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税 の こ よ み
６月
・平成２４年分申告所得税予定納税額
の通知　　　　　　 （６月１５日まで）

・４月末決算法人の法人税、消費税の
確定申告及び納付　　（７月２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１０日まで）

・平成２４年分申告所得税の予定納税
額の減額承認申請期限（７月１７日まで）

・平成２４年分申告所得税の予定納税
第１期分の納付　　　（７月３１日まで）

・５月末決算法人の法人税、消費税の
確定申告及び納付　　（７月３１日まで）

　今年の確定申告期においても、ｅ－Ｔａｘの利用拡大に積極的に取り組んでい
たところ、地区一体となって、その利用拡大に大きく貢献され、適正申告と納税に
多大な功績があったとして、青促部会の枚方殿一地区、寝屋川第４地区、そして
交野私部地区に、それぞれ枚方税務署長様から感謝状が贈られました。
　税務署長感謝状は、５月２１日に開催された第２回定時総会の場で、贈呈され
ました。

　また、法人会員である千成ヤクルト販売㈱様には、ヤクルトの販売員の全員
２５０名が、今年の確定申告で、ｅ－Ｔａｘを利用して確定申告をされ、その利用拡
大に大きく貢献されるとともに、広くＰＲに
も努めていただいた功績により、大阪国税
局長様から感謝状が贈呈されました。
　国税局長感謝状は、５月１４日午後、千成
ヤクルト販売㈱会議室において、ｅ－Ｔａｘを
利用された販売員の前で小西社長様に贈
呈され、贈呈後には、「引き続き、全社員を
挙げて、ｅ－ＴａｘのＰＲと利用拡大に努めま
す。」との力強い言葉をいただきました。

ｅ‒Tax の利用拡大に貢献された青促部会に
・・・・枚 方 税 務 署 長 感 謝 状

千成ヤクルト販売㈱の販売員がｅ‒Tax で確定申告
・・・・大 阪 国 税 局 長 感 謝 状

平成24年度代議員選挙スケジュール（案）

第２回定時総会(代議員会)開催
公益社団法人枚方納税協会

平成２３年度事業報告及び決算
定款の一部変更
理事・監事の選任　　　　　　　等の採択

　５月２１日、公益法人として第２回目の定時総会が開催され、平成２３
年度の事業報告及び決算報告の承認の件、定款の一部変更に関す
る件、理事、監事の選任に関する件などが上程され、採択されました。
　納税協会は、平成２３年４月１日から公益社団法人としてスタートし、
健全な納税者の団体として、①税知識の普及②適正な申告納税の
推進③納税道義の高揚を公益事業として、その推進に取り組んでま
いりました。
　平成２４年度事業計画の公益事業の推進に当たっては、会員の拡
大と組織の活性化を図っていくことはもとより、税務当局をはじめ、関係
諸官庁、関係団体と、より連携協調を深め、会員はもとより、一般の皆様
のニーズに応える事業内容となるべく、十分な検討を行いながら、各種
研修会・説明会・講演会や税のＰＲに努めていくこととしております。
　この他、会員相互の親睦や会員に対するサービスの向上にも努め
ていくこととし、参画意識の向上や活性化を図り、研鑽と交流の場を推
進していきます。
　主な行事や公益事業は、左表のとおりです。
　また、定時総会では新理事、新監事が選任され、総会後に招集さ
れた理事会において、理事互選により役員の選出が行われ、安積輝
男様が会長に再任されました。
　また、副会長には、新たに、道廣裕子様が就任されました。
　新役員のみなさんは、次のとおりです。

会　長 安積　輝男 安積建設㈱
副会長 原　　襄輔 扇港樹脂工業㈱
 大林洋一郎 大林酒店
 久門　哲男 久門紙器工業㈱
 下田　公博 サカエグラビヤ印刷㈱
 （新任）道廣　裕子 道廣友厚税理士事務所
 野村　宜孝 ㈱野村呼文堂

次の方が役員を退任されました。
副会長 林田　　茂 林田茂税理士事務所（相談役）

代議員選挙の実施について
投票期間は、平成 24年 7月 10日から 20日
投票場所は、枚方納税協会 事務局内

　公益社団法人枚方納税協会 代議員選挙が実施されます。　
　評議員制から代議員制へ移行されてから 2 回目の選挙を向かえますが、定時総会に
おいて、任期が 2年から 4年へと改正されました。
　選挙におけるスケジュール等は、別表のとおりです。
　なお、選挙告示・立候補の届出・投票期間・選挙結果などは、協会掲示板に告示する
ほか、納税月報や郵送等でお知らせいたします。
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月 日
◯代議員選挙の実施に関する告示

項　　　　　目 備　　　　　考

◯立候補・推薦届出締切
◯立候補者の確定
◯立候補手続の監査
◯立候補者と投票に関する告示
◯投票

投票期間

◯投票締切
23
30
◯開票

当選者への通知
◯当選者に関する告示

会員への通知
◯選挙録の作成

投票時間（午前 9時から午後 5時）
投票場所（納税協会 事務局内）

監事立会いの上、開票・投票結果を集計

（投票は、投票用紙を郵送またはＦＡ
Ｘにより投票することも可、ただし、
投票期間の最終日午後 5 時までに到
着したものを有効とする。）

納税月報９月号・郵送
郵送・広報誌

納税月報・郵送等による周知
告示（掲示板等）

告示（掲示板等）

会員への通知
投票用紙の交付

会員への通知

別表  主な行事・公益事業計画予定

納税表彰式

第35回企業経営
税務研修ツアー

決 算 期 別
法人税等説明会

改正税法説明会

年末調整説明会

新設法人説明会

講 演 会

定例研修会

法 人 部 会
地区研修会

観 劇 会

法 青 会
ゴルフコンペ
年２回（春・秋）

日帰り研修ツアー

ひらかた仙亭

仙台・福島・新潟

協会会議室
　  又 は  　
枚方市民会館

枚方市民会館

枚方市民会館

協会会議室

ひらかた仙亭

協会会議室

各 地 区

未 定

交野カントリー倶楽部

枚方カントリー倶楽部

未 定

24年11月13日
（予定）

24年6月18日～
　　6月20日～

年6回
（偶数月）

24年10月中旬

24年11月下旬

25年2月上旬

24年8月下旬
ごろ

24年11月上旬

年6回

随時

24年10月

24年5月8日
（実施済）
24年10月中・下旬

24年10月

納税功労者の表彰

会員相互の親睦と交流

法人税・源泉所得税・
消費税等の
留意事項について

法人税の税制改正
事項について

源泉所得税の
年末調整の仕方に
　　　　　ついて

法人税・源泉所得税・
消費税等の
留意事項について

　 講師・テーマは 　
　未　　　定　

税務研修、実務指導等

税務研修
一般教養

会員相互の親睦と交流

会員相互の親睦と交流

企業の見学と
会員相互の親睦と交流

行事名 開催日 開催場所 内　容

※都合により日程及び内容を変更する場合があります。

（　　　）

委 員 会 指 針

三十石船は、納税協会会員と
税金を結ぶ架け橋です。
広報委員会は、今、こんな
広報紙をめざしています。

みんなに役立つ広報紙
楽しく、読める広報紙
心待ちにされる広報紙
地域に密着した広報紙
会員の声が届く広報紙

そして、私たちは、納税者と
情報の共有を考えます。

イータ君、やっくんも出席しての感謝状贈呈式

⑻　平成２４年５月２５日 三　　十　　石　　船 平成２４年５月２５日　⑴三　　十　　石　　船第　１６５　号



平成２４年度税制改正の概要
 1 個人所得課税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴ 住宅ローン減税制度の拡充（認定省エネ住宅の特例の創設）
⑵ 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）
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

 2 資産課税
⑴ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長（３年延長）
⑵ 山林に係る相続税の納税猶予制度の創設

 3 法人課税
⑴ 研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長（２年延長）
⑵ 環境関連投資促進税制の拡充（太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度の創設）

 4 消費課税
⑴ 自動車重量税の「当分の間税率」の見直し及びエコカー減税の拡充・延長（３年延長）
⑵「地球温暖化対策のための税」の導入（石油石炭税にＣＯ２排出量に応じた税率を上乗せ）
⑶ 石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税・還付措置の延長（当分の間）

 5 国際課税
○ 国外財産調書制度の創設（5,000万円超の国外財産を保有する個人が提出）

＊　上記につきましては、財務省ホームページ（http://www.mof.nta.go.jp）のトップページ⇒ 財務省について ⇒ 国会
提出法案 ⇒ 第180回国会における財務省関連法律に掲載の平成24年１月27日提出「租税特別措置法等の一部を改正す
る法律案」に基づき作成しています。なお、当該法律は平成24年４月１日施行となっています。

部会の活動だより

＊ 枚方第５地区
平成２４年２月２日　樟葉ゴルフ場
｢税務研修｣　　　　　　　講師　石井法人５統括官
「老人福祉の現状について」　講師　バルツァ事業会　田伏　清 氏

＊ 寝屋川第１・第２・第３地区
平成２４年２月３日　大阪トヨタLOG&B－TEC㈱
｢税務研修｣　講師　山本法人３統括官
「次世代環境車への取組み」
　　　　　　講師　トヨタ自動車㈱　流通企画部地域担当室課長
　　　　　　　　　上村裕嗣　氏
「大阪トヨタLOG&B－TEC㈱工場見学」

＊ 寝屋川第４地区
平成２４年３月２２日　大利町公民館
｢税務雑感｣　　　　　講師　石井法人５統括官
｢国民年金について｣　講師　寝屋川市役所　市民課年金担当
　　　　　　　　　　　　　浦口康弘　氏

（法人部会地区研修会）

◎ 平成２４年分所得税の予定納税（第１期分）の納税をお忘れなく！！

（注）１ 　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。
２ 　納付が期限に遅れますと、期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる場合がありますので
ご注意ください。

　納期限（平成２４年７月３１日（火））に指定の金融機関の口座
から自動的に納付されます。納期限前日までに口座の残高をご
確認ください。

　納期限（平成２４年７月３１日（火））までに金融機関又は所轄
の税務署の窓口で納付してください。
　第１期分の納付税額が３０万円以下の場合には、送付した
バーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアで納付する
ことができます。
　また、インターネットを利用して電子納税をご利用いただけま
す。電子納税をご利用いただく場合の手続については、e－Tax
ホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）でご確認ください。

振 替 納 税 を
利用している方

上記以外の方

前田 久志 氏 （株式会社京大進研インターナショナル） 優勝！！前田 久志 氏 （株式会社京大進研インターナショナル） 優勝！！

上位成績結果

順 位 氏　名 事　業　所 ス　コ　ア
ＯＵＴ ＩＮ ＨＤＣＰ ＮＥＴ

優 勝

準優勝

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

１０位

前田　久志

宮武　正和

小川　浩司

中島　克彦

川添　浩一

風間　伸啓

皆見　　孝

久門　哲男

加山　俊哉

廣川　秀明

㈱京大進研インターナショナル

三幸化工㈱

㈱三宝化学工業所

カタギ食品㈱

川添建設㈱

㈱アドバンス・カザマ

皆見電子工業㈱

久門紙器工業㈱

大商化成㈱

枚方ゴルフ場㈱

４２

４３

３７

４６

４５

４４

３９

４６

４２

４３

４３

４８

３８

４７

４４

４３

４９

４１

４２

４０

１６．８

２１．６

４．８

２２．８

１８．０

１５．６

１５．６

１４．４

１０．８

９．６

６８．２

６９．４

７０．２

７０．２

７１．０

７１．４

７２．４

７２．６

７３．２

７３．４

　５月９日（水）、
交野カントリー倶
楽部において第
20回法青会親
睦ゴルフコンペ
を開催いたしま
した。
　恒例の親睦ゴ
ルフの開催とあっ
て、たくさんの方

に参加をいただき、大いに盛り上がったゴルフコンペとなりまし
た。少し不安定な空模様でしたが、プレーにはさほど支障はな
く、互いに健闘し合いながら楽しい空間を共有された１日に
なったことと思います。
　今回は、前田久志氏（㈱京大進研インターナショナル）が見
事優勝されました。成績は次のとおりです。

三　　十　　石　　船 三　　十　　石　　船⑵　平成２４年５月２５日 第　１６５　号 平成２４年５月２５日　⑶第　１６５　号



平成２４年度税制改正の概要
 1 個人所得課税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴ 住宅ローン減税制度の拡充（認定省エネ住宅の特例の創設）
⑵ 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）
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

 2 資産課税
⑴ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長（３年延長）
⑵ 山林に係る相続税の納税猶予制度の創設

 3 法人課税
⑴ 研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長（２年延長）
⑵ 環境関連投資促進税制の拡充（太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度の創設）

 4 消費課税
⑴ 自動車重量税の「当分の間税率」の見直し及びエコカー減税の拡充・延長（３年延長）
⑵「地球温暖化対策のための税」の導入（石油石炭税にＣＯ２排出量に応じた税率を上乗せ）
⑶ 石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税・還付措置の延長（当分の間）

 5 国際課税
○ 国外財産調書制度の創設（5,000万円超の国外財産を保有する個人が提出）

＊　上記につきましては、財務省ホームページ（http://www.mof.nta.go.jp）のトップページ⇒ 財務省について ⇒ 国会
提出法案 ⇒ 第180回国会における財務省関連法律に掲載の平成24年１月27日提出「租税特別措置法等の一部を改正す
る法律案」に基づき作成しています。なお、当該法律は平成24年４月１日施行となっています。

部会の活動だより

＊ 枚方第５地区
平成２４年２月２日　樟葉ゴルフ場
｢税務研修｣　　　　　　　講師　石井法人５統括官
「老人福祉の現状について」　講師　バルツァ事業会　田伏　清 氏

＊ 寝屋川第１・第２・第３地区
平成２４年２月３日　大阪トヨタLOG&B－TEC㈱
｢税務研修｣　講師　山本法人３統括官
「次世代環境車への取組み」
　　　　　　講師　トヨタ自動車㈱　流通企画部地域担当室課長
　　　　　　　　　上村裕嗣　氏
「大阪トヨタLOG&B－TEC㈱工場見学」

＊ 寝屋川第４地区
平成２４年３月２２日　大利町公民館
｢税務雑感｣　　　　　講師　石井法人５統括官
｢国民年金について｣　講師　寝屋川市役所　市民課年金担当
　　　　　　　　　　　　　浦口康弘　氏

（法人部会地区研修会）

◎ 平成２４年分所得税の予定納税（第１期分）の納税をお忘れなく！！

（注）１ 　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。
２ 　納付が期限に遅れますと、期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる場合がありますので
ご注意ください。

　納期限（平成２４年７月３１日（火））に指定の金融機関の口座
から自動的に納付されます。納期限前日までに口座の残高をご
確認ください。

　納期限（平成２４年７月３１日（火））までに金融機関又は所轄
の税務署の窓口で納付してください。
　第１期分の納付税額が３０万円以下の場合には、送付した
バーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアで納付する
ことができます。
　また、インターネットを利用して電子納税をご利用いただけま
す。電子納税をご利用いただく場合の手続については、e－Tax
ホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）でご確認ください。

振 替 納 税 を
利用している方

上記以外の方

前田 久志 氏 （株式会社京大進研インターナショナル） 優勝！！前田 久志 氏 （株式会社京大進研インターナショナル） 優勝！！

上位成績結果

順 位 氏　名 事　業　所 ス　コ　ア
ＯＵＴ ＩＮ ＨＤＣＰ ＮＥＴ

優 勝

準優勝

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

１０位

前田　久志

宮武　正和

小川　浩司

中島　克彦

川添　浩一

風間　伸啓

皆見　　孝

久門　哲男

加山　俊哉

廣川　秀明

㈱京大進研インターナショナル

三幸化工㈱

㈱三宝化学工業所

カタギ食品㈱

川添建設㈱

㈱アドバンス・カザマ

皆見電子工業㈱

久門紙器工業㈱

大商化成㈱

枚方ゴルフ場㈱

４２

４３

３７

４６

４５

４４

３９

４６

４２

４３

４３

４８

３８

４７

４４

４３

４９

４１

４２

４０

１６．８

２１．６

４．８

２２．８

１８．０

１５．６

１５．６

１４．４

１０．８

９．６

６８．２

６９．４

７０．２

７０．２

７１．０

７１．４

７２．４

７２．６

７３．２

７３．４

　５月９日（水）、
交野カントリー倶
楽部において第
20回法青会親
睦ゴルフコンペ
を開催いたしま
した。
　恒例の親睦ゴ
ルフの開催とあっ
て、たくさんの方

に参加をいただき、大いに盛り上がったゴルフコンペとなりまし
た。少し不安定な空模様でしたが、プレーにはさほど支障はな
く、互いに健闘し合いながら楽しい空間を共有された１日に
なったことと思います。
　今回は、前田久志氏（㈱京大進研インターナショナル）が見
事優勝されました。成績は次のとおりです。
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税務職員募集のお知らせ税務職員募集のお知らせ

大阪国税局・枚方税務署

受  験  資  格： ① 高卒見込みの者及び高卒後３年を経過していない者（平成２１年４月１日以降に卒業した者）
② 人事院が①に掲げる者に準ずると認める者

試験の程度：高等学校卒業程度

申込受付期間： ① 平成２４年６月２６日（火）～７月５日（木）［インターネット申込受付期間］
（注）１   インターネット申込みを利用できる環境にある方は、できるだけインターネット申込みを

ご利用ください。
２   インターネット申込専用アドレス［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］

② 平成２４年７月２日（月）～７月１０日（火）［郵送・持参申込受付期間］
（注） できるだけ郵送（簡易書留）にしてください。［７月１０日（火）までの通信日付印有効］

申込書による提出先：人事院近畿事務局
〒５５３－８５１３　大阪市福島区福島１－１－６０（☎ ０６－４７９６－２１９１）

試験日及び試験内容：第１次試験　平成２４年９月９日（日）
基礎能力試験、適性試験、作文試験

第２次試験　平成２４年１０月１８日（木）～１０月２５日（木）のうち、第１次試験合格通知書で指定する一日
人物試験、身体検査

合格者発表日：第１次試験合格者発表日　　平成２４年１０月１１日（木）
最終合格者発表日　　　 　  平成２４年１１月２０日（火）

試　験　地：第１次試験　京都市、大阪市、神戸市、奈良市、和歌山市、田辺市
第２次試験　第１次試験合格通知書で通知

採用予定数：　人事院のホームページ（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm）に掲載されますが、変動するこ
とがありますので、最新の情報は人事院のホームページで随時確認してください。

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

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」にも掲載します。

府税事務所からのお知らせ

【自動車税に関する問合せ先】
■ 自動車税コールセンター（自動車税に関するお問い合わせ）

電　　話：０５７０－０２０１５６
受付時間　９：００～１７：３０（土・日・祝日・年末年始を除く）
※お問い合わせいただく際には、自動車の「登録番号」及び「車台番号（下４桁）」が必要となる場合があります。

■ 大阪府自動車税テレフォンガイド（自動車税に関する疑問）
電　　話：０６－６９３９－１３８７
住所変更や自動車の売却・下取りの場合などの自動車税に関する手続き案内を行っています。　
自動音声案内は２４時間ご利用いただけます。

■ 大阪府北河内府税事務所　管理課
電　　話：０７２－８４４－１３３１（代表）

納税は納税通知書裏面に記載の金融機関・郵便局・コンビニエンスストア
又は府税事務所で、納期限までにお忘れなく。

自動車税の納期限は５月31日（木）です！自動車税の納期限は５月31日（木）です！

平成２４年度税務職員採用試験

事業内容 米穀卸売業（年間販売量36万トン）、
和洋菓子販売

創業年月 昭和43年4月創業、昭和47年1月法人設立
資本金 85,896,000円
社員数 65名
所在地 大阪府寝屋川市池田北町15番1号
ホームページ http : //www.e-komeya.co.jp

☆　社是
　食を通じて社会に奉仕する

☆　事業について
　わが社は昭和43年4月に米屋として創業以来、42年間、す
べて黒字決算です。創業当初は、お米屋さんとして、小売販
売をしており販売に工夫を凝らしながら、当時としては考えら
れないくらい販売高を伸ばしてきました。しかし、昭和47年、沖
縄が返還された時、お米が自由化されるという情報を得て、家
内と沖縄の米穀店の実情をつぶさに調べてまいりました。あの
小さな市場に一万軒ものお米屋さんがあったのです。これで
は…と、私は、この自由化を絶好の機会ととらえ、小売業から
脱却し、外食産業や学校、企業、病院、お弁当業者等を対象
に卸販売へと転身を図りました。それが今の業態への大きな
転換点であったと言えます。今では、スーパーマーケット外食
産業を中心に販売し、また、FCの“シャトレーゼ”とも業務提携
を推進し、わが社は近隣に７店舗を展開しています。
　平成4年には、全国に先駆け、環境に優しいオリジナルブラ
ンドの無洗米「あらったくん」の発売を開始し、河川の水質汚
染防止を推進しています。この「あらったくん」は、信頼性、経
済性そして品質面と高い評価を頂いています。

☆　今後の展望
　科学技術振興機構（JST）の補助を受けながら、鳥取大学
農学部と産学協同で新品種の開発に取り組み、昨年10月、2
品種の開発に成功しました。「こしひかり」をベースに生まれ
た、品質、味、収穫量、高温と災害に強い「さちみらい」「コシ
泉水」というオリジナルの品種ですが、平成25年産米から本
格生産に入り、国内販売の予定です。

☆　海外戦略とTPP対策
　TPPの影響をより小さくするため、東南アジア地域での日本
産米の生産開始を推進したいと考えています。上記の改良2
品種は、高温での栽培も可能で、ベトナム、インドネシア、カンボ

ジア等で生産開始し、アジア、ヨーロッパ向けに三国間貿易を
進める予定です。10年後には、TPPが締結されお米のグロー
バル化による自由化が進み、米価は大きく価格低下が予想さ
れます。この段階で、東南アジア産の新品種を、逆輸入し国内
販売を推進していきます。

☆　夢と誇れるもの
　わが社の夢は、穀物メジャーとして、世界で活躍することで
す。また、創業以来42年間、黒字決算を続けられたことも誇り
ですね。もちろん、家族が揃って、仲良く仕事で活躍してくれて
いることも大きな自慢です。

☆　税金と納税協会について
　税金は国民としての義務であり、納税するための努力は必
要です。納税して初めて社会から認められると思います。協会
については、納税者の代弁者として、署や国税との橋渡しをし
てほしいですね。例えば、こんな不景気な時代に高額な納税
をしている、企業や人には、表彰状やお礼の一言があってもい
いような気もしますね。協会の広報紙“三十石船”については、
税務署や税務の知識をもらったり、このトップインタビューなども
楽しく読ませて頂いております。

☆　ご家族のこと
　家内は、わが社の常務取締役として金庫番をしてくれてい
ます。大阪商工会議所では、女性会の役員としてたいそう活
躍もしているようです。それと感謝しなければいけないのは、家
内が私に対して、食も含めたいろんなサポートをしてくれている
ことなんです。今72歳の私が、毎年2回ほど健康診断を受けて
いますが、不思議なことにどこも悪いところがなく健康体そのも
のなんです。3市を預る商工会議所の会頭という激務を何とか
こなせているのもそのおかげなんでしょうね。
　また、一昨年4月、次男に社長職を譲りましたが、頑張ってく
れているのが一番うれしいです。

＊インタビューの感想
　現在、氏は北大阪商工会議所会頭という要職のもと、地
域経済界のトップリーダーとして、元気に活躍中で、ご多忙
のところ貴重な時間を取って頂き、北大阪商工会議所に
尋ねました。
　創業した時から大きな利益をあげられ税金を納めて42
年間一度も赤字決算がないという、氏の企業経営に対す
る熱意や経営姿勢がそんなところに伺えます。会頭さんで
話しにくいかな、と思っていましたが、お話し好きで、お話し
が止まりません。特に奥さまのゴルフの事やお子様の将来、
ご子息の学校選択の事など、ご家族の話をされている時
の瞳の輝きが非常に印象的でした。ご家族をそれだけ大
切にされているのでしょう。そして、海外への進出や新品種
の開発などを、熱く語って頂き、将来の夢も着実に実現しつ
つあるという自信にあふれておられました。インタビュー中、
時間の経つのも忘れ1時間余りの予定が2時間にもなって
しまいました。お忙しい北本様、ありがとうございました。

プロフィール
　昭和15年2月27日和歌山市生まれ。
うお座、72歳。血液型B型。
　現在は、奥様と交野市にて二人暮らし。
お子様は二男二女、次男、武氏が後継。
　交野市教育審議員
　北大阪商工会議所会頭
　大阪府コメ卸業者協議会委員長
趣味：ゴルフ（ハンディ14）
　　  将棋3段（大山名人より）
座右の銘：「すべては心からはじまる」
尊敬する人：
松下幸之助…和歌山出身…「音無
会」という経営者の会（和歌山市）
大切にしているもの：
　「妻との絆 共に健康で明るく」

「環境と健康をテーマに未来に飛躍する」

取締役会長　北本　明　氏
幸福米穀株式会社
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税務職員募集のお知らせ税務職員募集のお知らせ

大阪国税局・枚方税務署

受  験  資  格： ① 高卒見込みの者及び高卒後３年を経過していない者（平成２１年４月１日以降に卒業した者）
② 人事院が①に掲げる者に準ずると認める者

試験の程度：高等学校卒業程度

申込受付期間： ① 平成２４年６月２６日（火）～７月５日（木）［インターネット申込受付期間］
（注）１   インターネット申込みを利用できる環境にある方は、できるだけインターネット申込みを

ご利用ください。
２   インターネット申込専用アドレス［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］

② 平成２４年７月２日（月）～７月１０日（火）［郵送・持参申込受付期間］
（注） できるだけ郵送（簡易書留）にしてください。［７月１０日（火）までの通信日付印有効］

申込書による提出先：人事院近畿事務局
〒５５３－８５１３　大阪市福島区福島１－１－６０（☎ ０６－４７９６－２１９１）

試験日及び試験内容：第１次試験　平成２４年９月９日（日）
基礎能力試験、適性試験、作文試験

第２次試験　平成２４年１０月１８日（木）～１０月２５日（木）のうち、第１次試験合格通知書で指定する一日
人物試験、身体検査

合格者発表日：第１次試験合格者発表日　　平成２４年１０月１１日（木）
最終合格者発表日　　　 　  平成２４年１１月２０日（火）

試　験　地：第１次試験　京都市、大阪市、神戸市、奈良市、和歌山市、田辺市
第２次試験　第１次試験合格通知書で通知

採用予定数：　人事院のホームページ（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm）に掲載されますが、変動するこ
とがありますので、最新の情報は人事院のホームページで随時確認してください。

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

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」にも掲載します。

府税事務所からのお知らせ

【自動車税に関する問合せ先】
■ 自動車税コールセンター（自動車税に関するお問い合わせ）

電　　話：０５７０－０２０１５６
受付時間　９：００～１７：３０（土・日・祝日・年末年始を除く）
※お問い合わせいただく際には、自動車の「登録番号」及び「車台番号（下４桁）」が必要となる場合があります。

■ 大阪府自動車税テレフォンガイド（自動車税に関する疑問）
電　　話：０６－６９３９－１３８７
住所変更や自動車の売却・下取りの場合などの自動車税に関する手続き案内を行っています。　
自動音声案内は２４時間ご利用いただけます。

■ 大阪府北河内府税事務所　管理課
電　　話：０７２－８４４－１３３１（代表）

納税は納税通知書裏面に記載の金融機関・郵便局・コンビニエンスストア
又は府税事務所で、納期限までにお忘れなく。

自動車税の納期限は５月31日（木）です！自動車税の納期限は５月31日（木）です！

平成２４年度税務職員採用試験

事業内容 米穀卸売業（年間販売量36万トン）、
和洋菓子販売

創業年月 昭和43年4月創業、昭和47年1月法人設立
資本金 85,896,000円
社員数 65名
所在地 大阪府寝屋川市池田北町15番1号
ホームページ http : //www.e-komeya.co.jp

☆　社是
　食を通じて社会に奉仕する

☆　事業について
　わが社は昭和43年4月に米屋として創業以来、42年間、す
べて黒字決算です。創業当初は、お米屋さんとして、小売販
売をしており販売に工夫を凝らしながら、当時としては考えら
れないくらい販売高を伸ばしてきました。しかし、昭和47年、沖
縄が返還された時、お米が自由化されるという情報を得て、家
内と沖縄の米穀店の実情をつぶさに調べてまいりました。あの
小さな市場に一万軒ものお米屋さんがあったのです。これで
は…と、私は、この自由化を絶好の機会ととらえ、小売業から
脱却し、外食産業や学校、企業、病院、お弁当業者等を対象
に卸販売へと転身を図りました。それが今の業態への大きな
転換点であったと言えます。今では、スーパーマーケット外食
産業を中心に販売し、また、FCの“シャトレーゼ”とも業務提携
を推進し、わが社は近隣に７店舗を展開しています。
　平成4年には、全国に先駆け、環境に優しいオリジナルブラ
ンドの無洗米「あらったくん」の発売を開始し、河川の水質汚
染防止を推進しています。この「あらったくん」は、信頼性、経
済性そして品質面と高い評価を頂いています。

☆　今後の展望
　科学技術振興機構（JST）の補助を受けながら、鳥取大学
農学部と産学協同で新品種の開発に取り組み、昨年10月、2
品種の開発に成功しました。「こしひかり」をベースに生まれ
た、品質、味、収穫量、高温と災害に強い「さちみらい」「コシ
泉水」というオリジナルの品種ですが、平成25年産米から本
格生産に入り、国内販売の予定です。

☆　海外戦略とTPP対策
　TPPの影響をより小さくするため、東南アジア地域での日本
産米の生産開始を推進したいと考えています。上記の改良2
品種は、高温での栽培も可能で、ベトナム、インドネシア、カンボ

ジア等で生産開始し、アジア、ヨーロッパ向けに三国間貿易を
進める予定です。10年後には、TPPが締結されお米のグロー
バル化による自由化が進み、米価は大きく価格低下が予想さ
れます。この段階で、東南アジア産の新品種を、逆輸入し国内
販売を推進していきます。

☆　夢と誇れるもの
　わが社の夢は、穀物メジャーとして、世界で活躍することで
す。また、創業以来42年間、黒字決算を続けられたことも誇り
ですね。もちろん、家族が揃って、仲良く仕事で活躍してくれて
いることも大きな自慢です。

☆　税金と納税協会について
　税金は国民としての義務であり、納税するための努力は必
要です。納税して初めて社会から認められると思います。協会
については、納税者の代弁者として、署や国税との橋渡しをし
てほしいですね。例えば、こんな不景気な時代に高額な納税
をしている、企業や人には、表彰状やお礼の一言があってもい
いような気もしますね。協会の広報紙“三十石船”については、
税務署や税務の知識をもらったり、このトップインタビューなども
楽しく読ませて頂いております。

☆　ご家族のこと
　家内は、わが社の常務取締役として金庫番をしてくれてい
ます。大阪商工会議所では、女性会の役員としてたいそう活
躍もしているようです。それと感謝しなければいけないのは、家
内が私に対して、食も含めたいろんなサポートをしてくれている
ことなんです。今72歳の私が、毎年2回ほど健康診断を受けて
いますが、不思議なことにどこも悪いところがなく健康体そのも
のなんです。3市を預る商工会議所の会頭という激務を何とか
こなせているのもそのおかげなんでしょうね。
　また、一昨年4月、次男に社長職を譲りましたが、頑張ってく
れているのが一番うれしいです。

＊インタビューの感想
　現在、氏は北大阪商工会議所会頭という要職のもと、地
域経済界のトップリーダーとして、元気に活躍中で、ご多忙
のところ貴重な時間を取って頂き、北大阪商工会議所に
尋ねました。
　創業した時から大きな利益をあげられ税金を納めて42
年間一度も赤字決算がないという、氏の企業経営に対す
る熱意や経営姿勢がそんなところに伺えます。会頭さんで
話しにくいかな、と思っていましたが、お話し好きで、お話し
が止まりません。特に奥さまのゴルフの事やお子様の将来、
ご子息の学校選択の事など、ご家族の話をされている時
の瞳の輝きが非常に印象的でした。ご家族をそれだけ大
切にされているのでしょう。そして、海外への進出や新品種
の開発などを、熱く語って頂き、将来の夢も着実に実現しつ
つあるという自信にあふれておられました。インタビュー中、
時間の経つのも忘れ1時間余りの予定が2時間にもなって
しまいました。お忙しい北本様、ありがとうございました。

プロフィール
　昭和15年2月27日和歌山市生まれ。
うお座、72歳。血液型B型。
　現在は、奥様と交野市にて二人暮らし。
お子様は二男二女、次男、武氏が後継。
　交野市教育審議員
　北大阪商工会議所会頭
　大阪府コメ卸業者協議会委員長
趣味：ゴルフ（ハンディ14）
　　  将棋3段（大山名人より）
座右の銘：「すべては心からはじまる」
尊敬する人：
松下幸之助…和歌山出身…「音無
会」という経営者の会（和歌山市）
大切にしているもの：
　「妻との絆 共に健康で明るく」

「環境と健康をテーマに未来に飛躍する」

取締役会長　北本　明　氏
幸福米穀株式会社
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地 域 の 祭り地 域 の 祭り

　今回は、寝屋川市企画室より“地域のまつり”と題し
て、原稿を頂きました。寝屋川市は、市の木が「桜」であ
り、市内各所に桜の名所がいくつもあります。今回はこ
の「お花見」を地域のまつりと捉えて、花見の名所をい
くつかご紹介します。

１．成田山不動尊
　（新寝屋川八景・寝屋川市成田西町19－1）
　成田山不動尊（成田山大阪別院明王院）のある香里園
の地は、京阪電気鉄道株式会社が同社の開業と同じ年
の明治43年秋に、香里遊園地（ひらかたパークの前身）
を開園し、第1回菊人形展を開催するなど、同社ゆかり
の地となっています。この成田不動尊は本紙でも、節分
の豆まきを記事（平成22年2月5日発行156号）として掲
載いたしました。2010年には、同社の開業100周年を記
念して、開業当初に香里園の地で桜の名所づくりを志
したご縁から、同社
から同不動尊へ100
本の桜（ソメイヨシ
ノ）が寄贈されまし
た。この桜は、「香里
百年桜」と命名さ
れ、大切に育てられ
ています。

２．打上川治水緑地 （寝屋川市太秦桜が丘）
　打上川治水緑地は、大雨の非常時に寝屋川と打上川
の両河川の流量を調整するために作られた施設です
が、平常時は、地域の皆さんが散歩したりできる憩いの
場として利用されています。緑地内には池やせせらぎ
があり、桜やメタセコイヤなどが植樹され水と緑に親
しめる魅力的な空間となっています。この緑地の北側
と南側に植えられた桜は、とても美しく、特に北側の一

列にずらっと並
び咲き誇る桜の
様子は圧巻です。
花見のシーズンに
なると、芝生の上
にシートを広げ
て、心ゆくまで桜
が楽しめます。

３．友呂岐緑地 （新寝屋川八景）
　（桜木町から京阪寝屋川市駅経由で萱島駅を結ぶ3.5km）

　「友呂岐用水路」と「二十箇
用水路」の統廃合によってで
きた空地が活用され、昭和49
年にやすらぎと憩いの場と
して生まれ変わりました。
　北は桜木町から、寝屋川

市駅前のせせらぎ公園を経由して南は中神田町・下神
田町へと寝屋川市内中心部を南北に約3.5km貫く、総面
積約4.8haの緑地帯の一連の散策道は、春の桜をはじめ
四季を通じての自然の美しさを体感できます。

４．南寝屋川公園 （寝屋川市讃良東町6－1）
　南寝屋川公園（市民の
森）は、寝屋川市の南部
に位置し、敷地面積が約
45,000㎡もある、市の代
表的な公園です。公園内
には、市民グラウンドや
テニスコートなどのス
ポーツ施設をはじめ、記念樹の森や散策道が整備され
ています。
　1986年（昭和61年）には、「寝屋川八景」の一つに選ば
れました。

５．深北緑地 （大東市深野北4－284）
　深北緑地は、大雨の非常時に、増水した寝屋川の水を
一時的にためて洪水を未然に防ぐ遊水池として、寝屋
川市と大東市の市域をまたぐ形で設けられています。
　平常時は、レクリエーションやスポーツが楽しめる
緑地公園となっています。自然豊かな広大な敷地の中
に、野球場やテニスコートなどのスポーツ施設、恐竜広
場やロケット広場などのアスレチック施設があり、芝
生広場でお弁当を食べたり、池で水鳥の観察をしたり、
草むらで虫取りをしたりしながら、家族や友達、皆で楽

しめる公園です。
　公園内の桜の園で
は、毎年春には約28
種、300本もの桜が咲
き競い、10月～12月に
は非常に珍しい十月
桜が可憐な花を咲か
せるそうです。

　市内には、この他にも桜の名所があります。来年のお
花見の季節には、是非ご家族お揃いにて花見祭りをし
てみましょう。 

寝屋川市企画室

　

“桜咲くまち寝屋川”

　枚方納税協会４階会議室において、４月２日より
６日間の日程で近畿税理士会枚方支部所属の中井学
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。
　受講者の皆様の質問にも分かりやすく答えて下さ
り、充実した授業内容だったとのお声をいただきま
した。
　全日程受講された方には、
最終日に「修了証」をお渡し
いたしました。

　青色申告促進部会の地域及び業種支部では、近畿税理士会枚方支部のご支援を受けて５７会場で会員の皆さん１,００１
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２５日開設され、会場の運営には延べ６３名の地区役員及び納
貯女性部員の方々に従事していただきました。
　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、来所者に対し、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！！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 適正な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
枚 ５
枚 ６
寝 ４
寝 ２
寝 ３

会　社　名
㈱ 片 山 製 薬 所
讃高会　高井病院

㈱ タ ク ト
㈱ 中 島 総 建
㈱ 前 田 金 属 製 作 所

所　在　地
枚方市招提田近
枚方市津田西町
寝屋川市平池町
寝屋川市小路北町
寝屋川市点野

地 区
本 部
寝 10
たばこ青申会
税 理 士
本 部
本 部
本 部
枚方酒販
管 外
殿 二
本 部
本 部

氏　　　名
川　村　　康　和
加　藤　　安　弘
小　林　　伸　行
杉　山　　好　江
玉　岡　　嘉　宏
田　中　　絹　代
田　内　　　　潔
中　村　　理　江
濱　口　　正　喜
古　川　　冨士夫
牧　村　　　　明
吉　用　　尚　史

所　在　地
交野市私部
枚方市田口山
寝屋川市打上元町
枚方市北山
寝屋川市対馬江西町
枚方市星丘
枚方市渚栄町
枚方市中宮東之町
茨木市三島丘
枚方市招提南町
枚方市南楠葉
枚方市杉山手

平成24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23年分所得税の確定申告期）

新入会員のご紹介　　　　（平成24年１月～３月）法 人

新入会員のご紹介　　　　（平成24年１月～３月）個 人

私部地区 寝屋川７地区寝屋川５・８・９・10地区

三　　十　　石　　船 三　　十　　石　　船⑹　平成２４年５月２５日 第　１６５　号 平成２４年５月２５日　⑺第　１６５　号



地 域 の 祭り地 域 の 祭り

　今回は、寝屋川市企画室より“地域のまつり”と題し
て、原稿を頂きました。寝屋川市は、市の木が「桜」であ
り、市内各所に桜の名所がいくつもあります。今回はこ
の「お花見」を地域のまつりと捉えて、花見の名所をい
くつかご紹介します。

１．成田山不動尊
　（新寝屋川八景・寝屋川市成田西町19－1）
　成田山不動尊（成田山大阪別院明王院）のある香里園
の地は、京阪電気鉄道株式会社が同社の開業と同じ年
の明治43年秋に、香里遊園地（ひらかたパークの前身）
を開園し、第1回菊人形展を開催するなど、同社ゆかり
の地となっています。この成田不動尊は本紙でも、節分
の豆まきを記事（平成22年2月5日発行156号）として掲
載いたしました。2010年には、同社の開業100周年を記
念して、開業当初に香里園の地で桜の名所づくりを志
したご縁から、同社
から同不動尊へ100
本の桜（ソメイヨシ
ノ）が寄贈されまし
た。この桜は、「香里
百年桜」と命名さ
れ、大切に育てられ
ています。

２．打上川治水緑地 （寝屋川市太秦桜が丘）
　打上川治水緑地は、大雨の非常時に寝屋川と打上川
の両河川の流量を調整するために作られた施設です
が、平常時は、地域の皆さんが散歩したりできる憩いの
場として利用されています。緑地内には池やせせらぎ
があり、桜やメタセコイヤなどが植樹され水と緑に親
しめる魅力的な空間となっています。この緑地の北側
と南側に植えられた桜は、とても美しく、特に北側の一

列にずらっと並
び咲き誇る桜の
様子は圧巻です。
花見のシーズンに
なると、芝生の上
にシートを広げ
て、心ゆくまで桜
が楽しめます。

３．友呂岐緑地 （新寝屋川八景）
　（桜木町から京阪寝屋川市駅経由で萱島駅を結ぶ3.5km）

　「友呂岐用水路」と「二十箇
用水路」の統廃合によってで
きた空地が活用され、昭和49
年にやすらぎと憩いの場と
して生まれ変わりました。
　北は桜木町から、寝屋川

市駅前のせせらぎ公園を経由して南は中神田町・下神
田町へと寝屋川市内中心部を南北に約3.5km貫く、総面
積約4.8haの緑地帯の一連の散策道は、春の桜をはじめ
四季を通じての自然の美しさを体感できます。

４．南寝屋川公園 （寝屋川市讃良東町6－1）
　南寝屋川公園（市民の
森）は、寝屋川市の南部
に位置し、敷地面積が約
45,000㎡もある、市の代
表的な公園です。公園内
には、市民グラウンドや
テニスコートなどのス
ポーツ施設をはじめ、記念樹の森や散策道が整備され
ています。
　1986年（昭和61年）には、「寝屋川八景」の一つに選ば
れました。

５．深北緑地 （大東市深野北4－284）
　深北緑地は、大雨の非常時に、増水した寝屋川の水を
一時的にためて洪水を未然に防ぐ遊水池として、寝屋
川市と大東市の市域をまたぐ形で設けられています。
　平常時は、レクリエーションやスポーツが楽しめる
緑地公園となっています。自然豊かな広大な敷地の中
に、野球場やテニスコートなどのスポーツ施設、恐竜広
場やロケット広場などのアスレチック施設があり、芝
生広場でお弁当を食べたり、池で水鳥の観察をしたり、
草むらで虫取りをしたりしながら、家族や友達、皆で楽

しめる公園です。
　公園内の桜の園で
は、毎年春には約28
種、300本もの桜が咲
き競い、10月～12月に
は非常に珍しい十月
桜が可憐な花を咲か
せるそうです。

　市内には、この他にも桜の名所があります。来年のお
花見の季節には、是非ご家族お揃いにて花見祭りをし
てみましょう。 

寝屋川市企画室

　

“桜咲くまち寝屋川”

　枚方納税協会４階会議室において、４月２日より
６日間の日程で近畿税理士会枚方支部所属の中井学
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。
　受講者の皆様の質問にも分かりやすく答えて下さ
り、充実した授業内容だったとのお声をいただきま
した。
　全日程受講された方には、
最終日に「修了証」をお渡し
いたしました。

　青色申告促進部会の地域及び業種支部では、近畿税理士会枚方支部のご支援を受けて５７会場で会員の皆さん１,００１
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２５日開設され、会場の運営には延べ６３名の地区役員及び納
貯女性部員の方々に従事していただきました。
　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、来所者に対し、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！！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 適正な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
枚 ５
枚 ６
寝 ４
寝 ２
寝 ３

会　社　名
㈱ 片 山 製 薬 所
讃高会　高井病院

㈱ タ ク ト
㈱ 中 島 総 建
㈱ 前 田 金 属 製 作 所

所　在　地
枚方市招提田近
枚方市津田西町
寝屋川市平池町
寝屋川市小路北町
寝屋川市点野

地 区
本 部
寝 10
たばこ青申会
税 理 士
本 部
本 部
本 部
枚方酒販
管 外
殿 二
本 部
本 部

氏　　　名
川　村　　康　和
加　藤　　安　弘
小　林　　伸　行
杉　山　　好　江
玉　岡　　嘉　宏
田　中　　絹　代
田　内　　　　潔
中　村　　理　江
濱　口　　正　喜
古　川　　冨士夫
牧　村　　　　明
吉　用　　尚　史

所　在　地
交野市私部
枚方市田口山
寝屋川市打上元町
枚方市北山
寝屋川市対馬江西町
枚方市星丘
枚方市渚栄町
枚方市中宮東之町
茨木市三島丘
枚方市招提南町
枚方市南楠葉
枚方市杉山手

平成24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23年分所得税の確定申告期）

新入会員のご紹介　　　　（平成24年１月～３月）法 人

新入会員のご紹介　　　　（平成24年１月～３月）個 人

私部地区 寝屋川７地区寝屋川５・８・９・10地区
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納税協会指針
納税協会は

健全な納税者の団体として
税知識の普及に努め
適正な申告納税の推進と
納税道義の高揚を図り

企業および地域社会の発展に
貢献します

枚方市大垣内町２丁目９－３
ＴＥＬ（８４３）６３２１
ＦＡＸ（８４３）６２４２

発  行  所
公益社団法人 枚方納税協会
枚方納税貯蓄組合連合会

編集発行　広 報 委 員 会

http://www.nk-net.co.jp/hirakata/
E-mail:hirakata@nk-net.co.jp

税 の こ よ み
６月
・平成２４年分申告所得税予定納税額
の通知　　　　　　 （６月１５日まで）

・４月末決算法人の法人税、消費税の
確定申告及び納付　　（７月２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１０日まで）

・平成２４年分申告所得税の予定納税
額の減額承認申請期限（７月１７日まで）

・平成２４年分申告所得税の予定納税
第１期分の納付　　　（７月３１日まで）

・５月末決算法人の法人税、消費税の
確定申告及び納付　　（７月３１日まで）

　今年の確定申告期においても、ｅ－Ｔａｘの利用拡大に積極的に取り組んでい
たところ、地区一体となって、その利用拡大に大きく貢献され、適正申告と納税に
多大な功績があったとして、青促部会の枚方殿一地区、寝屋川第４地区、そして
交野私部地区に、それぞれ枚方税務署長様から感謝状が贈られました。
　税務署長感謝状は、５月２１日に開催された第２回定時総会の場で、贈呈され
ました。

　また、法人会員である千成ヤクルト販売㈱様には、ヤクルトの販売員の全員
２５０名が、今年の確定申告で、ｅ－Ｔａｘを利用して確定申告をされ、その利用拡
大に大きく貢献されるとともに、広くＰＲに
も努めていただいた功績により、大阪国税
局長様から感謝状が贈呈されました。
　国税局長感謝状は、５月１４日午後、千成
ヤクルト販売㈱会議室において、ｅ－Ｔａｘを
利用された販売員の前で小西社長様に贈
呈され、贈呈後には、「引き続き、全社員を
挙げて、ｅ－ＴａｘのＰＲと利用拡大に努めま
す。」との力強い言葉をいただきました。

ｅ‒Tax の利用拡大に貢献された青促部会に
・・・・枚 方 税 務 署 長 感 謝 状

千成ヤクルト販売㈱の販売員がｅ‒Tax で確定申告
・・・・大 阪 国 税 局 長 感 謝 状

平成24年度代議員選挙スケジュール（案）

第２回定時総会(代議員会)開催
公益社団法人枚方納税協会

平成２３年度事業報告及び決算
定款の一部変更
理事・監事の選任　　　　　　　等の採択

　５月２１日、公益法人として第２回目の定時総会が開催され、平成２３
年度の事業報告及び決算報告の承認の件、定款の一部変更に関す
る件、理事、監事の選任に関する件などが上程され、採択されました。
　納税協会は、平成２３年４月１日から公益社団法人としてスタートし、
健全な納税者の団体として、①税知識の普及②適正な申告納税の
推進③納税道義の高揚を公益事業として、その推進に取り組んでま
いりました。
　平成２４年度事業計画の公益事業の推進に当たっては、会員の拡
大と組織の活性化を図っていくことはもとより、税務当局をはじめ、関係
諸官庁、関係団体と、より連携協調を深め、会員はもとより、一般の皆様
のニーズに応える事業内容となるべく、十分な検討を行いながら、各種
研修会・説明会・講演会や税のＰＲに努めていくこととしております。
　この他、会員相互の親睦や会員に対するサービスの向上にも努め
ていくこととし、参画意識の向上や活性化を図り、研鑽と交流の場を推
進していきます。
　主な行事や公益事業は、左表のとおりです。
　また、定時総会では新理事、新監事が選任され、総会後に招集さ
れた理事会において、理事互選により役員の選出が行われ、安積輝
男様が会長に再任されました。
　また、副会長には、新たに、道廣裕子様が就任されました。
　新役員のみなさんは、次のとおりです。

会　長 安積　輝男 安積建設㈱
副会長 原　　襄輔 扇港樹脂工業㈱
 大林洋一郎 大林酒店
 久門　哲男 久門紙器工業㈱
 下田　公博 サカエグラビヤ印刷㈱
 （新任）道廣　裕子 道廣友厚税理士事務所
 野村　宜孝 ㈱野村呼文堂

次の方が役員を退任されました。
副会長 林田　　茂 林田茂税理士事務所（相談役）

代議員選挙の実施について
投票期間は、平成 24年 7月 10日から 20日
投票場所は、枚方納税協会 事務局内

　公益社団法人枚方納税協会 代議員選挙が実施されます。　
　評議員制から代議員制へ移行されてから 2 回目の選挙を向かえますが、定時総会に
おいて、任期が 2年から 4年へと改正されました。
　選挙におけるスケジュール等は、別表のとおりです。
　なお、選挙告示・立候補の届出・投票期間・選挙結果などは、協会掲示板に告示する
ほか、納税月報や郵送等でお知らせいたします。

6 25

10

20

7

8

6

月 日
◯代議員選挙の実施に関する告示

項　　　　　目 備　　　　　考

◯立候補・推薦届出締切
◯立候補者の確定
◯立候補手続の監査
◯立候補者と投票に関する告示
◯投票

投票期間

◯投票締切
23
30
◯開票

当選者への通知
◯当選者に関する告示

会員への通知
◯選挙録の作成

投票時間（午前 9時から午後 5時）
投票場所（納税協会 事務局内）

監事立会いの上、開票・投票結果を集計

（投票は、投票用紙を郵送またはＦＡ
Ｘにより投票することも可、ただし、
投票期間の最終日午後 5 時までに到
着したものを有効とする。）

納税月報９月号・郵送
郵送・広報誌

納税月報・郵送等による周知
告示（掲示板等）

告示（掲示板等）

会員への通知
投票用紙の交付

会員への通知

別表  主な行事・公益事業計画予定

納税表彰式

第35回企業経営
税務研修ツアー

決 算 期 別
法人税等説明会

改正税法説明会

年末調整説明会

新設法人説明会

講 演 会

定例研修会

法 人 部 会
地区研修会

観 劇 会

法 青 会
ゴルフコンペ
年２回（春・秋）

日帰り研修ツアー

ひらかた仙亭

仙台・福島・新潟

協会会議室
　  又 は  　
枚方市民会館

枚方市民会館

枚方市民会館

協会会議室

ひらかた仙亭

協会会議室

各 地 区

未 定

交野カントリー倶楽部

枚方カントリー倶楽部

未 定

24年11月13日
（予定）

24年6月18日～
　　6月20日～

年6回
（偶数月）

24年10月中旬

24年11月下旬

25年2月上旬

24年8月下旬
ごろ

24年11月上旬

年6回

随時

24年10月

24年5月8日
（実施済）
24年10月中・下旬

24年10月

納税功労者の表彰

会員相互の親睦と交流

法人税・源泉所得税・
消費税等の
留意事項について

法人税の税制改正
事項について

源泉所得税の
年末調整の仕方に
　　　　　ついて

法人税・源泉所得税・
消費税等の
留意事項について

　 講師・テーマは 　
　未　　　定　

税務研修、実務指導等

税務研修
一般教養

会員相互の親睦と交流

会員相互の親睦と交流

企業の見学と
会員相互の親睦と交流

行事名 開催日 開催場所 内　容

※都合により日程及び内容を変更する場合があります。

（　　　）

委 員 会 指 針

三十石船は、納税協会会員と
税金を結ぶ架け橋です。
広報委員会は、今、こんな
広報紙をめざしています。

みんなに役立つ広報紙
楽しく、読める広報紙
心待ちにされる広報紙
地域に密着した広報紙
会員の声が届く広報紙

そして、私たちは、納税者と
情報の共有を考えます。

イータ君、やっくんも出席しての感謝状贈呈式

⑻　平成２４年５月２５日 三　　十　　石　　船 平成２４年５月２５日　⑴三　　十　　石　　船第　１６５　号




