
広告募集
あなたの会社やお店を納税協会広報紙「三十石船」でＰＲしてみませんか。「三十石船」は年４回（５.８.11.２月）発行しております。
ご事業のＰＲに是非ご活用ください。お問い合せは協会事務局まで ＴＥＬ（843）6321
広告掲載料　１スペース（120mm×45mm）税込　  9,720円　２スペース（120mm×90mm）税込　19,440円

　中学生の「税についての作文」は、納税貯蓄組合と税務署が、高校生の「税に関する作文」は国税庁が、それぞれ、中学生・高
校生の皆さんに、税を正しく理解していただくための租税教育の一環として、夏休みの課題に取り組んでいただこうとして募集して
いたものです。今年度も枚方市・寝屋川市・交野市の中学校・高等学校から多数の応募をいただき、このほど選考審査が終了し、
優秀作文が選考され、それぞれの賞が決定いたしました。
　税についての作文は、テーマは「税に関すること」ですが、公共施設のこと、介護や福祉のこと、消費税のこと、あるいはふるさと
納税のことなど、内容は多岐にわたっており、いずれも日頃の税の学習の成果が見られる力作ぞろいでありました。
　優秀作文は、１２月９日、枚方税務署会議室において執り行われる「税の作文表彰式」において、それぞれの賞の表彰状と副
賞が贈呈されます。
　また、税の作文の応募に継続して取り組んでいただいた中学校には、全国納税貯蓄組合連合会　会長、枚方納税貯蓄組合
連合会 会長から学校賞として、感謝状と副賞がそれぞれ表彰式において贈呈されます。
　各賞を受賞される皆さんは、下記のとおりです。

　去る11月２日（水）、枚方カントリー倶楽部において秋季法青会親睦ゴルフコンペを開催い
たしました。
　秋風の心地良い最高のゴルフ日和の中、恒例の親睦ゴルフは、楽しく真剣に総勢７５名の
方が腕を競い合いました。
　今回は、井上 利之 氏（さんごくや酒店）が見事優勝されました。

【上位成績結果】
順 位 氏　名 事　業　所 ス コ ア
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井上　利之
阿部　直文
加山　俊哉
和田　吉代
妹尾　　修
森　　英介
亀田　正行
安養寺　弘
林　　　武
久門　哲男

さんごくや酒店

大商化成㈱

㈲タカタエンブレム

㈲森英興産

亀田正行税理士事務所
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法青会親睦ゴルフコンペ法青会親睦ゴルフコンペ

今年度も中学生の皆さんから、高校生の皆さんから、今までの中で最も多くの作文応募をいただきました。各学校の校長先生を
はじめ担当の先生方、教育関係の皆様、そして夏休みの課題として取り組んでいただいた生徒の皆さんありがとうございました。

平成28年度中学生・高校生の作文  審査結果（敬称略）

地区
枚１
枚３
寝４
枚４
枚３
枚３
寝２
枚１
枚３

会　社　名
㈲アップスペース
㈱アークスタモン
エ イトク エ イト㈱
㈱O ・ Z ・ K
㈲川 大 仮 設
㈲北 倭 工 建
㈱ 竹 内 グ ル ー プ
㈱ビズライフ保険サポート
㈲無 名 屋

新入会員のご紹介（法人）
（平成28年７月～９月）

所　在　地
枚方市宮之阪
枚方市
寝屋川市東神田町
枚方市中宮山戸町
枚方市招提元町
枚方市長尾西町
寝屋川市高宮新町
枚方市大垣内町
枚方市牧野阪

地区
本　部
本　部
税理士
税理士

氏　　　名
芝 本 和 矢
平 田 良 子
松 下 史 生
米 倉 俊 徳

所　在　地
交野市藤が尾
枚方市香里園山之手町
大阪市中央区東平
枚方市山之上

新入会員のご紹介（個人）
（平成28年７月～９月）

井上 利之 氏

優勝！！優勝！！

税 の こ よ み
１１月 ・所得税及び復興特別所得税の予定納
　　　　税額（2期分）の納付  （11月30日まで）
 ・9月末決算法人の法人税及び消費税
　　　　の確定申告と納付　（11月30日まで）
 ・3月末決算法人の法人税及び消費税
　　　　の中間申告と納付　（11月30日まで）
 ・消費税（個人）の中間申告と納付

　（11月30日まで）
 ・個人事業税（第2期分）の納付

（11月30日まで）
１２月 ・給与所得者の年末調整

（本年最後の給与の支払をする時）
 ・消費税簡易課税制度選択届出書等
　　　　（個人）　　　　　　（12月31日まで）
１月 ・10月末決算法人の法人税及び消費税
　　　　の確定申告と納付    　（1月4日まで）
 ・4月末決算法人の法人税及び消費税
　　　　の中間申告と納付    　（1月4日まで）
 ・納期特例（7月～12月）源泉所得税の
　　　　納付　　　　　　　　（1月20日まで）
 ・11月末決算法人の法人税及び消費税
　　　　の確定申告と納付  　（1月31日まで）
 ・5月末決算法人の法人税及び消費税の
　　　　中間申告と納付　　　（1月31日まで）
 ・法定調書等の提出  　（1月31日まで）

税について
の作文 

12月９日
「作文表彰式」

挙行

さんごくや酒店

優秀作文が決定!! 中学生・高校生の皆さんから多数の応募

＜中学生＞
近畿納税貯蓄組合総連合会
会長賞
　関西創価中 松名　裕一
　関西創価中 浅野　正義
納税貯蓄組合大阪府総連合会
会長賞
　寝屋川第一中 海田希実花
納税貯蓄組合大阪府総連合会
優秀賞
　枚方枚方中 寺田　伊吹
　枚方蹉跎中 千田はるか
　枚方山田中 木村　仁美
　寝屋川第六中 内海　優芽
　寝屋川第八中 若狭　茉実
　交野第四中 山野　絢雅
大阪府知事賞
　枚方長尾西中 青田　海朋
枚方税務署長賞
　枚方第二中 合田ほのか
　関西創価中 岸良心乃香
枚方市長賞
　枚方山田中 筒井　風羽

寝屋川市長賞
　寝屋川第六中 吉永　小槙
交野市長賞
　交野第四中 丹羽沙奈恵
大阪府北河内府税事務所長賞
　枚方長尾中 濵本知奈美
北大阪商工会議所会頭賞
　寝屋川友呂岐中 古里　珠菜
枚方税務署管内
租税教育推進協議会会長賞
　枚方第四中 加藤　意惟
　枚方第四中 横山　菜々
　交野第一中 名取　亮輔
近畿税理士会枚方支部長賞
　枚方蹉跎中 加藤　未由
　枚方蹉跎中 橋　　優衣
　寝屋川第六中 新川　愛弓
公益社団法人枚方納税協会
会長賞
　寝屋川第六中 小林　寛季
　寝屋川第八中 重光　桃花
　関西創価中 樋口　　雄

枚方納税貯蓄組合連合会
会長賞
　枚方長尾中 久井　未結
　枚方長尾中 宮本　早羅
　枚方蹉跎中 久田　喬香
枚方納税貯蓄組合連合会奨励賞
　枚方楠葉中 王子　綾華
　枚方楠葉西中 熊谷　茉弥
　枚方中宮中 中島　南美
　枚方招提中 神舘　大樹
　寝屋川第四中 阪本　亜美
　寝屋川第七中 山田　智香
　交野第三中 大崎　心美
（学校賞）
全国納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立長尾中学校
　交野市立第一中学校
枚方納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立楠葉西中学校
　寝屋川市立第七中学校 

＜高校生＞
大阪国税局長賞
　関西創価高 浅利　七海
枚方税務署長賞
　関西創価高 池田　憲哉
　常翔啓光学園高 小八木友華
枚方税務署管内
租税教育推進協議会会長賞
　常翔啓光学園高 横田　朱音
近畿税理士会枚方支部長賞
　関西創価高 宮本　晴美
公益社団法人枚方納税協会
会長賞
　大阪聖母女学院高 八尾　和音
枚方納税貯蓄組合連合会
会長賞
　関西創価高 小笠原広美
北大阪商工会議所会頭賞
　常翔啓光学園高 杉浦　芳輝

⑿　平成２８年１１月２５日 三　　十　　石　　船 第　１８３　号 平成２８年１１月２５日　⑴三　　十　　石　　船第　１８３　号

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



　税金―。これに対する私の印象はよくなかったです。
２０１５年、私たちの一番身近な税金、消費税が５％か
ら８％にあがりました。「１０５円が１０８円なるん、嫌や
な」と当時は思っていました。ましてや税金が私たちの
ために使われていることもそんなに実感はありませんで
した。
　税金の使われ道などを深く考えたのは受験生であ
る中学三年生に入ってからです。私の家は、シングルマ
ザーで生活に余裕がありません。私立高校は特待生
を取らない限り、いくことは不可能です。もちろん大学も
国公立以外はいくことは不可能です。その事実をお母
さんから聞いた時、「なんで小学校・中学校はいけた
ん？」って疑問に思いお母さんに聞いたら「税金でまか
なってもらってたからやで」と言われました。ここで初め
て「税金」を身近に感じることができました。
　ただ、今の世の中、中卒で仕事はなかなか見つから
ないことは知っています。私の将来の夢は「検察官」で
す。この夢を叶えるために日々、努力しています。ただ、
未来への不安はとてもあります。高校は公立しかいけ
ない、大学も国公立しか入れない。お金がある家に産
まれてきた子よりも、高い壁をつきつけられています。
　つい先日も東京都知事がお金を不正に使っていた
ことが大ニュースとなりました。政治家が不正に使うお

金は私たちの税金だそうです。中学三年生で何に一
つ力を持ってない私ですが、この事実をとても歯がゆく
思います。
　小学校・中学校と私たちを支えてくれて本当に感謝
しています。ただ不正に使われる税金があるなら小・
中・高・大すべて無償化にしてくれたらうれしいです。
　お母さんに「うまれた時点で人生きまったもんやな、
ごめんな。」と言われます。私は母も好きです。今の環
境も好きです。生まれた時点であいている差なんて死
にものぐるいでうめてみせます。高校は公立のトップを
めざし、大学は国公立にいきます。そして夢を叶えま
す。税金の使い道がもっと私たちにむいてくれて、私み
たいな環境の子の不安を全て解消してくれたらうれし
いです。

（功績の概要）
　多年にわたり納税貯蓄組合の育成に努め納税思想の高揚と大
阪府財政の確立に寄与され、顕著な功績を挙げられたことにより、
大阪府知事より優良納税貯蓄組合連合会として表彰されました。

（功績の概要）
　多年にわたり税務行政に協力し納税思想の高揚と大阪府財
政の確立に寄与され、顕著な功績を挙げられたことにより、大阪
府知事より納税功労者として表彰されました。

【個人の部】
　乾　　　昭　幸

【団体の部】
　枚方納税貯蓄組合連合会

　枚方納税貯蓄組合連合会　副会長
　枚方納税協会　常任理事

（功績の概要）
　大阪国税局長表彰を受彰された方は、多年に
わたり、各種の団体の要職にあって、常に率先して
組織の拡大・育成に努められるとともに、申告納税
制度の普及・発展及び納税道義の高揚並びに国
税電子申告・納税システム（e-Tax）の一層の普及
及び定着に極めて顕著な功績を挙げられました。

「大阪府納税表彰」
受彰者

「大阪府納税表彰」
受彰者

「大阪府納税表彰」
受彰者

○枚方税務署長表彰
（功績の概要）
　税務署長表彰を受彰される各位は、多年にわたり、
各種の団体の要職にあって、組織の拡大・育成に努め
られるとともに、申告納税制度の普及・発展と納税道
義の高揚に極めて顕著な功績を挙げられました。

　今　堀　　　均　枚方納税協会　常任理事

　中　村　圭　一　枚方納税協会　常任理事

　廣　川　秀　明　枚方納税協会　理事

○枚方納税協会会長感謝状
（功績の概要）
　納税協会会長感謝状を受けられる各位は、枚方
納税協会の事業活動に常に率先して取り組まれ、
その活動を通じて、納税道義の高揚に多大な貢献
をされました。

　【法人の部】
　大商化成株式会社
　　加　山　俊　哉　枚方納税協会　常任理事

　株式会社WESTinx
　　西　　　康　雄　枚方納税協会　理事

　エムケイ産業株式会社
　　森　川　正　敏　枚方納税協会　理事

　【個人の部】
　今　西　義　行　枚方納税協会　代議員

　木　村　智　省　枚方納税協会　理事

　西　口　信　江　枚方納税協会　代議員

　本　村　雅　裕　枚方納税協会　代議員　

○枚方納税貯蓄組合連合会会長感謝状
（功績の概要）
　納税貯蓄組合連合会会長感謝状を受けられる各位
は、枚方納税貯蓄組合連合会の組織の拡充・強化に
尽力されるとともに、その活動を通じて、納税道義の
高揚と組織の発展に多大な貢献をされました。

　森　井　清　隆　津田地区納税貯蓄組合　組合長　　　　　　　　　枚方納税協会　常任理事

　依　岡　和　俊　寝屋川理容納税貯蓄組合　組合長

　枚方税務署・公益社団法人枚方納税協会・枚方納税貯蓄組合連合会の三者共催による平成2８年度納税
表彰式が、去る11月1４日（月）、ひらかた仙亭において、大阪府北河内府税事務所長並びに枚方・寝屋川・交
野各市長をはじめ多数のご来賓をお迎えし挙行されました。

納税表彰受彰者納税表彰受彰者 （敬称略・五十音順）平成２8年度
納税貯蓄組合大阪府総連合会会長賞 寝屋川市立第一中学校

　　３年　海田 希実花（うみだ きみか）「私たちの未来を保証するもの」

11月14日　納税表彰式にて中学生の作文朗読と記念写真（寝屋川第一中　海田  希実花さん）

中学生の「税についての作文」

野　村　宜　孝
枚方納税協会　副会長　

「大阪国税局長納税表彰」
受彰者 　

「大阪国税局長納税表彰」
受彰者 　

「大阪国税局長納税表彰」
受彰者 　
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　税金―。これに対する私の印象はよくなかったです。
２０１５年、私たちの一番身近な税金、消費税が５％か
ら８％にあがりました。「１０５円が１０８円なるん、嫌や
な」と当時は思っていました。ましてや税金が私たちの
ために使われていることもそんなに実感はありませんで
した。
　税金の使われ道などを深く考えたのは受験生であ
る中学三年生に入ってからです。私の家は、シングルマ
ザーで生活に余裕がありません。私立高校は特待生
を取らない限り、いくことは不可能です。もちろん大学も
国公立以外はいくことは不可能です。その事実をお母
さんから聞いた時、「なんで小学校・中学校はいけた
ん？」って疑問に思いお母さんに聞いたら「税金でまか
なってもらってたからやで」と言われました。ここで初め
て「税金」を身近に感じることができました。
　ただ、今の世の中、中卒で仕事はなかなか見つから
ないことは知っています。私の将来の夢は「検察官」で
す。この夢を叶えるために日々、努力しています。ただ、
未来への不安はとてもあります。高校は公立しかいけ
ない、大学も国公立しか入れない。お金がある家に産
まれてきた子よりも、高い壁をつきつけられています。
　つい先日も東京都知事がお金を不正に使っていた
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思います。
　小学校・中学校と私たちを支えてくれて本当に感謝
しています。ただ不正に使われる税金があるなら小・
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ごめんな。」と言われます。私は母も好きです。今の環
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　多年にわたり納税貯蓄組合の育成に努め納税思想の高揚と大
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政の確立に寄与され、顕著な功績を挙げられたことにより、大阪
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　乾　　　昭　幸

【団体の部】
　枚方納税貯蓄組合連合会

　枚方納税貯蓄組合連合会　副会長
　枚方納税協会　常任理事

（功績の概要）
　大阪国税局長表彰を受彰された方は、多年に
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「大阪府納税表彰」
受彰者
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○枚方税務署長表彰
（功績の概要）
　税務署長表彰を受彰される各位は、多年にわたり、
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義の高揚に極めて顕著な功績を挙げられました。
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　中　村　圭　一　枚方納税協会　常任理事

　廣　川　秀　明　枚方納税協会　理事

○枚方納税協会会長感謝状
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　納税協会会長感謝状を受けられる各位は、枚方
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　大商化成株式会社
　　加　山　俊　哉　枚方納税協会　常任理事

　株式会社WESTinx
　　西　　　康　雄　枚方納税協会　理事

　エムケイ産業株式会社
　　森　川　正　敏　枚方納税協会　理事

　【個人の部】
　今　西　義　行　枚方納税協会　代議員

　木　村　智　省　枚方納税協会　理事

　西　口　信　江　枚方納税協会　代議員

　本　村　雅　裕　枚方納税協会　代議員　

○枚方納税貯蓄組合連合会会長感謝状
（功績の概要）
　納税貯蓄組合連合会会長感謝状を受けられる各位
は、枚方納税貯蓄組合連合会の組織の拡充・強化に
尽力されるとともに、その活動を通じて、納税道義の
高揚と組織の発展に多大な貢献をされました。

　森　井　清　隆　津田地区納税貯蓄組合　組合長　　　　　　　　　枚方納税協会　常任理事

　依　岡　和　俊　寝屋川理容納税貯蓄組合　組合長

　枚方税務署・公益社団法人枚方納税協会・枚方納税貯蓄組合連合会の三者共催による平成2８年度納税
表彰式が、去る11月1４日（月）、ひらかた仙亭において、大阪府北河内府税事務所長並びに枚方・寝屋川・交
野各市長をはじめ多数のご来賓をお迎えし挙行されました。

納税表彰受彰者納税表彰受彰者 （敬称略・五十音順）平成２8年度
納税貯蓄組合大阪府総連合会会長賞 寝屋川市立第一中学校

　　３年　海田 希実花（うみだ きみか）「私たちの未来を保証するもの」

11月14日　納税表彰式にて中学生の作文朗読と記念写真（寝屋川第一中　海田  希実花さん）

中学生の「税についての作文」

野　村　宜　孝
枚方納税協会　副会長　

「大阪国税局長納税表彰」
受彰者 　
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「税を考える週間」

　国税庁では、国民の皆さんに租税の意義や役割について
考えることで、「税」に関する理解を深めていただくことを目的
に、毎年11月11日～17日までの一週間を「税を考える週間」
とし、様々な広報や中・高生の「税に関する作文」の紹介など
の行事を行っています。
　今年は、「くらしを支える税」をテーマとし、生活と税の関わり
を理解してもらうことにより、納税意識の向上を図ることとして
います。
　詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ www.nta.go.jp】

○   「税を考える週間」とは……

［主な実施行事］
１１月１日（火） 職場体験学習～２日（水）
 枚方市立東香里中学校
１１月９日（水） 職場体験学習～１０日（木）
 枚方市立津田中学校
１１月１１日（金） 枚方市小学生の税に関する習字展
 ～１７日（木）
 寝屋川市小学生の税に関する習字展
 ～１７日（木）
 交野市小学生の税に関する習字展
 ～１７日（木）
１１月１１日（金） ＦＭひらかたに税務署職員出演
 「税を考える週間」をＰＲ
１１月１３日（日） 枚方宿　くらわんか五六市キャンペーン
１１月１４日（月） 納税表彰式

納税表彰式受彰者代表あいさつ11月11日　FMひらかたに税務職員が出演「税を考える週間」をPR

中学生による小学校での租税教室講師体験学習

11月２日　香陽小学校にて（東香里中学校２年生）
11月11日～17日　小学生の税に関する習字展.

（各種行事風景）

　１０月２６日（水）、日帰り管外研修は、天候に恵まれ
た暖かい秋晴れで、過ごしやすい日和に恵まれました。
　まず最初に見学先としました『かねふく　めんたいパ
ーク』では、明太子に関する様々な知識が学べ、明太
子の製造工程の見学とできたての明太子の試食をする
ことができました。

　次に、『キリンビアパーク神戸』にて、一番搾りの麦
汁だけでビールを作る、こだわりの“一番搾り製法”に
ついて、案内ガイドの丁寧な説明による工場見学をしま
した。甲子園６個分の壮大な敷地内にある生産ラインが、
１分間に２０００缶製造する能力があるとの説明で、その
スピードには大変驚かされました（毎日２缶飲んで約３
年）。工場見学を終えると最後には、工場見学で学ん
だ製法の出来立てのキリンビール・一番搾りは大変美味
で、納得のこだわりを感じた工場見学となりました。
　工場見学後は、三田の『しいたけ狩り　有馬富士』で、
カゴから溢れるくらいにしいたけを採り、そのしいたけと黒
毛和牛や海鮮とのバーベキューでの昼食となりました。
自然に囲まれた中でのバーベキューは開放的で一層美
味しさを引き立てたように思います。そのあとは、神戸三
田プレミアムアウトレットでお買い物をし、充実した日帰り
管外研修になったのではないでしょうか。

　「税を考える週間(11月11日～17日)」の中の11月
13日、枚方宿「くらわんか五六市(毎月第２日曜日開
催)」に参加し、広報キャンペーンを行いました。
　過去4年連続雨天という残念な結果から脱却し、
今年は絶好の晴天に恵まれ、11月とは思えないほど
の暖かさで、朝早くから京街道を行き交う人々で、最
高に賑わっていました。キャンペーン用に準備をして
いた2,000セット近くのテイッシュ、しおり、花の種や
チラシは、納税協会と納貯連役員や青年部会の方を
はじめ税務署の方々の応援も加わり、夢中になって
配り終えた結果、ほぼ午前中になくなり短期集中型
の広報キャンペーンとなりました。
　参加された皆さんは解散後、隣のブースの「恩地
うどん」を食したあと、それぞれ五六市や同時開催
のジャズストリート会場へ赴くなど、初冬の休日を楽
しまれたようでした。

枚方宿  くらわんか五六市

 広報
キャンペーン
 広報

キャンペーン

「めんたいパーク」と「キリンビアパーク神戸」見学
～日帰り管外研修レポート～

「めんたいパーク」と「キリンビアパーク神戸」見学
～日帰り管外研修レポート～

「めんたいパーク」と「キリンビアパーク神戸」見学
～日帰り管外研修レポート～

税を考える週間

　納税協会では、企業の税務コンプライアンス向上のために、「自主点検チェックシート・自主点検ガ
イドブック」を活用した企業による自主点検を推進しています。
　日本税理士会連合会の監修と国税庁の後援を得て、多岐にわたる点検項目を簡単にチェックできるよ
うにまとめていますので、是非、有効にご活用下さい。
　チェックシートは、枚方納税協会のＨＰに掲載し
ています。

企業の税務コンプライアンス向上のための
「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」
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た暖かい秋晴れで、過ごしやすい日和に恵まれました。
　まず最初に見学先としました『かねふく　めんたいパ
ーク』では、明太子に関する様々な知識が学べ、明太
子の製造工程の見学とできたての明太子の試食をする
ことができました。

　次に、『キリンビアパーク神戸』にて、一番搾りの麦
汁だけでビールを作る、こだわりの“一番搾り製法”に
ついて、案内ガイドの丁寧な説明による工場見学をしま
した。甲子園６個分の壮大な敷地内にある生産ラインが、
１分間に２０００缶製造する能力があるとの説明で、その
スピードには大変驚かされました（毎日２缶飲んで約３
年）。工場見学を終えると最後には、工場見学で学ん
だ製法の出来立てのキリンビール・一番搾りは大変美味
で、納得のこだわりを感じた工場見学となりました。
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13日、枚方宿「くらわんか五六市(毎月第２日曜日開
催)」に参加し、広報キャンペーンを行いました。
　過去4年連続雨天という残念な結果から脱却し、
今年は絶好の晴天に恵まれ、11月とは思えないほど
の暖かさで、朝早くから京街道を行き交う人々で、最
高に賑わっていました。キャンペーン用に準備をして
いた2,000セット近くのテイッシュ、しおり、花の種や
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はじめ税務署の方々の応援も加わり、夢中になって
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本社所在地 交野市私部７丁目１１番２号　　　
事 業 内 容 清酒の製造、販売
創 業 年 月 昭和２年（自社製造開始）
 昭和２９年９月３０日（法人設立）
資　本　金 １，０００万円 

☆ 会社について
　我社は、大阪・京都・奈良の境に位置する交野の郷で江戸時
代末期より酒造りを代々受け継いでまいり、年間製造量が約５０
０石という小規模な酒蔵です。
　全製造数量の約８割が特定名称酒（※）でその内の４割を
「原酒」で蔵出しするほど「原酒」にこだわりをもって日々酒造り
に励んでいます。
　生駒山系の豊富な伏流水と地元関西を中心とする上質の
酒米、そしてなにより南部杜氏 浅沼政司 氏をはじめとする蔵人
と社員の抜群のチームワークにより、平成１４年 １５年 １８年  １９
年 ２７年と全国新酒鑑評会で入賞し、１７年 ２０年 ２２年 ２３年 
２５年 ２６年 ２８年には栄えある「金賞」を受賞致しました。
　酒造りはもとより、貯蔵、瓶詰め、商品の管理、出荷に至るまで、
最良の状態でお客様にお届けすることをモットーにしています。

※特定名称酒・・・酒税法において、原料、製造方法など
の違いによって８種類に分類された特定名称の清酒
のこと。「吟醸酒・純米酒・本醸造酒」

☆ 会社の特色
　小規模な酒造会社でありますが、色々なタイプのお酒を製造、
販売しているのが一番特色です。
　仕込みの規模を大きくしたのでは、全ての管理において曖昧
になってしまいますので、究極を突き詰めていくために、できるだ
け小さいバッチ（「束ねる」一括処理。あらかじめ処理に必要な
指示と要素を与えておき、一気に処理する方式）にすればすべ
ての管理が行き届いて丁寧な作業ができ、より良いお酒になると
思っています。
　純米５００ｇの仕込みと１ｔの仕込みとでは完成までの過程に
おいて倍以上の労力もかかりますし、上手くいきません。０．５度温
度が上がり始めてから制御しようと思ってもその物量が動くエネ
ルギーの方が大きくなって、冷やしきれないという事もありますの
で、より良い品質のお酒をきちんと造ろうとすれば、小さなバッチ
で造っていくことが絶対的なのです。
　その考えの基での酒造りにこだわるため、機械造りを廃止し
昔ながらの手造りに変えていきつつあります。売れるからといって
量を増やしていけば何処かに無理が生じると思うのです。

　我社は「企業」ではなく、「家業」と思っておりますので、広げ過
ぎずに目の前の市場に目を向けているのです。この業界の永い
成り立ちや今までの商品の特性を考えると「家業」という考えでい
いと思っておりますし、量を増やして日本中に売るとか、海外へ進
出するということは全く考えていませんし、量を増やして全国的に
売ることに魅力は感じません。結果として「山野酒造の日本酒が
ほしい。」という方がいれば非常に嬉しいです。この大阪という大
消費地に住み、目の前にはまだまだ大きな市場がありますので、小
さな酒造りでも決して、捨てたものではないと思うのです。

☆ 会社の夢
　「美味しいものは美味しい。良いものは良い。」と理解された
上で「山野酒造のお酒が美味しい。」と言ってもらえたら、そんな
最高なことはありません。勿論、良い日本酒を造って売るというの
は大前提でありますが、それを正しく評価してもらえるような環境
や社会つくりにもっていきたいと考えております。そのために、日本
酒に関しての研修会や勉強会なども、お声がかかれば遠方にも
積極的に出向いて行き、「片野桜」のＰＲをさせていただいてお
ります。

☆ 誇れるもの
　我社は、“何処にも負けない酒造り”に情熱をもっております。
昔ながらの杜氏制度というやり方での酒造りであり、岩手県から
杜氏さんに来ていただいていますが、その杜氏制度がなくなりつ
つある次世代のことも考えていかなければなりません。そのことを
考えて、岩手県の一般社団法人 南部杜氏協会では、その協
会の会員になり南部杜氏資格選考試験に合格すれば南部杜
氏を名乗ることができるという制度を早い時期から起ち上げて
いることから、その制度を活用して南部杜氏の資格を取る人達
がいます。我社の社員も、その協会で南部杜氏の資格を取得
することができてからは、昔ながらの杜氏制度を残しながらも次
世代のことも考え、いずれは社員だけで酒造りができるように、現
在は杜氏資格を持つ社員と共同で酒造りをしています。
 杜氏の資格を取得した社員と、昔ながらの杜氏をはじめとする
蔵人達との共同の日本酒造りは大変難しく、蔵元である私との
意見の衝突があり、蔵人達が変わっていったことも何度かありま
したが、杜氏を育てていくということは、これからの日本酒造りに
とって大切なことですし、話し合いを繰り返しながら今までどうに
かやってきました。現在の杜氏さんとは１９年になりますが、酒造
りの意図しているところをよく酌んでやってくれています。

☆ 税について
　「酒税」ということで言えば、税とは切っても切れない関係であ
りますし、きっちり納めたいと思っています。

清酒片野桜醸造元山野酒造株式会社

＊インタビューの感想
　インタビューの日は、蔵の横にある田んぼの酒米が稲刈り
直前であって、黄金色をした大きな稲穂がしっかりと穂を垂
れていました。食用米と違い酒米は稲の背丈が高く稲穂も
長いことを、初めて知りました。社長様の蔵元としての日本
酒造りのこだわりや情熱をお聞きすることができましたし、こ
れからはインタビューを思い出しながらお酒（特に「片野
桜」）をじっくり味わいたいと思いました。
　今年の新酒が楽しみですね。

何処にも負けない酒造り

　山野　久幸 氏代表取締役社長

プロフィール
１９５５年９月生まれの天秤座、Ａ
型。同志社大学卒業後、酒問屋へ
の就職を経て、国税庁醸造試験
所(お酒の品質管理や分析)への
出向後、山野酒造へ。平成７年に
代表取締役社長に就任、現在に
至る。趣味は飲み歩き。個人的な
信条「後悔は後でする」。尊敬する
人物は、行動力と決断力のある
人。家族は母、夫人と子供３人。

（府税ホームページ）「府税あらかると」　http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte
　お問い合せ先 大阪府北河内府税事務所 個人事業税課　TEL 072－844－1331 

〔 　 　 　 　 　 　 〕

個人事業税のよくある質問

Ｑ.  個人事業税の課税対象となる不動産貸付業、駐車場業の認定基準について教えてください。
Ａ. 不動産の貸付けにあっては次の（表１）、駐車場の貸付けにあっては（表２）に記載したそれぞれ
の基準以上のものが不動産貸付業、駐車場業となります。なお、共有不動産の貸付けを行ってい
る場合は、共有者の持分ごとではなく、共有不動産全体について次の基準が適用されます。

▶詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。

府税事務所からのお知らせ

個人事業税の第２期分の納期限は11月30日(水)です。
期限内に納付していただきますよう、よろしくお願いします。

８月に個人事業税の納税通知書に同封してお送りさせていただきました第２期分の
納付書にて納期限までにお納めください。
※口座振替をご利用いただいている場合は、納付書は送付していません。
※年間の税額が１万円以下の場合は、第２期分の納付書はありません。

サークルＫ、サンクス、セブン - イレブン、デイリ－ヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリ－マ－ト、
ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリ－ストア－、ロ－ソン　　　　 （五十音順）

■ 事業税の納付用紙のうち、コンビニエンスストア収納用のバーコードが印刷されたもの（３０万円以下のもの）
については、以下の全国のコンビニエンスストアで納めることができます。

■ 「Pay-easy（ペイジー）」マークが表示されている納付書は、府が指定する金融機関の
    ＡＴＭやインターネットバンキングをご利用して納付することができます。
■ 個人事業税の納付には、便利で安心、そして確実な口座振替制度をご利用ください！

１ 不動産貸付業の認定基準（表1） 
貸付けの態様 基  準 
①　アパート、貸間等の一戸建
　　住宅以外の住宅 10室

住 宅 

②　一戸建住宅 10棟

③　独立家屋以外の建物 10室

建 

物 住 宅 
以 外 ④　独立家屋 ５棟

⑤　住宅用 貸付契約件数が10件又は貸付面積が2,000平方メートル(注)土
地 ⑥　住宅用以外 貸付契約件数が10件(注) 

⑦　上記①～⑥を併せて貸付けている場合  室数、棟数又は土地の貸付契約件数の合計数が10件(注) 

２ 駐車場業の認定基準（表２）

貸付けの態様 基  準 
建築物でない駐車場（青空駐車場） 収容可能台数 10 台
建築物である駐車場（機械式を含む） 収容可能台数 １台

● 不動産貸付業、駐車場業の貸付基準には、空家・空室等も含まれます。
● 共有不動産の貸付けを行っている場合は、共有者の持分ごとではなく、共有不動産全体の貸付状況が基準と
　 なります。

(注) 一の契約により、２以上の画地（道路、囲い、垣根などにより明らかに他と区画された土地）を貸付けて
いる場合には、画地の数が貸付契約件数となります。

⑧　上記①～⑦の基準未満の建物の貸付けを行っている場合においても、当該建物の貸付総面積が600 平
方メートル以上で、かつ当該建物の貸付けに係る賃貸料収入金額が年1,000万円以上である場合（収入
金額には、一時に収受する権利金や更新料などは含みません。）
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本社所在地 交野市私部７丁目１１番２号　　　
事 業 内 容 清酒の製造、販売
創 業 年 月 昭和２年（自社製造開始）
 昭和２９年９月３０日（法人設立）
資　本　金 １，０００万円 

☆ 会社について
　我社は、大阪・京都・奈良の境に位置する交野の郷で江戸時
代末期より酒造りを代々受け継いでまいり、年間製造量が約５０
０石という小規模な酒蔵です。
　全製造数量の約８割が特定名称酒（※）でその内の４割を
「原酒」で蔵出しするほど「原酒」にこだわりをもって日々酒造り
に励んでいます。
　生駒山系の豊富な伏流水と地元関西を中心とする上質の
酒米、そしてなにより南部杜氏 浅沼政司 氏をはじめとする蔵人
と社員の抜群のチームワークにより、平成１４年 １５年 １８年  １９
年 ２７年と全国新酒鑑評会で入賞し、１７年 ２０年 ２２年 ２３年 
２５年 ２６年 ２８年には栄えある「金賞」を受賞致しました。
　酒造りはもとより、貯蔵、瓶詰め、商品の管理、出荷に至るまで、
最良の状態でお客様にお届けすることをモットーにしています。

※特定名称酒・・・酒税法において、原料、製造方法など
の違いによって８種類に分類された特定名称の清酒
のこと。「吟醸酒・純米酒・本醸造酒」

☆ 会社の特色
　小規模な酒造会社でありますが、色々なタイプのお酒を製造、
販売しているのが一番特色です。
　仕込みの規模を大きくしたのでは、全ての管理において曖昧
になってしまいますので、究極を突き詰めていくために、できるだ
け小さいバッチ（「束ねる」一括処理。あらかじめ処理に必要な
指示と要素を与えておき、一気に処理する方式）にすればすべ
ての管理が行き届いて丁寧な作業ができ、より良いお酒になると
思っています。
　純米５００ｇの仕込みと１ｔの仕込みとでは完成までの過程に
おいて倍以上の労力もかかりますし、上手くいきません。０．５度温
度が上がり始めてから制御しようと思ってもその物量が動くエネ
ルギーの方が大きくなって、冷やしきれないという事もありますの
で、より良い品質のお酒をきちんと造ろうとすれば、小さなバッチ
で造っていくことが絶対的なのです。
　その考えの基での酒造りにこだわるため、機械造りを廃止し
昔ながらの手造りに変えていきつつあります。売れるからといって
量を増やしていけば何処かに無理が生じると思うのです。

　我社は「企業」ではなく、「家業」と思っておりますので、広げ過
ぎずに目の前の市場に目を向けているのです。この業界の永い
成り立ちや今までの商品の特性を考えると「家業」という考えでい
いと思っておりますし、量を増やして日本中に売るとか、海外へ進
出するということは全く考えていませんし、量を増やして全国的に
売ることに魅力は感じません。結果として「山野酒造の日本酒が
ほしい。」という方がいれば非常に嬉しいです。この大阪という大
消費地に住み、目の前にはまだまだ大きな市場がありますので、小
さな酒造りでも決して、捨てたものではないと思うのです。

☆ 会社の夢
　「美味しいものは美味しい。良いものは良い。」と理解された
上で「山野酒造のお酒が美味しい。」と言ってもらえたら、そんな
最高なことはありません。勿論、良い日本酒を造って売るというの
は大前提でありますが、それを正しく評価してもらえるような環境
や社会つくりにもっていきたいと考えております。そのために、日本
酒に関しての研修会や勉強会なども、お声がかかれば遠方にも
積極的に出向いて行き、「片野桜」のＰＲをさせていただいてお
ります。

☆ 誇れるもの
　我社は、“何処にも負けない酒造り”に情熱をもっております。
昔ながらの杜氏制度というやり方での酒造りであり、岩手県から
杜氏さんに来ていただいていますが、その杜氏制度がなくなりつ
つある次世代のことも考えていかなければなりません。そのことを
考えて、岩手県の一般社団法人 南部杜氏協会では、その協
会の会員になり南部杜氏資格選考試験に合格すれば南部杜
氏を名乗ることができるという制度を早い時期から起ち上げて
いることから、その制度を活用して南部杜氏の資格を取る人達
がいます。我社の社員も、その協会で南部杜氏の資格を取得
することができてからは、昔ながらの杜氏制度を残しながらも次
世代のことも考え、いずれは社員だけで酒造りができるように、現
在は杜氏資格を持つ社員と共同で酒造りをしています。
 杜氏の資格を取得した社員と、昔ながらの杜氏をはじめとする
蔵人達との共同の日本酒造りは大変難しく、蔵元である私との
意見の衝突があり、蔵人達が変わっていったことも何度かありま
したが、杜氏を育てていくということは、これからの日本酒造りに
とって大切なことですし、話し合いを繰り返しながら今までどうに
かやってきました。現在の杜氏さんとは１９年になりますが、酒造
りの意図しているところをよく酌んでやってくれています。

☆ 税について
　「酒税」ということで言えば、税とは切っても切れない関係であ
りますし、きっちり納めたいと思っています。

清酒片野桜醸造元山野酒造株式会社

＊インタビューの感想
　インタビューの日は、蔵の横にある田んぼの酒米が稲刈り
直前であって、黄金色をした大きな稲穂がしっかりと穂を垂
れていました。食用米と違い酒米は稲の背丈が高く稲穂も
長いことを、初めて知りました。社長様の蔵元としての日本
酒造りのこだわりや情熱をお聞きすることができましたし、こ
れからはインタビューを思い出しながらお酒（特に「片野
桜」）をじっくり味わいたいと思いました。
　今年の新酒が楽しみですね。

何処にも負けない酒造り

　山野　久幸 氏代表取締役社長

プロフィール
１９５５年９月生まれの天秤座、Ａ
型。同志社大学卒業後、酒問屋へ
の就職を経て、国税庁醸造試験
所(お酒の品質管理や分析)への
出向後、山野酒造へ。平成７年に
代表取締役社長に就任、現在に
至る。趣味は飲み歩き。個人的な
信条「後悔は後でする」。尊敬する
人物は、行動力と決断力のある
人。家族は母、夫人と子供３人。

（府税ホームページ）「府税あらかると」　http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte
　お問い合せ先 大阪府北河内府税事務所 個人事業税課　TEL 072－844－1331 

〔 　 　 　 　 　 　 〕

個人事業税のよくある質問

Ｑ.  個人事業税の課税対象となる不動産貸付業、駐車場業の認定基準について教えてください。
Ａ. 不動産の貸付けにあっては次の（表１）、駐車場の貸付けにあっては（表２）に記載したそれぞれ
の基準以上のものが不動産貸付業、駐車場業となります。なお、共有不動産の貸付けを行ってい
る場合は、共有者の持分ごとではなく、共有不動産全体について次の基準が適用されます。

▶詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。

府税事務所からのお知らせ

個人事業税の第２期分の納期限は11月30日(水)です。
期限内に納付していただきますよう、よろしくお願いします。

８月に個人事業税の納税通知書に同封してお送りさせていただきました第２期分の
納付書にて納期限までにお納めください。
※口座振替をご利用いただいている場合は、納付書は送付していません。
※年間の税額が１万円以下の場合は、第２期分の納付書はありません。

サークルＫ、サンクス、セブン - イレブン、デイリ－ヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリ－マ－ト、
ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリ－ストア－、ロ－ソン　　　　 （五十音順）

■ 事業税の納付用紙のうち、コンビニエンスストア収納用のバーコードが印刷されたもの（３０万円以下のもの）
については、以下の全国のコンビニエンスストアで納めることができます。

■ 「Pay-easy（ペイジー）」マークが表示されている納付書は、府が指定する金融機関の
    ＡＴＭやインターネットバンキングをご利用して納付することができます。
■ 個人事業税の納付には、便利で安心、そして確実な口座振替制度をご利用ください！

１ 不動産貸付業の認定基準（表1） 
貸付けの態様 基  準 
①　アパート、貸間等の一戸建
　　住宅以外の住宅 10室

住 宅 

②　一戸建住宅 10棟

③　独立家屋以外の建物 10室

建 

物 住 宅 
以 外 ④　独立家屋 ５棟

⑤　住宅用 貸付契約件数が10件又は貸付面積が2,000平方メートル(注)土
地 ⑥　住宅用以外 貸付契約件数が10件(注) 

⑦　上記①～⑥を併せて貸付けている場合  室数、棟数又は土地の貸付契約件数の合計数が10件(注) 

２ 駐車場業の認定基準（表２）

貸付けの態様 基  準 
建築物でない駐車場（青空駐車場） 収容可能台数 10 台
建築物である駐車場（機械式を含む） 収容可能台数 １台

● 不動産貸付業、駐車場業の貸付基準には、空家・空室等も含まれます。
● 共有不動産の貸付けを行っている場合は、共有者の持分ごとではなく、共有不動産全体の貸付状況が基準と
　 なります。

(注) 一の契約により、２以上の画地（道路、囲い、垣根などにより明らかに他と区画された土地）を貸付けて
いる場合には、画地の数が貸付契約件数となります。

⑧　上記①～⑦の基準未満の建物の貸付けを行っている場合においても、当該建物の貸付総面積が600 平
方メートル以上で、かつ当該建物の貸付けに係る賃貸料収入金額が年1,000万円以上である場合（収入
金額には、一時に収受する権利金や更新料などは含みません。）
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　１０月４日（火）、枚方納税
協会会議室において、「青年
部会事業報告会及び研修
会」を開催いたしました。
　報告会では昨年度の青年
部会活動状況と今後の事業
計画等が報告されました。引
き続いての研修会では、枚方

税務署 玉城副署長を講師にお迎えし、「ダイレクト納付の推進
について」をテーマに、簡単で便利なダイレクト納付の内容を
詳しく説明していただきました。今まで国税を納める方法として
現金、振替、電子納税といったものがあり、その３つに新しく
ダイレクト納付が加わりました。ダイレクト納付とは、届出をした
預貯金口座からの振替により、即時または指定した期日に納
付することができるという便利な電子納税の手段です。インター
ネットを利用できるパソコンがあれば、金融機関や税務署窓口
へ足を運ばずに納付手続きが可能になるため、忙しいときなど
にはより便利さを実感できるとのことでした。平成２７年に枚方
納税協会では、“消費税完納推進・ダイレクト納付利用推進宣
言式” を実施されているので、大変心強く感じているともおっ

しゃっていました。これからも枚方納税
協会は普及推進活動に取り組んでいか
なければならないと感じました。
　研修後半は、玉城副署長の出身地
である沖縄のお話をされました。枚方と
の気候の比較や、沖縄独特の方言の
解読方法、昨今地元の踊りとして日本
各地で普及しているエイサー（念仏お
どり）は、沖縄の各地区の青年会の方

達が５０人から１００人くらいで三線・大太鼓・締太鼓・パー
ランクーを弾きながら踊る、沖縄発祥の伝統芸能であることや
泡盛の作り方など、他では聞けない貴重な沖縄のお話をして
いただき、大変勉強になりました。
　研修会の後には恒例の屋上ＢＢＱ大会が始まりました。台風
接近で天候の心配をしておりましたが、皆様の日頃の行いの賜
物でしょうか。秋晴れの心地よい天気に恵まれ、いつものお肉
と海鮮、焼きそば、極上の仙台
名物牛タンに生ビール、泡盛、ワ
イン等々、豪華な食品が揃い、
今後の納税協会を担っていく青年
部会らしい活気に満ちた賑やかな
ＢＢＱとなりました。　

青年部会事業報告会及び研修会開催

部会の活動だより

交野１・２地区研修会

法人部会
地区研修会

　法人部会では、１１月１１日～１７日の税を考える週間を中心に各地区毎に税務署幹
部を講師にお招きして、税務研修会が開催されています。
　今年度の研修は、『マイナンバーⅡ　法人番号の利活用・最新の改正税法について』
というテーマで統一し、各地区で研修会が開催されています。また、統一テーマ以外に
も、各地区独自のテーマも企画されており、熱心に税の勉強会をしていただいています。
　会員・非会員の方いずれも、どこの研修会にもご参加いただけます。

＊ 交野第１・第２地区
　 平成２８年１０月２８日（金）１８：００～
　 交野ゆうゆうセンター多目的ホール　『落語』
　 講師　小林副署長　四方法人２統括官　珍笑亭小吉 
＊ 枚方第４地区
　 平成２８年１１月８日（火）１８：００～
　安積建設㈱
　 講師　小林副署長　中井法人５統括官
＊ 寝屋川第５地区
　 平成２８年１１月１８日（金）１６：００～
　 ホテルニューコマンダー　『ワインの楽しみ方』
　 講師　小林副署長　中井法人４統括官
　　 　　㈱ともだ　友田久美子ワインアドバイザー
＊ 寝屋川第１・第２・第３地区
　 平成２８年１１月２４日（木）１７：００～
　 寝屋川産業振興センター
　 講師　小林副署長　木村法人１統括官
　　　　 シン・リーダーコーチング　本郷　真也　氏
　 『人が会社を育てる』 
＊ 枚方第５地区
　 平成２８年１２月１４日（水）１６：００～
　 樟葉ゴルフ場
　 講師　小林副署長　中井法人４統括官
＊ 枚方第６地区　平成２９年１月２０日（金）１６：００～
　 エムケイ産業㈱会議室
　 講師　小林副署長　四方法人２統括官
＊ 枚方第１・第２・第３地区
　 平成２９年１月下旬予定
＊ 寝屋川第４地区
　 平成２９年３月中旬予定

　今年９年目を迎えている“枚方宿くらわんか五六市”（原則、
毎月第２日曜日開催）が、東海道の五十六番目の宿場町とし
ての枚方を表していることは周知のことだと思うが、今回の
地域の歴史では、“東海道五十七次”の経緯と五十六次にあ
たる枚方宿について取り上げる。
　文禄３年（１５９４）、天下人としての城を伏見に造営した秀
吉は、まず、伏見城と大坂城とを最短距離で結ぶため、淀川
左岸に「文禄堤」と称する大堤防を造ることを毛利一族に命
じた。その堤上に伏見から大坂・京橋に至る「京街道」を走
らせたのである。ついで伏見も大坂も徳川幕府の直轄領とな
った元和５年（１６１９）、「京街道」の「伏見」「淀」「枚方」「守口」
の４つの「宿（しゅく）」があらたに設けられた。
　東海道五十三次の大津宿から、山科を越え五十四次目の伏
見に向かう。東海道は元和５年（１６１９）、五十四次目の「伏見」、
五十五次目の「淀」、五十六次目の「枚方」、五十七次目が「守口」
と、四宿を経て大坂京橋まで『東海道五十七次』として延伸
されたのである。
　これ以後、東海道五十三次目の「大津宿」を出た参勤交代
の大名行列は１里２町（４．２キロ）で追分（おいわけ）に至り、
そこから京都への西の道をとらず南西へと向い、山科盆地を
通り抜け、３里６町（１２．６㎞）で五十四次目の「伏見宿」に
着くという道筋となった。　これは東海道を往来する西国の
諸大名が、入洛して朝廷に接触することを極端に警戒した幕
府によって特別に造らせた道筋であり、「宿」であった。
　「伏見宿」から１里１４町（５．４㎞）のきわめて近いところに、
五十五次の「淀宿」があった。かつて秀吉が淀君のために築
いた淀城は、伏見城造営の際に取り壊され、その後、徳川幕
府による伏見廃城とともに、その一部を移築し、桂、木津、
宇治の三川合流の三角州の上に再び新淀城が築かれた。
　「淀宿」はこの城内の３町と、淀小橋でつながった城外の
３町とによって形成され、他の「宿」のような本陣や脇本陣
もなく、旅篭も１６軒であったが、水陸交通の要衝として「問
屋場」、「伝馬所（てんましょ）」が設けられ、５００隻もの淀
船の母港でもあった。　「淀宿」を後に淀大橋を渡り、３里１
２町（１３㎞）で五十六次の「枚方宿」に着く。ここ枚方の「船
番所」では淀川を往復するすべての船が検閲を受けた。　
　「枚方宿」を出て、３里（１２㎞）ほど行くと、五十七次の「守
口宿」に至る。　現在、京阪・守口市駅の西口を出ると、目
の前に市街地より１０メートルも高い「文禄堤」の一部が残
っている。堤の上には昔の東海道が走っており、虫篭窓（む
しこまど）や、家紋入りの「うだつ」をあげた低い家並も散
見される。この「宿」のはずれから、２里（８
㎞）あまりで大坂・京橋に到着、ここで「京
街道」も「東海道」も終着となる。
　こうして、この頃から淀川の舟運が発
展し、関所を通る際に関銭免除を証明す
る関所手形を持つ「過書船」と呼ばれる
二十石船も多く、元禄１３年（１７００）には
４０～６０石積みの船を中心に淀船が６２１隻、
伏見復興のための伏見船が２００隻を数え
た。これらの船の積荷は、主に米穀・塩・魚・
青物・薪・炭・材木等で、殊によく知ら

れたのが旅客船の『三十石船』（本紙のタイトルとなっている）
である。その大きさは、長さ１１～１５ｍ、幅１．８～２ｍの２８人
乗りで屋根がなく、苫をかけて雨露をしのいだ。三十石船は
伏見と大坂八軒屋河原の間を、下りは半日、上りは一日を要
して往来し武士や商人、農民など身分を問わず多くの人が利
用した。幕末には坂本龍馬や桂小五郎ら志士も利用したらし
い。
　枚方宿には、「ここをどこよと船頭衆に問えば、ここは枚
方鍵屋浦、鍵屋浦には碇（いかり）はいらぬ、三味や太鼓で
船停める」と船唄に歌われるほどの繁昌をみた船宿・鍵屋が、
資料館として今に残る。「酒くらわんか、めしくらわんか」
との悪口御免で、三十石船に寄ってゆく煮売船「くらわんか
舟」もまた「枚方宿」の名物であった。この様子は、十返舎
一九の「東海道中膝栗毛」に、弥次喜多の活き活きしたやり
とりが滑稽に描かれている。淀川の港町として栄えてきた商
人の町「枚方宿」での旺盛で磊落、豪快な商売人たち！くら
わんかの商売気質をみる。枚方名物としての「くらわんか船」
の誕生である。
　ちなみに、三十石船の伏見－大坂間の運賃は、江戸時代中
期安永年間（１７７２年～）上りが１７２文（約４３００円）、下りが
７２文（約１８００円）であり、幕末の慶応年間（１８６５年～）に
はそれぞれ、４４８文（約１１２００円）、２１６文（５４００円）にま
で高騰している。
　しかし、宿場町としての町は、時代が下がると共に、淀川
舟運の発展により、往きは陸路をとった大名行列や旅人も、
帰りは伏見から大坂まで水路で下る、いわゆる片宿（かたし
ゅく）が多くなっていった。これによって「枚方宿」、「守口宿」
は次第に「宿」の経営・維持が困難になっていったといわれる。

伏見－大坂の道中を図会に表した観光マップ『大川便覧』
（長さ４６０㎝×幅１８．６㎝）月桂冠蔵
　三十石船が行き交い、船頭たちの威勢の良いかけ声や、乗
客の歓声が聞こえてくるようだ。
　江戸期の伏見から大坂天満までの大川（現在の淀川）流域、
下流の安治川と土
佐堀川合流点まで
を折本にまとめた
イラストマップ。
おもに淀川三十石
船の乗客に利用さ
れた。「天保１４年
９月再生」（１８４３）
［参考文献］　
・枚方の歴史
　松籟社刊
・伏見文庫ＨＰ

地域の歴史地域の歴史
“地域の窓”シリーズ

＜第10回＞

“枚方宿”について考える
広報委員会 編

 第一部　研修
『マイナンバーⅡ』
　法人番号の利活用・最新の改正税法について
　講 師　枚方税務署　副署長　小林　忠俊 氏
　　　　 枚方税務署　法人課税第２部門統括官　四方 伸吾 氏
 第二部
 『 落　語 』珍笑亭 小吉（ちんしょうてい しょうきち）

　10月28日(金)、法人部会交野地区では、交野市の「ゆうゆうセンター」にお
いて、恒例の地区研修を開催いたしました。
　今年 1 月より「マイナンバー・法人番号」の利用が開始されたことにより、法
人番号を利活用することによるメリットや活用例についての研修と、昨年好評を
得た落語を今年度も珍笑亭 小吉さんをお迎えし「落語」一席で皆様にお楽しみ
いただきました。
　研修会終了後の意見交換会では、税務署の法人担当幹部の方々にもご出席い
ただき、地区内の企業さんと税務・経営に関する情報交換を行い、地域交流の
場として、ご活用いただけたのではないでしょうか。

枚方宿

枚方宿

淀川より枚方宿
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　１０月４日（火）、枚方納税
協会会議室において、「青年
部会事業報告会及び研修
会」を開催いたしました。
　報告会では昨年度の青年
部会活動状況と今後の事業
計画等が報告されました。引
き続いての研修会では、枚方

税務署 玉城副署長を講師にお迎えし、「ダイレクト納付の推進
について」をテーマに、簡単で便利なダイレクト納付の内容を
詳しく説明していただきました。今まで国税を納める方法として
現金、振替、電子納税といったものがあり、その３つに新しく
ダイレクト納付が加わりました。ダイレクト納付とは、届出をした
預貯金口座からの振替により、即時または指定した期日に納
付することができるという便利な電子納税の手段です。インター
ネットを利用できるパソコンがあれば、金融機関や税務署窓口
へ足を運ばずに納付手続きが可能になるため、忙しいときなど
にはより便利さを実感できるとのことでした。平成２７年に枚方
納税協会では、“消費税完納推進・ダイレクト納付利用推進宣
言式” を実施されているので、大変心強く感じているともおっ

しゃっていました。これからも枚方納税
協会は普及推進活動に取り組んでいか
なければならないと感じました。
　研修後半は、玉城副署長の出身地
である沖縄のお話をされました。枚方と
の気候の比較や、沖縄独特の方言の
解読方法、昨今地元の踊りとして日本
各地で普及しているエイサー（念仏お
どり）は、沖縄の各地区の青年会の方

達が５０人から１００人くらいで三線・大太鼓・締太鼓・パー
ランクーを弾きながら踊る、沖縄発祥の伝統芸能であることや
泡盛の作り方など、他では聞けない貴重な沖縄のお話をして
いただき、大変勉強になりました。
　研修会の後には恒例の屋上ＢＢＱ大会が始まりました。台風
接近で天候の心配をしておりましたが、皆様の日頃の行いの賜
物でしょうか。秋晴れの心地よい天気に恵まれ、いつものお肉
と海鮮、焼きそば、極上の仙台
名物牛タンに生ビール、泡盛、ワ
イン等々、豪華な食品が揃い、
今後の納税協会を担っていく青年
部会らしい活気に満ちた賑やかな
ＢＢＱとなりました。　

青年部会事業報告会及び研修会開催

部会の活動だより

交野１・２地区研修会

法人部会
地区研修会

　法人部会では、１１月１１日～１７日の税を考える週間を中心に各地区毎に税務署幹
部を講師にお招きして、税務研修会が開催されています。
　今年度の研修は、『マイナンバーⅡ　法人番号の利活用・最新の改正税法について』
というテーマで統一し、各地区で研修会が開催されています。また、統一テーマ以外に
も、各地区独自のテーマも企画されており、熱心に税の勉強会をしていただいています。
　会員・非会員の方いずれも、どこの研修会にもご参加いただけます。

＊ 交野第１・第２地区
　 平成２８年１０月２８日（金）１８：００～
　 交野ゆうゆうセンター多目的ホール　『落語』
　 講師　小林副署長　四方法人２統括官　珍笑亭小吉 
＊ 枚方第４地区
　 平成２８年１１月８日（火）１８：００～
　安積建設㈱
　 講師　小林副署長　中井法人５統括官
＊ 寝屋川第５地区
　 平成２８年１１月１８日（金）１６：００～
　 ホテルニューコマンダー　『ワインの楽しみ方』
　 講師　小林副署長　中井法人４統括官
　　 　　㈱ともだ　友田久美子ワインアドバイザー
＊ 寝屋川第１・第２・第３地区
　 平成２８年１１月２４日（木）１７：００～
　 寝屋川産業振興センター
　 講師　小林副署長　木村法人１統括官
　　　　 シン・リーダーコーチング　本郷　真也　氏
　 『人が会社を育てる』 
＊ 枚方第５地区
　 平成２８年１２月１４日（水）１６：００～
　 樟葉ゴルフ場
　 講師　小林副署長　中井法人４統括官
＊ 枚方第６地区　平成２９年１月２０日（金）１６：００～
　 エムケイ産業㈱会議室
　 講師　小林副署長　四方法人２統括官
＊ 枚方第１・第２・第３地区
　 平成２９年１月下旬予定
＊ 寝屋川第４地区
　 平成２９年３月中旬予定

　今年９年目を迎えている“枚方宿くらわんか五六市”（原則、
毎月第２日曜日開催）が、東海道の五十六番目の宿場町とし
ての枚方を表していることは周知のことだと思うが、今回の
地域の歴史では、“東海道五十七次”の経緯と五十六次にあ
たる枚方宿について取り上げる。
　文禄３年（１５９４）、天下人としての城を伏見に造営した秀
吉は、まず、伏見城と大坂城とを最短距離で結ぶため、淀川
左岸に「文禄堤」と称する大堤防を造ることを毛利一族に命
じた。その堤上に伏見から大坂・京橋に至る「京街道」を走
らせたのである。ついで伏見も大坂も徳川幕府の直轄領とな
った元和５年（１６１９）、「京街道」の「伏見」「淀」「枚方」「守口」
の４つの「宿（しゅく）」があらたに設けられた。
　東海道五十三次の大津宿から、山科を越え五十四次目の伏
見に向かう。東海道は元和５年（１６１９）、五十四次目の「伏見」、
五十五次目の「淀」、五十六次目の「枚方」、五十七次目が「守口」
と、四宿を経て大坂京橋まで『東海道五十七次』として延伸
されたのである。
　これ以後、東海道五十三次目の「大津宿」を出た参勤交代
の大名行列は１里２町（４．２キロ）で追分（おいわけ）に至り、
そこから京都への西の道をとらず南西へと向い、山科盆地を
通り抜け、３里６町（１２．６㎞）で五十四次目の「伏見宿」に
着くという道筋となった。　これは東海道を往来する西国の
諸大名が、入洛して朝廷に接触することを極端に警戒した幕
府によって特別に造らせた道筋であり、「宿」であった。
　「伏見宿」から１里１４町（５．４㎞）のきわめて近いところに、
五十五次の「淀宿」があった。かつて秀吉が淀君のために築
いた淀城は、伏見城造営の際に取り壊され、その後、徳川幕
府による伏見廃城とともに、その一部を移築し、桂、木津、
宇治の三川合流の三角州の上に再び新淀城が築かれた。
　「淀宿」はこの城内の３町と、淀小橋でつながった城外の
３町とによって形成され、他の「宿」のような本陣や脇本陣
もなく、旅篭も１６軒であったが、水陸交通の要衝として「問
屋場」、「伝馬所（てんましょ）」が設けられ、５００隻もの淀
船の母港でもあった。　「淀宿」を後に淀大橋を渡り、３里１
２町（１３㎞）で五十六次の「枚方宿」に着く。ここ枚方の「船
番所」では淀川を往復するすべての船が検閲を受けた。　
　「枚方宿」を出て、３里（１２㎞）ほど行くと、五十七次の「守
口宿」に至る。　現在、京阪・守口市駅の西口を出ると、目
の前に市街地より１０メートルも高い「文禄堤」の一部が残
っている。堤の上には昔の東海道が走っており、虫篭窓（む
しこまど）や、家紋入りの「うだつ」をあげた低い家並も散
見される。この「宿」のはずれから、２里（８
㎞）あまりで大坂・京橋に到着、ここで「京
街道」も「東海道」も終着となる。
　こうして、この頃から淀川の舟運が発
展し、関所を通る際に関銭免除を証明す
る関所手形を持つ「過書船」と呼ばれる
二十石船も多く、元禄１３年（１７００）には
４０～６０石積みの船を中心に淀船が６２１隻、
伏見復興のための伏見船が２００隻を数え
た。これらの船の積荷は、主に米穀・塩・魚・
青物・薪・炭・材木等で、殊によく知ら

れたのが旅客船の『三十石船』（本紙のタイトルとなっている）
である。その大きさは、長さ１１～１５ｍ、幅１．８～２ｍの２８人
乗りで屋根がなく、苫をかけて雨露をしのいだ。三十石船は
伏見と大坂八軒屋河原の間を、下りは半日、上りは一日を要
して往来し武士や商人、農民など身分を問わず多くの人が利
用した。幕末には坂本龍馬や桂小五郎ら志士も利用したらし
い。
　枚方宿には、「ここをどこよと船頭衆に問えば、ここは枚
方鍵屋浦、鍵屋浦には碇（いかり）はいらぬ、三味や太鼓で
船停める」と船唄に歌われるほどの繁昌をみた船宿・鍵屋が、
資料館として今に残る。「酒くらわんか、めしくらわんか」
との悪口御免で、三十石船に寄ってゆく煮売船「くらわんか
舟」もまた「枚方宿」の名物であった。この様子は、十返舎
一九の「東海道中膝栗毛」に、弥次喜多の活き活きしたやり
とりが滑稽に描かれている。淀川の港町として栄えてきた商
人の町「枚方宿」での旺盛で磊落、豪快な商売人たち！くら
わんかの商売気質をみる。枚方名物としての「くらわんか船」
の誕生である。
　ちなみに、三十石船の伏見－大坂間の運賃は、江戸時代中
期安永年間（１７７２年～）上りが１７２文（約４３００円）、下りが
７２文（約１８００円）であり、幕末の慶応年間（１８６５年～）に
はそれぞれ、４４８文（約１１２００円）、２１６文（５４００円）にま
で高騰している。
　しかし、宿場町としての町は、時代が下がると共に、淀川
舟運の発展により、往きは陸路をとった大名行列や旅人も、
帰りは伏見から大坂まで水路で下る、いわゆる片宿（かたし
ゅく）が多くなっていった。これによって「枚方宿」、「守口宿」
は次第に「宿」の経営・維持が困難になっていったといわれる。

伏見－大坂の道中を図会に表した観光マップ『大川便覧』
（長さ４６０㎝×幅１８．６㎝）月桂冠蔵
　三十石船が行き交い、船頭たちの威勢の良いかけ声や、乗
客の歓声が聞こえてくるようだ。
　江戸期の伏見から大坂天満までの大川（現在の淀川）流域、
下流の安治川と土
佐堀川合流点まで
を折本にまとめた
イラストマップ。
おもに淀川三十石
船の乗客に利用さ
れた。「天保１４年
９月再生」（１８４３）
［参考文献］　
・枚方の歴史
　松籟社刊
・伏見文庫ＨＰ

地域の歴史地域の歴史
“地域の窓”シリーズ

＜第10回＞

“枚方宿”について考える
広報委員会 編

 第一部　研修
『マイナンバーⅡ』
　法人番号の利活用・最新の改正税法について
　講 師　枚方税務署　副署長　小林　忠俊 氏
　　　　 枚方税務署　法人課税第２部門統括官　四方 伸吾 氏
 第二部
 『 落　語 』珍笑亭 小吉（ちんしょうてい しょうきち）

　10月28日(金)、法人部会交野地区では、交野市の「ゆうゆうセンター」にお
いて、恒例の地区研修を開催いたしました。
　今年 1 月より「マイナンバー・法人番号」の利用が開始されたことにより、法
人番号を利活用することによるメリットや活用例についての研修と、昨年好評を
得た落語を今年度も珍笑亭 小吉さんをお迎えし「落語」一席で皆様にお楽しみ
いただきました。
　研修会終了後の意見交換会では、税務署の法人担当幹部の方々にもご出席い
ただき、地区内の企業さんと税務・経営に関する情報交換を行い、地域交流の
場として、ご活用いただけたのではないでしょうか。

枚方宿

枚方宿

淀川より枚方宿

三　　十　　石　　船 三　　十　　石　　船⑽　平成２８年１１月２５日 第　１８３　号 平成２８年１１月２５日　⑾第　１８３　号



広告募集
あなたの会社やお店を納税協会広報紙「三十石船」でＰＲしてみませんか。「三十石船」は年４回（５.８.11.２月）発行しております。
ご事業のＰＲに是非ご活用ください。お問い合せは協会事務局まで ＴＥＬ（843）6321
広告掲載料　１スペース（120mm×45mm）税込　  9,720円　２スペース（120mm×90mm）税込　19,440円

　中学生の「税についての作文」は、納税貯蓄組合と税務署が、高校生の「税に関する作文」は国税庁が、それぞれ、中学生・高
校生の皆さんに、税を正しく理解していただくための租税教育の一環として、夏休みの課題に取り組んでいただこうとして募集して
いたものです。今年度も枚方市・寝屋川市・交野市の中学校・高等学校から多数の応募をいただき、このほど選考審査が終了し、
優秀作文が選考され、それぞれの賞が決定いたしました。
　税についての作文は、テーマは「税に関すること」ですが、公共施設のこと、介護や福祉のこと、消費税のこと、あるいはふるさと
納税のことなど、内容は多岐にわたっており、いずれも日頃の税の学習の成果が見られる力作ぞろいでありました。
　優秀作文は、１２月９日、枚方税務署会議室において執り行われる「税の作文表彰式」において、それぞれの賞の表彰状と副
賞が贈呈されます。
　また、税の作文の応募に継続して取り組んでいただいた中学校には、全国納税貯蓄組合連合会　会長、枚方納税貯蓄組合
連合会 会長から学校賞として、感謝状と副賞がそれぞれ表彰式において贈呈されます。
　各賞を受賞される皆さんは、下記のとおりです。

　去る11月２日（水）、枚方カントリー倶楽部において秋季法青会親睦ゴルフコンペを開催い
たしました。
　秋風の心地良い最高のゴルフ日和の中、恒例の親睦ゴルフは、楽しく真剣に総勢７５名の
方が腕を競い合いました。
　今回は、井上 利之 氏（さんごくや酒店）が見事優勝されました。

【上位成績結果】
順 位 氏　名 事　業　所 ス コ ア

ＯＵＴ ＩＮ GROS ＨＤＣＰ ＮＥＴ

優 勝
準優勝
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
１０位

井上　利之
阿部　直文
加山　俊哉
和田　吉代
妹尾　　修
森　　英介
亀田　正行
安養寺　弘
林　　　武
久門　哲男

さんごくや酒店

大商化成㈱

㈲タカタエンブレム

㈲森英興産

亀田正行税理士事務所

ホンダウイング交野 ㈱アスコット

Ａｐｒｏ’ｓ税理士法人

久門紙器工業㈱

42
43
42
49
41
46
45
48
48
41

48
47
47
44
43
43
50
44
44
49

90
90
89
93
84
89
95
92
92
90

19.2
19.2
18.0
21.6
12.0
16.8
22.8
19.2
19.2
16.8

70.8
70.8
71.0
71.4
72.0
72.2
72.2
72.8
72.8
73.2

法青会親睦ゴルフコンペ法青会親睦ゴルフコンペ

今年度も中学生の皆さんから、高校生の皆さんから、今までの中で最も多くの作文応募をいただきました。各学校の校長先生を
はじめ担当の先生方、教育関係の皆様、そして夏休みの課題として取り組んでいただいた生徒の皆さんありがとうございました。

平成28年度中学生・高校生の作文  審査結果（敬称略）

地区
枚１
枚３
寝４
枚４
枚３
枚３
寝２
枚１
枚３

会　社　名
㈲アップスペース
㈱アークスタモン
エ イトク エ イト㈱
㈱O ・ Z ・ K
㈲川 大 仮 設
㈲北 倭 工 建
㈱ 竹 内 グ ル ー プ
㈱ビズライフ保険サポート
㈲無 名 屋

新入会員のご紹介（法人）
（平成28年７月～９月）

所　在　地
枚方市宮之阪
枚方市
寝屋川市東神田町
枚方市中宮山戸町
枚方市招提元町
枚方市長尾西町
寝屋川市高宮新町
枚方市大垣内町
枚方市牧野阪

地区
本　部
本　部
税理士
税理士

氏　　　名
芝 本 和 矢
平 田 良 子
松 下 史 生
米 倉 俊 徳

所　在　地
交野市藤が尾
枚方市香里園山之手町
大阪市中央区東平
枚方市山之上

新入会員のご紹介（個人）
（平成28年７月～９月）

井上 利之 氏

優勝！！優勝！！

税 の こ よ み
１１月 ・所得税及び復興特別所得税の予定納
　　　　税額（2期分）の納付  （11月30日まで）
 ・9月末決算法人の法人税及び消費税
　　　　の確定申告と納付　（11月30日まで）
 ・3月末決算法人の法人税及び消費税
　　　　の中間申告と納付　（11月30日まで）
 ・消費税（個人）の中間申告と納付

　（11月30日まで）
 ・個人事業税（第2期分）の納付

（11月30日まで）
１２月 ・給与所得者の年末調整

（本年最後の給与の支払をする時）
 ・消費税簡易課税制度選択届出書等
　　　　（個人）　　　　　　（12月31日まで）
１月 ・10月末決算法人の法人税及び消費税
　　　　の確定申告と納付    　（1月4日まで）
 ・4月末決算法人の法人税及び消費税
　　　　の中間申告と納付    　（1月4日まで）
 ・納期特例（7月～12月）源泉所得税の
　　　　納付　　　　　　　　（1月20日まで）
 ・11月末決算法人の法人税及び消費税
　　　　の確定申告と納付  　（1月31日まで）
 ・5月末決算法人の法人税及び消費税の
　　　　中間申告と納付　　　（1月31日まで）
 ・法定調書等の提出  　（1月31日まで）

税について
の作文 

12月９日
「作文表彰式」

挙行

さんごくや酒店

優秀作文が決定!! 中学生・高校生の皆さんから多数の応募

＜中学生＞
近畿納税貯蓄組合総連合会
会長賞
　関西創価中 松名　裕一
　関西創価中 浅野　正義
納税貯蓄組合大阪府総連合会
会長賞
　寝屋川第一中 海田希実花
納税貯蓄組合大阪府総連合会
優秀賞
　枚方枚方中 寺田　伊吹
　枚方蹉跎中 千田はるか
　枚方山田中 木村　仁美
　寝屋川第六中 内海　優芽
　寝屋川第八中 若狭　茉実
　交野第四中 山野　絢雅
大阪府知事賞
　枚方長尾西中 青田　海朋
枚方税務署長賞
　枚方第二中 合田ほのか
　関西創価中 岸良心乃香
枚方市長賞
　枚方山田中 筒井　風羽

寝屋川市長賞
　寝屋川第六中 吉永　小槙
交野市長賞
　交野第四中 丹羽沙奈恵
大阪府北河内府税事務所長賞
　枚方長尾中 濵本知奈美
北大阪商工会議所会頭賞
　寝屋川友呂岐中 古里　珠菜
枚方税務署管内
租税教育推進協議会会長賞
　枚方第四中 加藤　意惟
　枚方第四中 横山　菜々
　交野第一中 名取　亮輔
近畿税理士会枚方支部長賞
　枚方蹉跎中 加藤　未由
　枚方蹉跎中 橋　　優衣
　寝屋川第六中 新川　愛弓
公益社団法人枚方納税協会
会長賞
　寝屋川第六中 小林　寛季
　寝屋川第八中 重光　桃花
　関西創価中 樋口　　雄

枚方納税貯蓄組合連合会
会長賞
　枚方長尾中 久井　未結
　枚方長尾中 宮本　早羅
　枚方蹉跎中 久田　喬香
枚方納税貯蓄組合連合会奨励賞
　枚方楠葉中 王子　綾華
　枚方楠葉西中 熊谷　茉弥
　枚方中宮中 中島　南美
　枚方招提中 神舘　大樹
　寝屋川第四中 阪本　亜美
　寝屋川第七中 山田　智香
　交野第三中 大崎　心美
（学校賞）
全国納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立長尾中学校
　交野市立第一中学校
枚方納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立楠葉西中学校
　寝屋川市立第七中学校 

＜高校生＞
大阪国税局長賞
　関西創価高 浅利　七海
枚方税務署長賞
　関西創価高 池田　憲哉
　常翔啓光学園高 小八木友華
枚方税務署管内
租税教育推進協議会会長賞
　常翔啓光学園高 横田　朱音
近畿税理士会枚方支部長賞
　関西創価高 宮本　晴美
公益社団法人枚方納税協会
会長賞
　大阪聖母女学院高 八尾　和音
枚方納税貯蓄組合連合会
会長賞
　関西創価高 小笠原広美
北大阪商工会議所会頭賞
　常翔啓光学園高 杉浦　芳輝

⑿　平成２８年１１月２５日 三　　十　　石　　船 第　１８３　号 平成２８年１１月２５日　⑴三　　十　　石　　船第　１８３　号

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
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