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６月14日に開催されました第７回埼玉会定期総会の終了をもちまして埼玉会会長に就

任いたしました土屋文実男です。

会員・準会員の皆様には、日頃より埼玉会の会務活動にご理解とご協力を頂きまして

誠に感謝しております。

平成28年４月１日に東京会より独立して15番目の地域会としてスタートした埼玉会

は、早くも７年目に入り、私で３代目の会長となります。会員数も増加（令和４年３月

31日現在で会員・準会員合計979名）して、順調に会務活動を実施してきましたが、コ

ロナ禍の影響により、会員同士の親睦活動、埼玉会友好士業協議会における他士業との

交流や公認会計士制度説明会の広報活動等の対面を前提とした会務活動は著しく制限さ

れてしまいました。リモートによる研修に代表されるように新コミュニケーション技術

の導入により利便性が増加したことも事実ですが、会員皆様の声を直接聞く機会が減少

して会務と会員の皆さまとの間に距離が生じたとも感じられます。

私の３年間の任期における役割は、コロナ禍の収束に応じて会務活動を通常状態に戻

しさらに発展させることだと思っています。対面による会務活動を増加させつつ、リ

モート参加等による新コミュニケーションツールも積極的に活用します。

大宮ソニックシティ内にある埼玉会事務局の最寄り駅である大宮駅の隣には、関東圏

域行政の中枢を担うさいたま新都心があります。この地の利を生かして、関東財務局等

と積極的に交流を深め会務運営に役立てていきます。

コロナ禍を原因とする需給の減少及び円安と物価上昇により中小企業の経営は益々

ひっ迫しています。多くの会員が中小企業の支援業務に携わっていますので、中小企業

支援対応専門委員会を中心として中小企業の支援施策を具体化していきます。

会員研修は、埼玉会独自の研修企画が多くなり、CPE単位取得の機会が増加しました。

引き続き、内容・量共に充実した研修を企画して対面及びリモート出席によるCPE単位

取得の機会を増加いたします。

推薦状況においては、コロナ禍においても、埼玉県を中心として各市町村等から例年

と変わらず数多くの推薦依頼を頂きました。多くの会員皆様に推薦を受けていただきた

いと思いますので、推薦台帳の提出をお願いします。

広報活動においては、公認会計士制度とその業務を説明する公認会計士制度説明会と

小学生を対象とした会計基礎教育を提供する講座である「ハロー！会計」を実施してい

ます。制度説明会に参加した大学生が公認会計士試験に合格するなど実績も挙がってい

ます。現在、リモートで開催している「ハロー！会計」も申し込み者が瞬く間に定員に

達するなど人気ぶりが伺えます。さらに、埼玉における公認会計士の存在を理解してい

ただくためにも必要な広報活動を実施していきます。

このような会務活動は、我々役員である正副会長及び幹事が中心となって実施してお

り、常任幹事を７名から14名と倍増して会務活動の充実を図ります。

会員の皆様におかれましては、埼玉会へのご支援、ご協力を引き続きよろしくお願い

申し上げます。
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本年７月に会長に就任いたしました茂木哲也でございます。全国４万人を超える会員・

準会員の代表という重責をしっかりと担い、皆様が存分にご活躍できる環境を整えるた

めに全力を尽くしてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

協会は2022年４月から「信頼の力を未来へ／Building trust, empowering our future」

を新たなタグラインとしました。私たち公認会計士は、私たちに対する信頼を基礎に、

社会に信頼を創ることによって、国民経済の健全な発展に寄与し、安心で活力に満ちた

豊かな未来の創造に貢献していく、という想いを込めています。

私たちに対する信頼の原点は、資本市場のインフラ機能である監査業務に対する社会

からの信頼です。このたび約15年振りに公認会計士法が改正されました。社会からの期

待に応えられるよう、上場会社監査事務所登録制度の整備・運用や、上場会社の監査の

担い手として大きな役割を担う中堅・中小監査事務所の基盤強化に向けた支援策、監査

業務を担う人材の確保といった取組に注力し、中核業務である監査・保証業務の高度化

と基盤強化を進めてまいります。

さらに、今回の公認会計士法改正では、会計教育の普及・啓発活動を協会が実施する

ことが法律上で明記されました。会計的な考え方は健全な社会生活を営む上で不可欠で

あり、中学校や高等学校の正規の授業でも「会計情報の活用」が取り上げられています。

今後、学校の授業をサポートする教材の制作や教員を始めとする教育関係者の方々への

情報提供をはじめ、会計リテラシーを社会インフラとして普及させるための活動を幅広

く展開していきます。

また、協会では、「SDGs宣言」を策定し、持続可能な社会の実現に向けて公認会計士

が積極的に貢献していくことを表明しており、その重点項目の一つとして「地域活性化」

を掲げています。公認会計士は、地域の中小企業への経営支援、企業・非営利法人・自

治体の健全な組織ガバナンスの構築等、様々な業務を通じて、地域活性化を始めとする

社会の持続的発展に貢献してきました。加えて、近年関心が急速に高まっているサステ

ナビリティに関しては、サプライチェーン全体での取組が進められており、地域経済を

支える中小企業に対しても、環境、社会に配慮した持続可能な事業活動、サステナビリ

ティ経営を啓発していくことが期待されています。地方公共団体等との連携を推進する

とともに、地域で活躍する会員・準会員の皆様とともに、地域活性化に向けた取組を進

めてまいります。

公認会計士が社会の期待に応え、安心で活力に満ちた豊かな未来の創造に貢献できる

よう、地域会の皆様との連携を更に深め、業界全体で取り組んでまいります。埼玉会の

皆様には、ぜひ協会の活動に対する率直なご意見・ご提言をいただくとともに、ご協力

をいただけますようお願いいたします。
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2022年６月14日（火）午後１時半より、

パレスホテル大宮３階「チェリールーム」に

おいて、日本公認会計士協会埼玉会の第７回

定期総会を開催いたしました。

定期総会は、副会長である小川（執筆者）

の開会の辞ののち埼玉会西川正純会長が挨拶

いたしました。続いて白川俊介財務省関東財

務局長、手塚正彦日本公認会計士協会会長よ

りそれぞれご来賓の挨拶をいただきました。

その後に、川島弥生子幹事による祝電披露が

行われました。

議事に先立ち、佐久間副会長による物故

会員への黙祷と業務50年会員２名、業務30

年会員11名、米寿会員・準会員３名の会員

表彰を行いました。表彰者を代表して関端京

夫会員に表彰状等をお渡しし、表彰者を代表

しての挨拶をお願いいたしました。関端会員

は公認会計士として歩んでこられたご自身の

「歴史」を交えてお話しくださいました。

議事にあたり、議長に髙島誉章会員、副議

長に原口博会員が選任され、副議長より、当

日出席46名、委任状による出席197名によ

り議決権数243個となり、定足数に達したた

め本総会は適正に成立した旨の報告がありま

した。そして岩波一泰会員と本澤佐知子会員

に議事録署名人の依頼がありました。

まず報告事項として、「第６年度（2021

年度）会務及び事業報告の件」について工藤

副会長より説明があり、次に審議事項に入り

ました。飯野副会長より、審議事項第１号議

案として「第６年度（2021年度）財務諸表

等承認の件」が上程され原案通り承認可決さ

れました。次に第２号議案として「埼玉会規

約の一部変更の件」について総務担当の長内

常任幹事より変更理由の説明があり原案通り

承認可決されました。続いて第３号議案「第

７年度（2022年度）事業計画案承認の件」

と第４号議案「第７年度（2022年度）予算

書案承認の件」が一括上程されました。各部

門の事業計画案について担当の副会長より各 会員表彰式（代表 関端京夫会員）

手塚正彦本部会長

白川俊介財務局長

西川正純前会長

定
期
総
会
報
告
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委員会の事業計画案についての説明がなされ

たのち、経理担当の飯野副会長より第７年度

（2022年度）の予算案について説明がなされ

ました。第３号議案、第４号議案についてそ

れぞれ採決がなされ、両議案とも承認可決さ

れました。円滑な決議が行われましたこと、

会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。

定期総会に続き本部会務報告が手塚本部会

長より行われ、そののち会員の声を聴く会が

行われました。

その後に土屋新体制で総務委員会を担当す

る新江明常任幹事の司会によりパレスホテル

大宮４階「ローズルーム」にて懇親会が開催

されました。コロナ禍ということもあり、公

認会計士協会関係者以外の来賓は招待しない

こととして、着席形式にて懇親会を開催いた

しました。他のテーブルに挨拶回り等はしな

いように出席者に呼び掛けをこころがけま

した。

なお、2023年１月20日（金）にパレスホ

テル大宮で賀詞交歓会を、2023年６月14日

（水）に埼玉会第８回定期総会及び懇親会を

開催する予定でおります。その時までにコロ

ナ禍が終息していることを心から願っており

ます。そして多くの会員・準会員のみなさま

に会場でお会いできますことを楽しみにして

います。 （小川千恵子）

髙島誉章議長

原口博副議長

土屋文実男新会長

定期総会会場



06 SAITAMA CPA NEWS  Vol.14  2022.8

副会長（総務）

小川千恵子

西川前会長の下では広報担当副会長として会員・準会員のみなさまにSAITAMA CPA 
NEWSをお届けしてまいりました。土屋会長の下では総務担当の副会長として活動す
ることになりました小川千恵子と申します。

総務委員会は、役員会等の開催、規約・規則等の改正、本部・東京会との連携、事務
局に関する事項等を主な業務としています。その他には、定期総会及び新年賀詞交歓会
も担当します。定期総会や新年賀詞交歓会にはより多くの会員・準会員のみなさまに参
加していただきたいと思っております。これからの３年間、どうぞよろしくお願いいた
します。

副会長（経理）

工藤　道弘

この度、経理委員会担当を拝命しました副会長の工藤道弘です。これからの３年間、
土屋会長とともに埼玉会を盛り上げるべく頑張って参りますので、よろしくお願いいた
します。

経理委員会担当ということで、会員のみなさんに直接的に関わる会務はございません
が、会務を遂行するための裏付けとなる予算の策定や、１年間の会務の活動結果を数字
で表す決算書の作成という局面でお手伝いすることになります。会員のみなさんに、分
かりやすく、きちんとした数字をお示しできるように努めたいと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。

副会長（厚生）

飯野　浩一

西川前会長執行部において経理を担当させていただきました。会員の皆様には、埼玉
会の予算及びその執行等にご理解とご協力を賜りありがとうございました。

土屋会長新執行部となり、この度厚生を担当させていただくこととなりました。会員
数は、緩やかながらも東京会からの転入の方を中心に増加傾向は続いております。コロ
ナ禍の下、約３年間様々な事業が実施できませんでしたが、今後は、厚生事業実施を通
じて、埼玉会の会員の方々が、埼玉会に入っていて良かったと少しでも思っていただけ
るよう、委員会メンバーと事務局とともに、土屋会長を盛り上げて、努力してまいり
ます。

副会長（研修）

中澤　仁之

皆様、いつもお世話になります。研修担当の中澤です。
私の役割は、新型コロナウイルス感染症に注意しつつ、会員及び準会員の皆様に充実

した内容の研修を受講いただくこと、及び、会員の皆様にCPE義務達成をしていただ
くためのお手伝いをすることと考えています。

研修企画特別委員会での独自性のある研修の企画立案、調査研究委員会及び調査研究
委員会所管の８つの専門委員会との連携等により、研修の一層の充実を図って行きたい
と考えています。

研修委員会の他のメンバーとともに頑張りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

新副会長挨拶
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副会長（業務）

佐久間仁志

業務委員会では、公認会計士業務の普及のため関東財務局、地方公共団体等への表敬
訪問のほか関係諸団体への連絡会等を通じて情報交換を行い、また中小企業に対して会
員が行う業務のために外部関係諸団体との連携を図り、さらに埼玉友好士業協議会の活
動に参加して積極的な地域貢献を行います。

この他、地方公共団体等の推薦依頼に対して推薦委員会を通じて被推薦者の人選を行
い、地域貢献を行うとともに会員に対して業務の機会を提供していきます。

特に「新制」業務委員会では、新型コロナウイルス感染症のため前体制では実施でき
なかった中小企業コンベンションの実現に向けて十分な検討・協議を行って参りますの
で、ご協力よろしくお願い申し上げます。

副会長（調査研究）

村田　克也

調査研究担当副会長の村田でございます。
埼玉会では８つの専門委員会（公会計、学校法人、公益法人等、社会福祉法人、

NPO法人、税務、中小企業支援対応、医療法人）を設置しております。各種専門委員
会では、勉強会や研修の企画・開催を積極的に行っておりますので、専門委員の募集や
研修委員会・業務委員会との連携を積極的に支援して参ります。

また、協会本部所管の委員会への派遣や東京会調査研究委員会への参加を希望する会
員の皆様の支援も行って参ります。

研修担当からの経験を踏まえ、会務運営のさらなる充実を図っていきますので、これ
から３年間、何卒よろしくお願い申し上げます。

副会長（広報）

大塚　健一

広報担当副会長の大塚と申します。
広報委員会では小学生向け会計教育「ハロー！会計」、高校生・大学生を対象にした

公認会計士制度説明会を実施しております。また、SAITAMA CPA NEWSを年に２回
発行し、会員の皆様に埼玉会の活動を発信しております。

前執行部で創設された「ハロー！会計・制度説明会」と「SAITAMA CPA NEWS」
の２つの特別委員会を継続し､ 広報活動の更なる充実を図る予定です。任期途中からの
参加も可能ですので､ 会員の皆様のご参加をお待ちしております。

３年間､ より良い広報活動の推進に努めますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

埼 玉 会 役 員 紹 介

常任幹事
新江　　明／小笠原薫子／長内　温子／芳原　勝伸／池田　博行／青山　裕之／森山　謙一／
中村友理香／川島弥生子／小林　正和／大野　夏美／恩地　顯太／長岡　千晶／筑紫　　徹

幹　　事
豊田由美子／井上　正之／柵木　美穂／市川　　健／鎌田　竜彦／深谷　　豊／柴田　英樹／
中井　真人／藤原　拓也／細田　康弘／和田　正夫／福島　清徳／大川　千仁／鈴木　雅也

監　　事
島田紘一郎／松本正一郎 （順不同）
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開催
方法 種類 実施日 テ　　　ー　　　マ 講　　　　　　師 項　目

併用 全 ８月17日（水） 夏季全国研修会 　 ６単位
併用 全 ８月18日（木） 夏季全国研修会 　 ６単位
併用 全 ８月19日（金） 夏季全国研修会 　 ６単位

併用 L ８月23日（火） 多様な分野で活躍する新役員による研修会
「はじめての社会福祉法人 ～会計と制度～」 大塚健一（埼玉会広報担当副会長）

会計
（コード：2106）
３単位　

併用 L ８月25日（木）【中小企業支援対応専門委員会主催研修会】
「中小企業活性化協議会の支援内容等について」

白鳥俊成（埼玉県中小企業活性化協議会
統括責任者）／西平哲（公認会計士、埼玉
県中小企業活性化協議会統括責任者補佐）

コンサルティング
（コード：5125）
３単位

併用 L ８月30日（火） 国税不服審判所所長と国税審判官による研修会
「国税不服審判所についてと最近の裁決事例等に関する研修会」 未定

必須・税務
（コード：4002）
３単位

併用 D ９月６日（火） 裁判所は租税事件をどう見ているか
（東京会　2022年４月５日開催） 佐藤修二（弁護士）

必須・税務
（コード：4091）
２単位

併用 D ９月６日（火）
実務家が語る!!企業不祥事における調査委員会とデジタル・
フォレンジックの実務

（東京会　2022年３月25日開催）

竹内朗（弁護士、公認不正検査士）／小
池赳司（公認会計士）／髙山清子（公認
会計士、公認不正検査士）

必須・監査（不正事例）
（コード：3192）
２単位

併用　L ９月20日（火） 多様な分野で活躍する新役員による研修会 市川健（埼玉会経理担当幹事） ３単位

併用 L ９月28日（水） 関東信越国税局研修会 未定
必須・税務

（コード：4002）
２単位

併用 全 10月13日（木） 秋季全国研修会 　 ６単位
併用 全 10月14日（金） 秋季全国研修会 　 ６単位
併用 L 10月17日（月） 多様な分野で活躍する新役員による研修会 小林正和（埼玉会業務担当常任幹事） ３単位

併用 D 10月 不正・不祥事事例研修会
（東京会　2021年11月22日開催）

辻さちえ（株式会社ビズサプリ代表取締
役、公認会計士、公認不正検査士）

必須・監査（不正事例）
（コード：3192）
３単位

併用 D 10月 2020年下期監査事例研修会４（非営利法人）最近の紹介事例等
（本部　2020年10月16日開催）

北川隼司（業務本部調査・相談グループ
主査／公認会計士）

必須・監査
（コード：3101）
１単位

併用 L 10月27日（木） 国税局担当官による綱紀監察関連研修会 未定
必須・倫理

（コード：1001）
２単位　

併用 D 11月
公認会計士のための“現場力向上”集中ゼミナール

「国際的な人の移動と税務問題～海外移住や来日に伴う税務～」
（東京会　2021年11月６日開催）

赤塚孝江（公認会計士）
必須・税務

（コード：4501）
２単位

併用 D 11月 多様化する労務トラブルへの対応実務
（東京会　2022年４月19日開催） 佐藤広一（特定社会保険労務士）

組織環境
（コード：6203）
２単位

併用 全 12月８日（木） 冬季全国研修会 　 ６単位
併用 全 12月９日（金） 冬季全国研修会 　 ６単位
併用 L 12月10日（土） 年末研修会 　 ２単位
併用 全 １月16日（月） 新春全国研修会 　 ６単位
併用 全 ２月１日（水） 春季全国研修会 　 ６単位
併用 全 ２月２日（木） 春季全国研修会 　 ６単位
併用 全 ２月３日（金） 春季全国研修会 　 ６単位
※〈開催方法〉来会：埼玉会研修室　リモート：リモート研修　併用：来会及びリモート　〈種類〉D：DVD研修会　L：LIVE研修会　全：全国研修会

【今後の研修会予定】

履修結果を申告しましょう ─CPE義務達成に向けて─

●ご注意ください！ ※eラーニング、教材での受講については、2023年３月31日までに受講が完了したものが履修結果として反映されます。
2023年４月１日以降受講したものについては2023年度の履修結果に反映されますのでご注意ください。

□申告もれはありませんか？ 2022年４月１日から履修したもので、申告がお済みでないものはありませんか？

□必要な単位数に到達していますか？ 次のいずれをも満たす単位数以上を履修し申告する必要があります。
１. 当該事業年度を含む直前３事業年度合計 120単位    2. 当該事業年度最低 20単位    3. 当該事業年度の必須単位数

□必須単位数は履修・申告しましたか？ 必要な単位数として、次の必須単位数を履修し申告しなければなりません。
・全会員（免除の承認を受けた会員を除く）…………………　「職業倫理」２単位 「税務」２単位
加えて
・法定監査業務に従事する会員 ……………………………  「監査の品質及び不正リスク対応」６単位

（うち2単位以上は不正事例に該当する研修とする。）
2022年４月１日から2023年３月31日までの履修結果のうち、

申告がお済みでないものについては、2023年４月15日までに申告してください。
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ぜ ひ ご 参 加 く だ さ い！

埼玉会では会務の充実に資するため、研修委員会管轄として「研修企画特別委員会」､ 広報委員
会管轄として「ハロー！会計・制度説明特別委員会」と「SAITAMA CPA NEWS特別委員会」を
設けて､ 会員等のご参加・ご協力をいただいております。

研修企画特別委員会  
埼玉会研修委員会では研修企画特別委員会を設け、会員向けの研修会を充実させる目的で、委員として企画

立案からの活動に積極的に係わっていただける会員の方を募集しております。任期は2022年９月から2025年

６月の定期総会終了までとなります。任期途中からの参加も歓迎いたします。

申込みを希望される方は、下記Microsoft formsよりお申し込みください。

申し込みをされた方につきましては、正副会長より承認を得て、委嘱状及び就任承諾書をお送りいたします。

左の研修委員会用のQRコードからMicrosoft formsにアクセスしてお申込みください。

ご不明の場合は埼玉会事務局までお問合せください。

埼玉会広報委員会では会務の充実に資するため、特別委員会を設け、会員・準会員の皆様からのご参加・ご

協力を頂いております。委員の任期は、2022年９月１日から2025年８月末までとなります。任期途中からの

参加も可能です。また、複数の委員会の申し込みも歓迎いたします。

つきましては、委員を希望される会員・準会員の方は、下記Microsoft formsよりお申込みください。ご不明

の場合は埼玉会事務局までお問合せください。

①ハロー！会計・制度説明特別委員会  
埼玉会では、小学生を対象に身近な題材で会計について知っていただくことを目的としたとした会計教育イ

ベント「ハロー！会計」（年１～２回開催予定）、公認会計士とはどのような仕事なのかを知っていただくこと

を目的とした高校生・大学生を対象とした公認会計士制度説明会（年３～４回実施予定）を実施しています。

これらのイベントにかかわる企画や講義台本の手直しを含め、講師（リハーサルを行います）等の活動に積極

的に関わっていただける委員を募集しております。

②SAITAMA CPA NEWS特別委員会  
埼玉会で発行している広報誌「SAITAMA CPA NEWS」（年２回発行予定）の内容の企画・構成から執筆・

執筆依頼、掲載写真の撮影、最終稿のチェック等広報誌の発行等の活動に積極的に関わっていただける委員を

募集しております。

左の広報委員会用のQRコードからMicrosoft formsにアクセスしてお申込みください。

ご不明の場合は埼玉会事務局までお問合せください。

研 修 委 員 会

広 報 委 員 会

申込
方法

申込
方法
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４月１日（金）埼玉弁護士会来会（新役員交替の挨拶）

４月１日（金）～５月17日（火）

（１ ）獨協大学公認会計士制度説明会のオンデマンド配
信（動画提供）

４月４日（月）第１回厚生委員会（リモート会議）

議題
（１ ）定期総会での表彰者候補の選定及び賞状・景品の

決定に関する件
（２ ）埼玉会慶弔規程、埼玉会慶弔規程運営細則及び埼

玉会慶弔の取扱内規の一部改正に関する件
（３）2022年度行事に関する件
（４ ）青年部・組織内会計士ネットワーク・同好会に関

する件

４月６日（水）当選者会議（リモート会議）

【全体会議１】
（１）土屋次期会長挨拶
（２）次期副会長、幹事、監事挨拶
（３）新体制の３年間の運営方針
（４）各委員会への役員の配置について
【各委員会に分かれての打合せ】
（１）常任幹事について
【全体会議２】
（１）常任幹事（候補者）の発表

４月11日（月）�第１回総務委員会�
（研修室・リモート会議）

審議事項
（１）議案書に関する件

協議事項
（１）第７回定期総会に関する件

報告事項
（１）役員名刺に関する件

その他
（１）複合機のインクキット契約満了に関する件

４月18日（月）期末監事監査（研修室）

４月20日（水）�第１回正副会長常任幹事会�
（研修室・リモート会議）

会長からの報告
（１）地域会会長会議からの報告

審議事項
（１）備品除却損の予備費使用に関する件
（２）2021年度決算の承認に関する件
（３）第７回定期総会議案書に関する件
（４）第７回定期総会の表彰者に関する件
（５）栃木銀行との包括連携協定に関する件
（６）会長功労表彰に関する件

委員会報告
（１）総務委員会
　①第７回定期総会および懇親会に関する件

（２）厚生委員会
　①表彰状の様式変更に関する件

（３）研修委員会
　①コロナ禍の事務局体制と研修会運営に関する件
　②研修会実績に関する件
　③研修会予定に関する件

（４）推薦委員会
　①前回会議から今回までの推薦状況に関する件

（５）調査研究委員会
　①就任承諾書新方法に関する件

４月27日（水）第１回役員会（研修室・リモート会議）

審議事項
（１）備品除却損の予備費使用に関する件
（２）2021年度決算に関する件
（３）第７回定期総会議案書に関する件
（４）第７回定期総会の表彰者に関する件

2022 年度
中間事業報告及び活動報告（４月～６月）
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（５）会長功労表彰に関する件

報告事項
（１ ）各委員会、専門委員会、本部常置委員会及び東京

会委員会からの活動報告
（２）埼玉会会員の推薦状況に関する件
（３）本部理事会等の議事内容に関する件
（４）地域会会長会議の議事内容に関する件

５月18日（水）�第１回事業承継ネットワーク全体会議
（リモート会議）に出席

６月１日（水）�第２回総務委員会�
（研修室・リモート会議）

審議事項
（１）第７回定期総会に関する件
　①第７回定期総会および懇親会に関する件
　②健康診断費用に関する件

協議事項
（１ ）協会ブランド変更に伴う埼玉会事務局出入口の看

板に関する件

６月６日（月）�第２回正副会長常任幹事会�
（研修室・リモート会議）

会長からの報告
（１）地域会会長会議からの報告

審議事項
（１）第７回定期総会懇親会に関する件
（２）栃木銀行との業務連携覚書に関する件
（３ ）協会ブランド変更に伴う事務局出入口の看板デザ

インに関する件
（４）次期選挙管理委員会委員に関する件

委員会報告
（１）総務委員会
　①第７回定期総会および懇親会に関する件

（２）研修委員会
　①今後の研修会に関する件

　②研修会実績と予定に関する件
（３）業務委員会
　①第１回事業承継ネットワークに関する件

（４）推薦委員会
　①推薦の状況に関する件
　②次期推薦委員会委員に関する件

（５）調査研究委員会
　①埼玉会専門委員会募集に関する件
　②東京会委員会募集に関する件

（６）広報委員会
　①ハロー！会計オンラインに関する件
　②SAITAMA CPA NEWS第14号に関する件

（７）その他
　①ソニック貸会議室での懇親会不可に関する件

６月８日（水）定期総会議長団打ち合わせ（研修室）

議題
（１）定期総会の議事運営に関する件

６月14日（火）第７回定期総会および懇親会

６月16日（木）�第１回中小企業支援対応専門委員会�
（研修室・リモート会議）

６月24日（金）�日本公認会計士協会神奈川県会定期総会
懇親会に出席

６月28日（火）�埼玉県中小企業活性化協議会の全体会議
（リモート会議）に出席

６月28日（火）�日本公認会計士協会千葉会定期総会懇親
会に出席

６月30日（木）�日本公認会計士協会東京会定期総会懇親
会に出席

 以　上
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（イラスト：小川千恵子）



事務所所在地はどちらですか？

埼玉県吉川市です。

現在の主な業務内容を教えてください

吉川市で独立開業しており、会計士業務としては監査の補助が中心
です。

また、会計士以外の業務としてSNSを利用した集客コンサルティ
ングを行っています。もともとは税務業務の集客目的で勉強し始めた
つもりだったのですが、勉強が面白くなって現在は集客コンサルティ
ングのみを業務として提供しています。

それ以外には資産運用として暗号資産への投資を手広く行っていま
す。こちらも本来は税務業務の差別化の手段にすべく勉強し始めたの
ですが、私自身がハマってしまいました。現在はある程度の収入源に
なっています。

これまでの職歴を教えてください

会計士試験を志す前は、企業の経理や税理士法人で働いていまし
た。会計士試験合格後は監査法人に勤務し、その後に独立開業して現
在に至ります。

公認会計士を目指したキッカケは何ですか？

30歳を過ぎたころに今後の人生の見直しを考えて、資格を取ろうと考えました。経理業務や税理士法人での勤務経
験がありましたので会計専門家がイメージに浮かび、会計士試験にチャレンジしました。

受験時代の思い出はありますか？

専門学校で受験友達ができて楽しかった印象があります。勉強面でも頑張ればその分だけ成績が向上するのでやり
がいを感じていました。もちろん常に楽しかったわけではなく、つらく感じた瞬間もあったはずなのですが、楽し
かったという印象が勝っています。受験友達とは今でも定期的に会っていて一緒に温泉旅行に行ったりしています。

得意科目は何でしたか？

会社法が好きでした。一見理解しづらそうな論点であっても、調べていくとキチンと根拠が体系化されている。そ
ういった理路整然と答えに行きつく明快さが私の性格に合っていたのだと思います。

苦手科目は何でしたか？

原価計算です。もともと数学があまり得意ではなかったことに加えて、ただ作業をこなすだけのように思えて、面
白みがあまり感じられなかったです。

会員コラム
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豊田由美子　会員



会員コラム

ご出身は？

生まれは奈良県ですが父の仕事の都合ですぐに引っ越してしまい、あまり思い出らしいものがありません。その後
も小学５年生で吉川市に引っ越すまでは何回か引っ越しをしました。吉川市に住む以前の思い出はあまりないです。

埼玉県でゆかりのある地や好きな場所などはありますか？

草加公園が好きです。草加公園は池があったり様々な木々が植えてあったりして、四季を感じることができる情緒
あふれる公園だと思います。

趣味はありますか？

ピアノを幼稚園から高校まで習っていて、小・中学校の合唱祭では毎回ピアノの伴奏をしていました。ショパンの
曲が得意です。今ではあまり演奏する機会がないですが、鑑賞はよくしています。

今ハマっているのは動画制作です。犬を２匹飼っているのですが、インスタグラムで犬用のアカウントを作ってい
て、撮影した動画をアップしています。動画制作の技術が上がったらYouTubeにも動画をアップしてみたいですね。

宜しければご覧ください。⇒ Instagram（https://www.instagram.com/uchinochatora）

休日はどのように過ごしていますか？

愛犬２匹を連れて車で草加公園のドッグランに行っています。

埼玉会の会務への関わりはありますか？

今年度から幹事をしており総務委員会に所属しています。また、埼玉CPAニュース特別委員会、ハロー！会計・制
度説明会特別委員会に入っています。

埼玉会へのご意見やご要望はありますか？

独立開業後に埼玉会の懇親会などの行事に参加するようになったのですが、交流が広がって楽しく、時に業務につ
ながることもあり世界が広がりました。参加して本当に良かったと思っています。今後も様々な行事に参加したいで
す。

最後に今後の目標についてお聞かせください

現在行っている集客コンサルティングに税務を絡めて、個人事業主の方などに節税の提案等をしていきたいです。
コンサルティング業務をしていると、それまで知らなかったことを知ることができる機会が多く、知的好奇心が刺激
されて楽しいです。これからも楽しみながら仕事を続けていきたいと思っています。

どうもありがとうございました （取材・文：大塚　健一）
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謹んでご冥福をお祈りいたします  
田　代　充　雄　様　2022年３月５日ご逝去　72歳（会員）
加　澤　義　晴　様　2022年５月３日ご逝去　91歳（会員）
中　井　　　彰　様　2021年12月15日ご逝去　88歳（中井真人会員　御尊父）
藤　原　莉　子　様　2021年12月28日ご逝去　18歳（藤原康弘会員　御令嬢）

会員数（2022年６月30日現在）

種　　別
会　　　　　員 準　　会　　員

合　計
公認会計士 外国公認会計士 監査法人 計 一号準会員 二号準会員 三号準会員 四号準会員 五号準会員 計

埼　　玉 826 0 0 826 4 33 0 126 － 163 989

全　　国 33,192 2 278 33,472 80 510 0 7,137 181 7,908 41,380

（注）１．一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計士となる資格を有する者
 ２．二号準会員は、会計士補
 ３．三号準会員は、会計士補となる資格を有する者
 ４．四号準会員は、公認会計士試験に合格した者（一号準会員に該当する者を除く。）
 ５．五号準会員は、特定社員（地域会には所属しない。）

事務局だより
６月の定期総会も無事に終了し、西川会長から土屋会長へバトンタッチが行われ、新体制がスタートし
ました。総会終了後には、2019年以来３年ぶりに懇親会が行われました。制約付きの会合であったにも
かかわらず、多くの会員の方が出席をされ、皆様久しぶりの懇談を楽しんでおられたようです。
今年後半は、コロナ感染状況も落ち着き、会議や、研修会もソニックシティビルへの来会出席の方が増
えて、皆様と埼玉会でお会いできますことを楽しみにしております。� 清水　克

総務、研修、調査研究および、役員会や正副会長常任幹事会等の主担当をしています。より良い運営が
できるように頑張ります。� 鈴木　綾香

経理、厚生、業務、広報および、定期総会や新年賀詞交歓会の主担当をしています。より良いサービス
を提供できるように頑張ります。� 市村　恵

会員慶弔見舞 （掲載許可をいただいた方のみ記載しています。）


