
税 の こ よ み
２月
・12月末決算法人の法人税及び地方法人

税･消費税及び地方消費税の確定申告と
納税…２月28日まで

３月
・28年分所得税及び復興特別所得税･贈与

税の確定申告と納税
⑴申告期限…３月15日
⑵納 期 限…３月15日
（振替納税利用者の振替日…４月20日）

・28年分個人事業者の消費税及び地方消
費税の確定申告と納税
⑴申告期限…３月31日
⑵納 期 限…３月31日
（振替納税利用者の振替日…４月25日）

・個人の青色申告の承認申請…３月15日まで
・１月末決算法人の法人税及び消費税の確

定申告と納税…３月31日まで

５月
・２月末決算法人の法人税及び消費税の

確定申告と納税…５月１日まで
・３月末決算法人の法人税及び消費税の

確定申告と納税…５月31日まで

枚方税務署　鈴木署長訪問
新春特別インタビュー新春特別インタビュー 公益社団法人枚方納税協会　広報委員会

議なのですが、卒業
後も知り合いの道場
で練習をさせてもら
い、二段を取って一
区切りを付けました。
委　員：剣道二段っ
て、すごいですよね。
初段まではよく聞きま
すけど・・・。その中
でも、一番いい思い

出は？
署　長：輝かしい成績を残した訳でもなく、苦しきことのみ多かりき剣
道部といったところです。自分への言い訳としては、近視が強くてメ
ガネをかけていたのですが、当時、剣道の防具“面”はメガネがかけ
られないんです。だから相手の細かい動きがよく見えず、防御が難し
かったですね。自分からの一方的な攻撃だけになってしまい、なかな
か試合には勝てなかったです。
副委員長：署長さん、ゴルフはされますか？
署　長：年に数回程度です。こちらの署内のコンペに2回参加しまし
た。始めた頃はレッスン書をよく読みましたが、竹刀とゴルフのドライ
バーの握り方が同じというような解説がありました。左手で握って、右
手を柔らかく添える、という形です。だからといって飛ぶかというとなか
なか思うようにはいきません。今は家内も少しゴルフをしますので共通
の趣味の一つになっています。
委　員：ほかに奥様と共通の趣味はお持ちですか。
署　長：私の母親が四国八十八ヶ所、西国三十三ヶ所を数回制覇
しており、その影響で家内から「西国三十三ヶ所回りをしてみない？」
と言われ、興味があるかどうかは別として二つ返事で「行きましょう」と
いうことになりました。時間はかかりましたが第一番の和歌山県の青
岸渡寺から第三十三番の岐阜県の華厳寺まで回り結願となり、昨
年の秋に、ようやく長野の善光寺で御礼参りを終えました。また、機会
を見つけて四国八十八ヶ所にもチャレンジしようと思っています。
委員長：ところで署長様は、お子様にとってどんなお父様だと思われ
ますか。
署　長：どうでしょうか。宿題にはとことん付き合っていましたので、多
少の感謝の気持ちはあると期待します。ただ、勉強や就職について
ガミガミ言ったことはあまりないように思います。聞かれればアドバイス
はしていましたが。家内にとっては、恐らくですが、仕事中心で家のこ
とは何もしない、何もできない夫と思われているようです。まあ、そのと
おりなんですが。
委員長：ということは、家の事や子供の事はやはり大部分を奥様に
任せていたのでしょうね。
署　長：だいたいみなさんのところも同じですか。
副委員長：はい！そうですね。それでは、お子様は・・・？
署　長：長女は小学校５年生から大学４回生まで、バスケットボール
三昧でした。長男は少年野球から硬式野球と、高校まで野球をやっ
ていました。親としてはバスケットボールも野球も何のアドバイスもでき
ませんでしたが、二人の試合には皆勤賞がもらえるほど足を運びまし
た。ここで打てば、ここでシュートが入ればという愚痴が出そうになる
場面もありましたが、できる限り良かったところを思い切り褒めることに
終始しました。今となっては、この追っかけの日々 が親にとって大切な
思い出となっています。何より精神的にも肉体的にも鍛えていただい
た監督、コーチの方々に感謝の気持ちしかありません。
委員長：話は変わりますが、今のお仕事を選ばれたきっかけとか理
由をお願いできますでしょうか。
署　長：高校時代は剣道部といいましたが、大学では方向を変えて、
ESS（ENGLISH　SPEAKING　SOCIETY）に入り、学部は経営

で会計学を専攻しました。当時、ESSのメンバーは銀行、商社などに
就職する者が多かったですが、私は民間企業にはあまり関心がなく、
国税の職場で英語と会計学を共に生かせればという漠然とした気
持ちでした。ESSでは「ディベート」を中心にやっていました。「ディ
ベート」は設定された議題をめぐり賛成側と反対側に分かれて討論
する競技で、ジャッジが勝敗を決めるものですが、そこではきれいな
発音よりも論理的に筋道を立ててジャッジを説得する力が求められま
すので、それが後になって非常に役立ったと思います。
　職場に入って10年経過した頃に、米国のロサンゼルスに2年間駐
在する機会がありました。自ら希望したとはいえ、家内にその話をす
るのにずいぶん手こずりました。当時、テレビではロサンゼルスの中心
部で起きた暴動の様子が映し出されていましたので、そんな状況で
は即座に「ハイ」と言ってくれる訳がありません。少し時間はかかりま
したが、何とか納得してくれて、私は6月に、家族は８月にそれぞれ米
国へ行くことになりました。家内としては、長女（5歳）と長男（3歳）を
抱えていましたので教育と医療の面が特に不安に思っていたようで
す。現地の住まいは日本人がほとんどいないところで、日本人学校へ
２時間はかかるため、子供たちは現地の学校と幼稚園に通うことに
なりました。言葉も分かるはずがありません。3歳の長男は日本語でさ
え覚束ない状況でしたが、二人とも数ヶ月もすると、現地の子供たち
と何不自由なく話せるようになっていました。私の話す英語とは全く違
い、英語で考え英語で話していたのです。受験勉強で試験に出る
英単語と文法を必死に覚えていた者からすると、大きなショックを受
けました。でも、それ以上に頼もしく思いましたね。長女は日本にいれ
ば翌年の４月にピカピカの一年生になりますが、現地では同じタイミン
グで日本語補習校が始まります。日本人の先生が日本語で日本式の
授業（国語と算数の二科目のみ）を現地の校舎を間借りして土日に
行います。補習校にも入学式がありましたが、少人数で寂しい限りで
不憫な思いをさせたことが今でも心に残っています。長女は断片的
ながら当時のことを覚えていますが、長男は何もかも、ロサンゼルスの
ことも、行ったことさえも全部忘れてしまっているようです。（笑）
　それと医療面ですが現地では本当にお世話になりました。日本を
出る前に家族も含めて民間の医療保険に加入し、子供の調子が悪
い時にはロサンゼルスの中心部にある日系の病院に保険料の元が
取れるほど通院しました。診察も丁寧で医薬分業が進んでおり、処
方箋があればどこでも薬を買うことができました。
　家内が現地の知り合いから仕入れた話題を一つ。ある方が日本
語の通じない病院で、先生のHow are you? という質問に対して、
I’m fine thank you. And you? と答え、相手の先生は目が点にな
ったという話です。事の真偽は別にして、教科書の典型的なパターン
が体調にかかわらず思わず口から出たこともあり得るような気がしま
す。
委員長：今のお話ですと、大学時代に会計学を専攻され、かつESS
で英語を修練されたことが、今の道に進む大きなきっかけとなってい
た訳ですね。ところで、奥様は英語をお話しされましたでしょうか。
署　長：いいえ残念ながら。正味のところ。二人の子供を通して、日
本人の親御さんとお付き合いが出来るまでは、どこへも行けず、テレ
ビで放映される英語
のドラマ、映画をひた
すら見ているだけで
した。不思議なもので、
耳から入ってきた英
語に次第に慣れて、
英語として理解でき
るようになっていった
ようです。
副委員長：ここで、ア

メリカでされていたお仕事の一端をお話しいただきたいのですが・・・
署　長：現地における税務行政、税制等の研究、登記簿等の公開
情報の収集、短期出張者の支援等が主な仕事でした。当時、日本
の資本が米国の不動産に積極的に投資していた時代であり、ロサ
ンゼルスにも銀行、商社、メーカー等の駐在員が多く、米国における
ビジネスのいろいろなお話を聞ける貴重な機会だったと感謝してい
ます。
委員長：ところで、広報紙“三十石船”の着任時のご挨拶に、座右の
銘『人間万事塞翁が馬』と書かれていたのですが、この辺り簡単に
お話しをいただけませんでしょうか。
署　長：これは中国の故事で、「准南子」人間訓の一節で、人生に
おける幸不幸は予測できないもので、幸せが不幸に、不幸が幸せ
にいつ転じるかわからない、という諺です。自分自身は楽観的という
よりも悲観的な考えをしがちなのですが、良いことは長く続かないし、
逆に悪いことも長く続かないと考えることで自分への励ましの面があ
ります。
委員長：そのような考えに至った、これまで署長様が大きく影響を受
け尊敬される人は？
署　長：そうですね、歴史上の人物、といっても私は歴史も強くない
ですし、いろんな方がおられるとは思いますが、私にとって尊敬できる
人は、やはり身近なところで、私たちを指導し、助言し、強力に引っ
張ってくださった人ですね。追いつくことも追い越すことも出来ない直
属の上司だったり、一緒に仕事をした先輩だったりと、目標にしたり、
尊敬に値する人はたくさんいらっしゃいますね。狭い範囲かもしれま
せんが。私にとっては貴重な、もっとも大切な方々です。
副委員長：そういった経験の中で、四十歳位の頃は、相当頑張って
こられたと思いますが、何か思い出というか、これと言ったものござい
ませんでしょうか。
署　長：ロサンゼルスから戻ってきたのが40歳前で、それからいろい
ろな仕事を経験させていただきましたが、特に国際課税の分野の仕
事で無我夢中で毎日を過ごしていたように思います。企業グループ
間、たとえば日本親会社と海外子会社との間の所得のバランスがど
うかを検討する移転価格調査においては、先ほどの話ではないです
が、素晴らしい先輩、後輩に恵まれてともに充実した時間を過ごせた
のではないかと思っています。
委員長：納税協会に対して一言お願いします。
署　長：税を通じた地域への貢献あるいは恩返しの一環で、日々、
献身的に活動されていることに敬意を表したいと思います。ただ、枚
方に限らず他の納税協会では、会員減少に危機感を持っておられ
ます。会員拡大策に即効性のある妙案はなく、地道な取組の積み重
ねが大切かと思いますが、地域単位のきめ細かなネットワークが張り
巡らされていることは大きな強みではないかと感じています。引き続き、
事業活動に対する積極的な取組をお願いしたいと思いますし、当方
も他の協会の効果的な取組があれば、情報をフィードバックさせてい
ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
　また、これは何年か前のお話ですが、とある納税協会の会長さん
に着任挨拶でお邪魔した時の「当局は人事異動で毎年挨拶に来
られるが、そんなことでは人間関係を築くことはなかなか難しいです
ね。」の一言が心に残っており、致し方のない面はあるにせよ、せめ
てその年は一期一会の気持ちで協会の皆様と接することをモット
ーにしています。
副委員長：先日、突然会社に税務署から管運部門の方が来られて、
ダイレクト納付の手続をして欲しいと言われたのですが…
署　長：ダイレクト納付は電子納税の納付手段ですが、e-Taxを利
用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録
依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替
により、即時又は指定した期日に納付することができるものです。ただ、

実際の使い方がわ
からないとの声をい
ただいていることもあ
り、職員が事業所等
に出向き、実務担当
者の方に利用方法
や操作方法を直に説
明させていただくこと
で利用勧奨を行って
います。この機会に
是非とも利用いただきたいと思います。
委員長：最後に、個人的なものも含めて、署長様の夢をお願いできま
すか。
署　長：これから確定申告の繁忙期を迎えますが、枚方署は大阪
局管内でも特に忙しい署の一つですので、この時期を署員全員で
どのようにして乗り切るかが当面の大きな課題であり、自分自身の夢
を考える余裕はないのが正直なところです。特に、今年の確定申告
については、申告書等へのマイナンバーの記載が本格化され、あわ
せて本人確認手続をお願いするなど、新たな対応が必要となります
ので、署内PTでは職員参加型で枚方署にあった最善の方法を話
し合っています。
委員長：昨年12月から署の回りに「税務署の申告会場は2月16日

（木）から開設します」との看板が並んでいるのを見て、もう確定申
告！？早いなぁと、署長の意気込みが感じられました。
署　長：実は、マイナンバー以外にも新たな体制がスタートしていま
す。大阪国税局の各税務署で、申告会場の開設を平成29年2月16
日（木）から3月15日（水）まで、あわせて相談受付時間も16時までに
統一したんです。枚方署も例年と違って2月15日以前は税務署の相
談会場を開設しません。いつもと変わらない職員で対応させていた
だきますので、たくさんお越しいただくと十分な対応が難しいと思い
ます。早めに、各市の広報誌、回覧板や様々な機関・法人でポス
ターの掲示などを御協力いただき、2月16日から3月15日に相談にお
越しいただくよう広報に努めています。今日も、枚方市駅から署までの
ルートに横断幕や看板を設置したところです。
委員長：今年は署も大変なんですね。私ども納税協会も、少しでも申
告相談のお手伝いをしようと相談会場を設けて頑張っています。
署　長：地域やご職業に密着して、たくさんの相談会を開催いただ
き大変感謝しております。青色申告促進部会の方々が中心となって
献身的に運営をいただく姿をお邪魔にならないように是非とも拝見し
たいと思っています。　　　

　こうして、鈴木署長様の新春インタビューは、1時間半の予定が、2
時間15分にも及ぶものになりました。長時間にわたり貴重なお時間を
納税協会広報のために頂戴し、本当にありがとうございました。署長
様の、奥様やお子様のお話、特にロサンゼルスでのお話は、時間もた
っぷりとそして生き生きと目を輝かせてお話し頂きました。署長様のや
さしいお人柄からなのかもしれません。
　大きな確定申告のお仕事でこれから大変ご多用のことと思います
が、今後ともお元気にご活躍されますことをお祈りいたしております。
本当にありがとうございました。

　新春のお屠蘇気分も抜けぬまま、1月13日金曜日午後1時30分、納
税協会の広報委員会の3名が枚方税務署 署長室を訪問し、鈴木
真二署長様にインタビューをして参りました。敷居の高いと思われて
いる税務署、さらに緊張する署長室を厳しい面持ちで、初登場の中
委員と小川副委員長そして私、河村が石橋事務局と共に、署長室
を訪問して参りました。
　遅ればせながら、「あけましておめでとうございます」と、ご挨拶もそ
こそこに対談が始まりました。

委員長：今年の初詣は・・・。私は伏見稲荷大社へ、でも人がいっぱ
いで・・・。
署　長：私は兵庫県の川西市に住んでいますが、穏やかな陽気で
したので家内と一緒にぶらぶら歩いて１時間半ほどかけて多田神
社へお参りしました。やはりこちらも人が多かったですね。還暦を迎え
たこともあり家内安全と無病息災をお願いし、あわせてこのインタ
ビューがうまくいくこともお願いしました。
委員長：それでは、本論に入らせて頂きます。署長様は今まで国税
局の調査部門を多く経験されておられるようですが、ここ枚方署に
署長としてご着任されて、半年が経ち、管内の印象をお願いいたし
ます。
署　長：私は、この仕事に就いたのが昭和56年からですが、門真
署勤務がスタートです。結婚するまでの3～4年の間、その頃に枚方

市中宮にありました国税局の独身寮で、人生初めての一人住まいを
していましたので、川原町とか駅前界隈は私にとっては懐かしい所
です。当時、自宅は大阪市此花区にあり、門真署まで通えないことは
なかったのですが、一人で住んでみたかった、と言うことでしょうね。
委員長：お生まれも此花区ですか。
署　長：私自身は生まれも育ちも此花区ですが、両親は共に愛媛県
の出身です。現在は四国中央市になっていますが、父親が伊予三
島市、母親は山間部の新宮村が故郷です。小さい頃は、夏休みの
たびに妹と一緒に両親の田舎に行っていましたが、当時は新幹線も
瀬戸大橋もなく、電車と宇高連絡船、そしてまた電車と乗り継いで7
時間近くはかかったように思います。とにかくどこも乗客が多く、乗り換
えのたびに席取りのために一生懸命走らされた記憶があります。最
寄りの伊予三島の駅に降り立つと、製紙工場の独特の匂いがして
田舎にようやく着いたと実感する瞬間でした。母親の実家はテレビの
番組がNHKと民放1社しか映らない山深いところで、恵まれた自然
の中で従兄連中と走り回っていました。
委員長：今のお住まいは、川西市といわれましたが・・・
署　長：ええそうです。もう20年ぐらいになりますが、平成7年の阪神
淡路大震災後のタイミングでした。私はマンションで十分と思ってい
ましたが、家内は戸建にこだわっており、結局は説き伏せられ、落ち
着いた所が川西市です。
副委員長：ところで署長さんは、スポーツなんかはされているのですか？
署　長：今は特にしていませんが、小さい頃は、時代でしょうか「三
角ベース」で日が暮れるまで野球をしていました。中学ではソフトボー
ル部でしたが、練習が結構厳しく、水厳禁のランニングと階段での兎
跳びには閉口しました。
委員長：高校生の時は、何かスポーツをされていたのでしょうか？
署　長：いまだにどうしてなのか分からないのですが、野球ではなく
剣道をしていました。剣道は、経験の差からか中学校からやっていた
人がやはり強くて、最初の頃は掛かり稽古など毎日の練習について
いくだけで精一杯でした。そんな時に、体育館の外のコートで練習し
ているテニス部がなぜか気になった思い出があります。結局、剣道を
途中で投げ出すことなく卒業までに初段を取り、これも自分でも不思
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議なのですが、卒業
後も知り合いの道場
で練習をさせてもら
い、二段を取って一
区切りを付けました。
委　員：剣道二段っ
て、すごいですよね。
初段まではよく聞きま
すけど・・・。その中
でも、一番いい思い

出は？
署　長：輝かしい成績を残した訳でもなく、苦しきことのみ多かりき剣
道部といったところです。自分への言い訳としては、近視が強くてメ
ガネをかけていたのですが、当時、剣道の防具“面”はメガネがかけ
られないんです。だから相手の細かい動きがよく見えず、防御が難し
かったですね。自分からの一方的な攻撃だけになってしまい、なかな
か試合には勝てなかったです。
副委員長：署長さん、ゴルフはされますか？
署　長：年に数回程度です。こちらの署内のコンペに2回参加しまし
た。始めた頃はレッスン書をよく読みましたが、竹刀とゴルフのドライ
バーの握り方が同じというような解説がありました。左手で握って、右
手を柔らかく添える、という形です。だからといって飛ぶかというとなか
なか思うようにはいきません。今は家内も少しゴルフをしますので共通
の趣味の一つになっています。
委　員：ほかに奥様と共通の趣味はお持ちですか。
署　長：私の母親が四国八十八ヶ所、西国三十三ヶ所を数回制覇
しており、その影響で家内から「西国三十三ヶ所回りをしてみない？」
と言われ、興味があるかどうかは別として二つ返事で「行きましょう」と
いうことになりました。時間はかかりましたが第一番の和歌山県の青
岸渡寺から第三十三番の岐阜県の華厳寺まで回り結願となり、昨
年の秋に、ようやく長野の善光寺で御礼参りを終えました。また、機会
を見つけて四国八十八ヶ所にもチャレンジしようと思っています。
委員長：ところで署長様は、お子様にとってどんなお父様だと思われ
ますか。
署　長：どうでしょうか。宿題にはとことん付き合っていましたので、多
少の感謝の気持ちはあると期待します。ただ、勉強や就職について
ガミガミ言ったことはあまりないように思います。聞かれればアドバイス
はしていましたが。家内にとっては、恐らくですが、仕事中心で家のこ
とは何もしない、何もできない夫と思われているようです。まあ、そのと
おりなんですが。
委員長：ということは、家の事や子供の事はやはり大部分を奥様に
任せていたのでしょうね。
署　長：だいたいみなさんのところも同じですか。
副委員長：はい！そうですね。それでは、お子様は・・・？
署　長：長女は小学校５年生から大学４回生まで、バスケットボール
三昧でした。長男は少年野球から硬式野球と、高校まで野球をやっ
ていました。親としてはバスケットボールも野球も何のアドバイスもでき
ませんでしたが、二人の試合には皆勤賞がもらえるほど足を運びまし
た。ここで打てば、ここでシュートが入ればという愚痴が出そうになる
場面もありましたが、できる限り良かったところを思い切り褒めることに
終始しました。今となっては、この追っかけの日々 が親にとって大切な
思い出となっています。何より精神的にも肉体的にも鍛えていただい
た監督、コーチの方々に感謝の気持ちしかありません。
委員長：話は変わりますが、今のお仕事を選ばれたきっかけとか理
由をお願いできますでしょうか。
署　長：高校時代は剣道部といいましたが、大学では方向を変えて、
ESS（ENGLISH　SPEAKING　SOCIETY）に入り、学部は経営

で会計学を専攻しました。当時、ESSのメンバーは銀行、商社などに
就職する者が多かったですが、私は民間企業にはあまり関心がなく、
国税の職場で英語と会計学を共に生かせればという漠然とした気
持ちでした。ESSでは「ディベート」を中心にやっていました。「ディ
ベート」は設定された議題をめぐり賛成側と反対側に分かれて討論
する競技で、ジャッジが勝敗を決めるものですが、そこではきれいな
発音よりも論理的に筋道を立ててジャッジを説得する力が求められま
すので、それが後になって非常に役立ったと思います。
　職場に入って10年経過した頃に、米国のロサンゼルスに2年間駐
在する機会がありました。自ら希望したとはいえ、家内にその話をす
るのにずいぶん手こずりました。当時、テレビではロサンゼルスの中心
部で起きた暴動の様子が映し出されていましたので、そんな状況で
は即座に「ハイ」と言ってくれる訳がありません。少し時間はかかりま
したが、何とか納得してくれて、私は6月に、家族は８月にそれぞれ米
国へ行くことになりました。家内としては、長女（5歳）と長男（3歳）を
抱えていましたので教育と医療の面が特に不安に思っていたようで
す。現地の住まいは日本人がほとんどいないところで、日本人学校へ
２時間はかかるため、子供たちは現地の学校と幼稚園に通うことに
なりました。言葉も分かるはずがありません。3歳の長男は日本語でさ
え覚束ない状況でしたが、二人とも数ヶ月もすると、現地の子供たち
と何不自由なく話せるようになっていました。私の話す英語とは全く違
い、英語で考え英語で話していたのです。受験勉強で試験に出る
英単語と文法を必死に覚えていた者からすると、大きなショックを受
けました。でも、それ以上に頼もしく思いましたね。長女は日本にいれ
ば翌年の４月にピカピカの一年生になりますが、現地では同じタイミン
グで日本語補習校が始まります。日本人の先生が日本語で日本式の
授業（国語と算数の二科目のみ）を現地の校舎を間借りして土日に
行います。補習校にも入学式がありましたが、少人数で寂しい限りで
不憫な思いをさせたことが今でも心に残っています。長女は断片的
ながら当時のことを覚えていますが、長男は何もかも、ロサンゼルスの
ことも、行ったことさえも全部忘れてしまっているようです。（笑）
　それと医療面ですが現地では本当にお世話になりました。日本を
出る前に家族も含めて民間の医療保険に加入し、子供の調子が悪
い時にはロサンゼルスの中心部にある日系の病院に保険料の元が
取れるほど通院しました。診察も丁寧で医薬分業が進んでおり、処
方箋があればどこでも薬を買うことができました。
　家内が現地の知り合いから仕入れた話題を一つ。ある方が日本
語の通じない病院で、先生のHow are you? という質問に対して、
I’m fine thank you. And you? と答え、相手の先生は目が点にな
ったという話です。事の真偽は別にして、教科書の典型的なパターン
が体調にかかわらず思わず口から出たこともあり得るような気がしま
す。
委員長：今のお話ですと、大学時代に会計学を専攻され、かつESS
で英語を修練されたことが、今の道に進む大きなきっかけとなってい
た訳ですね。ところで、奥様は英語をお話しされましたでしょうか。
署　長：いいえ残念ながら。正味のところ。二人の子供を通して、日
本人の親御さんとお付き合いが出来るまでは、どこへも行けず、テレ
ビで放映される英語
のドラマ、映画をひた
すら見ているだけで
した。不思議なもので、
耳から入ってきた英
語に次第に慣れて、
英語として理解でき
るようになっていった
ようです。
副委員長：ここで、ア

メリカでされていたお仕事の一端をお話しいただきたいのですが・・・
署　長：現地における税務行政、税制等の研究、登記簿等の公開
情報の収集、短期出張者の支援等が主な仕事でした。当時、日本
の資本が米国の不動産に積極的に投資していた時代であり、ロサ
ンゼルスにも銀行、商社、メーカー等の駐在員が多く、米国における
ビジネスのいろいろなお話を聞ける貴重な機会だったと感謝してい
ます。
委員長：ところで、広報紙“三十石船”の着任時のご挨拶に、座右の
銘『人間万事塞翁が馬』と書かれていたのですが、この辺り簡単に
お話しをいただけませんでしょうか。
署　長：これは中国の故事で、「准南子」人間訓の一節で、人生に
おける幸不幸は予測できないもので、幸せが不幸に、不幸が幸せ
にいつ転じるかわからない、という諺です。自分自身は楽観的という
よりも悲観的な考えをしがちなのですが、良いことは長く続かないし、
逆に悪いことも長く続かないと考えることで自分への励ましの面があ
ります。
委員長：そのような考えに至った、これまで署長様が大きく影響を受
け尊敬される人は？
署　長：そうですね、歴史上の人物、といっても私は歴史も強くない
ですし、いろんな方がおられるとは思いますが、私にとって尊敬できる
人は、やはり身近なところで、私たちを指導し、助言し、強力に引っ
張ってくださった人ですね。追いつくことも追い越すことも出来ない直
属の上司だったり、一緒に仕事をした先輩だったりと、目標にしたり、
尊敬に値する人はたくさんいらっしゃいますね。狭い範囲かもしれま
せんが。私にとっては貴重な、もっとも大切な方々です。
副委員長：そういった経験の中で、四十歳位の頃は、相当頑張って
こられたと思いますが、何か思い出というか、これと言ったものござい
ませんでしょうか。
署　長：ロサンゼルスから戻ってきたのが40歳前で、それからいろい
ろな仕事を経験させていただきましたが、特に国際課税の分野の仕
事で無我夢中で毎日を過ごしていたように思います。企業グループ
間、たとえば日本親会社と海外子会社との間の所得のバランスがど
うかを検討する移転価格調査においては、先ほどの話ではないです
が、素晴らしい先輩、後輩に恵まれてともに充実した時間を過ごせた
のではないかと思っています。
委員長：納税協会に対して一言お願いします。
署　長：税を通じた地域への貢献あるいは恩返しの一環で、日々、
献身的に活動されていることに敬意を表したいと思います。ただ、枚
方に限らず他の納税協会では、会員減少に危機感を持っておられ
ます。会員拡大策に即効性のある妙案はなく、地道な取組の積み重
ねが大切かと思いますが、地域単位のきめ細かなネットワークが張り
巡らされていることは大きな強みではないかと感じています。引き続き、
事業活動に対する積極的な取組をお願いしたいと思いますし、当方
も他の協会の効果的な取組があれば、情報をフィードバックさせてい
ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
　また、これは何年か前のお話ですが、とある納税協会の会長さん
に着任挨拶でお邪魔した時の「当局は人事異動で毎年挨拶に来
られるが、そんなことでは人間関係を築くことはなかなか難しいです
ね。」の一言が心に残っており、致し方のない面はあるにせよ、せめ
てその年は一期一会の気持ちで協会の皆様と接することをモット
ーにしています。
副委員長：先日、突然会社に税務署から管運部門の方が来られて、
ダイレクト納付の手続をして欲しいと言われたのですが…
署　長：ダイレクト納付は電子納税の納付手段ですが、e-Taxを利
用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録
依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替
により、即時又は指定した期日に納付することができるものです。ただ、

実際の使い方がわ
からないとの声をい
ただいていることもあ
り、職員が事業所等
に出向き、実務担当
者の方に利用方法
や操作方法を直に説
明させていただくこと
で利用勧奨を行って
います。この機会に
是非とも利用いただきたいと思います。
委員長：最後に、個人的なものも含めて、署長様の夢をお願いできま
すか。
署　長：これから確定申告の繁忙期を迎えますが、枚方署は大阪
局管内でも特に忙しい署の一つですので、この時期を署員全員で
どのようにして乗り切るかが当面の大きな課題であり、自分自身の夢
を考える余裕はないのが正直なところです。特に、今年の確定申告
については、申告書等へのマイナンバーの記載が本格化され、あわ
せて本人確認手続をお願いするなど、新たな対応が必要となります
ので、署内PTでは職員参加型で枚方署にあった最善の方法を話
し合っています。
委員長：昨年12月から署の回りに「税務署の申告会場は2月16日

（木）から開設します」との看板が並んでいるのを見て、もう確定申
告！？早いなぁと、署長の意気込みが感じられました。
署　長：実は、マイナンバー以外にも新たな体制がスタートしていま
す。大阪国税局の各税務署で、申告会場の開設を平成29年2月16
日（木）から3月15日（水）まで、あわせて相談受付時間も16時までに
統一したんです。枚方署も例年と違って2月15日以前は税務署の相
談会場を開設しません。いつもと変わらない職員で対応させていた
だきますので、たくさんお越しいただくと十分な対応が難しいと思い
ます。早めに、各市の広報誌、回覧板や様々な機関・法人でポス
ターの掲示などを御協力いただき、2月16日から3月15日に相談にお
越しいただくよう広報に努めています。今日も、枚方市駅から署までの
ルートに横断幕や看板を設置したところです。
委員長：今年は署も大変なんですね。私ども納税協会も、少しでも申
告相談のお手伝いをしようと相談会場を設けて頑張っています。
署　長：地域やご職業に密着して、たくさんの相談会を開催いただ
き大変感謝しております。青色申告促進部会の方々が中心となって
献身的に運営をいただく姿をお邪魔にならないように是非とも拝見し
たいと思っています。　　　

　こうして、鈴木署長様の新春インタビューは、1時間半の予定が、2
時間15分にも及ぶものになりました。長時間にわたり貴重なお時間を
納税協会広報のために頂戴し、本当にありがとうございました。署長
様の、奥様やお子様のお話、特にロサンゼルスでのお話は、時間もた
っぷりとそして生き生きと目を輝かせてお話し頂きました。署長様のや
さしいお人柄からなのかもしれません。
　大きな確定申告のお仕事でこれから大変ご多用のことと思います
が、今後ともお元気にご活躍されますことをお祈りいたしております。
本当にありがとうございました。

　新春のお屠蘇気分も抜けぬまま、1月13日金曜日午後1時30分、納
税協会の広報委員会の3名が枚方税務署 署長室を訪問し、鈴木
真二署長様にインタビューをして参りました。敷居の高いと思われて
いる税務署、さらに緊張する署長室を厳しい面持ちで、初登場の中
委員と小川副委員長そして私、河村が石橋事務局と共に、署長室
を訪問して参りました。
　遅ればせながら、「あけましておめでとうございます」と、ご挨拶もそ
こそこに対談が始まりました。

委員長：今年の初詣は・・・。私は伏見稲荷大社へ、でも人がいっぱ
いで・・・。
署　長：私は兵庫県の川西市に住んでいますが、穏やかな陽気で
したので家内と一緒にぶらぶら歩いて１時間半ほどかけて多田神
社へお参りしました。やはりこちらも人が多かったですね。還暦を迎え
たこともあり家内安全と無病息災をお願いし、あわせてこのインタ
ビューがうまくいくこともお願いしました。
委員長：それでは、本論に入らせて頂きます。署長様は今まで国税
局の調査部門を多く経験されておられるようですが、ここ枚方署に
署長としてご着任されて、半年が経ち、管内の印象をお願いいたし
ます。
署　長：私は、この仕事に就いたのが昭和56年からですが、門真
署勤務がスタートです。結婚するまでの3～4年の間、その頃に枚方

市中宮にありました国税局の独身寮で、人生初めての一人住まいを
していましたので、川原町とか駅前界隈は私にとっては懐かしい所
です。当時、自宅は大阪市此花区にあり、門真署まで通えないことは
なかったのですが、一人で住んでみたかった、と言うことでしょうね。
委員長：お生まれも此花区ですか。
署　長：私自身は生まれも育ちも此花区ですが、両親は共に愛媛県
の出身です。現在は四国中央市になっていますが、父親が伊予三
島市、母親は山間部の新宮村が故郷です。小さい頃は、夏休みの
たびに妹と一緒に両親の田舎に行っていましたが、当時は新幹線も
瀬戸大橋もなく、電車と宇高連絡船、そしてまた電車と乗り継いで7
時間近くはかかったように思います。とにかくどこも乗客が多く、乗り換
えのたびに席取りのために一生懸命走らされた記憶があります。最
寄りの伊予三島の駅に降り立つと、製紙工場の独特の匂いがして
田舎にようやく着いたと実感する瞬間でした。母親の実家はテレビの
番組がNHKと民放1社しか映らない山深いところで、恵まれた自然
の中で従兄連中と走り回っていました。
委員長：今のお住まいは、川西市といわれましたが・・・
署　長：ええそうです。もう20年ぐらいになりますが、平成7年の阪神
淡路大震災後のタイミングでした。私はマンションで十分と思ってい
ましたが、家内は戸建にこだわっており、結局は説き伏せられ、落ち
着いた所が川西市です。
副委員長：ところで署長さんは、スポーツなんかはされているのですか？
署　長：今は特にしていませんが、小さい頃は、時代でしょうか「三
角ベース」で日が暮れるまで野球をしていました。中学ではソフトボー
ル部でしたが、練習が結構厳しく、水厳禁のランニングと階段での兎
跳びには閉口しました。
委員長：高校生の時は、何かスポーツをされていたのでしょうか？
署　長：いまだにどうしてなのか分からないのですが、野球ではなく
剣道をしていました。剣道は、経験の差からか中学校からやっていた
人がやはり強くて、最初の頃は掛かり稽古など毎日の練習について
いくだけで精一杯でした。そんな時に、体育館の外のコートで練習し
ているテニス部がなぜか気になった思い出があります。結局、剣道を
途中で投げ出すことなく卒業までに初段を取り、これも自分でも不思
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議なのですが、卒業
後も知り合いの道場
で練習をさせてもら
い、二段を取って一
区切りを付けました。
委　員：剣道二段っ
て、すごいですよね。
初段まではよく聞きま
すけど・・・。その中
でも、一番いい思い

出は？
署　長：輝かしい成績を残した訳でもなく、苦しきことのみ多かりき剣
道部といったところです。自分への言い訳としては、近視が強くてメ
ガネをかけていたのですが、当時、剣道の防具“面”はメガネがかけ
られないんです。だから相手の細かい動きがよく見えず、防御が難し
かったですね。自分からの一方的な攻撃だけになってしまい、なかな
か試合には勝てなかったです。
副委員長：署長さん、ゴルフはされますか？
署　長：年に数回程度です。こちらの署内のコンペに2回参加しまし
た。始めた頃はレッスン書をよく読みましたが、竹刀とゴルフのドライ
バーの握り方が同じというような解説がありました。左手で握って、右
手を柔らかく添える、という形です。だからといって飛ぶかというとなか
なか思うようにはいきません。今は家内も少しゴルフをしますので共通
の趣味の一つになっています。
委　員：ほかに奥様と共通の趣味はお持ちですか。
署　長：私の母親が四国八十八ヶ所、西国三十三ヶ所を数回制覇
しており、その影響で家内から「西国三十三ヶ所回りをしてみない？」
と言われ、興味があるかどうかは別として二つ返事で「行きましょう」と
いうことになりました。時間はかかりましたが第一番の和歌山県の青
岸渡寺から第三十三番の岐阜県の華厳寺まで回り結願となり、昨
年の秋に、ようやく長野の善光寺で御礼参りを終えました。また、機会
を見つけて四国八十八ヶ所にもチャレンジしようと思っています。
委員長：ところで署長様は、お子様にとってどんなお父様だと思われ
ますか。
署　長：どうでしょうか。宿題にはとことん付き合っていましたので、多
少の感謝の気持ちはあると期待します。ただ、勉強や就職について
ガミガミ言ったことはあまりないように思います。聞かれればアドバイス
はしていましたが。家内にとっては、恐らくですが、仕事中心で家のこ
とは何もしない、何もできない夫と思われているようです。まあ、そのと
おりなんですが。
委員長：ということは、家の事や子供の事はやはり大部分を奥様に
任せていたのでしょうね。
署　長：だいたいみなさんのところも同じですか。
副委員長：はい！そうですね。それでは、お子様は・・・？
署　長：長女は小学校５年生から大学４回生まで、バスケットボール
三昧でした。長男は少年野球から硬式野球と、高校まで野球をやっ
ていました。親としてはバスケットボールも野球も何のアドバイスもでき
ませんでしたが、二人の試合には皆勤賞がもらえるほど足を運びまし
た。ここで打てば、ここでシュートが入ればという愚痴が出そうになる
場面もありましたが、できる限り良かったところを思い切り褒めることに
終始しました。今となっては、この追っかけの日々 が親にとって大切な
思い出となっています。何より精神的にも肉体的にも鍛えていただい
た監督、コーチの方々に感謝の気持ちしかありません。
委員長：話は変わりますが、今のお仕事を選ばれたきっかけとか理
由をお願いできますでしょうか。
署　長：高校時代は剣道部といいましたが、大学では方向を変えて、
ESS（ENGLISH　SPEAKING　SOCIETY）に入り、学部は経営

で会計学を専攻しました。当時、ESSのメンバーは銀行、商社などに
就職する者が多かったですが、私は民間企業にはあまり関心がなく、
国税の職場で英語と会計学を共に生かせればという漠然とした気
持ちでした。ESSでは「ディベート」を中心にやっていました。「ディ
ベート」は設定された議題をめぐり賛成側と反対側に分かれて討論
する競技で、ジャッジが勝敗を決めるものですが、そこではきれいな
発音よりも論理的に筋道を立ててジャッジを説得する力が求められま
すので、それが後になって非常に役立ったと思います。
　職場に入って10年経過した頃に、米国のロサンゼルスに2年間駐
在する機会がありました。自ら希望したとはいえ、家内にその話をす
るのにずいぶん手こずりました。当時、テレビではロサンゼルスの中心
部で起きた暴動の様子が映し出されていましたので、そんな状況で
は即座に「ハイ」と言ってくれる訳がありません。少し時間はかかりま
したが、何とか納得してくれて、私は6月に、家族は８月にそれぞれ米
国へ行くことになりました。家内としては、長女（5歳）と長男（3歳）を
抱えていましたので教育と医療の面が特に不安に思っていたようで
す。現地の住まいは日本人がほとんどいないところで、日本人学校へ
２時間はかかるため、子供たちは現地の学校と幼稚園に通うことに
なりました。言葉も分かるはずがありません。3歳の長男は日本語でさ
え覚束ない状況でしたが、二人とも数ヶ月もすると、現地の子供たち
と何不自由なく話せるようになっていました。私の話す英語とは全く違
い、英語で考え英語で話していたのです。受験勉強で試験に出る
英単語と文法を必死に覚えていた者からすると、大きなショックを受
けました。でも、それ以上に頼もしく思いましたね。長女は日本にいれ
ば翌年の４月にピカピカの一年生になりますが、現地では同じタイミン
グで日本語補習校が始まります。日本人の先生が日本語で日本式の
授業（国語と算数の二科目のみ）を現地の校舎を間借りして土日に
行います。補習校にも入学式がありましたが、少人数で寂しい限りで
不憫な思いをさせたことが今でも心に残っています。長女は断片的
ながら当時のことを覚えていますが、長男は何もかも、ロサンゼルスの
ことも、行ったことさえも全部忘れてしまっているようです。（笑）
　それと医療面ですが現地では本当にお世話になりました。日本を
出る前に家族も含めて民間の医療保険に加入し、子供の調子が悪
い時にはロサンゼルスの中心部にある日系の病院に保険料の元が
取れるほど通院しました。診察も丁寧で医薬分業が進んでおり、処
方箋があればどこでも薬を買うことができました。
　家内が現地の知り合いから仕入れた話題を一つ。ある方が日本
語の通じない病院で、先生のHow are you? という質問に対して、
I’m fine thank you. And you? と答え、相手の先生は目が点にな
ったという話です。事の真偽は別にして、教科書の典型的なパターン
が体調にかかわらず思わず口から出たこともあり得るような気がしま
す。
委員長：今のお話ですと、大学時代に会計学を専攻され、かつESS
で英語を修練されたことが、今の道に進む大きなきっかけとなってい
た訳ですね。ところで、奥様は英語をお話しされましたでしょうか。
署　長：いいえ残念ながら。正味のところ。二人の子供を通して、日
本人の親御さんとお付き合いが出来るまでは、どこへも行けず、テレ
ビで放映される英語
のドラマ、映画をひた
すら見ているだけで
した。不思議なもので、
耳から入ってきた英
語に次第に慣れて、
英語として理解でき
るようになっていった
ようです。
副委員長：ここで、ア

メリカでされていたお仕事の一端をお話しいただきたいのですが・・・
署　長：現地における税務行政、税制等の研究、登記簿等の公開
情報の収集、短期出張者の支援等が主な仕事でした。当時、日本
の資本が米国の不動産に積極的に投資していた時代であり、ロサ
ンゼルスにも銀行、商社、メーカー等の駐在員が多く、米国における
ビジネスのいろいろなお話を聞ける貴重な機会だったと感謝してい
ます。
委員長：ところで、広報紙“三十石船”の着任時のご挨拶に、座右の
銘『人間万事塞翁が馬』と書かれていたのですが、この辺り簡単に
お話しをいただけませんでしょうか。
署　長：これは中国の故事で、「准南子」人間訓の一節で、人生に
おける幸不幸は予測できないもので、幸せが不幸に、不幸が幸せ
にいつ転じるかわからない、という諺です。自分自身は楽観的という
よりも悲観的な考えをしがちなのですが、良いことは長く続かないし、
逆に悪いことも長く続かないと考えることで自分への励ましの面があ
ります。
委員長：そのような考えに至った、これまで署長様が大きく影響を受
け尊敬される人は？
署　長：そうですね、歴史上の人物、といっても私は歴史も強くない
ですし、いろんな方がおられるとは思いますが、私にとって尊敬できる
人は、やはり身近なところで、私たちを指導し、助言し、強力に引っ
張ってくださった人ですね。追いつくことも追い越すことも出来ない直
属の上司だったり、一緒に仕事をした先輩だったりと、目標にしたり、
尊敬に値する人はたくさんいらっしゃいますね。狭い範囲かもしれま
せんが。私にとっては貴重な、もっとも大切な方々です。
副委員長：そういった経験の中で、四十歳位の頃は、相当頑張って
こられたと思いますが、何か思い出というか、これと言ったものござい
ませんでしょうか。
署　長：ロサンゼルスから戻ってきたのが40歳前で、それからいろい
ろな仕事を経験させていただきましたが、特に国際課税の分野の仕
事で無我夢中で毎日を過ごしていたように思います。企業グループ
間、たとえば日本親会社と海外子会社との間の所得のバランスがど
うかを検討する移転価格調査においては、先ほどの話ではないです
が、素晴らしい先輩、後輩に恵まれてともに充実した時間を過ごせた
のではないかと思っています。
委員長：納税協会に対して一言お願いします。
署　長：税を通じた地域への貢献あるいは恩返しの一環で、日々、
献身的に活動されていることに敬意を表したいと思います。ただ、枚
方に限らず他の納税協会では、会員減少に危機感を持っておられ
ます。会員拡大策に即効性のある妙案はなく、地道な取組の積み重
ねが大切かと思いますが、地域単位のきめ細かなネットワークが張り
巡らされていることは大きな強みではないかと感じています。引き続き、
事業活動に対する積極的な取組をお願いしたいと思いますし、当方
も他の協会の効果的な取組があれば、情報をフィードバックさせてい
ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
　また、これは何年か前のお話ですが、とある納税協会の会長さん
に着任挨拶でお邪魔した時の「当局は人事異動で毎年挨拶に来
られるが、そんなことでは人間関係を築くことはなかなか難しいです
ね。」の一言が心に残っており、致し方のない面はあるにせよ、せめ
てその年は一期一会の気持ちで協会の皆様と接することをモット
ーにしています。
副委員長：先日、突然会社に税務署から管運部門の方が来られて、
ダイレクト納付の手続をして欲しいと言われたのですが…
署　長：ダイレクト納付は電子納税の納付手段ですが、e-Taxを利
用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録
依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替
により、即時又は指定した期日に納付することができるものです。ただ、

実際の使い方がわ
からないとの声をい
ただいていることもあ
り、職員が事業所等
に出向き、実務担当
者の方に利用方法
や操作方法を直に説
明させていただくこと
で利用勧奨を行って
います。この機会に
是非とも利用いただきたいと思います。
委員長：最後に、個人的なものも含めて、署長様の夢をお願いできま
すか。
署　長：これから確定申告の繁忙期を迎えますが、枚方署は大阪
局管内でも特に忙しい署の一つですので、この時期を署員全員で
どのようにして乗り切るかが当面の大きな課題であり、自分自身の夢
を考える余裕はないのが正直なところです。特に、今年の確定申告
については、申告書等へのマイナンバーの記載が本格化され、あわ
せて本人確認手続をお願いするなど、新たな対応が必要となります
ので、署内PTでは職員参加型で枚方署にあった最善の方法を話
し合っています。
委員長：昨年12月から署の回りに「税務署の申告会場は2月16日

（木）から開設します」との看板が並んでいるのを見て、もう確定申
告！？早いなぁと、署長の意気込みが感じられました。
署　長：実は、マイナンバー以外にも新たな体制がスタートしていま
す。大阪国税局の各税務署で、申告会場の開設を平成29年2月16
日（木）から3月15日（水）まで、あわせて相談受付時間も16時までに
統一したんです。枚方署も例年と違って2月15日以前は税務署の相
談会場を開設しません。いつもと変わらない職員で対応させていた
だきますので、たくさんお越しいただくと十分な対応が難しいと思い
ます。早めに、各市の広報誌、回覧板や様々な機関・法人でポス
ターの掲示などを御協力いただき、2月16日から3月15日に相談にお
越しいただくよう広報に努めています。今日も、枚方市駅から署までの
ルートに横断幕や看板を設置したところです。
委員長：今年は署も大変なんですね。私ども納税協会も、少しでも申
告相談のお手伝いをしようと相談会場を設けて頑張っています。
署　長：地域やご職業に密着して、たくさんの相談会を開催いただ
き大変感謝しております。青色申告促進部会の方々が中心となって
献身的に運営をいただく姿をお邪魔にならないように是非とも拝見し
たいと思っています。　　　

　こうして、鈴木署長様の新春インタビューは、1時間半の予定が、2
時間15分にも及ぶものになりました。長時間にわたり貴重なお時間を
納税協会広報のために頂戴し、本当にありがとうございました。署長
様の、奥様やお子様のお話、特にロサンゼルスでのお話は、時間もた
っぷりとそして生き生きと目を輝かせてお話し頂きました。署長様のや
さしいお人柄からなのかもしれません。
　大きな確定申告のお仕事でこれから大変ご多用のことと思います
が、今後ともお元気にご活躍されますことをお祈りいたしております。
本当にありがとうございました。

　新春のお屠蘇気分も抜けぬまま、1月13日金曜日午後1時30分、納
税協会の広報委員会の3名が枚方税務署 署長室を訪問し、鈴木
真二署長様にインタビューをして参りました。敷居の高いと思われて
いる税務署、さらに緊張する署長室を厳しい面持ちで、初登場の中
委員と小川副委員長そして私、河村が石橋事務局と共に、署長室
を訪問して参りました。
　遅ればせながら、「あけましておめでとうございます」と、ご挨拶もそ
こそこに対談が始まりました。

委員長：今年の初詣は・・・。私は伏見稲荷大社へ、でも人がいっぱ
いで・・・。
署　長：私は兵庫県の川西市に住んでいますが、穏やかな陽気で
したので家内と一緒にぶらぶら歩いて１時間半ほどかけて多田神
社へお参りしました。やはりこちらも人が多かったですね。還暦を迎え
たこともあり家内安全と無病息災をお願いし、あわせてこのインタ
ビューがうまくいくこともお願いしました。
委員長：それでは、本論に入らせて頂きます。署長様は今まで国税
局の調査部門を多く経験されておられるようですが、ここ枚方署に
署長としてご着任されて、半年が経ち、管内の印象をお願いいたし
ます。
署　長：私は、この仕事に就いたのが昭和56年からですが、門真
署勤務がスタートです。結婚するまでの3～4年の間、その頃に枚方

市中宮にありました国税局の独身寮で、人生初めての一人住まいを
していましたので、川原町とか駅前界隈は私にとっては懐かしい所
です。当時、自宅は大阪市此花区にあり、門真署まで通えないことは
なかったのですが、一人で住んでみたかった、と言うことでしょうね。
委員長：お生まれも此花区ですか。
署　長：私自身は生まれも育ちも此花区ですが、両親は共に愛媛県
の出身です。現在は四国中央市になっていますが、父親が伊予三
島市、母親は山間部の新宮村が故郷です。小さい頃は、夏休みの
たびに妹と一緒に両親の田舎に行っていましたが、当時は新幹線も
瀬戸大橋もなく、電車と宇高連絡船、そしてまた電車と乗り継いで7
時間近くはかかったように思います。とにかくどこも乗客が多く、乗り換
えのたびに席取りのために一生懸命走らされた記憶があります。最
寄りの伊予三島の駅に降り立つと、製紙工場の独特の匂いがして
田舎にようやく着いたと実感する瞬間でした。母親の実家はテレビの
番組がNHKと民放1社しか映らない山深いところで、恵まれた自然
の中で従兄連中と走り回っていました。
委員長：今のお住まいは、川西市といわれましたが・・・
署　長：ええそうです。もう20年ぐらいになりますが、平成7年の阪神
淡路大震災後のタイミングでした。私はマンションで十分と思ってい
ましたが、家内は戸建にこだわっており、結局は説き伏せられ、落ち
着いた所が川西市です。
副委員長：ところで署長さんは、スポーツなんかはされているのですか？
署　長：今は特にしていませんが、小さい頃は、時代でしょうか「三
角ベース」で日が暮れるまで野球をしていました。中学ではソフトボー
ル部でしたが、練習が結構厳しく、水厳禁のランニングと階段での兎
跳びには閉口しました。
委員長：高校生の時は、何かスポーツをされていたのでしょうか？
署　長：いまだにどうしてなのか分からないのですが、野球ではなく
剣道をしていました。剣道は、経験の差からか中学校からやっていた
人がやはり強くて、最初の頃は掛かり稽古など毎日の練習について
いくだけで精一杯でした。そんな時に、体育館の外のコートで練習し
ているテニス部がなぜか気になった思い出があります。結局、剣道を
途中で投げ出すことなく卒業までに初段を取り、これも自分でも不思

公益社団法人 枚方納税協会　広報委員会
委 員 長　河　村　裕　司
副委員長　小　川　　　貢
委　　員　中　　　作　平
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確定申告書の作成は、
国税庁ホームページで!!
確定申告書の作成は、
国税庁ホームページで!!
確定申告書の作成は、
国税庁ホームページで!!

給与・年金収入のある方へ

１ 税務署に出向く必要なし！

２ いつでも利用可能！

３ 自動で税額を計算！

４ 前年データが利用可能！

書面提出
印刷して郵送等で提出

画面の案内に従って
金額等を入力し、
申告書を作成

ご自宅のパソコンから、
「作成コーナー」で検索

申告書を作成「作成コーナー」
へアクセス

タブレット端末等をご使用の方は
こちらから「作成コーナー」へ　 www.nta.go.jp

国税庁ホームページ

【ご注意ください！】

枚方税務署からのお知らせ
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枚方税務署にお電話いただきますと、自動音声によりご案内しており
ますので、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。

国税庁ホームページまたは以下のアドレスからご利用ください。
よくあるご質問に対する回答を種類ごとに調べることができます。

※月曜日～金曜日9：00～17：00(祝日等及び12月29日～１月３日を除きます。)
なお、つながりにくい場合は、恐れ入りますが時間をおいておかけなおしください。

○ 作成コーナーの操作方法などに関するご質問はこちらへ！

○ 国税庁ホームページの「タックスアンサー」があります！

○ お電話で問い合わせることができます！
枚方税務署 072-844-9521（代表）
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平成28年分の確定申告をされる方へ
納付する税金のある方

納期限 振替日（振替納税をご利用の方）

振替納税をご利用の方へ

　申告書の提出後に、別途、税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありませんので、
金融機関、税務署の納付窓口又はクレジットカード納付（注）で納期限までに納付してください。
　また、便利で安全な振替納税をご希望の方は、所轄の税務署に「預貯金口座振替依頼書兼納付書
送付依頼書」を納期限までにご提出ください。
（注）平成29年１月からインターネットを利用した、クレジットカード納付が開始されました（税務署や金融機関の窓口においては、
　　クレジットカード納付はご利用できません。）。詳しくは、税務署（管理運営担当）までお問合せください。

◆振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。

◆申告所得税及び復興特別所得税に係る振替納税のお知らせについては、原則として、初めて、
　 振替納税を利用される方及び前回口座振替ができなかった方のみに送付します。

◆会計検査院の指摘を踏まえ、平成29年１月以降、振替納税の領収証書が送付されなくなります。
　書面による証明が必要な方には、税務署にて口座振替がなされた旨の証明を行います。

なお、上記以外の方へは、原則、振替納税のお知らせは送付しませんのでご注意ください。
また、消費税及び地方消費税に係る振替納税のお知らせはがきについては、振替納税を利用
される方全員に送付します。

※e-Taxにより申告された方は、上記によらず、振替納税をご利用の方全員に、ご本人のメッセージ
　ボックスにお知らせを格納（送信）します。

※残高不足等で振替納税できなかった場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、
　延滞税の納付が必要となる場合があります。

還付される税金のある方
還付金のお支払いは、申告書を提出されてから１か月から１か月半程度時間が
かかる場合があります。あらかじめご了承ください。
「国税還付金振込通知書」の送付について
　振込みの際には、税務署から「国税還付金振込通知書」を送付しますので、「氏名・銀行名・
支店名・預金種類・口座番号（下３桁の数字は「＊＊＊」で表示しています）」をご確認ください。
誤り等ございましたら、お手数ですが所轄の税務署までお問合せください。

申告所得税及び
復興特別所得税

消費税及び
地方消費税

（個人事業者）

振替納税をご利用でない方へ
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　上記に該当する方は、所得税の確定申告書の提出が不要です（所得税の還付申告の方を除きます）。
　また、「公的年金等の源泉徴収票」と同じ内容の報告書が、年金支払者（厚生労働省、共済組合な
ど）からお住まいの市役所に提出されますので、公的年金の収入のみの方は、原則、住民税の申告も
不要です。

【お問い合わせ】

【住民税申告会場のご案内】

府税事務所からのお知らせ府税事務所からのお知らせ
大阪府では、自動車税納税通知書等の送付先を
　　　　　　　　インターネットで変更できます！

枚方市・寝屋川市・交野市からのお知らせ

ただし、以下のような場合は、住民税の申告が必要です。

これらに該当する方は、お住まいの市役所が開設する住民税申告会場で、住民税の申告をして
ください。

（1）公的年金以外に次のような所得が
あるとき
▶ 給与所得
▶ 営業所得
▶ 不動産所得
▶ 一時所得
▶ その他雑所得　　など

（2）次のような控除を追加されるとき
▶ 社会保険料控除
▶ 医療費控除
▶ 生命・地震保険料控除
▶ 寄附金控除
▶ 配偶者・扶養控除　　など

※　上記以外にも住民税申告が必要な場合があります。
※　所得税の確定申告又は還付申告をされた方は、住民税申告は不要です。

枚 方 市 税務室市民税課  電話 072－841－1221（代表）　　　内線 3478～3482、3674～3676
寝屋川市 税務室市民税課  電話 072－824－1181（代表）　　　内線 2224～2227
交 野 市 税務室市民税係  電話 072－892－0121（代表）　　　内線 120～122

◎各申告会場とも混雑によりお待ちいただく時間が長くなる場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
また、お車でのご来場はできる限りご遠慮願います。

お住まいの市 期　間 時　間 場　所

枚 方 市

寝屋川市

交 野 市

公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下に該当する方へ公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下に該当する方へ

2月1日(水)～2月3日(金)
2月16日(木)～3月15日(水)
※ 2月26日(日)は開設。

2月8日(水)～3月15日(水)

2月9日(木)～3月8日(水)

枚方市市民会館　1階第3・4集会室

枚方市役所本館　2階第2会議室

寝屋川市役所　別館１階
（旧　北河内夜間救急センター）
交野市役所　別館3階小会議室

9：30～17：00

9：00～17：30

9：00～17：30

9：30～16：00

お問い合せ先　　　大阪府北河内府税事務所　管理課　電話 072－844－1331

大
阪
府
広
報
担
当
副
知
事

も
ず
や
ん

※各会場とも土曜日・日曜日・祝日は開設しておりません(※を除く)。

※自動車検査証（車検証）に記載されている住所を変更するには、運輸支局での住所変更手続きが必要です。

■引越しなどで住所が変わったときは、インターネット（府税のホームページ「府税あらかると」）で、自動車
税納税通知書等の送付先の変更手続きができます。

■住所変更の届出入力には、自動車の「登録番号」と「車台番号（下 4 桁）」が必要になりますので、お手元に
自動車検査証（車検証）をあらかじめご用意してからアクセスしてください。

インターネット申請はこちらから→ 大阪府 自動車税住所変更届 検索
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　今回は、江戸時代の地域にお
ける村の成り立ちと農民につい
てみてみたい。
　1600年、関が原合戦にて勝利
を収めた東軍により江戸幕府が
成立し、その後250年を超える、

徳川の長期安定政権の時代に入った。すなわち、大坂夏の陣で
豊臣氏が滅んでからは、徳川将軍家による全国支配が急速に
整備され、豊臣氏らの有していた領地は幕府の手に収用され、
新しく幕府領・大名領・旗本領そして公家領に分割された。その
結果、枚方周辺地域も村ごとに領主が異なる入り組み支配とな
り、当時から「碁石を打交候様」と比
喩されたらしい。特に、茨田郡と交野
郡からなる、この地域は幕府領・旗
本領の割合が高く、河内国全体のそ
れぞれ28.6％と20％を占める。
　淀川沿いの茨田郡では幕府領の
割合が高く、時には大坂城代の役知となることもあった。また、
幕末には村野・宇山・中宮の各村と養父・招提両村の一部が、新
しい京都守護職の役知となるなど幕末期の世情が見える。一
方、交野郡では茄子作・山之上・田宮などは江戸時代を通じて
小田原藩領であり、長尾・藤坂・杉・津田などの各村は大坂東
町奉行の久貝氏の領地で、長尾に陣屋がおかれた。
　江戸時代は、各地の城下町（一国一城令により多くの城郭を
破却）が政治・経済・文化の中心として存在する一方、全国に6
万以上の村が存在し、まさに「村の時代」といえる。全国の村平
均で、村高400̃500石、戸数100戸、人口400人位だが、実際は
大小さまざまである。それが地域ごとに多様な文化を生む背景
となった。また、この初期の頃は幕藩体制を確立する重要な時
期であり、その財政基盤は百姓の年貢収入で百姓の経営を安
定させることが重要であった。本佐録には『百姓は天下の根本
なり』とまで記されている。（「本佐録」は江戸初期に天下国家
の統治に就いて記された書で、将軍に政治のあり方を説いた政
道書／家康や秀忠に仕えた本多佐渡守正信の著とされる）

　村の成立過程を事例からみていこ
う。奉行の久貝氏が津田村にて、新
たに開墾を命じたが藤坂村の村人が
これを受け入れなかった為、各地か
ら集められた13人が開墾に従事し
た。村が成長すると、今で言う、必要
なインフラが次 と々整備されていっ
た。二年後にはため池がつくられ、最
終的には10ヶ所を数えた。後には高
野街道、招提街道や枚方街道が村
内を通ることになる。また、村人たち
の心の支えとしての寺や神社も設け
られた。久貝家の菩提寺である正俊

寺（奉行は久貝正俊である）と浄土
寺（後に稱念寺に改称）、そして氏神
として天神社（現菅原神社）が勧請さ
れた。こうして村の体裁が整い、村名
も福岡村から長尾村に改名され、村
高248石、家数209軒、人口983人の
有数の村に成長した。もちろんだが、
その時々の村人たちの苦労は言うま
でもない。
　さて、この時代の税金（年貢）をみ
てみよう。「天下の根本」と言われる
百姓は、本年具（本途物成・ほんとも
のなり）として田畑に課せられる基
本的な税が税率・四公六民（石高の40％）、幕領ではのち五公
五民（石高の50％）で、徴税法は検見法（けみほう・毎年の出来
高実地調査により検地帳の基準と比較して率を決定）による。
しかし実年貢率の低下に伴い、幕府領では定免法（じょうめん
ほう・過去5年、10年または20年の収穫高の平均から豊凶に関
わらず年貢率を決めるもの）に転換、実年貢率の上昇を図った。
しかし豊作時には農民に余剰を生み、凶作時には困窮を与える
等問題も多かった。その後には、さらに村の余剰を奪うほど過
酷な勘定奉行が現れ、一揆の頻発への道を歩むことになる。
　領主にとっての年貢賦課の基準として、検地の上、村の土地
基本台帳（検地帳）が作成された。村には自治が認められ、庄
屋・年寄・百姓代といった役人が村政を担い、領主が家臣に取
り立てる場合もあった。たとえば、摂津・大和・河内で6500石を
知行する旗本の在地代官としての楠葉村の中井家がそれにあ
たる。また、庄屋は百姓を管理・監督する役目があり、具体的に
は年貢取立て、戸籍事務・諸願書作成・争論仲裁・年貢の立替な
どが重要な役目である。その為、庄屋は一般百姓とは異なる立
場の存在であることから、一般農民が村政に参加できない状
況を作り出したが、その不満からその制度への批判が噴出し、
各地で村方騒動を引き起こしている。
　村方騒動の事例を見てみる。「村野村の騒動」（1740年）は、
村野村の庄屋甚左衛門が突然庄屋を辞めたいと言い出した。
村人たちは庄屋の働きを理解しており説得をしてみたが、聞き
入れない。その理由は村人側にあったのである。すなわち、村人
が村の寄合には遅刻や欠席し、神事での座配は守らない、宗門
帳の記載事項を知らせてこない、あるいは村方の困窮に備えた
頼母子講には掛金がもったいないと言うなど、村のことに精一
杯尽力してきた庄屋としては納得が行かず、自分が辞めたほう
が得策と考えたのである。大津代官が仲裁に入って、村人全員
が庄屋・年寄に迷惑をかけないことと、徒党、公事沙汰、喧嘩、
口論をしないことを誓わせ、庄屋は再度復帰、円満解決した。
　「養父村の騒動」（1810年）は、養父村では、庄屋作兵衛が倅
作之丞に家督と共に庄屋役を譲ろうとした際、三人の村人が反
対した。他の問題も抱えていたが、招提村庄屋半右衛門が仲裁
に入り問題点の改善を約束させた。しかし、この三人は庄屋役
の世襲には断固として反対であった。
　このように、経済的にも政治的にも成長した百姓が旧来の規
範に従わなくなってきたと言える。その結果、有力農民による庄
屋役の輪番制や投票による庄屋選挙制などが生まれ、村政が
開かれていくことになるのである。

＜参考文献＞
「枚方の歴史」松籟社、「日本史通覧」帝国書院、「大阪府の歴
史」・「日本史図録」山川出版社

＜第11回＞

地域の歴史地域の歴史
“地域の窓”シリーズ

江戸時代の幕藩体制と村の成り立ち

新田開発

正俊寺十三重石塔
（府重要文化財）

正俊寺涅槃像

農家

平松山稱念寺

菅原神社
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代表取締役　小野　俊文 氏
小野工業 株式会社
「地域に貢献できる企業でありたい」

☆ 会社の特色
　我社は、先代の父が昭和26年に、まだ個人宅が井戸水を
使用している頃から水道工事を創業し、団地が増え始めた
昭和30年を過ぎた頃から国や市が発注した管工事等を手
掛けるようになってきました。その後も時代の経過と共に、水
道鉄管の老朽化が進み「赤い水工事」と呼ばれるUR賃貸
住宅(旧 公団住宅)の水道工事も数多く手掛けてきました。
　そして、工事全般において、新しい技術や材料などの勉
強は常に継続しており、「こういう新製品を使用して工事をし
たい」という注文にも応えられるようにして参りました。その結
果、近年の改修工事(リニューアル・リノベーション)施工実績
は他の会社と比べてみても、特に多いと思っております。

☆ 会社方針・こだわり
　我社は、個人宅は勿論のこと、団地の管理もさせていただ
いておりますが、東日本大震災以降で変わったことの一つと
して、水質検査に放射性セシウム濃度の検査項目が加わっ
たことがあげられます。そして近年では、大きな総合施設が
増え、我社もその総合施設の設備管理をさせていただくよう
になり、施設設備全般の管理と様々なトラブルにも対応して
いくようになりました。次 と々新製品が生まれ、それに対しての
技術革新をしていくことも必要となり、時代の変化に柔軟に
対応していかなければ、企業としての存続が危ぶまれる時
代になっていると考えています。そのため、技術革新だけで
なく個人情報の保護や環境への配慮、顧客満足の追求な
どの付加価値を付け、世の中のニーズに対応すればいいと
考えています。その為に、常に安定した品質を提供できるこ
とや環境に配慮したルール作りを行うため「Ｐマーク」や「国
際規格(ISO9001，14001)」を導入しています。
　また、顧客が求めていることをしっかりと聞き取り、「工事し
てもらって良かった」と感じてもらえるよう、提案や施工を行う
ことを徹底したいと思っております。

☆ 夢
　顧客に設備の安心安全を届け、社業を通して地域に貢
献できる企業であり続けたいと考えております。

☆ 誇れるもの
　社員の技術、経験から工事の際の様々な出来事に、臨機
応変な対応力があることに自信をもっております。

☆ 従業員教育
　毎朝、社員や協力業者の方 と々朝礼を行い、安全確認や
事故事例の紹介をするなどにより、安全対策には特に注意
しております。土の中で行う作業には危険が伴いますし、下
半身が土に埋まっただけでも骨折してしまう事がありますの
で、安全面は徹底しております。朝、仕事前にボーッとしてい
たら「帰れ」と敢えて厳しくしたことがあります。顔を合わせる
ことにより、体の調子などを見ることが一番大切と考え、それ
により安全に仕事が出来るようにと願っております。

☆ 税(ようやく動き出したマイナンバー制度)について
　一人一人が背負うマイナンバー。今までも住基カード、クレ
ジットカード、キャッシュカード、ポイントカード等々、さらに、クレ
ジット機能付のカードは、その種類の多さは、枚挙にいとまが
ないと思われます。
　また、企業毎、あるいは学校法人単位でも、クレジット機能
付カードが発行され、運転免許証及びパスポートにも、それ
ぞれ番号が付されています。さらには、銀行口座番号、医療
機関の診察券、買物優待のポイントカードなど、今の時代は
生きていく上で数多くの数字やナンバーで管理されているこ
とになります。このようなカード社会の中で、新たに作られたマ
イナンバー制度について、公共、私企業等の枠を越えた利
用者目線でのナンバー統一やコラボなど、何らかの連携が
将来に向けて出来ないものだろうか？と思っております。勿
論、セキュリティを考えると相当壁は高いと思いますが、今、
動き出そうとしているマイナンバー制度への、私の勝手な期
待と思いであります。

＊インタビューの感想
　納税協会の役員としてお世話になっており、いつもとて
も穏やかな表情で、対応していただけるのでインタビュー
もリラックスした状態で伺うことが出来ました。インタビュー
の内容によっては真剣な表情でお仕事の話をされ、特に
安全面に関してのお話では、社員を心配される社長様の
お顔を拝見することができたインタビューでした。

所 在 地
枚方市川原町2－3

業務内容
管工事・土木工事
水道施設工事・消防設備
建築工事

開 業 年
昭和23年12月23日

資 本 金
2,000万円

従業員数
約15名

※枚方納税協会の法人部会では、それぞれの地区研
修会において、昨年度と本年度は「マイナンバー制度」
をテーマとして取り上げて勉強いたしましたが、29年度も
引き続き法人部会地区研修会を開催いたします。タイム
リーな話題を提供いたしますので多数ご参加下さい。
(法人部会枚方１地区地区長　小野工業㈱　小野俊文)

プロフィール
昭和23年12月生まれのO型
の山羊座。大阪工業大学卒
業後、小野工業㈱入社し現
在に至る。趣味はドライブ。
座右の銘は「自利利他」。目
標する人物は父親。家族は妻
と子供(男)3人。

三　　十　　石　　船第　１８４　号 平成２９年２月６日　⑼



㈱ともだ　友田　久美子(ワインアドバイザー）氏
・「ワインの楽しみ方」
シン・リーダーコーチング代表　本郷　真也 氏
・「人が会社を成長させる」

部会の活動だより

　法人部会では、税を考える週間(11月11日～17日)を中心とした時期に、地区毎の税務研修会の開催
に取り組んでいます。今年度は、昨年の「マイナンバー制度について」の第２弾として、「マイナンバーⅡ
　法人番号の利活用・改正税法について」を統一テーマに、法人担当の小林副署長と法人課税部門
の各統括官に、ご講演をいただいています。 
　また、各地区では、統一テーマのほか独自のバラエティに富んだテーマの研修が併せて開催され、
研修後の懇親会も異業種交流として大いに盛り上がりました。

法人部会地区研修会法人部会地区研修会

小林副署長

10月28日(金)

11月8日(火)

11月18日(金)

11月24日(木)

12月14日(水)

29年1月20日(金)

29年1月25日(水)

29年3月中旬頃

交野ゆうゆうセンター
多目的ホール

安積建設㈱

ホテル ニューコマンダー

寝屋川産業振興センター

樟葉ゴルフ場

エムケイ産業㈱

枚方T-SITE りそなホール

大利町公民館

小林副署長　四方法人２統括官

小林副署長　中井法人５統括官

小林副署長　中井法人４統括官

小林副署長　木村法人１統括官

小林副署長　中井法人４統括官

小林副署長　四方法人２統括官

小林副署長　木村法人１統括官

小林副署長　中井法人５統括官

珍笑亭小吉 氏
・「落語一席」

AIU損害保険㈱ 納税協会推進部長 清水　明 氏
・「個人情報漏えい事故から学ぶ傾向と対策」

枚方市都市整備部 都市整備推進室
まちづくり推進課 中尾悠哉 氏
・「枚方市駅周辺の再整備について」

開　催　日 場　　所 統一テーマ講師 地 区 独 自 研 修 内 容地　区

交 野 １・２

枚 方 ４

寝 屋 川 ５

寝屋川１・２・３

枚 方 ５

枚 方 ６

枚 方１・２・３

寝 屋 川 ４

H28.10.28  珍笑亭小吉氏 H28.11.8  中井法人５統括官 H28.11.18　中井法人４統括官

統一テーマ： 「マイナンバーⅡ
　　　　　　　　法人番号の利活用・改正税法について」

講師  枚方税務署  小林副署長

（平成２8年度）

H28.12.14　清水 明氏 H29.1.25　中尾悠哉氏

H28.11.24　木村法人１統括官 H28.11.24　本郷真也氏H28.11.18　友田久美子ワインアドバイザー
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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。

　今年初の大寒波に見舞われてい
た平成29年1月17日（火）、納税協会４
階会議室において、納税貯蓄組合・
青促部会共催によります「税務研修
会」が開催されました。

　研修会は枚方納貯連 大林会長のあいさつに始まり、枚方
税務署 山本管理運営第１統括官を講師にお迎えして「中学
生の税の作文について」と「納税貯蓄組合」をテーマとした
研修会となりました。
　『中学生の「税についての作文」について』では、各府県の
過去5年分の応募状況などが説明された後、作文事業の経
緯や歴史ほか、内閣総理大臣賞が新設された平成11年の第
33回のことが紹介されました。当時の小渕内閣総理大臣が賞
状贈呈の日に、受賞生徒の学校へお祝いの電話をされ、生徒
と直接お話されたエピソードや、過去の内閣総理大臣賞の作
文内容も紹介されました。
　「納税貯蓄組合について」では、納税貯蓄組合の目的、主
な事業活動、事業の活性化への取組みについてお話され、
近年では活動の中心を作文事業として取り組み、租税教育
の推進に大きな役割を担っています。
　そして、納貯組合が活性化していくために、今年も作文募
集から作文選考への活動を、納貯組合と税務署が連携して
取り組んでいこうという力強いメッセージがありました。

「税務研修会」「税務研修会」
～第50回を迎えた中学生の

「税についての作文」について～
～納税貯蓄組合について～

講師：枚方税務署
　　　山本管理運営第１統括官

納税貯蓄組合
青色促進部会
納税貯蓄組合
青色促進部会

　毎回、多数のご参加をいただいて
盛大に開催しているゴルフコンペを
下記のとおり開催します。

枚方納税協会親睦会「ＮＫメンバーズツアー」「ＮＫメンバーズツアー」

★詳細はチラシをご覧の上、皆様お誘い
あわせの上ご参加いただきますよう、
ご案内申し上げます。
申込は枚方納税協会へ。

★詳細はチラシをご覧ください。

法青会
ゴルフコンペ

★旅行代金は
旅行会社に直接お振込となります。

●日　時　平成２9年６月１日（木）
～６月３日（土）

●費　用　おひとり様 115,000円
（消費税込）

●募集人員　70名
●申込金　おひとり様 30,000円

（旅行代金に充当）

●申込締切　平成２9年４月28日（金）

第２回

地区
寝３
枚６
交２
枚４

会　社　名
㈱ ク シ ベ 空 調
㈱クモンコーポレーション
㈲ 福 島 工 務 店
ユ ー テ ッ ク ㈱

所　在　地
寝屋川市黒原新町
枚方市春日西町
交野市倉治
枚方市田口

地区
税理士
税理士
本　部
税理士
本　部
本　部

氏　　　名
石 橋 　 忠
泉 　 康 之
遠 藤 雄 悟
岡 本 重 正
永 田 賢 二
森 津 孝 也

所　在　地
枚方市堤町
枚方市楠葉美咲
枚方市茄子作
枚方市大垣内町
枚方市長尾家具町
寝屋川市黒原旭町

新入会員のご紹介（法人）（平成28年10月～12月）

新入会員のご紹介（個人）（平成28年10月～12月）

庄内・山形グルメ旅 ３日間

日 時　平成29年６月８日（木）

場 所　交野カントリー倶楽部

定 員　80名（20組）

収支日計式簡易帳簿
（一般用）

●最高10万円の青色申告特別控除が受けられます。
●簿記の知識がなくても一冊で簡単に記帳できます。
●経費等の記入番号が決まっており、月々の集計が容易で
消費税の課税や非課税などの売上区分もできます。

転記のいらない
簡易帳簿

収支日計式簡易帳簿
（一般用）

転記のいらない
簡易帳簿

9００円9００円
（
税
込
）

（
税
込
） 8００円8００円

（
税
込
）

（
税
込
）

納税協会で販売しております。

青色申告のための

※その他、不動産所得者用・農業所得者用もあります。

帳簿販売
しております！
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旧 枚 方
川 越 別
香 里 団 地
蹉 跎
殿 一
殿 二

楠 葉

津 田
郡 津
私 部・倉 治
星田・磐船
寝 屋 川 一
寝 屋 川 二
寝 屋 川 三
寝 屋 川 四
寝 屋 川 五
寝 屋 川 七
寝 屋 川 八
寝 屋 川 九
寝 屋 川 十
寝 屋 川 六
寝屋川十二
萱 島

2月14日
個別相談
2月18日
2月22日

2月19日･3月5日
2月21日
2月16日
2月27日
2月20日
2月12日

2月12･13･14日
2月21･28日
2月13･14日
2月6日･7日
2月10･20日
2月17･23日

2月18日･3月4日

2月5･12日
2月6･27日
2月17･24日

枚 方 納 税 協 会
税 理 士 事 務 所
香里ヶ丘 C O R I O 会 議 室
北 中 振 公 民 会 館
渚 の 院 会 館
牧野生涯学習市民センター
楠葉生涯学習市民センター
町 楠 葉 福 祉 会 館
津 田 会 館
交 野 文 化 教 室
私 部 ふ れ あ い 館
星 田 市 民 セ ン タ ー
税 理 士 事 務 所
関西アーバン銀行香里支店
寝 屋 川 市 立 市 民 会 館
春 日 町 公 民 館

産 業 振 興 セ ン タ ー

萱島まちづくりセンター
堀 溝 公 民 館
本 町 集 会 所

※ 業種支部を除く発行日以後の日程

※上記日程でご都合がつかない場合、2月16日（木）～3月15日（水）の確定申告期間中、枚方
納税協会においても申告相談を行っております。

※川越・山田地区の方は枚方納税協会の相談会場をご利用下さい。
※相談時間は地区により異なります。地区からのご案内ハガキでご確認下さい。
※ご入会いただければ相談会場での相談がご利用になれます。

個人会員のための地区申告相談会場個人会員のための地区申告相談会場

ご不明な点は納税協会事務局にお問い合わせ下さい。連絡先（枚方納税協会 TEL 072ー843ー6321）

地　区　名 開　催　日 場　　　　  所

（枚　方）

（交　野）

（寝屋川）

〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町3丁目1番
グランフロント大阪タワーB 35階
TEL.06ー7223ー2010  FAX.06ー6375ー7136
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