務廃止） 足立　修平 桃山最上町55番地パデシオン丹波橋103号 090-4641-4463
準会員 入会（東） 杉村　博司 大阪市中央区谷町1丁目3-17おおきに大手前ビル401号室 06-4397-4811 4792-7497
 退会 道家　人道 大阪市北区太融寺町2丁目22梅田八千代ビル6階 06-6366-5366
 退会（死亡） 田中　順夫 大阪市中央区鎗屋町1丁目1番3号4階401号 06-6910-8737
 退会 高島　康朗 西宮市鳴尾町5-5-11 0798-46-4376
 入会（枚方） 平松　千二 大阪府枚方市南中振2-60-1-708 090-6058-6601
 事務所 杉村　博司 大阪市中央区釣鐘町1丁目6番6号大手前ヒルズ209号室 06-4397-4811 4792-7497

平素は、支部の厚生事業にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
今年も「支部対抗ソフトボール大会」が実施されます。多くの先生方のご参加をお待ち致しております。優勝目

指して頑張ります！！
また、今年の支部旅行は、大河ドラマでも話題の「鎌倉・熱海・箱根」です。

　　　令和4年  9月17日（土） 支部対抗ソフトボール大会
　　　令和4年10月14日（金）～15日（土） 支部旅行

今年も委員一同、支部の会員先生方の親睦をより深めていただきますよう諸事業を企画して参りますので、今
後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

厚生委員会からのご連絡です!!

伏見支部の皆様、はじめまして。

この度、草津支部から伏見支部へ転入してまいりました清水健司と申します。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

私は、大阪局普通科49期生として国家公務員（税務）採用され、平成30年間を国税局、税務

署で過ごし、令和元年7月に退職、税理士登録しました。税理士初年度は国税OBの先輩の事務

所で慣れない会計ソフトの入力、顧問先往訪等、実務経験を積ませていただきました。翌2年7月

に独立し、個人事務所を立ち上げました。先輩の事務所に勤務していた時と違い、色 な々面で不

安を感じていましたが、国税OBの先輩後輩税理士の方々にご助力いただきながら日々邁進して

まいりました。草津で開業したのも後輩税理士の勧めがあったからです（草津税務署にも勤務し

ていたので地理感もあったので快諾しました。）

しかし、引っ越しを機に自宅のある伏見区に事務所を構えることとなり、この度の伏見支部への

転入となりました。（もともと京都市在住で、伏見区内での引っ越しすることになりました。）

3月下旬に引っ越しをしたため、確定申告期と重なり、ハードスケジュールとなりましたが気力

体力で乗り切りました。個人事務所開設後、初めて申告期限が延長されなかったのでかなり厳し

いスケジュールとなりましたが、その中でやり抜けたことは一人で仕事をしていく上での大きな自

信となりました。しかし、その反面、体力的にはかなりしんどく感じている自分もいました。最近は肩

こり等もひどくなり、接骨院に行きたいと思う日 で々す。（整復師さんからは、人と比べるとかなり重

度であり、すぐに筋肉等が固まってしまうため回数を重ねてきてくださいと言われていますが、なか

なか行けない日 で々す。）

この原稿を執筆しながら、改めて、今の自分を見つめ直してみると、「やり始めるとオンモードに

なってしまい、際限なくやってしまう性分でメリハリのない日々を過ごしているな」と反省しきりで

す。プライベートも仕事も身体が資本なので、上手に時間調整をして接骨院に通ったり、子供との

時間を大切にしたりと精神的、肉体的にも健康でいられ、穏やかな日 を々過ごせるようメリハリの

ある生活をしようと思います。

税理士としては若輩者ですが、仕事には誇りを持って、誠心誠意取り組んで参りますので今後

とも、皆様のご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

清 水  健司
（ 正 会 員 ）

し みず けん じ
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研修委員会

今回も楽しかった租税教室
令和3年11月30日に、京都市立羽束師小学校で、租税教室を行ってきました。約1年振りの租税教室は、少し緊張しま

したが、積極的に授業に参加してくれる子どもたちのお陰で、とてもスムーズに授業を進めることができました。
「どんな税金を知っていますか？」の質問には、「消費税」「所得税」などのほかに、「固定資産税！」という声も。よく知って

いる子どもたちに感心させられました。ビデオ鑑賞では、「税金がないと、普段の生活にこんな
にお金が必要なのだね」と、みんな真剣に考えてくれました。授業のは
じめ、「消費税はあった方がいいとは思うけど、払いたくはないかな」と、
話していた子どもたちも、授業の終わりには、「税金は払ってもいい！」と
言ってくれて、素直な子どもたちの反応がとてもうれしかったです。そし
て、最後は、1億円にみんな大盛り上がり！今回もとても楽しい租税教室
でした。

このような貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。

羽束師小学校 片岡 徹也
やてつかた おか

ウェブ配信はじめました
研修担当副支部長　小山 富央

こ やま とみ お

近畿税理士会ではコロナ禍における経験を機に、
対面方式のみでなく、ICTを利用したウェブ研修及び
ウェブ租税教室の推進に資するため、物品等の購入
費を助成する施策を講じ、伏見支部においてこの助
成制度を活用してパソコン、ビデオカメラ、ガンマイク、
カメラ用三脚、配信用マイク、メモリーカード、HDMI
ケーブル等、研修録画機材を購入し、また、ZOOMア
カウントの取得・映像編集ソフトの購入をして、録画
配信や、即時配信ができるようになりました。また今
回支部情報システム担当者の市川先生のもと数人の
チームで録画や配信の訓練をしています。他の先生
方のご参加ご協力をお待ち申し上げております。

別冊保存版にもありますように、近畿税理士会伏
見支部のホームページより、会員専用ページに入って
いただき、支部開催研修をクリックしますと現在3つ
の研修が受けれるようになっております。
また、近畿税理士会の研修受講管理システムの中
のマルチメディア研修を開きますと伏見支部会員限
定で視聴でき研修時間の登録もできるようになって
おります。ぜひこれを活用していただいて、研修義務の
36時間を1人でも多くの先生に達成していただきた
いと思っております。
下記に購入器材の写真を載せております。
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令和3年12月6日、羽束師小学校6年生のクラスを担当させて頂きました。
私にとって初めての租税教室で、子供達の反応が楽しみな反面、少し緊張もあ

りました。
最初に「税金って聞いたことありますか？」と聞いてみると、元気に「住民税！」

と答えてくれる子供の声に、「今日は子供達と楽しもう」という気持ちになりまし
た。私が「教える」というより「子供達はどれぐらい税金のこと知ってるの？」とい
う興味に変わりました。
DVDはアニメになっているので理解しやすく、みんな真剣に見ている様子で、
税金があるときと、ないときの違いをしっかりと発表してくれました。
「1億円をみんなの為に特別に持ってきました！」というと、「えー！！」

という歓声。担任の先生に「ものさしで
測ってみ？」と言われ、消毒をした手で、子
供達は協力して模擬紙幣を積み上げ、1m
になることを確認していました。
将来、子供達が税金を納める時に、小学
校の時に学んだ税金の大切さを思い出し
てくれたら嬉しいなと思っています。

羽束師小学校 西平 菜苗
なえなにし ひら

竹田小学校 坂口 由美枝
えみさか ぐち ゆ

租税教育を通してZ世代の感覚を知る
令和3年12月17日に竹田小学校6年生クラスにて、租税教室を実施しま

した。
税金のない国をDVD鑑賞で疑似体験してもらい、ワークを通して、今当た

り前のようにまわりにあるインフラやサービスがなぜ成り立っているかを感
じてもらいました。
何度か租税教室を担当しましたが、最近特に印象的なのは、「税金払うの

いやだ」とかいう声はほぼなく、「みんなで考えながら分担しようよ」という空
気感を感じることです。
今の小学校6年生は、いわゆる「Z世代」に入るそう。「社会にとってよいこ

と」をよしとする傾向にあると聞いたことがあります。東日本大震災をはじめ
とした災害の記憶も新しく、環境問題が取り上げられる時代を生き、小学校
時代から当たり前のように、SDGsの授業を受けてきているのですね。
彼らが消費の主役になるときはどんな社会になっているのでしょうか。「共
助」の意識が高い彼らから学ぶことは多いかもしれません。

竹田小学校 神佐 真由美
みゆかん ざ ま

令和4年6月30日、京都市立伏見南浜小学校の6年生を対象に「税金につ
いて考えてみよう」をテーマに租税教室を行いました。
税金の種類や使い道を学び、より良い生活を送るためにみんなで負担しな

ければならないという税金の必要性について理解して頂きました。児童から
は「みんなのため」、「無いと困る」など意見が出ていました。その後、小学校建
設を例に各グループはいくらずつ税金を負担すべきか話し合い、発表して頂き
ました。「均等に負担するべき」、「収入の大きさで負担を変えるべき」、「1円も
払いたくない」などいろいろな意見が飛び交っていました。各人の状況や価値
観によるとなかなか答えが決まらないので、ルールや基準を設ける必要があ
り、税法は平等、公平という考え方のもと規定されていることを理解して頂き
ました。
今回のイベントが税金をより身近なものとして考えるきっかけになれば幸

いです。

伏見南浜小学校 谷口 純一
いちじゅんたに ぐち

令和3年12月17日に京都市立竹田小学校の6年1組にて、租税教室の授業を行いました。
今まで高校と中学校にて租税教室の講師を経験しましたが、小学生は初めてということと、私自身の娘（小学四年生）と
年齢が近い子どもたちの反応がとても楽しみでした。事前にイメージトレーニングにと、娘を相手に税金の種類や使われ方
等について話をしました。娘の予想外の答えもあり普段とは違う会話が弾みました。
今回の授業では、「マリンとやまとの不思議な日曜日」というアニメを視聴しました。税金が無くなった日常がどうなるの

か分かりやすいストーリー仕立てとなっており、生徒の皆さんも真剣に見入っていました。限られた時間の中で税金を考え
るには良い教材だと思います。
後半には、学校に通うために幾らの税金が使われているのかをクイズ形式で考

えたり、レプリカの現金1億円を体感したりと、生徒の皆さんと共に私も楽しみな
がら授業が進みました。私が想像していたよりも、小学生が社会の仕組みや情勢
に興味や関心があることを感じ、改めて租税教室の意義を認識しました。
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第1部は、屋宜明彦先生の「相続時に発生する『家じまい』～遺品整理より生前整理」。遺品整理の現場に立ち
会われて得られた今を生きる人への教訓をお話いただきました。遺品整理でいちばん困る人は相続人さん。信仰
関係・趣味のもの・大切なペット・パソコンや携帯のデータ・必要書類・財産については、ありかと行き先を明らかに
しておくこと。2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるそう。私はまだ人生折り返し地点だと思っていま
すが、管理しきれないモノに囲まれた生活より、
本当に必要なモノに囲まれた生活を目指し、今
から整理をしようと思いました。
第2部は、南極地域観測隊昭和基地調理担

当越冬隊に参加された北田克治さんによる体
験談。氷点下の南極で1年を過ごすなんて想像
もできない世界。厳しい環境でも、チームで協力
し、楽しむ工夫をしていることが印象的でした。
一人でできることなど知れていて、陰で支えてく
れるいろんな人への感謝を忘れないこと、これ
は日本にいても同じこと。“共生”を地球レベルで
感じるお話でした。

令和4年5月25日　
第1部　株式会社スリーマインド 代表取締役 屋宜 明彦 氏
相続時に発生する家じまい～遺品整理より生前整理～
第2部　第38次45次日本南極地域観測隊昭和基地調理担当越冬隊 北田 克治 氏
南極観測越冬隊の一年間～調理担当越冬隊が見た南極～

研修報告 研修委員会

神佐 真由美
かん ざ ま ゆ み

令和4年度
第1回

令和4年6月8日伏見支部定期総会に先立ち、京都税理士会館にて、尾藤武英先生を講師にお迎えし「変り
続ける資産税のあれこれ～相続贈与一体課税から小規模宅地の特例まで～」の研修が開催されました。
何を隠そう実は私、今を遡ること約10年前、当時大原簿記専門学校で相続税法の講師を務められていた尾
藤先生の受講生でした。相続税法は3回受けてそのうち2回先
生にお世話になったような記憶があります。自身が官報合格し
た際の最後の講師ということもあり、今回こうして京都伏見の
地で、税理士として研修を受けることでき、とても感慨深かった
です。
相続贈与一体課税については、ここ数年の議論の流れについ

て、そして「資産移転の時期の選択に中立的な税制とは」という
視点からお話がありました。贈与相続の課税方式の変遷等とて
も興味深かったです。
また、小規模宅地の特例については、その適用有無を判定時
点ごとに分けて考えるよう解説があり、理解しやすかったです。
大原時代の講義を思い出し、『そうそう、そうやって教えても
らったな～』と一人で頷いていました。
どちらも日々の業務に直結する話題であり、今後の動向を注
視し、また小規模宅地については適用要件等の思い込みをしな
いよう徹底した確認が必要だと感じました。

令和4年6月8日　講師／税理士 尾藤 武英 氏
変わり続ける資産税のあれこれ～相続贈与一体課税から小規模宅地の特例まで～

坂口 由美枝
さか ぐち ゆ み え

令和4年度
第2回

令和3年12月9日、京都税理士会館ホールにて第4回支部研修会
が開催されました。テーマは「コロナ後の事業再生支援について」で
す。講師に京都府中小企業再生支援協議会の統括責任者である中
西宏介氏、弁護士の浅井悠太先生をお招きし、認定支援機関の立
場から私も講師を務めさせたいただきました。
長引くコロナ禍で疲弊する中小企業が多くあり、コロナ融資や補
助金・助成金により当面の資金繰りは確保されたとしても、コロナ後
に来る借入の返済負担をどうすれば良いのか、過剰債務感から将来
に不安を抱えている顧問先も多いと思われます。また、外部環境が一
変しており、コロナ後に事業収益が元に戻るとも限りません。
今回の研修は、顧問税理士あるいは認定支援機関として、そのよ

うな企業へのアドバイスをどのようにすべきなのか、公的機関である
中小企業再生支援協議会からは企業のステージに応じた協議会の
活用方法、弁護士からは法的再生や経営者保証ガイドライン等さら
に突っ込んだ再生支援制度などをご紹介いただきました。
これからは専門家、支援機関、金融機関による中小企業への伴走
支援が期待される中、一番身近な相談相手として我々税理士の役割
がますます重要となるであろうと今回の研修を通して感じました。

令和3年12月9日　講師／京都府再生支援協議会統括責任者 中西 宏介 氏
コロナ後の中小企業再生支援について

垣木 英宏
かき ぎ ひで ひろ

令和3年度
第4回

昨今、憲法の改正論議が盛んである。いわんや憲法9条を改正して自衛隊を明記し、迫り来る近隣諸国の脅威
に対応すべきではないか・・・。いわんや憲法には緊急事態に対応出来る条項が無いために、ほらみろ新型ウィルス
という緊急事態に十分に対応出来ないではないか・・・。はたまた、戦争が終わって70年以上も改正どころか指一
本触れることの出来ない憲法はおかしい、などなど、あっちこっち
からきな臭い匂いのぷんぷんとする意見が出ては消え、また、出
しては引っ込め、という繰り返しが続いているのが現状である。
そんな中、令和4年1月、伏見支部新年の研修会に城西大学の
准教授である小野義典先生にご登場いただいた。小野先生は憲
法学者であり、国際政治学者でもあり、また日本におけるハンガ
リー研究の第一人者とのことである。といっても、ハンガリーにつ
いては、研究しているのが日本では小野先生お一人、とのことで
はあったが・・・。
その憲法学者が語った「ここが変だよ、日本の憲法」と題する2
時間の講演会は、大東亜戦争終結後の世界の混乱、そしてアメ
リカやソ連という大国の思惑に翻弄される敗戦国日本の姿、ま
た、その混乱の中、わずか2ヶ月という短期間に作られたが為に
生じた我が憲法の抱える矛盾など、政治的な立場からではなく、
学者として感じる疑問点を次から次へとお話し頂いた。
いやーーー、憲法ってすごいドラマが隠されていたんだ・・・、と
時間が経つのを忘れるくらいに聞き惚れた研修会となった。

令和4年1月21日　講師／城西大学 准教授 小野 義典 氏
憲法学者が語る「ここが変だよ、日本の憲法」

村田 裕人
むら た ひろ と

令和3年度
第5回

第1部

第2部
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ちょこっと

かわら版
第9回

ちょこっと

かわら版
第9回

美味しい料理で
束の間の休息
美味しい料理で
束の間の休息ちょこっと

こ まつ てつ じざき

　皆様はゴールデンウィー
クをどのようにお過ごしで
したか。「3月決算やってま
したけど何か？」というご回
答もちらほら聞こえてきそ
うですが・・・。私はと言えば

「一人税理士事務所あるあ
る 」に 則り、ゴ ー ル デ ン

ウィークのほとんどの日は決算作業か決算打ち合わ
せに時間を費やしておりました。そんなゴールデン
ウィークの忙しい合間を縫って、フレンチレストラン

「C'EST SYMPA セ・サンパ」で美味しい料理で舌鼓
を打ってきました。

セ・サンパさんは、二条城の南、御池通に面した猪熊
通と黒門通の間に店舗があります。自宅から10分ほど
歩いて店舗に到着、ソムリエを務める奥様の案内で
テーブルに着きました。

淡路島産タマネギのキッシュ、ブルゴーニュのエス
カルゴ、ハモンセラーノなどの前菜とシャンパンから始
まり、お次は新タマネギのムースと最近値段がお高い
タマネギの連続投入で小腹を満たしました。旬のえん
どう豆のスープで季節を感じた後に、シタビラメのムニ
エルと白ワインを頂きました。料理が美味いとワインが

進むのか、ワインが美味いと料理が進むのか、と自問
自答していると、次第に酔いが回ってきました。そこへ
本日のメイン料理、鴨ロースのロティと赤ワインがやっ
てきました。料理とワインがバッチリ合っているので、
箸ならぬナイフとフォークが進みました。熟成士が熟
成させたチーズを頂くころには、赤ワインが効いてきた
のか意識が朦朧としてしまいました。そして、クレーム
ブリュレとシャーベット、カヌレなどのお菓子、エスプ

レッソで最終ラウンドを終え、試合終了のゴングが鳴
りました。

セ・サンパさんのお話で興味深かったことは、緊急事
態宣言が出ていたころは、地元からのお客様が少な
く、東京からのお客様が一番多かったというお話でし
た。また、その中には東京在住だが京都にマンションを
所有しているお客様が結構な数いらっしゃるとのこと
でした。新型コロナウイルスの流行の影響で東京から

地方へ移る方が増えているという話を聞きますが、仕
事は東京、休みは京都という暮らし方も新型コロナウ
イルスの流行の影響による新たなライフスタイルの1
つとなるのでしょうか。

千鳥足で何とか自宅に到着することができました
が、ワインでクラクラしている頭では寝る以外の選択
肢はありません。おかげでぐっすり寝ることができ、束
の間の休息を取ることができました。

小松﨑 哲史
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京税協旅行 京都日帰りツアー 令和4年4月10日・11日

琵琶湖疏水船に乗るAコースに参加しました。
当日は春霞が漂い初夏を思わせるぐらいの天気
に恵まれてバスに乗り、一路大津乗船場に向かい
ました。
大津乗船場は土手を強化するために桜が植え

られており、三井寺から連なる桜が花吹雪のよう
に舞って美しかったです。
琵琶湖疏水船は定員が12名で、二隻に分かれ

て10名ずつが乗船し、三井寺の下から水路旅が
始まりました。直ぐに一番長い第一トンネル
（2,436m）の入口が現れ、入口の上には「扁額」と
いう先人たちの揮毫で石に文字を彫り込んだ額
があり、計8つの扁額が
それぞれのトンネルにあ
り琵琶湖疏水の完成を
称えていました。トンネ
ルの中は暗くてひんやり
としており、これを人力
で掘った苦労が偲ばれ

ました。トンネルとトンネルの間は桜並木や菜の花
など季節の花々が咲き、いい時間が過ごせました。
小一時間程で船は蹴上に到着し、蹴上インクラ

インから疎水記念館へと行き、琵琶湖疏水が京都
の発展に大きく貢献した事を改めて知り、田邊朔
郎技師や先人の先見の明に触れ考えさせられま
した。
疎水記念館の後、近くの無鄰庵の庭園を見学

し13時30分からレストランひらまつ高台寺で
ABCそれぞれのコースが集合し、昼食で懇親を深
めて15時30分散会しました。たまには京都観光
も新鮮だと感じた一日となりました。　

京都税理士協同組合、京都日帰りツアーのA
コースに参加しました。大津乗船場から疏水船に
乗って蹴上まで行って、山縣有朋の別荘「無鄰
菴」を見学しました。その後ひらまつ高台寺で昼
食をいただきました。桜が殆ど散ってしまっていた
のは残念でしたが、天気も良くて、とても気持ちが
いい日でした。
疏水船はいつか乗りたいと思っていたので、そ

の機会をいただけて本当に良かったです。琵琶湖

疏水の建設について学ぶことができ、トンネルの
入口や出口に設置された「扁額」はデザインも文
字の意味もとても趣深いものがありました。
「無鄰菴」は洋館や茶室があって、庭園に疏水
から引いた水が流れていて、耳をすませば、川のせ
せらぎや小鳥のさえずりが聞こえるという、とても
贅沢なものでした。さらにこの庭園の主役は東山
だということです。ガイドブックでは借景となって
いましたが、ガイドの方の東山とこの庭園は繋

がっているから借景ではないとい
う説明がとても印象的でした。
コロナウイルスの影響でなか
なか旅行は行けないですが、京
都の魅力を再認識できて、美味し
い食事もいただけて、とても楽し
い一日を過ごせました。

日曜日の朝9時に高台寺近くの集合場所へ向
かいました。今日は京都税理士協同組合の京都
日帰りツアーのＢコースに参加します。
まず向かったのは月真院（げっしんいん）。普段
は非公開のお寺だそうで、特別に拝観できるとの
ことです。こちらでは茶道体験をしました。美しい
庭を眺めながら、お茶を点てていただき、とても優
雅な時間を過ごしました。
次に訪れたのは高台寺塔頭の一つである岡林
院（こうりんいん）です。こちらも普段は非公開の
お寺なんだそうです。今回の京都日帰りツアーは、
「京都の人でも訪れたことのない場所」を選び抜
かれたそうで、限定や特別ということばに弱い者
の心をくすぐります。玄関をあがらせていただく
と、まず目に入ったのは、なんとも手入れの行き届
いた苔の美しさ。水分をたっぷりと含み、とても
瑞 し々く、艶やかな苔に目を見張りました。ガイド
さんによれば、かの有名な苔寺よりもきれいだと

おっしゃる方も多いそうです。
このあとは東福寺へ。ここから先は次の方にお
譲りします。

縄田先生からバトンを受け取りまして、東福寺
観光のＣコースについてお話させていただきます。
東福寺は私の自宅からほど近く散歩では度々
訪れているのですが、観光という形では行ったこ
とがなかったので、どんな発見があるか楽しみに
していました。ちょうど時期的にお花見にも期待
していたのですが、一般的なお寺と異なり、東福
寺では桜の木を見かけません。ご案内いただいた
修行僧の方にその理由を伺いました。
東福寺の画僧明兆が大涅槃図を描いたところ

将軍足利義持の目にとまり褒美を与えられること
になりました。すると明兆は「桜の木があると、遊
興の場となり、修行の妨げになる」として、境内の
全ての桜の伐採をお願いしたそうです。そして、代
わりに紅葉が植えられました。確かに花見客はい
なくなりましたが、600年後に紅葉でこのような
人の賑わいになろうとは、明兆は想像もつかな
かったことでしょう。
披露しがいのあるウンチクを一つ覚えられて、

とても満足できる京税協旅行でした。

堀口 裕弘
ほり ぐち やす ひろ

縄田 浩昭
なわ た ひろ あき

三好 三枝
み よし み え 岩井 啓治

いわ い けい じ
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