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　謹んで新春のご挨拶を申し上げます。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
とと存じます。
　日頃は埼玉県会の事業及び会務につきましてご
協力をいただきありがとうございます。
　さて、平成27年度も残すところ３カ月足らずで
すが、今年度も事業計画の基本方針及び重点施策
に則り、積極的に会務を進めております。とくに
これからの３ヶ月は東京会の地区会として最後の
期間になりますが、「埼玉会」に繋がる重要な期間
と考えしっかりと基礎固めをしていきたいと考え
ています。
　その埼玉県会の地域会化についてですが、ご案
内の通り昨年９月８日にソニックシティ国際会議
室におきまして、多数の会員、準会員のご出席を
いただき埼玉会設立総会を開催し、規約制定案、
規定制定案等を賛成多数を以ってご承認いただき
ました。これで埼玉県会は本年４月１日より東京
会から分離した一地域会、埼玉会として全国では
15番目の地域会として活動していくこととなりま
す。
　そしてその「埼玉会規約」第２条に定めており
ます「目的及び事業」関しましては東京会の一地
区会ではありますが、これまで埼玉県会として学
校法人委員会、公会計委員会等９つの委員会を設
置し、また各種の研修会、会員のための福利厚生、
官公庁等への推薦業務等の各事業を行うなど既に
ある程度の活動を行ってきたと考えています。さ
らに地域会として今後事業活動を展開していくか
現在模索している段階です。
　まず埼玉会の新組織体制ですが、昨年11月に会
員の皆様に、埼玉会の新役員の選出をしていただ

きました。地区会長からの引き続きとはなります
が、私が埼玉会の会長に就任させていただくこと
になりました。新役員とともに埼玉会としての基
礎固めを３年間をしっかりと行っていきたいと考
えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　また事務局体制につきましては、現在常勤と
パートの女性２人体制ですが、ここに事務局長を
配置しさらに職員を増やすことにより、予想され
る業務量の増加に対応していくつもりです。
　さらに、事務所内のスペースにつきましても、
レイアウトを変更することによって、事務局の増
員に対応できるよう考えております。
　そして地域会化によって、これまで埼玉県会の
会員が東京会から享受してきたサービス、とくに
研修、広報、厚生、そして調査研究等のサービス
の低下がないよう質・量の維持のため、東京会に
ご協力をいただくための協議に入っています。
　地域会化することによって地元自治体や関係諸
団体等との関係がより緊密になり、埼玉県の公認
会計士の地域社会に貢献する機会がますます増
えるものと考えています。まさに「Engage in the 
Public Interest 社会に貢献する公認会計士」として
活躍していく場が広がっていくのではないかと期
待しています。
　埼玉会スタートに向けてまだまだ決めなければ
ならないこと、行わなければならないことが山積
していますが、会員の皆様のご指導、ご鞭撻を賜
りながら着々と前に進んでいく所存です。何卒よ
ろしくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、埼玉県会の会員の皆様の
ご健勝・ご活躍を祈念いたしまして、新年のご挨
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

小山　　彰
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　明けましておめでとうございます。
　日頃、公認会計士の皆様には、会計と財務の専
門家として、企業への経営支援など地域経済の活
性化に御尽力を賜り、深く感謝申し上げます。
　昨年は首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の県
内区間が全線開通し、交通の要衝としての本県の
優位性がますます高まりました。
　また、ラグビーのワールドカップが2019年に日
本で開催され、熊谷市が会場の一つになることが
決まりました。2020年の東京オリンピック・パラ
リンピックでは、本県も会場となるなど、世界的
スポーツイベントが目白押しです。
　さらに、本県ゆかりの方々がノーベル賞を受賞
されました。
　物理学賞の梶田隆章東京大学宇宙線研究所長は
東松山市の出身です。
　また、生理学・医学賞の大村 智 北里大学特別栄
誉教授は、北本市の北里大学メディカルセンター
開設に尽力された方です。
　これらは本県の隆盛と可能性を象徴する出来事
だと私は感じています。
　一方で、将来の課題に対応を図ることも必要で
す。その一つが、団塊の世代が75歳以上となる
「2025年問題」です。
　本県の75歳以上の高齢者は、2025年には118万人
に増加し、医療・介護需要の爆発的な増大が予測
されます。また、15歳から64歳の生産年齢人口が
27万人減少し、社会活力の低下が懸念されます。
　これは大変大きな課題ですが、私は別の未来を
築くために３つの大きな取組に挑戦します。
　その第一は「シニア革命」です。やがては１人
で１人の高齢者を支える「肩車型」社会になると
いう、超高齢社会の暗いイメージを変えるために

は、高齢者も活躍できる社会をつくっていく必要
があります。
　本県の2025年の65歳以上の高齢者198万人のう
ち、８割の約157万人は社会参加可能な「元気な高
齢者」と言われています。
　高齢となっても働く意欲のある方は働き続け、
地域活動に協力いただける方には様々な分野で社
会貢献していただく。こうした社会を構築する、
言わば「シニア革命」を大きなムーブメントにし
てまいります。
　そのために、まずは「健康長寿埼玉プロジェク
ト」を全県展開し、健康寿命を延ばしていきます。
　また、地域で安心して医療や介護サービスを受
けることができる「地域包括ケアシステム」を、
市町村と連携して構築してまいります。
　第二は「人財」の開発です。県民一人一人の個
性や能力が最大限発揮できる社会とすることです。
　「埼玉版ウーマノミクスプロジェクト」を一層推
進し、女性が活躍する埼玉を築きます。また、職
業教育の充実で若者の活躍を促すとともに、生活
困窮世帯の子供への学習支援を更に進めてまいり
ます。
　第三は「稼ぐ力」の強化です。働き手が減少す
る中で社会の活力を維持し高めていくには、「稼ぐ
力」を高める必要があります。
　「先端産業創造プロジェクト」をより加速させ、
成長可能性の高い分野の事業化を支援し、新たな
産業を県内に集積させます。また、県内中小企業
の経営革新を支援し、生産性向上を図ってまいり
ます。
　本県の取組が我が国の方向性を示す年となるよ
う、皆様の御支援、御協力をよろしくお願いしま
す。

「2025年問題」への挑戦
埼玉県知事

上田　清司
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　埼玉県会の会員・準会員の皆様、関係者の皆様、

新年あけましておめでとうございます。

　東京会の地区会である埼玉県会はすでにご案内

の通り、今年、平成28年４月より、東京会から独

立し、「埼玉会」として日本公認会計士協会の15番

目の地域会となります。平成28年は、埼玉県会に

とっても東京会にとっても、歴史的に記念すべき

年になります。何十年も先になると、「埼玉会は東

京会の地区会だったのですね。知りませんでした。

平成28年に東京会から独立したのですね。」などと

いう会話がなされるかもしれません。ですから、

このような歴史的な出来事に当事者のひとりとし

て出会うことができましたこと、本当に幸甚の至

りです。

　東京会としましては、埼玉県会が地域会となっ

た後も隣接地域会として、各種の活動を共同で行

わせていただくように小山埼玉県会長をはじめ関

係の皆様と現在協議中です。そして、神奈川、千

葉も含めて関東の４つの地域会が連携し、一都九

県の旧来の東京会枠組みの中で、関東甲信越の

ネットワークを強化し、一層のサービスの強化に

努めていく所存です。昨年の12月には、関東甲信

越の新しい４地域会となる東京会、神奈川県会、

埼玉県会、千葉県会の会長が集い、平成28年４月

からの新体制について話し合いを行いました。

　そこでのキーワードは地域社会への貢献です。

今までは、資本市場における番人とか、ややとも

すると上場会社の監査業務のことが中心に語られ

てきました。もちろん資本市場に対する公認会計

士の役割の大きさは何ら変わることはありません

が、これからはそれらに加えて、地域社会に対す

る社会貢献です。具体的には、地方自治体への支

援、社会福祉法人、医療法人、農協、幼稚園と

いった各種団体への支援、そしてもちろん地元の

中小企業支援等々です。ときには監査という形で、

ときには会計や経営面に対するコンサルや指導、

また役員、委員の就任など、様々な形での公認会

計士の利活用が期待されているところかと思いま

す。

　今後、地域会は大きな役割を担っていかなくて

はなりません。日本公認会計士協会全体の施策が

ただちに地域会の施策と言っても過言ではなく、

地域会と本部の連携強化がいっそうに必要になっ

てきております。表題に書きましたが、安心で活

力ある地域社会づくりへの貢献、これこそが新生

「埼玉会」に求められているものではないかと思い

ます。

　また、昼間の勤務地が東京でも住所は埼玉県と

いう方は大勢いらっしゃいます。そのように地域

会をまたいで活躍される様々な会員に対しても、

隣接地域会同士の連携のもとにきちんとサービス

を考えていかなくてはなりません。

　関東甲信越一都九県の新生４地域会体制の幕開

けとも言える平成28年、このような記念すべき年

が、皆様にとっても一層の発展がなされる年にな

りますことを祈念しまして新年のご挨拶とさせて

いただきます。

安心で活力ある地域社会づくり
への貢献を目指して
～平成28年は関東甲信越一都九県の４地域
会による新体制幕開けの年～

日本公認会計士協会
東京会　会長

柳澤　義一
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平成26年度　事業報告
（H26．４．１～H27．３．31）

１．会員及び準会員数（平成27年３月31日現在）

会　　 員 ６４０名
準 会 員 １４８名
合　　 計 ７８８名
在 住 会 員 　５５名

２．事業報告（及び活動報告）

物 故 会 員

保坂　圭作　殿（平成26年４月12日）
佐々木　武　殿（平成26年５月19日）
塚原　昭二　殿（平成26年６月25日）
高橋　昌男　殿（平成26年10月19日）
松岡　樹生　殿（平成26年12月13日）
堀　　一男　殿（平成27年１月４日）
堀野　　曉　殿（平成27年１月20日）

平
　
成

　
26

　
年

４月７日㈪ 埼玉りそな銀行融資企画部訪問
４月15日㈫ 各委員会による埼玉県庁表敬訪問（学校法人、社会福

祉、NPO法人）、さいたま市表敬訪問
４月20日㈰ 親睦ゴルフ大会（平成倶楽部鉢形状コース）
４月21日㈪ 定例常任幹事会
４月23日㈬ 東京会役員会、地区会長会議、県会ブロック会議

４月23日㈬～24日㈭ DVD研修会「監査事例研修会」
４月25日㈮ 埼玉県消費生活課と面談
５月２日㈮ 監事監査
５月８日㈭ さいたま市総務部総務課と面談
５月12日㈪ 定例常任幹事会
５月22日㈭ 研修委員会
５月23日㈮ 第４回彩の国中小企業支援ネットワーク会議
５月27日㈫ 埼玉りそな銀行訪問
５月28日㈬ 子ども・子育て支援制度説明会

５月28日㈬～29日㈭ DVD研修会「監査事例研修会」「事業再編促進税制及
びベンチャー投資促進税制」

６月４日㈬ 埼玉県中小企業再生支援協議会全体会議
６月９日㈪ 定例常任幹事会
６月12日㈭ 東京会地区会長懇談会、埼玉県福祉監査課訪問
６月17日㈫ 越谷市企画部行政管理課と面談、関東財務局との意見交換会
６月20日㈮ 関東信越税理士会定期総会懇親会
６月21日㈯ 役員会、定期総会、懇親会、定例研修会「品質管理レ

ビューとその見直しの概要」
６月24日㈫ 北関東防衛局と面談、NPO法人委員会研修会「NPO法

人ガイドブック（手引き）に基づく研修」
６月30日㈪ 東京会役員会、定期総会、
７月１日㈫ 社会福祉法人委員会外部向けセミナー（第１回）、「社

会福祉法人の新会計基準」に関するセミナー
７月４日㈮ 埼玉友好士業協議会定例会・懇親会、中小企業診断協

会と打ち合わせ
７月８日㈫ 関東財務局長来所
７月９日㈬ 本部定期総会（ライブ配信）、りそな銀行、埼玉県都市

整備部公園スタジアム課と面談
７月14日㈪ 正副会長会議、学校法人委員会（第１回）および検討会
７月16日㈬ 関東信越税理士会埼玉県支部連合会定期総会・懇親会
７月17日㈭ 東京会中小企業支援コンベンション

７月18日㈮～20日㈰ 長崎親睦旅行
７月23日㈬ 埼玉友好士業協議会第１回幹事会
７月25日㈮ 埼玉県信用保証協会と面談
７月29日㈫ 社会福祉法人委員会、新会計基準セミナー後の個別相談会
７月31日㈭ 東京会県会ブロック会議
８月１日㈮ 東京CPAニュース取材（地区会活動レポート）
８月４日㈪ 社会福祉法人委員会外部向けセミナー（第２回）

８月７日㈭～８日㈮ 協会本部夏季全国研修会（ライブ配信）
８月８日㈮ 越谷市長表敬訪問
８月21日㈭ 関東財務局総務課長と面談

８月21日㈭～22日㈮ 協会本部夏季全国研修会（ライブ配信）
８月22日㈮ 東京会の埼玉会（仮称）設立準備委員会（第１回）
８月28日㈭ 武蔵野銀行本店訪問、関東財務局主催講演会、東京会地区会長会議
９月１日㈪ 正副会長会議、埼玉県学事課と講師派遣について打ち合わせ
９月３日㈬ 社会福祉法人委員会外部向けセミナー（第３回）東京

会県会ブロック会議
９月４日㈭ 研究大会東京大会
９月５日㈮ 埼玉縣信用金庫訪問
９月10日㈬ 企業再建・継承コンサルタント協同組合、東京中小企

業投資育成（株）、新日本有限責任監査法人と面談
９月11日㈭ 定例常任幹事会
９月16日㈫ 関東財務局長表敬訪問
９月19日㈮ 中小企業診断協会との協議会及び懇親会、東京会役員会
９月21日㈰ 親睦ゴルフ会（於：大宮国際カントリークラブ）
９月24日㈬ 埼玉友好士業協議会第２回幹事会、社会福祉法人委員

会、新会計基準セミナー後の個別相談会
９月26日㈮ 埼玉県私立幼稚園事務研修会へ講師派遣
９月29日㈪ 埼玉新聞社と面談
10月１日㈬ 関東財務局との意見交換会及び懇親会
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10月２日㈭ 埼玉会（仮称）設立準備委員会全体会議（第１回）、新
入会員歓迎の集い（活動報告会、懇親会）

10月７日㈫ 社会福祉法人委員会外部向けセミナー（第４回）、国税
不服審判所と面談

10月10日㈮ DVD研修会「子ども・子育て支援新制度について説明
会及び同連絡会」

10月11日㈯ 巡回研修会川越大会「コミュニケーション能力」、懇親会
10月15日㈬ DVD研修会（10日と同内容）、東京会県会ブロック研修会
10月16日㈭ 埼玉新聞創刊70周年記念式典
10月17日㈮ 学校法人委員会検討会（第２回）
10月20日㈪ 埼玉県職員向け公会計研修会（埼玉県監査事務局との共催）
10月21日㈫ 第６回彩の国中小企業ネットワーク会議
10月22日㈬ 定例常任幹事会

10月22日㈬～24日㈮ 協会本部秋季全国研修会（ライブ配信）
10月24日㈮ 広報委員会（埼玉県会CPAニュース編集会議）
10月28日㈫ 東京会による県会事務所訪問
10月31日㈮ 越谷市と面談
11月２日㈰ 日本スリーデーマーチ（東松山）、懇親会
11月８日㈯ 埼玉友好士業協議会「暮らしと事業のよろず相談会」
11月13日㈭ 埼玉会（仮称）設立準備委員会コアメンバー会議（第１回）
11月18日㈫ 川口信用金庫と面談
11月20日㈭ 推薦委員会（越谷市包括外部監査人）
11月26日㈬ 東京会県会ブロック会議
11月27日㈭ 埼玉県改革推進課と面談
12月２日㈫ 埼玉会（仮称）設立準備委員会全体会議（第１回）、税務委員会
12月３日㈬ 定例常任幹事会
12月４日㈭ 飯能信用金庫訪問
12月５日㈮ 青木信用金庫訪問
12月９日㈫ 親睦忘年ゴルフ会（熊谷ゴルフクラブ）
12月10日㈬ 東京会税理士法改正対策PT

12月10日㈬～12日㈮ 協会本部冬季全国研修会（ライブ中継）
12月11日㈭ 埼玉会（仮称）設立準備委員会コアメンバー会議（第

２回）、関東財務局との東京会監査連絡協議会
12月13日㈯ 定例研修会「相続税法上の時価と鑑定評価」、「わが国

の財政問題について」、忘年会
12月19日㈮ 東京会役員会・県会ブロック会議
12月25日㈭ NPO委員会・公会計委員会研修会「2014公会計の動き」、

「NPO法人の会計（NPO法人会計基準を中心として）」
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１月１日㈭ 埼玉県会CPAニュース第12号発行
１月６日㈫ 関東信越国税局長へ新年御挨拶、埼玉新聞社主催賀詞交歓会
１月７日㈬ 関東財務局長へ新年御挨拶
１月13日㈫ 神奈川県会新年賀詞交歓会
１月15日㈭ 顧問相談役会議、新年会
１月23日㈮ 本部新春全国研修会（ライブ配信）、東京会地区会長会

議、合同新年会
１月26日㈪ 千葉県会新年賀詞交歓会
１月30日㈮ 埼玉りそな銀行本店訪問
２月３日㈫ 埼玉県信用保証協会との「中小企業の経営支援に関す

る業務提携」調印式
２月４日㈬～６日㈮ 協会本部春季全国研修会（ライブ配信）
２月６日㈮ 関東財務局主催「マイナンバー（社会保障・税番号）制度

説明会」、埼玉会（仮称）設立準備委員会全体会議（第２回）
２月10日㈫ 定例研修会「幼稚園法人の検査と財務状況について」「社会福祉施設

の指導監査実務とポイントについて」「新学校法人会計基準について」
２月19日㈭ 初心者向け公益法人会計に係る勉強会「公益法人会計の初歩」
２月23日㈪ 武蔵野銀行訪問
２月25日㈬ 三多摩会事務所設置祝賀会
２月26日㈭ さいたま市長、埼玉県監査事務局表敬訪問
３月17日㈫ DVD研修会「改正倫理規則等の概要について」、「平成

26年度の相続税及び贈与税の税制改正に係る相談事例」
３月18日㈬ 埼玉会（仮称）設立準備委員会コアメンバー会議（第３回）
３月19日㈭ DVD研修会（17日と同内容）
３月20日㈮ 東京会役員会・県会ブロック会議
３月23日㈪ 武蔵野銀行訪問、学校法人委員会検討会（第３回）
３月27日㈮ 東京会埼玉会（仮称）設立準備委員会（第２回）
３月29日㈰ 親睦ゴルフ会（大宮国際カントリークラブ）

事業報告
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平成27年度　中間事業報告
（H27．４．１～H27．11．30）

１．会員及び準会員数（平成27年11月30日現在）

会　　 員 ６５４名
準 会 員 １３０名
合　　 計 ７８４名
登録住所地会員 　５１名

２．事業報告（及び活動報告）

物 故 会 員
齋藤　　博　殿（平成27年５月16日）
猪鼻　正彦　殿（平成27年９月26日）
山崎　　勝　殿（平成27年11月８日）
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４月８日㈬～９日㈭ DVD研修会「監査事例研修会」
４月13日㈪ 千葉県会設立準備委員会
４月14日㈫ 埼玉弁護士会新役員等就任披露パーティー
４月22日㈬ 定例常任幹事会
４月24日㈮ 東京会役員会、地区会長会議、県会ブロック会議
４月27日㈪ DVD研修会「ざっくり速習シリーズ連結会計研修

会」、「ざっくり速習！ガバナンス規制キャッチアッ
プ研修」

４月30日㈭ 監事監査
５月８日㈮ DVD研修会「ざっくり速習シリーズ連結会計研修

会」、「ざっくり速習！ガバナンス規制キャッチアッ
プ研修」、さいたま市総務部総務課と面談

５月14日㈭ 研修委員会（第１回）、埼玉県信用保証協会と面談
５月19日㈫ 第４回彩の国中小企業支援ネットワーク会議
６月３日㈬ 親睦ゴルフ会（於：日本カントリークラブ）
６月４日㈭ 関東財務局理財部と面談、定例常任幹事会
６月５日㈮ 千葉県会総会、懇親会
６月10日㈬ 神奈川県会定期総会、懇親会
６月12日㈮ 埼玉県中小企業再生支援協議会全体会議
６月17日㈬ 役員会、定期総会、懇親会、定例研修会「職業倫理

をめぐる最近の改正と今後の動向」、「最近の経済・
金融動向等について」

６月19日㈮ 東京会　県会ブロック会議打合せ会、役員会、定期
総会

６月22日㈪ 埼玉会（仮称）設立準備委員会コア会議（第４回）
６月24日㈬ DVD研修会「ざっくり速習シリーズ連結会計研修

会」、「ざっくり速習！ガバナンス規制キャッチアッ
プ研修」

６月29日㈪ 学校法人委員会（第１回）、中小企業支援対策委員
会（第１回）、「社会福祉法人の新会計基準」に関す
るセミナー

７月３日㈮ 埼玉友好士業協議会定例会・懇親会
７月６日㈪ 埼玉県信用保証協会と面談
７月８日㈬ 新日本有限責任監査法人と面談
７月９日㈭ 関東財務局長来所、NPO法人研修会「NPO法人の

設立等基本的事項の復習」、「埼玉県共助社会づくり
課としての取組み・方針等及び公認会計士に期待す
ること」、埼玉会（仮称）設立準備委員会コア会議
（第４回）

７月16日㈭ 関東信越税理士会埼玉県支部連合会定期総会祝賀
７月21日㈫ 本部定期総会（ライブ配信）
７月22日㈬ 埼玉県障害者福祉推進課と面談
７月23日㈭ 埼玉友好士業協議会第１回幹事会
７月24日㈮ 臨時役員会、埼玉会（仮称）設立準備委員会全体会

議（第３回）
７月27日㈪ 埼玉県公園スタジアム課と面談
７月27日㈪～28日㈫ DVD研修会『開業知っておきたい税務実務研修

会』、「税務業務の年間スケジュール・税理士法の解
説①」、「初めての税務調査対応・税理士法の解説
②」

７月29日㈬ 東京会　中小企業支援コンベンション
７月31日㈮ 東京会県会ブロック会議、東京会の埼玉会（仮称）

設立準備委員会
８月３日㈪ 埼玉県みどり自然課、埼玉大学事務局長と面談
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８月４日㈫ 浦和第一女子高校の生徒から公認会計士についての
インタビュー

８月５日㈬ 関東信越国税局長表敬訪問
８月19日㈬ 埼玉県信用保証協会と面談
８月20日㈭ 埼玉友好士業協議会にてさいたま市長訪問
８月20日㈭～21日㈮ 協会本部夏季全国研修会（ライブ配信）
８月27日㈭ 定例常任幹事会
８月27日㈭～28日㈮ 協会本部夏季全国研修会（ライブ配信）
９月２日㈬ 埼玉県改革推進課と面談
９月４日㈮ 埼玉県住宅供給公社と面談
９月８日㈫ 埼玉会設立総会、役員会、埼玉会設立準備委員会全

体会議（第４回）
９月10日㈭ 埼玉会設立準備委員会コアメンバー会議（第５回）
９月14日㈪～16日㈬ DVD研修会「開業するなら知っておきたい税務実

務研修会」第１回、第２回、「監査役等とのコミュ
ニケーション」の改正等及び「監査品質の枠組み」
について、「公表条文から読み込む平成27年度税制
改正における、法人課税のポイント」、地方公会計
における「統一的な基準」の実務的解説　前・後半

９月18日㈮ 研究大会沖縄大会
９月24日㈭ 関東信越国税不服審判所と面談、埼玉友好士業協議

会第２回幹事会
９月25日㈮ 埼玉県私立幼稚園事務研修会（熊谷）へ講師派遣
９月30日㈬ 東京会地区会長会議
10月１日㈭ 公認会計士協会フォーラム栃木大会
10月２日㈮ 埼玉県私立幼稚園事務研修会（大宮）へ講師派遣
10月４日㈰～５日㈪ 金沢親睦旅行
10月５日㈪ 金融庁による業務説明及び意見交換会
10月10日㈯ 巡回研修会川越大会「今、公認会計士に求められる

もの」、懇親会
10月13日㈫ 埼玉県信用保証協会の専門家派遣事業についての説

明会、中小企業支援対応委員会（第２回）
10月14日㈬ さいたま地方法務局と面談、定例常任幹事会、埼玉

会設立準備委員会コアメンバー会議（第６回）
10月15日㈭ 千葉会設立総会
10月15日㈭～16日㈮ DVD研修会「最近の綱紀監察事例の分析と実務上の対応」、

「財務書類等情報の予算編成等に対する活用」前半・後半
10月19日㈪ 学校法人委員会検討会（第２回）
10月21日㈬ 埼玉会選挙管理委員会（第１回）
10月22日㈬～24日㈮ 協会本部秋季全国研修会（ライブ配信）
10月26日㈪ 社会福祉法人委員会検討会（第１回）
10月30日㈮ 埼玉会設立準備委員会コアメンバー会議（第７回）
11月１日㈰ 日本スリーデーマーチ（東松山）、懇親会
11月７日㈯ 埼玉友好士業協議会「暮らしと事業のよろず相談会」
11月10日㈫ 埼玉県知事、関東財務局長表敬訪問
11月13日㈮ 埼玉県会新入会員対象研修会、懇親会
11月16日㈪～17日㈫ DVD研修会「監査事例研修会」
11月18日㈬ 埼玉会選挙管理委員会（第２回）
11月20日㈮ 関東財務局との連絡会、懇親会
11月24日㈫ 次期正副会長会議
11月25日㈬ 関東信越国税局長表敬訪問
11月26日㈭ 中小企業支援対応委員会による武蔵野銀行融資部企

業経営支援室と意見交換のため訪問
11月27日㈮ 東京会役員会、地区会長会議

事業報告
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平成27年度　推薦状況

平成27年度　研修会実績

事業報告

団　体　名 内　　　容 人数
１ （公社）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 継続事業 ７名
２ 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 登録継続事業 13名
３ （公財）さいたま市産業創造財団 さいたま市産業創造財団登録公認会計士 登録継続事業 10名
４ （一財）埼玉県教職員互助会 資産運用アドバイザー １名
５ 埼玉県企業局 埼玉県企業局経営懇話会委員 １名
６ 埼玉県県民生活部 埼玉県消費生活協同組合検査員候補者 １名
７ 　　　〃 埼玉県割賦販売前払式特定取引業者検査員 １名
８ （公財）埼玉県産業振興公社 監事候補者 １名
９ （公財）埼玉県健康づくり事業団 監事 １名
10 埼玉県県民生活部 埼玉県平和資料館指定管理者候補者選定委員会委員 １名
11 埼玉県県民生活部 埼玉県平和資料館アドバイザリーボード構成員 １名
12 埼玉県道路公社 監事 １名
13 埼玉県保健医療部 埼玉県県民健康福祉村指定管理者候補者選定委員会委員 １名
14 埼玉県信用保証協会 「創業・再挑戦・再生審査会」委員 １名
15 埼玉県産業労働部 埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設指定管理者候補者選定委員会委員 １名
16 埼玉県都市整備部 平成27年度埼玉県県営公園指定管理者候補者選定委員会委員 １名
17 埼玉県福祉部 埼玉県福祉部所管施設の指定管理者候補者選定委員会委員 ３名
18 埼玉県総務部 講師 ２名
19 埼玉県教育委員会 埼玉県立げんきプラザ指定管理者候補者選定に係る選定委員 １名
20 埼玉県環境部 埼玉県環境部指定管理者候補者選定委員会委員 １名
21 （国法）埼玉大学 監事 １名
22 埼玉県危機管理防災部 埼玉県防災学習センター指定管理者候補者選定委員会委員 １名
23 埼玉県農林部 埼玉県指定管理者候補者選定委員 １名
24 埼玉県総務部 埼玉県公益法人認定等審議会委員候補者 １名
25 埼玉県住宅供給公社 外部監査人 ４名
26 （社福）埼玉県社会福祉事業団 外部監査人 １名
27 埼玉県 包括外部監査人候補者 ２名
28 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
29 （独法）農林水産消費安全技術センター 契約監視委員会委員 １名
30 （公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 外部監査人 ５名

月 日 研　修 テ　　ー　　マ 場　所 参加者 県会 外 講師名 単位
４ ８ DVD研修会 監査事例研修会 県会研修室 21 17 ４ 集合研修DVD ４

９ 　　〃 　　　〃 〃 ８ ８ 集合研修DVD ４
27 　　〃 ざっくり速習シリーズ　連結会計研修会・ガバナンス規制

キャッチアップ研修
〃 21 21 集合研修DVD ６

５ ８ 　　〃 　　　〃 〃 19 19 集合研修DVD ６
６ 17 定期総会・研修会 職業倫理をめぐる最近の改正と今後の動向　最近の経済・

金融動向等について
県会研修室
他

111 109 ２ 淺井　万富氏
外崎　　亮氏

５

24 DVD研修会 ざっくり速習シリーズ　連結会計研修会・ガバナンス規制
キャッチアップ研修

県会研修室 30 28 ２ 集合研修DVD ６

７ １ DVD研修会 マイナンバー法の概要と民間企業が対応すべきポイント１部２部 〃 80 75 ５ 集合研修DVD ４
２ 　　〃 　　　〃 〃 57 55 ２ 集合研修DVD ４
９ NPO法人研修会 NPO法人の設立等基本的事項の復習　埼玉県共助社会づく

り課としての取組み・方針等及び公認会計士に期待すること
〃 19 16 ３ 埼玉県共助社

会づくり課
２

21 本部定期総会 〃 26 25 １ ライブ配信 ４
27 DVD研修会 開業するなら知っておきたい税務実務研修会１回・２回 〃 ９ ９ 集合研修DVD ４
28 　　〃 　　　〃 〃 なし 集合研修DVD ４

８ 20～21 本部夏季全国研修会① 〃 延べ48 45 ３ ライブ配信 12
27～28 　　〃 ② 〃 延べ36 33 ３ ライブ配信 12

９ 14 DVD研修会 開業するなら知っておきたい税務実務研修会１回・２回 〃 32 24 ８ 集合研修DVD ４
15 　　〃 監査基準委員会報告書260・公表条文から読み込む平成27

年度税制改正における、法人課税の改正ポイント
〃 40 38 ２ 集合研修DVD ４

16 　　〃 地方公会計における「統一的な基準」の実務的解説　前・後半 〃 26 26 集合研修DVD ４
10 15 DVD研修会 最近の綱紀観察事例の分析と実務上の対応　財務書類情報

の予算編成等に対する活用前・後編
〃 ７ ７ 集合研修DVD ４

16 　　〃 　　　〃 〃 10 10 集合研修DVD ２
21～23 本部秋季全国研修会 〃 延べ30 30 ライブ配信 18

11 13 埼玉県会新入会
員対象研修会

埼玉で生きる 〃 12 12 土屋文実男
平山　孔嗣

２

16 DVD研修会 監査事例研修会 県会研修室 15 14 １ 集合研修DVD ４
17 　　〃 　　　〃 〃 ９ ９ 集合研修DVD ４

12 10-11 本部冬季全国研修会 〃 延べ21 21 ライブ配信 18
24 DVD研修会 〃 － － － 集合研修DVD ６
25 　　〃 〃 － － － 〃 ６

合計 　 － － － 153
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総務
副会長

土屋文実男

昨年の９月８日に地域会となる埼玉会設立総会が開催
され、無事審議事項が全て承認されました。その後東京
会の役員会及び本部の理事会で承認され、今年４月１日
から地域会として埼玉会がスタートです。
今、承認された規程に基づき細則等を作成検討してい

る段階です。事務局は事務局長以下５名体制で考えてい
ます。任期一杯まで総務担当として埼玉会が無事スター
ト出来るよう努力致しますので、本年も会員皆様のご支援
とご協力を宜しくお願い申し上げます。

業務
副会長

西川　正純

県会では、昨年も推薦依頼に対し会員の推薦を行って
きました。また、昨年は埼玉県信用保証協会と専門家派
遣に係る協定書を締結し、希望会員のリストの提出を行い
ました。
今後も会員の業務拡大につながるよう活動していきた

いと考えております。本年も会員の皆様のご支援をよろし
くお願いいたします。

親睦
副会長

深谷　　豊

親睦活動としては、親睦ゴルフ、親睦旅行、それから
秋の東松山市での日本スリーデーマーチなど年間を通じて
実施しております。皆さんの積極的参加をお待ちします。

広報
副会長

佐久間仁志

年１回の埼玉県会CPAニュース、県会ホームページ
を中心とした会計士業務のPR活動は、広報委員会が企
画実施しております。来年度の地域会化により埼玉県
会CPAニュースが、「埼玉会CPAニュース」と名称を変
え、新鮮な気持ちで埼玉会の役割、重要性をより積極
的にアピールしていきます。また、新聞企画記事等の
活用を通じて、埼玉県民の皆様に対して新生「埼玉会」
並びに会計士業務をPRしていきます。さらに、新たな
「埼玉会」ホームページを企画運営して会員皆様の会務
参加の利便性をより向上させるとともに、「地域社会に
貢献する埼玉会」を外部の方々に積極的にアピールし
ていきます。会員皆様のご協力をお願い申し上げます。

研修
副会長

平山　孔嗣

研修、公会計、NPO各委員会を担当させていただい
てまいりましたが、地域会にむけて研修を中心とした各
委員会活動も充実してまいりました。お陰様で、昨年も
県会主催の総会時、年末時研修には入りきれないほどの
盛況となりました。特に年末研修においては、地元の会
員を講師に迎え、会員の底上げも徐々に図られてきたと
思います。また、皆様のCPE取得への利便性をより高
めることに努めるとともに、隣接士業の研修義務達成へ
の支援も進めてまいります。
年度末に向けて、学校法人関連などを含め研修会目白押

しです。会員各位におかれましては必修科目の取り忘れな
ど無きようスケジュール調整等よろしくお願い申し上げます。

事務局

池本　和子
井原　紀子

本年４月、地域会である埼玉会として新たな一歩を踏
み出します。会員の皆様にご満足頂ける様、事務局一同
より質の高いサービスを努めてまいります。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

ああああけけけけままままししししててておおおおめめめでででととととううううごごごござざざざいいまままますすすす。
皆皆皆様様様様にににはははおおお健健健健やややかかかななな新新新新年年年年をををおおお迎迎迎えええこここととととととおおお喜喜喜びびび申申申申ししし上上上げげげげままますすすす。。。

事務局だより

す。
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�公会計委員会    委員長　飯野　浩一　

公会計委員会では、昨年度は会員向けの研修等実施することができませんでした。本年は、総務省から公表

されている統一的な基準の適用や地方公会計のソフトウェアが徐々に明瞭化されていく中で、会員の皆様に役立

つ情報提供を心がけて、委員会活動を進めてまいります。皆様のご協力のほど、どうぞよろしくお願い致します。

�学校法人委員会    委員長　西川　正純　

　学校法人委員会では、昨年も埼玉県学事課と３回の学校法

人会計検討会を実施し、学事課の「財務計算書類標準記載科

目」の改正について、会計専門家として支援を行ってきまし

た。また、昨年９月25日と10月２日に開催された学事課主催の

私立幼稚園事務研修「学校法人会計基準の改正について」で

は、委員会より２名の委員が講師として説明にあたりました。

　本年は２月１日（月）に昨年同様、学事課講師による研修

会をソニックシティ国際会議室にて開催いたします。

�公益法人等委員会    委員長　工藤　道弘　

　公益法人等委員会では、昨年度において公益法人会計の初

心者向けに、入門編的な内容の研修を実施いたしました。今

後もこの内容の研修を継続していきますので、多くの会員に

参加してもらい、人的交流をも深めていきたいと考えていま

す。

　そして、このような活動により、埼玉県の公益法人監査に

関与できる人材の育成に努めてまいります。

�社会福祉法人委員会    委員長　大野　夏美　

　昨年度は、初の試みとなりました埼玉県福祉部福祉監査課の方々と委員との、会計処理に関する意見交換

会を実施いたしました。多くの委員の皆様にご出席いただき、活発な意見交換ができましたことについて、

改めて御礼申し上げます。社会福祉法人を取り巻く環境は、様々な変更が予定されております。今後とも、

活発な委員会活動へのご協力をよろしくお願い申し上げます。

�税務委員会    委員長　佐久間仁志　

　税務委員会は、昨年度は、研修等の具体的な活動を準備してまいりましたが、関東信越国税局への表敬訪

問を東京会訪問と日時を重ねて実施しました。今年度は、本会の税務業務部会の関東信越国税局分会長の立

場を有効に利用し、税務業務部会とコラボして、研修会を実施したいと思います。

事務局だより
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�研修委員会    委員長代理　平山　孔嗣　

　研修委員会は、県会の研修企画、本部研修会の大宮会場での開催、各員会の研修会、勉強会の開催調整を
行ってまいりました。
　研修委員長には故猪鼻正彦氏を迎え、皆様に県内で無理なくCPAの完全達成が可能なようにとの目標を
立て、暫時利便性の向上も図ってまいりました。研修会の受付には、笑顔で皆様を迎え研修カードの処理を
されていた猪鼻委員長のお姿がいつも思い浮かび、その御遺志を継ぎ、ますます研修会の充実を図るべく身
も引き締まる思いです。新年度からは、地域会として、特徴ある質の高い内容の研修を提供すべく準備して
まいります。皆様には、委員会へのご参加も含め何卒よろしくお願い申し上げます。

　2016年予定

　　１月８日　DVD研修会
　　１月19日　中小企業支援に係る研修会
　　１月22日　本部新春全国研修会
　　２月１日　学校法人・非営利法人関係研修会
　　２月３～５日　本部新春全国研修会
　　２月19日　公益法人会計研修会（初心者向け）
　　３　　月　DVD研修会（必須科目中心）
　　４月以降　随時DVD研修会及び各委員会研修会
　　６月16日　埼玉会定期総会・研修会

　　７月25日　本部定期総会
　　８月８～９日 本部夏季全国研修会①
　　８月22～23日 本部夏季全国研修会②
　　10月中旬 巡回研修会川越大会
　　10月19～21日 本部秋季全国研修会
　　12月14～16日 本部冬季全国研修会
　　12月中旬 埼玉会定例研修会
　2017年予定

　　１月20日 本部新春全国研修会
　　２月８～10日 本部春季全国研修会

�NPO法人委員会    委員長　深谷　　豊　

　今やNPO法人は５万法人に達し、災害支援、福祉、環境、
教育、まちづくり等の市民活動になくてはならない存在に
なっています。
　このように本当に社会に必要なNPOを会計的側面（適切
な会計情報の開示）から支援していくことは私たち会計士に
とっても重要な使命（プロボノ）の一つと考えます。
　NPO法人委員会ではNPOに関係する最新の情報、例えば
NPO法改正、NPO法人会計基準改正、認定NPO法人関係
などトピックな情報を皆さんへ発信したいと考えています。

�中小企業支援対応委員会    委員長　中澤　仁之　

　当委員会は、中小企業支援プロジェクトチームを改め、委
員を募って設置されました。
　主な目的は、関係諸団体・県内主要金融機関と連携しなが
ら中小企業を支援する施策を企画・実施し、また、経営革新
等支援機関に認定された会員の活動を支援することです。
　現在までの主な活動は、委員会の開催2回、埼玉りそな銀行
融資企画部及び武蔵野銀行融資部訪問です。また、平成28年
１月19日（火）午後に中小企業支援に係る研修会を開催します。
　これからも中小企業の支援をテーマに活動していきます
ので、宜しくお願い申し上げます。

事務局だより
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　平成27年11月10日に関東財務局に小山会長、西川副会長および土屋の３名で乙部関東財務局長を表敬訪問
しました。小山会長から、昨年の９月８日に埼玉会設立総会が開催され今年４月１日から地域会としてス
タートすることを報告し、今年４月15日に開催される埼玉会設立記念大会への出席をお願いしました。

■ 関東財務局長表敬訪問 ■ 土屋文実男

　平成27年11月25日に、東京会との合同で、松村武人関東信越国税局長に表敬訪問しました。東京会からは
柳澤会長、淺井副会長、埼玉県会からは小山会長、佐久間（税務業務部会関東信越分会長の立場）が参加し
ました。国税局側は、千葉総務部長、櫻井総務課長、新保税理士監理官に陪席していただきました。小山会
長は、平成28年４月より埼玉会として地域会となる事、４月15日の埼玉会設立記念大会へのご出席のお願い
をして来ました。

■ 関東信越国税局長表敬訪問 ■ 佐久間仁志

県会行事

　平成26年度の定期総会は、昨年度６月17日水曜日に午後１時15分から102名の出席者を得て開催されました。
　同総会は工藤常任幹事の司会で進められ、議事は小山会長が議長となって進行されました。
　以下の各議案について、土屋副会長・西川副会長より、議案説明が
行われました。議案説明の後それぞれ採決を行い、いずれの議案も出
席会員の半数を超える賛成を確認し、滞りなく可決・承認されました。
　第１号議案・平成26年度会務報告の件
　第２号議案・平成26年度収支計算書承認の件
　第３号議案・平成27年度事業計画（案）承認の件
　第４号議案・平成27年度収支予算書（案）承認の件
　第５号議案・その他の諸件（新幹事選任の件）

■ 定期総会 ■ 芳原　勝伸

　埼玉会の設立総会は、昨年度９月８日火曜日に午後４時から開催
されました。
　同総会は工藤常任幹事の司会で進められました。議事は、荒井伸
夫埼玉会設立準備委員会委員が議長に、髙島誉章会員が副議長に
なって進行されました。
　以下の各議案について、土屋副会長・西川副会長より、議案説明
が行われました。議案説明の後それぞれ採決を行い、いずれの議案
も出席会員及び意見確認書（欠席会員による書面での議決権行使）
の半数を超える賛成を確認し、滞りなく可決・承認されました。
　第１号議案　埼玉会規約制定案承認の件
　第２号議案　埼玉会役員選挙規程制定案承認の件
　第３号議案　埼玉会会費規程制定案承認の件
　第４号議案　埼玉会会計規程制定案承認の件
　第５号議案　埼玉会慶弔規程制定案承認の件
　第６号議案　埼玉会表彰規程制定案承認の件
　第７号議案　第１年度（平成28年度）事業計画案承認の件
　第８号議案　第１年度（平成28年度）収支予算書案承認の件

■ 埼玉会設立総会 ■ 芳原　勝伸



12 2016  No.13  saitama cpa news

■ 埼玉県知事表敬訪問 ■ 佐久間仁志

埼玉県には、包括外部監査や各種関連団体の監査委員等で大変お世話になっておりますが、平成27年11月
10日に埼玉県庁に上田清司埼玉県知事を表敬訪問しました。埼玉県会からは、小山会長、荒井前会長、平山
副会長、土屋副会長、西川副会長、工藤常任幹事、小川常任幹事および佐久間の８人が参加しました。
小山会長から、埼玉県会の現在の活動と、新年度は地域会「埼

玉会」として、より一層地域社会に貢献していくことについて説
明をしましたが、上田知事からは、埼玉県内の社会経済の適正な
発展のために、埼玉県会と、来るべき地域会としての埼玉会の役
割に期待しているとの激励の言葉をいただき、和やかに訪問が終
了いたしました。
なお、知事表敬訪問の前に、埼玉県監査事務局に挨拶をして親
睦を深めてきました。

親睦旅行は昨年10月４日（日）から５日（月）にかけて、新幹線の開業で注目されている金沢・福井に行
きました。埼玉会設立総会開催の関係で、例年親睦旅行を開催している夏から秋へ日程を変更しました。絶
好の好天に恵まれ、参加者もこれまで最高の24名（うち女性３名）と盛況でした。
さて、旅行の初日は、いくつかのグループに分かれ、それぞれ金沢市内を散策しました。写真同好会を中
心としたグループは近江町市場で昼食をとった後、兼六園・金沢城公園に行き、自由行動で写真をたくさん
撮ったようです。ちなみに私を含めたグループ８名は予約した寿司を堪能し、観光タクシーで兼六園をはじ
め東茶屋街、卯辰山公園から金沢市街を一望するなど、運転手のガイド付きで楽しみました。夜は埼玉県会
登録住所地会員で現在金沢市勤務のゲストを迎え、名門の壽屋で加賀料理と芸妓さんの艶やかな舞を堪能し
ました。そして２日目、ゴルフ組は名門小松カントリークラブでゴルフを楽しみました。観光組は永平寺、
東尋坊を回ったようです。噂通り東尋坊はとても怖かったようです。帰りの新幹線の中では、車内販売のワ
ゴンのお酒を飲み干すなど、親睦旅行を最後まで楽しんでいました。

■ 埼玉県会親睦旅行 ■ 深谷　　豊

県会行事
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■ スリーデーマーチ ■ 村田　克也

■ 新入会員研修会 ■ 工藤　道弘

■ 巡回研修会川越大会 ■ 平山　孔嗣

毎年、恒例となりつつあります、東松山市で開催されるスリーデーマーチ（ウォーキング大会）に、県会
は昨年も参加致しました。
ウォーキングの距離は、５㎞～50㎞まで様々ですが、殆どの方は10㎞を選択します。時間にしますと10

時～15時（途中昼休みで約１時間）くらいです。無理しない範囲でのんびりと景色を堪能しながら歩くこと
ができますので、気軽に参加することができ、また色々と
会話をしながら歩くこともできますので、親睦を深められ
るのも魅力です。
当日は晴天に恵まれ、運動不足の私にとっては、とて
もよい機会であり、リフレッシュすることができました。
ウォーキング後の懇親会でのビールや焼鳥（辛味噌だれの
串焼き豚）を楽しみにしている方もいます（むしろこちら
がメインの方も）。
今年も、焼鳥を食べに、いやっウォーキング大会のご参

加をお待ちしています！

埼玉県会の新入会員を対象に、昨年11月13日に県会研修室において新入会員研修会を実施いたしました。
最初に小山会長の挨拶の後、土屋副会長による県会の概要説明、続いて平山副会長が「埼玉で生きる」の
テーマで研修を行いました。
研修は自身の経験に裏打ちされた内容で、監査業務、CPE
達成、税務業務及び友好士業との連携という幅広いものでし
た。休憩をはさんでの自己紹介では、出身監査法人における
先輩、協会の品質管理レビューアー経験者、中小企業再生支
援の専門家と、多士済々ということが判明しました。
研修後は、パレスホテル大宮の瑞麟で懇親会を行い、美

味しい食事とお酒で舌も滑らかになり、より深い情報交換
ができました。出席会員の今後の積極的な活動参加を期待
しています。

巡回研修は、さいたま市でばかり開催される研修会を、県内を巡回し各地で研修会、懇親会を開催すること
で距離的な問題を県会から縮め、会員の皆様との一体感を高める目的の先駆けとして川越から始まりました。
川越研修は故猪鼻正彦研修委員長のご尽力もあり、会計、中小企業経営、財務、経済犯罪、コミュニケー

ション能力など非常に多岐にわたるテーマと多彩な講師陣により好評のうちに回を重ねてまいりました。
今回は、本部関根愛子副会長を講師にお願いし、「今、会計士に求められるもの」という根源的なテーマ
のもと、協会本部の現状、監査及び公認会計士を取り巻く最新の環境を踏まえ、独立した公認会計士が何を
なすべきかという難問に対し非常に意義深い示唆をいただきました。
関根副会長は、世界の会計士事情に精通され、大企業、大法人の監査状況だけでなく、個人会計士の活動状
況にも精通されておられ、質疑応答の中でもバランスの取れた誠実なご回答が印象的でした。
研修会は３時間みっしりと行った後、場所を移して懇親会となりましたが、その席でも非常に盛り上がり、

飲み放題でしたが、お店の経営が心配になるほどの勢いで杯が進み、あっという間にお開きとなりました。
2016年もこの伝統は引き継ぎ、また斬新なテーマで開催されることを願っています。

県会行事
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まず簡単に自己紹介です。私は群馬県出身の42

歳で、現在は深谷市に住んでいます。会社勤めを

７年ほど経験し、その後退職して無謀にも公認会

計士を目指し、４回目の挑戦で運良く合格し、現

在に至ります。その他、よく驚かれるのですが、

我が家にはテレビがありません。当時人気があっ

た「家政婦のミタ」の放映途中からなくなり、現

在まで５年位ありません。テレビはありませんが、

どうしても見たかったラグビーワールドカップは、

インターネットで観戦できることを知り、南アフ

リカ戦を見ながら夜中に一人で泣いていました。

なぜテレビがないのか、また、ラグビーワールド

カップの日本代表の活躍などでも少し書けそうで

すが、本題に戻ります。

私が公認会計士試験合格者（会計士補のような

もの）の頃は、群馬県に通勤しており、埼玉県会

とは縁がありませんでした。その後、退職し深谷

市を事務所として会計士に登録し、開業しました。

登録年月日は平成23年10月17日でした。しばらく

して、埼玉県会から12月の研修会と忘年会の案内

が届きました。未知の世界で、登録したばかりの

私には敷居が高いかも知れないとも思いましたが、

申し込みました。何か良いことがあるかも知れな

いと考えたのだろうと思います。もし登録が１か

月遅ければ、忘年会と研修会の案内は届かなかっ

たかも知れず、そうなるとまた違った人生となっ

ていたかも知れません。

当時私はあまり営業活動をしていませんでした

ので、名刺を作っていませんでした。そのような

状態で研修会と忘年会に参加しました。

研修を受講し、忘年会にも参加しました。声を

掛けて下さる先生が何人かいらっしゃり、交換す

る名刺がないまま、名刺を何枚か頂戴しました。

その後、忘年会も半ばを過ぎた頃だったでしょう

か、とある先生に、「名刺を持って来ないのは何事

か。やる気があるのか。」という旨のお叱りをいた

だきました。まさに、愛の鞭をいただきました。

私は反省し、速やかに地元の印刷所へ名刺を注文

し、名刺を常に持ち歩くようにしました。

今日は、埼玉県会のおかげで監査業務の補助者

のお仕事をいただいたり、常任幹事を拝命したり、

中小企業支援対応委員会の委員長に就任したりと、

日々充実しています。埼玉県会の皆様、誠にあり

がとうございます。

諸先輩方が築き上げて来た埼玉県会の名を汚さ

ないよう、今後も頑張って行く所存です。引き続

きご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

埼玉県会と私

中澤　仁之

会員コーナー
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私は監査法人から独立し公認会計士事務所と税
理士法人長岡会計を川越で経営し４年になります。
監査法人卒業→独立開業は通常のコースですが、
ここに至るまでは紆余曲折がありました。実は私は
今はやりのリケジョとして建設コンサルタント会社
が最初の勤務先でした。会員の皆様には経営コン
サルタントはなじみのある仕事かと思いますが、建
設コンサルタントという業種は絶対数も少なく希少
性のあるところです。
現在社員を務める税理士法人は、私にとって三つ

目の勤務先です。転職癖ってのは本当にあるんです。
一つ前は監査法人勤務です。
二つ前は、建設コンサルタントに勤めておりま

した。この業種の会社は、監査法人の顧客にもあ
まり無いのではないかと思います。絶対数が少な
い。どの様な業種かというと、ゼネコンの設計部
隊が１つの会社になったというところです。その
中でも私が勤めていたのは“水コン”＝上下水道
コンサルタント。どんな仕事をする会社なのか
さっぱり解らないですよね。
その会社では、飲み水を配る上水道に係る、計
画及び設計業務に従事していました。具体的には、
クライアントは地方自治体の水道部や企業局、当
時の上水道管轄官庁の厚生省等。それらの事業
（体）に関する基本計画や事業計画策定、各事業の
基本設計から詳細設計までです。
たとえば、水道事業には水需要予測が欠かせま
せん。何年後に、何人に、何トンの水を配る必要が
あるのか。将来の予測人口に、予測原単位をかけて
必要水量を算定します。１人１日当りの平均水道使
用量を原単位といい、現在は250～350ℓです。皆さ
んは、飲み水以外にも、風呂、洗濯、炊事、洗車等々
で１日これだけの水道を使っているのです。
そして、この予測水量を供給できる施設能力が

あるかを検証し、必要ならば施設更新や増設を行
うことになる訳です。ちなみに、水道施設の水処
理能力や供給能力は、１日の中でも変動する水使

用量の最大ピーク時に対応できるレベルが必要で
す。
さて、水道管が道路に埋まっていることは皆さ

んご存知と思います。では、水道管を埋設するに
も設計図が必要なことをご存知ですか？基本的に
どんな工事にも設計図は必要です。工事に限らず、
精密機械にだって設計図は必要です。
水道管の設計は、道路のどの場所（オフセット）
に、どの位の深さ（土被り）に、どれ位の太さ（口
径）の管を布設するのかを図面で表現します。
どのような設計においても一番重要なのは現場
の把握です。大きな現場であれば測量図面が与え
られたりもしますが、市道に埋める水道管工事に
そんな条件は付与されません。まず現場の測量か
ら始まります。作業着を着て、テープ（測量用
50m巻尺）を持って現場の端から端まで測ります。
走ります。必要があればヘルメットをかぶります
し、冬はもちろんドカジャン着用（結構暖かい）、
足元は安全靴と言いたいけれど、相手が水だけに
ゴム長靴。
そして、この測量結果を基にCADを使って図面

を起こします。図面が出来上がると、そこから数
量を拾います。材料の数量のみならず、工事の数
量（掘削量㎥数、舗装取壊㎡数、布設工ｍ数など
など）も図面から拾っていきます。そしてそれら
工数に、単価をかけたものの積上げが設計書（工
事金額が載っているもの）です。設計図や設計書、
特記仕様書等々で設計図書一式が出来上がり、そ
れが成果物であり納品物となります。
時に設計した現場の工事を見ることがありました。

自分が書いた図面が実際に形となって現れる。とて
も感激したことを覚えています。某ゼネコンの『地
図に残る仕事』というキャッチコピーがありますが、
まさしく土木や建築に関る仕事の醍醐味だと思って
います。モノを作るって、本当に夢のある楽しい仕
事です。今はこの分野の仕事はしておりませんが、
この経験は大事にしていきたいと思っています。

こんな仕事してました

長岡　千晶

会員コーナー
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埼玉県会ホームページ　http://www.jicpa-saitama.jp
会員・準会員ページへのアクセスは下記の ID・パスワードをご入力ください。

ID（ユーザー名）：jicpasaitama　パスワード：●●●●　（ID・パスワードはすべて英数半角小文字です）
※当パスワードは2016年１月６日㈬午前９時から有効になります。それまでは昨年のパスワードをご利用ください。
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　あけましておめでとうございます。「埼玉県会CPAニュース」第13号はい
かがでしたでしょうか。埼玉県会は昨年も多数のイベントを企画・開催し、
私はそのほとんどに参加して大いに楽しみました。今年のイベントでより多
くの会員・準会員の皆様にお会いできることを楽しみにしています。
　さて、本年４月１日に「埼玉県会」が「埼玉会」という名称で地域会と
してスタートいたします。「埼玉会」発足記念として、４月に「埼玉会CPA
ニュース」臨時号を発行する予定でおります。そのため本13号は例年より
ページ数を削減し、コンパクトにまとめておりますが、内容自体は例年と同
じであり、皆様に興味深く読んでいただけるものと思っております。
　広報委員会では「埼玉会CPAニュース」の企画・編集・発行を主な事業と
して、その他に小中学生向け会計講座である「ハロー！会計」開催や高校・
大学を訪問しての職業紹介等の活動を行ってまいります。現在、広報委員会
では新規メンバーを絶賛募集中であります。下記の埼玉県会連絡先までご応
募お待ちしております。よろしくお願いいたします。

（小川千恵子）

役員名簿等

日本公認会計士協会埼玉県会　平成27年度役員名簿
役 員 名 氏　　　　　　　名
会 長 小山　　彰
副 会 長 土屋文実男　　　西川　正純　　　平山　孔嗣　　　佐久間仁志　　　深谷　　豊
監 事 内田　俊二　　　櫻井　　茂

常任幹事 金井　千尋　　　中澤　仁之　　　大野　夏美　　　工藤　道弘　　　宮城由美子
飯野　浩一　　　小川千恵子　　　長谷川俊晴　　　高島　誉章

幹 事

伊藤　英明　　　遠藤　忠宏　　　岡庭　武利　　　小笠原薫子　　　長田　慶洋
長内　温子　　　金子由里子　　　鎌田　竜彦　　　川島弥生子　　　 野　勝正
佐渡　一雄　　　清水　秀雄　　　島田紘一郎　　　寺山　昌文　　　長島　良亮
中島　茂喜　　　中村友理香　　　長岡　千晶　　　原口　　博　　　松本正一郎
西村　克広　　　村田　克也　　　村田　憲司　　　森山　謙一　　　芳原　勝伸

顧 問
鈴木　義夫　　　多田　広光　　　藤野　廣治　　　真下　和男　　　山本　清次
蛭川　俊也　　　吉島　一良　　　坂本　隆信　　　熊木雄太郎　　　宮原　敏夫
荒井　伸夫

相 談 役 石山　　豊　　　海野　亀男　　　稲山十四助
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埼玉県のマスコット　コバトン


