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公益社団法人 東淀川納税協会    理　事　会　開　催

C O N T E N T S
◦創立50周年を迎えて   2
◦創立50周年を祝して   3
◦平成29年度事業計画のあらまし   4
◦平成29年度収支予算書   5

◦平成29年度自主納貯連定時総会   6
◦自主納貯連新役員   6
◦会の動き・部会だより   7
◦納税協会の経営者大型総合保障制度   8

　公益社団法人東淀川納税協会の平成29年度第１回理事会を、去る５月18日（木）、東淀川納税協会
３階講堂において、東淀川税務署長を始め、同署の幹部の皆様のご臨席を得て開催しました。
　会議は、 方会長のあいさつに始まり、その後、会長が定款に基づき議長を務め、平成28年度事業報
告及び決算並びに役員改選等について審議を行った結果、すべての議案は承認可決され、来る６月14
日（水）ホテルプラザオーサカにおいて開催予定の第７回定時総会（代議員会）に付議することが決定し
ました。
　なお、これに先立ち、去る３月21日（火）に開催しました第７期（平成29年度）の予算に関する理事会
において承認可決されました、平成29年度の事業計画のあらまし及び収支予算書を4、5頁に掲載して
います。
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創立　　周年50平成29年6月1日

第２５８号

源泉所得税及び復興特別所得税
（納期の特例　１月から６月支払分）

所得税及び復興特別所得税の予定納税
（第1期分）

納期限 平成29年7月10日（月）　 納期限 平成29年7月31日（月）
★ お問い合わせ先 ★
　東淀川税務署　℡ 06-6303-1141（自動音声によりご案内しております。「2」を選択してください）



　公益社団法人東淀川納税協会並びに東淀川自主納税貯蓄組合連合会は、本年で創立50周年を迎えるこ

とができました。

　これもひとえに、諸先輩方のご努力と、会員並びに組合員の皆様方の絶大なご支援、ご協力の賜物で

あり、衷心より感謝申し上げます。

　東淀川納税協会は、今から50年前の昭和42年（1967年）７月、税務署の管轄地域の変更により、東淀川

税務署が淀川税務署（現在の大淀税務署）から分割設置されたことに伴い、当納税協会も淀川納税協会か

ら新設分離し、同年９月に設立発足、12月５日に社団法人の設立総会を行い、名実ともに東淀川納税協

会として事業活動を開始しました。

　一方、納税貯蓄組合連合会は、同じく東淀川税務署の設置に伴って、淀川納税貯蓄組合連合会から新

設分離したものでありますが、設立に当たっては、納税貯蓄組合連合会と青色申告部会の事業活動が法

制化の差こそあれ、役員、会員及び組合員がほぼ同一の方々で組織されており、かつ、自主申告、自主

納税の達成を究極の目的とすることにおいて軌を一つにし、また、指導活動も不離一体の関係にあった

ことから、一本化を図り、納税貯蓄組合連合会に自主の名を冠して東淀川自主納税貯蓄組合連合会とし

て大同団結し、同年７月21日に設立宣言がなされ、事業活動を開始しました。

　その後、納税協会は平成23年４月に、抜本的に改革された公益法人制度に対応し、新制度により明確

に定義された「公益性」を有する「公益社団法人」へと組織変更してまいりましたが、創立時から現在

まで、終始一貫して「税務行政の円滑な執行に寄与し、税に関する活動を通じて地域社会の発展に貢献

する。」という活動指針の下、各種事業を展開しております。

　これからも、両会は税務ご当局と納税者を繋ぐパイプ役として、「公益目的事業の更なる拡充」と「会

員、組合員の皆様方とともに魅力あるサービス」の両立を目指すとともに、各種事業活動を通じて、適

正な申告納税の推進と納税道義の高揚を図り企業及び地域社会の発展に貢献していきたいと存じますの

で、より一層のご協力をお願い申し上げます。　

　結びに、皆様方のご健勝・ご多幸とご事業の益々のご繁栄を心から祈念申し上げまして、ごあいさつ

とさせていただきます。　

創立 5 0周年を迎えて
公益社団法人　東淀川納税協会
東淀川自主納税貯蓄組合連合会
会　長     方　 邦  夫
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東淀川税務署
署　長   西　沢　幸　一

創立 5 0周年を祝して

　公益社団法人東淀川納税協会並びに東淀川自主納税貯蓄組合連合会が、記念すべき創立50周年の節目

を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。

　ひとくちに50年と申しますが、日本経済は、高度経済成長、消費税導入、バブル経済、リーマンショッ

クなどの大きなうねりを経験し、他方、阪神淡路大震災や東日本大震災などの未曾有の大災害も経験い

たしました。

　このような激動の50年間にあって、両会におかれましては、地域に密着した活発な事業活動を展開さ

れるとともに、次代を担う児童・生徒に対して、役員の方が税の作文募集活動や租税教室の講師として

活躍されるなど、企業経営の健全な発展と明るい地域社会の環境作りはもとより、正しい税知識の普及

や納税道義の高揚などに、目覚ましい働きをされてこられました。

　私どもといたしましても、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という国

税庁の使命を果たすため、税務を取り巻く様々な課題に対しまして、国民の皆様のご理解とご協力を得

ながら、的確に事務運営を行っていくことが必要不可欠であると考えております。

　特に、e-Taxにつきましては、納税者の利便性の向上や事務の効率化につながることから、関係民間

団体などのご協力を得ながら緊密な連携を図り、一層の普及及び定着に向けて取り組んでおります。

　これら様々な取組におきましても、両会からは、創立以来、歴代役員の皆様方を中心としまして献身

的なご尽力を賜っており、私どもと納税者をつなぐパイプ役として、税務行政の円滑な執行に果たす役

割は極めて大きいことは申し上げるまでもございません。あらためまして、深く敬意と感謝を表する次

第であります。

　崇高な目的を掲げられ事業展開をされる両会の存在とその活動が、私どもにとっては欠かせない組織

であることを強く認識するとともに、今後におきましても、これまでにも増して、深いご理解とご協力

を賜りたくお願い申し上げます。

　終わりに当たり、両会の創立50周年を契機といたしまして、会員及び組合員の皆様方が地域社会のリー

ダーとして、事業活動の更なる充実を図っていただけるよう、今後益々のご発展と会員及び組合員の皆

様方のご健勝、ご事業のご繁栄を心よりお祈り申し上げて、お祝いの言葉といたします。
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本 社 工 場
〒533-0005　大阪市東淀川区瑞光3丁目5番32号
TEL.06-6328-5561（代）　FAX.06-6328-8201

OKAZAKI　SEIKO　CO.,LTD.

切削・研削工具の総合メーカー

平成29年度 事業計画のあらまし
[事 業 方 針]
　公益社団法人東淀川納税協会は、健全な納税者の団体として、公益財団法人納税協会連合会及び税務
官公署等と連携協調のもと、税知識の普及、適正な申告納税の推進及び納税道義の高揚を図り、もって
税務行政の円滑な執行に寄与し、併せて、企業経営の健全な発展と明るい地域社会の発展に寄与するこ
とを目的として事業活動を行っている。
　この目的を達成するため、市民、納税者にとって魅力ある納税協会として、より地域社会に密着した
事業活動を積極的に展開するほか、会員のニーズを的確に捉え、有益な事業を実施する。

[主な事業計画]
○公益事業
1．税理士による税務指導・税務相談等の実施

2．説明会及び講演会等の開催
　ⅰ　説明会の開催 ⅱ　講演会・セミナー等の開催
　ⅲ　パソコン・簿記教室等の開催 ⅳ　租税教室の開催

3．会報誌・機関紙・小冊子の配布
　ⅰ　会報誌「東淀川納税だより」の発行 ⅱ　機関紙・小冊子の配布

4．税務広報の実施
　ⅰ　税務当局と連携したＰＲ（ポスター、新聞広告、税の作文に対する表彰、地域イベントへの参画等）
　ⅱ　東淀川自主納税貯蓄組合連合会への助成金の支出

○収益事業
1．図書等の販売あっせん及び不動産賃貸事業等
　ⅰ　販売業（図書、税に関する物品等） ⅱ　不動産の賃貸事業
　ⅲ　事務受託

2．福祉制度のあっせん
　ⅰ　大型総合保障制度 ⅱ　小規模企業共済制度（中小企業経営者の退職金制度）
　ⅲ　人間ドック（病院）の紹介

3．納税協会の組織強化に資する事業
　ⅰ　納税表彰式の開催 ⅱ　会員に対するサービスの向上
　ⅲ　納税協会会員相互の交流 ⅳ　会員の拡大及び財政基盤の強化
　ⅴ　各部会の活動

　今年度から（医）医誠会病院におきまして、会員価格（１割引）による「人間ドック受診」ができるように
なりました。受診をご希望される会員（従業員・家族を含む。）の皆様は、同封の「人間ドック受診のご案内」
をお読みいただき、裏面「受診申し込み・資料請求シート兼FAX送信用紙」にご記入の上、直接病院宛て
に送信してください。
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平成29年度 収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科　　　　　目 予　算　額 前年度予算額 増　　　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部
  1．経常増減の部
　（1）経常収益
　　基本財産運用益 3,170,000 3,170,000 0
　　特定資産運用益 5,000 5,000 0
　　受取会費 33,800,000 33,800,000 0
　　事業収益 5,210,000 5,310,000 △　  100,000
　　受取助成金 12,953,920 12,865,120 88,800
　　受取寄付金 1,440,972 1,485,351 △ 　  44,379
　　雑収益 1,035,000 952,000 83,000
　　経常収益計 57,614,892 57,587,471 27,421
　（2）経常費用
　　事業費 47,380,957 47,472,415 △      91,458
　　管理費 12,542,839 12,109,035 433,804
　　経常費用計 59,923,796 59,581,450 342,346
　　　　当期経常増減額 △　　2,308,904 △　　1,993,979 △　  314,925
  2．経常外増減の部
　（1）経常外収益
　　経常外収益計 0 0 0
　（2）経常外費用
　　経常外費用計 0 0 0
　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　税引前当期一般正味財産増減額 △　　2,308,904 △　　1,993,979 △　  314,925
　　　　法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000 0
　　　　当期一般正味財産増減額 △　　2,378,904 △　　2,063,979 △　  314,925
　　　　一般正味財産期首残高 105,375,637 103,390,000 1,985,637
　　　　一般正味財産期末残高 102,996,733 101,326,021 1,670,712
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　基本財産運用益 3,160,000 3,160,000 0
　　　　一般正味財産への振替額 △　　4,600,972 △　　4,645,351 44,379
　　　　当期指定正味財産増減額 △　　1,440,972 △　　1,485,351 44,379
　　　　指定正味財産期首残高 48,923,075 50,408,426 △　1,485,351
　　　　指定正味財産期末残高 47,482,103 48,923,075 △　1,440,972
Ⅲ　正味財産期末残高 150,478,836 150,249,096 229,740

パワー半導体と応用電源機器

代表取締役社長 四 方 邦 夫
〒533-0031  大阪市東淀川区西淡路3-1-56

TEL 06-6321-0321　FAX 06-6321-8621
URL　http://www.sansha.co.jp/

西 川　　正 一取締役社長

T E L 　06-6301-4155
FAX　06-6301-4180
E-Mail:s.nishikawa@nishikawa-nbc.co.jp
http://www.nishikawa-nbc.co.jp/
営業所 十三・大阪北・東大阪・堺・尼崎・三田・明石
　　　 兵庫小野・滋賀栗東・彦根・奈良・岐阜
関連会社 マザックニシカワ（株）

〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里３丁目３番27号

西川グループ
国内全事業所で取得

NBC

代表取締役社長
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平成29年度　自主納貯連　定 時 総 会 開 催

　東淀川自主納税貯蓄組合連合会の平成29年度定時総会を、５月22日（月）にホテルクライトンにおいて、
東淀川税務署長、なにわ北府税事務所長及び梅田市税事務所長ほか多数の来賓を迎えて開催しました。
　会議では、平成28年度（第49期）の事業報告及び収支決算、平成29年度（第50期）の事業計画及び収支予算、
任期満了による役員改選について審議し、審議の結果、すべての議案について承認可決されました。

会　長 常任理事（21名） 第６地区 ◎石井　孝司 　弓岡　　健 業　種
　 方　邦夫 第１地区 　吉木　　学 　石橋　幸二 第３地区 　河内　純二
副会長（９名） 　森川　春雄 第７地区 　川尻　龍美 　宇田川宏美 　中尾　幸一
　井田  一裕 　西井　慶子 　寺岡　龍彥 　松田　　武 第５地区 　幡鉾　良一
　中野　昭雄 第２地区 　原　　眞一 ◎森　　光示 　森川　猛善 　春田　龍吾
　大島　　治 　𠮷田　正則 第８地区 理事（20名） 第６地区 　堀口　博信
　渡　　利明 第３地区 　水野　匡崇 第１地区 　原田　豊隆 監事（２名）
　宮原美智子 ○西口　憲子 第９地区 　児玉セツエ 第７地区 　大福　　豊
　岸本　博史 第４地区 ◎板見　克巳 　森川　純男 　北河原賢二 ○竹本　省三
　二神　忠昭 　生澤　　實 第10地区 第２地区 　長谷川　悟 事務局長
　羽間　弘子 　城島　伸浩 　犬塚  力正 　大久保志郎 　森　　洋二 　谷岡　克彦
　大塚　裕唯 　山中　祥三 業　種 　音頭　克郎 第10地区

第５地区 　大西　　勉 　清水　大吾 　小杉　育男
◎岩谷　洋守 　岡田加津男 　乗上　亨子 　日昔　俊夫

（地区別、順不同、敬称略　　◎は新任・○は役職変更）新役員（任期 2年）
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個人部会
２.１６～３.7　個人会員申告相談

会員専用の相談会場を協会３ 
階他で開設し、延べ293名の利
用がありました

法人部会
２.7　決算期別説明会
　　　　（１・２・３・４月決算）
２.8　決算期別説明会
　　　　（３月決算）

① 法人税法・消費税法の改正
内容と申告書作成上の留意
点について

②印紙税の留意点について
③源泉所得税の留意点について
④ e-Tax・ダイレクト納付について

青年部会
5.３１　定時総会

平成28年度事業報告、平成29年
度事業計画について

東淀川局所管法人会
４.１３　役員会

経営トップセミナーと定時総
会開催日程案及び総会提出議案
について
5.１0　第50期定時総会

平成28年度事業報告、収支決
算、平成29年度事業計画、収支
予算等について

（２9.２.１～5.３１）

会　　議
３.２１　正副会長会（納税協会）
　理事会議案について
３.２１　理事会（納税協会）

平成29年度事業計画と収支予
算等について

４.２0　広報委員会
平成29年度の広報計画と本紙

第258号の編集について
４.２１　正副会長会（納貯連）

定時総会の開催日程案及び総
会提出議案について
４.２６　福祉制度委員会

平成28年度の実績報告と平成
29年度の推進計画について
5.9　監事会

平成28年度の事業報告及び収
支決算等に対する監査
5.１8　正副会長会（納税協会）

理事会、定時総会の開催日程
案と提出議案について
5.１8　理事会（納税協会）

平成28年度の事業報告と収支
決算、定時総会の開催日程案と
提出議案等について
5.２２　定時総会（納貯連）

平成28年度事業報告・収支決
算、平成29年度事業計画、収支
予算案、役員改選について

5.１0　経営トップセミナー
（特官法人会、淀優会との共催）

講師　 経済ジャーナリスト
　　　　須田　慎一郎 氏
テーマ『 今後の日本経済をどう

読むか』

東淀川淀優会
２.２　優良申告法人経理担当顕彰式

28年度優良申告法人として税
務署長表敬を受けた8社の経理担
当者に協会長から顕彰楯を贈呈

２.２　経営トップセミナー
（局所管、特官法人会との共催）

講師　 慶應義塾大学経済学部
教授

　　　　金子　勝 氏
テーマ『今後の日本経済と中小

　　  企業経営』

会 の 動 き 部会だより

関係団体の動き
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