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10月の税ごよみ 11月の税ごよみ
８月決算法人の確定申告

（法人税,消費税,法人事業税,
法人事業所税,法人住民税）

10月31日（火）
まで

９月決算法人の確定申告
（法人税,消費税,法人事業税,
法人事業所税,法人住民税）

11月30日（木）
まで

２月決算法人の中間（予定）申告
（法人税,消費税,法人事業税,法人住民税）

３月決算法人の中間（予定）申告
（法人税,消費税,法人事業税,法人住民税）

２月・５月決算法人の消費税
四半期中間申告

（直前課税期間の確定税額400万円超の
事業者）

３月・６月決算法人の消費税
四半期中間申告

（直前課税期間の確定税額400万円超の
事業者）

源泉所得税及び個人住民税
特例徴収分の９月分の納付

10月10日（火）
まで

源泉所得税及び個人住民税特例徴収分の
10月分の納付

11月10日（金）
まで

普通徴収による市・府民税
第三期分の納付

10月31日（火）
まで

所得税予定納税第二期分 11月30日（木）
まで個人事業税第二期分の納付
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税務署からのお知らせ

 
 

 

 

 
 

 

東淀川税務署　06（6303）1141㈹

○具体的内容や事実関係を確認する必要がある場合には、 お電話等で事前に相談日
　時等を予約いただいた上で、 所轄の税務署において相談をお受けしております。
○電話で事前予約を申し込む際は、 自動音声案内にしたがって「２」番を選択して
　ください。
○予約の際には、 お名前・ご住所・電話番号・ご相談内容をお伺いいたします。

泉化成産業株式会社
本社事務所　大阪市淀川区西中島六丁目１番１号
　　　　　　　　新大阪プライムタワー16階
　　　　　　　　電話 06-6302-5487
本　店　　　大阪市淀川区木川東四丁目4番16号

塗料・塗装設備機器・化学品（エンプラ）等の販売
塗替工事・遮熱塗装工事
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パワー半導体と電源機器

代表取締役社長

〒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

府 税 だ よ り
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市 税 だ よ り

◎Ｗｅｂ口座振替受付サービスのご案内　
《お申し込み可能な徴収金》
　市・府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、固定資産税（償却資産）、
　国民健康保険料、介護保険料
《利用できる方》
　対応金融機関預貯金口座のキャッシュカードをお持ちの個人の方（※法人口座での利用はできません。）
《対応金融機関》
　みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、近畿大阪銀行、池田泉州銀行、大阪信用金庫、
　大阪シティ信用金庫、永和信用金庫、北おおさか信用金庫、ゆうちょ銀行　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（詳しくは大阪市ホームページをご覧ください。）

◎大阪市税  クレジットカード納付のご案内　
《クレジットカード納付が可能な税目》
　個人市・府民税（普通徴収・特別徴収）、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、固定資産税（償却資産）、
　軽自動車税、法人市民税、事業所税、市たばこ税
　スマートフォン・タブレット端末を利用して、大阪市税クレジットカード納付サイトからいつでも納付でき
　ます。
※コンビニエンスストア等の窓口ではクレジットカード納付はできません。
　【ご注意】・納付金額が 5,000 円を超える場合は、納付金額に応じてシステム利用料がかかります。
　　　　　・納付書１枚あたりの金額が 30 万円を超える場合はクレジットカード納付はできません。 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（詳しくは大阪市ホームページをご覧ください。）

　《問合せ先》財政局船場法人市税事務所収納管理グループ   　TEL　06-4705-2931

営業品目
オイル・ガスバーナ

ボルカノ株式会社
東京営業所

本　　　社

三 田 工 場

〒532-0034 大阪市淀川区野中北 1 丁目 3 番38号
電話  大阪  06（6392）5541～9・5631～6番

〒669-1313 兵庫県三田市福島字宮野前5 0 1 - 11
電話  三田  079（563）2 7 8 1 番

〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目5番2号（西新橋第一法規ビル）
電話  東京  03（5403）7 5 7 5 番（ 代 表 ）

大阪市梅田市税事務所だより

　《問合せ先》   市税　財政局船場法人市税事務所収納管理グループ　06-4705-2931　

　　　　　　　国保　各区役所保険年金業務（管理）担当　

　　　　　　　介護　各区役所保健福祉課（介護保険）

大阪市　Web口座

大阪市　市税　クレジット
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新 入 会 員 の ご 紹 介 
当協会にご入会された法人会員をご紹介します。（掲載希望者のみ・入会順）

株式会社三社ソリューションサービス

株式会社 北 陽

代表取締役　本多　宏彰

代表取締役会長　北嶋　隆志

〒 533-0032　東淀川区淡路 2-14-3

TEL 06-6321-0616　 FAX 06-6321-0618

URL http://www.sansha.co.jp

〒 533-0033　東淀川区東中島 5-23-9
　　　　　　 KITAJIMAB.L.D
TEL 06-6370-0038　 FAX 06-6370-0048
E-mail y.hokuyou@gol.com
URL    http://www.hokuyo-kitajima.com/

index.html    

各種電源機器の据付試運転・修理・保守・
施工請負及びそのシステムの販売でお客様
の課題解決に全力で取り組みます。
サービス拠点：大阪・東京・名古屋・福岡

総合建設業
官庁工事で培った技術及び経験をもとに
見積・改修・施工を行っております。

株式会社 青 山

株式会社エム・イー・サイエンス

代表取締役　岸田　雅文
〒 532-0002　淀川区東三国 3-10-11-208
TEL 06-6395-9188　 FAX 06-6396-0654
E-mail office@aoyama-reform.com
URL http://www.aoyama-reform.com

〒 532-0002　淀川区東三国 4-14-24
TEL 06-6394-6300　 FAX 06-6394-6449
E-mail MES-honsya@m-e-s.co.jp
URL http://www.m-e-s.co.jp/

ホームページのお問合せフォームをご利用下さい

創業 33周年の総合リフォーム会社です。
オーダー家具、収納充実リフォームが得
意。オフィスの収納のお困りごと、私た
ちがお手伝いします。



平成29年度淀川・東淀川区民まつりについて

　東淀川税務署並びに大阪府なにわ府税事務所及び梅田市税事務所と協賛で毎年参加している「区民ま
つり」ですが、本年は台風18号の影響により、淀川区民まつりは規模を縮小して開催（協会は悪天候の
ため実施せず）しましたが、東淀川区民まつりは残念ながら中止となりました。
　準備等で多大なるご協力をいただきました関係者の皆様には、紙面を通じて御礼申し上げます。
　なお、来年も広報資料及び税金クイズに思考を凝らすとともに、充実した記念品や参加賞等を用意し
ますので、どうぞご期待下さい。
 協会区民まつり　事務局
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東淀川資産税会
9.11　第27期定時総会
　第１部　定時総会

・第27期事業報告と収支決算
 ・第28期事業計画と収支予算
 についてそれぞれ承認
第２部　特別講演会

（青色申告推進会共催）　
講師　東淀川税務署　
　　　副署長　後藤　幸泰  氏
テーマ「ワンポイント相続税」

東淀川青色申告推進会
9.11　第11期定時総会
　第１部　定時総会

・第11期事業報告と収支決算
・第12期事業計画と収支予算
・ 任期満了による役員改選に

ついてそれぞれ承認
第２部　実務研修
講師　東淀川税務署　
個人課税第１統括官　酒井　厚  氏
テーマ「税の現状について」
第３部　特別講演会
 （資産税会共催）

（29.8.1 〜 9.30）
会　　議

8.25　広報委員会
　本紙第260号の編集について
9.14　合同正副会長会
（納税協会・納貯連合同）

･平成29年度納税表彰式の開催 
　及び納税表彰受賞者選考について
･税務署事務処理センターについて
･税を考える週間行事について
･平成29年分確定申告体制について

青年部会
8.31　研修会
　講師　東淀川税務署
　　　　    署長　野田　高士 氏
　テーマ「 税務行政と関係民間団体

の連携・協調を目指して」

青年女性部会（納貯連）
9.5　中学生の税の作文選考会
　 本年度の応募作品15校1,935編

の第一次審査

東淀川局所管法人会
9.6　経営トップセミナー
（特官法人会、 淀優会共催）
　講師　ジャーナリスト
　　　  （ コリア・レポート編集長）    

　　　　   辺　真一  氏
 テーマ「 日本と朝鮮半島との未来

を探る」

東淀川特官法人会
9.6　第42期定時総会
　第１部　定時総会

・第41期事業報告と収支決算
・第42期事業計画と収支予算
  についてそれぞれ承認
第２部　研修会
講師　東淀川税務署 
特別調査官（法人）明石　直樹 氏
テーマ「消費税のあれこれ」　　
第３部　経営トップセミナー

（局所管法人会、淀優会共催）

東淀川淀優会
9.6　第46期定時総会
　第１部　定時総会

・第45期事業報告と収支決算
・第46期事業計画と収支予算
についてそれぞれ承認
第２部　経営トップセミナー

　（局所管法人会､特官法人会共催）

法人部会
9.7　決算期別説明会
　　　　（8・9・10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
④e-Taxの利用とダイレクト納
　付について
9.13～10.11　経理初心者講座
　 講師　公認会計士　井村　登 氏
　 経理初心者向けに「経理の基本

と税務の初歩」について５回計
15時間の講義を開催
9.14　支部長会議

法人会員の会員増強策について

個人部会
9.14　支部長会議

個人会員の会員増強策について

部会だより

関係団体の動き

会 の 動 き



東淀川納税協会にご入会されますと
多彩なメリットがあります‼

平成28年1月 
租税教室（神津小学校）

平成25年７月 
芦屋とのゴルフコンペ

平成26年７月 
芦屋・灘との合同研修会

会員募集しています！ご紹介ください！

◎　税のアドバイス
　　●　税理士による無料税務相談（毎週火曜日）
　　●　改正税法説明会（税務署と共催）・
            各種研修会・講演会の開催
　　●　税の情報誌「納税月報」「納税だより」
　　　　「協会ニュース」「ふれあい（法人版）」
◎　新たな出会い（法人部会・個人部会・青年部会）
　　●　異業種の方と交流のチャンス
　　●　新しい発想が生まれます

◎　人材の育成
　　●　簿記教室（会員無料）
　　●　パソコン教室
　　●　経理初心者講座

　納税協会の次代を担う若きリーダーの会として平成20年3月に18名で船出した青年部会
は、本年8月末日で70名の部会員を数えることとなりました。研修会・講演会・異業種交
流会やゴルフコンペ、他の納税協会との交流会等、活発な事業活動を行っています。

青年部会に入りましょう！ 満60歳までの納税協会会
員、性別は問いません。
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本社･工場  大阪市淀川区三津屋南3-15-28　TEL．06-6301-6855

マーガリン・冷凍パイ生地製造販売 

代表取締役社長　筏　純一



○�　内部事務を処理するため、東淀川税務署管内の
納税者や税理士の皆様に対し、「税務署事務処理
センター」から電話や文書により問合せをさせて
いただくことがあります。

○�　「税務署事務処理センター」の設置は、納税者
の皆様の所轄の税務署を変更するものではありま
せん。
　�　したがいまして、申告書や申請書、届出書等の
「書類の提出先」、納税証明の交付や現金領収、
面接による相談などの「窓口事務」については
従来どおり、東淀川税務署となります。
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　平成29年10月10日から大阪福島税務署、西淀川
税務署及び東淀川税務署の内部事務を集約処理

する「税務署事務処理センター」
を設置しました！

東淀川税務署からのお知らせ


