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　新年あけましておめでとうございます。
　平成21年度の新春を迎え、会員の皆様に心
よりお慶び申し上げます。
　また埼玉県会の会務運営に日頃よりご協力
をいただきまして、誠にありがとうございま
す。
　さて、私どもの公認会計士業界は昨年度、
公認会計士制度60周年を迎えました。協会本
部の60周年記念式典も無事終了し、『激動の
10年から信頼の未来へ』『会計・監査を日本
経済のチカラに』をキャッチフレーズに掲げ
て活動をしております。その様な状況の中に
あって日本経済は、平成19年秋からの米国発
サブプライム問題に端を発した世界的な金融
不況に直面し、今後もかなり厳しい環境が続
くものと思われます。我々の業界が掲げてい
る「会計・監査を日本経済のチカラに」どう
貢献していくのか、その真価が正に問われて
いる状況ではないでしょうか？
　埼玉県会の平成20年度会務も既に９ヶ月を
経過し、第４四半期に入っております。会務
は、平成20年度事業計画に従って、順調に運
営されていると思いますが、その状況につい
てご報告申し上げます。
　継続的な事業として、県会事務所における
定期的研修会、川越地区での勉強会の実施、
県会主催の親睦ゴルフ会の実施、春と秋の
ウォーキング大会への参加、友好士業協議会
との無料相談会、懇親ゴルフ会の参加、定期
的に業務推薦委員会の実施、法テラス地方協
議会への参加等ですが、新たな活動として、

埼玉弁護士会の人達と民事再生案件について
の協業を視野に入れての交流会の開催、埼玉
県知事、さいたま市長への表敬訪問、「地域社
会に貢献する公認会計士」として埼玉新聞へ
の掲載、等々です。
　また、今年は埼玉県会が公認会計士フォー
ラムの当番会となりますので、そのための準
備を現在執行部で進めております。開催日は、
平成21年10月14日（水）、開催場所は大宮ソ
ニックシティ（小ホール）、懇親会はパレス
ホテル、懇親ゴルフは霞ヶ関カンツリー倶楽
部、観光は川越散策・鉄道博物館等の見学
（予定）、メインイベントの特別講演会は検討
中です。埼玉県会の会員は、是非全員参加で
のご協力をお願い申しあげます。
　埼玉県会の活動も地域社会に対して周知さ
れてきたためか、最近では県会に対して、埼
玉県をはじめ諸団体等から様々な業務推薦依
頼がきておりますが、会員の皆様には社会貢
献の活動として、積極的なご協力を重ねてお
願い申し上げます。
　現在協会本部は、協会の組織・ガバナンス
の見直しに着手しており、地区会である埼玉
県会としても、今後の動向が大変気になると
ころですが、会員の皆様にも是非ご意見を寄
せていただければと考えております。
　最後になりますが、私どもの業界の激動は
まだまだ続いているような気がいたします
が、会員の皆様が、本年も健康で幸多き年と
なりますよう心からお祈り申し上げまして、
年頭の挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ

日本公認会計士協会
埼玉県会　会長

宮原　敏夫
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　日本公認会計士協会埼玉県会の皆様、明けまし
ておめでとうございます。皆様には、健やかに平
成21年の新春をお迎えのことと心からお喜びを申
し上げます。また、皆様が専門知識を駆使し、社
会の養成に応えるべく日々御尽力されていること
に深く敬意を表する次第です。
　今年はこれまで築いた基礎の上に立って、将来
の埼玉を見据えた県政運営に取り組んでいく決意
です。
　私が知事就任以来取り組んできた安心・安全な
埼玉づくりの成果は確実に上がっています。民間
パトロールなど地域の皆様のご協力により、犯罪
発生件数や交通事故死者数などが大幅に減少して
います。
　産業振興では、企業誘致、制度融資改革、創業・
ベンチャー支援などに重点的に取り組みました。
その結果、平成16年から18年の県内の事業所数が
増加数、増加率とも全国２位となりました。現在
の厳しい経済環境にあっても埼玉県経済は、粘り
強さを見せています。
　また昨年は、女性の就業へのチャレンジを多角
的にサポートする女性キャリアセンターをオープ
ン。みどりと川の再生への取組も始めました。
　頑張る「埼玉」のエネルギーは、スポーツにも
パワーを与えたようです。昨年は埼玉の名を冠し
た埼玉西武ライオンズが日本一を獲得。アジアシ
リーズチャンピオンにも輝きました。
　今年も埼玉県はエネルギー全開です。災害対策
や福祉、医療など暮らしの安心・安全の確保に着
実に取り組んでまいります。その上で、「環境」や
「子育て」など埼玉の未来を見据えた取組を進めて
まいります。
　地球温暖化は、私たちが将来のために「今」取
り組まねばならない課題であり、責任です。今年
は、快晴日数日本一の利点を生かした太陽光発電
の普及や多様な機能を持つ緑地の拡大などに集中
的に取り組んでまいります。

　また、水辺空間の創造や川の再生にも取り組み、
目に見えるような形でゆとりと賑わいに満ちた空
間を創造してまいります。
  「子どもは社会の宝」といわれます。子どもの健
やかな成長を助けることは、自らの社会の未来を
築いていくことに他なりません。しかし、核家族
化や都市化の進展などにより、子どもたちを育む
力が弱まっています。学校・家庭・地域が連携し、
たくましく心豊かな子どもを育てる仕組みづくり
などを推進してまいります。
　これらの取組のキーワードは県民参加とムーブ
メントです。治安の回復に大きな力となった民間
パトロールはまさにこの県民参加の成功例です。
714万県民の皆様の力は計り知れません。私は、そ
の力が一つにまとまり大きなムーブメントになっ
た時、埼玉から日本を変える大きな波動が起こる
と考えています。
　今、風は埼玉へと吹いています。今年、埼玉を
舞台にした朝のＮＨＫ連続テレビ小説「つばさ」
が放映されます。テレビを通して全国の人々が埼
玉に注目する絶好の機会です。私も、埼玉での成
功例を、日本の未来を創るエネルギーの源“源動
力”として、全国に発信していく決意です。
　私たちには逆風さえも未来への大きな糧にして
いく力があるはずです。その力を凝縮し、「ゆとり
とチャンスにあふれた埼玉県」を目指し、力強く
羽ばたいていきましょう。

未来へ羽ばたく
～埼玉から日本の未来を創る“源動力”発信～

埼玉県知事

上田　清司

埼玉県のマスコット　コバトン
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　新年明けましておめでとうございます。

　埼玉県会の会員及び準会員の皆さまにおか

れましては、日頃より東京会会務にご理解と

ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　今年は、第38回公認会計士フォーラム埼玉

大会が10月14日に大宮ソニックシティにて開

催されます。埼玉県会の会員皆さま方のご尽

力に負うところ大でありますが、私も任期最

後の公認会計士フォーラムでありますので、

公認会計士フォーラムの開催目的である公認

会計士制度の普及とＰＲを外部に向けて図る

という公認会計士フォーラム埼玉大会の運営

について、東京会挙げて最大限の努力を致す

所存でおりますのでご協力のほどよろしくお

願い申し上げます。

　昨年の８月下旬に、協会本部・正副会長戦

略会議から「協会の組織・ガバナンス改革

－地域会（東京会の再編）の見直し－」とい

う問題が東京会に提示されました。一大地

域会としての東京会に対する再編問題が提示

され、東京会の東京本部化、地区会組織のブ

ロック化、会務の本部との調整によるスリム

化、人的リソース問題に加えて、埼玉県会を

含む東京会管轄の９県会の地域会化という方

向性が提案されました。

　東京会は、急遽、増田本部会長から東京会

再編の見直しの方向性の説明を東京会の役員

会、地区会長会等で受け、数多くの意見交換

を重ねました。

　その結果、東京会は、東京会組織ガバナン

ス改革ＰＴを中心として審議を重ね、本部に

東京会自身による改革提案を提示して、東京

会の東京本部化は取り下げることになり、東

京会は地域会として存置することになりまし

た。

　本部・正副会長戦略会議からの公開草案、

「Ⅱ地域会の見直し（東京会の再編）の方向

性」のなかで説明されているように、今後、

東京会が主体的に組織ガバナンス改革に取り

組むと共に、本部の改革に協力するためのス

タートとして、昨年末には本部・東京会関係

者による組織・ガバナンスの検討、委員会等

の検討、事務局の見直し検討の各ＰＴを行う

ことになりました。

　今後は、東京会は組織ガバナンス改革が拙

速にならないように、多数の会員の声を斟酌

して取り組んでいきたいと考えております。

　今年は、東京会のチェンジの年であります。

東京会にとって激動の10年はまだまだ続くよ

うです。その状況の中で、今年は新潟県に於

いて、本部の第30回研究大会が８月６日に開

催されます。地域会の拠点都市を離れての研

究大会は初めてですので、会員の皆さまのご

協力を得て成功裡に行いたいと思っておりま

すので、ご協力の程よろしくお願い申し上げ

ます。

　私の任期は折り返し点となりました。

　私の残された任期を、４名の副会長をはじ

め役員・関係者各位のご協力をいただきなが

ら会務及び組織ガバナンス改革に頑張ってま

いりますので、県会会員皆さまのご指導ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げまして新年

のご挨拶と致します。

　年頭所感

日本公認会計士協会　
東京会　会長　　　

尾内　正道
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　国税庁のホームページを見ることは多いと
思いますが、金融庁のホームページはいかが
でしょうか？
　そのホームページを開いて下の方を見てみ
ると、最初に目につくのが「公認会計士・監
査審査会」（CPAAOB）です。開いてみると
「品質管理レビューの審査・検査」の項目があ
り、勧告欄には中央青山から始まって、12の
監査法人に対する検査結果が公表されていま
す。残念ながら今年に入って勧告を受けてい
るのは、すべて中小監査法人です。興味のあ
る方は是非見て頂きたいと思います。
　その監査審査会とは別に、金融庁のホーム
ページには「EDINET」があります。エディ
ネットとは、金融商品取引法に基づく有価証
券報告書等の電子開示システムの名称です。
平成17年に話題となったライブドアによる
ニッポン放送の買収時、その存在が知られる
ようになりました。有報はもちろん、半期・
四半期報告書も見ることができます。さらに
添付書類として各会社の招集通知が付いてい
るので、監査でなくても中小企業の財務諸表
作成時に役立ちます。残念ながら有報の注記
部分はまだ公開されていませんが、その招集
通知を開けば、会社法の決算書が載っている
ので、そこで具体的な注記を見ることが出来
ます。特に計算規則等が変更になった時は参
考になります。
　私は某ゴルフ場の役員をしており、他のゴ
ルフ場等の情報も入手する必要があります。
最初は他のゴルフ場の株主会員から決算書を

送って貰い、対処していましたが、EDINET
を思い出し、「サービス業・娯楽業」で検索し
てみると、143社中半分以上がゴルフ場でした。
　分析してみるとほとんどが赤字体質であ
り、毎期法人税を支払っているゴルフ場はご
くわずかです。今回我がゴルフ場では、接し
ている県道にボールが出ることがあるので、
大がかりな防球ネットを作らなければなら
ず、どの程度の設備投資になるかの基礎資料
を入手しなければなりません。でもEDINET
を検索すれば、いくつかのゴルフ場から最近
設備投資した金額を把握でき、業者の見積も
りの妥当性もある程度判断できます。今回は、
よみうりカントリーで設備した防球ネットの
金額が8,800万円と記載されており、いま検討
中ですが、ひとつの目安になっています。こ
れ以外、グリーンの芝張替費用等もわかり、
今後の設備投資の見積りが容易くでるので、
長期計画作成時に役立っています。そのほか
資金の運用状況や年間の来場者数が比較可能
となり、改めて有価証券報告書の有用性を見
直したところです。
　以上はゴルフ場の話で、あまり興味が沸か
なかったかもしれませんが、昨年の８月に毎
期黒字を出しているにも拘らず、多額の負債
を残し倒産した「アーバン・コーポレイショ
ン」の有報を是非見て頂きたいと思います。
どの法人が監査していたかという興味本位で
はなく、どうして毎期300億以上の利益を出し
ながら倒産してしまったかです。少なくとも
損益計算書を見ただけではわかりませんが、
貸借対照表とキャッシュ・フロー計算書を見
ればその原因がわかります。正月、時間でも
ありましたら、後学のためにご一覧をお勧め
します。

「EDINET」を
  利用していますか？

日本公認会計士協会　
元会長・顧問　　　

吉島　一良

埼玉県のマスコット　コバトン
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平成19年度　事業報告
（H19．４．１～H20．３．31）

１．会員及び準会員数（平成20年３月31日現在）

会　　 員 ４３４名（内監査法人１社）
準 会 員 　８１名
合　　 計 ５１５名
在 住 会 員 　２８名

２．事業報告（及び活動報告）

平　

成　

19　

年

４月１日㈰ 埼玉県会ホームページ開設
４月２日㈪ 埼玉県社会福祉法人認可等及び介護老人保健施設

審査委員会委員の推薦
４月７日㈯ 親睦ゴルフ会
４月13日㈮ 勉強会（新しい決算書類の実務について）、埼玉県

再生支援協議会と面談
４月17日㈫ 埼玉弁護士会新執行部・日本弁護士連合会副会長就

任披露パーティ
４月19日㈭ 新都心ビジネスプラザ・オープン記念式典
４月23日㈪ 東京会役員会、財団法人いきいき埼玉監事の推薦
４月28日㈯ 定例常任幹事会
５月９日㈬ 埼玉県中小企業再生支援協議会全体会議、ソニック

シティ防火管理推進会議
５月20日㈰ 飯能新緑ツーデーマーチ、懇親会
６月４日㈪ 定例常任幹事会
６月５日㈫ 士業協会等と知事との意見交換会
６月６日㈬ 東京会定期総会
６月８日㈮ 監事監査、月次勉強会（地方公共団体包括外部監査

について）
６月14日㈭ 協会本部木曜講座（CS中継）
６月28日㈭ 協会本部木曜講座（CS中継）
７月４日㈬ 協会本部定期総会（CS中継）
７月７日㈯ 協会本部夏季終日セミナー（CS中継）、定例常任幹

事会
７月14日㈯ 役員会、定期総会、研修会（財務報告に係る内部統

制の評価と監査）、懇親会
７月16日㈪ 副会長小山彰会員御尊父通夜
７月24日㈫ 親睦ゴルフ会
７月27日㈮ 東京会地区会長会
８月３日㈮ 日本工業経済新聞社（埼玉建設新聞）と面談
８月６日㈪ 上田知事激励会
８月22日㈬ 定例常任幹事会
８月22日㈬～24日㈮ 協会本部夏季全国研修会（CS中継）
９月２日㈰～３日㈪ 懇親会、親睦ゴルフ会
９月４日㈫ 正副会長会
９月５日㈬ 埼玉県立川の博物館指定管理者選定委員会委員の推薦
９月12日㈬ 山西省友好記念館及び埼玉県長瀞総合射撃場

指定管理者選定委員会委員の推薦、埼玉県友好士業
協議会幹事会、推薦委員会

９月14日㈮ 財団法人埼玉県産業文化センター外部監査人の推
薦、法テラス第２回地方協議会

９月20日㈭ 埼玉県立武道館指定管理者選定委員会委員の推薦
９月22日㈯ フォーローアップ研修会（財務報告に係る内部統

制の有効性及び不備の影響の評価）、埼玉県会CPA
ニュース編集打ち合わせ

９月27日㈭ 財団法人いきいき埼玉外部監査人の推薦
10月４日㈭ 埼玉友好士業協議会幹事会
10月12日㈮ 月次勉強会（会社法による中小企業の再建手法はこ

う変わる）
10月17日㈬ ９県会会長会議
10月18日㈭ 公認会計士フォーラム神奈川大会
10月24日㈬ 定例常任幹事会
10月24日㈬～26日㈮ 協会本部秋季全国研修会（CS中継）
12月11日㈪ 協会本部臨時総会（CS中継）

12月13日㈬ ～15日㈮ 協会本部冬季全国研修会（CS中継）、常任幹事会東
京会組織改革PT

平　

成　

19　

年

10月31日㈬ 財団法人埼玉県公園緑地協会外部監査人の推薦
11月１日㈭ 埼玉友好士業親睦ゴルフ大会
11月３日㈯ 日本スリーデーマーチ（東松山）、懇親会
11月５日㈪ 定例常任幹事会
11月10日㈯ 巡回研修会川越大会（埼玉県中小企業再生支援協議

会の話）
11月12日㈪ 埼玉県公益法人認可等審議会委員の取次ぎ
11月17日㈯ 埼玉友好士業「暮らしと事業のよろず相談会」
11月20日㈫ 埼玉県改革政策局と面談
11月21日㈬ 正副会長会、埼玉県国民健康保険団体連合会外部監

査について取次ぎ
11月26日㈪ PSA（パブリックセクターアカウンティング）研究会
12月６日㈭ 定例常任幹事会、財務省関東財務局と面談
12月10日㈪ 協会本部臨時総会（CS中継）、宅建法定講習会講師

の推薦、埼玉県包括外部監査人の推薦
12月11日㈫ 財務省入札等監視委員会委員の推薦
12月15日㈯ 定例研修会（新会社法施行後の法人税務）、忘年会
12月19日㈬～21日㈮ 協会本部冬季全国研修会（CS中継）

平　

成　

20　

年

１月１日㈫ 埼玉県会CPAニュース第５号発行
１月８日㈫ 埼玉新聞主催新年会に出席
１月17日㈭ 協会本部新春全国研修会（CS中継）
１月21日㈪ 東京会役員会・地区会長会、新年会
１月22日㈫ 定例常任幹事会
２月６日㈬ 埼玉友好士業協議会定例会・懇親会
２月８日㈮ 定例研修会（私立幼稚園の現状と課題、地方公共団

体財政健全化法と公認会計士の対応）
２月15日㈮ 埼玉新聞社と面談
２月19日㈫ 独立行政法人中小企業整備基盤機構セレモニー
２月28日㈭ 定例常任幹事会
３月３日㈪ 埼玉県廃棄物処理専門委員会委員の推薦
３月４日㈫ 埼玉新聞紙上掲載、宅建法定講習会講師の推薦
３月10日㈪ 埼玉県健康づくり事業団監事の推薦
３月13日㈭ 東京会役員会・地区会長会
３月14日㈮ 農林水産消費安全技術センター委員の推薦
３月17日㈪～19日㈬ 協会本部春季全国研修会（CS中継）
３月19日㈬ 埼玉県創業・ベンチャー支援センター交流会
３月25日㈫ 埼玉県福祉部平成20年度社会福祉施設等監査指導に

係る公認会計士の推薦

物 故 会 員 石井　　隆　殿（平成19年９月１日）

11月８日　川越研修会

事業報告
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平成20年度　中間事業報告
（H20．４．１～H20．11．30）

１．会員及び準会員数（平成20年10月31日現在）

会　　 員 ４３８名（内監査法人１社）
準 会 員 ２０３名（４号準会員含む）
合　　 計 ６４１名
在 住 会 員 　２８名

２．事業報告（及び活動報告）

平　

成　

20　

年

４月４日㈮ 定例常任幹事会
４月11日㈮ 月次勉強会（リース取引の会計と税務）
４月12日㈯ 親睦ゴルフ会（吉見ゴルフ場）
５月７日㈬ 定例常任幹事会、所沢市へ選定委員会委員の推薦
５月８日㈭ エコオフィス化改修事業選定委員会委員の推薦
５月18日㈰ 飯能新緑スリーデーマーチ・懇親会
６月４日㈬ 定例常任幹事会
６月５日㈭ 東京会定期総会
６月８日㈰ 塩原春夫会員葬儀
６月12日㈭ 協会本部木曜講座（CS中継）、監事監査
６月13日㈮ 月次勉強会（事業承継）
６月16日㈪ 藤野廣冶会員御令息告別式
６月24日㈫ 埼玉弁護士会との懇談会
６月26日㈭ 協会本部木曜講座（CS中継）

東京会弔慰金プロジェクト
６月28日㈯ 親睦ゴルフ会（熊谷ゴルフクラブ）
７月３日㈭ 定例常任幹事会
７月８日㈫ 公認会計士制度60周年記念式典（CS中継）
７月９日㈬ 協会本部定期総会（CS中継）

中小企業基盤整備機構と面談
７月11日㈮ 埼玉新聞本社竣工パーティ
７月12日㈯ 役員会、定期総会、研修会（新公認会計士法と個人・

中小事務所への影響）
７月25日㈮ 東京会役員会、埼玉県医師会に外部監査人を推薦
７月28日㈪ 東京会地区会長会議
８月１日㈮ 東京会弔慰金プロジェクト、埼玉県医師会と面談
８月４日㈪ 定例常任幹事会
８月20日㈬～22日㈮ 協会本部夏季全国研修会（CS中継）
８月20日㈬ さいたま地方法務局と面談、委員会委員を推薦
８月22日㈮ さいたま市改革推進室と面談

平　

成　

20　

年

８月27日㈬ 中小企業基盤整備機構事業承継説明会
８月29日㈮ 相川さいたま市長表敬訪問
９月１日㈪ 親睦ゴルフ会（妙義カントリークラブ）
９月８日㈪ 本部CPE推進委員会

公認会計士フォーラム千葉大会実行委員会
９月10日㈬ 埼玉県社会福祉事業団へ監事を推薦
９月11日㈭ 東京会弔慰金プロジェクト

埼玉友好士業協議会幹事会
９月12日㈮ 東京会地区会長会議
９月16日㈫ 法テラス地方協議会、CPA国民年金基金理事会
９月25日㈭ 国立身体障害者リハビリテーションセンターと面談

協会本部講演会（IFRSの現状と世界の動向）（CS中継）
９月29日㈪ 国立身体障害者リハビリテーションセンターへ委員

を推薦
10月６日㈪ 埼玉県知事表敬訪問、定例常任幹事会
10月９日㈭ 埼玉友好士業協議会幹事会
10月15日㈬ ９県会会長会議、東京会役員会
10月16日㈭ 公認会計士フォーラム千葉大会
10月17日㈮ 親睦ゴルフ大会（鷹之台ゴルフ倶楽部）、観光
10月22日㈬～24日㈮ 協会本部秋季全国研修会（CS中継）
10月28日㈫ 東京会弔慰金プロジェクト、東京会役員会
10月30日㈭ 埼玉友好士業親睦ゴルフ大会
11月１日㈯ 日本スリーデーマーチ（東松山）、懇親会
11月８日㈯ 巡回研修会川越大会（民事再生の最新実務）
11月11日㈫ 定例常任幹事会、川越市と面談
11月15日㈯ 埼玉友好士業「暮らしと事業のよろず相談会」
11月21日㈮ さいたま地裁へ講演会講師を推薦
11月26日㈬ ㈶建設産業団体連合会へ公認会計士を紹介

川越市へ包括外部監査人候補者を推薦
11月28日㈮ 東京会弔慰金プロジェクト、東京会役員会

物 故 会 員
塩原　春夫　殿（平成20年４月23日）

久富　繁雄　殿（平成20年６月21日）

事業報告

７月12日　定期総会懇親会７月12日　定期総会研修会



8 2009  No.6  saitama cpa news

総務

荒井　伸夫

　新年明けましておめでとうございます。埼玉県会の会
員の皆様には、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
　私たち公認会計士業界を取り巻く社会的環境はここ数
年大変厳しいものがあり、日本公認会計士協会も自主的
な組織・ガバナンス改革の見直しを迫られています。そ
こでの論点として、地域会の見直しと東京会の再編があ
げられています。埼玉県会も否応なく変革の流れの中に
巻き込まれるわけですが、会員の参加意識が高く、会員
として誇りが持てる組織を目指して、地域社会の中で活
躍されている県会会員の皆様の声を集めて埼玉県会の意
見としてまとめていければと思っています。
　このようななかで、次年度は第38回公認会計士フォー
ラム・埼玉大会が開催されることとなりました。この
埼玉大会を成功裏に終わらせるために、東京会の役員と
打合せをしながら準備を進めていきたいと思います。県
会会員の皆様には、いろいろお知恵を貸していただくと
ともに、フォーラム当日のご参加を切にお願いいたしま
す。
　埼玉県等の行政や各種団体への広報活動、公会計への
取組みを積極的に進め、会員相互の情報交換、研修、親
睦を更に充実させていきたいと思っています。
　本年も会員の皆様のご支援とご協力を宜しくお願い申
し上げます。

事務局

池本　和子

　会員の皆様におかれましては、お健やかに新年を迎え
のこととお慶び申し上げます。
　また、日頃より、埼玉県会にご支援・ご協力を賜り厚
く御礼を申し上げます。
　本年はいよいよ埼玉にて、公認会計士フォーラムが開
催されます。埼玉大会成功にむけて皆様のお役に立てる
よう一層努力してまいります。今後とも何卒よろしくお
願い申し上げます。

業務

西川　正純

　新年明けましておめでとうございます。
　今年度も県会にたいして、埼玉県をはじめ多くの関係
機関より会員の推薦依頼がありました。県会といたしま
しては、このような推薦依頼に対して、できるだけタイ
ムリーに情報提供を行っていきたいと考えております。
このため、インターネット環境をお持ちの会員にはメー
ルの利用を行っていきたいと考えていますので、ぜひ、
アドレスの登録をお願いします。

　cpakaiin@jicpa-saitama.jp
まで、お名前、登録番号、連絡先をご記入の上、件名を
「登録希望」として送信をお願いします。
　また、インターネット環境をお持ちでない会員へは、
FAXによることも考えておりますので、FAX番号の登
録をお願いします。
　今年度の県会からの業務推薦状況につきましては、以
下のようになっております。

推　薦　状　況
推
薦
月

団　体　名 内　　　容 人数等

平成19年４月～20年３月

継　

続

埼玉県宅地建物取引業協会 宅地建物取引主任者法定講習会の講師派遣 ４名

埼玉県中小企業再生支援協議会 埼玉県中小企業再生支援協議会協力メンバー 13名
（登録）

さいたま市産業創造財 さいたま市産業創造財団登録公認会計士 10名
（登録）

４　

月

埼玉県福祉部／埼玉県社会福祉法
人認可等及び介護老人保健施設審
査委員会

審査委員 １名

財団法人いきいき埼玉 監事 １名

９　

月

埼玉県立川の博物館指定管理者選
定委員会 選定委員 １名

埼玉県環境部指定管理者選定委員会 選定委員 １名

財団法人埼玉県産業文化センター 外部監査人 ２名

埼玉県立武道館 指定管理者候補者選定委員会委員 １名

財団法人いきいき埼玉 外部監査人 ３名

11
月
埼玉県総務部 公益法人認定等審議会委員候補者 １名

埼玉県公園緑地協会 外部監査人 ２名

12
月
埼玉県 包括外部監査人 １名

財務省関東財務局 入札等監視委員会委員 １名

１
月財団法人埼玉県芸術文化振興財団 外部監査人 １名

３　

月

埼玉県健康づくり事業団 監事 １名

農林水産省消費安全技術センター 入札監視員会設置に係る委員 １名

埼玉県福祉部 平成20年度社会福祉施設等監査指導に係る公
認会計士 １名

平成20年４月～

５
月

所沢市 指定管理者選定委員会委員 ３名

埼玉県総務部 秩父農林振興センターほかエコオフィス化改
修事業提案選定会議委員 １名

８
月埼玉医師会 外部監査人 ２名

９　

月

さいたま地方法務局 公共サービス改革法に基づく民間競争入札に
おける評価委員会委員 １名

さいたま市 平成20年度さいたま市包括外部監査人（取次ぎの
み） １名

埼玉県社会福祉事業団 監事 １名

国立身体障害者リハビリテーショ
ンセンター

病院における医療機器納入にかかる不正事案
の検証と再発防止の為の第三者検討委員会委
員

１名

11　

月

さいたま地方裁判所 講演会の講師 １名

財団法人建設産業団体連合会 会計監査指導 １名

川越市 包括外部監査人候補者 １名

事務局だより



92009  No.6  saitama cpa news

研修

小山　　彰

　新年明けまして、おめでとうございます。
　埼玉県会の会員の皆様には、健やかに平成21年の新春
をお迎えのことと、心からお慶びを申し上げます。
　さて、私が研修の担当を仰せつかりまして、３年目を
迎えました。この間、「県会だけでCPE40単位を取得で
きる」ことを念頭に会務に取り組んで参りました。この
目標を達成できる体制は整えられたかと思っておりま
す。これも、皆様のご助言・ご協力の賜物であると、心
より感謝申し上げます。
　具体的には、従来から実施しておりました年３回の定
例研修、巡回研修及び協会研修のCD-ROMによる勉強
会、CS放送を活用した本部主催集合研修会などです。
　また、研修会のテーマにつきましても、公会計、公益
法人会計（社会福祉法人会計・学校法人会計）、税務、
企業再生、中小企業の事業承継等々、非常に多種・多様
なテーマで実施できたのではないかと思います。
　本年も様々な企画を考えてまいる所存です。その一つ
としましては、一昨年設立されました、PSA（パブリッ
クセクターアカウンティング）研究会と連携をした研修
会も考えております。さらに、会員の業務に資するため、
業務担当と連携を取りながら、会員の業務により直結し
た内容の研修も考えております。
　会員の皆様の積極的な参加をお願いいたします。

広報

平山　孔嗣

　あけましておめでとうございます。
　広報を担当させていただき３年目になりました。年１
回の県CPAニュース、県会ホームページ、埼玉新聞企
画記事等におきまして地域会計士業務を中心に広報活
動を行ってまいりました。特にホームページは県会会員
の皆様へのタイムリーな情報提供の場として、コミュニ
ケーションの場として役割を充実させてゆきます。会員
の皆様からのご意見、ご要望を出来るだけ吸い上げる場
としての役割を重視しています。また、外部に対しまし
ては、機会を捉え、公認会計士の役割、重要性をアピー
ルし信頼と共に業務拡大につながるように努
力してまいります。また、会員の皆様の業務
実績が公認会計士としての広報活動につな
がりますので、一層のご協力よろしく
お願いいたします。

親睦

内田　俊二

　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様方には、ご健勝にて和やかに新年を迎えら
れたこととお慶び申し上げます。
　さて、昨年の親睦ゴルフ会、懇親会の実施状況は下記
のとおりです。
　又、昨年も飯能新緑ツーデーマーチ（飯能市）と日本
スリーデーマーチ（東松山市）のウォーキングの会に参
加し、春は新緑の宮沢湖10キロコースを完歩し、秋は紅
葉間近の森林公園10キロコースを完歩。アフターは東松
山名物の焼鳥をビールと共に賞味し、健康的で楽しい懇
親のひとときがもてました。

　なお、本年も県会としては、「会員の皆様方の交流と
親睦をさらに深めるため」ゴルフ会、懇親会等を継続す
ると共に、皆様からのご意見やご要望などをいただきな
がら、健康的な楽しい企画を立ててゆきたいと思ってお
ります。又、県会としても東京会厚生部開催のフットサ
ル大会、野球大会等に参加すべく、チームを結成したい
と思います。つきましては、別紙、アンケートを同封い
たしますので、腕、足に覚えのある方の多数のご参加を
お待ちしております。
　終わりに、会員の皆様のご健勝を祈念いたしますと共
に今後のご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。

ゴルフ会
４月12日 親睦ゴルフ会（吉見ゴルフ場） 参加者13名
６月28日 親睦ゴルフ会及び懇親会（熊谷ゴルフクラブ） 参加者18名
９月１日 親睦ゴルフ会（妙義カントリークラブ） 参加者７名
10月30日 埼玉友好士業協議会親睦ゴルフ会（鴻巣カントリークラブ） 参加者７名
懇 親 会
７月12日 定期総会懇親会 参加者40名
11月８日 巡回研修会川越大会懇親会 参加者８名
12月13日 忘年会 参加者38名
ウォーキング
５月18日 飯能新緑ツーデーマーチ（飯能）及び懇親会 参加者13名
11月１日 日本スリーデーマーチ（東松山）及び懇親会 参加者10名

平成20年度　実績及び予定
月　日 テ　　ー　　マ 場　　所 参加者 講師名 単位

4月11日 月次勉強会（リース取引の会計と税務） 県会事務所 12名 集合研修CD-
ROM 3

6月13日 月次勉強会（事業承継） 県会事務所 20名 東京中小企業投
資育成㈱ 3

6月12日 木曜講座 県会事務所 10名 （CS中継） 6

6月26日 木曜講座 県会事務所 12名 （CS中継） 6

7月8日 60周年記念式典 県会事務所 38名 （CS中継） 3

7月9日 本部定期総会 県会事務所 26名 （CS中継） 4

7月12日
定期総会 ソニックシティ 62名 ̶̶ 1

研修会（新公認会計士法と個人・中小事務
所への影響） ソニックシティ 64名 柳澤義一氏

（公認会計士） 3

8月
20～22日 夏季全国研修会 県会事務所 232名 （CS中継） 18

8月27日 事業承継説明会 県会事務所 18名 中小企業基盤整
備機構 1

9月25日 本部講演会（IFRSの現状と世界の動向） 県会事務所 20名 （CS中継） 2

10月
22～24日 秋季全国研修会 県会事務所 92名 （CS中継） 18

11月8日 巡回研修会川越大会（民事再生の最新実
務） 川越福祉センター 18名 松苗弘幸氏

（埼玉弁護士会） 4

12月
10～12日 冬季全国研修会 県会事務所 60名 （CS中継） 18

12月13日 研修会（新公益法人制度の概要について） ソニックシティ 48名
佐竹正幸氏
増田宏一氏
尾内正道氏

4

1月20日 新春全国研修会（IFRSの現状と日本の状
況について） 県会事務所 （CS中継） 2

2月6日 研修会（１．地方公共団体に関する監査の
現状、２．学校法人会計：テーマ未定） ソニックシティ 山口俊明氏、

埼玉県学事課 4

3月
10～12日 春季全国研修会 県会事務所 （CS中継） 18

平成20年度合計 118

平成21年度　予　定
月　日 テ　　ー　　マ 場　　所 参加者 講師名 単位

4月10日 月次勉強会（テーマ未定） 県会事務所 集合研修CD-
ROM

6月12日 月次勉強会（テーマ未定） 県会事務所 集合研修CD-
ROM

7月未定
定期総会 未定 ̶̶

研修会（テーマ未定） 未定 未定

事務局だより

Ⓒ埼玉県 2005
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　大きな声を出すことは健康によいと、友人に勧

められて、詩吟のサークルへ入りました。ところ

が詩吟は、各人が順番に練習をするので、順番が

来るまで、座って待つことになります。

　詩吟のほかにスポーツをしようということにな

り、始めたのが社交ダンスでした。詩吟のサーク

ルには男女の会員がいたので、男女が一緒に参加

できるスポーツとして、社交ダンスとなったので

す。詩吟のサークルからダンスのサークルが発足

しました。

　最近は、社交ダンスはボールルームダンスとも

呼ばれ、多くの公民館活動等で採り上げられるよ

うになりました。しかし当時は、世間一般には、

必ずしも十分に認知されていませんでした。公民

館では、軽スポーツ教室というサークル名をつけ

ることで活動を認めてくれました。

　社交ダンスは始めてみると、これほど楽しいも

のはありませんでした。すっかりその虜になって、

今でも続けています。始めてから30年にもなりま

す。ただし、上手にはなっていません。いまだに、

私の趣味です、と胸を張っていえるようにはなれ

ないでいます。

　週１回、日曜日午後の練習には、欠かさず参加

するように心がけています。しかし、練習で習っ

たことが身に付かず、ステップを忘れてしまうの

が常で、次の段階へ容易に進めません。また、社

交ダンスは男性と女性が組んで踊りますが、二人

が呼吸を合わせて踊るのも結構難しいものです。

　いつになっても、私のダンスは、満足できると

ころまでいきません。しかし、このことが、かえっ

て、私が、長い間、ダンスにこだわり、引き留め

られてきた理由の一つでもあります。

　ダンスは音楽を表現するものといわれます。社

交ダンスでは、主にリズムのはっきりした音楽が

演奏されますが、音楽が流れ始めると、身体が自

然に、音楽のリズムに合わせて動き出したくなる

ような、浮き浮きした気分になります。

　社交ダンスの魅力は、この楽しい音楽のリズム

に乗せて、二人で踊るときの心地よさと、精一杯

踊った後の、適度な疲れを伴う充足感ではないか

と思います。

　映画の中で、名優の演ずるすばらしいダンスか

らは、この上ない感動を覚えます。

　NHKテレビで、毎年、「栄光へのステップ」と
名付けて放映されている、インターナショナルダ

ンス選手権大会等における、プロ選手の華麗なダ

ンスを見るのも楽しみです。近隣で開催されるダ

ンスパーティー等で、大勢の参加者が仲良く楽し

そうに踊っている光景には、心温まる思いがしま

す。

　社交ダンスは、自分で踊るのも楽しいし、他の

人が踊るのを見るのも楽しい、老若を問わず誰で

も参加できるスポーツです。

　これからも、心身の健康の糧として、社交ダン

スを楽しんでいきたいと思っています。

　ダンスを楽しむ
　レッツ・ダンス
　

石井　喜浩

会員コーナー

埼玉県のマスコット　コバトン
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　我が家では、ホルンが４台、バイオリンが１台、

ピアノが１台、ギター１本、そしてドラムが１台、

まるでどこかの音楽系サークルの部室のように、

楽器が部屋のスペースの大部分を占拠しています。

所有関係は、夫ホルン３台、娘ホルン１台、息子

ギター、ドラム、私バイオリン。ピアノはみんな

のものです。

　テレビは１台しか無いのに、オーディオは５台

あります。とにかく、音楽は生活の一部で、家族

を結びつける大切な要素です。

　子供達は、クラッシックもポップスも、同じ様

に好みます。オペラも聴くし、ポルノグラフィティ

（ジャパニーズポップスのバンドです）のコンサー

トにも行きます。

　私も子供達の影響で、最新の音楽にいつも触れ

ています。「お母さんが好きだと思う曲」を、録音

してくれるので。

　そして・・・先日、家族で小澤征爾さん指揮の

ウィーン国立歌劇場2008年日本公演に行ってきま

した。演目は、ベートーヴェンの「フィデリオ」。

レオノーレ役は、デボラ・ヴォイト、フロレスタ

ン役は、ロバート・ディーン・スミス。春にチ

ケットを予約して、苦しいときも悲しいときも、

「秋にはフィデリオ」を合言葉にがんばって、本当

に楽しみにしてきた公演だったのです。

　今まで聴いた演奏の中で、最も素晴らしいと感

じました。その後10日間ほど、頭に鮮明に残る

ウィーンの音色を上書きして消したくなくて、他

の音楽を一切聴く気がしなかったほどです。事前

に、同じ演目のCDを聴き、歌詞を勉強して行き

ましたし、字幕もあったので、オーケストラと歌

の両方を満喫することができました。

　オペラの翌日、ウィーン国立歌劇場管弦楽団の

メンバーの室内楽コンサートがあったのですが、

もう少しで、当日券を求めてサントリーホールに

行ってしまうところでした。山積みになった仕事

さえなければ・・・。

　家族も皆感動して、神奈川県民ホールは住いの

ある熊谷からは遠くて大変だったけれど、行って

良かったと心から思います。カーテンコールを終

わりまで見られなかったのだけが心残りです。終

電に間に合うかどうかぎりぎりのタイミングだっ

たので、駅まで走らなければならなかったのです。

　私達が走っている道の脇に、黒塗りの車がずら

りと並んでいました。劇場から出てくる要人を

待っていたのでしょう。

　またがんばって働いて、オペラのチケットを

買って、今度は黒塗りの車は無理だとしても、ホ

テルにゆっくり泊まりたいなあと思います。勿論

翌日の仕事の予定を入れないで。

　今は、娘は大学、夫は地域のアマチュアオーケ

ストラに所属して、ホルンの演奏を楽しんでいま

す。息子は、友人とバンドを組んでいますが、オー

ケストラにも興味があって、最近よく、バイオリ

ンをいじっています。私もいつか、会計士試験の

勉強のためにやめてしまったオーケストラに戻る

ことができるかどうか。でも、もう、聴く方が良

いですね。これからも音楽を一緒に楽しめる家族

でありたいと思います。

　音楽の風景
　（楽器がごろごろ）

金井　千尋

会員コーナー

埼玉県のマスコット　コバトン
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　明けましておめでとうございます。

　昨年４月に、埼玉県会の業務の推薦により財団

法人埼玉県健康づくり事業団の監事に就任いたし

ました岡山でございます。

　平成20年３月期の決算を過ぎてからの就任で、

監事としての決算監査をすることとなったため、

少々戸惑いましたが前任者の佐野会計士より、詳

細な引き継ぎの指導を受けたため、何とか監事と

しての役目を達成できたものと思っています。

　ここで、財団法人埼玉県健康づくり事業団につ

いてご紹介いたします。

　当財団は、平成９年４月１日に、㈶結核予防会

埼玉県支部・㈶埼玉県保健衛生協会・㈶埼玉県対

がん協会・㈶埼玉県労働保健センターの４団体が

合併して設立されました。基本金は１億円で、埼

玉県・埼玉県医師会・旧４団体および県内３金融

機関が出捐しています。

　当財団は、上記の設立の経緯および出捐者の構

成からも分かるように、埼玉県民すべての人々の

健康を願って、予防医学の観点から具体的には次

の事業を行っています。

１ ．地域保健事業（地域住民を対象とした基本健

康診査・各種がん検診・結核検診・骨粗しょう

症検診・特定健康診査〈メタボ検診〉等）で、

事業割合は約31％

２ ．職域保健事業（労働安全衛生法等にもとづく
定期健康診断・じん肺、特殊化学物質、有機溶

剤等に関する特殊健康診断等）で、同43％

３ ．学校保健事業（学校保険法等に基づく児童や
生徒を対象とした健診・検査）で、同14％

４ ．総合健診（人間ドッグを中心とした健診で各
種のオプション検査もあります）で、同６％

５ ．その他の事業（作業環境測定・がん予防運動
等の啓発事業）で、同６％

　上記の事業を行うため、本部機構は埼玉県浦和

大久保庁舎にあり、総合健診室は埼玉県県民健康

センター（埼玉県庁第二庁舎の北側）にあります。

また、県内各所で健診等を行うため、健診Ｘ線車

両等（大型）を22台保有しています。

　事業は、競争相手が多く決して順調であるとは

言い切れませんが、健診・検査の高品質の維持、

収支の均衡および事業の継続的な発展を図るため

109名の職員および理事等が日々努力しています。

　県会の会員の皆様、ご家族およびクライアント

の皆様にとって健康は最重要の課題だと思います。

　出来得れば、当財団の施設をご利用していただ

ければ幸いに存じます。

　簡単ですが、以上で当財団の紹介とさせていた

だきます。

　末筆ながら、会員皆様のご健康と益々のご発展

をお祈り申し上げます。

財団法人埼玉県　　
健康づくり事業団の
監事に就任して

岡山　和愛

県会業務推薦コーナー
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　唐突とも思える本部からの東京会組織再編提
案に対し、東京会は正副会長を中心として独自
案の策定を目指し組織ガバナンスプロジェクト
チームを召集しました。数度の議論の結果「地
域会の見直しの方向性」に対する提言を行ない
ました。結果、本部も当事者たる東京会の意向
を尊重し、具体的改革については東京会自身の
叡智に委ねられることになりました。上記経緯
は、年末の研修会で本部会長、東京会会長それ
ぞれより趣旨についてご説明をいただいたとこ
ろでありますが、時代はスピードを要求してお

ります。今後の動きを会員自身の重要な問題と
して注視していただきたいと思います。

　東京会組織ガバナンス改革　　　　　　
プロジェクトチーム構成員　平山孔嗣

ガバナンス

風雲　東京会組織ガバナンス改革

◆ ８月29日  さいたま市長表敬訪問

◆ 10月16日  千葉フォーラム

◆ 6月24日  埼玉弁護士会との懇談会◆ 11月１日  スリーデーマーチ◆ ４月12日  ゴルフ会

◆ 10月6日  知事表敬訪問◆ 8月27日  事業承継説明会

◆ 10月17日  千葉フォーラム付帯イベント
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埼玉県会地域別会員名簿（平成20年10月31日現在）
地　　区 正　　　会　　　員 準会員（４号準会員含む） 会  員  数

正 準 計

南　
　
　

部　
　
　

地　
　
　

区

北本 池田　政治　　　勝田　重道　　　木村　繁男　　　佐藤　尚義　　　富山　兼忠
松村　　栄

6 0 6

桶川 松田　正典　　　三間　邦夫（顧） 斎藤　祐馬　　松田　志史 2 2 4
伊奈 町田　賢朗 1 0 1
上尾 井上　克典　　　小松　修二　　　小宮山　司　　　佐藤　　孝　　　鈴木　稔巳

瀨川　則之　　　関口　長吉　　　田中　更二　　　橋村　義憲　　　羽田　吉和
松岡　樹生　　　三上　幹夫　　　宮田　英生（幹）　柳田　隆久　　　若松　謙維

金井　克明　　菊池　恵子
西郷　　篤　　田中　智行
中山　　潤

15 5 20

さ　

い　

た　

ま　

市

大宮区 網野　　誉　　　荒井　克浩　　　荒井　伸夫（副）　飯塚　正貴　　　石川　岩雄
伊藤　英明　　　井上　広明　　　入江　淳子　　　入江　陽子　　　内田　和男
大原　　誠　　　岡本　尚樹　　　小河原崇生　　　小野田　元　　　鎌田　竜彦
木村　邦彦　　　工藤　道弘　　　久保壯一郎　　　熊谷　信考　　　栗原　由武
古賀　聡子　　　小島洋太郎　　　小宮山　榮　　　後藤　德彌　　　佐渡　一雄
宍戸　祐介　　　篠崎　裕文　　　篠塚　裕文　　　柴田　知香　　　鈴木　　舞
関端　京夫　　　千田　哲平　　　髙井　健介　　　髙橋　正勝　　　田島　一郎
筑紫　　徹　　　寺山　昌文　　　洞口　卓継　　　中島　茂喜　　　中森弥生子
西平　　哲　　　野口美惠子　　　信澤　康一　　　信澤　山洋　　　原口　　博（幹）
福田　　厚　　　増田亜希子　　　松浦　竜人　　　松島　　稔　　　松田　道春
松本　榮一　　　松本　　茂　　　森田　忠宏　　　森田　　亨　　　矢部　謙二
山沢　邦明　　　山田　真司　　　山本潤一郎　　　吉田　守一

安達　岳夫　　荒　　大輔
有坂　忠輔　　石塚　勝仁
枝　　大樹　　大滝　　翠
小倉　　章　　木島　紹史
佐藤　陽介　　須賀　信治
鈴木　康雄　　高橋　将光
中塩　修司　　原田　敦史
布施　知芳　　村田　克也
渡辺　敬太

59 17 76

北区 飯倉　哲成　　　﨑谷　　寿　　　寺見　三雄　　　中島　　信 一ノ瀬健太郎　　宇賀神貞夫
小高　忠裕　　西川　英樹
柳田　順子

4 5 9

西区 内山　義雄　　　浦野　雄二　　　深谷　　豊 吉田　陽介 3 1 4
見沼区 相川　聡志　　　大金　忠宏　　　奥原　主一　　　加沢　義晴　　　島田紘一郎

松原　令枝　　　山口憲一郎
安藤　正幸　　小林　輝一
鈴木　勇輝　　濱谷　　啓

7 4 11

中央区 猪俣　秀毅　　　遠藤　隆光　　　垣沼　一郎　　　河合　明弘（常）　河合あゆみ（幹）
木村　　尚　　　小宮　一浩　　　坂本　隆信（顧）　髙橋　昌男　　　原田　裕子
福家　弘行　　　古屋　卓己　　　村田　憲司（幹）　　　

新井　直毅　　新江　　孝
髙畑　　明　　福田健太郎

13 4 17

浦和区 青柳　立野　　　石田　惠美　　　内田　俊二（副）　大久保　明　　　小淵　直子
賀川寛一郎（幹）　神本　　昇　　　川邊　　茂　　　齋藤　史郎　　　櫻井　　茂（監）
佐竹　正幸　　　鈴木　義夫（顧）　髙栁　健一　　　竹井　光美　　　都築　秀美
土屋文実男（常）　土橋　宏章　　　富田　吉昭　　　長島　良亮　　　中村友理香
日原　智彦　　　保坂　圭作　　　松平　　智　　　丸岡　　裕　　　宮城由美子
宮原　敏夫（会）　村田　英孝　　　矢野　豪士　　　横山　一朗

阿久津　聖　　加藤　裕之
亀井　優樹　　小林　啓孝
島村　　英　　瀬田周一郎
塚原　龍雄　　中塚　拓也
福田　就介　　松縄　　豊
吉野　直志

29 11 40

桜区 関口　俊雄　　　 1 0 1
緑区 海野　亀男（相）　大石　　勝　　　北原　英治　　　桐岡　弘幸　　　木暮　友喜

森山　武芳　　　吉田　俊行
浅野　侑子　　加藤　智也
河村　正一　　曽根　道雄

7 4 11

南区 相塲　俊夫　　　板橋　信夫　　　岩渕　　均　　　奥角　　仁　　　倉持　哲也
小柴　正光　　　後藤　俊二　　　込田　　彊　　　佐分　紀夫　　　高野　寧績
髙橋　陽介　　　田村　道明　　　橋詰　正夫　　　長谷川孝至　　　前田　清澄
眞木　和久　　　増田　　一

新井　達哉　　伊東　知文
北島美和子　　小畑　邦徳
菅澤　　淳　　田中　建二
中込　佑介　　中島　弘貴
番家　　薫

17 9 26

岩槻区 安齋　亮三　　　相原甫二雄　　　秋葉かおり　　　岩波　一泰　　　角田　　浩
塩原　修藏　　　塩原　史子　　　田山　　毅（常）

北島　正章　　中村　崇宏
山根　英樹　　力示　龍臣

8 4 12

（さいたま市　計） 172 66 238
蕨 浅野　晋也　　　雨堤　正博　　　小林　順一　　　神津　重人　　　多田　広光（顧）

中川　幹也　　　野田　光二　　　平山　孔嗣（副）　監査法人クラリティ
向田　隆義 9 1 10

川口 青木　忠幸　　　磯貝　光一　　　植野　和宏　　　奥村　達也　　　勝長　　祥
加藤　雅則　　　鎌田　融彦　　　小林　　環　　　小山　　彰（副）　佐々木　武
佐瀬　俊道　　　 藤潤一郎　　　齋藤　一将　　　櫻井　秀秋　　　佐藤　　實
佐 　純也　　　佐藤　昌彦　　　清水　秀雄（幹）　新村　公剛　　　田井　貴彦
高野千代治　　　高橋　　守　　　丹沢　好治　　　近田菜生子　　　中桐　則昭
中込　眞次　　　中村　明弘　　　西浦　正和　　　野島　一男　　　藤野　廣治（顧）
増田　善久　　　宮一富士男　　　森住　恵二　　　矢島　賢一　　　吉野　恭平
米田　正巳　　　渡邉　勝彦　　　渡部　行光

河合　春奈　　小嶋　祥人
小山　　敦　　佐々木祐介
田中　陽子　　中込　一摩
根岸　由郎　　信夫　　修
長谷川直志　　畑中　秀友
福田　直康

38 11 49

鳩ヶ谷 小池　克徳　　　根本　秀人　　　常陸　泰司 上野　　洋　　田野口浩太
森澤　祐介

3 3 6

草加 秋濱　政志　　　浅野　典久　　　伊藤　忠士　　　猪股　世紀　　　猪股　宏之
飯塚　由明　　　長内　温子　　　関根　敬子　　　谷　　篤志　　　冨岡　桂子
中島　英男　　　堀野　　曉　　　三根　健一　　　

阿部　徳仁　　糸田川　周
内倉　　滋　　小林　亮太
瀬戸山広樹　　西本　　学
船橋　太郎　　堀野　裕子
南　　伸一　　若林　未恵

13 10 23

戸田 大村　雅司　　　小川千恵子　　　久保出健二　　　熊木雄太郎（顧）　小池　　亘
杉本　清文　　　杉本喜代美　　　髙橋　謙一　　　

遠藤　英樹　　木原　祥智
佐藤　勇介　　田中　信宏
畑村　国明

8 5 13

和光 荒木　　聡　　　石塚　兼也　　　荻野　雅之　　　金井　義家　　　柴﨑　智延
世古　尚俊　　　橋本三喜男　　　谷内　　守

岡田　　睦　　久野　　聡
住吉　一樹　　藤髙　麻美

8 4 12

朝霞 井　　薫　　　稲山十四助（相）　高柳　尚視　　　新里　智弘　　　根津　光弘
長谷川臣介　　　福田　武彦　　　容貝　泉夫

五十嵐正樹　　遠藤　　努
千葉　恭平　　服部　数馬
眞岩　秀行　　水野　広之

8 6 14

新座 今村　正宗　　　岡本　芳郎　　　春日　敏彦　　　川口恵都子　　　橋本　成俊
平山　　剛

角　　元司 6 1 7

志木 赤尾敬一郎　　　有賀　美典　　　飯島　錠二　　　岩間　晃一　　　上原　由夫
関本　　享　　　宮野尾幸裕

小池　徹郎　　田島　大樹
田上　裕孝　　成田　　弘

7 4 11

南部地区　合計 272 111 383

西　
　

部　
　

地　
　

区

東松山 鳥海　隆雄　　　堀　　一男（顧）　真下　和男（顧）　山崎　　剛 渕上　　崇 4 1 5
坂戸 角野　崇雄　　　川村　義則　　　西川　裕康　　　栁澤　　享　　 4 0 4
川越 安藤　隆允　　　阿部　軍喜　　　伊藤　宏美　　　猪鼻　正彦（常）　猪鼻　嘉行

石山　　豊（相）　大澤三千雄　　　岡田　　章　　　荻野　博司　　　栗原　　章
佐久間仁志（常）　 野　勝正（常）　鈴木　　悟　　　関口　智和　　　田中　　宏
長岡　勝美　　　西川　一郎（相）　西川　孝博　　　西川　正純（副）　堀江　英夫

倉持　四郎　　小島　公彦
佐々木　航　　谷　　和幸
花圓　哲郎

20 5 25

富士見 髙波美弥子　　　當麻　政悦　　　松田　隆志　　　芳原　勝伸 川島　　剛　　木村　太一
小勝　志郎　　中西　祥子
福田　政彦

4 5 9

ふじみ野 平林　素子 磯崎亜矢子　　久保田俊一 1 2 3
狭山 井上　徹二　　　栗原　洋一　　　酒井　俊幸　　　坂野　好邦　　　茂中美喜夫

清水　善規　　　鈴木　康弘　　　髙栁　　清　　　寺田　芳雄　　　中村　英明
宮川　惠一

飯泉　　斉　　市川　圭介
町田　紘子

11 3 14

名簿
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地　　区 正　　　会　　　員 準会員（４号準会員含む） 会  員  数
正 準 計

西　
　

部　
　

地　
　

区

所沢 阿部　大亮　　　岩﨑　力也　　　上本　壽雄　　　大東　幸司　　　柏谷　道正
川﨑　勝之　　　北原　義仁　　　久朗津英夫　　　斉藤　武司　　　酒井　敏彦
柴山　高一　　　関　　博之　　　大東　正躬　　　田中　敦子　　　田中　　勝
髙尾　　賢　　　橘　　宣洋　　　近澤　優司　　　鶴藤　　洋　　　貫井　正之
早坂　昇一　　　舟越　　進　　　町田　和宏　　　宮城　秀敏　　　森　　巨樹
山口　雅弘　　　山中　幸雄　　　橫井　　貴

秋山　義之　　岩丸　涼一
小寺　雅也　　小林　一夫
近藤　正輝　　佐藤　　賢
白井健二郎　　鈴木　春陽
永田　祐介　　盛岡奈緒美
諸星　国彦　　山田　武史
吉田　正之

28 13 41

飯能 嶋田　　昇　　　吉島　一良（顧）　吉島　力良 池田　五郎　　森　　和夫 3 2 5
入間 関谷伊和男　　　田中　清一　　　中村　　透　　　牧　　哲郎 赤池　直也　　近藤　俊介

草間　愛子　　仲田　吉徳
4 4 8

日高 野村　昌弘 安藤　智洋　　越智　一英
橋本　　理

1 3 4

鶴ヶ島 海老澤敏夫　　　橋爪　和夫 三ツ木　寛 2 1 3
滑川 佐藤　正恒 1 0 1

入間郡三芳町 渡邉悠紀子 泉家　章男　　菅野　　卓 1 2 3
入間郡毛呂山町 新井　晶美　　伊勢　悠司 0 2 2

西部地区　合計 84 43 127

北　

部　

地　

区

熊谷 石井　喜浩（幹）　石久保善之　　　大谷　宏一　　　大谷　益世（常）　荻野　八郎
金井　千尋　　　木本　英男　　　田代　充雄　　　能見　孟俊　　　萩原　　篤
蛭川　俊也（顧）　本塚雄一郎　　　

今井　泰弘　　鯨井　久敬
毛山　裕史　　佐藤　丈公
佐藤　愛彦　　高木　好道

12 6 18

深谷 黒須　克仁　　　武田　　哲　　　塚原　昭二　　　 中澤　仁之 3 1 4
本庄 今村　祐介 0 1 1
鴻巣 大塚　和恵　　　清水　　正　　　中澤　　隆 須長　　初　　蓮原　　亮

元氏　　元
3 3 6

行田 為ケ井敏一　　横須加一也 0 2 2
吉見 木村　　毅 根岸　泰文 1 1 2
秩父 小泉　眞人　　　肥沼　秀司 2 0 2
岡部 小林喜一郎 1 0 1

北部地区　合計 22 14 36

東　
　

部　
　

地　
　

区

羽生 松本　　猛　　　 岡田　健吾 1 1 2
加須 高野　勝良　　　原　　　稔 2 0 2
久喜 向後　真徳　　　佐藤　直司　　　永田　　勲 3 0 3
蓮田 飯野　浩一　　　飯野　雪男　　　小川　　進 3 0 3
春日部 池田　博行　　　磯山　昭一　　　岩波　秀明　　　遠藤　忠宏　　　大澤　　究

尾花　　淳　　　黒田　好代　　　神足　勝彦　　　小池久美子　　　重岡　裕介
田中　彰治　　　西島　大充　　　廣瀬　哲也　　　矢島　和彦　　　山本　清次（顧）
渡邉　喜夫

厚井　翔太　　酒井　雄一
柴田　英樹　　鈴木　博史

16 4 20

越谷 飯塚　岩男　　　薄井　賢治　　　大沢日出夫　　　大鷲　雅一　　　長田　慶洋
鈴木　篤志　　　清田　　亮　　　髙野　悦雄　　　田久保武志　　　田部井悦子
為ケ谷喜一郎　　　中村　甫尚　　　長谷川俊晴　　　藤原　拓也　　　堀　　友嗣
松村　俊夫　　　丸山　陽司　　　水嶋　正樹　　　森原　哲也　　　渡井富志雄

安藤　　慶　　井橋夕紀子
今市　哲則　　角田航太郎
藤井　美明　　本田　幸一
森田　陽平　　安田　英則

20 8 28

三郷 今西　崇雄　　　岡庭　武利（幹）　髙山　康明　　　富樫　信子　　　山下　勝矢 五十嵐　力　　大塚　健司
佐川　雄大　　鈴木　　努
鈴木　葉子

5 5 10

八潮 福野　幸央 1 0 1
吉川 北林　啓司　　　野口　千春　　　 池野　智章　　太田　洋介

小山　修平　　久田　真義
2 4 6

杉戸 0 0 0
白岡 岡山　和愛（監）　岸川康太郎　　　坂巻　仁志　　　山口　高志　　　 岡安　俊英　　藤田　達郎 4 2 6
幸手 菅谷　君一 1 0 1
宮代 中村　　仁 高木　雅和 1 1 2
栗橋 山中　裕之 1 0 1
松伏 木下　文一　　佐藤　洋介

武田　望美　　歩行田大樹
0 4 4

鷲宮 松尾　佑一 0 1 1
上里町 吉田　祐一 0 1 1

東部地区　合計 60 31 91
埼玉県会合計（公　開） 438 199 637
　〃　　　（非公開） 0 4 4
埼玉県会総合計 438 203 641

在住地区会員
磯部　正昭　　　江口　俊治　　　太田　啓之　　　岡田　　清　　　奥山　弘幸　　　神山　敏夫　　　川口　宗夫
楠山　正典　　　久保　直生　　　黒澤　誠一　　　河野　幸久　　　小島　　昇　　　權田　俊枝　　　酒井　宏暢
佐々木直彦　　　神保　正人　　　高橋　達夫　　　對馬　和也　　　中嶋　教晶　　　中村　元彦　　　野口　和弘
野崎　一彦　　　深代　勝美　　　舩山　卓三　　　本間　利雄　　　宮島　博和　　　余語　直樹　　　和田　正夫　　（合計28名）

＊凡例＝（会）：会長　（副）：副会長　（常）：常任幹事　（幹）：幹事　（監）：監事　（顧）：顧問　（相）：相談役

※地域区分は、事務所所在地による

日本公認会計士協会埼玉県会　平成20年度役員名簿 （H20.11.30現在）
役 　 員 　 名 氏　　　　　　　名
会 　 　 　 長 宮　原　敏　夫
副 　 会 　 長

〃
〃

荒　井　伸　夫（総　　　務）　　　　　内　田　俊　二（親　　　睦）
平　山　孔　嗣（広　　　報）　　　　　西　川　正　純（業　　　務）
小　山　　　彰（研　　　修）

監 　 　 　 事 櫻　井　　　茂　　　　　　　　　　　　岡　山　和　愛
常 任 幹 事

〃
〃
〃

猪　鼻　正　彦（研　　　修）　　　　　大　谷　益　世（広　　　報）
河　合　明　弘（広　　　報）　　　　　佐久間　仁　志（研　　　修）
　野　勝　正（親　　　睦）　　　　　田　山　　　毅（業　　　務）
土　屋　文実男（総　　　務）

幹 　 　 　 事 石　井　喜　浩　　　岡　庭　武　利　　　賀　川　寛一郎　　　河　合　あゆみ
清　水　秀　雄　　　原　口　　　博　　　宮　田　英　生　　　村　田　憲　司

顧 　 　 　 問
鈴　木　義　夫　　　多　田　広　光　　　堀　　　一　男　　　塩　原　春　夫
藤　野　廣　治　　　真　下　和　男　　　山　本　清　次　　　三　間　邦　夫
蛭　川　俊　也　　　吉　島　一　良　　　坂　本　隆　信　　　熊　木　雄太郎

相 　 談 　 役 石　山　　　豊　　　海　野　亀　男　　　西　川　一　郎　　　稲　山　十四助

名簿
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編集後記

　どうにか第６号を送り出すことが出来ました。

原稿などご協力いただいた方々に感謝の気持ちで

いっぱいです。本年は公認会計士フォーラム埼玉

大会が開催されます。昨年は千葉県会が立派に運

営され感動いたしました。

　表紙の鉄道博物館も大盛況を続け、NHK朝の

連続テレビ小説も川越が舞台となり埼玉が注目を

浴びます。フォーラムは広く一般にも公開される

行事です。公認会計士の地位向上のためにも県会

会員の皆様のご協力をお願いいたします。

（孔）

日本公認会計士協会  埼玉県会
〒330-8669
さいたま市大宮区桜木町１－７－５
ソニックシティビル８F
TEL：048-644-9050　FAX：048-644-9054
E-Mail : kenkai@jicpa-saitama.jp
URL : http://www.jicpa-saitama.jp

埼玉県会  CPAニュース
発  行  人：埼玉県会会長　　宮原敏夫
編  集  人：副会長広報担当　平山孔嗣
構  　  成：常任幹事広報担当　河合明弘
印  刷  所：株式会社  正文社
写真提供：平山孔嗣／
　　　　　　鉄道博物館ヒストリーゾーン（表紙）

　「彩の国木づかい応援団」に加入しました。

　埼玉県産木材を積極的に使っていこうという応

援団です。

　県の木であるヒノキの名刺も作ってみました。

とてもいい香りがします。

　インターネットにデジタル機器。

　こんな時代だからこそ、地元の木を使ってみま

せんか？

　埼玉県会CPAニュースでは、毎年、名簿作り

に苦労しています(^ ^ ;）

（明）

社団法人小江戸川越観光協会提供

社団法人小江戸川越観光協会提供

埼玉県のマスコット　コバトン




