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会長挨拶

残暑お見舞い申し上げます
埼玉会会長の西川正純です。
会員の皆様には、会務運営にあたり日頃よりご支援、ご協力を賜り誠にありがとうご
ざいます。当事業年度は、世界的な規模での新型コロナウイルス感染症の発生、拡大に
襲われ、４月には緊急事態宣言が発出されました。感染者数は減少してきましたが、ま
だ第２波、第３波の発生の可能性もあり、感染への不安は払拭できない状況にあります。
埼玉会もコロナ禍での本部施策のもと、ただいま「with コロナ」を意識しての事業を
進めております。
定期総会につきましては、本部が開催日程を延期したことに準じ、６月開催から８月
17日開催へと変更し、来賓をお招きせず、懇親会も中止とする簡略化した開催といたし
ました。懇親会へのご出席を予定されていました皆様には大変申し訳ございません。ご
理解のほどよろしくお願いいたします。
以前の生活を取り戻せるまでには、相当の期間がかかると見込まれることから今まで
とは会務の運営形態を変えております。
CPE 研修につきましては、本部の e ラーニングが無料化となっているため、埼玉会も、
地域会主催の DVD 研修を web で受講できるよう準備をしておりますので、今後は web
での受講を推進していきます。また、web 環境を準備できない場合に対応し、研修室で
の受講も検討しておりますが、密とならないよう少人数での定員制を取る等、対応した
研修会場での開催を考えております。会場受講希望会員にはご不便をおかけすることに
なるかと思いますが、開催回数を増やすなどの対応を取っていきたいと考えていますの
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埼玉会 会長

西 川

で、ご理解のほどお願いいたします。研修会の開催につきましては、今後のコロナの状
況により変更が生じることもありますので、埼玉会 web サイトでの情報確認をお願いい
たします。
例年実施しております「ハロー！会計」、「公認会計士制度説明会」につきましては、
残念ながら現在のところ開催の目途は立っておりません。「ハロー！会計」、「公認会計士
制度説明会」を担当している会員から、開催できる日を楽しみにしているとの話が出て
おりますので、開催できる日に備えて準備しております。
役員会、各種委員会の開催につきましても、現在 web 会議で行っております。役員一
同、早くコロナが終息し以前の日常を取り戻し、会務、事業を行えることを楽しみにし
ております。2021年の秋には、公認会計士フォーラム埼玉大会を予定しております。現
在、実行委員会による準備が動き出しているところですので、詳細が決まり次第ご案内
させていただきます。
会員の皆様には、不安、不自由な今日ですが、感染予防に注意されてお過ごしください。
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昨年７月に会長に就任してから１年が経過しました。この間、公認会計士協会が将来にわ
たって、会員の皆さまからも社会からも信頼され、経済の健全な発展と幸福な社会の実現に
最も貢献するプロフェッショナル団体となっていくために、５つの戦略目標を設定し、それ
らに基づく具体的なアクションプランを立て、実行してきました。
今後も、施策の実行に注力するとともに、協会として中長期的な観点から取り組むべき重
要な課題については、必ずしも任期に捉われずに必要なアクションプランの立案・実行を進
め、次の執行部に確実に引き継いでいきたいと考えています
次に、この１年間で取り組んできたことについてご紹介します。
最近では、新型コロナウイルス感染拡大下における決算と監査への対応に力を注ぎました。
通常は、2,400社を超える３月決算上場会社の監査をはじめとして、非上場の会社法監査、
非営利部門の法人の監査まで含めると相当数の監査が６月までに行われるため、例年どおり
のスケジュールでは決算・監査のための十分な時間が確保できず、企業等の情報開示の適正
性や信頼性に重大な影響を及ぼす懸念がありました。そのため、金融庁が事務局となって設

会長就任１年を迎えて

平素より当協会の会務にご理解ご支援を賜り、御礼申し上げます。

置された連絡協議会で協会としての意見を述べたほか、経済産業省・法務省や経済団体、国
会議員などに積極的に、決算と監査の期間の確保について要望してまいりました。その結果、
様々な制度的な手当てがなされ、また、会員の皆さまのご尽力もあり、市場に大きな混乱を
与えるような事態は回避することができたと考えています。
また、今回のコロナ禍における監査の経験を踏まえて、金融商品取引法と会社法の二元的
な開示や株主総会の日程などについて改めて問題意識を強くしました。四半期報告制度など
も含めた企業情報開示制度の在り方を全般的に見直す必要がないかを今後検討していきます。

なく、関係省庁や国会議員、経済団体、メディアとの折衝・調整も多く、公認会計士業務が
社会においてとても重要な役割を負っていることを改めて痛感しています。今後も、ステー
クホルダーとのより望ましい関係構築に注力し、社会的に意義のある施策を進めていきたい
と思います。

正 彦

言などに取り組んできました。これらの取組を進めていくにあたっては、協会の会員だけで

日本公認会計士協会会長

係者との間の共通認識の醸成、社会福祉法人等の監査導入への対応、税制に関する必要な提

手 塚

そのほか、公認会計士である社外役員への倫理規則の周知徹底、「チームメンバー・ロー
テーション」を中心とする監査人の独立性強化、IPO 監査に関する公認会計士業界と市場関

加えて、今回の新型コロナウイルスの感染拡大による危機を契機として、国内外ともに、
社会全体が急速かつ大きな変革を迫られています。特に、IT 基盤・通信基盤の整備及びデジ
タル化の加速は必須であり、これらを活用した働き方改革も必然でしょう。リモートワーク
の環境がより一層整えば、地域活性化の在り方も大きく変わるかもしれません。
このような変革の時代において、公認会計士が社会に存在価値を認めていただけるように、
会員の皆さまに対する支援をより充実させるとともに、協会の基盤整備と働き方改革にも注
力してまいります。
現在、私たちは未曽有の危機下にありますが、この危機をしっかりと乗り越えて、ひいて
は変革のためのチャンスと捉え、協会が会員からも社会からも信頼され、経済の健全な発展
と幸福な社会の実現に最も貢献するプロフェッショナル団体となれるように、引き続き必要
な施策を実行していく所存です。
会員の皆さまには、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。
また、新型コロナウイルスの感染の収束にはまだしばらく時間がかかると思われます。会
員の皆様とご家族、関係各位のご健康を心からお祈りしております。
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2020 年度
中間事業報告及び活動報告（４月～６月）
４月１日（水）第１回厚生委員会（メール会議）
議題
１．総会での表彰者候補の選定及び賞状・景品の決定
について
２．親睦旅行の企画中止について
３．組織内会計士の会の設置及び予算について
４．新年度忘年会の料理コースについて
５．その他（新年度行事の確認等）
４月７日（火）第１回総務委員会
議題
１．定期総会の報告審議事項について
２．定期総会の議案書及びその他（準備）について
３．埼玉会就業細則の一部変更について
４．埼玉会公印取扱細則の一部変更について
５．埼玉会会計細則の一部変更について
６．4/17正副常任幹事会開催及び次第について
７．4/28役員会開催及び次第について
８．埼玉会定期総会の新型コロナウィルス感染症の対
応について
４月17日（金）第１回正副会長会議（WEB 会議）
議題
１．新型コロナウィルス感染症に対する埼玉会会務の
方向性
２．第４年度（2019年度）会務及び事業報告の件の承
認について
３．第４年度（2019年度）財務諸表等承認の件の承認
について
４．第５回定期総会次第、議案書及び議長団の承認に
ついて
５．第５回定期総会表彰者の承認について
６．今後の研修会について
７．今後のハロー！会計、制度説明会について
８．SAITAMA CPA NEWS の夏号について
９．新年度の専門委員会募集と運営方法について
10．公認会計士の日の埼玉新聞広告について
11．親睦旅行の中止及び団体保険案内（アフラック）
について
12．中小企業支援コンベンション及び埼玉友好士業協
議会当番会引継ぎについて
13．推薦状況について
14．公認会計士フォーラム埼玉大会の準備について
15．4/28役員会次第について
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４月28日（火）第１回役員会（書面決議）
審議事項
１．第４年度（2019年度）会務及び事業報告について
２．第５回定期総会次第について
３．第５回定期総会議長団について
４．第５回定期総会表彰会員について
５．定期総会の開催日の延期について
協議事項
１．埼玉会就業細則の一部変更について
２．第４年度（2019年度）財務諸表等承認の件につい
て
３．第５回定期総会議案書について
５月11日（月）第２回正副会長会議（WEB 会議）
議題
１．第４年度（2019年度）財務諸表等承認について
２．第５回定期総会の延期のご案内、議案書及び議長
団の打合せについて
３．６月役員会日程の決定について
４．中小企業支援コンベンションについて
５．推薦状況について
６．公認会計士の日の広報活動について
６月３日（水）2019年度期末監事監査
６月８日（月）第２回総務委員会（WEB 会議）
議題
１．定期総会（新型コロナウィルス感染防止対策含む）
について
２．埼玉会公印取扱細則の一部変更について
３．埼玉会会計細則の一部変更について
４．埼玉会在住会員に関する細則の一部変更及び在住
会員の活動内容について
５．埼玉会委員会細則の一部変更について
６．６月書面決議役員会次第及び７月役員会開催につ
いて
７．「新しい生活様式」事務局運営について
６月10日（水）第２回役員会（書面決議）
審議事項
１．第４年度（2019年度）財務諸表等承認について
２．第５回定期総会議案書承認について
３．埼玉会就業細則の一部変更案について

協議事項
なし
報告事項
１．2020年度の役員会及び正副会長会議の日程について
６月11日（木）研修委員会（WEB 会議）
議題
１．コロナウィルスの影響に伴う研修開催の現状報告
について
２．今後の研修受講手段について
３．今後の研修開催スケジュールについて
４．2019年度下半期の研修実施結果について
５．地域会会長会議 本部からの補助対象となる研修
会について
６．SAITAMA CPA NEWS 第10号の研修委員会ペー
ジについて
７．TOKYO CPA NEWS2020年８月号について
８．議案書の修正案について

６月24日（水）公認会計士フォーラム埼玉大会
第２回実行委員会（WEB 会議）
議題
１．会長挨拶
２．実行委員長挨拶
３．公認会計士フォーラム山梨大会実行委員会の報告
について
４．公認会計士フォーラム埼玉大会の企画案について
５．委員の担当について
６月30日（火）埼玉 CPA ニュース特別委員会
第１回編集会議（WEB 会議）
議題
１．SAITAMA CPA NEWS 第10号の校正
２．SAITAMA CPA NEWS 第11号の企画

◆新型コロナウィルスの影響で中止とした事業
４月 ３ 日（金） 獨協大学公認会計士制度説明会
４月10日（金） 【LIVE 研修】監査事例研修会
４月16日（木） 公認会計士フォーラム埼玉大会第２回実行委員会（6/24へ延期）
４月20日（月） 2019年度期末監事監査（6/3へ延期）
【DVD 研修】
「押さえておきたい！国際税務重要論点研修シリーズ（全４回）第１回外国子会社合
算税制（タックスヘイブン対策税制）の基礎と実務Ⅰ」
４月24日（金）
【DVD 研修】
「押さえておきたい！国際税務重要論点研修シリーズ（全４回）第２回外国子会社合
算税制（タックスヘイブン対策税制）の基礎と実務Ⅱ」
【DVD 研修】組織内会計士研修会「AI・RPA（ロボティクス）に負けない経理パーソンになるた
めに」
４月27日（月）
【DVD 研修】女性会計士活躍促進協議会主催リスタート応援研修「会計事務所のダイバーシティ
実現に向けて」
【DVD 研修】女性会計士活躍促進協議会研修会「日本公認会計士協会におけるダイバーシティの
推進に向けて」
５月27日（水） 【DVD 研修】公認会計士社外役員ネットワーク研修会「公正な M&A の在り方に関する指針と実際
のプラクティスについて～上場企業の社外役員が押さえるべきポイントを実例を交
えて～」
【DVD 研修】押さえておきたい！国際税務重要論点研修シリーズ（全４回）第３回「移転価格税
制の基礎と実務Ⅰ」
５月28日（木）
【DVD 研修】押さえておきたい！国際税務重要論点研修シリーズ（全４回）第４回「移転価格税
制の基礎と実務Ⅱ」
６月 ９ 日（火） 定期総会議長団との打ち合わせ（8/7へ延期）
６月17日（水） 役員会及び第５回定期総会（定期総会は8/17へ延期）
【DVD 研修】不正事例研究（役員等の不正行為）第１回
６月19日（金） 【DVD 研修】組織内会計士研修会「「倫理基準」の改訂を組織内会計士の価値向上につなげよう～
「違法行為への対応」と今後の倫理強化への流れ～」
【DVD 研修】「最新の IT 知識を活かした「攻める経理」」
６月22日（月）
【DVD 研修】「中小会計事務所のための情報セキュリティセミナー」
６月23日（火） 【LIVE 研修】税務専門委員会主催国税不服審判所所長と国税審判官による研修会
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2020年
８月以降
の

研修会予定

「リモート研修会」の開催

～海外在住会員の方も研修可能です～

埼玉会では皆様の安全を守るため、密にならない研修会「リモート研修会」を予定しております。ネット環境のあ
る PC を使用できる方はリモート研修会を是非ご利用ください。
現在の開催日時、テーマ等詳細は未定ですが、決定次第、会員向けに案内状及び埼玉会ウェブサイト等によりお知
らせします。

••••• リモート研修会とは？ •••••
Microsoft Teams を使用したオンライン研修会となります。埼玉会ウェブサイトよりお申込みいただきますと、ご
登録いただいたメールアドレスへ受講用の URL と受講の手順を記載したメールをお送りします。
ただし、ネット環境が無い等リモート研修会の参加が難しい方は研修会案内状をご覧いただき、事務局（048-6449050）へお電話ください。個別にご相談させていただきます。
研修会場に参加される方に関しましては、以下注意事項の遵守をお願いします。

─ 注意事項 ─
◆来場時・受講時にマスク着用のご協力をお願いします。
◆発熱・咳・倦怠感・息苦しさのある会員は来場を見合わせていただきます
ようお願いします。
◆入口で赤外線式体温計による検温をいたします。
◆受付にアルコール消毒液を設置しておりますので、手指の消毒をお願いし
ます。
◆万一のために、来場者の連絡先を記録させていただきます。
◆ LIVE 研修会の講師への質問は、書面やメールによる方法とさせていただき
ます。
◆状況の変化に応じて中止する可能性がございますので、ご了承ください。

集合研修以外の
CPE 単位取得方法
集合研修以外にも「e ラーニング」や会計・監査ジャーナル等に掲載されている CPE 指定記事などの「自己学習」、
及び「著書等執筆」等の単位取得方法があります。
詳細は CPE レター（WEB 版）をご覧ください。
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埼玉会ホームページ （ウェブサイト）の

リニューアルについて
すでにご覧になっている会員もおられるかと思いますが、この３月に埼玉会ホームページのリニューアルを行いま
した。これは、日本公認会計士協会全体の会員サービス向上の一環として本部施策に基づき実施しました。
この結果、埼玉会会員専用ウェブサイトへアクセスするための ID・パスワードが、協会本部ウェブサイト会員マイ
ページへアクセスするための ID・パスワードと同一になりました。
また、埼玉会主催研修会（ライブ・DVD 研修とも）の申込みが本部と同様、埼玉会ウェブサイト上から行うことが
可能になりました。より便利に申込ができるようになったと実感いただけると思います。
なお、従来通りの申込書による FAX・メール送信による申込みも可能です。
どうぞよろしくお願いいたします。

《参考》埼玉会ウェブサイト URL：https://saitama.jicpa.or.jp
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※研修無料期間が終了する場合がございますので御了承ください。

電子申告登録ページ
https://secure.cpe.jicp
CPE ONLINE

必要事項を
入力

登録
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a.or.jp/entry/entry_fo
rm.php

(１) インフォメーション
(２) ヘルプ
(３) 受講期限間近の講座
(４) 受講登録している講座
(５) 完了した講座
(６) 受講状況の確認画面へ
(７) 講座検索
(８) 新着紹介
(９) 受講環境チェックサイトへ

講座を検索して「申込」をクリック

「受講開始」をクリックすると
動画の視聴ができます。

※ CPE 研修の無料化等について
① 2020 年４月１日以降、本会が実施する研修会（地域会が
主催するもの、各種委員会等が主催するものを含む。以下同
じ。）に係る費用は普通会費で賄うべきものと考え、会員・
準会員の参加料は原則として無料とすること。
② 本会が企画又は作成する e ラーニング及び CD-ROM に
ついても CPE 細則の規定に従い本会が実施する研修会と
同様に取り扱うこと（③を除く）。
③ CD-ROM の作成・送受に係る実費相当額として１枚
1,500 円の負担を利用者にお願いすること。

（イラスト：小川

千恵子）
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埼玉会行事
新年賀詞交歓会
2020年1月20日18時より、パレスホテル大宮にて日本公認
会計士協会埼玉会の新年賀詞交歓会が行われました。工藤道弘
埼玉会副会長による開会の辞で始まり、主催者である西川正純
埼玉会会長の挨拶、手塚正彦協会本部会長挨拶に続き、来賓と
して北村信財務省関東財務局長にご挨拶をいただきました。続
いて、大野元裕埼玉県知事のメッセージを土屋文実男埼玉会副
会長が代読し、清水勇人さいたま市長のメッセージは、日野徹
さいたま市副市長に代読いただきました。そして、新井豪埼玉
県議会副議長の乾杯の音頭で懇談となりました。会員51名、来賓38名、議員15名、協会関係13名、合計
117名に参加いただき、19時30分土屋埼玉会副会長の閉会の辞をもって終了しました。

（長内

温子）

会計検査院長訪問
2020年２月３日に西川会長、清水事務局長及び工藤の３人
で森田祐司会計検査院長を訪問し、１月20日開催の埼玉会新
年賀詞交歓会にご出席いただいたことに対する謝意をお伝えし
ました。
会計検査院は財務省及び金融庁に隣接する中央合同庁舎の上
層階（20階～32階）に入居しており、１階のエントランス内
は威圧感満載です。緊張気味に院長室に入ったのですが、森田
院長は公認会計士の仲間ということもあり、にこやかに迎えて
いただきました。会談では森田院長のキャリアの変遷をお聞きしたり、最近の会計士業界について意見を交
わしたりと、終始なごやかな雰囲気でお話しいただきました。
このような関係が今後も継続し、埼玉会と会計検査院の関係がより密接なものになることを願っています。


（工藤

道弘）

組織内会計士協議会との懇親会
2020年２月６日、埼玉会と組織内会計士協議会との懇親会
が木曽路大宮店で開催された。組織内会計士協議会では、組織
内会計士の組織化を推進し、組織内会計士の業務に関する研修
会や組織内会計士の資質向上を図る施策等を企画実施し、組織
内会計士ネットワークを運営しているとのこと。組織内会計士
ネットワーク会員数は、2019年12月末で2,388名であり、そ
の内、埼玉会の会員は96名と、多数の会員がいることに驚い
た。
懇親会では、埼玉会所属の組織内会計士の交流を図る仕組みを埼玉会の中に立ち上げてほしいとの要望に
関しての話し合いが中心となり、お互い意見交換と親睦を深め、和やかに終了した。
この話し合いを受け、埼玉会では、埼玉会所属の組織内会計士の交流を図り、会の行事への参加を促すた
め、組織内会計士の会が厚生委員会の担当として組織化される予定である。
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（佐久間仁志）

青 年 部 部員紹 介

鈴木 雅也

◦ 現在の仕事 
鈴木雅也公認会計士事務所（2019年11月に開業しました）
◦ 趣味 
旅行、食べ歩き、ジム通い
◦ 最後にひとこと 
今年の2月に自分がオーナーを務めるたこ焼きバルを地元所沢に
オープンしました！
地元・地域にいろんな形で貢献し、会計士人生を充実させたいと
思います。
所沢にお越しの際は是非お立ち寄りください！

◦ 現在の仕事 
税理士業務、IPO 支援業務、内部統制・会計コンサルティング、
会計監査、デューデリジェンス
◦ 趣味 
フットサル、野球、ゴルフ、旅行、食べ歩き飲み歩き
◦ 最後にひとこと 
たくさんの方にお会いして、たくさんのことを学びたいです。仕
事はもちろん仕事以外でもたくさんのことに挑戦していきます！

西田 多嘉浩

（たかひろ）

長嶋 大樹

◦ 現在の仕事 
機械商社にて経理・与信業務をしています。
◦ 趣味 
海釣り、ドライブ、国内旅行
◦ 最後にひとこと 
事業会社に勤めておりますので、埼玉会に出席させていただくと
他の先生方のお話が大変勉強になります。
機械設備で何かあればぜひご連絡ください。若輩者ですが、どう
ぞよろしくお願いいたします。

◦ 現在の仕事 
開業しており、会計監査、包括外部監査、コンサルティング、法
人監事、等が主な仕事です。
◦ 趣味 
草野球、バスケットボール、西伊豆、ビートルズ、等々ございます。
◦ 最後にひとこと 
さいたま市で開業しております。元銀行員です。公益関連を中心に
活動しております。皆様とお会いできる日を楽しみにしております。

小林 正和
埼玉会青年部は満50歳未満の埼玉会会員・準会員により構成される組織で、部員の懇親のための場の提供や有志の勉強会など
を行なっています。青年部からの連絡を希望される方は、メーリングリストへの登録をお願いしています。埼玉会のホームページ
に掲載されている用紙に記入していただき FAX（048-644-9054）していただくか、メールで埼玉会事務局（saitama@sec.jicpa.
or.jp）まで連絡をお願いいたします。在住会員もご参加いただけます。
青年部部長 興松 敬史
SAITAMA CPA NEWS Vol.10 2020.8
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会員コラム

井 上 正 之 会員

事務所所在地はどちらですか？
浦和駅の西口です。以前は大宮にございましたが、教育分野の会計や税務に力を入
れていきたいこともあり、教育都市の浦和に移転いたしました。

現在の主な業務内容を教えてください
学校法人や社会福祉法人、上場企業の会計監査やコンサルティングを行っています。
また、県内の中小企業を中心に税務業務を行っています。税務顧問の件数は少しずつ
増加していっています。

これまでの職歴を教えてください
公認会計士試験合格後、大手監査法人に５年ほど勤務して主に上場企業の監査を経
験した後、系列の税理士法人で２年ほど勤務して外資系日本法人の税務申告書の作成
やレビュー業務等に従事しました。
その後、大手総合商社のグループ会社（化学品専門商社）に転職して財務経理部で６年ほど勤務しました。会計伝
票の起票はもちろんのこと、入社して間もない時期に IFRS 導入のために各営業部門の課長を呼んで収益認識の説明
等を行ったことが思い出されます。また、海外子会社を買収したため、現地のスタッフに片言の英語でヒアリングを
して状況を把握するため海外子会社へ出張に行ったことや、他にも消費税率の変更や連結納税などの対応もしました。
色々な経験をさせてもらいましたが一番の学びは、売上予算などの目標達成に対して一般企業はとてもシビアだとい
うことです。頭では分かっていたつもりでしたが勤務してみて実際のビジネスの厳しさを痛感しました。
その後、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？
中学生のころに親から聞いて存在を知り、大学に入ってから受験勉強を始めました。

受験時代の思い出はありますか？
あまり楽しい思い出はないです。経済学が苦手だったので、高熱状態でも頑張って勉強していたことがありました。
あとは周りの受験友達が徐々に減っていって寂しかったです。勉強しながら浜崎あゆみの Voyage（ボヤージュ）を一
日に何度も聞いてモチベーションを保っていました。歌詞に支えられ、僕は幸せになるために専門学校で勉強してい
るのだ、と信じて時に涙を流しながら勉強していました（笑）。

得意科目は何でしたか？
答案練習では経営学の得点が良かったです。経営のあり方を学ぶことができて、実務についてからも大変役立って
います。

苦手科目は何でしたか？
経済学です。合格した年の試験問題は難しく、みんなできなかったようなので助かりました。
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ご出身は？
生まれは東京都多摩市なのですが、１歳のときに所沢市に引っ越しました。それから結婚するまでは所沢市で暮ら
し、結婚して武蔵浦和に引っ越し、今は浦和に住んでいます。埼玉県は暮らしやすいと思います。

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？
ライオンズファンなので西武球場です。ちょうど小学生のころに森監督の西武黄金時代でした。辻、平野、秋山、
清原、デストラーデ、石毛の打線を観戦するのがとても楽しみでした。今でもライオンズファンです。

趣味はありますか？
将棋です。毎日、将棋アプリで羽生善治さんなどの有名棋士の棋譜を見たりしています。話題の藤井聡太さんは攻
めがとても早いので驚かされます。監査法人時代は職業団体戦に出場していました。
埼玉会では将棋同好会に所属しています。大会に出場するためには５人必要なのですが、早く大会に出てみたいで
すね。大会に出る勇気のある方を募集しています（笑）。

休日はどのように過ごしていますか？
４歳と２歳の２人の子供がいますので、休日は一緒に過ごすことが多いです。最近は、長女が自転車の練習を始め
たので、近くの公園でよく一緒に練習しています。長男がもう少し大きくなったら、ベタですがキャッチボールを一
緒にやりたいですし、高校球児になってほしいです（笑）。

埼玉会の会務への関わりはありますか？
将棋同好会に加入しているほか、学校法人専門委員会、社会福祉法人専門委員会等の委員になっています。学校法
人専門委員会は副委員長をやっています。

埼玉会へのご意見やご要望はありますか？
あまり以前のことは分かりませんが、少し前と比べて若手が増えて活性化し、雰囲気が良くなっていると感じます。

最後に今後の目標についてお聞かせください
イキイキと仕事がしたい、理想の職場づくりをしたい、というのが独立開業したときの目標です。近々、パート従
業員の方をお招きする予定です。今後は仕事とともに職員を増やしていって、みんなで楽しく働けるような職場を
作っていきたいです。

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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会員コラム

柴 田 英 樹 会員

事務所所在地はどちらですか？
武蔵浦和に事務所・自宅があります。武蔵浦和は住んで８年くらいになります。

現在の主な業務内容を教えてください
現在は会計業務、コンサルティング業務、税務業務の３つを満遍なくこなしている
ような感じです。監査は監査法人のお手伝い、コンサルティング業務は M&A や相続
がらみの株価算定、資産査定などの依頼が多いです。税務業務は最近税理士登録した
のですが、会計・税務顧問を２件しており、これとは別に相続税の申告も行いました。
今後は税務業務に力を入れていきたいと思っております。
また、栃木県の国際医療福祉大学で週１回講義を担当しています。会計学の講義で
すが、学生からのニーズもあり一般的な企業会計だけでなく、医療会計や社会福祉法
人会計といった医療に関連した会計も絡めて講義をしています。

これまでの職歴を教えてください
大学生時代に、テレアポなどを実施している大手商社の子会社でアルバイトをしていました。そこの役員と親しく
なり、大学卒業後にそのまま就職して４年くらい勤めました。退職後に公認会計士の受験勉強を始めました。
合格後は大手監査法人に４年ほど勤めました。退所後は監査のお手伝い等をしながら明治大学経理研究所で講師を
10年ほどやっていました。主に簿記１級の工業簿記・原価計算を学生に教えていました。
その後、縁があり防衛省の防衛観察本部という部署に３年間の任期付職員として勤務しました。この防衛観察本部
という部署は防衛省の各機関、部隊のコンプライアンス違反を調査して改善を促す機関であり、入札談合やセクシャ
ルハラスメント・パワーハラスメントなどの監察業務をしていました。幹部クラスの自衛官の方はとても優秀な方が
多く、そういった方々と机を並べてお仕事ができたのは非常に貴重な経験になりました。
その後、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？
そもそもは高校生のときに公認会計士になりたいと思っていました。大学生のとき簿記１級をとりましたが、その
ときは公認会計士受験の道には進まずに就職しました。その会社を退職する際に、かつての夢であった公認会計士が
頭に浮かび、受験勉強へと進みました。

受験時代の思い出はありますか？
専門学校で簿記の講師をしながら、公認会計士の受験勉強をしていました。
午前中と夜の授業の講義を担当していましたが、ちょうど13時から19時の６時間ほどが空くので、その時間は自習
室で受験勉強していました。TAC の通信講座で学習していたのですが、講義が収録されたカセットテープを２倍速に
して聞くのが当時の日課でした。午前中は主に主婦向け、夜は主にサラリーマン向けに簿記３級や２級の講義を週４
日ほど担当していました。

得意科目は何でしたか？
管理会計です。
講師時代には、“文系にもわかる管理会計”というのを私の講義のモットーにしていました。
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文系人間は“理屈を理解したほうが良い部分”と、“覚えることに徹したほうが良い部分”の切り分けを戦略的にで
きると成績が上がりやすいと思います。

苦手科目は何でしたか？
財務諸表論が苦手でした。最後まで何をやれば成績が上がるのかよく分かりませんでした。

ご出身は？
兵庫県の宝塚市です。
その後、大学入学時に上京し、学生時代は都内に住んでいましたが、その後埼玉に引っ越しました。

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？
武蔵浦和の前は春日部に住んでいました。また、妻が川越出身です。
家族で遊びに行って楽しかったのは深谷です。子供が遊べる大きな公園がたくさんあるからです。長いすべり台が
ある武川中央公園が家族のお気に入りです。

趣味はありますか？
旅行です。また、趣味というほどでもないのですが、夕食は時間があれば結構私が作っています。昨日は肉じゃが
を作りました。得意料理はホイコーローです。

休日はどのように過ごしていますか？
子供（４歳の男の子）と近くの公園で遊ぶことが多いです。公園では私と妻が交互に休みながら子供の相手をして
います。

埼玉会の会務への関わりはありますか？
埼玉会へ関わったきっかけは、中澤副会長に中小企業支援対応専門委員会への入会に声を掛けて頂いたことです。
現在、中小企業支援対応専門委員会と医療法人専門委員会、社会福祉法人専門委員会、研修企画特別委員会の計４つ
の委員会の委員になっています。

埼玉会へのご意見やご要望はありますか？
新しいメンバーを温かく迎え入れるような雰囲気をもっと高めてくれると良いと思います。

最後に今後の目標についてお聞かせください
埼玉県に住んで長いので、もっと埼玉県への貢献をしたいですね。知り合いに司法書士が多いのでタッグを組んで
地元の中小企業の経営サポートをしていますが、今後はさらに推し進めていきたいです。

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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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。）

ご結婚おめでとうございます 
岩沢

将志

様（会員）

謹んでご冥福をお祈りいたします 
多田

廣光

様

2019年12月24日ご逝去

98歳（会員）

鈴木

義夫

様

2020年 ６ 月 ５ 日ご逝去

96歳（会員）

森山

淳登

様

2019年 ８ 月12日ご逝去

86歳（森山武芳会員

久保

信子

様

2020年 １ 月 ２ 日ご逝去

92歳（久保壯一郎会員

御尊父）
御母堂）

会員数（2020年６月30日現在）
会

員

準

種

別

埼

玉

746

0

0

全

国

31,784

2

246

公
認 外国公認
会 計 士 会 計 士

監査法人

会

員

一
号
準 会 員

二
号
準 会 員

746

3

34

0

111

32,032

92

563

0

6,394

計

三
号 四
号
準 会 員 準 会 員

五
号
準 会 員

合

計

－
153

計

148

894

7,202

39,234

（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
埼玉会に赴任して６月ではや２年が経ちました。
まだまだ会員の皆様のお役に立てるといった域には達しておりませんが、役員の皆様の助言もいただき、
事務局職員と力を合わせながら、埼玉会の日々の活動の力になればと思い励んでまいります。

清水 克（事務局長）

総務、研修、調査研究および、役員会や正副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、新年賀詞交歓会や定期総会等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

埼玉会ホームページ

http://saitama.jicpa.or.jp

会員専用ページへアクセスするための ID・パスワードは協会本部ウェブサイト会員マイページへ
アクセスするための ID・パスワードと共通です。

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