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　公益社団法人東淀川納税協会の第10回定時総会（代議員会）を、去る６月10日（水）に、東淀川納税協会
講堂において、開催しました。 
　今回は、現下の新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、創立以来初めて、議決権の代理行使
（委任状）を主体とした形式で実施しました。 
　総会は、受任者として決定しております岸本博史代表理事の出席により、総会の成立要件を充足しま
したので、寺岡会長が定款に基づき議長を務め、「令和元年度事業報告及び決算に関する件、並びに役
員の選任（補選）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。 
　ここに、更なる飛躍を期した令和２年度のスタートをさせて頂きましたことを、会員の皆様にご報告
させて頂きますとともに、一日も早い事態の収束をお祈り申し上げます。 

TAX  
2 1 10 

 06(6302)8771   06(6302)4574
 

TEL FAX

URL  https://www.nk-net.co.jp/higasiyodogawa/

令和 2年 8月１日

第２７４号



No.274 東　淀　川　納　税　だ　よ　り 令和2年8月1日

− 2 −

着任のごあいさつ

東淀川税務署長 　前田 正雄

　暑さ厳しい折、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会員の皆様方
におかれましては、ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　貴会の皆様方には、平素から税務行政全般につきまして、深いご理解と格別のご支援・ご協力を
賜り、心から厚く御礼申し上げます。
　この度の定期人事異動により、大阪国税局 調査第二部（調査総括課）から東淀川税務署長を拝命
いたしました前田でございます。
　東淀川税務署は、業務の効率化を目指し、全国に先駆けて、平成29年10月に複数署の内部事務を
集約処理する「税務署事務処理センター」を立ち上げるために、プロジェクトチームのメンバー（企画
課長）として足繁く通った思い出の署であり、感慨深い思いで着任いたしました。
　管内事情を早く把握し、納税者の皆様のご期待に沿えるよう誠心誠意、職務に励んでまいる所存で
ございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
　これまで、貴会におかれましては、税知識の普及並びに適正な申告納税の推進及び納税道義の高揚を
図るため、様々な事業活動にご尽力され、また、確定申告全般に関する広報などにつきましてご支援
いただいております。
　ここに深く敬意を表するとともに、感謝申し上げます。
　さて、現下においては、「ウィズコロナ」や「アフターコロナ」と言われておりますように、税務
署運営も新しい社会の在り方に適応できるよう変化していかなければなりません。そのため、「社会
保障・税番号制度（マイナンバー制度）への対応」及び「添付書類を含めたe－Taxやキャッシュレス
納付の普及等をテコにしたICTの活用」などによる「納税者の皆様の利便性向上」とともに「税務行政
の効率化」を更に推し進めてまいりたいと考えております。
　現下の経済は非常に厳しい状況となっておりますが、「国民の皆様から信頼される税務行政」を行
うためにも、皆様方とは、税務行政の良き理解者、良きパートナーとして、より一層の連携・協調を
図りつつ、円滑な税務行政に努めてまいりたいと考えておりますので、引き続き、深いご理解とご協力
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、貴会の益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝並びにご事業のご繁栄を心から
祈念いたしまして、着任の挨拶とさせていただきます。

本社 大阪市淀川区塚本3-6-9

拠点 東京・名古屋・中国(上海)・タイ(バンコク)

電話 06-6308-5841 （http://www.ailop.co.jp/）

R255 G220 B0

R   0   G   0  B153

アイロップ株式会社

輸送包装のプロ！
梱包資材はアイロップ
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東淀川税務署 定期人事異動（R2.7.10 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 前田　正雄 局調二 調査総括課　課長 今西　敦司 局課一 訟務官室　室長 

副署長（総・法） 上野　　中 
副署長（センター）  松山　秀樹 

○ 副署長
（管･徴･個･資） 河野　憲悟 南 総務課　課長 臼井　雅弘 堺 副署長 

指定特官（所） 久武　戒三 
○ 指定特官（法） 中村　和孝 局総務 税相室　相談官 林　　勝彦 局査察 特査官（総括） 
○ 総務課長 村上　一成 局課一 料調３　総括主査 早田　　修 大審 副審判官 

管理運営１統括官 杉　　栄一 
 管理運営２統括官 原田　浩一 
○ 管理運営３統括官 桂　　優子 和歌山 税務広聴　税務広報官 枡田　奈穂 大津 管運１　統括官 

管理運営４統括官 山根　美穂 
○ 管理運営５統括官 西出　克巳 葛城 法人４　統括官 三浦　裕史 東大阪 管運４　統括官 

管理運営６統括官 清水　和政 
○ 連絡調整官（管） 塩見　道大 彦根 管運　総括上席 三木　千鶴 庁官房 大阪派遣　監察官補 
○ 徴収１統括官 辰巳　経久 西脇 管運徴　統括官 崎谷　徳男 局徴収 統徴官付　総括主査 
○ 徴収２統括官 今西　善宏 西宮 徴収２　統括官 松本ひさみ 枚方 徴収２　統括官 

特官（所） 巽　　貞夫 
○ 個人１統括官 山田　英樹 富田林 個人１　統括官 岸本　直樹 局課一 個人課税課　課長補佐 

個人２統括官 中野　充晴 
個人３統括官 岩佐　啓志 
個人４統括官 三田由美子 
個人５統括官 村岡　浩一 

○ 個人６統括官 豊坂　高子 姫路 個人３　統括官 鎌田　敏哉 西宮 個人　上席 
○ 連絡調整官（個） 井村　由美 長田 個人１　総括上席 斉藤公志郎 須磨 個人４　統括官 

資産統括官 南條　文健 
特官（法） 永吉　正和 

○ 特官（法） 蓮岡　　弘 西宮 総務課　課長 山田　弘一 局総務 税相室　相談官 
特官（法） 児玉　雅仁 

○ 法人１統括官 西川　一啓 洲本 総務課　課長 秦泉寺博光 天王寺 総務課　課長 
法人２統括官 三浦　健吉 

○ 法人３統括官 片山　善行 東淀川 法人４　統括官 小原　真一 葛城 法人３　統括官 
○ 法人４統括官 澤崎　　隆 神戸 法人４　統括官 片山　善行 東淀川 法人３　統括官 

法人５統括官 武井　洋太 
○ 法人６統括官 青山　葉子 奈良 酒類指導官 喜多　佳美 東 管運２　統括官 
○ 法人７統括官 児玉　裕志 八尾 法人３　統括官 冷水　哲郎 東大阪 法人８　統括官 
○ 法人８統括官 飯田　令子 東淀川 法人９　統括官 石谷　晃一 柏原 法人　統括官 

法人９統括官 飯田　令子 東淀川 法人８　統括官 
審理専門官（法） 星野　精也 

○ 連絡調整官（法） 百地　　肇 局課二 法人課税　総務係長 前川　直輝 局総務 厚生課　厚生専門官 
○ 総務課課長補佐 鈴木　健介 局調一 調査管理　指導係長 梅本　尚功 北 管運１　連調官 
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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

税務署からのお知らせ

〒532-0002
大阪市淀川区東三国5丁目2番20号
TEL 06-6397-9160
FAX 06-6397-9164

建設業・不動産業

株式会社 岸本不動産建設
代表取締役 岸 本 博 史

・ 一時の納税により、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがある。 

・ 納税について誠実な意思を有する。    

・ 猶予を受けようとする国税以外の滞納がない。 

・ 納付すべき国税の納期限から６か月以内に申請書の提出がある。 

（注）１ 担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要です。 

   ２ 既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合は、税務署長の職権で猶予を検討します。 

特 例 猶 予 の 要 件

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、
税務署に申請することにより納税が猶予されます。 

○ 現行の猶予の要件（幅広い方が認められます。）

・ 原則として１年間納税が猶予されます（資力に応じて分割納付となります。）。 

・ 猶予中は延滞税が軽減されます（通常 年 8.9％→軽減後 年 1.6％※）。 
※ 令和２年中における延滞税の利率

○ 現行の猶予が認められると… 

無担保延滞税なし １年間猶予

○ 以下の①、②のいずれも満たす方が特例の対象となります。 

 ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、 
令和２年２月以降の任意の期間(１か月以上)において、事業等にかかる収入（注）

が前年同期に比べて概ね２０％以上減少していること。 

 ② 一時に納税することが困難であること。 
（注）収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、 

譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。

〇 納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要です（注）。
（注）やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、所轄の税務署

（徴収担当）にご事情をお申し出ください。

〇 令和２年２月１日から同３年２月１日までに納期限が到来する国税が対象です。 

納税の猶予の特例 新型コロナ税特法第３条 

申請による換価の猶予 国税徴収法第 151条の２ 

収入が概ね２割以上減少している方には、更に有利な特例があります

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ

納税の猶予をご利用ください
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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  https://www.sansha.co.jp/

建築塗装工事/外装吹付工事/防水工事

竹林塗装工業株式会社

竹林正浩

TAKEBAYASHI  PAINTING CO.,LTD.

取締役社長

大阪市淀川区新北野1丁目12番2号
TEL:06-6301-9281（代表）

FAX:06-6303-5192
URL http://www.ttk9281.com
E-mail:ttk9281@mvg.biglobe.ne.jp

「納税の猶予申請書」を所轄の税務署（徴収担当）に提出してください。 

　次のような個別の事情がある場合は、特例猶予の他に延滞税なしで納税の猶予が認められることがありますので、
ご相談の際、お申し出ください。 

【ケース１】新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、

備品や棚卸資産を廃棄した場合 

【ケース２】納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額の

うち医療費や治療費等に付随する費用 

その他、個別の事情に該当する場合は、その旨をお申し出ください 

猶予制度に関するお問合せについては、「国税局猶予相談センター」
（フリーダイヤル等）をご利用ください。 

【受付時間】８：30～17：00（土日祝除く。）  

【電話番号】0 1 2 0 - 5 2 7 - 3 6 3
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm 

まずは「国税局猶予相談センター」へ電話でお早めにご相談ください 

国税の猶予の詳細はこちら 

納税の猶予 国税通則法第 46条 

申請書の作成が難しい場合は、国税局猶予相談センター（フリーダイヤル等）にお気軽にご相談ください。 

収支状況などの確認のため、預金通帳や売上帳等の書類の準備をお願いしますが、
書類の提出が難しい場合は、職員が口頭でお伺いします。 

申請は郵送（様式は国税庁ＨＰから入手可能）又は e-Taxをご利用ください。 

〇 特例猶予は、納期限までに申請が必要です。 

〇 特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行の猶予が受けられる場合があります

（現行の猶予は、納期限から６か月以内に申請が必要です。）。

ご注意いただきたいこと

※地方税や社会保険料についても同様の制度が設けられています。

地方税については総務省のホームページを、社会保険料については厚生労働省のホームページをそれぞれご確認ください。

総務省：https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

厚生労働省：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html

〇 税務署から、猶予税額や該当条項などを記載した猶予許可通知書が送付されます。 
〇　猶予期間中に猶予中の国税に関する納税証明書（その１）を取得した場合は、「備考」欄に

猶予中である旨が記載されます。 

猶予が認められると・・・

猶 予 の 申 請 方 法

電話番号はこちら 

税務署において所定の審査を迅速に行います
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（2.6.1 ～ 7.31）

会　　議
6.18　広報委員会
　本紙第274号の編集について
7.17　名刺交換会（納貯連共催）

　新型コロナウイルス感染症の
影響により、以下の会合・セミ
ナー等の開催を中止しました。 

個人部会 
6月　パソコン教室　 
7月　簿記教室 

法人部会 
6月　決算期別説明会
　　　（5・6・7月）　 
7月　会員セミナー  

青年部会 
6月　役員会 
6月　管内中学校訪問 
6月　4協会合同研修会 

◇夏季休業のお知らせ◇
8月12日（水）～ 14日（金）は
閉館させていただきます。

会 の 動 き 開 催 中 止

東淀川資産税会 
7.31  役員会
　第30期事業報告及び決算、第31
期事業計画及び予算について

東淀川青色申告推進会 
7.31  役員会 
　第14期事業報告及び決算、第15
期事業計画及び予算について 

東淀川特官法人会  
7.28  役員会 
　第44期事業報告及び決算、第45
期事業計画及び予算について 

東淀川淀優会   
7.28 役員会 
　第48期事業報告及び決算、第49
期事業計画及び予算について 

関係団体の動き

⃝合同正副会長会（納貯連共催）
9月15日(火) 

⃝法人支部長会議 9月15日(火) 

⃝法人支部役員会 10月上旬 

※感染症対策として、開催が適
切でないと判断すれば、開催
を中止させていただく場合が
ありますので、予めご了承願
います。

主な行事予定

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
https://www.moridenshi.co.jp/

◎高感度サーマルカメラ（体温測定）
◎高画質監視カメラ（発熱者を判定）
◎除菌・脱臭機器（ウィルス対策）

“生活環境ビジネスをスタート”

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から以下の
説明会を中止いたします。

⃝令和２年度　改正税法等説明会
⃝令和２年度　年末調整説明会

《説明会中止のお知らせ》

新型コロナウイルス感染症関連施策について
新型コロナウイルス感染症関連施策（税制、資金繰り支援等）の一覧を、協会ホームページに掲示して
おりますので、ご確認ください。

「東淀川納税協会ホームページ」へ アクセス

東淀川納税協会

4646
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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

オンラインでの
入会申込はこちら !

知識･スキルの
向上

受診受診


