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税 の こ よ み
６月
・平成23年分申告所得税予定納税額の
通知（６月15日まで）
・個人の市府民税第１期分の納付（６
月30日まで）
・４月末決算法人の法人税及び消費税
の確定申告及び納付（６月30日まで）

７月
・納期の特例（１月～６月）を受けた源
泉所得税納付（７月11日まで）

・平成23年分申告所得税の予定納税額
の減額承認申請期限（７月15日まで）

・平成23年分申告所得税の予定納税第
１期分の納付（８月１日まで）

・５月末決算法人の法人税及び消費税
の確定申告及び納付（８月１日まで）

枚方納税協会は、新公益法人制度に適合した
公益社団法人として、4月 1日よりスタートしました。

橋下徹大阪府知事より平成23年3月22日付で公益社団法人としての認定書をいただきました。

公益社団法人枚方納税協会は、税知識の普及、
適正な申告納税の推進、納税道義の高揚を図ることを目的に、

さらに公益性の高い事業を実施し、地域社会に貢献していきます。

（平成 20 年度から、移行準備に入り、昨年度から本格的な移行準備を進め、定款の変更、
諸規程の制定や代議員制度の導入など、会員や役員の皆様方の絶大なるご理解とご協力・
ご支援をいただき、この度、晴れて、認定となったものであります。ありがとうございました。）

お見舞い

　この度「東日本大震災」に
おいてお亡くなりになられ
た方のご冥福をお祈り申し
上げますとともに、被害を受
けられた皆様方に、心よりお
見舞い申し上げますととも
に、一日も早い復旧・復興を
心よりお祈り申し上げます。

○　東日本大震災により、納税地を所轄する税務署管外に避難され
ている方からのお問い合わせについては、最寄りの税務署におい
ても対応しています。
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ごあいさつ
　平成 23 年 5 月 18日に、公益社団法人としての初めての定時総会を開催し、提案議題
のご審議をいただき、すべて可決承認いただき、平成 23 年度の新しい年度がスタートいたし
ました。公益法人としての名に恥じないよう、誠心誠意務める所存でありますので、皆様方の
温かいご支援ご協力をお願い申し上げます。

公益社団法人　枚方納税協会
会　長  　安 積 輝 男

広がる納税協会の公益目的事業広がる納税協会の公益目的事業広がる納税協会の公益目的事業広がる納税協会の公益目的事業広がる納税協会の公益目的事業

枚方納税貯蓄組合連合会
憲法記念日式典において、大阪府知事表彰受彰

納税道義の高揚

○ 税務広報
○ 会報（三十石船）の発行
○ 地域イベントへの参画
○ 講演会の開催
○ 納税貯蓄組合事業の協賛
　　　　　　　（中学生の作文募集）

税知識の普及

○ 改正税法等説明会
　 年末調整説明会　　
　 決算期別法人説明会　の開催
○ 講演会・セミナーの開催
○ 租税教室の開催
○ 機関誌・小冊子等の配布

その他の公益目的事業

○ 税に関する論文募集

○ 税制改正要望書の提出

など　

適正な申告納税の推進

○ 税務指導
 　税務相談 等の開催

○ e-Tax 研修会の開催

○ 簿記教室
　 パソコン会計教室の開催

　５月９日（月）大阪国際会議場において憲法施行記念式が行われ、
枚方納税貯蓄組合連合会が、多年にわたる功績に対して橋下大阪
府知事より憲法記念日知事表彰が贈られました。
　記念式典には大林納税貯蓄組合連合会会長が出席し、表彰状を
受与されました。
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平成２３年度税制改正の概要（案）
 1 個人所得課税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴ 給与所得控除に上限を設定（給与収入1,500万円超は一律245万円）
⑵ 高額な法人役員等の給与に係る給与所得控除について、2,000万円から控除額を縮減し、4,000万円から２分の
１（125万円）を上限

⑶ 特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和（給与所得控除の総額⇒２分の１）
⑷ 勤続年数５年以下の法人役員等の退職金について、２分の１課税を廃止
⑸ 成年扶養控除について、次の見直し
　 ① 障害者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生については、引き続き控
除の対象、② 給与収入568万円（所得400万円）以下の者については、控除を存続（給与収入689万円（所得500
万円）までは控除額を段階的に縮減）③ 給与収入689万円（所得500万円）以上の者については、控除を廃止 

⑹ 年金所得者について申告不要制度を創設
⑺ 上場株式等の10％軽減税率を２年延長（いわゆる日本版ISAの導入時期も２年延長）

 2 法人課税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴ 法人税率を30％から25.5％へ4.5％引下げ（国・地方の法人実効税率で５％引下げ）
⑵ 中小法人に対する軽減税率を18％から15％へ３％引下げ
⑶ 法人実効税率の引下げとあわせ、特別償却や準備金制度等の租税特別措置の廃止・縮減のほか、大法人に係
る欠損金の繰越控除の一部制限等

⑷ 雇用促進税制（税額控除）、環境関連投資促進税制（特別償却又は税額控除）、国際戦略総合特別区域（仮
称）に係る税制措置（特別償却又は税額控除及び所得控除）、アジア拠点化推進のための税制（所得控
除）等を創設

 3 資産課税
⑴ 相続税の基礎控除を「5,000万円＋1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円＋600万円×法定相続人数」
に引下げ

⑵ 相続税の最高税率を55％に引き上げるなど税率構造の見直し
⑶ 相続税の死亡保険金に係る非課税枠の対象となる法定相続人を未成年者、障害者及び被相続人と生計を一に
していた者に限定

⑷ 相続税額に係る未成年者控除及び障害者控除の控除額の引上げ
⑸ 贈与税について、直系卑属（20歳以上）を受贈者とする場合の税率構造を緩和
⑹ 相続時精算課税制度について、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を「65歳以
上」から「60歳以上」に引下げ

 4 消費課税
⑴ 「地球温暖化対策のための税」を導入（石油石炭税にＣＯ２排出量に応じた税率を上乗せ）
⑵ 航空機燃料税の税率を３年間2.6万円/klから1.8万円/klに引下げ

 5 寄附税制（市民公益税制）
・認定ＮＰＯ法人への寄附について、控除率40％の所得税の税額控除を導入（住民税と合わせて50％）。
　一定の公益社団･財団法人等への寄附についても同様の税額控除制度を導入

 6 納税環境整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴ 納税者権利憲章の策定、税務調査手続の明確化、更正の請求期間の延長、処分の理由附記の実施、国税通則
法の名称変更等

⑵ 保険年金に係る最高裁判決を受けた対応として、特別還付金を支給するための措置を創設

 7 その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・租税特別措置（政策税制措置）について109項目を見直し、50項目を廃止又は縮減

＊平成23年１月25日に第177回国会へ提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」に基づき作成しています。
　平成23年5月16日現在、同法律案は国会にて審議中です。

広がる納税協会の公益目的事業広がる納税協会の公益目的事業
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税 務 署 か ら の お 知 ら せ

大阪国税局・枚方税務署

　◎ 所得税の予定納税（第１期分）の納税をお忘れなく！！

　◎ 税務職員募集のお知らせ

所得税の予定納税（第１期分）

平成２３年７月１日（金）～８月１日（月）納　期
（注）土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。

平成 23 年度国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験
　受 験 資 格：平成２年４月２日～平成６年４月１日生まれの方
　試験の程度：高等学校卒業程度
　申込受付期間：平成 23 年６月 21 日（火）～６月 28 日（火）〔郵送の場合  ６月 28 日までの通信日付印有効〕
　申込書提出先：人事院近畿事務局　〒553-8513 大阪市福島区福島１－１－60（☎ 06-4796-2191）
　第１次試験：
　　　　　　　　試　験　日：平成 23 年９月４日（日）
　　　　　　　　試　験　地：京都市、大阪市、神戸市、奈良市、和歌山市、田辺市
　　　　　　　　試 験 内 容：教養試験、適性試験、作文試験
　　　　　　　　合格者発表日：平成 23 年 10 月６日（木）
　第２次試験：
　　　　　　　　試　験　日：平成 23 年 10 月 13 日（木）～ 10 月 20 日（木）のうち、
　　　　　　　　　　　　　　　第一次試験合格通知書で指定する一日
　　　　　　　　試　験　地：第１次試験合格通知書で通知
　　　　　　　　試 験 内 容：人物試験、身体検査
　　　　　　　　最終合格者発表日：平成 23 年 11 月 10 日（木）
　採用予定数：約 45名（近畿地域）

（注）１. 上記の採用予定数は、平成 24 年度の政府全体の採用計画が平成 23 年 2月末現在で不明確であるため、
　　　　平成 23 年 4月採用内定者数等を基礎に掲げています。 
　　 ２. 採用予定数は、今後の事情等の変更により変動しますので、人事院のホームページをご覧ください。

　問い合わせ先：大阪国税局人事第二課試験係（☎ 06-6941-5331）又は枚方税務署総務課（☎ 072-844-9521）
　そ　の　他：採用に関する情報は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）「採用案内」にも掲載しています。

府税事務所からのお知らせ

不動産取得税のあらまし
■  納める人
不動産（土地や家屋）を売買、交換、贈与、新築などによって取得した場合に、その取得者が納めます。
（登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。例えば、建築した家屋を登記しない場合や、土地や
家屋の所有権移転登記を省略した場合にも、課税対象となります。）

■  納める額

　 　不動産の価格（課税標準額）×税率 ＝ 税額
課税標準額は原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
ただし、土地（宅地等）を平成 24 年 3 月 31 日までに取得した場合には、固定資産課税台帳に登録されてい
る価格の２分の１が課税標準額となります。
● 税　   率

● 軽減措置
　　住宅とその土地の取得に対しては、一定の要件に応じて軽減措置があります。
　　詳しくは、大阪府北河内府税事務所（TEL 072－844－1331）へお問い合わせください。

家屋の税率
住　宅

H18.4.1～Ｈ20.3.31
H20.4.1～Ｈ24.3.31

３％
３％

３％
３％

３.５％
４％

住宅以外土地の税率
種類

取得した日

土地や家屋を取得すると 不動産取得税 がかかります
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ウエストグループ
（代表取締役社長　西　康雄氏）
　　　　　　 ・㈱WEST　本社
　　　　　　　　　 本社工場　大阪オフィス　東京オフィス
　　　　　　 ・ウエスト工業㈱　八千代工場
　　　　　　 ・上海ウエスト有限公司　中国工場
業務内容 ロック＆キーシステム
　　　　　　　 建築金物、サインシステムなどの製造・販売
創業年月 1933年10月
資本金 3000万円
従業員数 300名
ホームページ http：//www.west-lock.co.jp

☆　事業の特色
　WESTの母体であるWEST inxは、1933年西淀川区に錠
前、建築金物を製造する西製作所として創業し、47年に法人
組織化しました。その後65年に本社を寝屋川市へ移転し、ロッ
クのパイオニアとして、独自の製品開発に挑戦し続けてきまし
た。元々は船舶金物（軍艦にも使用していたと聞いております。
もしかして戦艦ヤマトも？）も手掛けていたようです。
　また、今までの実績とノウハウをロックの分野にとどまらず、建
築金物の製品開発にも積極的挑戦し、幅広く提供してきまし
た。そしてメーカーとしての製品開発力と高度な技術力を発揮
した、WESTならではのWESTらしさを発揮したオリジナルブラ
ンド（Agahoシリーズ）が誕生しました。以来、Agahoシリーズは、
ＷＥＳＴがＷＥＳＴであることを実証する中心的な存在となって
おります。
　そして、2008年にはドイツ・ハノーバー工業デザイン協会に
よって毎年開催されているデザイン賞（世界的に権威のある
賞）でデザイン部門の金賞を受賞することができ、とても喜んで
おります。

☆　経営へのこだわり
　先々代、先代から、｢財産や生命を守ることに貢献している大
事な仕事である｣と言われてきました。そのためにお客様を裏切
らないような商品作りをしないといけないと思っていますし、品質
第一と心掛けております。
　また、鍵に対しての保障やサービス体制は整っており、何かあ
ればすぐに対応できるようになっております。

　鍵に対する思いは、大体、鍵を紛失すると、そのありがたみが
はじめてわかるようですし、財産や命を守る大事な物であるの
に、なかなか鍵にお金をかけようとしないものです。
　昔は鍵のブランドや機能にこだわりのない方が大半でした
が、かってのピッキング集団事件以来、現在では、ドアに2ロック
付けるのが当たり前になってきましたし、当然ながら、ピッキングさ
れない鍵（我社自慢の｢Dimple Cylinder 917｣）をということ
で、鍵に対しての認識度が非常に上がってきたように思います。
この鍵は特に、1/100㎜の誤差も許されないもので、細心の注
意を払っています。

　当たり前のことですが、社内には、自社製品の取手を取り付
け、特に頻繁に出入りする箇所では、新製品を試験的に取り付
け、その取手の状況を見たり、ドアの上部にカウンターを付けて
何万回めでダメージを受けるかなど実験をしたりしています。もち
ろん、機械的な品質チエックは何十万回と行いますが、想定外
の使い方もありますので、人的使用の様 な々チェックが必要だと
思っております。

☆　夢
　やはり、良い製品を作ってお客様に喜んでいただきたい。そして
４代、５代目とその思いや技術を続けていきたいと思っております。

☆　好きな言葉
　「臨機応変｣という言葉です。決していい加減や適当にすれ
ばいいということではなく、その時々の場面や状況の変化に応じ
て、適切な処置を施すことが大切だと考えます。
もうひとつは、「網挙目張（こうきょもくちょう）」です。（中国のことわ
ざ）問題が起こり、その問題を解決するとき、必ずポイント（要点）
があるから、その要点を押さえると自然に解決されるというたとえ
です。

☆　「税」について
　税は必要なものですし、会社としても個人としても、「利益を産
んで、少しでも多くの税金を納められれば」と考えています。そし
て、納められた税金が、ムダにならないよう、いい使われ方をして
いただきたいと思います。

＊インタビューの感想
　すごくお若く見える社長さんで、趣味などをお聞きしても、
やはりお若くてパワフルでした。趣味の自転車に乗れなかっ
た週は体調が悪いそうです。お仕事のこと、鍵のことも、すご
く熱がこもった語り口で、ＷＥＳＴに対する熱い思いがストレー
トに伝わってきました。
　ピッキングのことや、有名なデザイナーの復刻製品などを、
手にとってみせていただいたり、直近の話題として、この度の
大震災による被災地の仮設住宅への鍵の製作などの話も、
超現実的で、大変興味深くインタビューさせていただきました。

プロフィール
昭和38年10月生まれの天秤座のO
型。趣味は自転車（サイクリング）で
ロードを走ること（最近では、琵琶湖
や淡路島一周など）。家族は、妻と子
（男・女）、長男は2・3年もすれば社会
人デビューするような歳です。尊敬し
ている人物は、何人かありますが、特
にこの人というような方はありません。
大学の商業経済学部経営学科を卒
業後、東京の経営コンサルタント会社
に勤務し、コンサルタントの仕事を２年
間して後、ＷＥＳＴに入りました。

「ロック・テクノロジーのパイオニア」

代表取締役　西　康雄　氏

株式会社　WEST inx
　　　　　　　　　　（旧　西製作所）
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地 域 の 祭り地 域 の 祭り地 域 の 祭り

　『枚方・百済フェス
ティバル』、今年も、5月7
日（土）に開催されまし
た。今年で、11回目を数
えます。本フェスティバ
ルは、もともと、「百済の
会」が主催であり、近年

には、枚方市教育委員会や枚方文化観光協会、枚方フェ
スティバル協議会と共に、枚方/百済フェスティバル実
行委員会を組織して主催しています。本年は、この毎年
の舞台である、「百済寺跡」が、国特別史跡指定60周年記
念という節目の年であり、その記念として、大改装なっ
た岡東中央公園を中心に、盛大に開催されました。
　「百済寺跡」の隣にあります、百済王神社を午前9時45
分に出発した韓国の楽器「チャング」を演奏するパレー
ド隊が、10時30分、岡東中央公園に到着。パレードが会
場に到着後、引き続き、ステージイベントが開催されま
した。プレセレモニーとしてブラスバンド演奏があり、
そのあと実行委員長からご挨拶、竹内枚方市長やNPO
法人 東アジア隣人ネットワーク代表から祝辞があり、
後、韓国から来日された　韓国忠清南道 国際専門チー
ム長からも祝辞がありました。
　今回のメインイベントでもあります「歴史トーク」と
して、『百済寺跡よもやま話』を、百済の会と教育委員会
により、興味深く聞かせて頂きました。その他、市内小中
学生と市民による歌や踊りなどで盛り上がり、百済寺発
掘資料の展示や枚方の観光の紹介、枚方フェスティバ
ル協議会や四天王寺ワッソのＰＲなどが催されまし
た。また韓国の食材やお料理、赤米もちとケーキや軽食
と飲み物などの模擬店やお茶席が設けられました。
　この百済寺跡は、国の特別史跡としては大阪城と府
下に2ヶ所しかないものです。百済が、倭・高句麗の支援
を受けて新羅・唐の連合軍と戦い、破れた後、渡来した
百済の禅広は、持統
天皇から「百済王」を
与えられ、百済王敬
福を名乗りますが、
東大寺大仏建立に多
大な功を成し、宮内
卿兼河内守を任ぜら

れ、百済王氏一族はこの中宮に移り住みました。この
時、氏寺として建立されたのがこの百済寺です。七堂伽
藍の完成までは、奈良時代末期から平安時代までかか
りましが、11～2世紀に焼失しました。
　［余談］皆様ご存じの韓流ブームは、2003年に「冬のソ
ナタ」や2005年「宮廷女官チャングムの誓い」等の日本
でのＴＶ放送により、にわか韓国俳優ファンが、急増し
た頃に起こったことがその始まりと言われている。私
もその一人かもしれない。私の場合、今も「百済・新羅・
高句麗の朝鮮三国時代の歴史ドラマ」に首ったけ…。国
の盛衰が実に巧妙に表現され、ドラマチックな国王の
交代や英雄の出現に、ドキドキしてドラマ観賞をして
いる。日本の皇族もひょっとしたら…では？と思いつ
つ…。
　枚方で、韓国と言えば
忘れてはならないもの
がもう一つあります。
『伝王仁墓』です。王仁博
士は、古事記・日本書紀
によると、4世紀末に、百
済国から論語10巻と千
字文1巻を携え渡来し、
倭国（日本国）に漢字と儒教を伝えました。毎年8月に
は、『納涼むくげまつり』が、「王仁塚の環境を守る会」を
中心に、地域の子供たちが、千字文にちなみ、漢字や画
が書かれた灯篭を持ち込み、夕闇には灯篭が浮かび上
がり、幻想的なムードを醸し出します。
　また、毎年、11月3日の文化の日には、「大阪韓日親善協
会」が、『博士王仁まつり』を開催しています。昨年で第27
回を数え、王仁博士の出生地、韓国全羅南道霊岩郡から
も副郡守らが出席し、祝辞を述べられました。地域の菅
原東小学校からは、児童による校歌斉唱や高麗伝統茶
苑による高麗茶献茶の披露があり、最後に参加者一同
による献花が行われ、王仁博士の遺徳を偲びました。こ
うした20年を超える市民交流が実を結び、博士生誕の
地、大韓民国西南部に位置する全羅南道霊岩郡（よんあ
んぐん）が、平成20年3月、海外で3ヶ所目の友好都市に
加わりました。この霊岩郡中央部には「王仁博士遺跡
址」と王仁博士の偉業を讃える「王仁廟」があり、毎年4
月には、「霊岩王仁文化祭り」が盛大に行われています。
　私としては、三国時代と言われる、高句麗・百済・新羅
の時代背景から枚方とのつながり等にも触れたかった
のですが、残念で
すが、また別の機
会に紙面をお借り
したいと思いま
す。

百済寺跡と王仁塚
　…日韓友好の架け橋となる

広報委員長　河村  裕司
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地 域 の 祭り

　枚方納税協会４階会議室において、4
月4日より6日間の日程で近畿税理士会枚
方支部所属の服部純子税理士先生を講師
に迎え、複式簿記の初歩から青色申告の
決算までを習得できる簿記教室を、開催
いたしました。
　全員が最後まで受講され、最終日には
「終了証」をお渡しいたしました。

　簿記教室は、来年度も同時期に開催の
予定ですので、是非ご参加下さい。

　青色申告促進部会の地区及び業種支部では、近畿税理士会枚方支部のご支援を受けて 57 会場で会員さん 1,121 名
の申告指導を実施しました。また、一般納税者のための相談会場も３会場で延べ22日開設され、会場の運営は延べ
54名の地区役員及び納貯女性部員のご協力により無事終了いたしました。
　また、会場内に設けられた協会コーナーでは、広報用ジャンパーを着用した役員にご活躍いただき、来所者に対
するアンケートを実施したほか、広報グッズを配布し、協会 PRに努めました。

簿記教室開催！！

納税協会は、税に関する公益法人であり、 税務行政のパートナーとして　
　① 税知識の普及に関すること（説明会・研修会の開催など）
　② 申告納税の推進に関すること（税務相談・申告指導・ｅ-Taxの利用など）
　③ 納税道義の高揚に関すること（税務広報・三十石船の発行など）
の公益事業を中心に幅広い活動を展開し、地域社会に貢献している団体であ
ります。

地区
管外

管外

枚４

枚５

寝４

枚４

枚２

枚５

枚４

交２

会　社　名
㈱ 越 知 設 備

㈱ 川 越 精 研

カネマタオフィスサービス㈱

㈱ さ くら ハ ウ ジ ン グ

㈱ハピネスアカデミー

㈲ Ｆｒｅｅ　 Ｓｔｙｌｅ

ホ ソ カ ワリホ ー ム ㈱

㈱ 理 創 エ ス テ ー ト

リ ア ル テ ッ ク ㈱

ローバルプロダクト㈱

新入会員のご紹介（法人）
（平成23年１月～３月）

所　在　地
奈良県生駒市小明町

京都府久世郡久御山町森三丁

枚方市中宮大池

枚方市楠葉朝日

寝屋川市池田北町

枚方市中宮東之町

枚方市東香里元町

枚方市楠葉朝日

枚方市中宮東之町

交野市幾野

地区
本 部

税理士

本 部

税理士

本 部

本 部

本 部

税理士

本 部

本 部

税理士

本 部

氏　　　名
上　東　　良　男

米　谷　　修　蔵

櫻　原　　賢　治

下　村　　通　夫

白木原　　裕　徳

谷　　　　悦　二

中　田　　伸　哉

中　川　　弘　子

森　尻　　武　良

八　瀬　　芙沙子

山　下　　　　康

山　口　　孝　雄

新入会員のご紹介（個人）
（平成23年１月～３月）

所　在　地
枚方市上野

枚方市大垣内町

枚方市西禁野

枚方市山之上

枚方市北中振

交野市星田

枚方市中宮東之町

枚方市川原町

枚方市釈尊寺町

枚方市長尾谷町

枚方市東香里新町

枚方市宮之阪

郡津地区 寝屋川１地区蹉跎地区 殿一地区

平成23年度｢納税協会会員章｣（シール）を
貼付しましょう
　今回、お届けいたしました ｢納税協会会員章｣
（シール）は、納税協会の会員であり、会員のみな
さんが税に対する正しい認識のある納税者である
ことの証として持っていただくものであります。
　会社や事業所の出入口等や記帳されている帳簿
等々に貼付していただき、ご活用ください。

地区相談会場ＰＨＯＴＯ
 （平成22年分所得税の確定申告期）
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「納税協会統一優待サービス」のご利用を！！
・・・「サービス提供者」・「サービス利用者」募集中・・・

　納税協会では、「会員事業所のビジネスチャンス拡大及び会員事業所で働く従業員の方へのメ
リットを！」の考えから、納税協会統一優待サービスを実施しています。
　このサービスは、会員数約２１万人社を有する納税協会のスケールメリットを活かし、会員事業
所の皆様にご提供いただいた優待サービス情報を、会員事業所及び会員事業所で働く従業員の方
々にご利用いただくことで、会員事業所のビジネスチャンスの拡大と活性化を図るものです。
　優待サービスの登録･利用は無料ですので、事業所の取引拡大・集客力アップに、ぜひ、「納税協
会統一優待サービス」をお役立てください。

　優待サービス情報の詳細は協会ホームページ（バナー広告）をご覧ください。

委員会だより

優待情報を
提供する
会員事業所

優待情報
の登録

優待情報の利用

優待情報の
閣覧・検索

利用者登録

統一優待サービス
専用ホームページ 会員事業所及び

会員事業所の
従業員等Webサイト

携帯サイト

○仕組み

　福祉制度委員会では、「会員企業を守りたい」という想いから創設された、協会独自の
福祉制度　経営者大型総合保障制度（以下「大型保障制度」といいます。）を推進い
たしております。
　この制度は、昭和４６年に創設され、以来、時代のニーズ・社会情勢の変化に対応した保
障内容へと改訂を経て、多くの会員企業の皆さんにご利用いただいており、平成２３年度
に創設４０周年を迎えました。
　この制度の受託会社である大同生命保険㈱では、創設４０周年を記念して、さらに多く
の会員企業の皆さんにご利用いただけるようにと～創設４０周年キャンペーン～
を展開しています。
　この大型保障制度は、割安な掛金で幅広い保障内容となっており、納税協会でも、会員
の皆さんの福利厚生の充実と協会財政基盤の確立のため、さらに推進していきたいと考
えております。
　今回発行いたしました、広報誌「三十石船」１６１号に大同生命保険㈱からのお知らせと
して、チラシ納税協会大型保障制度［「総合型21」+「企業保障プランJタ
イプ」（死亡リスクと生存リスク）］を同封いたしておりますので、是非、ご一読いた
だきますようお願いいたいます。

訃　報

　枚方納税貯蓄組合連合会 前
会長 市川奈保美様（82歳）が2
月7日に永眠されました。
市川様は納税貯蓄組合の女性部
のリーダーとして、また会長と
しても永年ご活躍されたほか、
広報紙「三十石船」の広報副委
員長としても、編集に携わって
こられ、俳句なども提供いただ
いてきました。
　ここに謹んでご冥福をお祈り
申し上げます。

⑻　平成２３年６月５日 三　　十　　石　　船 第　１６１　号
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