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新年あけましておめでとうございます。令和２年の新春を迎え、埼玉会会員の皆様に
は謹んでお喜びを申し上げます。
昨年の定期総会において会長に就任して半年が経ちました。会員の皆様には、日頃よ
り会務運営にあたりご協力いただき誠にありがとうございます。
公認会計士を取り巻く環境も変化してきており、社会の要求も変わってきています。
このようななかで、埼玉会は地域会としての役割を今まで以上に考え、埼玉会会員そし
て会員の所属する埼玉県を意識して活動していきたいと考えています。
会長に就任し、この間でいくつかの新たな取り組みを始めました。まず会員研修にお
きましては、今まで以上に会員の意見を研修に反映させ、個性をもった研修を開催でき
るよう、研修委員会の中に「研修企画特別委員会」を設置しました。次に埼玉会会報に
おいて、会報の企画・制作・発行に会員の協力をいただくため「SAITAMA CPA NEWS
特別委員会」を設置し、今までと違った新しい目線での企画を進めています。広報にお
いても、小学生を対象に実施している「ハロー！会計」や大学生を対象に行っている
「公認会計士制度説明会」に会員の参加もいただけるよう「ハロー！会計・制度説明会特
別委員会」を設置しました。
また、会員への情報発信の一つとして埼玉会ウェブサイトの会員専用ページをリニュー
アルし、今後インターネット環境の利用が進むなか、当会のウェブサイトが少しでも使
い勝手の良いものとなるよう見直しを行いました。当サイトには、埼玉会規約・規程を
掲載したほか、埼玉会・協会本部への申請・届出書類のダウンロードが行えるようにし
ました。さらに会員研修につきましても、開催日程が検索しやすいようにしたほか、埼

正 純

埼玉会 会長

西 川

玉会の行事案内につきましても見やすいようにレイアウト等の変更を行いました。
今回のリニューアルにあたり、埼玉会の活動を少しでもお知らせできればと思い、埼
玉会の活動報告タブに新たに賀詞交歓会等の行事やハロー！会計・制度説明会の様子、
親睦事業などの写真の掲載を行いました。埼玉会ウェブサイトは、会員の皆様に活用い
ただけるよう逐次見直しを行っていきたいと考えています。
今後の埼玉会の事業の一環として、2020年度に、公認会計士の地域社会における中小
企業支援を考えたコンベンションを開催したいと考えています。また広報活動において
も、今までは大学生を対象に公認会計士の魅力や公認会計士制度を伝える制度説明会を
開催してきましたが、これからは高校生を対象にした制度説明会も開催していきたいと
考えています。
これからも魅力のある埼玉会として今までの活動に新たな活動を加えていくよう、役
員一同取り組んでいく所存です。会員の皆様には、ご支援・ご鞭撻をよろしくお願いし
ます。
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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。
2019年７月に日本公認会計士協会（以下「当協会」という。
）の会長に就任して以来、任期
中に解決すべき課題の明確化に取り組んできました。
2020年の年頭に当たり、公認会計士業界が直面している課題とそれに対する当協会の取組
について述べることとします。
１．会計監査の在り方改革
公認会計士に対する社会からの信頼の基礎となるのは、言うまでもなく監査に対する信頼で
す。
「会計監査の在り方に関する懇談会」の提言も踏まえ、当協会及び関係各位が会計監査の
信頼回復に努め、会計監査に関する制度的な手当ては大きく進みました。今後、信頼を確立す
るために最も重要なことは、
「監査の現場力強化」であり、今こそ、業界を挙げて監査の現場
力強化に取り組むべき時です。
当協会は、
「監査環境の変化に適応した公認会計士の資質の再定義と教育の在り方の変革」
、
「IT や AI 等を活用した監査の効率性と有効性の向上」
、
「重要な業務に費やす十分な時間の確保」
の３つを監査の現場力強化の重点課題と認識し、その解決に注力していきます。

公認会計士業界が直面し
ている課題と監査の現場
力強化

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

２．会計基準及び監査の基準設定との関わり
資本市場のインフラである会計基準及び監査の基準の策定に関して、関係各位との協力をよ
り強めて積極的に貢献するとともに、海外の基準設定主体における主要なポストへの人材の派
遣等を通じて、基準設定のプロセスと結果に対する影響力を強めていきます。
３．企業情報開示の変革への適応
近年、企業の情報開示に対する社会からのニーズは、財務情報の開示にとどまらず、非財務

るのかを検討するとともに、変化する制度に会員が適応できるよう支援をしていきます。
４．企業活動の変化及び技術革新への適応
革命的な進歩を遂げました。このような状況において、会計監査も変革を迫られており、監査
現場における先進的な監査手法の活用を支援するとともに、これからの公認会計士に求められ
る資質を再定義し、それを備えた人財の確保と育成に取り組んでいきます。
５．公認会計士業務に対する社会からのニーズの充足

正 彦

この20年あまりの間に、企業活動の複雑化、大規模化及び国際化が急速に進み、IT 技術は

日本公認会計士協会会長

きく変わりつつあります。当協会は、あるべき企業情報開示制度の設計にどのように貢献でき

手 塚

情報も含めた包括的なものとなってきており、有価証券報告書等における情報開示の内容も大

我が国は、人口減少、少子・高齢化、地域過疎化等の多くの困難な課題に直面し、公益に
深く関わる事業体の経営の健全性の確保が喫緊の課題となっています。近年、社会福祉法人、
医療法人、農業協同組合等の団体に公認会計士監査制度が相次いで導入されるなど、公認会
計士が行う業務に対する社会からのニーズは拡大しており、業務の種類は増え続けています。
このような社会からの要請に対して制度設計の段階から実行段階に至るまで一貫して期待に応
えていきます。
６．急速な会員数の増加と会員の多様化
2019年10月末時点における当協会の会員数は約３万２千人であり、2000年時点の約2.4倍
に達しています。また、会員の過半数が監査法人に所属しておらず、急速な会員数の増加と会
員の活躍の場の広がりに適合した、会員に対する支援及び指導・監督の在り方について明確に
し、実践していきます。
当協会は、
「前進～未来へ」のスローガンの下、皆様とともに、10年、20年先を見据えた長
期的な視点を持ってこれらの課題の解決に取り組んでいきます。
末筆ながら、皆様の益々のご健勝とご活躍を祈念し、年頭の挨拶とさせていただきます。
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新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
本年も日本公認会計士協会埼玉会及び会員の皆様方におかれまして素晴らしい年とな
りますようお祈り申し上げます。
埼玉会は、西川会長をはじめとする執行部の皆様方のご尽力のもと、会計の専門家と
して厳正な監査を実施していただいていることはもとより、地域社会に貢献するため、
地方自治体や関係諸団体との連携・交流を深める等の諸施策を推進されていらっしゃい
ます。その中で、日頃より、私ども関東財務局の業務運営に対しまして、格別のご理解
とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
公認会計士試験における最近の動向について申し上げます。
関東財務局では、公認会計士・監査審査会からの事務委任を受け、公認会計士試験を
東京で実施しております。
同試験の受験者数の推移を全国ベースでみますと、令和元年試験では、12,000人台に
達しており、４年連続で増加しています。また、年齢別合格者の割合をみますと、20歳
以上25歳未満の年齢層の合格率も４年連続で50％を超える高い水準にあり、性別では女
性の合格率が23.6％と過去最高の割合となっています。
今後も受験者数の増加に向けて、引き続き広報活動に努めてまいりたいと考えており
ます。
さて、企業情報の開示につきましては、活力ある資本市場を実現し、企業に対する円
滑な資金供給や国民の安定的な資産形成を実現するため、投資判断に必要な情報が十分
かつ正確に、また適時にわかりやすく提供されることが求められております。こうした

信

財務省関東財務局長

北 村

なか、企業情報の開示の充実を図る観点から、昨年１月に『企業内容等の開示に関する
内閣府令』が改正され、ガバナンス情報の拡充に加え、財務情報や記述情報の充実が図
られるとともに、監査状況に関する情報についても拡充を図り、情報の信頼性・適時性
の確保に取り組むこととされたところです。
公認会計士の皆様方には、引き続き蓄積された知識と経験に照らして、お気づきの点
があれば適切な開示に向けたアドバイスを行っていただきますようお願い申し上げます。
なお、貴会の活動の一つとして、中小企業支援が実施されています。私ども関東財務
局といたしましても、現在多くの中小企業が抱えている事業承継問題を含む様々な課題
に対し、公認会計士の皆様方、金融機関、企業や地方公共団体など地域の皆様と連携し、
ともに知恵を出し合うことにより、地域経済の活性化・地方創生を支援してまいります。
また、地域から「財務局だから任せられる」と信頼される組織を目指し、幅広く地域
とのネットワークをしっかりと構築した上で、地域が何を求めていて、それに対してど
のようにすれば応えることができるのかを常に考え、実践していくことで地域の持続的
な発展に貢献してまいりたいと考えております。
関東財務局といたしましては、我が国の経済にとって極めて重要な機能である会計監
査を担う埼玉会及び会員の皆様方と、引き続きあらゆる機会を活用して意見交換や情報
交換を行うなど密接に連携してまいりたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上
げます。
最後に、埼玉会の皆様方には、今後とも、会計の専門家として厳正な監査の実施に向
けて、また、地域経済の活性化、地方創生の進展に向けて、一層のご尽力をお願いいた
しますとともに、日本公認会計士協会埼玉会のさらなるご発展と会員の皆様方の益々の
ご健勝、ご活躍を心から祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

04

SAITAMA CPA NEWS Vol.9 2020.1

計の専門家として、日頃より本県経済の健全な発展のため御尽力を賜り、深く感謝申し
上げます。
昨年は、ラグビーワールドカップが大成功し、渋沢栄一翁が新一万円札の顔に選ばれ、
来年の NHK 大河ドラマの主役に決まるなど本県が注目されました。
一方、CSF（豚コレラ）や台風第19号への対応と、迅速かつ的確な危機管理が問われ
た年でもありました。
今年はいよいよ東京2020大会が開催され、本県でもバスケットボール、サッカー、ゴ
ルフ、射撃、パラリンピック射撃の５競技が実施されます。県内をくまなく駆け巡る聖
火リレーも行われます。大会を成功させ本県を更に盛り上げてまいりましょう。
さて、本県も間もなく人口減少社会へ突入します。全国一の速さで後期高齢者人口が
増加する一方、生産年齢人口の減少が進むなど、本県は大きな変化に直面していきます。
そうした中、今までの発想を変えながら、「日本一暮らしやすい埼玉県」を目指し、果

日本一暮らしやすい
埼玉県に向けた挑戦

明けましておめでとうございます。日本公認会計士協会埼玉会の皆様には、監査・会

敢に挑戦してまいります。
そのカギとなるのが、技術革新、グローバル化、そしてシニア・女性の活躍ではない
でしょうか。
人口減少社会の中でも成長していくためには、Society5.0へ向けた対応が不可欠です。
「埼玉版スーパー・シティ」構想により、AI・IoT、5G 等を活用し、エネルギーの効率
的な利活用を中心に据え、職住近接による子育て環境の向上、高齢者の見守りなど、地
域の様々な課題の解決を目指してまいります。これにより災害時のエネルギー確保など

人材の育成を進めるとともに、異なる文化や価値観を認め合い各々の能力を発揮できる
ラグビーワールドカップ成功の理由の一つに「多様性」の受入れがあります。様々な
背景を持つ選手たちが一つのチームとなり力を尽くす姿や、互いの文化を尊重し国歌を

元 裕

多文化共生社会の実現に努めてまいります。

埼玉県知事

グローバル化の進展により、本県の在留外国人数の増加も見込まれます。グローバル

大 野

も期待されます。

歌い合う姿は、正に多様性が持つ大きな力を気付かせてくれました。
はな た

さて、渋沢翁は「四十、五十は洟垂れ小僧、六十、七十は働き盛り、九十になって迎
えが来たら百まで待てと追い返せ」と説きました。生涯を通じて生き生きと活躍できる
人生を送るためにも健康は最も重要です。スポーツを通じた健康増進により、健康寿命
を延ばし、生涯現役社会の実現を図ってまいります。
また、昨年映画化された本県出身の女性医師のパイオニア、荻野吟子の例を取り上げ
るまでもなく、女性活躍を更に広げる必要があります。女性の活躍は、多様性や新たな
価値を生み出す大きなチャンスとなります。働きたいと考える女性に寄り添い、再就職
やキャリアアップに向けた支援に力を入れて取り組みます。
「日本一暮らしやすい埼玉県」は「埼玉版 SDGs の実現」でもあります。誰一人取り残
さない持続可能な埼玉を目指し、県民の皆様と「ワンチーム埼玉」でチャレンジしてま
いります。
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副会長挨拶
明けましておめでとうござ

明けましておめでとうござ

います。総務担当副会長の工

います。

藤道弘でございます。

会員の皆様におかれまして

総務担当としましては、定

は、年末年始をゆっくり静養

期総会及び新年賀詞交歓会の

副会長（総務）

工藤

道弘

開催・運営を通じて、会員の
皆様と接点を持たせていただ
いているところでございま
す。会務に関するより良い情

されたことと存じます。

副会長（経理）

飯野

浩一

昨年は西川会長のもと新役
員体制での運営となり、会員
の皆様にはたいへんお世話に
なりました。引き続き埼玉会

報発信及び会員同士の活発な

の活動が活性化するよう、土

交流に努めてまいります。

台としての事務を事務局の皆

ま た、 今 年 は、2021年 開

さんとともに継続して改善し

催予定の公認会計士フォーラ

てまいります。本年も変わら

ム埼玉大会に向けて、実行委

ぬご支援のほど、どうぞよろ

員会による活動を進めてまい

しくお願いいたします。

ります。会員の皆様が参加し
たいと思える有意義なフォー
ラムとなるようしっかり準備
する所存ですので、よろしく
お願い申し上げます。

あけましておめでとうござ
います。本年もよろしくお願
いいたします。
厚生委員会では、①親睦旅
行、②東松山スリーデーマー

副会長（厚生）

佐久間仁志

チ、③忘年懇親会の親睦３大
行事とともに会員の慶弔、表
彰、健康管理に係る活動を行
います。さて本年は、７月に
国内で親睦旅行を開催したい
と 思 い ま す。 ま た11月 に は
昨年中止となりました東松山
スリーデーマーチ参加による
ウォーキング会を実施しま
す。さらに、健康増進のイベ
ントも実施したいと思いま
す。皆様、奮ってご参加くだ
さい。
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副会長（研修）

村田

克也

新年明けましておめでとうご
ざいます。日頃は CPE 業務達成
に向けご協力いただき、誠に有難
うございます。
昨 年は、各 委 員 会（ 公 会 計・
公益法人等・税務）主催の研修、
川越巡回研修、年末研修会といっ
たLIVE 研修の充実に努めて参り
ました。今年も新春研修では、恒
例の財務省関東財務局長の講話、
弁護士の先生には昨今問題となっ
ている企業不祥事と法的責任を
テーマとして講演いただく予定で
す。各委員会（学校法人・社会
福祉法人・NPO 法人・医療法人）
主催の研修も引き続き用意してい
ますので、是非とも埼玉会に足を
運んでくださればと思います。
また、職業倫理や不正事例研修
を増やしてほしいとの要望がござ
いましたので、年度末には特別研
修会と称して、当該内容のDVD
研修を複数回予定しています。
さらには、独立開業支援研修
（パネリスト形式）も企画中です
ので、是非ご期待ください。

副会長（業務）

土屋文実男

副会長（広報）

小川千恵子

新年明けまして、おめでと
うございます。
私が担当する業務委員会
は、渉外等の役割の他に多岐
に渡ります。特に本年の大き
なイベントは、10月に開催を
予定している「中小企業支援
コンベンション」です。昨年
11月にプロジェクトチームを
立ち上げ、具体的な企画等は
これから開始いたします。
また、推薦委員会の担当副
会長でもありますので、包括
外部監査や地方自治体の業務
等に興味がある会員の皆様
は、是非、推薦台帳のご提出
をお願いいたします。会員の
皆様の積極的な参加が必要不
可欠であります。
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。

あけましておめでとうござ
います。
広報担当副会長の小川千
恵子です。広報委員会では、
2019年に公認会計士制度説
明会を獨協大学、埼玉大学、
駿河台大学の３大学において
実施いたしました。小学生を
対象とした会計授業「ハロー！
会計」については、公募型を
埼玉会研修室で、訪問型を埼
玉大学教育学部附属小学校で
実施いたしました。
また、本９号より、SAITAMA
CPA NEWS 特別委員会のメ
ンバーで本誌に掲載する記事
に つ い て 議 論 し、 掲 載 す る
写 真 を 吟 味 し、 編 集 を 行 っ
て い ま す。 次 号 以 降 に は 新
しい企画などを盛り込んだ
SAITAMA CPA NEWS をお
届けできるように頑張りたい
と思います。

皆様、おめでとうございま
す。 調 査 研 究 担 当 の 中 澤 で
す。
おかげさまで、副会長とし
て無事に新年を迎えることが

副会長（調査研究）

中澤

仁之

できました。
昨年は、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､ 及び医療法人の８
つの委員会に陪席させていた
だきました。各委員会が充実
しているのは、委員長をはじ
め委員の皆様と事務局のご尽
力の賜物と考えております。
本年もどうぞ宜しくお願い
申し上げます。

常任幹事
長内温子（総務）、芳原勝伸（経理）、大野夏美
（厚生）、森山謙一（研修）、鎌田竜彦（業務）、長
田慶洋（調査研究）、長岡千晶（広報）
幹

事

青山裕之（総務）、遠藤忠宏（総務）、川島弥生子
（総務）、中村友理香（経理）、興松敬史（厚生）、
増田一（厚生）、金井千尋（研修）、福島清徳（研
修）、松浦竜人（研修）、新江明（業務）、小笠原
薫子（業務）
、小松聡（業務）、佐野勝正（業務）、
細田康弘（業務）、福田厚（調査研究）、和田正夫
（調査研究）、大塚健一（広報）、髙畑明久（広報）、
筑紫徹（広報）
監

事

島田紘一郎、深谷豊


（順不同）
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2020年１月から６月までの研修計画
開催日

※

研修内容

第64回税務業務部会研修会
Ｄ
「最近の租税判例（相続税・贈与税編）」
公認会計士社外役員ネットワーク研修会
≪ IFRS の適用に関する社外役員の視
１月７日㈫
点≫
Ｄ 「公認会計士としての社外役員が知っ
ておくべき IFRS 財団の動向」「社外
役員会計士として押さえておきたい
IFRS のポイント」

項目
税務

公認会計士社外役員ネットワーク研修会
新任社外役員向けオリエンテーション
「公認会計士社外役員としての心構え
Ｄ
と基本姿勢～経験を踏まえて～」
「公認会計士社外役員として知ってお
くべきこと」

単位

開催日

2
３月24日㈫

会計

３月25日㈬
2

３月30日㈪
倫理

3

１月20日㈪

不正発生メカニズム及び企業コンプラ
イアンス（仮）

倫理

2

組織環境

2

監査

2

Ｌ NPO 法人委員会主催研修会

コンサル
ティング

2

Ｌ NPO 法人委員会主催研修会

税務

3

コンサル
ティング

2

監査

1

Ｌ 新春研修会

財務省関東財務局長講話

１月22日㈬ Ｌ 医療法人委員会主催研修会
１月29日㈬

２月３日㈪ Ｌ 中小企業支援対応委員会主催研修会
２月５日㈬
Ｌ 春季全国研修会
～７日㈮
Ｌ

定例研修会
意点

学校法人監査における留

２月10日㈪ Ｌ

定例研修会 社会福祉法人の指導監査
実務とポイントについて

監査

1

Ｌ

定例研修会 学校法人会計・監査に関
するトピックスな内容

監査

2

［組織内会計士協議会・日本組織内弁
護士協会共催研修会］
Ｄ 「企業が抱える爆弾 !?
“問題社員対応”」
～解雇・ハラスメント・メンタルヘル
スを題材に～
２月13日㈭

≪2019年３月期決算会社のための開
示実務研修会≫
第１部「株主総会招集通知、事業報告
Ｄ
作成上の留意点」
第２部「2019年３月期有価証券報告
書の開示に関する改正動向等について」

２月14日㈮ Ｄ

第67回税務業務部会研修会
「相続税・贈与税 土地評価の基礎知
識 及 び 事 例 で 確 認 す る 留 意 点 」（ 前
半／後半）

Ｄ 会計の世界史
会社が決算早期化を達成するために公
３月18日㈬
Ｄ 認会計士として会社にどう助言すべき
か?
税務業務部会研修会第23回開業する
なら知っておきたい税務業務研修会
３月19日㈭ Ｄ
「事業承継税制特例法適用のための実
務上の留意事項」（前半／後半）
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５月

５月
組織環境

2

前半2
後半2

会計

2

会計

3

６月

６月

前半2
後半1

2
2

Ｄ 「公認会計士のための米国税務入門」

税務

3

「相続税申告で鑑定評価によるべき土
Ｄ
地評価」

税務

3

公認会計士社外役員ネットワーク研修会
「仮想通貨からブロックチェーンへ」

組織環境

2

組織内会計士研修会「AI・RPA（ロボ
Ｄ ティクス）に負けない経理パーソンに
なるために」

組織環境

2

「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」

税務

3

「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
Ｄ
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」

税務

3

女性会計士活躍促進協議会主催リス
Ｄ 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」

スキル

2

組織内会計士オリエンテーション「組
織内会計士オリエンテーション～新天
地でも頑張れる！組織内会計士へ転身
Ｄ されるあなたへ～」第１部「日本公認
会計士協会により組織内会計士へのサ
ポート」第２部「先輩組織内会計士に
よるパネルディスカッション」

スキル

2

監査
未定
（不正事例）

Ｄ 不正事例

倫理

未定

組織環境

2

公認会計士社外役員ネットワーク研修会
「社外役員のための税務ガバナンス」

税務

2

税務業務部会研修会第25回開業する
なら知っておきたい税務実務研修会
Ｄ
「税理士職業賠償責任保険のしくみと
税目別事故事例及びその防止策」

税務

2

税務業務部会研修会第24回開業する
なら知っておきたい税務実務研修会
「開業支援ツール（2019年度版）研修
会」

税務

2

税務委員会主催研修会「関東信越国税
Ｌ 不服審判所長と国税不服審判官による
研修会」

税務

未定

組織内会計士研修会「不正・不祥事の
Ｄ ための「上場会社における不祥事予防
のプリンシプル」への対応」

Ｄ

※

税務

監査提言集の解説～「グループ監査」
監査
「専門家の業務の利用」～
（不正事例）

2

3

Ｄ

税務

倫理

Ｄ 倫理

2

６月
会計

倫理規則等改正について
－違法行為への対応－ローテーション

単位

倫理

Ｄ
４月

項目

公認会計士社外役員ネットワーク研修会
新任社外役員向けオリエンテーション
（1）「公認会計士社外役員としての心
Ｄ
構えと基本姿勢～経験を踏まえて～」
（2）「 公 認 会 計 士 社 外 役 員 と し て の
知っておくべきこと」

Ｄ
４月

研修内容

監査提言集の解説 ～「確認」「継続
監査
Ｄ
企業の前提」ほか～
（不正事例）

Ｄ

2

１月17日㈮ Ｌ 新春全国研修会
Ｌ

※

Ｄ

監査提言集の解説
監査
Ｄ ～「グループ監査」「専門家の業務の利
（不正事例）
用」～
１月８日㈬

（2019年11月30日現在）

Ｄ：DVD 研修会

Ｌ：LIVE 研修会

■：必須単位に該当

税理士研修制度の受講時間の申請については、会計・税務は、埼玉会事務局にて
一括申請いたします。
その他の項目は、各自で税理士会への申請をお願いいたします。

履修結果を申告しましょう
－CPE義務達成に向けて－

□ 申告もれはありませんか？
2019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。
）

2019年４月１日から2020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、2020年４月15日までに申告してください。

2019.4.1

2020.3.31
2019年度

申告期限
2020.4.15

履修期間

2019年度

申告期間

申告期限の翌日以降に履修結果を申告した
場合、2020年度の履修単位となります。
※2020年４月16日以降は、2019年度の
申告は受付できません!

！ ご注意ください
●

※eラーニング、IFRSeラーニング教材での受講については、2020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。2020年4月1日以降受講した
ものについては2020年度の履修結果に反映されますのでご注意ください。
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委員会活動説明

委員長



公
委

会
員

計
会

長田

慶洋

当委員会は、現在17名で活動しています。令和元年度の活動としては、９月11日（水）
に委員会を、11月19日（火）に会員向け研修会を開催しました。
研修会では、包括外部監査に詳しい公認会計士の川口明浩先生に「自治体包括外部監査
の理論と実務」について解説していただきました。独立する会員の多くが経験している企
業の監査と自治体の外部監査との違い、外部監査制度の概要と監査実務の進め方、公有財
産や外部委託など具体的な事例についてお話しいただきました。大変わかりやすく、これ
から包括外部監査に取組みたい会員にも、現在監査に従事している会員にも役に立つ充実
した研修となりました。研修会後に開催した懇親会では、委員会メンバー同士の情報交換
も活発にできたのではないかと思います。
委員会は、公会計や包括外部監査に関する本部や東京会の活動状況を共有できるよう、
今後も適時に開催します。また、委員メンバーの親睦も図りたいと考えております。メン
バーが埼玉会に参加するきっかけになる委員会活動を目指してまいります。自治体の外部
監査に取組んでみたい方、公会計にご興味のある方は、一緒に活動しましょう。お気軽に
ご参加ください。

委員長



学校法人
委 員 会

矢部

光貞

学校法人委員会では、埼玉県総務部学事課の皆様と活発な交流を行い、貴重な意見交換
を行っております。
本年度は、第１回の委員会を令和元年７月５日に、第２回を11月５日に開催いたしま
した。令和元年10月から幼児教育の無償化が始まったこともあり、各自治体の取り扱い
や無償化に係る会計処理をはじめとして、学事課の学校法人に対する検査を踏まえた諸問
題について大変有用なディスカッションと情報交換ができたと考えております。
委員会では、学事課との交流により現場での情報や埼玉県の実情等を伺ったり、会計士
側から要望をお伝えすることができます。また委員間での情報交換も行っており、日ごろ
の疑問点を解消することもでき、大変有意義な場となっております。今後も引き続き開催
していきたいと考えております。
また本年も、令和２年２月10日に学事課から講師をお招きして定例研修会を開催する
予定ですので、奮ってご参加ください。
学校法人の監査に従事しておられる方やこれから業域を広げようと思われている方、少
しでも学校法人の会計や監査にご興味のある方、是非お気軽にご参加ください。
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委員長



公
法
委

人
員

益
等
会

中村友理香

公益法人等委員会は、公益法人への関与の有無にかかわらず、知見を深めたいという向
上心あふれる会員が参加して活動しています。
例年、公益法人等委員会では、年度初めの委員会で当年度の計画を策定し、研修内容を
企画の上、実施しています。当年度は、公益法人の監査に関わる上で、
「これだけは知って
おかないと問題でしょ！」という、法律面での知識を解説してもらいたいという意見が上
がり、
「公認会計士として知っておきたい公益法人・一般法人の運営実務と法人法」という
タイトルで、協会本部から江藤先生をお招きし、12月11日に開催いたしました（原稿執筆
時はまだ11月のため開催前なのですが、きっと盛況のうちに終わったことと思います）。
「こんな内容で研修を企画してほしい」というご希望をお持ちの先生がいらっしゃいま
したら、是非、私もしくは事務局までどしどしご意見をお寄せください。
また、11月１日の委員会は「よろず相談会」とし、委員の皆さんが日頃の実務で悩ん
でいる事項を持ち寄り、フリーディスカッションを行いました。この場でなければ話せな
い、いろいろな話題が提供され、和やか且つ熱い時間を共有することができました。
公益法人の会計・監査・税務等に少しでも興味を持たれている会員の皆様、強制的に何
かしなければいけないという課題もありませんので、お気軽にご参加ください。
お待ちしております。

委員長



社会福祉
法
人
委 員 会

大塚

健一

社会福祉法人委員会は、現在18名の委員で活動しています。
本年度の主な活動としては、まず７月18日（木）に第１回の委員会を開催し、メンバー
の自己紹介ののちに本年度の当委員会の活動内容などについて議論を交わしました。ま
た、11月22日（金）には埼玉県福祉部福祉監査課、及びさいたま市保健福祉局福祉部監
査指導課の皆様と「会計に関する交流会」を開催しました。交流会では、社会福祉法人の
会計処理や業務運営についてディスカッションを行い、活発な意見交換ができました。
また従来に引き続いて、例年２月に開催されている埼玉会定例研修会に当委員会も参加
する予定（2020年２月10日（月）開催予定）です。県福祉監査課の職員の方を講師とし
てお招きして、社会福祉法人の指導監査の実務などについてご講義いただく予定となって
おります。今後の業務に役立つお話をしていただけると思いますので、奮ってご参加くだ
さい。
2019年４月１日現在で埼玉県には、県所管・市所管をあわせて653の社会福祉法人が
あります（埼玉県ホームページより）。社会福祉法人の法定監査の範囲拡大が予定されて
いるなかで、私たち公認会計士の活躍の機会が飛躍的に増しています。当委員会は今後も
行政との接点になるとともに会員の皆様方へ有用な情報を発信していきたいと考えており
ますので、社会福祉法人にご興味のある会員の方はぜひご参加ください。
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ＮＰＯ法人
委 員 会

委員長

金子由里子

当年度も昨年度と同様、NPO 法人に関する研修、NPO 法人会計税務相談へのプロボノ
としての参加、NPO 法人の会計や税務について事例研究勉強会の開催を予定しておりま
す。当年度も令和２年１月29日に埼玉県共助社会づくり課及び公認会計士の中田ちず子
先生をお迎えして当委員会主催の研修を予定しております。NPO 法人では遺贈による寄
付、空き家対策、古民家カフェ、クラウドファンディング、休眠預金、民泊等のトピック
が沢山あります。我々、公認会計士の活躍の場を拡充するために、会員の皆様方へ NPO
法人に関する有用な情報を積極的に発信していきたいと思っております。NPO 法人にご
興味のある会員の方は当委員会へぜひご入会ください。お待ちしております。



税
委

12

員

務
会

委員長

森山

謙一

税務委員会では、主に研修会の企画や実施、租税調査会等の会議への参加などを中心に
活動しております。
当年度におきましては、10月９日（水）に関東信越国税不服審判所の所長及び審判官
の方を講師にお迎えし、
「国税不服申立制度や国税不服審判所の概要について」を所長に、
「最近の裁決事例についての解説」を審判官の方にご担当いただき、恒例となっておりま
す研修会を開催させていただきました。審判所の概要につきましてはドラマ仕立てでなじ
みやすく制作されている DVD を視聴でき、また、ご紹介をいただいた裁決事例も近年の
注目される事案で分かりやすく解説していただきました。会員の皆様にも貴重な機会とな
ると思いますので、来年度以降も継続して開催させていただけるようご提案をさせていた
だきました。今後も定例の研修会として企画してまいりたいと思います。
研修会につきましては、上記の研修を含め CPE の必修である税務研修２単位を確保す
る機会を会員の皆様にご提供できるように、そして、いずれは定例の研修会となるように
計画し、実施をしてまいります。また、今後に向けては、研修委員会や青年部とも連携しま
して、若手会員の方々にも気軽にご参加をいただけるような研修会も企画してまいります。
研修の企画以外にも、関連する会議への参加や、関東信越国税局等関係機関への表敬訪
問を通して、会員の皆様への有用な情報提供に資するよう、委員の参加や同行する機会も
増やせるよう取り組んでまいります。
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中小企業
支援対応
委 員 会

増田

一

中小企業支援対応委員会の委員長の増田一です。中小企業支援対応委員会では、現在以
下のような活動を行っています。
まず第１に、令和２年２月３日に会員向けに、研修会を行わせていただきます。中小企
業支援対応委員会の、市川委員に紹介いただいた徳永貴則先生を講師に迎え、「「事業承
継」の要となる「経営者保証」問題をいかに解決するか～「経営者保証ガイドライン」の
攻略がカギ～」という研修会を開催します。
事業承継の際にポイントとなる、経営者保証をいかに攻略するかということがお聞きで
きるかと、私も個人的に楽しみにしていますので、多くの埼玉会会員の先生方にも、是非
参加していただきたいと思っています。
第２に令和２年秋くらいに、公認会計士協会埼玉会として、第２回の中小企業支援コン
ベンションを開催する予定となっています。このプロジェクトチームのメンバーとして、
中小企業支援対応委員会の多くの委員が参加しています。
今年は、中小企業支援対応委員会のメンバーで協力して、中小企業支援コンベンション
が成功するようにサポートすることが最大の目標となっています。
中小企業支援対応委員会では、２～３カ月に１回程度集まって、打ち合わせを行ってい
ます。委員会終了後は、毎回楽しく飲み会を行っていますので、是非新たな会員の先生方
にも、中小企業支援対応委員会に参加して欲しいと思っています！



医療法人
委 員 会

委員長

委員長 岩波

一泰

医療法人委員会は、平成30年に新たに創設された委員会で、現在11名にて活動を行っ
ております。
医療法人を取り巻く環境としては、平成29年４月２日以降開始する事業年度から一定
規模以上の医療法人に公認会計士監査が導入されました。また、これに関連して平成28
年に「医療法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第95号）が制定されました。
医療法人委員会では、平成31年４月には「医療法人会計基準の概要」と題し、本部非
営利法人委員会医療法人委員会オブザーバーである五十嵐邦彦先生による研修を主催さ
せていただきました。令和２年１月には本部非営利法人委員会医療法人委員会専門委員で
ある西田大介先生による医療法人の公認会計士監査の概要等に関する研修を実施させて
いただく予定です。
医療法人委員会の活動としましては、年に数回会議を開催し、医療法人に関する会計・
税務・監査、本部非営利法人委員会医療法人委員会の審議状況等に関する意見交換を行っ
ております。委員の中には、既に医療法人の監査業務に従事している委員もいれば、会計
指導、税務業務も含め医療法人に関する業務に現在従事していない委員もおり、委員の医
療法人に関する従事状況は様々です。
現時点において医療法人の監査に既に従事している会員、従事を希望される会員、医療
法人の業務に興味のある会員の方がいらっしゃいましたら、是非委員会の活動に参加いた
だければと思います。会員皆様の参加をお待ちしております。
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2019年度中間事業報告
◆事業報告（及び活動報告）
2019年
４月２日（火）
４月４日（木）
４月５日（金）
４月８日（月）
４月10日（水）
４月10日（水）
４月10日（水）
４月12日（金）
４月16日（火）
４月16日（火）
４月16日（火）
４月17日（水）
４月17日（水）
４月19日（金）
４月19日（金）
４月22日（月）
４月23日（火）
４月24日（水）
４月24日（水）
４月26日（金）
５月１日（水）
５月７日（火）
５月８日（水）
５月15日（水）

５月16日（木）

５月16日（木）
５月17日（金）
５月17日（金）
５月18日（土）
５月22日（水）
５月27日（月）
５月29日（水）
５月31日（金）
６月３日（月）
６月４日（火）
６月６日（木）
６月７日（金）
６月10日（月）
６月17日（月）
６月17日（月）
６月18日（火）
６月18日（火）
６月18日（火）
６月19日（水）
６月19日（水）
６月20日（木）
６月22日（土）
６月24日（月）

14

埼玉弁護士会正副会長就任挨拶来会
公認会計士制度説明会 獨協大学
【LIVE】医療法人委員会主催研修会「医療法人会計
基準を理解するための重要ポイント」
関東財務局との連絡会
総務委員会（第１回）
経理委員会（第１回）
埼玉弁護士会 新役員等及び日本弁護士連合会副会
長就任披露パーティー
関東財務局主催平成31年度税制改正に関する講演会
【DVD】組織内会計士研修会「IPO 準備会社の組織内
会計士に市場が期待すること」
【DVD】組織内会計士研修会「次世代 IT シリーズ第
三弾最新 ICT で変革する金融サービス～MUFG のデ
ジタル・トランスフォーメーション戦略～」
【DVD】OECD・BEPS プロジェクトとその後の国際
税務の動き
【DVD】第19回開業するなら知っておきたい税務実
務研修会「地方税の申告実務」
【DVD】総合型確定給付企業年金基金に対する合意
された手続き業務等の解説
正副会長常任幹事会（第１回）
監事監査実施
【DVD】総合型確定給付企業年金基金に対する合意
された手続き業務等の解説
埼玉県消費生活課推薦依頼来会
監事監査総括
【LIVE】監査事例研修会①企業会計・監査 ②倫理
③学校法人会計 ④社会福祉法人会計
役員会（第１回）
埼玉新聞社 新天皇陛下御即位奉祝記念特集広告掲
載
埼玉県中小企業再生支援協議会 全体会議懇親会
埼玉友好士業協議会当番会引継ぎ
彩の国中小企業支援ネットワーク 第15回ネット
ワーク会議
【DVD】認定経営革新等支援機関のための事業承継
研修会 事業承継税制の改正と特例承継計画・事業
承継補助金等についての認定支援機関としての指導
助言のポイント
【DVD】監査・保証実務委員会研究報告第32号「内
部統制報告制度の運用の実効性の確保について」の
解説
【DVD】国の公会計の取組みについて
【DVD】第60回税務業務部会研修会『消費税「軽減
税率制度」＆「インボイス制度」について～「入門」
から「応用」まで』
埼玉司法書士会 第52回定時総会懇親会
埼玉土地家屋調査士会 第74回定時総会懇親会
埼玉県行政書士会 平成31年度定期総会懇親会
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 第８回定
時社員総会懇親会
さいたま市包括外部監査人公募協力依頼来会
総務委員会（第２回）
公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会 懇親会
埼玉県社会保険労務士会 通常総会後の祝賀会
定期総会議長団との打合せ
東京会主催ハロー会計講師勉強会（初級編）
埼玉県福祉監査課表敬訪問
東京会主催ハロー会計講師勉強会（中級編）
さいたま市社会福祉協議会表敬訪問
さいたま市監査指導課表敬訪問
埼玉県社会福祉協議会表敬訪問
役員会（第２回）
第４回定期総会・懇親会
神奈川県会 定期総会懇親会
埼玉新聞 定期総会記事掲載
千葉会 定期総会懇親会
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６月25日（火）
６月25日（火）
６月26日（水）
６月26日（水）
６月26日（水）
６月28日（金）
６月29日（土）
７月２日（火）
７月４日（木）
７月５日（金）
７月９日（火）
７月10日（水）
７月10日（水）
７月10日（水）
７月11日（木）
７月11日（木）
７月11日（木）
７月11日（木）
７月16日（火）
７月16日（火）
７月17日（水）
７月17日（水）
７月18日（木）
７月18日（木）
７月18日（木）
７月18日（木）
７月19日（金）
７月19日（木）
７月25日（木）
７月29日（月）
８月１日（木）
８月３日（土）
８月８日（木）

８月８日（木）

８月９日（金）

８月９日（金）

８月15日（木）
８月16日（金）
８月16日（金）
８月21日（水）
８月22日（木）
８月23日（金）
８月23日（金）

８月23日（金）

【DVD】収益認識に係る新会計基準と法人税法改正
への実務対応
【DVD】医療法人監査のための基礎知識
【DVD】企業会計基準第29号「収益認識に関する会
計基準」等に関する解説
【DVD】公認会計士の職業倫理－最近の相談事例等
を踏まえて－
東京会 定期総会懇親会
写真同好会（第１回）
一般社団法人埼玉県中小企業診断協会 通常総会講
演懇親会
埼玉友好士業協議会定例会
総務委員会（第３回）
学校法人委員会（第１回）
埼玉友好士業協議会幹事会（第１回）
埼玉県知事表敬訪問
埼玉県県民生活部広聴広報課訪問
さいたま市市民局市民生活部市民生活安全課訪問
関東財務局北村局長就任挨拶来会
調査研究委員会（第１回）
研修委員会（第１回）
役員会（第３回）
関東財務局理財部次長就任挨拶来会
総務省関東管区行政評価局総務行政相談部長来会
公認会計士制度説明会 埼玉大学
国税不服審判所所長就任挨拶来会
【DVD】女性会計士活躍促進協議会研修会リスター
ト応援研修第４回「女性会計士が独立開業するにあ
たっておさえるべきポイント」
【DVD】会計監査の内容等に関する情報提供の最新
動向～監査上の主要な検討事項の導入に伴う影響～
社会福祉法人委員会（第１回）
関東信越税理士会埼玉県支部連合会第65回県連定期
総会
さいたま市総務局外部監査人公募説明来会
【DVD】民法改正研修会（前半 / 後半）
事業承継ネットワーク全体会議
中小企業支援対応委員会（第１回）
厚生委員会（第１回）
ハロー！会計サマースクール2019
ウェブサイト埼玉会会員専用ページリニューアル打
合せ
【本部夏季全国研修会】①改正倫理規則等の概要につ
いて②現在の税制上の課題と今後の展望③「地方公
共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラ
イン」及び「『監査基準（案）』・『実施要領』」につい
て
公益法人等委員会（第１回）
【本部夏季全国研修会】①監査基準委員会報告のリス
ク評価に係る改正について②2018年の品質管理レ
ビューの結果と2019年度の品質管理レビューの方針
③監査の品質管理の実務（事例解説集による改善勧
告事例の説明）
【DVD】第59回税務業務部会研修会 株式・公共債・
投資信託などによる所得の課税関係（前半 / 後半）
【DVD】資本連結中心とした連結会計の基礎
【DVD】これだけは知っておきたい IFRS 入門研修会
埼玉県福祉監査課推薦依頼来会
【夏季全国研修会】①監査提言集の解説②監査報告書
に関連する監査基準委員会報告書等の改正について
（その１）③監査報告書に関連する監査基準委員会報
告書等の改正について（その２）
正副会長常任幹事会（第２回）
【夏季全国研修会】①近年の会計・開示制度の変更と
会計情報の有用性への影響②国の公会計の取組につ
いて③最近の不正会計事例について～監査の観点か
らの分析～
川越女子高校生による公認会計士へのインタビュー
来会

８月23日（金）
８月26日（月）
８月27日（火）
９月２日（月）
９月３日（火）
９月４日（水）
９月５日（木）
９月６日（金）～
８日（日）
９月10日（火）
９月10日（火）

９月10日（火）

９月11日（水）
９月11日（水）
９月12日（木）
９月12日（木）
９月20日（金）
９月24日（火）
９月25日（水）
９月25日（水）
９月25日（水）
９月27日（金）
９月28日（土）
10月９日（水）
10月９日（水）
10月９日（水）
10月９日（水）
10月１日（火）
10月11日（金）
10月15日（火）
10月16日（水）
10月16日（水）
10月17日（木）
10月17日（木）
10月18日（金）

10月23日（水）

10月24日（木）

10月25日（金）
10月25日（金）
11月１日（金）
11月２日（土）
11月５日（火）
11月５日（火）
11月６日（水）
11月６日（水）
11月７日（木）

埼玉県改革推進課推薦依頼来会
地域会活動評価会議（第１次評価第３グループ）
ウェブサイト埼玉会会員専用ページリニューアル業
者打合せ
総務委員会（第４回）
推薦委員会（第１回）
関東財務局長表敬訪問
研修委員会（第２回）
親睦旅行（伊勢志摩）
業務委員会（第１回）
【DVD】組織内会計士研修会「持続的成長に向けて
の IR・情報開示とは」第１部「継続的成長に向けて
の IR・情報開示とは」第２部「不二精油グループ本
社 IR 活動の実績」
【DVD】第20回税務業務部会研修会 開業するなら
知っておきたい税務実務研修会「年末調整・給与計
算（源泉所得税）法定調書合計表・給与支払報告書・
償却資産申告書」
【DVD】第62回税務業務部会研修会 「新しい事業承
継税制～平成30年改正の概要と留意点～」（前半 / 後
半）
公会計委員会（第１回）
関東経済産業局表敬訪問
関東信越国税不服審判所所長表敬訪問
NPO 法人委員会（第１回）埼玉県共助社会づくり課
来会
さいたま市下水道局来会
埼玉友好士業協議会 さいたま市長表敬訪問
関東財務局との連絡会
埼玉友好士業協議会幹事会（第２回）
SAITAMA CPA NEWS 特別委員会（第１回）編集会
議
埼玉会青年部懇親会
【LIVE】国税不服審判所長講演①国税不服審判所に
ついて②最近の裁決事例等について
評価委員推薦依頼のさいたま地方法務局来会
税務委員会（第１回）
厚生委員会（第２回）
総務委員会（第５回）
埼玉新聞社創刊75周年記念式典
SAITAMA CPA NEWS 第８号発行
【DVD】会計専門職の職業倫理
【DVD】税務業務部会研修会第21回開業するなら
知っておきたい税務実務研修会「国際税務の基礎と
実務」
【DVD】
「訂正内部統制報告書から見る不正事例分析」
【DVD】第68回税務業務部会研修会「消費税税率引
上げのタイミングをまたぐ取引の適用税率の考え方」
埼玉県商工会議所連合会第57回議員大会
【秋季全国研修会】①公認会計士の職業倫理について
②監査事務所検査結果事例集の公表について③ IT 委
員会研究報告第53号「IT 委員会実務指針第６号「IT
を利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リ
スクの識別と氷塊及び評価したリスクに対応する監
査人の手続きについて」に関する Q ＆ A」の解説
【秋季全国研修会】①監査の品質管理の実務②収益認
識における会計・法人税・消費税の異同点③クラウ
ド時代のデータセキュリティーの基礎知識
【秋季全国研修会】①仮想通貨からブロックチェーン
へ②政府の防衛装備品へのパフォーマンス基準の適
用とその留意点③なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか
役員会（第４回）
公益法人等委員会（第２回）
埼玉友好士業協議会「暮らしと事業のよろず相談会」
推薦委員会（第２回）
学校法人委員会（第２回）
関東信越国税局長表敬訪問
総務委員会（第６回）
中小企業支援対応委員会（第２回）

11月７日（木） 東京会主催ハロー会計講師勉強会（上級編１日目）
11月12日（火） 正副会長常任幹事会（第３回）
11月12日（火） 本部会計監査
11月13日（水） 公認会計士制度説明会 駿河台大学
11月13日（水） 【LIVE】監査事例研修会
11月14日（木） 医療法人委員会（第１回）
11月16日（土） 【LIVE】巡回研修川越大会
【DVD】組織内会計士協議会主催研修会「IT による
11月19日（火）
大変革時代 クラウドがもたらす業務システム革命」
【DVD】研究報告書研修会（税務第二委員会）「最近
11月19日（火） の法人税、消費税、国際租税及び企業に関する資産
税等の判例・裁判事例について」
11月19日（火） 【LIVE】公会計委員会主催研修会
11月19日（火） 東京会主催ハロー会計講師勉強会（上級編２日目）
【DVD】クラウド時代のデータセキュリティーの基
11月20日（水） 礎知識～VDR（バーチャルデータルーム）の最新動
向～
【DVD】税務業務部会研修会第22回開業するなら
11月20日（水） 知っておきたい税務業務研修会「資産税実務入門編
資産税とは何か」
社会福祉法人委員会（第２回）埼玉県・さいたま市
11月22日（金）
との交流会
11月22日（金） 埼玉県知事表敬訪問
11月25日（月） 本部監事監査
11月28日（木） 写真同好会（第２回）
11月29日（金） 中間監事監査
12月２日（月） 経理委員会（第２回）
12月２日（月） 総務委員会（第７回）
12月２日（月） 厚生委員会（第３回）
【冬季全国研修会】①企業情報開示の充実の向けた最
近の動向について②保証業務等の体系並びに保証業
12月４日（水） 務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報
告書に関する実務指針」及びそのＱ＆Ａの解説③企
業の契約者とする生命保険の最新実務（仮題）
【冬季全国研修会】①監査の品質管理の実務（事例解
説集による改善勧告事項例の説明）② IT 委員会実務
指針第７号「受託業務のセキュリティ、可用性、処
理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに
係る内部統制の保証報告書」及び IT 委員会研究報告
12月５日（木） 第45号「IT 委員会実務指針第７号「受託業務のセ
キュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密
保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」
の実施上の留意点」の改正内容の解説③ IT 委員会研
究報告第54号「公認会計士業務におけるオープン
データの利用可能性」の解説
【冬季全国研修会】①Ｍ＆Ａにおけるバリュエーショ
ン業務－機械設備の評価実務－②改正倫理規則等の
12月６日（金）
概要について－企業等所属の会員に対する規定（違
法行為への対応等）－③経営者不正
12月５日（木） 正副会長常任幹事会（第４回）
12月６日（金） 訪問型ハロー！会計 埼玉大学教育学部附属小学校
12月６日（金） ゴルフ同好会（第１回）
12月９日（月） 埼玉会青年部部会
SAITAMA CPA NEWS 特別委員会（第２回）編集会
12月10日（火）
議
12月11日（水） 【LIVE】公益法人委員会主催研修会
12月14日（土） 役員会（第５回）
12月14日（土） 年末研修会及び忘年会
12月17日（火） 叙勲褒章お祝い（本部・埼玉会）
【DVD】公認会計士社外役員ネットワーク研修会「全
12月23日（月）
社的リスクマネジメントと社外役員の役割」
【DVD】公認会計士社外役員ネットワーク研修会「監
査上の主要な検討事項（KAM）について～監査基準
12月23日（月） 改訂の最新動向～」（前半）講演「監査上の主要な検
討事項」（後半）パネルディスカッション「監査上の
主要な検討事項」を通じたコミュニケーション」
【DVD】監査提言集の解説 ～「確認」「継続企業の
12月24日（火）
前提」ほか～
【DVD】倫理規則等改正について
12月24日（火）
－違法行為への対応－ローテーション
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㍿日本会計士学館

有限責任あずさ監査法人 北関東事務所
〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町１－10－17
シーノ大宮サウスウイング14階
TEL 048-650-5390
FAX 048-650-5381

有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所
〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町１丁目９番４号
エクセレント大宮ビル
TEL 048-641-7220
FAX 048-641-7256

飯

野

浩

一

丹羽

宏己

〒102-0074
千代田区九段南４－３－13
麹町秀永ビル３階
TEL 03-3515-8950
フリーダイヤル 0120-393-293

荒

井

伸

夫

〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町４丁目41番地
ASPERO BLD ３階
TEL 048-796-5070
FAX 048-796-5071
E-mail araicpa@lake.ocn.ne.jp

遠

藤

忠

宏

〒349-0121

〒344-0038

蓮田市関山１丁目１番17号

春日部市大沼５丁目122番地２

TEL 048-769-5501

TEL・FAX 048-738-3520

大

野

夏

美

〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町４－764－101
TEL 048-657-2255
FAX 048-657-2256
E-mail ono-cpa-office@tkcnf.or.jp
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代表取締役社長
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小

川

千恵子

工

藤

道

弘

〒330-0844
さいたま市大宮区下町３－７－１
TEL 048-648-9598
FAX 048-648-9599

小

山

熊
Ｆ804号

彰

〒333-0848
川口市芝下２丁目３番11号
TEL 048-266-2884
FAX 048-267-3095

柴

田

英

樹

〒336-0021
さいたま市南区別所７－６－８
ライブタワー武蔵浦和内
TEL・FAX 048-816-3990

中

澤

仁

之

〒366-0026
深谷市稲荷町２丁目４番38号
TEL 048-580-4114
FAX 048-580-4115

木

雄太郎

〒335-0016
戸田市下前１－13－15
TEL 048-443-3301
FAX 048-445-5792

佐久間

仁

志

〒350-1122
川越市脇田町15-15 古賀ビル301号
佐久間公認会計士事務所
TEL 049-228-3336
FAX 049-228-3337

土

屋

文実男

〒330-0053
さいたま市浦和区前地１－２－15
TEL 048-887-2566
FAX 048-886-8226
E-mail f-tsu@jcom.home.ne.jp

西

川

正

純

〒350-0063
川越市幸町１番地７
TEL 049-224-0320
FAX 049-224-0636
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平

山

孔

嗣

〒335-0002
蕨市塚越１－８－６
TEL 048-442-5590
FAX 048-442-6590

真

下

和

男

〒355-0028
東松山市箭弓町１－17－４
TEL 0493-22-2813
FAX 0493-22-2815
URL http://www.mashita-group.jp/cpa/

村

田

克

也

〒360-0022
熊谷市戸出262番地３
TEL 048-501-5001
FAX 048-501-7080

吉

島

一

良

〒357-0036
飯能市南町２番２号
TEL 042-974-4166
FAX 042-974-4167
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蛭

川

俊

也

〒360-0033
熊谷市曙町３－62－２
TEL 048-525-0685
FAX 048-522-5941
E-mail cpahiru@tkcnf.or.jp

宮

原

敏

夫

〒330-0063
さいたま市浦和区高砂２丁目２番３号
さいたま浦和ビルディング８階
TEL 048-834-1155
FAX 048-834-1156
URL https://www.miyahara-cpa.com

山

本

清

次

〒344-0062
春日部市粕壁東１－16－14
TEL 048-754-5500
FAX 048-754-0521

埼玉会行事
表敬訪問
埼玉県知事表敬訪問
昨年11月29日に西川会長、佐久間副会長、小川副会長、飯野副会長、中澤副会長、清水事務局長と私の
７名で大野埼玉県知事を訪問しました。
SAITAMA CPA NEWS の今号への執筆と本年１月に開催される賀詞交歓会への出席をお願いしたところ
快く引き受けていただけました。
今回の訪問は、大野知事が埼玉県知事に就任されて初めてと
なりますので、西川会長より、埼玉会の会員数や地域会として
の使命や役割等を初めに説明させていただきました。
また、地域貢献として、主に小学生を対象に埼玉会が実施し
ている「ハロー！会計」や埼玉県内の大学で実施している「制
度説明会」に話が及び、基礎的な会計教育等の重要性について
再認識いたしました。

（土屋文実男）

関東財務局長表敬訪問
昨年９月４日に、西川会長、土屋副会長、清水事務局長、及び私の４名で、北村信関東財務局長を表敬訪
問しました。
関東財務局は、北村局長をはじめ、平岡聡理財部長、井原真治理財部次長、小林明理財部理財第一課長、
山本善通理財部理財第一課上席調査官にご対応をいただきました。
賀詞交歓会へのご出席をお願いするとともに、北村局長には、新春研修会での講話のお願いをし、快諾を
いただきました。
また、県内事業者の消費税増税への対応状況や景気の状況について、意見交換しました。
その他、昨年度、関東財務局のご協力をいただきながら開催した中小企業支援コンベンションについて、
令和２年秋頃の開催を目指して、プロジェクトチームを設置することを説明しました。
大変有意義な表敬訪問が出来ましたことをご報告申し上げます。

（中澤

仁之）

関東信越国税局長訪問
令和元年11月６日に、栗原一福関東信越国税局長を表敬訪問しました。
埼玉会からの訪問者は、西川正純会長、土屋文実男副会長、中澤仁之副会長、森山謙一常任幹事、清水
克事務局長そして佐久間仁志（副会長）でした。関東信越国税局側の陪席者は、工藤克宜総務部長、深井秀
樹総務課長、竹澤孝行税理士監理官でした。
話は税制、特に消費税の改正について、中小企業や個人事業者の10月以降の景気や現場の経理処理等に
ついて行われました。
また、栗原国税局長は、昨年度、関東信越不服審判所長を務
められていたことから、前職のとき表敬訪問をさせていただい
たり、賀詞交歓会にご招待したり、会員研修の講師をお願いし
たりとすでに交流がありました。今後も引き続き埼玉会で行う
税務研修への講師派遣や賀詞交歓会へのご臨席をお願いしまし
たところ、快くご協力いただけるとのお言葉をいただきました。
短い時間でしたが、埼玉会と関東信越国税局との親睦が図ら
れ、成果のある訪問となりました。

（佐久間仁志）
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表敬訪問
関東信越国税不服審判所所長表敬訪問
昨年９月12日に、御園生功関東信越国税不服審判所所長を訪問させていただきました。審判所側の陪席
者は、藤井修一第一部長、岩渕聡第二部長審判官、新保智管理課長でした。埼玉会からの訪問者は、西川会
長、佐久間副会長、工藤副会長、土屋副会長、中澤副会長、常任幹事の森山での訪問となりました。消費税
法改正への対応を含めた税務業務などをはじめとして様々なお話をさせていただき、限られた時間ではござ
いましたが貴重な意見交換をさせていただきました。
本年１月に開催される賀詞交歓会へのご出席をお願いしたところ快くお引き受けいただきました。また、
恒例となっております税務研修会へ講師を派遣していただいていることについてお礼を申し上げ、今後もご
協力をいただきたい旨をお願いさせていただいたところ、ご快諾をいただきましたので、税務研修会を定例
化させていただくことも併せてお願いをさせていただきました。講師派遣につき継続的なご協力をお願いで
きましたので有意義な訪問となりました。
（森山 謙一）

関東経済産業局表敬訪問
本年度は会長をはじめ改選で役員が新しくなったこともあり、西川会長、工藤副会長、土屋副会長、中澤
副会長、常任幹事の長田で９月12日（木）に関東経済産業局を表敬訪問しました。
関東経済産業局はさいたま新都心の合同庁舎内にある、広域関東圏（１都10県＝茨城県、栃木県、群馬
県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県）を管轄する経済産業省のブ
ロック機関です。経済産業政策として、成長産業の創出や育成、起業・創業の促進、中小企業の経営力強化
や取引の適正化、地域資源の活用による稼ぐ力の強化などの実施に取組まれています。
消費税引き上げを10月に控えていた時期であり、事業者が混乱をきたさないように実施されている各種
の支援策が話題にあがりました。独立した会計士は顧問として中小企業を支援することも多いことから、地
元の企業での対応状況などをお話ししました。
経済政策について関東経済産業局から講師の派遣を受け研修会を開催したこともありますが、今後も情報
交換を通じ、会員による地元企業の支援を応援できるようお手伝いしたいと思います。
（長田 慶洋）

受章のお知らせ
奥山弘幸会員、黄綬褒章、誠におめでとうございます。
令和元年11月３日の文化の日に、埼玉会会員である奥山弘幸会員
が長年に亘る公認会計士功労が認められ、黄綬褒章を受章されまし
た。誠におめでとうございます。
12月17日（火）に、本部主催による接遇会が催され、埼玉会か
らは土屋副会長、小川副会長、飯野副会長、佐久間（副会長）が出
席し、受章会員にお祝い申し上げました。
（佐久間仁志）
♦奥山弘幸会員の公認会計士功労♦
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【役 員 歴】

本部理事
本部常務理事（広報）
本部常務理事（総務）
本部理事
本部常務理事（監査業務審査）
本部常務理事（品質管理）

【外部役職】

建設産業経理研究所 評議員
一般社団法人日本投資顧問業協会 理事
一般社団法人日本投資顧問業協会 監事
日本司法支援センター評価委員会 委員
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1998年（平成10年）７月～2001年（平成13年）７月
2001年（平成13年）７月～2004年（平成16年）７月
2004年（平成16年）７月～2007年（平成19年）７月
2007年（平成19年）７月～2010年（平成22年）７月
2010年（平成22年）７月～2013年（平成25年）７月
2013年（平成25年）７月～2016年（平成28年）７月
平成17年５月～平成19年５月
平成22年６月～平成28年６月
平成28年６月～現在
平成30年４月～現在

巡回研修会川越大会
令和元年11月16日（土）ウェスタ川越において、巡回研
修会が行われました。当日は晴天で会場前ではガス展の催事
があり家族連れで賑わっていました。そんな中、会場の１階
会議室で、埼玉会会員約30名の参加を得て行われました。
研修会の前半は、小職による「公共（防衛省）の調達と監
査（会計検査）
」というテーマでの研修で、内容は、開業登
録前の勤務経験から会計検査院による指摘についての解説で
したが、思い出話に終始してしまい、会員の皆様にとって有意義であったかどうかは心もとないです。
研修会の後半は、帯津三敬病院名誉院長帯津良一医学博士による「健康に対する養生」との題目での講演
でした。講師は80歳を超えるご高齢で、冒頭本日のテーマは何かとの確認があり、聞く会員のほうがやや
心配する中、講演は始まりました。「養生ですか。それなら大丈夫です。
」と始
まり、それからは、随所にユーモアを交えながら立て板に水のように話されま
した。身体が資本である士業を営む会員それぞれが、間違いなくこの講演にお
いて、養生の効果的な手法のヒントを得たと思います。例えば、養生には酒を
たしなむのは良いことだ等は、酒好きな会員の賛同を得たところです。
研修会終了後の懇親会は、会場から道路を隔てたイタリアンレストランで行
われ、美味な料理で胃袋を満たし、グラス片手に情報交換を実施しました。


（中井

真人）

年末研修会及び忘年会
2019年12月14日に、毎年恒例の年末
研修会及び忘年会が大宮ソニックシティ
で開催されました。今回は、13時から
約５時間に渡る密度の濃い研修会となり
ました。１つ目のテーマは、最新の監査
報告書の改訂と監査基準改定の目玉である「監査上の主要な検討事項（KAM）」について、監査基準委員会
監査報告起草委員であられる古賀祐一郎氏に KAM 導入の背景から今後の注意事項など実務上の注意点をご
講義いただきました。２つ目のテーマは「中小・中堅企業における管理会計導入事例」として、埼玉会会員
の星山厚興氏にご講義いただきました。講義では数値例を基にして、出席者への質問も織り交ぜながらご説
明をいただき、出席者参加型の活発な講義となりました。３つ目のテーマは、日本公認会計士協会手塚正彦
会長をお招きし、「協会の使命・ありたい姿・価値観」について、今後の協会会務運営の方向性をお話いた
だきました。特に昨今の監査実務を取り巻く環境の変化に対応するため、監査の現場力を強化し、職業的懐
疑心を保持して監査の質を高めるための方策と会員の心構えについて、予定の時間をオーバーするほど熱く
ご説明をいただきました。
年末研修会に引き続き忘年会も開催され、手塚会長にもご参加いただきました。会の途中には、忘年会初
参加の会員の自己紹介もあり、重鎮の会員から若手の会員まで非常に和気藹々とした楽しい忘年会となりま
した。

（福島

清徳）
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親睦旅行
「今の時代に親睦旅行なんて、珍しい
ですね。」とクライアントからお声掛け
をいただきました。私自身はそんなこと
思ってもいなかったので、「あれ ?! そう
なの ?!」と考えていました。
さて、今年の親睦旅行は有名な観光地
である伊勢志摩に行って参りました。当
日、東京駅に集合し、新幹線にて名古屋
駅に到着、そしてバスに乗り込み、美味
しい松阪牛を歴史ある老舗の牛銀本店で
いただきました。もう、美味しいの一言
です。次に、伊勢神宮の下宮を参拝し、夫婦岩も観光し、一日目が終了しました。
二日目は、観光組とゴルフ組に分かれました。観光組は、まずは鳥羽水族館へ。ラッコが有名な水族館で
すが、本当にいろんなお魚がいました。どなたかが、大水槽の前で「美味しそうですね！」とおっしゃって
いたような……。次に、ミキモト真珠島へ。真珠、まぶしいです。まぶしさに目を細めている間に、志摩観
光ホテルへ。サミット会場となったホテルの内装の美しさと食事の美味しさに、これまたびっくり。美味し
いお食事とお酒にて、幸せな一時を過ごしました。そして、夜は全員で宴会。美味しいお食事とお酒、そし
てカラオケで楽しみました。
三日目は、また、全員で、伊勢神宮の内宮を参拝し、赤福本店や古く懐かしい街並みを再現したおかげ横
丁を散策しました。そして、海鮮割烹末広亭にて、鯛のお刺身をはじめとする昼食をいただき、これまた素
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晴らしく。そして、名古屋駅に戻り、無事に帰路に就くことができました。
伊勢神宮では、20年に一度、内宮も下宮も遷宮（せんぐう）と呼ばれるお引越しをされるそうです。
1,300年にわたり繰り返されてきた式年遷宮は、平成25年には62回目が実施されました。また、太陽神で
ある天照大御神（あまてらすおおみかみ）の岩戸隠れの伝説の舞台としても有名です。
ここでふと、日本の男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数は149カ国中110位であることを思います。
でも、日本人のルーツとなる神様は、天照大御神という女神様なのだなと。私が思うに、日本女性は、「弱
い」のではなくて「目立たないけど強い」。きっと、大和撫子はたおやかに強いのです。
旅行というのは、10人いらっしゃれば、10通りの楽しみ方があると思います。それでも、あえて、皆様
と旅行に行く。もしかしたら、そこに、非日常があり、楽しさがあるのだと思います。それ故の親睦旅行。
次回の皆様のご参加を、心より、お待ちいたしております！

（大野

夏美）

親睦旅行（ゴルフ）
９月６日～８日の会員親睦旅行の中日である２日目の７日に荒井先生、内田先生、宮原先生、島田先生、
蛭川先生、小山先生、土屋先生、飯野の８名でゴルフに行ってまいりました。
コースは、志摩市にある近鉄賢島カンツリークラブです。宿泊先のホテル＆リゾーツ伊勢志摩からバスで
ゴルフ場まで送ってもらいます。ゴルフ場に近づくにつれ辺りは別荘地となり、有名企業の保養所の案内板
などが見られ、リゾート気分が盛り上がります。
コースが美しいためか、自分がプロになったかのような謎の高揚感に満ち溢れてスタートしましたが、全
ては１番ホールの第１打で終わり、いつもと同じダメダメのプレーです。
近鉄賢島カンツリークラブは、1969年開場で、全米女子プロゴルフ協会公式戦の「ミズノクラシック」
（2006～2014）
「TOTO ジャパンクラシック」（2015）が10年連続して開催された名門コースです。砲台
状のグリーンと名物のアリソンバンカーが配置された難しくもたいへん美しいコースでグリーンのメンテナ
ンスも最高です。またトーナメントに出場した女子プロの飛距離がコース内に表示されていて、女子プロの
飛距離に感心しきりです。
好天に恵まれましたが、台風が近づくたいへん暑い一日で、途中リタイヤしてもしょうがないような暑さ
でしたが、全員18ホール元気に楽し
くまわってまいりました。
プレー後は、荒井先生の発案で近く
の横山展望台の展望デッキに行き、英
虞湾に浮かぶ60の小島と幾重にも折
り重なるように突き出た半島を一望し
てまいりました。埼玉会会員同士で美
しいリゾートコースと景勝地を満喫
し、２日目夜の大宴会へ突入すべくホ
テルへと向かいました。
（飯野

浩一）
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よろず相談会
暮らしと事業のよろず相談
会は毎年11月の第１土曜日
に浦和コルソ７階で開催され
ており、昨年は11月２日の
３連休初日に開催されまし
た。11士業団体が持ち回り
で当番会となり、事前の準備
作業、年３回の幹事会、そし
て年次総会にあたる定例会を
仕切ることになります。令和
元年度は私達日本公認会計士
協会埼玉会が当番幹事であ
り、新役員体制のもとで西川
会長・土屋業務担当副会長と
業 務 担 当 幹 事・ 事 務 局 を 中
心に準備を進め当日に臨みました。特に事務局の市村さんの対応はすばらしく、事前の前当番会からの引継
ぎ、広報の手続き、運営マニュアルの作成などを手際よく進め、当日も会場の準備をリードしてくれていま
した。
当日は相談員として佐野幹事、小笠原幹事、新江幹事、細田幹事の４名が公認会計士ブースで相談対応に
あたるとともに、役員・青年部会員・事務局の総勢31名が会場設営、運営、そして終了後の懇親会の実施
までの運営にあたりました。
今年度は相続税・所得税に関連した相談が中心で会計関連の相談はありませんでしたが、その中でも各相
談員の幹事が丁寧に相談者の話に耳を傾けており、相談者も納得して帰られていました。
会場全体では弁護士・司法書士・税理士ブースの法務・税務の相談が多かったものの、その他の専門家へ
の相談もあり、また、複数の専門家ブースで相談をされる方も多くいました。複数相談を行う方は本人が希
望する場合だけでなく、相談員が内容に応じて他の専門家ブースを勧めて実施することもあり、11士業団
体が一堂に会して実施する相談会のメリットを実感しました。
前年度は相談者が多く約130名であったのに対して本年度は約110名となりましたが、それ以前に比べる
と多い水準でした。また、相談件数については複数相談を受ける方が多く、総相談件数は157件となりこち
らも前年度よりは少ないものの前々年度に比べると大幅に増加しました。相談者の方から一度で複数の専門
家に質問ができたことや、専門家に親切に対応いただけたことなどに対してその場で感謝の言葉をいただく
こともあり運営側としても嬉しく感じました。
当日は埼玉新聞の取材があり11月７日に記事が掲載されました。取材の中でかなり前からの継続事業で
あることを知り、地域に定着していることを再認識しました。
今回は運営に多くの幹事・青年部会員が参加いただき実施した新体制での最初のイベントでしたが、皆で
協力して実施した達成感があり、終了後の懇親会ではこれまであまり話す機会のなかった新任幹事の方々と
も話ができ、楽しい１日となりました。来年度は次の当番会にしっかり引継ぎを行い一層充実した相談会に
なるようにしていきたいと思います。
埼玉会では幹事だけでなく多くの青年部会員が会務に参加し活発に活動してくれています。今後も更に多
くの会員の方々に参加いただき会員同士の交流を深める機会となることを期待しています。 （鎌田
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竜彦）

制度説明会（駿河台大学）
2019年11月13日（水）に埼玉県飯能市の駿河台大学にて公認会計士制度説明会を実施いたしました。制
度説明会は、市川紀子教授ご担当の経済経営学部の簿記原理Ⅱの講義の１コマの中で開催され、65名の学
生にご参加いただきました。
まずは、公認会計士がどういった職業なのか、どういう流れで監査業務を行っているのかを、わかりやす
くまとめた DVD をご覧いただいて、公認会計士の仕事や制度の大枠をつかんでいただきました。その後、
パンフレットを用いて公認会計士の仕事の一部（監査・株式上場支援・アドバイザリー・独立開業等）や公
認会計士の試験制度についての説明をしました。
次に、駿河台大学の卒業生である舩津丸会員に合格体験談を話していただきました。公認会計士を目指し
たきっかけや大学時代の生活、公認会計士の仕事等について具体的にイメージしやすいように説明いただき
ました。
受講生は市川教授の簿記原理Ⅱを履修する大学１年生が中心で、公認会計士の業務内容を知らない学生も
多い状況でしたが、とても真剣に聞いていただけました。
終了後のアンケートでは、
「公認会計士試験を受けようか
検討するきっかけになった」「公認会計士はとても重要な
役割だと分かった」「公認会計士になると決めました」な
ど、多くの感想が寄せられ、非常に意義のある制度説明会
となりました。
最後に、市川教授のご尽力により駿河台大学での制度説
明会が昨年度に引き続いて実現しました。この場を借りて
厚く御礼申し上げます。

（大塚

健一）

ゴルフ同好会
昨年の12月６日に浦和ゴルフ倶楽部において､ ゴル
フ同好会主催によるゴルフコンペが開催され11名の
先生が参加されました。
当日は、晴天の暖かで穏やかなゴルフ日和でしたが、
台風19号の荒川河川氾濫の影響により、フェアウェ
イにも泥土が残っていて､ ゴルフクラブがボールに正
確に当らない等、思ったようにボールが飛ばず､ 参加
者の先生方は苦戦していたようでした。
このようにグランドコンディションが良いとは言え
ない状況でも､ 初参加の興松先生､ 池田先生と森山先
生３名の先生は健闘していました。ダブルペリアによる競技方法で､ 優勝者
4 4 4 4
は初参加の森山先生です。私も､ もう少し練習し､ ナイス・チョットから抜
け出さないとだめだなと反省しました。
競技後のパーティーでは、表彰式もそこそこに次の用事で退席される先生
もいました。これから年末まで忙しくなりますが、ひと時でも仕事は忘れて
英気を養われたのではないかと思います。
是非､ ご興味のある先生は、ゴルフ同好会にご加入ください。
❖コンペ結果：優 勝 森山 謙一先生
準優勝 島田紘一郎先生
３ 位 荒井 伸夫先生
（土屋文実男）
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青年部 懇親会
青年部では令和元年９月28日に西川会長体制になって初めてとなる懇親会を開催いたしました。大宮駅
西口から徒歩１分にある魚鮮水産という居酒屋で行い、23名の方に参加していただきました。新しい方に
も参加していただき、非常に有意義で楽しい時間を過ごせたと思います。今回は、会長をはじめ副会長５名
にも参加していただき、埼玉会がどのような活動を行っているのかを知っていただくよい機会になったので
はないでしょうか。２次会も15名の方に来ていただき、カラオケで大いに盛り上がりました。懇親会に参
加していただいた皆様、本当にありがとうございました。青年部では、これからも、皆様に懇親のための場
を提供していきたいと思っています。
１月28日には青年部の部員のみで有志勉強会を開催し、懇親会を行います。勉強会は、あまり堅苦しく
ならずに、部員の方に講師となってもらい、ご自身のやられている分野の基本的なお話をしていただく予定
です。会計士はいろいろなことをやっている方がいますので、ご自身には直接関係ないものでも、参加して
親睦を深めていただければと思っています。
なお、青年部からの連絡を希望される方には、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
会員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 048-644-9054 までファックスしていただく
か、メールで埼玉会事務局（saitama@sec.jicpa.or.jp）まで連絡希望の旨を知らせていただければ、ご連絡
させていただきます。

（興松

敬史）

国税不服審判所からのお知らせ
～国税不服審判所は、令和２年５月１日に設立50周年を迎えます～
①

国税不服審判所ってどんなところ？

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関として昭
和45年に設立され、設立以来一貫して、税務行政部内における公正な第三者的機関として、適正かつ迅速
な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資す
ることを使命として、審査請求人と税務署長や国税局長などとの間に立つ公正な立場で審査請求事件を調
査・審理して裁決を行っています。

②

特定任期付職員を募集しています！

国税不服審判所では、審理の中立性・公正性を確保する観点から、公認会計士、弁護士、税理士などの高
度な専門的知識や経験等を有する方を国税審判官（特定任期付職員）として毎年積極的に登用しています。

③

国税不服審判所50周年記念行事のお知らせ

本年の９月に、国税不服審判所設立50周年を記念して、シンポジウムを開催します。
シンポジウムは、無料でどなたでもご入場いただけますので、ふるってご参加ください（申込先着順）。
◆国税不服審判所

設立50周年シンポジウム◆

日時：令和２年９月28日（月）午後（３時間）
会場：一橋大学一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋２－１－２）
定員：400名
内容：国税不服審判所についての基調講演・パネルディスカッション
問合せ先
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048-600-3221

HP リニューアル
2019年11月上旬に埼玉会のホームページの会員専用ページを大幅にリニューアルいたしました。いまま
でのホームページとは異なり、アクセスしたい情報にできるかぎり少ない操作（少ないクリック数）でたど
りつけるようにしたことが特徴です。パソコンでもスマートフォンでもアクセスすることができます。まだ
ご覧いただいていない会員の皆様はお時間のあるときに是非ご覧いただければと思っております。
会員専用ページは大きく「研修会情報」「埼玉会行事案内」「募集案内」「埼玉会の活動報告」「書式・規程」
「お知らせ」の６つのカテゴリーから成っております。「研修会情報」では埼玉会で開催されるライブ研修、
DVD 研修のご案内を掲載しております。「埼玉会行事案内」では、定期総会、新年賀詞交歓会のご案内など
埼玉会の行事に関するご案内をしております。是非ご参加いただければと思います。「募集案内」は各種委
員会の募集、各種公募案件等のご案内を掲載しております。「埼玉会の活動報告」では、いままでになかっ
た取り組みとして、埼玉会での各種行事で撮影した画像を掲載しております。埼玉会の行事の雰囲気を見て
いただくことができます。「書式・規程」は埼玉会規約・規程を掲載したほか、埼玉会・協会本部への申請・
届出書類のダウンロードが行えるようにしました。「お知らせ」ではその他のご案内を行っております。
また今後も会員の皆様のご意見ご要望をお聞きし、改良を加えていきたいと考えております。


（新江

明）

パソコン上の画面

スマホ上の画面
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会員数（2019年11月30日現在）
会

員

準

種

別

埼

玉

753

0

0

全

国

31,757

2

241

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

753

3

34

0

100

32,000

87

580

0

5,339

計

三
号 四
号
準 会 員 準 会 員

五
号
準 会 員

合

計

－
147

計

137

890

6,153

38,153

（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
埼玉会事務局は、清水克（事務局長）
、松木康子、鈴木綾香、
及び市村恵の事務局４人体制となって、１年が経ちました。ま
だまだ不慣れなところもございますが、皆様に支えられながら、
より良いサービスを提供できるように日々奮闘しております。
皆様に安心して埼玉会の行事・活動等に参加していただけるよ
う、また埼玉会の会務に少しでも参加してみたいと思っていた
だけるように、事務局としても、頑張ってまいります。

左から順に、鈴木、清水、市村、松木

埼玉会ホームページ

http://www.saitama.jicpa.or.jp

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://www.saitama.jicpa.or.jp
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