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　公益社団法人東淀川納税協会の第９回定時総会（代議員会）が、去る６月13日（木）にホテルプラザオー
サカにおいて、東淀川税務署長ほか来賓多数のご臨席を得て開催されました。
　　方会長が定款に基づき議長を務め、平成30年度事業報告及び決算に関する件、並びに役員の選任
に関する件について審議を行いました。審議の結果、すべて承認可決されました。続いて東淀川税務署長、
大阪府なにわ北府税事務所長、東淀川区長並びに近畿税理士会東淀川支部長から祝辞をいただきました。
　なお、協会長就任のごあいさつ及び退任のごあいさつ並びに新役員のご紹介を ２、３ 頁に掲載しています。
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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　寺 岡　龍 彥

　このたび、永年にわたり会長としてご尽力を賜
り財政基盤の強化等輝かしい業績を挙げてこら
れました 方前会長のご退任に伴い、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
合連合会の定時総会におきまして、会長の大役
を仰せつかりました寺岡龍彥でございます。
　もとより微力ながら誠心誠意職責を果たす所存
でございますので、何卒、前会長同様格別のご高
配とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま
す。
　両会とも創立して50年を超え、現在は、次の
100年を見据えて活動を行っておりますが、この
ように歴史を刻むことが出来ましたのは、税務ご
当局並びに会員・組合員の皆様のご理解、ご支援
の賜物であり、私としましては、諸先輩が今日ま
で築いてこられました伝統を穢すことなく更に発
展させるよう専心努力いたす覚悟でございます。
　特に、両会の活動の指針であります「税知識の
普及に努め、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。」ことを達成するた
め、今後も、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
立を目指していきたいと考えておりますので、引
き続き、ご協力をお願い申し上げます。
　終わりに税務ご当局をはじめ関係各位の今後
一層のご指導ご鞭撻をお願いいたしますととも
に、皆様のご事業のご繁栄を心よりお祈り申し上
げまして就任のご挨拶とさせていただきます。

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
 前会長　  方　邦 夫

　時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げ
ます。
　さて、このたび、私儀去る５月23日開催の東淀
川自主納税貯蓄組合連合会並びに6月13日開催
の公益社団法人東淀川納税協会の定時総会に
おいて会長を退任させていただきました。
　顧みますと、平成23年５月、前任の藤岡秀一
氏の後任として第７代目の会長職に就任いたし
ました。
　就任時、協会は大阪府から「税に関する公益性
の高い法人」として認定を受け、公益社団法人と
してスタートしたところでした。このため、当初
は、どの様に組織運営を行うべきか手探りの状況
でありました。　
　一方、納貯連は、昭和42年に青色申告部会と一
本化を図り、全国で唯一「納貯連合会に自主の名
を冠して発足」し、振替納付の利用勧奨及び作文
事業を中心に事業活動を行っておりましたが、よ
り活性化する方策等については、やはり暗中模索
の状況でありました。
　しかし、税務ご当局の皆様方を始め関係各位並
びに会員・組合員の皆様のご理解、ご支援を賜
り、４期８年もの長きにわたり、大過なくその職責
を果たすことができました。ここに、改めて御礼
申し上げます。
　なお、後任会長には、人格、見識ともに優れた
副会長の寺岡龍彥氏に就任いただくことになりま
したので、私にも増してよろしくご支援・ご協力を
賜りますようお願い申し上げますとともに、両会の
更なる飛躍と発展を心よりお祈り申し上げます。
　退任に際しまして、税務ご当局の皆様方の一層
のご厚情とご指導をお願いいたしますとともに、
会員各位の益々のご健勝とご繁栄を祈念申し上
げ、紙面をお借りして退任の挨拶とさせていただ
きます。

就任のごあいさつ 退任のごあいさつ
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東淀川納税協会新役員のご紹介
６月13日（木）に開催された定時総会及び理事会において、次のとおり協会新役員が決定しました。（任期２年）

  会　　長（代 表 理 事） 寺岡　龍彥 東神電気㈱

  副 会 長（代 表 理 事） 岸本　博史 ㈱岸本不動産建設

  副 会 長 ８名
筏　　純一 リボン食品㈱ 石垣　繁一 石垣商事㈱ 小嶋　淳司 がんこフードサービス㈱
城村　幸治 城村歯科医院 中田　八朗 ㈱喜八洲総本舗 原　　眞一 コーナン建設㈱
二神　忠昭 二神電気工業㈱ 森下　政彦 森下税務会計事務所

  常任理事 25名
泉　　敬治 ㈱都島製作所 泉　　佳孝 泉化成産業㈱ 稲畑　讓二 稲畑香料㈱
牛田　隆己 北おおさか信用金庫 遠藤　直樹 富士精版印刷㈱ 大野　充英 大野充英税理士事務所
岡﨑　　華 岡﨑精工㈱ 小澤　茂夫 ㈱ダイヘン 桑原　　崇 大和特殊硝子㈱
島岡　浩司 ナルックス㈱ 杉田　清和 ㈱サンセイテクノス 竹林　正浩 竹林塗装工業㈱
田中　孝佳 ㈱ミヤワキ 鶴本　和三 平和発條㈱ 中島　功雄 ナカジマ鋼管㈱
中田　　勉 ㈱中田製作所 乗上　亨子 馬場　康之 ㈱ゼンユー
松田　　武 御前　英喜 水谷　秀崇 参天製薬㈱
森本　久夫 天満容器㈱ 山村　繁男 ㈱根岸製作所 吉木　　学 ㈿新大阪センイシティー
𠮷田　正則 𠮷田運送㈱

  理　　事 44名
油井　利行 ㈱精宏 井田　一裕 植地　友文 ㈱ U’s Next
上田　　純 飯田繊工㈱ 鵜木　基行 ㈱神戸屋 大島　　治 ㈱三和電業社
大福　　豊 ㈱大福鉃工所 岡田加津男 カットタイム BIG 鴛田　幸一 鴛田総合事務所
音頭　克郎 東洋建設㈱ 呉城　英信 ㈱クレヨン 清水　大吾 万水電機設備工業㈱
城田　和正 大鉄工業㈱ 末永　浩之 ㈱片山化学工業研究所 高橋道郎太 理想科学工業㈱北大阪支店
竹本　省三 ㈱大久 鳥本　𥙿嗣 ㈱ルナール 中尾　幸一 ㈳東淀川区歯科医師会
中川幸治郎 明和建材㈱ 中野　昭雄 満寿興産 中野　栄造 ベルサンテスタッフ㈱
西尾　良典 北陽スチール㈱ 西川　滋夫 ㈱西川 西川　正一 西川産業㈱
西薗　博美 ㈱ヒシヒラ 西本　道弘 ㈱公文教育研究会 藤岡　洋一 ㈱ダイケン
細谷　卓也 ㈱トーケミ 本間　拓巳 HOMMA ㈱ 松野　園和 ㈱松野園製薬所
松村　祐亮 松村工業㈱ 水口　和久 バンドー・I・C・S ㈱ 水野　匡崇 ㈱咲楽
水野　正也 ぼんち㈱ 三宅　康雄 ハカルプラス㈱ 森　　光示 ㈳淀川区歯科医師会
森　　洋二 モリ電子工業㈱ 森川　一昭 東淀川健康保険組合 薬師神悦子 藤原金属㈱
安田　和生 ㈱エイチ・エス 矢野　貴則 ㈱愛媛銀行 新大阪支店 山口　　信 テラサキ不動産㈱
米田　芳弘 アイロップ㈱ 渡　　利明 ㈱ワタリ製作所

  監　　事 ３名
沖原　正章 ボルカノ㈱ 田中栄一郎 和田精密歯研㈱ 森本　好昭 森本好昭税理士事務所

専務理事 谷岡　克彦 相談役 方　邦夫 ㈱三社電機製作所 （敬称略・50 音順）

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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着任のごあいさつ

東淀川税務署長 　今西  敦 司

パワー半導体と電源機器

代表取締役会長

〒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

　暑さ厳しき折、東淀川納税協会及び東淀川自主納税貯蓄組合連合会の会員の皆様方におかれまして
は、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
　この度の人事異動で、東淀川税務署長を拝命しました今西でございます。前任者同様よろしくお願
い申し上げます。
　貴会におかれましては、創立以来永きにわたり「正しい税知識の普及」及び「納税道義の高揚」や次
世代を担う児童・生徒への租税教育の推進など、様々な事業活動を熱心に展開していただくとともに、
確定申告全般に関する広報や申告相談会場の円滑な運営など、私どもが直面している様々な課題に対
しても御支援いただいております。
　これらは、ひとえに貴会を支えてこられました寺岡会長をはじめ歴代会長、役員並びに会員の皆様方
の御尽力の賜物であり、深く敬意を表するとともに厚く御礼申し上げます。
　さて、御承知のとおり本年10月には消費税率が10％に引き上げられると同時に軽減税率制度が実施
されることとなっております。
　私どもとしても、一人でも多くの事業者の皆様に制度の内容を十分に理解していただき、導入に向け
た準備を早めに行っていただけるよう、これまで説明会を開催するなど、積極的な周知広報に取り組ん
できたところでありますが、今後もあらゆる機会を捉えた幅広い周知・広報等の取組みを、更に充実さ
せていく必要があると考えております。
　貴会におかれましては、引き続き、軽減税率制度の円滑な導入に向けた事前準備や周知・広報等に
ついて、御支援をよろしくお願い申し上げます。
　私どもは、税を取り巻く環境がより一層複雑・困難化するなかで、「国民の皆様から信頼される税務
行政」を行うために、貴会とのより一層の連携・協調を図りつつ努力していく所存でございますので、
皆様方におかれましては、これまでにも増して、深い御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。
　最後になりましたが、貴会が今後ますます発展されますこと、また、会員の皆様方の御事業の御繁
栄、御健勝を祈念いたしまして、私のあいさつとさせていただきます。
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東淀川税務署 定期人事異動（R1.7.10 発令）

税務署の定期人事異動が、 7月10日付で発令されました。幹部職員の異動は次のとおりです。
（○印は新任）�　　　幹　部　職　員　名　簿 転　　出　　者
新 官　　　職� 氏　　名 旧所属官職 氏　　名 新所属官職
○ 署　　　長 今西　敦司 局課一 料一　課長 小林　義治 局課一 次長 
○ 副署長（徴･個･資） 臼井　雅弘 東大阪 総務　課長 後藤　幸泰 仙台・十和田 署長 

○ 副署長
（管･センター）  松山　秀樹 伊丹 総務　課長 安田　昭夫 札幌・倶知安 署長 

○ 副署長（総・法） 上野　　中 局調一 主任国際専門官 高瀬　智之 局課二 諸２　統括官 
○ 指定特官（所） 久武　戒三  芦屋 特官（所）　特官  石橋　　裕  大津  特官（総）　特官 

指定特官（法） 林　　勝彦 
 総務課長 早田　　修  
○ 管理運営１統括官 杉　　栄一 豊能 管運１　統括官 荒松　威行 葛城 総務　課長 
○ 管理運営２統括官 原田　浩一 福知山 管運　統括官 盆出　博司 泉佐野 管運２　統括官
○ 管理運営３統括官 枡田　奈穂 堺 総務　広報広聴官 川又　真一 田辺 管運　統括官 

管理運営４統括官 山根　美穂 
管理運営５統括官 三浦　裕史 

○ 管理運営６統括官 清水　和政 峰山 管運徴　統括官 
○ 連絡調整官（管） 三木　千鶴 局徴収 管運　監理２係長 得野　　孝 神戸 管運５　統括官 

徴収１統括官 崎谷　徳男 
徴収２統括官  松本ひさみ  

○ 特官（所） 巽　　貞夫 姫路 個人１　統括官 魚津　伸也 上京 特官（所）　特官 
○ 個人１統括官 岸本　直樹 局総務 人一　人事専門官 酒井　　厚 退官 
○ 個人２統括官 中野　充晴 岸和田 個人１　連調官 岸田　和夫 東大阪 個人２　統括官

個人３統括官 岩佐　啓志 
○ 個人４統括官 三田由美子 富田林 個人６　統括官 平木　健一 退官 

個人５統括官 村岡　浩一 
個人６統括官 鎌田　敏哉 
連絡調整官（個） 斉藤公志郎

○ 資産統括官 南條　文健 大津 資産　統括官 坂山　輝芳 局課一 資産　連調官 
○ 特官（法） 永吉　正和 局調二 調査１　総括主査 坂巻　秀彦 大津 特官（法）　特官 

特官（法） 山田　弘一
特官（法） 児玉　雅仁 

○ 法人１統括官 秦泉寺博光 和歌山 総務　広報広聴官 仲谷　泰徳 局課二 料二　総括主査 
○ 法人２統括官 三浦　健吉 局査察 査察11　主査 舟橋　光広 龍野 法人２　統括官

法人３統括官 小原　真一 
法人４統括官 片山　善行
法人５統括官 武井　洋太
法人６統括官 喜多　佳美 
法人７統括官 冷水　哲郎 
法人８統括官 石谷　晃一 

○ 法人９統括官 飯田　令子 和歌山 法人６　統括官 桑本　征治 神戸 法人９　統括官
審理専門官（法） 星野　精也 

○ 連絡調整官（法） 前川　直輝 局総務 企画１　係長 山里　恵介 局調二 主査 
○ 総務課課長補佐 梅本　尚功 局総務 税相　管理係長 雑賀　智弘 草津 個人　連調官
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問合せ先
東淀川税務署　法人課税第一部門
TEL 06-6303-0280（ダイヤルイン）

ご参加には事前登録が必要ですので、下記「問合せ先」までご連絡をお願いします。 また、ご来場の際
には、公共交通機関等をご利用ください。 なお、各税務署では、軽減税率制度説明会を開催しています。 
開催予定については、国税庁HPでご確認ください。

/

/

/

事業者の方へ

詳しくは、

税務署からのお知らせ 

私たちは「創造提案商社」として、最先端のエレクトロニクス商品
を通じてお客様との絆を大切にします

電子部品・半導体ビジネス、太陽光発電ビジネス、電源ビジネス
蓄電ビジネス、FA・ソリューションビジネス

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目3番11号　☎（06）4806-0211
http://www.moridenshi.co.jp/
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青年部会
6.5　役員会
　（納貯連青年女性部会共催）
　中学生の税の作文募集について
6.24・25　管内中学校訪問
　  （納貯連青年女性部会共催）
　 管内の全中学校（15校）に「中

学生の税の作文」の応募のお願い
6.28・29　4協会合同研修会
　芦屋・灘・天王寺納税協会との
　合同研修
　講師 サンナッツ食品 （株）
　　　専務取締役　 種橋　伯子 氏
　テーマ「ナッツのおはなし」

（1.6.1 ～ 7.31）
会　　議

6.18　広報委員会
　本紙第269号の編集について
7.18　正副会長会
　当面の行事予定等について

東淀川資産税会
7.24　役員会
　�定時総会開催日程案及び提出

議案について

⃝納貯・青年部会合同研修会
　　　　　　　　　８月29日（木）
⃝特官法人会定時総会
　　　　　　　�　�９月12日（木）
⃝淀優会定時総会 �９月12日（木）
⃝青色申告推進会定時総会
������������������������� ９月20日（金）
⃝資産税会定時総会 ９月20日（金）

◇夏季休業のお知らせ◇
8月14日（水）～ 16日（金）は
閉館させていただきます。

会 の 動 き

個人部会
6.17 ～ 21　パソコン教室
　（法人部会共催）
　「Word＆Excel初級1日コース」
　「パソコン会計教室」他を開催
7.9 ～ 23　簿記教室
　複式簿記の基本について５回
   シリーズで開講
　講師　税理士　谷川　雄一 氏

法人部会
6.11　決算期別説明会（5・6・7月）
　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
7.4　会員セミナー
　テーマ 「2019年 こう変わる税制・       

こう変わる労務」
　講師　  公認会計士･税理士
　　　　　　　　　 井村　登 氏
　　　　特定社会保険労務士
　　　　　　　 井村　佐都美 氏

東淀川特官法人会
7.25　役員会
　定時総会開催日程案及び提出議
　案について

東淀川淀優会
7.25　役員会
　定時総会開催日程案及び提出議
　案について

部会だより

関係団体の動き

主な行事予定

東淀川青色申告推進会
7.24　役員会
　�定時総会開催日程案及び提出

議案について

電子部品・半導体ビジネス、太陽光発電ビジネス、電源ビジネス
蓄電ビジネス、FA・ソリューションビジネス

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目3番11号　☎（06）4806-0211
http://www.moridenshi.co.jp/

～「もしも」のエネルギーは当社の蓄電システムが最適～
BCP対策を万全に!!

令和元年６月 15 日付、第 268 号に掲載しております記事中「2019 年度
収支予算書の経常収益計及び増減欄」において、誤りがございました。
正しくは「経常収益計 59,635 千円」、「増減欄 1,083 千円」です。以上
のように訂正し、ここに謹んでお詫び申し上げます。　　　広報委員会

［お詫びと訂正］

説明会 日 時 会 場

改正税法等説明会（１回開催） 令和元年�10�月�16�日（水）�
10：00 ～ 12：00

メルパルクホール
淀川区宮原�4-2-1

年末調整説明会�（２回開催） 令和元年�11�月�27�日（水）�
午前・午後�各１回

メルパルクホール
淀川区宮原�4-2-1

※会場には駐車場・駐輪場がありませんので、ご来場の節は、公共の交通機関等をご利用ください。

○ 説明会のお知らせ
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会員募集
お取引先、お知り合い等で未加入の方がいら
っしゃいましたら、ぜひ加入をお勧めいただ
くとともに、下記事務局までお知らせください。
〒 532-0012�大阪市淀川区木川東�2-1-10
TEL�06 -6302 -8771���FAX�06 -6302 - 4574

今年も区民まつりに参加します。
《税のＰＲコーナーにぜひ一度お越しください。税金クイズの参加賞や記念品を多数用意して、お待ちしております。》

日　　時 場　　所
東淀川区民まつり ９月８日（日）10：00 ～ 東淀川区役所・東淀川消防署

淀川区民まつり ９月21日（土）12：00 ～ 淀川区民センター�・野中南公園

オンラインでの
入会申込はこちら !


