
８月
・29年度分の個人事業税の納付
　（第一期分） （8月31日まで）
・個人の府民税及び市民税の納付
　（第二期分） （8月31日まで）
・６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31日まで）
・29年分個人事業者の消費税の中間申告
と納付 （8月31日まで）

９月
・７月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告及び納付 （10月２日まで）

10月
・個人の府民税及び市民税の納付
　（第三期分） （10月31日まで）
・８月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告及び納付 （10月31日まで）

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

税 の こ よ み
地区
寝３
枚５
寝１
寝３
寝３

会  社  名
㈱石富プロパティー
㈲ウェイホーム
岡 本 工 業 ㈱
（同）Ｎｅｘｔ　Ｌｉｆｅ
㈱ ｆ ａ ｓ ｔ

所　在　地
寝屋川市点野
枚方市楠葉野田
寝屋川市寿町
寝屋川市点野
寝屋川市点野

地区
本部
本部
本部

氏　名
太田　早苗
土居　建生
溝渕　利久
本宮　勝見

所　在　地
枚方市大垣内町
寝屋川市美井元町
交野市星田
枚方市楠葉美咲

納税協会・納税貯蓄組合では、
今年の「枚方まつり２０１7」８月26日（土）・27日（日）
に、税金コーナーを出展します。
お子さんやお孫さんとご一緒に、遊びに来てください。

枚方市役所別館前駐車場付近
午前１０時３０分から午後４時３０分頃まで
　㊟配布物無くなり次第閉展します。
小学生向け「税金クイズ」・・・景品贈呈
中学生・高校生の作文募集チラシ配布
協会・納貯ＰＲ用ティッシュ・チラシ配布
税のＰＲ用チラシ配布
警報等の発令の場合は中止します。
（実施内容は、変更されることがあります。）

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。

そして、私たちは、
納税者と情報の共有を考えます。

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

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

場　　所
出展時間

展示内容

そ の 他

枚方納税協会事務局  ℡ 072-843-6321お問い合わせ

　日増しに暑さ厳しくなる初夏の６月８日（木）、交野カントリー倶楽部において、第３０回目
となる法青会親睦ゴルフコンペを開催いたしました。
　総勢66名の方にご参加いただき、お互いに健闘し合いながらもプレーを楽しまれました。
なお、今回は、30回記念コンペであったので30位の大森正（大森会計事務所）氏に特別
記念品を贈呈いたしました。
　結果は次のとおりです。
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

須田　知平

高橋　　忠

安積　輝義

宮武　正和

林　　　武

富士アドマックス企画㈱

京阪鋼材㈱

安積建設㈱

三幸化工㈱

Ａｐｒｏ’s税理士法人

44

43

45

50

46

44

43

41

48

38

18.0

14.4

14.4

26.4

12.0

70.0

71.6

71.6

71.6

72.0

第３０回　法青会親睦ゴルフコンペ
須田　知平 (富士アドマックス企画㈱) 氏 優勝！！優勝！！優勝！！

枚方小売酒販

近くて
枚方山之上2丁目店
枚方市山之上2丁目16‒11
TEL 846‒2323

セブン-イレブン
交野倉治7丁目店
交野市倉治7丁目51‒29
TEL 892‒7717

広報委員　中　作平枚方尊延寺店
枚方市尊延寺6丁目30‒1
TEL 896‒0160

便利便利

税

※7月10日付で枚方税務署の人事異動が行われました。鈴木前署長様はご退任され、新たに向川署長様がご着任されました。
　新旧署長様のごあいさつや、幹部の皆さんの名簿は２～３ページに掲載いたしております。

枚方・寝屋川・交野の中学生・高校生のみなさんから「税に
ついての作文」を募集しています。
応募要領は次のとおりです。 中学生であれば、どなたでも可

内容が税に関するもの
1200字以内
作文の冒頭に題名・学校名・学年組・氏名（ふ
りがな）を、末尾に応募者の住所を記載
（所属の中学校を通じて提出可。学校等を通
じての応募の場合、住所は必要なし）
枚方納税貯蓄組合連合会へ
  枚方市大垣内町2-9-3  Tel 072-843-6321
平成29年9月5日（火）
優秀作品には賞状と記念品を贈呈

応募資格

テ ー マ

応募字数

応募方法

提 出 先

締 切 日

表 彰

（送 付 先）

※税に関すること、税に関して自分で思ったこと、考えたこと、体験したことなど何でも結構です。
※応募作品は本人が創作したもので未発表のものに限ります。
※多くの人の納税道義の向上に役立てるため、優秀作品は都道府県名・学校名・学年・氏名と
ともに国税庁ホームページや国税当局・納貯組合・納税協会が作成する広報紙等に掲載する
ほか、報道機関等に資料を提供するなど、広く発表します。
※作品の著作権は国税庁・納貯組合に帰属します。作品は返却いたしません。

高校生であれば、どなたでも可
税の意義と役割について考えたこと
800字以上～1200字以内
作文の冒頭に題名・学校名・学年組・氏名（ふ
りがな）を、末尾に応募者の住所を記載
（所属の高校を通じて提出可。学校等を通じ
ての応募の場合、住所は必要なし）
枚方税務署総務課へ
  枚方市大垣内町2-9-9  Tel 072-844-9521
平成29年9月5日（火）
優秀作品には賞状と記念品を贈呈

中学生の作文

高校生の作文
応募資格

テ ー マ

応募字数

応募方法

提 出 先

締 切 日

表 彰

（送 付 先）
高校生

中学生

に
つ
い
て
の

　作
文
募
集
の

　
　
　お
知
ら
せ

⑻　平成２９年８月４日 三　　十　　石　　船 第　１８６　号 平成２９年８月４日　⑴三　　十　　石　　船第　１８６　号

新入会員のご紹介（法人）（平成29年4月～6月）

新入会員のご紹介（個人）（平成29年4月～6月）

枚 方 納 税 協 会
枚方納税貯蓄組合

枚方まつり2017
広報キャンペーン



枚方税務署幹部職員名簿 （敬称略）

松村 紀代

署 長

副 署 長

副 署 長

副 署 長

特 官（ 個 人 ）

特 官（ 資 産 ）

総 務 課 長

管理運営1統括官

連 絡 調 整 官

管理運営２統括官

管理運営３統括官

管理運営４統括官

特 官（ 徴 収 ）

徴収１統括官

連 絡 調 整 官

徴収２統括官

徴収３統括官

特 官（ 個 人 ）

個人１統括官

連 絡 調 整 官

個人２統括官

個人３統括官

向川　茂弘
松村　紀代
工藤　浩史
松尾　教昭
吉田　信次
西垣　　明
中井　賀雄
山本　卓司
菅田　貴之
小西　幸男
上田　結花
佐川　優子
上谷美佐夫
大浜　　誠
村田　明美
中谷　真人
榎本　光仁
篠塚　一徳
大串　泰央
安食　　香
間ヶ数　勝
島嵜　浩明

局調査一・調査総括課
課長

北・特官（徴収）

留任

東京局課一・課税総括課
課長補佐

留任

留任

局総務・会計課
課長補佐

留任

留任

伊丹・管運・上席

留任

留任

局徴収・特整・総括主査

留任

局徴収・徴収課・総務係長

留任

枚方・徴収・連調官

茨木・特官（個人）

留任

局課二・消費税課・係長

留任

留任

職　名 氏　名 前　任 職　名 氏　名 前　任

署長着任のごあいさつ

枚方税務署長
むかい がわ しげ ひろ

すず き しん じ

向川　茂弘

鈴木　真二
前枚方税務署長

　残暑の候、公益社団法人枚方納税協会並びに枚方納税貯蓄
組合連合会の会員の皆様方におかれましては、ますます御清栄の
こととお喜び申し上げます。
　皆様方には、平素より税務行政に対しまして、深い御理解と御
支援を賜っており厚くお礼申し上げます。
　この度の定期人事異動で、枚方税務署長を拝命いたしました
向川でございます。微力ではございますが、与えられた職責を果た
すべく全力を尽くす所存でございますので、温かい御支援を賜りま
すようよろしくお願い申し上げます。
　さて、平成28年度の経済状況を見ますと、アベノミクスの取組の
下、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が続いていま
す。しかし、年度前半には海外経済で弱さがみられたほか、国内
経済についても、個人消費及び民間設備投資は、所得・収益の伸
びと比べ力強さを欠いた状況となっています。
　政府は、デフレから完全に脱却し、しっかりと成長していく道筋を
つけるため、「未来への投資を実現する経済政策」を取りまとめて
おり、雇用・所得環境の改善が続く中、経済対策等の効果もあっ
て、景気は緩やかに回復していくことが見込まれているところであり
ます。
　また、税務行政を取り巻く環境は、経済取引の複雑化、広域化や
経済社会の国際化、高度情報化の急速な進展等、大きく変化して
おり、このような状況の下、私どもといたしましては、「納税者の自発的
な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という国税庁の使
命を果たすため、適正な申告を行った納税者の皆様に不公平感を
与えることのないよう適正・公平な課税・徴収に努めるとともに、納税
者サービスの一層の充実も図っていく所存でございます。
　適正・公平な課税・徴収への取組につきましては、納税者の皆
様の利益の保護を図りつつ、大口・悪質な事案には組織的に厳正

な姿勢で臨むこととしております。また、納税者サービスの充実の面
では、納税者の皆様の申告・納税等に役立つ情報を、国税庁ホー
ムページ等を通じて、分かりやすく提供していくほか、大阪国税局
管内でも有数の繁忙署である確定申告事務を適正に遂行するた
め、e-Taxや国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」などのICTを活用した利便性の高い申告、納付手段の充実
に向けた納税環境の整備にも努めてまいります。
　しかしながら、これらのことは、私どもの力だけでは到底成し得る
ものではなく、皆様方の御支援と温かいお力添えがあって初めて
成し得るものと考えております。
　幸いにも、公益社団法人枚方納税協会並びに枚方納税貯蓄
組合連合会の会員の皆様方におかれましては、設立以来、税知
識の普及や適正な申告納税の推進等を図るため、各種の事業活
動を積極的に実施され、納税道義の高揚に努められるなど、地域
社会の健全な発展に多大な御協力をいただいており、私ども税務
行政に携わる者といたしましては、大変心強く感じているところであ
ります。
　今後とも、皆様方との意思疎通を十分に図り、揺ぎない信頼関
係の醸成に努めてまいりたいと考えておりますので、どうか税務行
政に対するなお一層の御支援と御協力を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人枚方納税協会並びに枚方
納税貯蓄組合連合会のますますの御発展と会員の皆様方の御
健勝、御事業の御繁栄を心から祈念いたしまして、私の着任のあ
いさつとさせていただきます。

個人４統括官

個人５統括官

個人６統括官

個人７統括官

個人８統括官

特 官（ 資 産 ）

資産１統括官

連 絡 調 整 官

資産２統括官

資産３統括官

特 官（ 法 人 ）

特 官（ 法 人 ）

法人１統括官

連 絡 調 整 官

法人２統括官

法人３統括官

法人４統括官

法人５統括官

総務課長　補佐

総 務 係 長

会 計 係 長

寺西　敏豪
井上　孝之
竹中　裕則
中西　寛之
小原　義弘
西野　昭典
大谷　真吾
三田　哲也
若原　友二
早山　明宏
三宅　通才
佐田　辰己
河田　宗宏
吉田さゆり
四方　伸吾
杉本　　誠
原 　 正
中井真喜子
梅澤　香奈
岡田　和也
北田　智久

葛城・個人・統括官

留任

留任

上京・個人・上席

下京・個人・統括官

留任

葛城・資産・統括官

留任

留任

留任

局調二・調査・総括主査

留任

局課一・統実官・総括主査

留任

留任

東大阪・特官（法人）

局徴収・特整・主査

留任

桜井・個人・総括上席

葛城・総務・総務係長

留任

東税務署　副署長

大阪国税局　課税第一部　国税訟務官室　国税訟務官

国税庁長官官房　大阪派遣監督評価官室　監督評価官

峰山税務署長

大阪国税局　調査第二部　調査第18部門　統括官

大阪国税局　調査第二部　調査第３部門　統括官

大阪国税局　調査第一部　調査総括課長

現職（枚方税務署長）

平成21年７月付

平成23年７月付

平成24年７月付

平成25年７月付

平成26年７月付

平成27年７月付

平成28年７月付

平成29年７月付

主要経歴

副署長のご紹介副署長のご紹介

　この度の定期人事異動により、枚方税務署長を最後に退官さ
せていただくこととなりました。
　在任中は、公益社団法人枚方納税協会並びに枚方納税貯蓄
組合連合会の役員の皆様をはじめ、会員の皆様方には、税務行政
に深い御理解と多大な御協力を賜り、誠にありがとうございました。
　この一年間を振り返りますと、納税表彰式や作文表彰式、本会
とともに各部会の皆様との意見交換、「枚方まつり」や「納貯の日
キャンペーン」などの共同活動など、色々な場面が思い起こされ、
すべてがつい昨日のことのように感じています。
　とりわけ、平成28年分の確定申告期におきましては、申告書等へ
のマイナンバーの記載と本人確認が本格化され、更に申告会場の
開催期間等を大幅に見直したことに伴い、数々の対応が求められ
る大変厳しい状況にありましたが、皆様から相談会場運営に熱心

な御協力をいただいたお陰で、大きなトラブルもなく無事終了させ
ていただくことができました。
　重ね重ね御礼申し上げます。
　署としましては、皆様と歩調を合わせつつ、自宅等からのe-Tax
や国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」等のICTを
利用した申告の推進に取り組むことで、本年以上に効果的・効率
的な確定申告運営を図っていくことが喫緊の課題であるとし、新体
制においても確実に引き継いでまいりたいと考えております。
　このように、国税庁の任務であります「適正・公平な課税及び期
限内納税の確保」に向け、真の納税者サービスの充実を図りつ
つ、様々な課題を克服していくために、これからも挙署体制で精一
杯に努力をしてまいる所存でありますが、やはりそれには皆様方の
お力なくして到底成し得るものではございません。
　幸い、私の後任に参ります向川署長は、人格・見識ともに優れた人物
ですので、皆様方と大変良好な信頼関係を築かれることと思います。
　どうか、私ども同様にお引き立てをいただき、署務運営により一層
の御支援と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　結びに当たり、公益社団法人枚方納税協会並びに枚方納税貯
蓄組合連合会のますますの御発展と、会員の皆様方の御健勝と
御事業の御繁栄を心からお祈りいたしまして、退任の挨拶とさせて
いただきます。
　一年間、本当にありがとうございました。

昭和31年４月２日生

Ａ型

人間万事塞翁が馬

愛媛県

牡羊座

読書

生 年 月 日

血 液 型

座 右 の 銘

出 身 地

星 座

趣 味

初任署（初任官） 昭和56年６月　大阪国税局　門真税務署

まつむら　のりよ
工藤 浩史
くどう　ひろし

松尾 教昭
まつお　のりあき

署長退任のごあいさつ
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枚方税務署幹部職員名簿 （敬称略）

松村 紀代

署 長

副 署 長

副 署 長

副 署 長

特 官（ 個 人 ）

特 官（ 資 産 ）

総 務 課 長

管理運営1統括官

連 絡 調 整 官

管理運営２統括官

管理運営３統括官

管理運営４統括官

特 官（ 徴 収 ）

徴収１統括官

連 絡 調 整 官

徴収２統括官

徴収３統括官

特 官（ 個 人 ）

個人１統括官

連 絡 調 整 官

個人２統括官

個人３統括官

向川　茂弘
松村　紀代
工藤　浩史
松尾　教昭
吉田　信次
西垣　　明
中井　賀雄
山本　卓司
菅田　貴之
小西　幸男
上田　結花
佐川　優子
上谷美佐夫
大浜　　誠
村田　明美
中谷　真人
榎本　光仁
篠塚　一徳
大串　泰央
安食　　香
間ヶ数　勝
島嵜　浩明

局調査一・調査総括課
課長

北・特官（徴収）

留任

東京局課一・課税総括課
課長補佐

留任

留任

局総務・会計課
課長補佐

留任

留任

伊丹・管運・上席

留任

留任

局徴収・特整・総括主査

留任

局徴収・徴収課・総務係長

留任

枚方・徴収・連調官

茨木・特官（個人）

留任

局課二・消費税課・係長

留任

留任

職　名 氏　名 前　任 職　名 氏　名 前　任

署長着任のごあいさつ

枚方税務署長
むかい がわ しげ ひろ

すず き しん じ

向川　茂弘

鈴木　真二
前枚方税務署長

　残暑の候、公益社団法人枚方納税協会並びに枚方納税貯蓄
組合連合会の会員の皆様方におかれましては、ますます御清栄の
こととお喜び申し上げます。
　皆様方には、平素より税務行政に対しまして、深い御理解と御
支援を賜っており厚くお礼申し上げます。
　この度の定期人事異動で、枚方税務署長を拝命いたしました
向川でございます。微力ではございますが、与えられた職責を果た
すべく全力を尽くす所存でございますので、温かい御支援を賜りま
すようよろしくお願い申し上げます。
　さて、平成28年度の経済状況を見ますと、アベノミクスの取組の
下、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が続いていま
す。しかし、年度前半には海外経済で弱さがみられたほか、国内
経済についても、個人消費及び民間設備投資は、所得・収益の伸
びと比べ力強さを欠いた状況となっています。
　政府は、デフレから完全に脱却し、しっかりと成長していく道筋を
つけるため、「未来への投資を実現する経済政策」を取りまとめて
おり、雇用・所得環境の改善が続く中、経済対策等の効果もあっ
て、景気は緩やかに回復していくことが見込まれているところであり
ます。
　また、税務行政を取り巻く環境は、経済取引の複雑化、広域化や
経済社会の国際化、高度情報化の急速な進展等、大きく変化して
おり、このような状況の下、私どもといたしましては、「納税者の自発的
な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という国税庁の使
命を果たすため、適正な申告を行った納税者の皆様に不公平感を
与えることのないよう適正・公平な課税・徴収に努めるとともに、納税
者サービスの一層の充実も図っていく所存でございます。
　適正・公平な課税・徴収への取組につきましては、納税者の皆
様の利益の保護を図りつつ、大口・悪質な事案には組織的に厳正

な姿勢で臨むこととしております。また、納税者サービスの充実の面
では、納税者の皆様の申告・納税等に役立つ情報を、国税庁ホー
ムページ等を通じて、分かりやすく提供していくほか、大阪国税局
管内でも有数の繁忙署である確定申告事務を適正に遂行するた
め、e-Taxや国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」などのICTを活用した利便性の高い申告、納付手段の充実
に向けた納税環境の整備にも努めてまいります。
　しかしながら、これらのことは、私どもの力だけでは到底成し得る
ものではなく、皆様方の御支援と温かいお力添えがあって初めて
成し得るものと考えております。
　幸いにも、公益社団法人枚方納税協会並びに枚方納税貯蓄
組合連合会の会員の皆様方におかれましては、設立以来、税知
識の普及や適正な申告納税の推進等を図るため、各種の事業活
動を積極的に実施され、納税道義の高揚に努められるなど、地域
社会の健全な発展に多大な御協力をいただいており、私ども税務
行政に携わる者といたしましては、大変心強く感じているところであ
ります。
　今後とも、皆様方との意思疎通を十分に図り、揺ぎない信頼関
係の醸成に努めてまいりたいと考えておりますので、どうか税務行
政に対するなお一層の御支援と御協力を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人枚方納税協会並びに枚方
納税貯蓄組合連合会のますますの御発展と会員の皆様方の御
健勝、御事業の御繁栄を心から祈念いたしまして、私の着任のあ
いさつとさせていただきます。

個人４統括官

個人５統括官

個人６統括官

個人７統括官

個人８統括官

特 官（ 資 産 ）

資産１統括官

連 絡 調 整 官

資産２統括官

資産３統括官

特 官（ 法 人 ）

特 官（ 法 人 ）

法人１統括官

連 絡 調 整 官

法人２統括官

法人３統括官

法人４統括官

法人５統括官

総務課長　補佐

総 務 係 長

会 計 係 長

寺西　敏豪
井上　孝之
竹中　裕則
中西　寛之
小原　義弘
西野　昭典
大谷　真吾
三田　哲也
若原　友二
早山　明宏
三宅　通才
佐田　辰己
河田　宗宏
吉田さゆり
四方　伸吾
杉本　　誠
原 　 正
中井真喜子
梅澤　香奈
岡田　和也
北田　智久

葛城・個人・統括官

留任

留任

上京・個人・上席

下京・個人・統括官

留任

葛城・資産・統括官

留任

留任

留任

局調二・調査・総括主査

留任

局課一・統実官・総括主査

留任

留任

東大阪・特官（法人）

局徴収・特整・主査

留任

桜井・個人・総括上席

葛城・総務・総務係長

留任

東税務署　副署長

大阪国税局　課税第一部　国税訟務官室　国税訟務官

国税庁長官官房　大阪派遣監督評価官室　監督評価官

峰山税務署長

大阪国税局　調査第二部　調査第18部門　統括官

大阪国税局　調査第二部　調査第３部門　統括官

大阪国税局　調査第一部　調査総括課長

現職（枚方税務署長）

平成21年７月付

平成23年７月付

平成24年７月付

平成25年７月付

平成26年７月付

平成27年７月付

平成28年７月付

平成29年７月付

主要経歴

副署長のご紹介副署長のご紹介

　この度の定期人事異動により、枚方税務署長を最後に退官さ
せていただくこととなりました。
　在任中は、公益社団法人枚方納税協会並びに枚方納税貯蓄
組合連合会の役員の皆様をはじめ、会員の皆様方には、税務行政
に深い御理解と多大な御協力を賜り、誠にありがとうございました。
　この一年間を振り返りますと、納税表彰式や作文表彰式、本会
とともに各部会の皆様との意見交換、「枚方まつり」や「納貯の日
キャンペーン」などの共同活動など、色々な場面が思い起こされ、
すべてがつい昨日のことのように感じています。
　とりわけ、平成28年分の確定申告期におきましては、申告書等へ
のマイナンバーの記載と本人確認が本格化され、更に申告会場の
開催期間等を大幅に見直したことに伴い、数々の対応が求められ
る大変厳しい状況にありましたが、皆様から相談会場運営に熱心

な御協力をいただいたお陰で、大きなトラブルもなく無事終了させ
ていただくことができました。
　重ね重ね御礼申し上げます。
　署としましては、皆様と歩調を合わせつつ、自宅等からのe-Tax
や国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」等のICTを
利用した申告の推進に取り組むことで、本年以上に効果的・効率
的な確定申告運営を図っていくことが喫緊の課題であるとし、新体
制においても確実に引き継いでまいりたいと考えております。
　このように、国税庁の任務であります「適正・公平な課税及び期
限内納税の確保」に向け、真の納税者サービスの充実を図りつ
つ、様々な課題を克服していくために、これからも挙署体制で精一
杯に努力をしてまいる所存でありますが、やはりそれには皆様方の
お力なくして到底成し得るものではございません。
　幸い、私の後任に参ります向川署長は、人格・見識ともに優れた人物
ですので、皆様方と大変良好な信頼関係を築かれることと思います。
　どうか、私ども同様にお引き立てをいただき、署務運営により一層
の御支援と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　結びに当たり、公益社団法人枚方納税協会並びに枚方納税貯
蓄組合連合会のますますの御発展と、会員の皆様方の御健勝と
御事業の御繁栄を心からお祈りいたしまして、退任の挨拶とさせて
いただきます。
　一年間、本当にありがとうございました。

昭和31年４月２日生

Ａ型

人間万事塞翁が馬

愛媛県

牡羊座

読書

生 年 月 日

血 液 型

座 右 の 銘

出 身 地

星 座

趣 味

初任署（初任官） 昭和56年６月　大阪国税局　門真税務署

まつむら　のりよ
工藤 浩史
くどう　ひろし

松尾 教昭
まつお　のりあき

署長退任のごあいさつ
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行事予定
月 日 行事名 場所

8

24 決算期別（7・8）法人説明会 枚方納税協会

26 枚方まつり
広報キャンペーン

枚方市役所別館前
駐車場付近27

28
理事会

ひらかた仙亭
署長講演会

12
正副会長会 枚方納税協会
法人部会全体会議 ひらかた仙亭

19 納貯正副会長会 枚方納税協会

月 日 行事名 場所

８
19 青促部会全体会議 ひらかた仙亭
22 吉本新喜劇観劇会 祇園花月

10

6 青年部会事業報告会・
研修会 枚方納税協会

16 個人事業者記帳説明会 枚方税務署

17 改正税法（法人税／消費税）説明会 枚方市民会館

18 個人事業者記帳説明会 枚方税務署
19 日帰り管外研修 奈良方面
23 広報委員会 枚方納税協会

月 日 行事名 場所

10

24
理事会

ひらかた仙亭
講演会

25 個人事業者記帳説明会 枚方税務署

26 決算期別（10・11）法人説明会 枚方納税協会

11

7 法青会ゴルフ 枚方カントリー
15 納税表彰式 ひらかた仙亭
16 広報委員会 枚方納税協会
21 年末調整説明会 枚方市民会館



　公益事業の一環として取り組んでいる「簿記教室（初めての方々を中心に）」は７月３日から５日間、近畿税理士会
枚方支部所属の北澤克也先生を講師に、「パソコン会計教室」は７月１３日から２日間の日程で、会計ソフト専属講師
により、開催いたしました。

　簿記教室は、開催
初日に個人事業主のため
の青色申告と帳簿の基
礎知識、複式簿記の必
要性、貸借対照表と損益
計算書の関連性とその見
方を理解し、決算書を仕
上げることが目標である
との説明から始まり、その後は実務中心の講義となり、
取引発生から振替伝票を利用して仕訳伝票の作成、勘定
口座に転記を行う複式簿記の基本の流れが手書き処理で
進められました。最近では複式簿記は会計ソフトでの処
理が主流ですが、ソフトを使用するにしても基本を知っ
ていることが大切だと教えていただきました。５日間と
いう短期間にも関わらず、簿記教室初日の目標である『決
算書』を仕上げるところまで達成することができました。
　受講者の方々からは難しいところ、知りたい部分など
理解できて良かったと感想をいただきました。７月の暑

い中での集中講義でしたが、
欠席される方も少なく、真剣に
取り組まれていた姿が印象的で
した。
　また受講最終日には、先生
より「修了証」が手渡しされ、
簿記教室は終了いたしました。

　パソコン会計教室は、簿記教室の後に続いて
の開講で、納税協会推奨ソフト・ソリマチの『会計王１８』
を使用した、パソコンによる記帳と決算書類の作成まで
を習得する講義でした。
　受講者は簿記教室に引き続いてパソコン会計教室を受
講される方も多数おられ、２名の講師にわかりやすく指
導していただけたことで、会計ソフトを使った経理事務
が手書きの転記より手間が省け、他にもパソコンならで
はの機能を知り、いかに便利かを理解していただけたよ
うに思います。初めて会計ソフトの使い方を学ばれた方
の中には、早速利用したいというお声もあり、これから
ますます会計ソフトが普及していくのではないかと思い
ました。

簿記教室♦パソコン会計教室 開催簿記教室♦パソコン会計教室 開催簿記教室♦パソコン会計教室 開催簿記教室♦パソコン会計教室 開催

　前半は、枚方税務署 個人課税 第一部門 小椋上席を
講師に迎えて『所得税・消費税の改正について』を、平
成29年に所得税の改正があった『配偶者控除及び配偶
者特別控除の見直し』『住宅の耐久性向上改修工事に
係る措置の創設』『医療費控除・セルフメディケーション税
制（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療
費控除の特例）の創設』などの内容をひとつひとつ丁寧
に説明していただきました。また、消費税についても、平
成31年10月1日からの消費税率の引上げと同時に実施され
る、消費税の軽減税率制度について、改正にあたっての
ポイントの詳解がありました。なお今後秋頃にも改めて軽減
税率制度についての説明会を枚方税務署と共催で開催す
る予定にしております。

　後半は、枚方税務署 資産課税 第一部門 信永統括官
と清水事務官を講師に迎えて『贈与税の基礎知識』をテー

マに、贈与税の税率は相続税より高くなるため、気になる
贈与税の対策に関して『贈与を受けると贈与税がどのくら
いかかるのか』『教育資金の一括贈与した場合の非課税
措置』『結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置』『夫
婦間のマイホームの贈与にはどのような税の特典があるの
か』など、贈与税の基礎的な部分を説明していただきまし
た。最後に国税庁のホームページでは、贈与税の計算が
できることや路線価図の閲覧が可能という、便利なコンテン
ツの有効活用のお話もありました。

　6月の税の情報セミナーは身近な税の情報として『所得
税・消費税の改正』と『贈与税の基礎知識』、二本立て
の盛沢山な内容でありました。枚方納税協会では、今後も
税の情報セミナーを通して、個人個人に知っておいてもら
いたい税の研修を考えておりますので、お気軽に要望など
をお聞かせください。

個人事業税の第１期分の納期限は８月31日（木曜日）です。
納期限までに納めましょう！

※第２期分は11月30日（木）です。

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

平成２９年度の納税通知書の発送日は８月１日です。
第１期分と第２期分の納付書を同封していますので、納付時には第１期分と第２期分の納付
書を間違わないようにご注意ください。
＊ 税額（年税額）が１万円以下の場合は、第２期分の納付書はありません。８月にその全額を納めます。
＊ 個人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の印刷があるもの（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等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
トバンキングを利用して納税することができます。

簿記教室・パソコン会計教室は、
来年度も開催予定です。

　枚方納税貯蓄組合連合会は、納税資金の備蓄を通じて
租税の期限内完納を推進することを目的とする団体であり、
公益社団法人枚方納税協会の公益事業と更なる連携協調
を推進し、関係官公署や関係諸団体の指導のもとに、地
域に密着した活動を展開し、税知識の普及、適正申告と
納税の推進及び納税道義の高揚を図るため各種事業に取
り組みます。
　特に、次代を担う中学生からの税についての作文募集活
動を事業の中心として取り組むとともに、広報キャンペーンを
はじめとする税のＰＲ活動にも積極的に行うほか、組合員相
互の親睦と交流を活性化し、組織の拡充強化を図ります。

● 講演会の開催（納税協会との共催） 年2回（8月・11月）
● 表彰式の開催（納税表彰・作文表彰） 11月・12月
● 広報紙「三十石船」の発刊 年４回（５・8・11・2月）
● 中学生の税についての作文募集 6月～9月

● 研修会の開催　1月
● 税の広報活動（納貯の日・税を考える週間・確定申告期を中心に通年）
　　納税資金の備蓄と期限内申告・納付の奨励・e-Taxの利用促進
● 会議の開催（総会・役員会・組合長会議・広報委員会）

枚方納税貯蓄組合連合会

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）
平成２9年度事業計画

【個人事業税の納付には、便利で安心・安全な「口座振替」をぜひご利用ください！】

６月１９日、枚方納税協会４階会議室において、税の情報セミナーを開催いたしました。

『所得税・消費税の改正について』
『贈与税の基礎知識』税 の

情報セミナー

サークルＫ、サンクス、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ミニ
ストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ロ－ソン、MMK設置店
※MMK設置店とは、MMK（マルチメディアキオスク）端末が設置されているスーパーマーケットやドラッグストア等の店舗のことです。
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取引発生から振替伝票を利用して仕訳伝票の作成、勘定
口座に転記を行う複式簿記の基本の流れが手書き処理で
進められました。最近では複式簿記は会計ソフトでの処
理が主流ですが、ソフトを使用するにしても基本を知っ
ていることが大切だと教えていただきました。５日間と
いう短期間にも関わらず、簿記教室初日の目標である『決
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▲継体天皇像 福井市足羽山

▲継体天皇

所在地 交野市倉治3丁目24番13号
事業内容 新車販売、中古車販売、リース、レンタカー
 車検・点検・整備・修理、部品用品販売、
 損害保険代理店業務
設立年月日 昭和47年1月12日
 （創業　昭和45年9月　三光自動車）
資本金 5,250万円
従業員数 約47名
事業所 新車販売（Honda Cars  北河内〔交野倉治
 店、交野星田店、東大阪中野店〕）
 中古車販売（ホンダオートテラス交野）

☆ 会社について
　私は、若い頃から小さな店でも良いから自分で商売を
したいという夢がありました。学校を卒業後、一旦はカ
メラ業界に就職していましたが、末の弟が車の整備士、
真ん中の弟が大学の自動車整備課卒業で2級整備士とい
うこともあり、昭和45年、末の弟と2人で「三光自動車」を
起業し、1年後に真ん中の弟が加わり、以来、3兄弟で頑
張って来ました。仲卸がなく製造メーカーから直接、車
を仕入れることができるのはHondaだけだったことと、
「本田 宗一郎」が好きということも有り、Hondaを選びま
した。「三光ホンダ」の社名の由来は当初、“兄弟3人が末
永く仲良く光り輝くように”と願ってつけた社名です。
現在は、“お客様、社員、地域社会のため”の「三光」と言っ
ております。昭和47年1月に「三光ホンダ販売㈱」を設立。
同年9月、政府の高度化資金を利用して「枚方・交野の自
動車修理業者で民間車検工場を設立して一緒にやろう」
と声がかかり、枚方市高野道の2400坪の土地で、枚方市、
交野市の整備工場24社が集まり「第一自動車整備協業組
合」の設立となりました。これは協業の民間車検工場の
先駆けということで、当時、全国から多くの方々が見学
に来られましたが、時代の流れと共に、自分でやりたい
という工場が出てきたり、小規模の整備工場と、大きい
整備工場との格差などで、歩調を合わせるのが難しく
なってきました。そのため組合を辞める工場も増えてい
くということになり、車検工場の小規模化のため場所を
交野市幾野6丁目に移転（現在のオートテラス交野の場
所）し、残り4社となっても頑張って続けてきましたが、
それぞれが独立しようとの意見が出て、どうにか債務を
解消の上、7年程前に解散し、その時期は私が理事長とい
うこともあり、跡地を引き受け現在に至っております。

☆ 会社の特色
　弊社は自動車販売店連盟に加入しているHondaの正規
ディーラーであり、Hondaの新車・中古車販売や修理、車検な
どHondaに関することは、何事でもお引き受けいたします。
　　
☆ 夢
　社員が喜ぶ会社でなければ、お客様にも喜んでいただ
けませんし、利益も出ません。弊社の経営理念は、「私た
ちは、お客様に喜ばれ、愛され、信頼され、社員の豊さと
夢の実現を追求するとともに、地域社会に貢献するカー
ライフパートナーであることを使命とします」と挙げて
おりますが、そういう地域の人々に愛される会社になる
ことが夢ですね。
　　　
☆ 誇れるもの
　常にお客様と身近に接し、地域の方々と手をつなぎ地
域貢献できることが、誇りです。
現在、会社は社長に任せておりますので、私の仕事は、
もっぱら地域社会の活性化に繋がる活動をすることで
す。（笑）
　恒に夢を描き、地域の方々に愛され慕われ、良い影響
を与えられる人間でありたいと思っております。
　　
☆ 大切なもの
　以前なら勿論、「お客様」と「社員」と答えますが、経営を退
いた現在は、永年一緒に苦楽を共にし、この会社で働いてく
れていた「妻」が一番大切です。私自身は外出する機会が多
いのですが、妻は出社しなくなってからは、家に居ることが
多く、病気にならないかと心配になり、なるべく散歩や旅行
などに誘い、一緒に外出する機会を設けています。

☆ 税について
　会社設立当初は、社員の給料を支払うことに必死でし
たので、できれば税金を払いたくないと正直、思ってい
ました。現在では余剰金を残すためにも、節税は必要で
すが、当たり前のことではありますが、日本の未来のた
めに税金は支払う義務があります。

プロフィール
昭和18年1月生まれのA型の山羊
座。学校卒業後、カメラ業界への
就職を経て、昭和45年に「三光自
動車」として起業。趣味はゴルフ、
カラオケ、旅行。好きな言葉は「夢
に向かって」「青春」「今出来ること
を明日に延ばすな」「出来ない理由
を言う前に出来る方法を考えよ」。
家族は妻と2人。尊敬している人物
は本田 宗一郎 氏。

「お客様・社員が喜ぶ会社」

取締役会長　安養寺　敏彦　氏

Honda Cars 北河内
（三光ホンダ販売株式会社）

　昨年7月16日、天皇陛下が生前退位を表明された。今上天
皇が生前に天皇の位を皇太子に譲る意向を示されたのです。
現在の象徴天皇制がそのような事態を、マスコミでは大きな
議論を呼んでいる。そんな今、もっとも地域にかかわる天皇
として、樟葉宮で即位した『継体天皇』について、少し詳し
く調べてみたい。樟葉宮での即位については、以前このペー
ジにて簡単に紹介した。
　継体天皇は、「古事記」「日本
書紀」において、二十六代目の
天皇とされているが、それまで
の数は、実在なき大王もあると
の説もあるため、第二十六代天
皇というのも定かではない。
　継体の時代（六世紀初め頃）
には、いまだ天皇という称号は
なく、天皇に相当する倭国の君
主は「大王」と称していた。大
王を君主の称号とみるには不明
な点もあるが、古墳から出土の
鉄剣銘や大刀銘によれば五世紀
後半に「大王」の呼称が認められる。
　また「継体」という名も、当時は存在しなかった。漢字二
字で表記される天皇の呼称は中国風の諡名（漢風諡号）であ
り、「古事記」、「日本書紀」にもなかった呼称である。「記紀」（前
掲二誌の略記）に登場する天皇の漢風諡号はいずれも八世紀
中頃にそれぞれの事績や性格にちなんで送られたものと考え
られている。
　ちなみに、継体天皇は、『古事記』では「袁本杼命」（をほ
どのみこと）、『日本書紀』では「男大迹天皇」（をほとのす
めらみこと）、別名「彦太尊」（ひこふとのみこと）と伝えら
れる。ここでは、一般的な呼称となっている「継体」という
呼称を便宜上使用する。
　しかし、継体の実像を語るには、基本的には「日本書紀」「古
事記」をおいてないが、この二誌について少しふれてみる。
　『日本書紀』は720年に成立した最初の勅撰の歴史書（六国
史の最初）であり、全部で三十巻と系図一巻からなる。継体
は第十七巻に収められている。日本書紀の編纂についての記
事は、天武年代に、天武天皇が川島皇子らに命じて「帝紀」
や「上古の諸事（旧辞）」を記し定めるよう命じたものである。
この修史事業は『古事記』の「序」に詳しい記事がある。飛
鳥浄御原宮に即位した天武天皇は、諸家の伝えている帝紀と
旧辞が正実に誤り多く虚偽を加えているとして、検討考究し
て撰録し、偽りを削り実を定めて後世に伝えたいと詔し、舎
人の稗田阿礼に勅語し誦習させた。天武天皇の死後、時代が
変り完成をみなかったが、元明天皇の代、711年、天皇は太
安万侶に帝紀・旧辞を撰録して献上せよと詔し翌年『古事記』
三巻を献上した、とされている。
　継体天皇の巻以降の記事は、『日本書紀』が「古事記」よ
り詳しくなり、より実録的な性格もみられるようになる。こ
の頃には帝紀、旧辞のほか政府の記録、各氏や寺院の元に伝
えられた記録・伝承、個人の手記、中国の歴史書、朝鮮半島

系の史料など様々な原資料に
基づいた編纂であることが理
解できる。継体の場合は百済
側の史料「百済本記」に基づ
く記事が多い。とはいえ、そ
の信憑性はまだまだ不十分で
ある。
　したがって、継体の伝記は
難しい。たとえば生没年でさ
えも記紀の中で伝えに大きな
違いがあり、明確ではない。
継体天皇出生の頃は、倭の五
王（仁徳から雄略）の時代で、
讃・珍・済・興・武と呼ばれ
る大王が、時の宋に朝貢し、倭国王としての称号を受けてい
た。雄略の死後、それによって強化された王権をめぐって、
争いが激しくなり、安定した王位の継承は行われず、混乱し
た時代であったと言えよう。清寧天皇即位にあたっての星川
皇子の反乱、飯豊青皇女の「臨朝秉政」（りんちょうへいせい）、
皇位を継承すべき人物を尋ね求めてのオケ・ヲケ二王の発見、
武烈の即位にあたっての平群親子の謀反など、王位継承をめ
ぐる争い・混乱に留意する必要がある。継体が即位までの半
生を過ごしたのは、このような時代であった。
　日本書紀によると、継体は、允恭天皇の時代、西暦450年
生まれということになる。（諸説あり）男大迹天皇（継体・
おおどのすめらみこと）は、応神天皇の五世孫として、彦主
人王（汙斯王・うしおう）の子に生まれた。母は、垂仁天皇
の七世孫の振媛（ふるひめ）という。日本書紀に基づいて記
述する。継体の父・汙斯王は、近江国の高島郡三尾別業（み
おのなりどころ）にいた頃、母の布利比弥命（振媛・ふりひ
めのみこと）が大変美人であると聞き、三国の坂井県（現福
井県）に人を遣わして迎え入れ、娶って生まれたのが、乎富
等大公王（継体・おほとのおおきみ）である。汙斯王の死後、
嘆き悲しむ母の布利比弥命は、「私は遠く故郷を離れている。
親族のいない国では乎富等大公王を育てることは出来ない」
といって、継体をつれて三国に帰り、多加牟久村（高向）に
住まわせた。継体は、そこで大きく立派に、そして人として
の教養を高め、心豊かに育てられた。
　継体の本拠地を考える上で、まず、婚姻関係について日本
書紀の記述をみてみる。
　継体の后妃は九人で、皇子9人、皇女12人で21人となる。
婚姻順ではないが、まず、仁賢天皇の娘、皇后手白香皇女（た
しらかおうじょ）を立て、政をなさせたが、一人の男子をも
うけ、天国排開広庭尊（あめくにおしはらきひろにはのみこ
と）という。二に、尾張連草香（くさか）の娘、元妃目子媛（め
のこひめ）、三に、三尾角折君（つのおりくん）の娘、稚子媛（わ
かこひめ）、四に、坂田大跨王（おおまたおう）の娘、広媛、五に、
息長真手王の娘、麻績娘子（をみのいらつめ）、六に、茨田
連小望（まむたのむらじをもち）の娘、関媛、七に、三尾君
堅楲の娘、倭媛、八に、和珥臣河内（わにのおみかふち）の娘、
荑媛（はえひめ）そして九に、根王の娘、広媛、の九人である。
以下、次号にて、紹介したい。
　<注釈 >
「帝紀」; 帝皇日継（すめらみことのひつぎ）天皇の系譜や身や・
陵などについて記したもの
「旧辞」; 上古の諸事、先代旧辞（さきつよのふること）神々
の物語や天皇・宮廷の伝承などを記したもの
「臨朝秉政」;（りんちょうへいせい）天皇の代わりに政治を
行うこと
<参考資料>
吉川弘文館　人物叢書「継体天皇」篠川　賢
新潮社　新潮選書「私の日本古代史」（下）上田　正昭

＊インタビューの感想
　インタビューの中で、奥様のお話を時 さ々れていました。馴
れ初めや、起業当初、奥様が看護師をされていて、会社の
事に専念できたことなど、奥様に対する愛情ややさしさ、感
謝の気持ちが垣間見られました。また、「好奇心旺盛で初
体験に感動し、変わったもん好きなんです。」と言っておら
れ、テレビ放送していたJR札幌駅男子トイレの見晴らしの良
さ（ビルの上でガラス張り）に驚き、実際に行ってみてその見
晴らしに感動したことを、楽しそうにお話していただきました。
私もそのことがとても気になり、帰社後直ぐにインターネットで
調べてみると、お話しのとおり、大変気持ちよさそうでしたの
で、是非とも行ってみたくなりました。（遠いですけど…笑　
女子トイレはどうなのかな…も気になりますし…笑）

地域の歴史地域の歴史
“地域の窓”シリーズ

“地域の天皇『継体天皇』”
　その人（その1）

広報委員会  編
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▲継体天皇像 福井市足羽山

▲継体天皇

所在地 交野市倉治3丁目24番13号
事業内容 新車販売、中古車販売、リース、レンタカー
 車検・点検・整備・修理、部品用品販売、
 損害保険代理店業務
設立年月日 昭和47年1月12日
 （創業　昭和45年9月　三光自動車）
資本金 5,250万円
従業員数 約47名
事業所 新車販売（Honda Cars  北河内〔交野倉治
 店、交野星田店、東大阪中野店〕）
 中古車販売（ホンダオートテラス交野）

☆ 会社について
　私は、若い頃から小さな店でも良いから自分で商売を
したいという夢がありました。学校を卒業後、一旦はカ
メラ業界に就職していましたが、末の弟が車の整備士、
真ん中の弟が大学の自動車整備課卒業で2級整備士とい
うこともあり、昭和45年、末の弟と2人で「三光自動車」を
起業し、1年後に真ん中の弟が加わり、以来、3兄弟で頑
張って来ました。仲卸がなく製造メーカーから直接、車
を仕入れることができるのはHondaだけだったことと、
「本田 宗一郎」が好きということも有り、Hondaを選びま
した。「三光ホンダ」の社名の由来は当初、“兄弟3人が末
永く仲良く光り輝くように”と願ってつけた社名です。
現在は、“お客様、社員、地域社会のため”の「三光」と言っ
ております。昭和47年1月に「三光ホンダ販売㈱」を設立。
同年9月、政府の高度化資金を利用して「枚方・交野の自
動車修理業者で民間車検工場を設立して一緒にやろう」
と声がかかり、枚方市高野道の2400坪の土地で、枚方市、
交野市の整備工場24社が集まり「第一自動車整備協業組
合」の設立となりました。これは協業の民間車検工場の
先駆けということで、当時、全国から多くの方々が見学
に来られましたが、時代の流れと共に、自分でやりたい
という工場が出てきたり、小規模の整備工場と、大きい
整備工場との格差などで、歩調を合わせるのが難しく
なってきました。そのため組合を辞める工場も増えてい
くということになり、車検工場の小規模化のため場所を
交野市幾野6丁目に移転（現在のオートテラス交野の場
所）し、残り4社となっても頑張って続けてきましたが、
それぞれが独立しようとの意見が出て、どうにか債務を
解消の上、7年程前に解散し、その時期は私が理事長とい
うこともあり、跡地を引き受け現在に至っております。

☆ 会社の特色
　弊社は自動車販売店連盟に加入しているHondaの正規
ディーラーであり、Hondaの新車・中古車販売や修理、車検な
どHondaに関することは、何事でもお引き受けいたします。
　　
☆ 夢
　社員が喜ぶ会社でなければ、お客様にも喜んでいただ
けませんし、利益も出ません。弊社の経営理念は、「私た
ちは、お客様に喜ばれ、愛され、信頼され、社員の豊さと
夢の実現を追求するとともに、地域社会に貢献するカー
ライフパートナーであることを使命とします」と挙げて
おりますが、そういう地域の人々に愛される会社になる
ことが夢ですね。
　　　
☆ 誇れるもの
　常にお客様と身近に接し、地域の方々と手をつなぎ地
域貢献できることが、誇りです。
現在、会社は社長に任せておりますので、私の仕事は、
もっぱら地域社会の活性化に繋がる活動をすることで
す。（笑）
　恒に夢を描き、地域の方々に愛され慕われ、良い影響
を与えられる人間でありたいと思っております。
　　
☆ 大切なもの
　以前なら勿論、「お客様」と「社員」と答えますが、経営を退
いた現在は、永年一緒に苦楽を共にし、この会社で働いてく
れていた「妻」が一番大切です。私自身は外出する機会が多
いのですが、妻は出社しなくなってからは、家に居ることが
多く、病気にならないかと心配になり、なるべく散歩や旅行
などに誘い、一緒に外出する機会を設けています。

☆ 税について
　会社設立当初は、社員の給料を支払うことに必死でし
たので、できれば税金を払いたくないと正直、思ってい
ました。現在では余剰金を残すためにも、節税は必要で
すが、当たり前のことではありますが、日本の未来のた
めに税金は支払う義務があります。

プロフィール
昭和18年1月生まれのA型の山羊
座。学校卒業後、カメラ業界への
就職を経て、昭和45年に「三光自
動車」として起業。趣味はゴルフ、
カラオケ、旅行。好きな言葉は「夢
に向かって」「青春」「今出来ること
を明日に延ばすな」「出来ない理由
を言う前に出来る方法を考えよ」。
家族は妻と2人。尊敬している人物
は本田 宗一郎 氏。

「お客様・社員が喜ぶ会社」

取締役会長　安養寺　敏彦　氏

Honda Cars 北河内
（三光ホンダ販売株式会社）

　昨年7月16日、天皇陛下が生前退位を表明された。今上天
皇が生前に天皇の位を皇太子に譲る意向を示されたのです。
現在の象徴天皇制がそのような事態を、マスコミでは大きな
議論を呼んでいる。そんな今、もっとも地域にかかわる天皇
として、樟葉宮で即位した『継体天皇』について、少し詳し
く調べてみたい。樟葉宮での即位については、以前このペー
ジにて簡単に紹介した。
　継体天皇は、「古事記」「日本
書紀」において、二十六代目の
天皇とされているが、それまで
の数は、実在なき大王もあると
の説もあるため、第二十六代天
皇というのも定かではない。
　継体の時代（六世紀初め頃）
には、いまだ天皇という称号は
なく、天皇に相当する倭国の君
主は「大王」と称していた。大
王を君主の称号とみるには不明
な点もあるが、古墳から出土の
鉄剣銘や大刀銘によれば五世紀
後半に「大王」の呼称が認められる。
　また「継体」という名も、当時は存在しなかった。漢字二
字で表記される天皇の呼称は中国風の諡名（漢風諡号）であ
り、「古事記」、「日本書紀」にもなかった呼称である。「記紀」（前
掲二誌の略記）に登場する天皇の漢風諡号はいずれも八世紀
中頃にそれぞれの事績や性格にちなんで送られたものと考え
られている。
　ちなみに、継体天皇は、『古事記』では「袁本杼命」（をほ
どのみこと）、『日本書紀』では「男大迹天皇」（をほとのす
めらみこと）、別名「彦太尊」（ひこふとのみこと）と伝えら
れる。ここでは、一般的な呼称となっている「継体」という
呼称を便宜上使用する。
　しかし、継体の実像を語るには、基本的には「日本書紀」「古
事記」をおいてないが、この二誌について少しふれてみる。
　『日本書紀』は720年に成立した最初の勅撰の歴史書（六国
史の最初）であり、全部で三十巻と系図一巻からなる。継体
は第十七巻に収められている。日本書紀の編纂についての記
事は、天武年代に、天武天皇が川島皇子らに命じて「帝紀」
や「上古の諸事（旧辞）」を記し定めるよう命じたものである。
この修史事業は『古事記』の「序」に詳しい記事がある。飛
鳥浄御原宮に即位した天武天皇は、諸家の伝えている帝紀と
旧辞が正実に誤り多く虚偽を加えているとして、検討考究し
て撰録し、偽りを削り実を定めて後世に伝えたいと詔し、舎
人の稗田阿礼に勅語し誦習させた。天武天皇の死後、時代が
変り完成をみなかったが、元明天皇の代、711年、天皇は太
安万侶に帝紀・旧辞を撰録して献上せよと詔し翌年『古事記』
三巻を献上した、とされている。
　継体天皇の巻以降の記事は、『日本書紀』が「古事記」よ
り詳しくなり、より実録的な性格もみられるようになる。こ
の頃には帝紀、旧辞のほか政府の記録、各氏や寺院の元に伝
えられた記録・伝承、個人の手記、中国の歴史書、朝鮮半島

系の史料など様々な原資料に
基づいた編纂であることが理
解できる。継体の場合は百済
側の史料「百済本記」に基づ
く記事が多い。とはいえ、そ
の信憑性はまだまだ不十分で
ある。
　したがって、継体の伝記は
難しい。たとえば生没年でさ
えも記紀の中で伝えに大きな
違いがあり、明確ではない。
継体天皇出生の頃は、倭の五
王（仁徳から雄略）の時代で、
讃・珍・済・興・武と呼ばれ
る大王が、時の宋に朝貢し、倭国王としての称号を受けてい
た。雄略の死後、それによって強化された王権をめぐって、
争いが激しくなり、安定した王位の継承は行われず、混乱し
た時代であったと言えよう。清寧天皇即位にあたっての星川
皇子の反乱、飯豊青皇女の「臨朝秉政」（りんちょうへいせい）、
皇位を継承すべき人物を尋ね求めてのオケ・ヲケ二王の発見、
武烈の即位にあたっての平群親子の謀反など、王位継承をめ
ぐる争い・混乱に留意する必要がある。継体が即位までの半
生を過ごしたのは、このような時代であった。
　日本書紀によると、継体は、允恭天皇の時代、西暦450年
生まれということになる。（諸説あり）男大迹天皇（継体・
おおどのすめらみこと）は、応神天皇の五世孫として、彦主
人王（汙斯王・うしおう）の子に生まれた。母は、垂仁天皇
の七世孫の振媛（ふるひめ）という。日本書紀に基づいて記
述する。継体の父・汙斯王は、近江国の高島郡三尾別業（み
おのなりどころ）にいた頃、母の布利比弥命（振媛・ふりひ
めのみこと）が大変美人であると聞き、三国の坂井県（現福
井県）に人を遣わして迎え入れ、娶って生まれたのが、乎富
等大公王（継体・おほとのおおきみ）である。汙斯王の死後、
嘆き悲しむ母の布利比弥命は、「私は遠く故郷を離れている。
親族のいない国では乎富等大公王を育てることは出来ない」
といって、継体をつれて三国に帰り、多加牟久村（高向）に
住まわせた。継体は、そこで大きく立派に、そして人として
の教養を高め、心豊かに育てられた。
　継体の本拠地を考える上で、まず、婚姻関係について日本
書紀の記述をみてみる。
　継体の后妃は九人で、皇子9人、皇女12人で21人となる。
婚姻順ではないが、まず、仁賢天皇の娘、皇后手白香皇女（た
しらかおうじょ）を立て、政をなさせたが、一人の男子をも
うけ、天国排開広庭尊（あめくにおしはらきひろにはのみこ
と）という。二に、尾張連草香（くさか）の娘、元妃目子媛（め
のこひめ）、三に、三尾角折君（つのおりくん）の娘、稚子媛（わ
かこひめ）、四に、坂田大跨王（おおまたおう）の娘、広媛、五に、
息長真手王の娘、麻績娘子（をみのいらつめ）、六に、茨田
連小望（まむたのむらじをもち）の娘、関媛、七に、三尾君
堅楲の娘、倭媛、八に、和珥臣河内（わにのおみかふち）の娘、
荑媛（はえひめ）そして九に、根王の娘、広媛、の九人である。
以下、次号にて、紹介したい。
　<注釈 >
「帝紀」; 帝皇日継（すめらみことのひつぎ）天皇の系譜や身や・
陵などについて記したもの
「旧辞」; 上古の諸事、先代旧辞（さきつよのふること）神々
の物語や天皇・宮廷の伝承などを記したもの
「臨朝秉政」;（りんちょうへいせい）天皇の代わりに政治を
行うこと
<参考資料>
吉川弘文館　人物叢書「継体天皇」篠川　賢
新潮社　新潮選書「私の日本古代史」（下）上田　正昭

＊インタビューの感想
　インタビューの中で、奥様のお話を時 さ々れていました。馴
れ初めや、起業当初、奥様が看護師をされていて、会社の
事に専念できたことなど、奥様に対する愛情ややさしさ、感
謝の気持ちが垣間見られました。また、「好奇心旺盛で初
体験に感動し、変わったもん好きなんです。」と言っておら
れ、テレビ放送していたJR札幌駅男子トイレの見晴らしの良
さ（ビルの上でガラス張り）に驚き、実際に行ってみてその見
晴らしに感動したことを、楽しそうにお話していただきました。
私もそのことがとても気になり、帰社後直ぐにインターネットで
調べてみると、お話しのとおり、大変気持ちよさそうでしたの
で、是非とも行ってみたくなりました。（遠いですけど…笑　
女子トイレはどうなのかな…も気になりますし…笑）

地域の歴史地域の歴史
“地域の窓”シリーズ

“地域の天皇『継体天皇』”
　その人（その1）

広報委員会  編
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８月
・29年度分の個人事業税の納付
　（第一期分） （8月31日まで）
・個人の府民税及び市民税の納付
　（第二期分） （8月31日まで）
・６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31日まで）
・29年分個人事業者の消費税の中間申告
と納付 （8月31日まで）

９月
・７月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告及び納付 （10月２日まで）

10月
・個人の府民税及び市民税の納付
　（第三期分） （10月31日まで）
・８月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告及び納付 （10月31日まで）

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

税 の こ よ み
地区
寝３
枚５
寝１
寝３
寝３

会  社  名
㈱石富プロパティー
㈲ウェイホーム
岡 本 工 業 ㈱
（同）Ｎｅｘｔ　Ｌｉｆｅ
㈱ ｆ ａ ｓ ｔ

所　在　地
寝屋川市点野
枚方市楠葉野田
寝屋川市寿町
寝屋川市点野
寝屋川市点野

地区
本部
本部
本部

氏　名
太田　早苗
土居　建生
溝渕　利久
本宮　勝見

所　在　地
枚方市大垣内町
寝屋川市美井元町
交野市星田
枚方市楠葉美咲

納税協会・納税貯蓄組合では、
今年の「枚方まつり２０１7」８月26日（土）・27日（日）
に、税金コーナーを出展します。
お子さんやお孫さんとご一緒に、遊びに来てください。

枚方市役所別館前駐車場付近
午前１０時３０分から午後４時３０分頃まで
　㊟配布物無くなり次第閉展します。
小学生向け「税金クイズ」・・・景品贈呈
中学生・高校生の作文募集チラシ配布
協会・納貯ＰＲ用ティッシュ・チラシ配布
税のＰＲ用チラシ配布
警報等の発令の場合は中止します。
（実施内容は、変更されることがあります。）

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。

そして、私たちは、
納税者と情報の共有を考えます。

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

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

場　　所
出展時間

展示内容

そ の 他

枚方納税協会事務局  ℡ 072-843-6321お問い合わせ

　日増しに暑さ厳しくなる初夏の６月８日（木）、交野カントリー倶楽部において、第３０回目
となる法青会親睦ゴルフコンペを開催いたしました。
　総勢66名の方にご参加いただき、お互いに健闘し合いながらもプレーを楽しまれました。
なお、今回は、30回記念コンペであったので30位の大森正（大森会計事務所）氏に特別
記念品を贈呈いたしました。
　結果は次のとおりです。
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

須田　知平

高橋　　忠

安積　輝義

宮武　正和

林　　　武

富士アドマックス企画㈱

京阪鋼材㈱

安積建設㈱

三幸化工㈱

Ａｐｒｏ’s税理士法人

44

43

45

50

46

44

43

41

48

38

18.0

14.4

14.4

26.4

12.0

70.0

71.6

71.6

71.6

72.0

第３０回　法青会親睦ゴルフコンペ
須田　知平 (富士アドマックス企画㈱) 氏 優勝！！優勝！！優勝！！

枚方小売酒販

近くて
枚方山之上2丁目店
枚方市山之上2丁目16‒11
TEL 846‒2323

セブン-イレブン
交野倉治7丁目店
交野市倉治7丁目51‒29
TEL 892‒7717

広報委員　中　作平枚方尊延寺店
枚方市尊延寺6丁目30‒1
TEL 896‒0160

便利便利

税

※7月10日付で枚方税務署の人事異動が行われました。鈴木前署長様はご退任され、新たに向川署長様がご着任されました。
　新旧署長様のごあいさつや、幹部の皆さんの名簿は２～３ページに掲載いたしております。

枚方・寝屋川・交野の中学生・高校生のみなさんから「税に
ついての作文」を募集しています。
応募要領は次のとおりです。 中学生であれば、どなたでも可

内容が税に関するもの
1200字以内
作文の冒頭に題名・学校名・学年組・氏名（ふ
りがな）を、末尾に応募者の住所を記載
（所属の中学校を通じて提出可。学校等を通
じての応募の場合、住所は必要なし）
枚方納税貯蓄組合連合会へ
  枚方市大垣内町2-9-3  Tel 072-843-6321
平成29年9月5日（火）
優秀作品には賞状と記念品を贈呈

応募資格

テ ー マ

応募字数

応募方法

提 出 先

締 切 日

表 彰

（送 付 先）

※税に関すること、税に関して自分で思ったこと、考えたこと、体験したことなど何でも結構です。
※応募作品は本人が創作したもので未発表のものに限ります。
※多くの人の納税道義の向上に役立てるため、優秀作品は都道府県名・学校名・学年・氏名と
ともに国税庁ホームページや国税当局・納貯組合・納税協会が作成する広報紙等に掲載する
ほか、報道機関等に資料を提供するなど、広く発表します。
※作品の著作権は国税庁・納貯組合に帰属します。作品は返却いたしません。

高校生であれば、どなたでも可
税の意義と役割について考えたこと
800字以上～1200字以内
作文の冒頭に題名・学校名・学年組・氏名（ふ
りがな）を、末尾に応募者の住所を記載
（所属の高校を通じて提出可。学校等を通じ
ての応募の場合、住所は必要なし）
枚方税務署総務課へ
  枚方市大垣内町2-9-9  Tel 072-844-9521
平成29年9月5日（火）
優秀作品には賞状と記念品を贈呈

中学生の作文

高校生の作文
応募資格

テ ー マ

応募字数

応募方法

提 出 先

締 切 日

表 彰

（送 付 先）
高校生

中学生

に
つ
い
て
の

　作
文
募
集
の

　
　
　お
知
ら
せ
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新入会員のご紹介（法人）（平成29年4月～6月）

新入会員のご紹介（個人）（平成29年4月～6月）

枚 方 納 税 協 会
枚方納税貯蓄組合

枚方まつり2017
広報キャンペーン


