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新年あけましておめでとうございます。埼玉会会員の皆様におかれましては、つつが

なく新しい年をお迎えのこととお喜び申し上げます。旧年中は埼玉会会務にご支援ご協

力を賜り誠にありがとうございました。本年の新年賀詞交歓会において皆様にお会いし、

新年のご挨拶をさせていただきたいと思っておりましたが、新型コロナウイルス感染拡

大防止の観点から、誠に残念ながら昨年に引き続き中止といたしました。

現執行部も本年６月の定期総会をもって任期満了となります。昨年はコロナウイルス

の影響により、公認会計士フォーラム埼玉大会をはじめ、親睦事業等のイベントを中止

といたしました。定期総会につきましては、委任状での出席をお願いさせていただくこ

とにより開催しましたが、その後の懇親会は中止とさせていただきました。

現執行部も本年６月の定期総会をもって任期満了となります。昨年も新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、公認会計士フォーラム埼玉大会をはじめ、親睦事業等のイベ

ントを中止といたしました。また新年賀詞交歓会も残念ながら中止といたしました。定

期総会につきましては、委任状での出席をお願いさせていただくことにより開催しまし

たが、その後の懇親会は中止とさせていただきました。

一方このような状況にありましたが、「ハロー！会計」、公認会計士制度説明会を、オ

ンラインという今までとは違った新たな形で実施することができました。

「ハロー！会計」では、会場から遠い処に住んでいる小学生も参加され、会場来会型の

開催に負けない元気な発言がありました。また大学の講義の時間をお借りして制度説明

会をウェブ開催したほか、公開講座の「大学生向けオンライン公認会計士制度説明会」

を実施しました。そのほか進学先を選択する大事な時期にある高校生に、公認会計士と

いう職業を知ってもらいたいといった思いから、当会での初めての企画である「高校生

向けオンライン公認会計士職業紹介」を公開講座で実施しました。

監査法人等から独立され埼玉会に入会された会員の独立開業にあたり、初めて独立開

業支援としての研修会を実施しました。研修は税務、コンサルティング等全４回からな

り、講師によるパネルディスカッションや受講者からの質疑応答といった、今までには

ない形式での研修会となりました。

昨年９月には、この１年間に埼玉会に入会された会員を対象とした「ウェルカムガイ

ダンス」をリモートにて、また「埼玉会組織内会計士ネットワーク」の第１回目の集ま

りをリモートにて開催しました。このような機会をきっかけに、新たに埼玉会に入られ

た会員や組織内で活躍されている会員の皆様が、埼玉会を身近な存在と捉え、会の活動

に参加していただければと思っております。

研修会につきましては、コロナの感染状況を見ながらリモートのほか会場来会での受

講が行えるよう進めています。研修内容に偏りが生じないよう配慮しながら企画してお

りますが、このような内容の研修を実施してほしいなどのご要望がございましたら、是

非埼玉会事務局までご連絡いただけると助かります。

現執行部もあとわずかとなりましたが、残りの任期を全力で頑張って参りますので、

皆様方のご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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謹んで新年のお慶びを申し上げます。
平素より当協会の会務にご理解ご支援を賜り、心から御礼申し上げます。
過去20年で世界の社会・経済環境は激変し、近年では、世界のカーボンニュートラルに向

けた取組は、「産業・金融革命競争」というべき様相を呈するようになりました。このような
変化する時代の中で、公認会計士が社会からのニーズの変化に応え続けられる環境を整備す
ることが当協会の重要な使命です。年頭にあたり、変化への適応に向けた当協会の取組につ
いて述べることとします。

１．会計監査の信頼性確保
先般開催された「会計監査の在り方に関する懇談会」では、これまでの環境変化を踏まえ、

公認会計士に関連する制度について幅広く議論され、「論点整理」１が公表されました。そし
て、「論点整理」を踏まえ、金融審議会公認会計士制度部会において、公認会計士法の改正に
向けた議論が行われました。

上場会社監査の信頼性確保については、上場会社の監査に高い規律を求める制度的枠組み
について、会則上の制度である上場会社監査事務所登録制度を、公認会計士法上の制度とす
ることが論点とされています。上場会社監査事務所の登録制度の実効性を確保するためには、
これが法定化されたとしても、当協会が制度設計と運用に関して主要な役割を担うべきであ
ると考えており、今後も制度の改善に主体的に取り組んでいきます。

また、中小監査事務所等（以下「中小事務所」という。）に対する支援の充実も議論されま
した。監査の担い手として中小事務所が果たす役割が年々大きくなっており、経営基盤の充
実が中小事務所の重要な経営課題となっています。当協会は、上場会社監査の品質の一層の
向上を後押しするために、中小事務所への支援の充実に取り組みます。

２．持続可能な経済社会の構築に向けて
当協会は、社会課題の解決に積極的に取り組むべく2021年７月にSDGs宣言２を公表しま

した。以下に、公認会計士が特に貢献できると考えられる事項について３つご紹介します。

（１） 企業情報開示の拡充と信頼性確保
現在、非財務情報の開示基準の策定に向けた具体的な取組が、国内外において加速してい

ます。当協会は、非財務情報開示制度の確立に積極的に貢献するとともに、情報の信頼性確
保に対する社会の期待に応えることができるよう、保証の枠組みの在り方について検討を進
めて参ります。

 （２） 地域活性化
コロナ禍を契機にビジネスの在り方や働き方が見直されたことは、首都圏一極集中の弊害

を克服し、地域活性化を促進する大きなチャンスでもあります。また、最近はSDGsを地域
活性化に活用する中小企業や自治体が増えています。公認会計士は、地域における中小企業
への経営支援、企業・自治体の健全な組織ガバナンスの構築支援、SDGsの活用支援等の業
務を通じて、地域活性化に貢献できると考えています。当協会は、地域活性化に取り組む会
員に対して、必要な情報や研修機会を提供していきます。

（３） 会計リテラシーの普及
学習指導要領の改訂により、中学校と高等学校の授業で「会計情報の活用」が取り上げら

れたことから、当協会は、教師用と生徒用の教材を作成するなど学校教育支援に取り組んで
います３。

また、2005年から始めた「ハロー！会計」４は、地域会の皆様のご貢献によって、これま
で約600回の講義を実施し４万人を超える方々に参加いただくことができました。子供たち
に会計の大切さを知ってもらうことは大変重要なことです。引き続きお力添えをお願いいた
します。

会長に就任してから２年半、コロナ禍という経験したことのない困難な状況での会務運営
を強いられたものの、会員の皆様のご支援、関係各方面のご協力、そして、当協会役員及び
職員の献身的な努力に支えられ、着実に前進することができました。

現在、2030年を見据えた当協会のビジョンを示すビジョン・ペーパー2022の取りまとめ
を行っています。これまで取り組んできた施策のうち任期中に完了しないものや、今後解決
に取り組むべき課題を明らかにし、次の世代に繋げていきます。

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。
　　　　　　　　　　　　　　　
１　 2021年11月12日公表「会計監査の在り方に関する懇談会（令和３事務年度）論点整理―会計監査の更な

る信頼性確保に向けて―」
２　 SDGs宣言「プロフェッショナルパートナーとして、信頼を紡ぎ、豊かな社会を創造し、未来を拓きます。」

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210714hfb.html
３　 https://jicpa.or.jp/about/activity/basic-education/tools.html
４　 https://jicpa.or.jp/about/activity/hello-schedule/
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新年あけましておめでとうございます。

昨年は、新型コロナウイルスへの感染が拡大し、会計監査を含む様々な活動への影響

が続きました。

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も、その活動にあたり多

大なご苦労があったものと拝察いたします。本年こそは皆様が思い通り活動できる充実

した年となりますよう願っております。

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。

さて、関東財務局では、四半期ごとに管内の経済動向を取りまとめ「管内経済情勢報

告」として対外公表を行っておりますが、最近の埼玉県の経済情勢は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、厳しい状況にあるなか、一部に弱さがみられるものの、緩や

かに持ち直しつつあるとしたところです。先行きについては、感染対策を徹底し、ワク

チン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直

していくことが期待されます。

関東財務局においては、アフターコロナに向けた地域経済の動向について、きめ細か

な把握を行っていくとともに、地域経済の実態を財務省・金融庁に的確かつ迅速に伝達

していくことにより、効果的な施策の形成に寄与していきたいと考えております。

また、貴会の活動の一つである中小企業支援について、私ども関東財務局といたしま

しても、アフターコロナを見据えた事業者支援と地域経済の回復に貢献すべく、公認会

計士の皆様方をはじめ、金融機関、中小企業支援団体や地方公共団体など地域の皆様と

の緊密なネットワークの構築を目指してまいります。

ところで、令和３年公認会計士試験につきましては、短答式試験が５月の１回のみの

実施となりましたが、短答式と論文式試験の受験者数の合計は16,000人台と前年比で約

1.2倍増加しています。６年続けて増加していることからも公認会計士の職務に対する関

心が高まっているとみております。今後も引き続き適正な試験の実施に努めてまいりた

いと考えております。　

日本経済の持続的な成長を実現するためには、中長期的な企業価値の向上を目指す企

業自身の取組みとともに、企業への最適な資本配分の前提となる財務情報の適正な開示

の確保が不可欠です。こうした重要な機能を担う埼玉会及び会員の皆様方と、本年も引

き続き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、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。
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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健やかに令

和４年の新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。また、日頃より、監査・会計の専

門家として本県の健全な経済活動の維持・発展のため御尽力を賜り、深く感謝申し上げ

ます。

新型コロナウイルス感染症の流行は、世の中の在り方を一変させましたが、先人たち

が力強く埼玉県を発展させてきたように、埼玉150周年を契機に、より良い埼玉へと新

しい一歩を記さなければならないという強い決意の下、新年を迎えました。

一昨年来続く、新型コロナウイルス対策では、長きにわたる不要不急の外出自粛や営

業自粛要請などへの皆様の御理解と御協力に対し、改めてお礼を申し上げます。　

今後の感染再拡大に備え、引き続き、強い危機感と緊張感を持ちつつ、ポストコロナ

を見据え、感染症と共存できる強い埼玉県経済を構築してまいります。

本県は今、感染症の拡大を契機とした新しい生活様式や新たな社会への変革、今後迎

える人口減少・超高齢社会や更には自然災害の激甚化・頻発化など大きな変化の時期を

迎えています。激動の時代に未来を切り開いてきた人物として思い浮かぶのは、やはり

本県が誇る三偉人ではないでしょうか。渋沢栄一、荻野吟子、塙保己一それぞれが、高

い志と不屈の精神で偉業を成し遂げられました。

中でも、渋沢翁の「論語と算盤」の精神は、経済成長と環境や社会の調和を図る

SDGsの精神そのものであり、先見の明と志の高さには敬服の念に堪えません。

私も、誰一人取り残さない「埼玉版SDGsの実現」に向け、渋沢翁の精神を受け継ぎ、

自らの信念を貫き、全力で取り組んでまいります。

さて、県では埼玉県DX推進計画に基づき、昨年12月に具体的な取組や工程を示す

ロードマップを策定しました。今後、官民問わず様々な分野で変革を促すデジタル・ト

ランスフォーメーション（DX）を重点的に推進してまいります。　

成長を加速させるため稼げる力の向上に取り組み、県内中小企業に対して、デジタル

化によるビジネスモデルの転換支援を進めるほか、農林業や観光業のほかあらゆる産業

でオンライン活用による新たな需要の創出を図っていきます。

また、東京2020大会のレガシーとして、更なるスポーツの振興や国際交流、ひいて

は共生社会の実現などを次代へ引き継いでまいります。県主催のボッチャ大会は、障害

の有無に関わらず参加することができます。昨年11月の大会に私も参加しましたが、ス

ポーツとして純粋に楽しむことができました。このような取組を通して互いを理解し、

共に支え合う気運が高まることを期待しています。

昨年９月に始まった女子サッカーのWEリーグは、スポーツを通じた女性活躍やジェ

ンダー平等にも取り組んでいます。県としてもWEリーグを応援していきます。

今年の干支は「寅（とら）」です。勇気と冒険心のイメージを持つ虎にあやかり、皆様

とともに「ワンチーム埼玉」で、誰もが自分らしく活躍できる「日本一暮らしやすい埼

玉」を目指して、力強く新たなチャレンジをしてまいりましょう。
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副会長（総務）

工藤　道弘

明けましておめでとうございます。
令和２年２月からの新型コロナウイルス感染症の影響により、この２年間の埼玉会の

主な活動は、中止又は規模縮小やオンライン開催となってしまいました。そして、現執
行部における総務担当としての最後の活動が、６月開催の定期総会です。感染状況が落
ち着いているようであれば、この定期総会は、是非ともコロナ以前のようにたくさんの
会員にご参加いただいて開催したいと思っております。

会員の皆様へ埼玉会の活動方針をお示しできる大事な機会ですし、会員の皆様からの
意見を直接お聞きできる貴重な機会です。最後はきちんと締めくくれるよう、しっかり
と準備するつもりです。

副会長（経理）

飯野　浩一

明けましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、年末年始をゆっくりご静養されたことと存じます。
昨年はコロナ禍により、事業が実施できない状況でしたが、皆様にはたいへんお世話

になりました。公認会計士への社会の期待へ応えるべく、埼玉会の活動が、会員の皆様
への支えとなるよう、土台としての事務を事務局の皆さんとともに継続して実施してま
いります。本年も変わらぬご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。

副会長（厚生）

佐久間仁志

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チ、③忘年懇親会の親睦３大

行事を企画実施するとともに会員の慶弔、表彰、健康管理に係る活動を行っております
が、当年度は、昨年度に続き、新型コロナ禍の中で３大行事は全て中止となりました。
誠に残念なことであります。このような状況の中、健康に十分注意すべき時期でもあり
ますので、人間ドック補助金を十分に活用していただき、健康管理を行ってください。

一方で、新事業としては、組織内会計士の親睦を図ることを目的として埼玉会組織内
会計士ネットワークを立ち上げ、第一回の埼玉会組織内会計士ネットワークの会をリ
モートで開催いたしました。

新年度には、コロナ感染状況を見ながら、安全安心を第一に考え、親睦事業や健康増
進イベント等の実行可能性を検討し、可能な範囲で企画・実施をしたいと思います。

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。昨年度からコロナ禍に対応した研修（リモー
ト型・来会型）を実施して参りましたが、未だ予断を許さない状況が続いておりますの
で、暫くはこの受講形式を継続していく予定です。当年度は独立開業支援研修をはじめ、
数多くのLIVE研修を企画運営して参りました。埼玉会のCPE義務達成率は１都３県で
は１位となることができ、会員の皆様には御礼を申し上げます。引続きCPE単位取得
に御協力お願い申し上げます。

副会長挨拶
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副会長（業務）

土屋文実男

新年明けまして、おめでとうございます。

昨年も一昨年と同様に新型コロナウイルスの蔓延化により､ 新型コロナウイルス感染

症の予防対策のため､ 業務委員会が担う対外的な渉外活動に著しく制限を受けるなど会

務活動に大きな影響を受けました。

そのなかで昨年末には､ 中小企業支援対応専門委員会と協力し合い中小企業支援業務

に進展が見えました。

今年も対外的な渉外活動に制限を受けると予測されますが､ 少しでも会員の皆さまの

業務拡充に貢献できるよう努力していきたい所存です。

業務推薦においては､ コロナ禍の中でも例年と変わらず実施して来ました。包括外部

監査等の地方自治体の業務に興味がある会員の皆様は、是非、推薦台帳をご提出くださ

い。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。

副会長（調査研究）

中澤　仁之

皆様、おめでとうございます。調査研究委員会担当の中澤です。

当委員会には八つの専門委員会（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）があります。各専門委員会は、コロ

ナ禍でオンラインでの開催ではありますが、興味関心のある委員の参加、実務に即した

アドバイスや意見交換、業務につながる可能性があると思われるテーマの議論等が、委

員の皆様のおかげで活発に行われております。

もうしばらくは委員が一堂に会しての開催は難しいと思いますが、引き続き積極的な

ご参加の程、宜しくお願い申し上げます。なお、専門委員会への加入は随時受け付けて

おります。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

副会長（広報）

小川千恵子

新年あけましておめでとうございます。

昨年の広報活動としてはSAITAMA CPA NEWS 11号及び12号の発行、小学生向け

に「ハロー！会計オンライン」、駿河台大学にてオンライン公認会計士制度説明会、主

に埼玉県内の大学生向けに公認会計士制度説明会、そして高校生向けに公認会計士職業

紹介をオンラインにて開催いたしました。特に高校生を対象とした公認会計士職業紹介

は埼玉会では初めての試みであり、公認会計士という職業を選択してくれる若者が増え

ていくのによい機会であったと思います。

コロナ禍が収束して対面でハロー！会計や制度説明会等の広報活動が行える年になる

ことを期待しています。
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 委員長　柴田　英樹　

公会計専門委員会は現在20名で活動しております。専門委員会としての活動は、11月上旬に
オンライン会議にて今年度の活動方針について議論を行い、年度内に当委員会主催の研修会を開
催する方向で検討しております。さらに、当委員会の中にはパブリックセクターで長年業務に就
かれ、貴重なご経験を持つ方も存在し、その委員の知見を共有しうるような研修も今後企図した
いと思っております。

最後に現在公会計関係の業務に就かれている方のみならず、今後公会計関係の業務に興味のあ
る方や今後包括外部監査の業務に携わりたいと思っている方がいらっしゃいましたらぜひ当委員
会にご参加ください。会員の皆様がご活躍できる多くの機会をご提供できればと思っております。



 委員長　矢部　光貞　

学校法人専門委員会では例年、埼玉県総務部学事課の担当者をお招きして意見交換会を開催し
ております。委員会は、会員と所轄庁である埼玉県の有用なディスカッションと情報交換の場と
なっております。前年度は、令和３年３月24日に埼玉県総務部学事課のご担当者をお招きして
行いました。今回初の試みとしてMicrosoft Teamsを使ったオンラインミーティングの形式で実
施しました。直接対面形式ではなかったものの、事務局スタッフの皆様をはじめ各位のご努力に
より予想以上に活気のある議論ができたのではないかと思っています。今年度については、本稿
執筆時点では緊急事態宣言明け間もないこともあり、具体的な日程は決まっていませんが、２～
３月頃に意見交換会を開催したいと考えております。

学校法人専門委員会では、現在監査に従事しておられる方以外にも、これから業域を広げよう
と考えられている方、学校法人会計や監査にご興味のある方を歓迎いたします。お気軽にご参加
ください。



 委員長　中村友理香　

公益法人等専門委員会は、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会員
が参加して活動しています。

例年、公益法人等専門委員会では、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。会員相互の質疑応答も行っています。

当年度は、非営利法人分野に造詣が深い中田ちず子先生をお招きし、会計・税務分野に関する
勉強会を11月に、協会本部非営利法人委員会公益法人専門委員会専門委員の中島先生をお招き
し、監査分野に関する研修会として「「その他の記載内容」に関する解説や昨今の改正事項を含
めたトピック事項の解説」を１月にご説明いただくこととしました。いずれもリモートでのライ
ブ研修となりましたが、会員の皆様にとって大変役に立つ内容と思います。来年度はこんな内容
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
は事務局までご意見をお寄せください。

WITHコロナ時代を迎え、公益法人の活動にスポットが当てられる機会も増えています。
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。

公 会 計
専門委員会

学 校 法 人
専門委員会

公益法人等
専門委員会

専門委員会活動説明
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 委員長　大塚　健一　

社会福祉法人専門委員会は、現在27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８月５日（木）に第１回の委員会（Web会議）を開催し、

メンバーの自己紹介ののちに今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１日（月）には埼玉県、越谷市、川越市の３つの自治体の指導監査のご担当者の皆様
と「会計に関する交流会」をWeb会議にて開催しました。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２月には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。

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。



 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。昨年度
は新型コロナウイルス感染症の影響でNPO法人主催の研修を開催できませんでしたが、当年度
は埼玉県共助社会づくり課及び専門家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法人の会計及び税務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参加ください。お待ちしており
ます。



 委員長　森山　謙一　

税務専門委員会では、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、主に研修会を企画し実施することを活動の中心としております。また、併せて
租税調査会等の会議への参加や、関係機関への挨拶訪問などを通して情報収集や意見交換を行っ
ております。

当年度におきましては、８月30日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、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。昨年度は新型コロナウイ
ルス感染症拡大に伴い開催が危ぶまれましたところ、なんとか年末研修会での開催の運びとなり
ましたが、当年度は定例の時期での開催が叶いました。また、翌月の９月29日には、以前より
継続して企画をしておりましたが、なかなか開催ができずにおりました関東信越国税局研修会を
開催させていただくことができました。

上記の２つの研修会につきましては、来年度以降も定例研修会となるように計画し実施をして
まいります。

また、今後におきましては、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機会をご提供できるような研修会も企画してまいります。

社 会 福 祉
法 人
専門委員会

ＮＰＯ法人
専門委員会

税 務
専門委員会



10 SAITAMA CPA NEWS  Vol.13  2022.1

 委員長　青山　裕之　

中小企業支援対応委員会は、現在24名の委員で構成され、「公認会計士による中小企業支援」
というテーマで３ヵ月に１回の委員会を開催し、委員間交流の促進、情報交換、スキルアップのた
めの研修の企画・開催、行政・金融機関・他士業等との連携促進、業務開発等に取組んでいます。

2021年度上半期においては、８月、11月の２回の委員会をオンラインで開催し、９月14日
には「中小企業再生支援協議会制度説明会」として、埼玉県中小企業再生支援協議会の統括責任
者をお迎えし、公認会計士協会埼玉会と埼玉県中小企業再生支援協議会の連携事業も見据えた会
員スキルアップのための研修を開催しました。

ウィズ・アフターコロナの時代において、県内企業の経済環境は大きく変化し、新しい資本
主義に向けた経済対策への対応、業績の悪化・資金繰りに悩む中小企業の再生支援など、会計・
税務・監査以外の様々な中小企業支援の場において、公認会計士に求められる役割の重要性も増
してきます。

これに対応するため、委員会でも引き続き議論して参ります。委員会のメンバーはタレント揃
いで、とても刺激になります。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。



 委員長　岩波　一泰　

医療法人専門委員会は、平成30年に新たに創設された委員会です。
医療法人におきましては、新型コロナウイルスの感染が拡大という厳しい経営環境下におい

て、限られた医療資源を活用しながらの経営が求められており、経営に関する助言等に関する公
認会計士への期待が高まっております。

また、平成29年４月２日以降開始する事業年度からは一定規模以上の医療法人に公認会計士
監査が導入され、それに先立ち平成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。

医療法人専門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。

令和３年度の活動といたしましては、意見交換のための委員会の開催と令和４年１月頃に本部
非営利法人委員会医療法人委員会専門委員による研修会を主催させていただく予定です。

最後に、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ください。会員皆様の参
加をお待ち申し上げております。

中 小 企 業
支 援 対 応
専門委員会

医 療 法 人
専門委員会
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実施日 　 テ　　　ー　　　マ 講　　　　　　師 項　目

４月９日
（金） D IRの実務　その現状と問題点～海外IR、取会評価などにおける機関投

資家との対話～（本部　2020年８月18日開催）
岩田宜子（ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社代表取
締役） 組織環境

４月９日
（金） D IR・SRの新しい取組について～最新動向を現場から（本部　2020年８

月19日開催） 加藤正明（株式会社ウィルズ 常務取締役） 組織環境

４月16日
（金） D

「会計士のためのフィナンシャルリテラシーと企業価値向上」講座（１）
【副題】「ROEを超えて」─企業の持続的成長と中長期的な企業価値向
上　第１回　「ROEを超えて」─ESGは企業価値向上に資するのか（本
部　2020年８月20日開催）

河原茂晴（河原アソシエイツ代表、公認会計士） コンサルティ
ング

４月16日
（金） D

「会計士のためのフィナンシャルリテラシーと企業価値向上」講座（２）
【副題】「ROEを超えて」─企業の持続的成長と中長期的な企業価値向
上　第２回　「ROEを超えて」─財務的視点からの企業価値とは（本部　
2020年８月20日開催）

柴田豊（旭化成株式会社取締役副社長執行役員経営管理機
能部門統括）

コンサルティ
ング

５月14日
（金） D 「変化する時代に求められる会計士像を学ぶ１日目」③企業再生と組織

再編税制（東京会　2020年９月３日開催） 佐藤信祐（公認会計士） 税務

５月14日
（金） D 「変化する時代に求められる会計士像を学ぶ２日目」②COVID-19コロ

ナパンデミックと租税法（東京会　2020年９月４日開催） 酒井克彦（中央大学商学部教授） 税務

５月20日
（木） D 公認会計士のための人事労務コンプライアンス実務～主に株式公開、

M&Aで顕在化する労務リスク対策～（東京会　2020年９月29日開催） 佐藤広一（特定社会保険労務士） 組織環境

５月20日
（木） D グループ法人税制・組織再編税制の実務と租税回避行為（東京会　

2020年８月７日開催） 松嶋洋（税理士） 税務

６月18日
（金） D

「公認会計士のための“現場力向上”集中ゼミナール」企業がIPOを目
指すときに会計士が果たす役割～それぞれの立場で何をなすべきか～

（東京会　2020年11月７日開催）
岡田雅史（公認会計士） コンサルティ

ング

６月18日
（金） D

「公認会計士のための“現場力向上”集中ゼミナール」組織内会計士・
社外役員会計士の職業倫理がますます強化へ～職業倫理を価値向上に
つなげる～（東京会　2020年11月７日開催）

脇一郎（公認会計士） 倫理

６月24日
（木） D 「公認会計士のための“現場力向上”集中ゼミナール」破産会社におけ

る公正妥当な会計処理の基準（東京会　2020年11月７日開催） 石井亮（弁護士） 会計

６月24日
（木） D

「公認会計士のための“現場力向上”集中ゼミナール」コロナショック
から学ぶ経理部門におけるテレワークの現状と課題～財務経理スタッ
フの命と健康を守るために～（東京会　2020年11月７日開催）

中田清穂（公認会計士） コンサルティ
ング

７月13日
（火） D 財務諸表における不正と監査─三様監査の役割と検査から見たポイン

ト─１部・２部（東京会　2020年11月17日開催） 松井隆幸（公認会計士、監査審査会常勤委員） 監査（不正事
例）

７月13日
（火） D 財務諸表における不正と監査─三様監査の役割と検査から見たポイン

ト─３部（東京会　2020年11月17日開催）
経塚義也（公認会計士、監査審査会主任公認会計士監査検
査官）

監査（不正事
例）

７月21日
（水） D 「３月決算に向けた法人税法について」（東京会　2021年３月15日開催） 太田達也（公認会計士、税理士） 税務

７月21日
（水） D

「公認会計士のための“現場力向上”集中ゼミナール」コロナ禍におけ
る資金繰り支援と事業再生・廃業支援対応～具体的事案を踏まえて～

（東京会　2020年11月７日開催）

相澤啓太（公認会計士）／宮原一東（弁護士）／水原祥吾（弁
護士）

コンサルティ
ング

８月24日
（火） D 不正対応における指導的機能再考（東京会　2021年３月22日開催） 田中智徳（中部大学経営情報学部経営総合学科准教授） 監査（不正事

例）

８月24日
（火） D 学校法人監査研修会─公認会計士監査と知事所轄学校法人監事監査の

基礎知識・最新実務─（東京会　2021年３月26日開催）
梶間栄一（学校法人委員会委員、公認会計士）／平塚俊充（学
校法人委員会副委員長、公認会計士）

監査（監査の
品質）

８月25日
（水） D コロナ禍に立ち向かう公認会計士のための労務コンプライアンス最新

実務（東京会　2021年４月７日開催） 佐藤広一（特定社会保険労務士） 組織環境

８月25日
（水） D コロナ禍に立ち向かう公認会計士のためのドラッカー再入門（東京会　

2021年４月９日開催） 今岡善次郎（経営コンサルタント） 組織環境

８月30日
（月） D 税務専門委員会主催研修会

「国税不服審判所所長と国税審判官による研修会」 卯田晋幸（国税不服審判所所長）／水越雄介（国税審判官） 税務

９月６日
（月） L ウェルカムガイダンス

西川正純（埼玉会会長）／工藤道弘（総務担当副会長）／土屋
文実男（業務担当副会長）／佐久間仁志（厚生担当副会長）／
村田克也（研修担当副会長）

協会活動への
参加

９月11日
（土） L 研修委員会・特別委員会主催研修会

「独立開業支援研修会～総論～」
土屋文実男（公認会計士）／中澤仁之（公認会計士）／大塚
健一（公認会計士）／司会者：村田克也（公認会計士）

コンサルティ
ング

９月14日
（火） L 中小企業再生支援協議会制度説明研修会「中小企業支援施策及び公認会

計士に期待すること（仮題）」～埼玉県中小企業再生支援協議会より～

白鳥俊成（埼玉県中小企業再生支援協議会統括責任者）／西
平哲（公認会計士、埼玉県中小企業再生支援協議会統括責
任者補佐）

コンサルティ
ング

９月21日
（火） D 民法改正に関する税務（東京会　2020年７月21日開催） 深代勝美（公認会計士） 税務

９月22日
（水） D 判例から学ぶパワハラ対策のポイント～労働施策総合推進法が経営に

与える影響～（東京会　2020年12月８日開催） 阿部鋼（弁護士、中央大学法科大学院 客員講師） 組織環境

９月22日
（水） D 民事信託Ⅰ・Ⅱ（東京会　2020年12月14日開催）

松本次夫（公認会計士、税理士、日本公認会計士協会東京
会常任幹事）／鈴木康之（東京弁護士会所属弁護士、ニュー
ヨーク州弁護士）

税務

【2021年度埼玉会研修会実績と予定】
埼玉会ではコロナ禍に対応するため、リモート研修会を導入しております。
今後の研修予定は埼玉会ウェブサイトをご確認ください。
リモート研修会に初めて参加される会員向けに個別説明を対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
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実施日 　 テ　　　ー　　　マ 講　　　　　　師 項　目

９月25日
（土） L 研修委員会・特別委員会主催研修会

「独立開業支援研修会～監査～」
工藤道弘（公認会計士）／村田克也（公認会計士）／小川千
恵子（公認会計士）／司会者：福島清徳（公認会計士）

コンサルティ
ング

９月29日
（水） L 税務専門委員会主催研修会

「2021年度最新の税制改正の概要～法人税と消費税を中心に～」

丸橋祐一（関東信越国税局消費税課係長）／篠原美智子（関
東信越国税局消費税課連絡調整官）／関口英孝（関東信越国
税局審理課主査）

税務

10月９日
（土） L 研修委員会・特別委員会主催研修会

「独立開業支援研修会～税務～」
宮原敏夫（公認会計士）／森山謙一（公認会計士）／新江明（公
認会計士）／司会者：市川義治（公認会計士）

コンサルティ
ング

10月12日
（火） D 監査上の主要な検討事項（KAM）について（東京会　2020年10月19

日開催） 志村さやか（公認会計士、日本公認会計士協会常務理事） 監査（監査の
品質）

10月12日
（火） D 会社法・税法における役員報酬の考え方（東京会　2021年７月26日開

催） 山口亮子（弁護士）／大草康平（弁護士） 税務

10月13日
（水） D

東京会IT委員会研究報告書
「公認会計士業務のリモート化における業務現場での課題とITの利用に
ついて」（東京会　2021年６月14日開催）

三木孝則（東京会IT委員会委員）／大野洋平（東京会IT委
員会委員）／神久治郎（東京会IT委員会委員）／桃原隼一（東
京会IT委員会委員）

監査（監査の
品質）

10月13日
（水） D 公認会計士が理解すべき税務コンプライアンス（東京会　2021年５月

17日開催） 佐藤敏郎（公認会計士、税理士） 倫理

11月11日
（木） L 公益法人等専門委員会主催勉強会

「今知っておきたい公益法人等の会計・税務」 中田ちず子（公認会計士） 会計

11月13日
（土） L 研修委員会・特別委員会主催研修会

「独立開業支援研修会～コンサルティング～」
鎌田竜彦（公認会計士）／上楽裕三（公認会計士）／渡邊靖
雄（公認会計士）／司会者：森山謙一（公認会計士）

コンサルティ
ング

11月22日
（月） L

中小企業各種支援施策説明研修会「ウィズ・ポストコロナを見据えた中
小企業の財務基盤強化及び事業再構築等経済社会変化に対応した各種
支援施策」

森尾みゆき（財務省関東財務局理財部次長）／長谷川和子（埼
玉県産業労働部産業支援課主査）／竹内友真（埼玉県産業労
働部産業支援課主査）／小早川大輔（経済産業省関東経済産
業局産業部中小企業課計画係長）／鴨志田孝徳（日本政策金
融公庫国民生活事業本部北関東地区統轄室室長）

コンサルティ
ング

11月29日
（月） D 【夏季全国研修会】監査提言集の解説（本部　2020年８月19日開催） 林敬子（監査・規律審査会審査会長）／廣田壽俊（監査・規

律審査会副審査会長）
監査（不正事
例）

11月29日
（月） D 【夏季全国研修会】最近の職業倫理の動向について（本部　2020年８

月21日開催） 西田俊之（倫理担当、常務理事） 倫理

11月30日
（火） D 組織内会計士・社外役員会計士の職業倫理がますます強化へ～職業倫理

を価値向上につなげる～（本部　2020年９月８日開催）
脇一郎（日本公認会計士協会常務理事、株式会社JBAホー
ルディングス代表取締役グループCEO、公認会計士） 倫理

11月30日
（火） D 【秋季全国研修会】公認会計士の職業倫理について─最近の相談事例等

を踏まえて─（本部　2020年10月21日開催） 樋口誠之（倫理委員会副委員長） 倫理

12月11日
（土） L 年末研修会①「IPO研修会」

瀧野恭司（監査法人トーマツ監査・保証事業本部IPO戦略
統括室パートナー、日本ベンチャーキャピタル協会監事、
公認会計士）

コンサルティ
ング

12月11日
（土） L 年末研修会②「企業コンプライアンスとリスクマネジメント」 中村尚登（元TBS記者・アナウンサー） 組織環境

12月23日
（木） D 行為計算否認についての近時の動向（東京会　2021年８月25日開催） 山口亮子（弁護士） 税務

12月23日
（木） D 「コロナ禍に信頼される公認会計士像を学ぶ」事業承継事例に学ぶ！ト

ラブル予防策（東京会　2021年９月２日開催） 城所弘明（公認会計士） 税務

12月24日
（金） D 「コロナ禍に信頼される公認会計士像を学ぶ」事業承継を巡る財産評価・

保険税務（東京会　2021年９月２日開催） 酒井克彦（中央大学法科大学院教授） 税務

12月24日
（金） D 「コロナ禍に信頼される公認会計士像を学ぶ」デジタルトランスフォー

メーション（東京会　2021年９月３日開催） 中村元彦（公認会計士） 税務

１月12日
（水） L 公益法人等専門委員会主催研修会 中島義晴（非営利法人委員会公益法人専門委員会専門委員、

公認会計士）　
監査（監査の
品質）

１月19日
（水） L 新春研修会①「インボイス研修会」 中村元彦（公認会計士） 税務

１月19日
（水） L 新春研修会②財務局長講和 白川俊介（財務省関東財務局長） 組織環境

１月20日
（木） L 公会計専門委員会研修会 土屋文実男（公認会計士） 監査（監査の

品質）

１月22日
（土） L 税務専門委員会・中小企業支援対応専門委員会主催研修会 市川義治（公認会計士）／森山謙一（公認会計士）／青山裕

之（公認会計士）
コンサルティ
ング

１月25日
（火） L 医療法人専門委員会主催研修会 酒井康行（非営利法人委員会医療法人専門委員会専門委員） 監査（監査の

品質）

２月予定 L 社会福祉法人専門委員会主催研修会 未定 監査（監査の
品質）

２月予定 L 学校法人専門委員会主催研修会 未定 監査（監査の
品質）

３月予定 D 税務部会主催DVD研修会 未定 未定

３月予定 D 税務部会主催DVD研修会 未定 未定

※L：LIVE研修会　D：DVD研修会
※未定部分は、決まり次第埼玉会ウェブサイトに掲載いたします。
※上記以外に２月・３月DVD研修会計画中です。
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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？
2021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」

（うち2単位以上は不正事例に該当する研修とする。）
　６単位

2021年４月１日から2022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、2022年４月15日までに申告してください。

2021.4.1

2021年度　履修期間

2022.3.31

2021年度　申告期間

●ご注意ください！

2022.4.15
申告期限

※eラーニング、教材での受講については、2022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。2022年4月1日以降受講したものについては
2022年度の履修結果に反映されますのでご注意ください。

申告期限の翌日以降に履修結果を申告した
場合、2022年度の履修単位となります。
※2022年４月16日以降は、2021年度の
申告は受付できません!
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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？
2021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」

（うち2単位以上は不正事例に該当する研修とする。）
　６単位

2021年４月１日から2022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、2022年４月15日までに申告してください。

2021.4.1

2021年度　履修期間

2022.3.31

2021年度　申告期間

●ご注意ください！

2022.4.15
申告期限

※eラーニング、教材での受講については、2022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。2022年4月1日以降受講したものについては
2022年度の履修結果に反映されますのでご注意ください。

申告期限の翌日以降に履修結果を申告した
場合、2022年度の履修単位となります。
※2022年４月16日以降は、2021年度の
申告は受付できません!

７月２日（金）�埼玉友好士業協議会定例会及び第１回幹
事会出席

７月７日（水）�第３回総務委員会�
（研修室・リモート会議）

審議事項
１．2022年新年賀詞交歓会に関する件
２．第７回定期総会に関する件
３．第３回役員選挙に関する件
報告事項

１．第６回定期総会収支報告に関する件
２．埼玉新聞社暑中見舞い広告に関する件
３．その他

７月16日（金）関東財務局長新任挨拶ご来会

７月16日（金）�第２回正副会長常任幹事会�
（リモート会議）

議題
１．会長からの報告

（１）CPEの参集型研修における運用変更に関する件
（２）地域会公表物の共有（Biz Storage）に関する件
２．委員会報告

（１）総務委員会
　①第６回定期総会の報告に関する件
　②第３回役員選挙に関する件
　③幹事退任に関する件
　④2022年新年賀詞交歓会に関する件
　⑤第７回定期総会に関する件

（２）厚生委員会
　①スリーデーマーチに関する件

（３）研修委員会
　①2021年度LIVE研修会スケジュールに関する件
　②研修会実績と予定に関する件

（４）業務委員会
　①埼玉友好士業協議会（よろず相談会）に関する件
　②埼玉県中小企業再生支援協議会との打合せに関する件

（５）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

（６）調査研究委員会
　①専門委員会委員の承認に関する件
　②埼玉会専門委員会、本部及び東京会委員会に関する件
　③2021年度専門委員会スケジュールに関する件
　④研究大会に関する件

（７）広報委員会
　①ハロー！会計オンラインに関する件
　②SAITAMA CPA NEWSに関する件
　③ 広告「公認会計士の日」埼玉新聞７月６日掲載に関す

る件

７月16日（金）�本部による公認会計士ブランディングの
取組状況に関する説明会及び意見交換会

７月26日（月）�第２回研修委員会及び研修特別委員会
（リモート会議）

議題
１．独立開業支援研修会について

７月28日（水）第２回役員会（研修室・リモート会議）
審議事項

１．役員の退任に関する件
２．第３回役員選挙に関する件
３．選挙管理委員会委員の就任に関する件
協議事項

なし
報告事項

１．埼玉会各種活動状況に関する件
２．本部常置委員会の活動報告に関する件
３．埼玉会会員の推薦状況に関する件
４．本部理事会等の議事内容に関する件
５．地域会会長会議の議事内容に関する件
６．今後の日程について

７月31日（土）ハロー！会計オンライン（小学生向け）

８月１日（日）�会報誌「SAITAMA�CPA�NEWS」�
第12号発行

８月５日（木）�第１回社会福祉法人専門委員会�
（リモート会議）

８月12日（木）�第３回研修委員会及び研修特別委員会
（リモート会議）

議題
１．独立開業支援研修会について

８月23日（月）�第１回公益法人等専門委員会�
（リモート会議）

８月27日（金）�第１回中小企業支援対応専門委員会�
（リモート会議）

９月１日（水）関東財務局長挨拶訪問

９月１日（水）�第４回総務委員会�
（研修室・リモート会議）

審議事項
１．新年賀詞交歓会に関する件
２．2022年度定期総会に関する件
報告事項

なし

９月２日（木）�地域会活動評価会議第１次評価会議�
（リモート会議）

９月８日（水）�第１回組織内会計士ネットワーク会議
（リモート会議）

９月10日（金）�第３回正副会長常任幹事会�
（リモート会議）

議題
１．会長からの報告
２．委員会報告

（１）総務委員会
　①新年賀詞交歓会に関する件
　②2022年度定期総会に関する件

2021 年度
中間事業報告及び活動報告（７月～ 12月）
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（２）厚生委員会
　①組織内会計士ネットワークの会に関する件
　②忘年懇親会に関する件

（３）研修委員会
　①研修会実績と予定に関する件

（４）業務委員会
　① 埼玉県中小企業再生支援協議会との覚書についての協

議経過報告に関する件
（５）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

（６）調査研究委員会
　①埼玉会専門委員会活動に関する件
　②第56事業年度本部委員会活動に関する件

（７）広報委員会
　① 小学生向けハロー！会計オンライン（７月31日（土）

開催）に関する件
　② 駿河台大学オンライン制度説明会（11月５日（金）開

催）に関する件
　③ 高校生向けオンライン職業紹介（12月４日（土）開催）

に関する件
　④ 大学生向けオンライン制度説明会（12月４日（土）開

催）に関する件
　⑤ 埼玉大学教育学部附属小学校の訪問型ハロー！会計に

関する件

９月13日（月）関東信越国税不服審判所所長挨拶訪問

９月13日（月）関東信越国税局長挨拶訪問

９月22日（水）関東経済産業局挨拶訪問

９月22日（水）関東財務局との打合せ会

９月27日（月）第３回役員会（研修室・リモート会議）
審議事項

１．忘年懇親会の中止に関する件
協議事項

１．新年賀詞交歓会の開催に関する件
報告事項

１．埼玉会各種活動状況に関する件
２．本部常置委員会の活動報告に関する件
３．埼玉会会員の推薦状況に関する件
４．本部理事会等の議事内容に関する件
５．地域会会長会議の議事内容に関する件
６．今後の日程について

９月29日（水）第１回税務専門委員会（リモート会議）

10月11日（月）第１回選挙管理委員会（研修室）
１．第３回埼玉会役員選挙について
２．今後の委員会の日程について
３．その他

10月18日（月）�第５回総務委員会�
（研修室・リモート会議）

審議事項
１ ．忘年懇親会・新年賀詞交歓会の中止の会員向け案内に

関する件
２．新年賀詞交歓会の来賓向けのご案内に関する件
３．年賀状の発送中止に関する件
報告事項

１．埼玉会Wi-Fiルーター買い替えに関する件
２ ．関東財務局における地域連携・地方創生支援に関する

アンケートへの協力依頼に関する件

10月20日（水）�財政構造等に関する本部との意見交換
会（リモート会議）

10月27日（水）�第４回正副会長常任幹事会�
（研修室・リモート会議）

議題
１．会長からの報告

（１）2021年地域会活動評価に関する件
（２）2022年度事業計画案に関する件
（３）第７回（2022年）定期総会の開催方法に関する件
（４）M＆Aカンファレンス2021に関する件
２．委員会報告

（１）総務委員会
　① 忘年懇親会・新年賀詞交歓会の中止の会員向け案内に

関する件
　②新年賀詞交歓会の来賓向けのご案内に関する件
　③年賀状の発送中止に関する件
　④埼玉会Wi-Fiルーター買い替えに関する件

（２）経理委員会
　①2022年度予算書案に関する件

（３）研修委員会
　①研修会実績と予定に関する件

（４）業務委員会
　① 関東財務局における地域連携・地方創生支援に関する

アンケートへの協力依頼に関する件
　② 埼玉県中小企業再生支援協議会との連携（構築中）に

関する件
（５）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

（６）調査研究委員会
　①埼玉会専門委員会活動に関する件
　②第56事業年度本部委員会活動に関する件

（７）広報委員会
　① 駿河台大学オンライン制度説明会（11月５日開催）

に関する件
　② 埼玉会主催オンライン制度説明会・職業紹介（12月

４日開催）に関する件

10月29日（金）関東四地域会会長打合せ会

11月１日（月）�第２回社会福祉法人専門委員会�
～埼玉県等との勉強会～�
（研修室・リモート会議）

11月５日（金）�駿河台大学オンライン公認会計士制度説
明会

11月８日（月）�第６回総務委員会�
（研修室・リモート会議）

審議事項
１．新年賀詞交歓会の来賓向けのご案内に関する件
２．年賀状の発送中止に関する件
３ ．埼玉会の現金盗難等及び設備・什器の被害に係る損害

保険の更新に関する件
協議事項

１．第７回（2022年）定期総会に関する件
報告事項

１．埼玉会Wi-Fiルーター買い替えに関する件
その他

１ ．2022年度事業計画案及び予算書案のスケジュール
（予定）
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11月10日（水）�第１回公会計専門委員会�
（リモート会議）

11月11日（木）�第２回公益法人等専門委員会�
（リモート会議）

11月15日（月）�第１回医療法人専門委員会�
（リモート会議）

11月17日（水）�第５回正副会長常任幹事会�
（研修室・リモート会議）

会長報告
１．SDGsに関するTV番組企画の周知に関する件
２ ．税理士登録に関する日税連との意見交換の報告に関す

る件
３．2023年研究大会開催会に関する件　北海道会
４．2022年度地域会交付金に関する件
５ ．公会計協議会・社会保障部会の非営利組織会計・監査

部会への組織変更に関する件
６．継続的専門研修制度に関する会則等の変更に関する件
審議事項

１．秋の叙勲受賞に関する件
協議事項

１．来期における専門委員会への交通費の支給に関する件
２．相談役会の開催に関する件
３．事務局移転積立金の積立目的の変更に関する件
報告事項

１．総務委員会
（１）定期総会に関する件
２．経理委員会

（１）2022年度予算策定表に関する件
３．研修委員会

（１）研修会実績と予定に関する件
４．業務委員会

（１ ）埼玉県中小企業再生支援協議会との連携に関する件
５．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
６．調査研究委員会

（１）埼玉会専門委員会活動に関する件
（２）第56事業年度本部委員会活動に関する件
７．広報委員会

（１）駿河台大学オンライン制度説明会に関する件
（２）SAITAMA CPA NEWS第13号に関する件
８．その他

11月18日（木）�第２回中小企業支援対応専門委員会
（リモート会議）

11月19日（金）第２回選挙管理委員会（研修室）
議題

１．第３回役員選挙の立候補の結果について

11月25日（木）中間監事監査

11月25日（木）第４回役員会（研修室・リモート会議）
議題

１．会長からの報告
（１）相談役会の開催に関する件
審議事項

１．来期における専門委員会への交通費の支給に関する件
協議事項

なし

報告事項
１．埼玉会各種活動状況に関する件
２．本部常置委員会の活動報告に関する件
３．埼玉会会員の推薦状況に関する件
４．本部理事会等の議事内容に関する件
５．地域会会長会議の議事内容に関する件
６．今後の日程について

12月１日（水）�第７回総務委員会�
（研修室・リモート会議）

審議事項
なし
協議事項

１．2022年度事業計画案および予算書案に関する件
２．第７回定期総会に関する件
報告事項

１．旅費細則の一部変更に関する件
その他

12月２日（木）�第２回SAITAMA�CPA�NEWS特別委
員会編集会議（リモート会議）

12月４日（土）�高校生向けオンライン公認会計士職業紹
介および大学生向けオンライン公認会計
士制度説明会

12月６日（月）�第６回正副会長常任幹事会�
（研修室・リモート会議）

審議事項
なし
協議事項

１．特別委員会任期に関する件
２ ．2022年12月年末研修会および忘年懇親会の日程に関

する件
３．2023年６月第８回定期総会の日程に関する件
報告事項

１．総務委員会
（１）第７回定期総会に関する件
（２）2023年新年賀詞交歓会の日程に関する件
２．経理委員会

（１）次年度予算書案に関する件
３．厚生委員会

（１）本塚会員の叙勲受章お祝いに関する件
４．研修委員会

（１）研修会実績及び予定に関する件
５．業務委員会

（１）埼玉県中小企業再生支援協議会との連携に関する件
６．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
７．調査研究委員会

（１）埼玉会専門委員会活動に関する件
８．広報委員会

（１）駿河台大学オンライン制度説明会に関する件
（２ ）埼玉会主催オンライン職業紹介および制度説明会に

関する件
（３）SAITAMA CPA NEWS第13号に関する件

12月８日（水）関東財務局との連絡会（リモート会議）

12月17日（金）本塚会員の叙勲受章のお祝い訪問

 以　上
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関東財務局長挨拶訪問
昨年９月１日に、西川会長、工藤副会長、土屋副会長、清水事務局長、及び、

私の５名で、白川俊介関東財務局長を挨拶訪問しました。
関東財務局は、白川局長をはじめ、北川真理財部長、森尾みゆき理財部次長、

山田訓任（のりたか）理財部理財第一課長、髙橋悦治理財部理財第二課長にご
対応をいただきました。

リモートで実施している金融検査や会計監査、その他コロナ禍での多方面に
わたる様々な影響について意見交換しました。

また、アフターコロナの支援策について意見交換するとともに、中小企業等の支援者の連携についてネットワーク作
りを検討されているとのことで、協力要請をいただくなど、大変有意義な挨拶訪問となりました。

なお、令和４年１月19日（水）の新春研修会の際に、白川関東財務局長に講話をいただく予定ですので、会員の皆様
におかれましては、是非研修を受講ください。

宜しくお願い申し上げます。 （中澤　仁之）

関東信越国税局長訪問
令和３年９月13日14時に、東京会とともに成田耕二関東信越国税局長を訪問

しました。埼玉会からの訪問者は、西川正純会長、森山謙一常任幹事、そして
佐久間仁志副会長、東京会からは峯岸芳幸会長、亀岡保夫副会長、松本次夫常
任幹事でした。関東信越国税局側の陪席者は、山縣哲也総務部長、黒沢昌夫税
理士監理官でした。

峯岸東京会会長の挨拶と東京会の紹介、西川会長の挨拶と埼玉会の紹介があ
り、東京会松本常任幹事から公認会計士協会税務業務協議会の説明がありました。森山常任幹事と佐久間から研修会講
師のお願いをしたところ快く対応していただける旨のご回答をいただきました。20分程度の短い時間でしたが、今回も、
埼玉会、東京会と国税局との情報交換と親睦が図られ、成果のある訪問となりました。 （佐久間仁志）

関東信越国税不服審判所所長挨拶訪問
2021年９月13日に、鵜田晋幸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。昨年度に引き続き、埼玉会単独ではなく東京会との合同での挨
拶訪問となりました。東京会からは峰岸会長をはじめ３名の方々、埼玉会から
は、西川会長、佐久間副会長、常任幹事の森山での訪問となりました。新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響で参加人数や頂戴できる時間に限りはございま
したが、ご訪問させていただくことができました。当日は日本公認会計士協会
としての租税施策の内容や関係する組織の状況、税務業務部会等の活動などについてご説明をさせていただきました。

また、毎年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きましたところご快諾いただきました。

限られた時間ではございましたが貴重な意見交換や継続的な研修会開催へのご協力をお願いでき有意義な訪問となり
ました。

 （森山　謙一）

関東経済産業局訪問
９月22日（水）に西川会長、土屋副会長、清水事務局長と私の４名で、関東

経済産業局を訪問しました。関東経済産業局では勝本産業部長と市川中小企業
金融課総括係長に対応していただき､ 西川会長から埼玉会の活動状況を説明し
ました。また、コロナ禍で飲食業や観光業だけでなく、その他の業種において
も大きな影響を受けている中小企業への支援の必要性の話題で意見交換を行い
ました。また、関東経済産業局では現在カーボンニュートラルへの対応が大き
なテーマとなっており、この点でも公認会計士との連携をしていきたいとの話もいただき、大変有意義な訪問となりま
した。 （鎌田　竜彦）

挨拶訪問

埼玉会行事
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独立開業支援研修独立開業支援研修
（全４回）（全４回）

埼玉会では初となる独立開業支援研修を９月11日に
開催いたしました。総論、監査、税務、コンサルティ
ングの全４回のシリーズの最初となります。独立と

いっても活躍されている分野が様々で多岐に渡ることから、まずは総
論、２回目からは分野別に企画しました。司会者を中心に３名のパネ
リストに登壇いただき、基本の題材はありましたがフリートークが中
心となり、書籍には載っていない踏み込んだお話をされるパネリスト
もいらっしゃいました。独立を考えている会員の皆様にはとても参考
になったかと思います。残念ながら緊急事態宣言下での開催でしたの
でリモート開催となりましたが、LIVE研修後の懇親会も含めた開催
ができる日を楽しみにしております。 （村田　克也）

2021年９月25日　独立開業支援研修会「監査」を実
施しました。この研修は、独立開業を予定している、又
は開業間もない会員向けに、独立開業後の将来像のイ

メージの獲得や、業務に対する不安の払拭などを目的として「総論」「監
査」「税務」「コンサルティング」の４回に分けて実施したものです。今
回の「監査」研修においては、独立開業後の監査業務について、工藤道
弘先生、小川千恵子先生、村田克也先生にご登壇いただき、業務の獲得
の仕方、苦労されたことや良かったこと、繁忙期や税務などの他の業務
とのバランスの取り方など、長年業務を行ってきた先生方の経験談をふ
んだんにお話いただきました。研修会の後半に行った質疑応答もたくさ
んのご質問をいただき、大変充実した研修となりました。 （福島　清徳）

10月９日（土）に、埼玉会研修室とオンラインにて開催いたしました。パネルディスカッション形式で、宮原先
生、新江先生、森山先生にパネラーとして登壇いただ
きました。

会計事務所のやりがい、集客の仕方、独立前に会計事務所で税務
の修業をすべきか、今後の事務所展開、業（現場実務）をやりたい
か経営者になりたいか、などをテーマに行いました。

独立検討中の方、独立間もない方、他の事務所経営を勉強したい
方、にとって有益となるようテーマを選びました。

会計事務所経営には、周りとの連携・つながりが大事とパネラー
の方がそろって発言され、今後は時期をみてLIVEで連携・つながり
も作れる研修会を開催できればと考えています。 （市川　義治）

今年度より初めての開催となりました独立開業支援研修会全４回のうちの最終回となりました「コンサルティン
グ」に関する研修会を11月13日に開催させていただきました。コンサルティング分野の実務でご活躍されている
鎌田竜彦先生、上楽裕三先生、渡邊靖雄先生にパネリ

ストとしてご登壇をいただきまして、ディスカッション及び質疑応
答形式で、独立開業に至るまでのご経歴や業務を行う上での心構え、
業務拡大の方法、などの貴重なお話をお伺いさせていただきました。
さすが各方面でご活躍されていらっしゃる先生方でしたので、こち
らから事前のご依頼はさせていただいておりませんでしたが、あら
かじめ資料やデータもご用意いただきましてご披露いただきました。
また、参加者からのご質問にも研修時間を延長してご対応をいただ
きまして、おかげさまで貴重なお話をお伺いすることができました。
 （森山　謙一）

１
総論

２
監査

３
税務

４
コンサルティング



講師の皆様（関東信越国税局）
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8/30 関東信越国税不服審判所による研修会

８月30日に関東信越国税不服審判所の鵜田晋幸所長及び水越雄介国
税審判官を講師にお迎えし、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。国税不服申立制度や国税不服審判所の概要についてを
鵜田所長に、最近の裁決事例についての解説を水越審判官にご担当いた
だきました。審判所の概要につきましてはご説明の他にドラマ仕立てで
なじみやすく制作されているDVDも視聴させていただきました。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についてで、弁護
士でもある水越審判官に分かりやすく解説していただきました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、リモート
での開催となりましたが、普段とは異なる環境でも的確なご対応をいただきましたおかげで、大変貴重な機会となり
ました。 （税務専門委員会委員長　森山　謙一）

9/6 ウェルカムガイダンス研修会

昨年に引き続き、新入会員向けの研修として「ウェルカムガイダンス」を９月６日に開催いたしました。前半は会
長の挨拶に始まり、各担当の副会長から埼玉会の組織や活動を説明いただきました。後半は自己紹介をしていただき
ました。ざっくばらんに御質問もいただき、埼玉会の活動内容も御理解いただいたと思います。開催目的は活動内容
を御理解いただく以外にも、埼玉会を通して仕事面を含めた交流の場を設けていただくことですので、昨年に引き続
き懇親会ができなかったことは残念です。コロナウイルスの終息状況をみて、改めて懇親会ができる日を願うばかり
です。 （村田　克也）

9/14 中小企業支援対応専門委員会主催研修会

2021年９月14日に、埼玉県中小企業再生支援協議会の白鳥俊成統括
責任者と西平哲統括責任者補佐・公認会計士をお招きして、「中小企業
再生支援協議会制度説明会」の研修をリモートで開催しました。

当該研修は、近年の新型コロナの影響等により顕在化・増加する埼玉
県内の中小企業の再生支援案件のうち、中小企業再生支援協議会の支援
スキームに則って実施する再生計画の策定支援において、県内の公認会
計士の積極的な関与の促進とスキルアップを目的として開催しました。

現在、中小企業支援対応専門委員会を中心に、埼玉県中小企業再生支援協議会との連携事業の構築・運用に向けて
調整していますので、今後にご期待いただけますと幸いです。 （青山　裕之）

9/29 関東信越国税局による研修会

９月29日に関東信越国税局の御担当者様３名を講師にお迎えし研修会を開催させていただきました。これまで企画
はしておりましたが、諸事情や新型コロナウイルス感染症拡大などの影響により開催が叶わずにおりました国税局研
修を、ご協力をいただくことでようやく開催することができました。テーマは「令和３年度最新の税制改正の概要～
法人税と消費税を中心に～」ということで、令和３年度税制改正の概要
等について法人税と消費税に関するご解説をいただきました。特に消費
税につきましては、税制改正の概要に加えて「適格請求書等保存方式－
インボイス制度－」についても、国税庁から公表されている最新のパン
フレットに基づいてご解説をいただきました。新型コロナウイルス感染
症拡大の影響で、リモートでの開催となりましたが、注目度の高いテー
マについてご解説をいただける貴重な機会となりました。

 （税務専門委員会委員長　森山　謙一）

リモート研修
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新型コロナウイルスの感染拡大が収ま
らない中、例年開催されている大学での
制度説明会や小学生向けのハロー！会計
が中止されております。対面における開
催が難しい中、2021年７月31日土曜日、
埼玉会として初の試みであるオンライン
を利用したハロー！会計を実施しました。

小学４年生、５年生を対象とし、新しいコンテンツである「焼きそば屋台大作戦！（初級
編）」を利用して、埼玉会の小川千恵子先生、大塚健一先生が補助講師、髙畑が講師として実
施しました。開催の１か月前には機器が正常に作動するか確認のためリハーサルを実施し、当
日にも再度リハーサルを実施して、参加される生徒の皆さんが安心してオンライン講義を受け
られるよう準備を整えました。

一方的に講義を聞くだけでなく双方向のコミュニケーションが取れるよう、計算結果や質問
に対してチャット機能を使って回答の入力をしてもらい、数名の生徒さんを指名して音声機能
を使って発表をしてもらいました。対面での講義と違い、生徒さんの表情が見えにくいため講
義内容が理解できているか雰囲気がつかみにくいのではないかとの不安がありましたが、楽し
んでいる生徒の皆さんを見てその不安は払拭され、アンケート結果からも大きな問題がないこ
とが分かりました。

少しでも会計に触れてもらう機会を減らさないためにも、今後、対面だけではなくオンライ
ン形式でのハロー！会計の開催を更に検討していきたいと考えております。 （髙畑　明久）

2021年11月５日（金）に、駿河台大学経済経営学部市川紀子教授が担当されている簿記原
理Ⅱの講義時間をお借りし、昨年度に引き続きオンラインにて公認会計士制度説明会を実施し
ました。

まず髙畑会員より公認会計士協会発行のパンフレット（FOR OUR FUTURE）を使用して、
公認会計士の仕事についての説明をいただきました。法定監査やIPO、税務や企業内会計士な
ど、公認会計士としてどのようなキャリアを描けるのかということを具体的に紹介いただきま
した。そして私馬場より公認会計士試験制度について説明いたしました。

次に合格体験談として、駿河台大学の卒業生である舩津丸会員、木村会員にお話をしていた
だきました。どのような学生生活・受験生活を送ってこられたのか、現在どのような仕事をさ
れているのかなど、ご自身の経験や様々な実例を交えて具体的なお話をしていただきました。
お二人ともユーモアあふれるエピソードが満載で、学生にとって大変有意義な合格体験談だっ
たのではないかと思います。

最後の質疑応答の時間では学生より、就職する際に企業のどのようなところに着目したら良
いのか、学園祭にはどのような思い出があるのかなどといった質問が出されました。これらに
ついても舩津丸会員、木村会員にお答えいただきました。

２年続けてのオンライン開催となりましたが、機器トラブル等もなく円滑に進めることがで
きました。市川教授をはじめ、開催に尽力いただきました皆様に御礼申し上げます。

 （馬場　康徳）
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９月８日、オンライン形式にて、記念すべき第一
回目の組織内会計士ネットワークの集まりを実施
いたしました。組織内会計士の方は、きっと特定
の会社などに所属しており、「夜８時からがいいよ
ね！」と勝手に想像してしまったのですが、先に結
論を申し上げると、来年度は、土曜日などに、組
織内会計士の方々がご興味を持ちそうな研修とと
もに実施いたしたいと思う次第です。それでも複数の方々からご出席のご連絡があり、当日ご
参加いただけました。この場をお借りして、改めて深く御礼申し上げます。佐久間厚生担当副
会長とお話をお伺いしておりますと、やはり組織内会計士の方々は、ありとあらゆるご質問を
受けることがあり、その場合、どうされたらいいのか悩まれることが多いとのことでした。そ
して、そのためには、まさしく、「ネットワーク」が必要だと。次回は、是非とも「ネットワー
ク」になりますように、多くの方のご出席を心よりお待ちいたしております！ （大野　夏美）

高校生・大学生の方々に公認会計士をより身近に、より深く知っていただくことを目的とし
て、埼玉会主催のオンラインイベントを12月４日（土）に開催しました。当イベントは埼玉
会初めての試みであり、オンライン会議ツール（Microsoft Teams）を使用してリモート形式
にて実施しました。

午前の部� 高校生向け公認会計士職業紹介
まずは髙畑から公認会計士の社会的役割を伝え、経済社会の健全な発展に寄与する魅力ある

職業であることを紹介しました。その後、公認会計士が行っている監査・税務・コンサルティ
ングなど、企業を支える業務内容を紹介しました。

続いて、馬場康徳先生、小川千恵子先生に公認会計士を志した動機について実体験を織り交
ぜながらお話しいただきました。

当日ご参加いただいた高校生の皆様に、公認会計士の業務はどのようなものであるか、公認
会計士の資格取得でどのような可能性が開けていくのか、資格取得はどのくらい難しいのか、
といった皆様の人生設計の参考となる情報をお伝えすることができました。

午後の部� 大学生向け公認会計士制度説明会
まずは髙畑から公認会計士制度及び公認会計士の業務内容について話し、その後に公認会計

士の試験制度や具体的な受験科目についてご説明しました。
続いて、柴田英樹先生、小川千恵子先生に公認会計士を志した動機や受験生活等について実

体験を織り交ぜながらお話しいただきました。
すでに公認会計士を目指して勉強を始めている方はもちろん、公認会計士の職業像や将来の

活躍シーンのイメージがつかない大学生の皆様にも公認会計士に興味や関心を持っていただく
ことができたように思います。 （髙畑　明久）



受章のおしらせ 本塚雄一郎会員、旭日双光章、誠におめでとうございます
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令和３年11月３日の文化の日に、埼玉会会員である本塚雄一郎会員が長年の産業振興功労が認められ、旭日双光章
を受章されました。誠におめでとうございます。

12月17日（金）に西川会長、村田副会長、中澤副会長が、本塚会員の事務所に伺い、受章のお祝いを申し上げました。

本塚雄一郎会員の産業振興功労

 職務に関する経歴
　1985年（昭和60年）８月公認会計士登録
　至誠監査法人（のちに至誠清新監査法人）代表社員
　　1998年（平成10年）４月～2016年（平成28年）12月
 各種団体に関する経歴
　熊谷商工会議所　副会頭
　　2010年（平成22年）11月～2019年（令和元年）10月
　関東信越税理士会 常務理事
　　2011年（平成23年）４月～2017年（平成29年）３月
　公益社団法人熊谷法人会常務理事　
　　2013年（平成25年）５月～現在
　一般社団法人埼玉県法人会連合会監事
　　2017年（平成29年）５月～現在
　関東信越税理士会国民健康保険組合執行副理事長
　　2021年（令和３年）７月～現在
 公職に関する経歴
　熊谷市教育委員会委員長
　　2013年（平成25年）３月～2014年（平成26年）３月
　熊谷市教育長職務代理者
　　2017年（平成29年）～2018年（平成30年）３月

第43回研究大会 研究発表の募集について
メインテーマ：公認会計士に期待される役割と業務～変化し続ける社会に向けて～
開　 催 　日：2022年９月15日（木）
会　　　　場：パシフィコ横浜ノース（〒220-0012  横浜市西区みなとみらい１－１－１）

【研究発表募集要領（一部抜粋）】
応 募 資 格 会員・準会員及び一般有志

募 集 テ ー マ
原則として、メインテーマ「公認会計士に期待される役割と業務～変化し続ける社会に向け
て～」に関連するテーマ

募 集 内 容

（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集
　①研究論文による発表
　②パネルディスカッション形式による発表

（２） テーマの募集 ～フリーディスカッション形式による発表
応募及び推薦締切日 2022年２月28日（月）（必着）

問 合 せ 先
日本公認会計士協会 総務本部研修グループ

（企画運営）継続的専門研修制度協議会・神奈川県会研究大会実行委員会
▶詳細はJICPAニュースレター11月号､ 会計・監査ジャーナル11月号（協会本部HPにweb版もあります）をご覧ください。

協会本部より



事務所所在地はどちらですか？

埼玉県所沢市です。

現在の主な業務内容を教えてください

現在は税務顧問、会計アドバイザリー、監査補助者、上場企業の社外監査役などを行っ
ています。

また、これらとは別に、会社を設立して2020年２月にたこ焼き屋をオープンしました。
西所沢駅前の屋台スペースに「たこ福」という名称で営業しています。店長やバイトを雇っ
て調理場や接客を任せ、私はオーナー経営者兼バックオフィスの担当をしています。具体
的には給与の支払いや経理業務、POPの作成、仕入れなどの全てのバックオフィス業務を
会計士業務の傍らで行っています。新メニューの開発も店長と話し合って行っています。

これまでの職歴を教えてください

大学在学中から公認会計士試験の勉強をしており、卒業後に大手監査法人に就職しました。監査法人には19年間勤務して
上場企業等の監査に従事しました。様々な仕事を経験する中で中小企業の支援をしたいと思うようになり、2019年10月末
に退職して独立開業しました。また、すぐにたこ焼き屋の開業準備に取り掛かりました。

どういう経緯でたこ焼き屋を始めたのですか

店長とは子ども同士が同じ保育園に通っていた中で知り合ったいわゆるパパ友でした。彼は人気のたこ焼き屋で働いてい
た経験があり、資金を出してくれたら会社を辞めて店長をやります、一緒にやりましょうよ！という話を冗談半分で受けて
いたのです。私が監査法人の退職を決意して、それならばたこ焼き屋を起業してみようかと、冗談半分を実現してしまいま
した。大きな企業の監査ばかりしてきましたので、実際に中小企業の経営をしてみたいという思いがあったのです。独立当
初は時間があるだろうから、このタイミングでの起業は好都合と考えました。

飲食業ということでコロナの影響があるのではないですか

2020年２月にたこ焼き屋をオープンして２年弱が経過しましたが、そのほとんどの期間がコロナ禍になってしまいまし
た。開業時に利益計画を作ったのですが、全く先が見通せない状況となり、悲しいことに計画した意味がほとんどなくなっ
てしまいました。オープンして１ヶ月後には店を一時休業するかどうかの意思決定に迫られました。本当に悩みましたが、
オープン直後に休業してしまうと知名度を増すことができません。赤字になるかもしれませんが休業しないことにし、テイ
クアウト等で少しでも売っていこうと決断しました。

最悪の事態も想定していましたが、思いのほかたこ焼きは売れました。緊急事態宣言下でもテイクアウトの需要があった
のです。たこ焼きは外で食べるのにも自宅で食べるのにも適します。ランチにも夕ご飯のおかずにもなりますし、子どもの
おやつにも酒のつまみにもなる食べ物です。出前宅配でも予想以上に売れました。今のところはなんとかやっていけている
状況で、たこ焼きの底力を感じています。これが大阪の「粉もん文化」かと、経営してみてあらためて実感しました。

実際に会社経営をしてみると先が見通せない中で様々な判断をしなければならず難しいと感じることも多いですね。これ
まで監査先には再三「最善の見積もりを」などと言ってきましたが、分からないものは分からないなと（笑）。今では身に
染みて感じます。

また、私が経営者だから経営者の気持ちが同じ目線で分かるだろうということで獲得できた顧問先があります。これから
も経営者に寄り添ったサポートをしていきたいと思います。

公認会計士を目指したキッカケは何ですか？

両親が会社経営をしており、月１回顧問の税理士さんが巡回に来ていました。会社の会計数値や経営についてアドバイス
をしていて、こういう仕事もあるのかと子どもながらに興味を持ちました。話をしてみたら、これからは公認会計士だよと
勧められました。親の会社を継ぐつもりはなかったのですが、経営面から中小企業をサポートする仕事は面白そうだと思い
ました。

また、ちょうどその頃の私は高校のアメフト部に全精力をつぎ込んでいました。アメフト観戦が好きだったという軽い気
持ちで入部したのですが、私の高校は当時関東で常に一二を争うアメフト強豪校だったのです。厳しい練習で体の至るとこ
ろを怪我しました。附属高校ということもあり高校のアメフト部員はそのまま大学のアメフト部に入る人がほとんどでした
が、私はアメフトは高校までにして、大学では公認会計士の受験勉強に専念しようと決めました。結果的にそれが良い切り
替えになりスムーズに受験生活に突入できました。

鈴 木 雅 也　会員
会員コラム
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会員コラム

受験時代の思い出はありますか？

毎朝早起きして朝の答案練習会に参加したことが思い出されます。同じ大学に受
験仲間が多かったので切磋琢磨して勉強できました。

得意科目は何でしたか？

簿記です。パズルの問題を解くようにハマっていました。

苦手科目は何でしたか？

財務諸表論です。何を書けばよいのかよく分かりませんでした。

ご出身は？

東京都小金井市です。社会人１年目まで住んでいました。中央線沿いで緑が多
く広々とした公園もあるので、実家への里帰りを兼ねて家族でお花見に行ったり、
小・中学校時代の友人と集まってお酒を楽しんだりしています。

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？

結婚してから妻の実家がある所沢市に引っ越しました。地元では緑豊かな航空公園でのんびりしたりうどん屋巡りをした
り、春は芝桜を見に秩父の羊山公園、秋は曼殊沙華を見に高麗の巾着田を訪れるなど毎年決まってドライブするお気に入り
の場所も多いですね。

趣味はありますか？

旅行です。妻が旅行会社に勤務していたので、妻に旅行プランを立ててもらい、コロナ前は毎月のように旅行をしていま
した。全国の温泉やB級グルメを巡ることが多いのですが、毎年訪れている北海道ではサラブレット牧場を訪ねて日高地方
へドライブしたり、帯広でジンギスカンを食べたり、また、鹿児島の指宿で砂風呂に入ったりしたことも思い出に残ってい
ます。早くコロナが落ち着いて以前のように旅行ができることを願っています。

休日はどのように過ごしていますか？

家族でドライブをしたり、子供の習い事に付き添いをすることが多いです。子供が通っている習字教室には私も生徒とし
て通っています。私の字が汚いので、妻から「あなたも一緒に習ったら？」と言われたのがきっかけです。習い始めて３年
が経ちましたが、小学生ばかりの生徒の中で大人一人、硬筆の練習を頑張っています。

埼玉会の会務への関わりはありますか？

専門委員会は社会福祉法人専門委員会、中小企業支援対応専門委員会に入っています。また、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？

今はコロナ禍でなかなか皆様に直接お会いできないことを寂しく思っています。今後色々なつながりを持ちたく、お会い
できるのを楽しみにしています。

最後に今後の目標についてお聞かせください

中小企業をサポートする仕事をしたいと思い、独立しました。お客様のために貢献をしていきたい、そして働く喜びを感
じながら仕事をしていきたいと考えています。これからもこの思いを忘れずに邁進していきたいです。

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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謹んでご冥福をお祈りいたします  
　清水　秀雄　様　2021年 7 月14日ご逝去　76歳（会員）

会員数（2021年11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 808 0 0 808 5 34 0 117 － 156 964

全　　国 33,209 2 268 33,479 86 523 0 5,965 169 6,743 40,222

（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

新型コロナ感染の長期化により、リモートによる会議や研修会などが主流となって、はや２年が経とう
としております。感染者数は、11月中旬現在で以前に比べると激減しているのですが、第６波の到来予
想という専門家の警告もあり、まだ油断は禁物ということで日々を過ごさねばと思っております。
明けた2022年は、何とかコロナ感染も終息をして、社会がもとの状態に戻ってもらいたいものです。
来会出席による委員会や役員会、研修会が戻って、会員、役員の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（事務局長）

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。）


