
【応募総数】
中学生 5047編  高校生 638編

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

優秀作文が決定!!
　中学生の「税についての作文」は、納税貯蓄組合と
税務署、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
ていただくことを目的に、学校での授業や租税教室で
学ばれたことを参考に、また、テレビや新聞などの税の
ニュースなどを題材に、夏休みの課題として取り組んで
いただいているものであります。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、自然災害に関すること、公共
事業に関すること、介護や福祉に関すること、消費税
に関することなど、実に多彩な内容となっており、日頃の
税の学習の成果が作文の内容にうまく表現され、力作
ぞろいでありました。
　優秀作文は、12月11日、枚方税務署会議室におい
て、それぞれの賞に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、右記のとおりです。

　去る11月９日（金）、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。
　開催当日は、あいにく朝から雨模様でしたが、午後からは雨
も上がりこの季節にしては汗ばむ暖かさで、ハイスコアを目指し
て自慢のゴルフの腕前を競い合いました。
　第32回を迎えたコンペには、総勢107名の多数の参加を得
て、成績発表では、優勝・準優勝・飛賞ほか、提供していただ
いた賞品も含めての、豪華賞品の数々に多いに盛り上がった
表彰式となりました。
　今回は、福田　敏彦 氏（福田敏彦税理士事務所）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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優 勝
準優勝
３位
４位
５位

福田　敏彦
亀田　正行
岡田　一昭
井上　利之
山下　　裕

福田敏彦税理士事務所
亀田正行税理士事務所
ＡＩＧ損害保険㈱
さんごくや酒店
山下塗装店

47
46
44
45
41

45
48
49
46
43

92
94
93
91
84

20.4
21.6
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18.0
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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30年度
中学生・高校生の作文  審査結果（敬称略）

地区
寝３
寝３
枚３
寝４
寝２
寝２
寝３
交１
枚５
交２
枚５
寝３
枚２

会　社　名
㈱大野アルミ鋳造所
㈲ 開 栄 建 設 工 業
㈱ ケ ル ク 建 装
㈱京阪神ビルダー
佐 山 鉄 筋 工 業 ㈱
㈱スペース・クリエイト
太西アルミ鉄建㈱
㈱ 大 有 工 作 所
㈱ 中 野 重 機
長 田 産 業 ㈱
㈲ 安 江 建 鉄 工 業
吉 田 運 輸 商 事 ㈱
㈱ ワ タ セ 工 業

新入会員のご紹介（法人）
（平成30年７月～９月）

所　在　地
寝屋川市点野
寝屋川市点野
枚方市招堤元町
寝屋川市池田
寝屋川市高宮
寝屋川市秦町
寝屋川市点野
交野市星田北
枚方市東香里元町
交野市私部
枚方市須山町
寝屋川市点野
枚方市北中振

地区
本　部
本　部
本　部
本　部
楠　葉
本　部
本　部
本　部
本　部
税理士
税理士

氏　　　名
安　藤　祐　輔
今　村　　　誠
伊　藤　美智雄
大　畑　暢　誉
尾　方　芳　照
大　野　　　晃
株　丹　いずみ
小久江　理　紗
末　吉　俊　夫
多　田　裕　司
冨士原　哲　吉

所　在　地
枚方市東田宮
交野市南星台
枚方市長尾東町
枚方市東山
枚方市楠葉丘
枚方市中宮山戸町
枚方市伊加賀西町
枚方市磯島南町
寝屋川市日新町
枚方市東中振
枚方市大垣内町

新入会員のご紹介（個人）
（平成30年７月～９月）

福田 敏彦 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21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）

（福田敏彦税理士事務所）

107名
参加‼

優秀作文が決定!!

＜中学生＞
大蔵財務協会理事長賞
　枚方枚方中 藤山　玲依
近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞
　交野第四中 橋本　穂里
納税貯蓄組合大阪府総連合会
会長賞
　枚方山田中 上川　　翠
　交野第三中 津川　美月
納税貯蓄組合大阪府総連合会
優秀賞
　枚方第四中 西川　怜里
　枚方第四中 松本　　愛
　枚方津田中 藤本　瑞帆
　寝屋川第九中 荒川なつき
　寝屋川第十中 小倉　凜子
　寝屋川第十中 横山　和奏
　寝屋川中木田中 竹内　真隆
　交野第四中 小林　優哉
枚方税務署長賞
　枚方第二中 山﨑　翔真
　交野第三中 渡邉　　悠
枚方市長賞
　枚方長尾中 髙橋　美帆
寝屋川市長賞
　寝屋川第六中 林　　壮太
交野市長賞
　関西創価中 春田　恵莉
大阪府北河内府税事務所長賞
　関西創価中 福田　　隆
北大阪商工会議所会頭賞
　交野第三中 三宅　紗世
枚方税務署管内
租税教育推進協議会会長賞
　枚方第一中 上村　俊介
　寝屋川第八中 東屋　栞太
　交野第四中 村田　　響
近畿税理士会枚方支部長賞
　枚方第二中 河野　愛依
　枚方第四中 貝塚　優希
　関西創価中 照喜納清美
公益社団法人枚方納税協会会長賞
　枚方長尾中 神田　麻衣
　枚方長尾中 北尾　寛治

　寝屋川第九中 髙木　理穂
枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　枚方第四中 川上　夏葵
　枚方枚方中 久野　　航
枚方納税貯蓄組合連合会奨励賞
　枚方蹉跎中 今井　結菜
　枚方招提中 上田　祐衣
　枚方東香里中 太田　英花
　枚方楠葉西中 清山小百合
　枚方楠葉中 古城　武紀
　枚方中宮中 遠山ひかり
　枚方長尾西中 藤澤こころ
　寝屋川第四中 芦野　　舞
　寝屋川第七中 森　　彩花
　東海大仰星中 渡井　太悟
（学校賞）
全国納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立楠葉中学校
　寝屋川市立第七中学校
枚方納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立招提中学校
　交野市立第四中学校
＜高校生＞
大阪府租税教育推進連絡協議会賞
　関西創価高 脇元香織音
枚方税務署長賞
　関西創価高 武田美由紀
　同志社香里高 原　梨璃彩
北大阪商工会議所会頭賞
　香里ヌヴェール学院高 浅田　来夏
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 木下　奈樹
近畿税理士会枚方支部長賞
　府立牧野高 菅原　優海
公益社団法人枚方納税協会会長賞
　同志社香里高 木村　恵子
枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　関西創価高 勝川　大樹

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

中学生・高校生の皆さんから多数の応募

税についての作文

12月11日
「作文表彰式」が執り行われます

⑿　平成３０年１１月２６日 三　　十　　石　　船 第　１９１　号 平成３０年１１月２６日　⑴三　　十　　石　　船第　１９１　号



納税表彰式 （敬称略・五十音順）平成30年度大蔵財務協会理事長賞

『喜び』から『意義』へ

渡　　　幹　男
枚方納税協会　常任理事
枚方納税貯蓄組合連合会
　　　　　　　会計理事

表彰式で作文朗読する
枚方市立枚方中学校
藤山　玲依さん

中学生の
「税についての作文」

「大阪国税局長納税表彰」
受彰者

枚方市立枚方中学校　３年　藤山 玲依（ふじやま れい）

　「いらっしゃいませ！」
　「ありがとうございました！」
　今から四年前の小学五年生の夏休み、私は同級生
の友達と五人で小さなチュロス店を経営していた。と
言っても、実際に営業したのは地元の夏祭りの日、たっ
た一日だけだが。
　これは、『ジュニエコ』という公的な教育プログラム
で、小学五、六年生五人一チームで株式会社の経営
を体験するというもので、二か月に及ぶ体験の中で、私
達は株式会社を設立し、計画・仕入れ・調理・販売・決
算、そして納税までを実体験を通して学んだ。
　私たちのチュロス屋は大繁盛で、出店チーム十七
店舗中、一位の売り上げを記録した。
　そして後日、その体験の締めくくりとして実際に市役
所納税課に法人税を納めにいった。
　もちろんその額はわずかなもので五千円程度だっ
た。それでも私はあの納税の瞬間、とても誇らしく喜び
にも近いものを感じたことを今でも鮮明に覚えている。
　「納税に喜びを感じる？」
　大人からしたら不思議に思うかもしれない。しかし、
確かにそう感じたのである。なぜか。それは、自分達が
社会の一員として経済活動をした結果、税金を社会に
納めることが出来た。そしてそれがたとえわずかだとし
ても社会に役立つと感じていたからだろう。
　今、私は中学三年生になり、今回『税』についての作
文を書くにあたり、あの税金は実際にはどのように社会

に還元されていたのかについて、より詳しく調べてみた
いと考えた。その結果、私が普段意識していなかった
だけで、いかに税金が私達にとって身近なものであっ
たのかという事が良く分かった。
　そもそも、税金とは何か。私達国民が健康で文化的
な生活を送るために政府は個人では出来ない公共の
サービスや施設を提供している。その費用を国民であ
る私達が負担している。それが税金である。つまり、私
達が互いに協力し、より豊かで良い社会を生きていくた
めの『会費』のようなものなのである。
　例えば、病院での自己負担額が安いのも、救急車や
警察が無償なのも、街中がごみであふれていないのも
税金のお陰であるし、又、日頃当たり前のように歩いて
いる道でさえ税金で整備されているのである。更には、
深刻化する少子化や超高齢化問題への予算や、頻
発する自然災害対策へも多額の税金が充てられてい
ることは言うまでもない。
　調べれば調べるほど、私達の社会が隅々まで税金
で成り立っており、その恩恵を常に受けていることが良
くわかる。このように税金は必要不可欠なものであるか
らこそ、私達はより深くそれについて学び、その使途に
関心を持つことが大切である。そうすることにより、私達
は『喜び』とまではいかなくとも、より『意義』を感じなが
ら納税することが出来るのではないだろうか。そう。あ
の無邪気だった小学五年生の頃の私達のように…。

○枚方税務署長納税表彰
（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。

　國　田　欣　吾　枚方納税協会　常任理事
　小　泉　二　朗　枚方納税協会　常任理事
　吉　村　幸　滋　枚方納税協会　理事

○枚方税務署長感謝状（租税教育推進校等表彰）
（功績の概要）
　税務署長感謝状を受けられる団体は、多年にわた
り、租税教育の推進に努め、正しい税知識の普及・拡
大に顕著な功績を挙げられ、納税道義の高揚に寄与さ
れました。

　交野市立　星田小学校

○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】
　三光ホンダ販売株式会社
　　安養寺　敏　彦　枚方納税協会　理事
　三協段ボール株式会社
　　大　津　晴　一　枚方納税協会　理事
　京阪園芸株式会社
　　宮　城　和　光　枚方納税協会　理事

　【個人の部】
　大　西　性　一　枚方納税協会　代議員
　常　川　佳　男　税理士

　濱　口　成　美　枚方納税協会　理事
　山　﨑　周　久　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。

　小　野　友　明　枚方市飲食納貯組合　組合長

　　川　栄　子　楠葉地区納貯組合　　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30年度納税
表彰式が、去る11月13日（火）、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。
　納税表彰式では、夏休みの課題として取り組んでくれた枚方市立枚方中学校の藤山玲依さんの税について
の作文「『喜び』から『意義』へ」が朗読され、参列者の皆さんから喝采の拍手が贈られました。

はんじょう

ほうじん

ぱ つ し ぜん あ

ひん

（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）の一層の普及と定着
に極めて顕著な功績を挙げられました。

三　　十　　石　　船 三　　十　　石　　船⑵　平成３０年１１月２６日 平成３０年１１月２６日　⑶第　１９１　号 第　１９１　号



納税表彰式 （敬称略・五十音順）平成30年度大蔵財務協会理事長賞

『喜び』から『意義』へ

渡　　　幹　男
枚方納税協会　常任理事
枚方納税貯蓄組合連合会
　　　　　　　会計理事

表彰式で作文朗読する
枚方市立枚方中学校
藤山　玲依さん

中学生の
「税についての作文」

渡　 　幹　男

「大阪国税局長納税表彰」
受彰者

枚方市立枚方中学校　３年　藤山 玲依（ふじやま れい）

　「いらっしゃいませ！」
　「ありがとうございました！」
　今から四年前の小学五年生の夏休み、私は同級生
の友達と五人で小さなチュロス店を経営していた。と
言っても、実際に営業したのは地元の夏祭りの日、たっ
た一日だけだが。
　これは、『ジュニエコ』という公的な教育プログラム
で、小学五、六年生五人一チームで株式会社の経営
を体験するというもので、二か月に及ぶ体験の中で、私
達は株式会社を設立し、計画・仕入れ・調理・販売・決
算、そして納税までを実体験を通して学んだ。
　私たちのチュロス屋は大繁盛で、出店チーム十七
店舗中、一位の売り上げを記録した。
　そして後日、その体験の締めくくりとして実際に市役
所納税課に法人税を納めにいった。
　もちろんその額はわずかなもので五千円程度だっ
た。それでも私はあの納税の瞬間、とても誇らしく喜び
にも近いものを感じたことを今でも鮮明に覚えている。
　「納税に喜びを感じる？」
　大人からしたら不思議に思うかもしれない。しかし、
確かにそう感じたのである。なぜか。それは、自分達が
社会の一員として経済活動をした結果、税金を社会に
納めることが出来た。そしてそれがたとえわずかだとし
ても社会に役立つと感じていたからだろう。
　今、私は中学三年生になり、今回『税』についての作
文を書くにあたり、あの税金は実際にはどのように社会

に還元されていたのかについて、より詳しく調べてみた
いと考えた。その結果、私が普段意識していなかった
だけで、いかに税金が私達にとって身近なものであっ
たのかという事が良く分かった。
　そもそも、税金とは何か。私達国民が健康で文化的
な生活を送るために政府は個人では出来ない公共の
サービスや施設を提供している。その費用を国民であ
る私達が負担している。それが税金である。つまり、私
達が互いに協力し、より豊かで良い社会を生きていくた
めの『会費』のようなものなのである。
　例えば、病院での自己負担額が安いのも、救急車や
警察が無償なのも、街中がごみであふれていないのも
税金のお陰であるし、又、日頃当たり前のように歩いて
いる道でさえ税金で整備されているのである。更には、
深刻化する少子化や超高齢化問題への予算や、頻
発する自然災害対策へも多額の税金が充てられてい
ることは言うまでもない。
　調べれば調べるほど、私達の社会が隅々まで税金
で成り立っており、その恩恵を常に受けていることが良
くわかる。このように税金は必要不可欠なものであるか
らこそ、私達はより深くそれについて学び、その使途に
関心を持つことが大切である。そうすることにより、私達
は『喜び』とまではいかなくとも、より『意義』を感じなが
ら納税することが出来るのではないだろうか。そう。あ
の無邪気だった小学五年生の頃の私達のように…。

○枚方税務署長納税表彰
（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。

　國　田　欣　吾　枚方納税協会　常任理事
　小　泉　二　朗　枚方納税協会　常任理事
　吉　村　幸　滋　枚方納税協会　理事

○枚方税務署長感謝状（租税教育推進校等表彰）
（功績の概要）
　税務署長感謝状を受けられる団体は、多年にわた
り、租税教育の推進に努め、正しい税知識の普及・拡
大に顕著な功績を挙げられ、納税道義の高揚に寄与さ
れました。

　交野市立　星田小学校

○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】
　三光ホンダ販売株式会社
　　安養寺　敏　彦　枚方納税協会　理事
　三協段ボール株式会社
　　大　津　晴　一　枚方納税協会　理事
　京阪園芸株式会社
　　宮　城　和　光　枚方納税協会　理事

　【個人の部】
　大　西　性　一　枚方納税協会　代議員
　常　川　佳　男　税理士

　濱　口　成　美　枚方納税協会　理事
　山　﨑　周　久　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。

　小　野　友　明　枚方市飲食納貯組合　組合長

　　川　栄　子　楠葉地区納貯組合　　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30年度納税
表彰式が、去る11月13日（火）、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。
　納税表彰式では、夏休みの課題として取り組んでくれた枚方市立枚方中学校の藤山玲依さんの税について
の作文「『喜び』から『意義』へ」が朗読され、参列者の皆さんから喝采の拍手が贈られました。

はんじょう

ほうじん

ぱ つ し ぜん あ

ひん

（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）の一層の普及と定着
に極めて顕著な功績を挙げられました。
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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、税務行
政に対する知識と理解を深めていただくため、１年を通じて租
税に関する啓発活動を行っていますが、毎年11月11日～17
日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策
を実施しています。
　今年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマ
として、国民の皆さんに国民生活と税の関わりを理解してもら
うことにより、国民各層の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］
10 月25日（木） 職場体験学習　～ 26日（金）

 枚方市立第四中学校

11 月 １ 日（木） 職場体験学習　～２日（金）

 枚方市立東香里中学校

11 月 ９ 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12日（月） 枚方市・寝屋川市・交野市小学生の

 税に関する習字展　～ 16日（金）

11 月11日（日） 枚方宿　くらわんか五六市キャンペーン

11 月13日（火） 納税表彰式

11月12日～16日  小学生の税に関する習字展（枚方市）11月9日  FMひらかたに税務職員が出演 「税を考える週間」をＰＲ

納税表彰式　伏見枚方市長祝辞納税表彰式　受彰者代表あいさつ

11月2日  中学生による小学校での租税教室 11月2日  職場体験学習で「確定申告書作成コーナー」を利用し申告書作成

（各種行事風景）

　「税を考える週間(11月11日～17日)」中の11月
11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。
　汗ばむくらいの晴天の中、旧京街道を行き交う親
子連れを中心に声かけをし、税金クイズにチャレン
ジしていただき、子供達に好みの景品をプレゼント
しました。幼い子供達は「税金って何？」って質問す
るなど、大人を困らせていましたが、大人もクイズ
の意外な答えに驚いたりして、楽しくチャレンジし
ていただけたようです。
　また、人通りの多いお昼の時間帯に、協会の「納
税協会のご案内」・「税の無料相談」チラシ、税務署
の「平成31年1月からの“ＩＤ・パスワード方式”導

入」チラシ、税金アラカルト小冊子、ｅ-Tax推進テイ
ッシュを配布して、税の広報キャンペーン・ＰＲを行
い、五六市の街道筋は多くの人々でとても賑わって
いました。
　納税協会青年部会と納貯連役
員のほか、税務署の方々も参加し
ていただき、充実した一日となり
ました。

　「税を考える週間」（11月11日～11月17日）を前に10月29日（月）、ひらかた仙亭において枚方納税協会・
枚方納税貯蓄組合連合会共催による講演会を開催致しました。
　講師の中野氏は、大和郡山市役所を経て旧労働省に入省され、旧厚生省や新潟県庁、厚生労働省など経て、
現在は神戸学院大学で教鞭をとる傍ら、数々のテレビ番組にて、コメンテーターとしても活躍されています。
主な研究分野は、政治学・経済学であり、「ニッポン一億総活躍プランと企業経営～働き方改革に企業はどう
向き合うのか～」をテーマに、講演をして頂きました。経済の三要素の一つである労働力の減少、地域によっ
て特色のある消費、現代若者の気質など現在の日本が抱える様々な問題点等を分析
し、そして、企業としてどのように向き合っていくべきかなど、ヒントをたくさんい
ただいた講演会でした。
　また、中野氏は関西出身ということもあり、とても気さくな方で途中、ジョークも
交えながらの講演に、あちこちから笑い声も聞こえるなど、終始楽しい講演会となり
ました。

講師：中野　雅至　氏（神戸学院大学　教授）

税を考える週間協賛講演会

ニッポン一億総活躍プランと企業経営
～働き方改革に企業はどう向き合うのか～

税を考える週間協賛講演会

ニッポン一億総活躍プランと企業経営
～働き方改革に企業はどう向き合うのか～

広報キャンペーン広報キャンペーン
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広報キャンペーン広報キャンペーン広報キャンペーン広報キャンペーン広報キャンペーン税を考える
週間
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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、税務行
政に対する知識と理解を深めていただくため、１年を通じて租
税に関する啓発活動を行っていますが、毎年11月11日～17
日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策
を実施しています。
　今年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマ
として、国民の皆さんに国民生活と税の関わりを理解してもら
うことにより、国民各層の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］
10 月25日（木） 職場体験学習　～ 26日（金）

 枚方市立第四中学校

11 月 １ 日（木） 職場体験学習　～２日（金）

 枚方市立東香里中学校

11 月 ９ 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12日（月） 枚方市・寝屋川市・交野市小学生の

 税に関する習字展　～ 16日（金）

11 月11日（日） 枚方宿　くらわんか五六市キャンペーン

11 月13日（火） 納税表彰式

11月12日～16日  小学生の税に関する習字展（枚方市）11月9日  FMひらかたに税務職員が出演 「税を考える週間」をＰＲ

納税表彰式　伏見枚方市長祝辞納税表彰式　受彰者代表あいさつ

11月2日  中学生による小学校での租税教室 11月2日  職場体験学習で「確定申告書作成コーナー」を利用し申告書作成

（各種行事風景）

　「税を考える週間(11月11日～17日)」中の11月
11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。
　汗ばむくらいの晴天の中、旧京街道を行き交う親
子連れを中心に声かけをし、税金クイズにチャレン
ジしていただき、子供達に好みの景品をプレゼント
しました。幼い子供達は「税金って何？」って質問す
るなど、大人を困らせていましたが、大人もクイズ
の意外な答えに驚いたりして、楽しくチャレンジし
ていただけたようです。
　また、人通りの多いお昼の時間帯に、協会の「納
税協会のご案内」・「税の無料相談」チラシ、税務署
の「平成31年1月からの“ＩＤ・パスワード方式”導

入」チラシ、税金アラカルト小冊子、ｅ-Tax推進テイ
ッシュを配布して、税の広報キャンペーン・ＰＲを行
い、五六市の街道筋は多くの人々でとても賑わって
いました。
　納税協会青年部会と納貯連役
員のほか、税務署の方々も参加し
ていただき、充実した一日となり
ました。

　「税を考える週間」（11月11日～11月17日）を前に10月29日（月）、ひらかた仙亭において枚方納税協会・
枚方納税貯蓄組合連合会共催による講演会を開催致しました。
　講師の中野氏は、大和郡山市役所を経て旧労働省に入省され、旧厚生省や新潟県庁、厚生労働省など経て、
現在は神戸学院大学で教鞭をとる傍ら、数々のテレビ番組にて、コメンテーターとしても活躍されています。
主な研究分野は、政治学・経済学であり、「ニッポン一億総活躍プランと企業経営～働き方改革に企業はどう
向き合うのか～」をテーマに、講演をして頂きました。経済の三要素の一つである労働力の減少、地域によっ
て特色のある消費、現代若者の気質など現在の日本が抱える様々な問題点等を分析
し、そして、企業としてどのように向き合っていくべきかなど、ヒントをたくさんい
ただいた講演会でした。
　また、中野氏は関西出身ということもあり、とても気さくな方で途中、ジョークも
交えながらの講演に、あちこちから笑い声も聞こえるなど、終始楽しい講演会となり
ました。

講師：中野　雅至　氏（神戸学院大学　教授）

税を考える週間協賛講演会

ニッポン一億総活躍プランと企業経営
～働き方改革に企業はどう向き合うのか～

税を考える週間協賛講演会

ニッポン一億総活躍プランと企業経営
～働き方改革に企業はどう向き合うのか～

広報キャンペーン広報キャンペーン
枚方宿くらわんか五六市

税を考える
週間
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■■■ 税務署からのお知らせ ■■■

・マイナンバーカード方式
・ID・パスワード方式
　の2つの方式があります。

※詳細については、e－Taxホームページ
　「e－Tax利用の簡便化の概要について」
（www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index/htm）
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■■■ 税務署からのお知らせ ■■■

・マイナンバーカード方式
・ID・パスワード方式
　の2つの方式があります。

※詳細については、e－Taxホームページ
　「e－Tax利用の簡便化の概要について」
（www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index/htm）
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所　在　地 枚方市春日北町１－３－１　　　
事 業 内 容 工業用スポンジ・吸音材・断熱クッション

の製造加工、販売
創 業 年 月 平成５年２月
資　本　金 ２，０００万円
従 業 員 数 １３０名（パート等含む）

☆ 会社について
　私は幼少期から大人になるまで、人と話すことがとても苦手
であり、人と話さなくてもいい職業に就こうと、大学の機械工学
部を卒業後、ゴム・スポンジメーカーの技術屋となりました。
　その後は、就職した会社が4社、倒産しています。3社目（ゴ
ム屋の材料・原料の商社）では、以前の技術屋から営業職と
なり、苦手とした「喋り」を自分で努力、訓練、克服し、人に思い
を伝える嬉しさを知りました。
　仕事をしながらゴムの配合を勉強する学校に1年、友人の誘
いで経理学校も通い、簿記2級の資格を取得しましたが、就職先
が、次 と々倒産してしまうという悲しい結果となりました。後に資格を
取得したことは現在の会社を設立した後、とても役立ちました。
　そして、ある方のアドバイスもあり、多額の借金をして、高槻
市にて現在の会社を設立し、枚方市に移転して10年が経過
いたしました。この地域での、人の「縁」や「繫がり」は、非常に
ありがたいことであると常に感じております。

☆ 会社の特色
　我社は、スポンジのスライス加工、粘着加工、打ち抜き、検
査、梱包・出荷までの一貫体制をとっております。それが特色と
言えます。皆さん目に入るところでは、野球外野フェンス用スポ
ンジも製造しております。
　そして、今年２月から企業内保育園（保育士２名、栄養士１
名）も開設し、社員が働きやすい環境を整えました。

☆ 会社のこだわり
　元々、私はスポンジの素材を作っているメーカーに勤めてい
ましたので、スポンジの特徴をよく理解していますし、現在の仕

事にそれが生かせています。例えばカレーやシチューなどは一
晩寝かせた方が美味しいと言いますが、スポンジもスライス加
工後、温度管理をした養生室に一昼夜入れて縮め、空気を
抜くという工程を加えることで、その後は縮みにくくなります。手
間をかけて癖を取ってから、その先の工程へと進めていきま
す。これが我社のこだわりといえるのではないでしょうか。
　今になっては、勤めた会社が4社とも倒産したことで、其々の
倒産理由が違うこともあり、「こうしたら潰れるんやな、これさえし
なかったら潰れないんやな」と判り、今の会社を創れたことは、
その経験が生きていると思っております。会社設立時の借金も
3年半でなんとか返済することが出来ました。会社設立当初は
営業部長兼、経理部長兼、社長業など沢山のことを一人でこ
なさないといけませんでしたが、社員が出社して来た時には渋
い顔を見せないよう、早朝5時に出社して資金繰りの事を考
え、8時半からは営業部長として動くということを続けて来まし
た。そんなことをしなくてもよくなった現在でも、早く出社してしま
いますが、屋上で野菜作りをし、保育園での昼食の一部に使
用したりしていますし、先日は園児が芋掘りをして喜んでくれま
した。「継続は力なり」と言いますが、どんなに前日が遅くなって
も朝5時に出社して、仕事をすることを続けていますと社員が
見てくれており、幹部などは何も言わなくても、自分からも早く来
て仕事をしているようです。次期社長を育てるため、その右腕
となる各部署の人材を育て、バトンタッチできる状態にすること
が、今後10年、私の責任であると考えております。

☆ 夢
　まずは、従業員が安心して、喜んで働いてくれる職場作りで
す。それが地域のお客様が喜んでくれることに繫がるのではな
いでしょうか。

☆ 大切なもの
　お客様、協力会社、従業員は家族であり、大切な存在であ
ります。

☆ 「税」や「納税協会」について
　税金は納めるべきです。会社の利益が上がっているから支
払えますし、その税金が社会に還元されるのは嬉しいことです。

エムケイ産業株式会社

＊インタビューの感想
　インタビューの中で、社長様が『会社はお客様の要望で少
しづつ大きくなっていくのはいいが、無理に大きくしようとすると
しんどいと思う。お客様の要望には出来る限り「yes」と応える
ようにしている。それは「出来る」と返事をすると、どうしたら出
来るか考え、答えを探し、ひらめきが生まれる。「出来ない」と返
事をすれば、出来ない言い訳を考えてしまう。朝早く出社する
のは、そういうひらめきを生むためでもある。」と言っておられた
ことが、とても心に残りました。会社を設立して今年で25年。努
力をされてここまで来られたことに非常に感銘を受けました。

『社会に役立つ商品供給で、
新しい歴史を築こう』

　森川　正敏 氏代表取締役社長

プロフィール
　昭和 22 年 7 月12日生まれの

Ａ型、蟹座。趣味はゴルフ、野

球。個人的な信条は「やればでき

る」「継続は力なり」。尊敬や目標

とされる人物像は母親。家族は

夫人と子供 2 人。

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 

▶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 ●●●

第２期分の納期限は、１１月３０日（金）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。

セブン－イレブン、デイリーヤマザキ、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、
ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、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。

【利用可能な金融機関】（平成 30 年 10 月 1 日現在）
りそな・ゆうちょ・みずほ・三菱ＵＦＪ・イオン・伊予・大分・大垣共立・鹿児島・北九州・近畿大阪・
埼玉りそな・滋賀・じぶん・ジャパンネット・十六・南都・肥後・広島・百五・武蔵野・宮崎・もみじ・
山形・山口

（平成 30 年 10 月より紀陽銀行、平成 31 年 1 月より佐賀銀行が利用可能予定。）

個人事業税のお知らせ

スマートフォン決済を利用した府税の納付について

第２期分の納付書は、平成30年8月にお送りした個人事業税の納税
通知書に同封しております。（口座振替をご利用の方を除きます。）

＊第２期分の納付書を破損・紛失された場合は、府税事務所へお問い合わせ下さい。
　（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。
＊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。
＊納付には、便利で安心・安全な口座振替制度をご利用ください。

平成 30 年 10 月からスマートフォン決済アプリ「PayB（ペイビー）」を利用して大阪
府税の納付ができます！
＊納付書に印字されたコンビニ収納用バーコードを読み取ることで、アプリに登録をしている口座から

直接お支払できる方法です。コンビニエンスストアや銀行窓口に行かなくてもお支払ができます。
＊「PayB」で納付することができるのは１日 30 万円までです。
※対象税目
　個人事業税・不動産取得税・自動車税・法人府民税・法人事業税（地方法人特別税を含む）・
　府民税利子割・府民税配当割・府民税株式等譲渡割・ゴルフ場利用税・軽油引取税・宿泊税

※「PayB（ペイビー）」はビリングシステム株式会社が提供するサービスです。詳しくは、ビリングシ
ステム株式会社のホームページ（http://payb.jp/）をご覧ください。

府税ホームページ 「府税あらかると」　http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte 
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　10月2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。
　事業報告会は、加山部会長の
開会の挨拶に始まり、今西副部
会長により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。
　研修会では、枚方税務署　松尾副署長を講
師にお迎えし、税務署で ID とパスワードを受け取れば、自宅
のパソコンやスマートフォンから e‐Tax で申告が可能な「ID・
パスワード方式」や、国税を納める新たな方法である「ダイレ
クト納付」といった電子
納税の説明がありました。
特に枚方税務署は確定
申告期に来訪者数が非
常に多いため、簡単かつ
便利であり、手間と時間

を省くことができ
るこの二つの機
能を推進してお
られました。そ
して、大法人の
e‐Tax の義務
化 の 説 明 や、
来年の 10 月に
消費税の引き上げと共に開始される軽減税率制度の説明があ
り、近頃メディアでも話題となっているため参加された皆様も関
心のある内容であったと思います。
　研修会後は、毎年恒例の屋上 BBQ 大会が、例年以上の
たくさんの会員が参加する中開催されました。台風接近の為天
候の心配もございましたが、開催当日はとてもいい天気に恵ま
れ、BBQ 大会日和となりました。
　恒例となった極上の仙台名物牛タン、秋刀魚、焼きそばな
ど豪華な食材と相性抜群の美味しい生ビールやワインなどを堪
能しながら、例年以上に会話も盛り上がり、将来の納税協会
を担っていく青年部会らしい、活気に満ちた楽しく賑やかな
BBQ 大会となりました。

青年部会事業報告会及び研修会

部会の活動だより

法人部会地区研修会
　法人部会の地区研修会が、税を考える週間（11月11日～17日）
の前後を中心にして、随時計画実施されています。
　今年は、「企業の事業承継について」・

「消費税軽減税率制度の留意点等につい
て」を統一テーマとして、税務署の方 を々講
師としての研修会です。
　11月12日（月）は、寝屋川5地区において
独自テーマ「地域を支える人材の育成」、11
月15日（木）は、交野1・2地区において、独自
テーマ「知らずに損をしていませんか？」を追
加企画して、それぞれ開催されました。

　去る11月12日、法人部会寝屋川第５地区研修会がホテルニューコマンダーで開催さ
れました。第一部の税務研修では、「企業の事業継承について」を松尾副署長様に、

「消費税軽減税率制度の留意点等について」を法人課税第１部門岩本統括官様に
講演していただきまして、あらかじめ用意していただいた資料を基に事業継承につきま
しては、平成30年度税制改正によって、どのように変わったなど詳しく解説していただき、
また消費税軽減税率制度の留意点につきましても、わかりやすく軽減税率の対象品目

や帳簿のつけ方など教えていただき、今後会社に役立つ講演でした。
　また、第二部の地区独自テーマでは、「地域を支える人材の育成」を
FC TIAMO枚方代表村島氏による講演では、Jリーグの組織や運営
に関しての話を聞き、FC TIAMO枚方誕生秘話やJリーグ運営に１
チームあたりの運営費などをわかりやすくお話いただき、普段聞けない
ことを聞くことができ、楽しいひとときを過ごすことが出来ました。
　今後も地区研修会によって、様 な々題目で個人・企業の発展並びに
同じ地区の会員の皆様と税務署の皆様との交流・親睦を図ることは
素晴らしい事業だと実感しました。

　今回の地域の歴史は、寝屋川市か
ら話題を取り上げてみたい。寝屋川
市といえば、民話として、よく知ら
れている『鉢かづき姫』の話、室町
時代の「お伽草子」に載る物語である。
今回あえて、物語を取り上げたのは、
寝屋川市内に 200 ヶ所を超える「鉢
かづき姫」の石像があり、ただの民
話で終わらせたくないとの思いで、
視点を少し変え、地域とのかかわり
を考えながら話しを進めてみた。よ
り身近なお話として、2 回にわたって、
読者に夢を捧げたいと思う。
　昭和 41 年 11 月に刊行された、寝
屋川市役所蔵本「河内国交野郡寝屋長者鉢記」では、「寝屋
長者鉢かづき」という題名を表記し、より事実に近い内容で
まとめられており、この蔵本によって、より「鉢かづき姫」
が身近な歴史話として理解して頂く一助になるものと思う。
　1279 年（弘安 2 年）頃、河内国交野郡寝屋村に、「備中守
藤原実高」（びっちゅうのかみふじわらさねたか）という大
長者が住んでいた。その屋敷は、東西十二町、南北四町、田
畑は一千二百余町もあり天竺の月蓋長者（がっかいちょうじ
ゃ）に並び称されるほどであった。また実高の奥方は、摂津
国鳴海の里に住む芦屋長太夫の息女で照見（てるみ）といい、
十六歳の時に嫁いできた。この芦屋長太夫も田畑を五千町も

もつ大船持で、摂州・
播州 46 ヶ国に並ぶ
ものはいないほどで
あった。実高が当時
所持していた観音と
地蔵尊二体は、寝屋
にある西蓮寺に、今
も所蔵されている。
　二人の夫婦仲は良
かったが、子供に恵
まれず、大和国の初

瀬寺（長谷寺）観音に子供が授かるように幾度となく祈願を
していた。ある夜、「一女を授けるが十四歳になれば、この
鉄鉢をその娘の頭にかぶせよ」という夢告を受ける。その後、
照見は初瀬寺の名を付けた初瀬姫を出産する。何事も無く幸
せな年月が過ぎ、姫は美しい賢女として成長する。

　しかし、照見の実家の内情が複雑で、長者は続かず、実高
夫婦も悲嘆、照見が病で床に伏せるようになる。初瀬姫は一
心に介抱し、初瀬寺へ全快祈願に参詣するが、照見の往生を
観音の夢告によって知り、悲嘆にくれた。
　　さしも草ふかくぞ頼む観世音
　　　誓いのままにいただかせつつ
　照見は臨終に際し、初瀬姫を呼んで、お告げの通り、鉢を
姫の頭に乗せ、辞世の句を詠んで生涯を閉じた。
　その後、実高の後妻として、浅路という女性が嫁いできた
が、問題の多い後妻であった。その後、奇怪な事件や騒動が
起こり、初瀬姫は朝夕嘆くが、浅路は、実娘はかわいがるが、
初瀬姫をかたわ者として嫌った。初瀬姫は、亡き母、照見の
三回忌に法事や墓参などをして、わが身も早く往生したいと
祈願する。
　浅路は、初瀬姫を実高に讒言したため、姫は家から追い出
される羽目に陥ってしまった。
　　野の末の道ふみ分けていづくとも
　　　さして行きなん身とは思はず
　打上村四辻まで連れ出された後、一人になった初瀬姫は、
山城八幡に至って、亡き母の元に行こうと淀川に投身するが、
鉄鉢を被る姫は鉢のおかげでぷかぷかと浮き、川に沈むこと
なく、すぐに、救助されて、淀川の付近を再びあてもなくさ
まようのです。また、助けた人達は、鉢を被った異様な姿に
驚き、川岸に放り出して逃げていくのです。
　　河津の柳の糸の一筋に
　　　思ひきる身を助け給へよ
　　川浪のそこの藻くずとしづめかし
　　　などふたたびは浮き上りけん
　実高の後妻、浅路は、弟作兵衛と手代権九郎に命じて、初
瀬姫を殺させようとする。権九郎は持っていた姫の首が不思
議にも重くなったので、それを淀川に遺棄して東へ逃亡した。
しかし、後にこの首が照見と初瀬姫が信仰していたお地蔵さ
んの首であったことがわかるのである。
　このとき浅路は、初瀬姫の死を信じ、大いに喜んだ。実高
に嫁ぐ前の浅路は、きわめて不良淫婦・奸婦であった。
　初瀬姫の乳母、おこんは、姫が家出した時は病臥中であっ
た為、姫を救出することが出来なかったが、亡き照見の夢告
によって、姫の無事を安堵する。後年、おこんは長者となっ
たそうだ。
　淀川付近をあてもなく彷徨する初瀬姫は、後に、山陰三位
中将（やまかげさんみのちゅうじょう）が石清水八幡宮参詣
から帰館する際に出会い、素性と事情を少し聞かれ、行く当
てもないと答えると、中将は姫を自分の屋敷に連れ帰ったの
です。　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜次号へつづく＞
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によって、姫の無事を安堵する。後年、おこんは長者となっ
たそうだ。
　淀川付近をあてもなく彷徨する初瀬姫は、後に、山陰三位
中将（やまかげさんみのちゅうじょう）が石清水八幡宮参詣
から帰館する際に出会い、素性と事情を少し聞かれ、行く当
てもないと答えると、中将は姫を自分の屋敷に連れ帰ったの
です。　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜次号へつづく＞

［参考文献］
　寝屋川市役所蔵本
　「河内国交野郡寝屋長者鉢記」
　寝屋川市
　鉢かづき姫 HP　参照

地域の歴史地域の歴史
“地域の窓”シリーズ

“鉢かづき姫”をより身近に”
  （その1）

広報委員会 編

㈲平田ビル　平田 敬一
寝屋川第５地区研修会に参加して

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。

▲鉢かづき姫石像
　（市内200か所以上）

▲寝屋川市キャラクター

▲西蓮寺（寝屋）

▲寝屋長者屋敷街並み（山根街道） 寝屋川第5地区  村島 孝史 氏
交野第1・2地区
草壁 幸宏 氏

交野第1・2地区
美濃 宏明 氏

交野第1・2地区  研修会風景

＊ 枚方第４地区
　 平成30年11月28日（水）18：00～
　 安積建設㈱会議室
　 講師　松尾副署長
　 　　　田中法人5統括官
＊ 寝屋川第１・第２・第３地区
　 平成30年11月29日（木）17：00～
　 ホテルニューコマンダー
　 講師　松尾副署長
　 　　　杉本法人3統括官
＊ 枚方第５地区
　 平成30年12月6日（木）16：00～
　 誠信建設工業㈱会議室
　 講師　松尾副署長
　　　　 田中法人5統括官 

＊ 枚方第６地区
　 平成31年1月18日（金）16：00～
　 エムケイ産業㈱　会議室
　 講師　松尾副署長
　　　　 永本法人2統括官
＊ 枚方第１・第２・第３地区
　 平成31年1月25日（金）17：00～
　 北大阪商工会議所
　 講師　松尾副署長
　 　　　岩本法人1統括官
＊ 寝屋川第４地区
　 平成31年3月頃予定
　 大利町公民館
　 講師　松尾副署長
　 　　　原法人4統括官

今後の研修会の日程今後の研修会の日程

三　　十　　石　　船 三　　十　　石　　船⑽　平成３０年１１月２６日 第　１９１　号 平成３０年１１月２６日　⑾第　１９１　号



【応募総数】
中学生 5047編  高校生 638編

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

優秀作文が決定!!
　中学生の「税についての作文」は、納税貯蓄組合と
税務署、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
ていただくことを目的に、学校での授業や租税教室で
学ばれたことを参考に、また、テレビや新聞などの税の
ニュースなどを題材に、夏休みの課題として取り組んで
いただいているものであります。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、自然災害に関すること、公共
事業に関すること、介護や福祉に関すること、消費税
に関することなど、実に多彩な内容となっており、日頃の
税の学習の成果が作文の内容にうまく表現され、力作
ぞろいでありました。
　優秀作文は、12月11日、枚方税務署会議室におい
て、それぞれの賞に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、右記のとおりです。

　去る11月９日（金）、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。
　開催当日は、あいにく朝から雨模様でしたが、午後からは雨
も上がりこの季節にしては汗ばむ暖かさで、ハイスコアを目指し
て自慢のゴルフの腕前を競い合いました。
　第32回を迎えたコンペには、総勢107名の多数の参加を得
て、成績発表では、優勝・準優勝・飛賞ほか、提供していただ
いた賞品も含めての、豪華賞品の数々に多いに盛り上がった
表彰式となりました。
　今回は、福田　敏彦 氏（福田敏彦税理士事務所）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

福田　敏彦
亀田　正行
岡田　一昭
井上　利之
山下　　裕

福田敏彦税理士事務所
亀田正行税理士事務所
ＡＩＧ損害保険㈱
さんごくや酒店
山下塗装店

47
46
44
45
41

45
48
49
46
43

92
94
93
91
84

20.4
21.6
20.4
18.0
10.8

71.6
72.4
72.6
73.0
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30年度
中学生・高校生の作文  審査結果（敬称略）

地区
寝３
寝３
枚３
寝４
寝２
寝２
寝３
交１
枚５
交２
枚５
寝３
枚２

会　社　名
㈱大野アルミ鋳造所
㈲ 開 栄 建 設 工 業
㈱ ケ ル ク 建 装
㈱京阪神ビルダー
佐 山 鉄 筋 工 業 ㈱
㈱スペース・クリエイト
太西アルミ鉄建㈱
㈱ 大 有 工 作 所
㈱ 中 野 重 機
長 田 産 業 ㈱
㈲ 安 江 建 鉄 工 業
吉 田 運 輸 商 事 ㈱
㈱ ワ タ セ 工 業

新入会員のご紹介（法人）
（平成30年７月～９月）

所　在　地
寝屋川市点野
寝屋川市点野
枚方市招堤元町
寝屋川市池田
寝屋川市高宮
寝屋川市秦町
寝屋川市点野
交野市星田北
枚方市東香里元町
交野市私部
枚方市須山町
寝屋川市点野
枚方市北中振

地区
本　部
本　部
本　部
本　部
楠　葉
本　部
本　部
本　部
本　部
税理士
税理士

氏　　　名
安　藤　祐　輔
今　村　　　誠
伊　藤　美智雄
大　畑　暢　誉
尾　方　芳　照
大　野　　　晃
株　丹　いずみ
小久江　理　紗
末　吉　俊　夫
多　田　裕　司
冨士原　哲　吉

所　在　地
枚方市東田宮
交野市南星台
枚方市長尾東町
枚方市東山
枚方市楠葉丘
枚方市中宮山戸町
枚方市伊加賀西町
枚方市磯島南町
寝屋川市日新町
枚方市東中振
枚方市大垣内町

新入会員のご紹介（個人）
（平成30年７月～９月）

福田 敏彦 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21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）

（福田敏彦税理士事務所）

107名
参加‼

優秀作文が決定!!

＜中学生＞
大蔵財務協会理事長賞
　枚方枚方中 藤山　玲依
近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞
　交野第四中 橋本　穂里
納税貯蓄組合大阪府総連合会
会長賞
　枚方山田中 上川　　翠
　交野第三中 津川　美月
納税貯蓄組合大阪府総連合会
優秀賞
　枚方第四中 西川　怜里
　枚方第四中 松本　　愛
　枚方津田中 藤本　瑞帆
　寝屋川第九中 荒川なつき
　寝屋川第十中 小倉　凜子
　寝屋川第十中 横山　和奏
　寝屋川中木田中 竹内　真隆
　交野第四中 小林　優哉
枚方税務署長賞
　枚方第二中 山﨑　翔真
　交野第三中 渡邉　　悠
枚方市長賞
　枚方長尾中 髙橋　美帆
寝屋川市長賞
　寝屋川第六中 林　　壮太
交野市長賞
　関西創価中 春田　恵莉
大阪府北河内府税事務所長賞
　関西創価中 福田　　隆
北大阪商工会議所会頭賞
　交野第三中 三宅　紗世
枚方税務署管内
租税教育推進協議会会長賞
　枚方第一中 上村　俊介
　寝屋川第八中 東屋　栞太
　交野第四中 村田　　響
近畿税理士会枚方支部長賞
　枚方第二中 河野　愛依
　枚方第四中 貝塚　優希
　関西創価中 照喜納清美
公益社団法人枚方納税協会会長賞
　枚方長尾中 神田　麻衣
　枚方長尾中 北尾　寛治

　寝屋川第九中 髙木　理穂
枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　枚方第四中 川上　夏葵
　枚方枚方中 久野　　航
枚方納税貯蓄組合連合会奨励賞
　枚方蹉跎中 今井　結菜
　枚方招提中 上田　祐衣
　枚方東香里中 太田　英花
　枚方楠葉西中 清山小百合
　枚方楠葉中 古城　武紀
　枚方中宮中 遠山ひかり
　枚方長尾西中 藤澤こころ
　寝屋川第四中 芦野　　舞
　寝屋川第七中 森　　彩花
　東海大仰星中 渡井　太悟
（学校賞）
全国納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立楠葉中学校
　寝屋川市立第七中学校
枚方納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立招提中学校
　交野市立第四中学校
＜高校生＞
大阪府租税教育推進連絡協議会賞
　関西創価高 脇元香織音
枚方税務署長賞
　関西創価高 武田美由紀
　同志社香里高 原　梨璃彩
北大阪商工会議所会頭賞
　香里ヌヴェール学院高 浅田　来夏
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 木下　奈樹
近畿税理士会枚方支部長賞
　府立牧野高 菅原　優海
公益社団法人枚方納税協会会長賞
　同志社香里高 木村　恵子
枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　関西創価高 勝川　大樹

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

中学生・高校生の皆さんから多数の応募

税についての作文

12月11日
「作文表彰式」が執り行われます
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