
８月
・元年度分の個人事業税の納付
　（第一期分） （9月2日まで）
・個人の府民税及び市民税の納付
　（第二期分） （9月2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 （9月2日まで）
・元年分個人事業者の消費税の中間申告

と納付 （9月2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 （9月30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）

税 の こ よ み
地区
枚１
管轄外
枚３
交１
寝２
寝４

会  社  名
　 新 明
㈱ 創 進 建 装
㈱ チナン 商 事
ハーツ建 設 ㈱
㈱ ぽ ぷ ら
㈱ リ ク レ ア

所 　 在 　 地
枚方市伊加賀栄町
守口市金田町
枚方市磯島北町
交野市星田
寝屋川市川勝町
寝屋川市大利町

地区
税理士
本部
本部
税理士
本部
本部
本部
本部

氏 　 名
駕田　　進
佐藤　明孝
新地　真樹
杉本　隆志
茶屋　祐輔
濱崎　政孝
肱岡　政子
古川　修一

所 　 在 　 地
枚方市牧野本町
枚方市甲斐田新町
枚方市走谷
寝屋川市末広町
枚方市楠葉花園町
寝屋川市緑町
寝屋川市点野
枚方市南船橋

今年も納税協会・納税貯蓄組合では、
枚方まつり2019
8月24日（土）
　 25日（日）
に、枚方市役所・枚方市民会館周辺
で税金コーナーを出店いたします。

　毎年、会員の皆様にご参加いただいております「ＮＫメンバーズツアー」、今年は新緑時
期の信州めぐる２泊３日の旅でした。
　日本を代表するクラッシックホテルの「万平ホテル」、長野県の自然と美食が楽しめる

「しなの鉄道 ろくもん」、白糸の滝、善光寺や上田城などの歴史街道をめぐり、見所いっぱ
いのコースを堪能しました。

※7月10日付で枚方税務署の人事異動が行われました。西村署長様はご留任され、松村副署長様が退官、松尾副署長様が離任されました。2年目を
　迎えられた署長様のごあいさつや、松村・松尾副署長様の退官、離任のごあいさつ、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。

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
令和元年9月4日（水）
優秀作品には賞状と記念品を贈呈

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
令和元年9月5日（木）必着
優秀作品には賞状と記念品を贈呈

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。

についての
作文募集のお知らせ

中学生
高校生

今年も開催します！！

午後

終日

是非、お子さんやお孫さんと
　　一緒に、遊びに来てください。

税税税税

中学生の作文 高校生の作文

応募資格
中学生であれば、
どなたでも可

テーマ
内容が税に関すること

応募字数
1200字以内

応募資格
高校生であれば、
どなたでも可

テーマ
税の意義と役割に
ついて考えたこと

応募字数
800字以上～1200字
以内

※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。

応募方法応募方法

提 出 先
（送付先）

表　　彰

締 切 日

提 出 先
（送付先）

表　　彰

締 切 日

新入会員のご紹介（法人）

新入会員のご紹介（個人）

枚方納税協会　枚方納税貯蓄組合

枚方まつり2019
広報キャンペーン
枚方まつり2019
広報キャンペーン
枚方まつり2019
広報キャンペーン

（平成31年4月～
　　　  令和元年6月）

（平成31年4月～
　　　  令和元年6月）

軽井沢と歴史街道をめぐる旅軽井沢と歴史街道をめぐる旅第４回
ＮＫメンバーズツアー

2019年６月９日（日）～11日（火）

⑽　令和元年８月５日 三　　十　　石　　船 第　１９４　号 令和元年８月５日　⑴三　　十　　石　　船第　１９４　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



枚方税務署幹部職員名簿 （敬称略）

新年度に向けて

枚方税務署長
にし むら  たけし

西村　　毅

まつ むら のり よ

松村　紀代

総務・管理運営・徴収担当
副署長

　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。
　昨年７月の定期人事異動で枚方税務署長を拝命し、はや１年
が経過いたしました。この間、皆様方の税務行政に対する深い御
理解と御支援を賜りましたお陰をもちまして、大きなトラブルもな
く、無事に終えることができましたこと、厚く感謝申し上げます。
　また、これからの１年間につきましても、微力でございますが、
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、引き続き温かいご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
　年号も変わりました「令和元年度」におきましては、まず10月
から実施されます軽減税率制度をはじめとする消費税法の改正
への対応が喫緊の課題となっております。
　この改正は、多数の事業者の方が影響を受けるため、制度改
正の概要や準備すべき事項について理解を深めていただく必要
があり、事業者の方のニーズや準備状況に配意したきめ細やか

な支援が肝要であると考えております。
　特に、軽減税率の対象品目を主に取り扱われる事業者の方に
つきましては、大きな影響を受けるものと想定されます。
　このため、制度説明会の開催や個別対応のほか、納税協会を
はじめとする関係民間団体の御協力の下、適切な支援を行って
いきたいと考えております。
　また、ＩＣＴの活用による「納税者の利便向上」と「課税・徴
収の効率化・高度化」を柱とした「スマート税務行政」に向けて
取り組んでいく所存でございます。
　特に、「納税者の利便向上」につきましては、税務手続のデジ
タル化推進に向けまして、ＩＤ・パスワード方式の普及と、新たに
公的年金等も含めたスマホ専用画面の利用拡大に取り組んでい
きたいと考えております。
　いずれにしましても、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
あって初めて実現できるものであります。
　今後とも、皆様方との意思疎通を十分に図り、引き続き良好な
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お力添え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、私の挨拶とさ
せていただきます。

副署長のご紹介副署長のご紹介

　この度の人事異動により、枚方署副署長を最後に退官となりま
した。
　41年の勤務で初の京阪沿線での勤務でしたが、枚方って？・
副署長って？と不安で一杯でしたが、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方々や会員の皆様
方の暖かいお心遣いに、無事に退官の日を迎えることができまし
た、本当にありがとうございました。

　この２年間を振り返りますと、暑い盛りの「枚方まつり」、天気
に恵まれた「五六市」、寒い中の「確定申告初日」、まだまだ肌
寒い「納貯の日」など皆様とご一緒させていただいた各種キャン
ペーンや、納税貯蓄組合の役員皆様のご努力のおかげで、２年
連続で大阪局管内一番の応募状況となりました中学生の作文で
は、「納税表彰式」や「作文表彰」の朗読発表は感動したこと。
　また、各種会議等での意見交換の場を通じて、皆様の御協力
なくして税務署の役割や運営は難しいとの思いを強くし、重ねて
感謝申し上げます。
　後任の黒澤津副署長は、スマートな好男子で、皆様と良好な
信頼関係を築かれることと思います。
　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
の益々のご発展と会員皆様方のご健勝とご事業の御繁栄を心か
らお祈りいたしまして、退官の挨拶とさせていただきます。本当
に温かいお心遣いありがとうございました。

退官にあたって

まつ お のり あき

松尾　教昭
法人担当副署長

　この度の定期人事異動により、国税庁への異動を命じられ、
過日着任いたしました。
　枚方税務署在任中は、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方をはじめ、会員の皆様には、
税務行政に深いご理解と多大なご協力を賜り、誠にありがとう
ございました。
　２年前、少しの希望と大きな不安の中、初めての単身赴任であ

り初めての関西地区での生活が始まりましたが、皆様方の暖かい
御支援・御協力の下、充実した日々を過ごさせていただきました。
　「枚方まつり」や「五六市」、法人部会の地区研修会、街頭
キャンペーンなど、数々の場面が思い出されますが、納税協会や
納税貯蓄組合以外の行事でもお会いした方々もいらっしゃり、こ
れらの枠にとらわれず、地域のために様々な活動を通じて貢献さ
れている皆様のお姿を拝見して、すべてに共通するキーワードと
して「人情」という言葉が思い起こされます。
　既に枚方税務署は新体制がスタートし、各種行事も続 と々行
われていることかと存じますが、引き続き御支援・御協力をよろ
しくお願いします。　　　　　　　　　　　
　人に優しく、地域を愛する皆様方に感謝申し上げますととも
に、皆様方の御健勝並びに御事業の繁栄を心からお祈り申し上
げます。
　ありがとうございました。

離任のごあいさつ

村岡 弘美
むらおか　ひろみ

黒山 　勝
くろやま　まさる

黒澤津 雄一
総務・管理運営・徴収担当

感謝の気持ち 継続は力なり 克己復礼（こっきふくれい）

法人担当個人・資産担当

くろさわつ　ゆういち

好きな言葉 好きな言葉 座右の銘

⑵　令和元年８月５日 令和元年８月５日　⑶三　　十　　石　　船 第　１９４　号 三　　十　　石　　船第　１９４　号



枚方税務署幹部職員名簿 （敬称略）

新年度に向けて

枚方税務署長
にし むら  たけし

西村　　毅

まつ むら のり よ

松村　紀代

総務・管理運営・徴収担当
副署長

　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。
　昨年７月の定期人事異動で枚方税務署長を拝命し、はや１年
が経過いたしました。この間、皆様方の税務行政に対する深い御
理解と御支援を賜りましたお陰をもちまして、大きなトラブルもな
く、無事に終えることができましたこと、厚く感謝申し上げます。
　また、これからの１年間につきましても、微力でございますが、
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、引き続き温かいご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
　年号も変わりました「令和元年度」におきましては、まず10月
から実施されます軽減税率制度をはじめとする消費税法の改正
への対応が喫緊の課題となっております。
　この改正は、多数の事業者の方が影響を受けるため、制度改
正の概要や準備すべき事項について理解を深めていただく必要
があり、事業者の方のニーズや準備状況に配意したきめ細やか

な支援が肝要であると考えております。
　特に、軽減税率の対象品目を主に取り扱われる事業者の方に
つきましては、大きな影響を受けるものと想定されます。
　このため、制度説明会の開催や個別対応のほか、納税協会を
はじめとする関係民間団体の御協力の下、適切な支援を行って
いきたいと考えております。
　また、ＩＣＴの活用による「納税者の利便向上」と「課税・徴
収の効率化・高度化」を柱とした「スマート税務行政」に向けて
取り組んでいく所存でございます。
　特に、「納税者の利便向上」につきましては、税務手続のデジ
タル化推進に向けまして、ＩＤ・パスワード方式の普及と、新たに
公的年金等も含めたスマホ専用画面の利用拡大に取り組んでい
きたいと考えております。
　いずれにしましても、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
あって初めて実現できるものであります。
　今後とも、皆様方との意思疎通を十分に図り、引き続き良好な
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お力添え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、私の挨拶とさ
せていただきます。

副署長のご紹介副署長のご紹介

　この度の人事異動により、枚方署副署長を最後に退官となりま
した。
　41年の勤務で初の京阪沿線での勤務でしたが、枚方って？・
副署長って？と不安で一杯でしたが、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方々や会員の皆様
方の暖かいお心遣いに、無事に退官の日を迎えることができまし
た、本当にありがとうございました。

　この２年間を振り返りますと、暑い盛りの「枚方まつり」、天気
に恵まれた「五六市」、寒い中の「確定申告初日」、まだまだ肌
寒い「納貯の日」など皆様とご一緒させていただいた各種キャン
ペーンや、納税貯蓄組合の役員皆様のご努力のおかげで、２年
連続で大阪局管内一番の応募状況となりました中学生の作文で
は、「納税表彰式」や「作文表彰」の朗読発表は感動したこと。
　また、各種会議等での意見交換の場を通じて、皆様の御協力
なくして税務署の役割や運営は難しいとの思いを強くし、重ねて
感謝申し上げます。
　後任の黒澤津副署長は、スマートな好男子で、皆様と良好な
信頼関係を築かれることと思います。
　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
の益々のご発展と会員皆様方のご健勝とご事業の御繁栄を心か
らお祈りいたしまして、退官の挨拶とさせていただきます。本当
に温かいお心遣いありがとうございました。

退官にあたって

まつ お のり あき

松尾　教昭
法人担当副署長

　この度の定期人事異動により、国税庁への異動を命じられ、
過日着任いたしました。
　枚方税務署在任中は、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方をはじめ、会員の皆様には、
税務行政に深いご理解と多大なご協力を賜り、誠にありがとう
ございました。
　２年前、少しの希望と大きな不安の中、初めての単身赴任であ

り初めての関西地区での生活が始まりましたが、皆様方の暖かい
御支援・御協力の下、充実した日々を過ごさせていただきました。
　「枚方まつり」や「五六市」、法人部会の地区研修会、街頭
キャンペーンなど、数々の場面が思い出されますが、納税協会や
納税貯蓄組合以外の行事でもお会いした方々もいらっしゃり、こ
れらの枠にとらわれず、地域のために様々な活動を通じて貢献さ
れている皆様のお姿を拝見して、すべてに共通するキーワードと
して「人情」という言葉が思い起こされます。
　既に枚方税務署は新体制がスタートし、各種行事も続 と々行
われていることかと存じますが、引き続き御支援・御協力をよろ
しくお願いします。　　　　　　　　　　　
　人に優しく、地域を愛する皆様方に感謝申し上げますととも
に、皆様方の御健勝並びに御事業の繁栄を心からお祈り申し上
げます。
　ありがとうございました。

離任のごあいさつ

村岡 弘美
むらおか　ひろみ

黒山 　勝
くろやま　まさる

黒澤津 雄一
総務・管理運営・徴収担当

感謝の気持ち 継続は力なり 克己復礼（こっきふくれい）

法人担当個人・資産担当

くろさわつ　ゆういち

好きな言葉 好きな言葉 座右の銘

⑵　令和元年８月５日 令和元年８月５日　⑶三　　十　　石　　船 第　１９４　号 三　　十　　石　　船第　１９４　号

職　　名 氏　　名 前　　任 職　　名 氏　　名 前　　任

署 長 西村　　毅 留任 個人４統括官 小原　義弘 枚方・個人８・統括官

副 署 長 黒澤津雄一 東京審判所・副審判官 個人５統括官 宮　　雅弘 局課一・審理・連調官

副 署 長 黒山　　勝 留任 個人６統括官 渡辺　英俊 留任

副 署 長 村岡　弘美 局調査二・調 22・総括主査 個人７統括官 中西　寛之 留任

特 官（ 個 人 ） 福谷　　勲 豊能・特官 特 官（ 資 産 ） 掛田　祥則 留任

総 務 課 長 中井　賀雄 留任 特 官（ 資 産 ） 水口正二郎 尼崎・国際・専門官

管理運営１統括官 古矢　祥司 東大阪・管運１・統括官 資産１統括官 大谷　真吾 留任

連 絡 調 整 官 浅井公美子 留任 連 絡 調 整 官 田代　勝久 伊丹・資産１・総括上席

管理運営２統括官 小西　幸男 留任 資産２統括官 寺島　正和 留任

管理運営３統括官 酒井　　恵 城東・管運２・上席 資産３統括官 林　　秀樹 留任

管理運営４統括官 馬淵　　稔 留任 特 官（ 法 人 ） 三宅　通才 留任

特 官（ 徴 収 ） 上谷美佐夫 留任 特 官（ 法 人 ） 佐野　元章 留任

徴収１統括官 小松　啓訓 局徴収・特官・総括主査 法人１統括官 岩本　正人 留任

連 絡 調 整 官 山下　哲典 東淀川・徴収１・総括上席 連 絡 調 整 官 中竹　　学 留任

徴収２統括官 岡田　信吾 留任 法人２統括官 本田　陽一 東淀川・法人７・上席

徴収３統括官 足立　辰夫 留任 法人３統括官 杉本　　誠 留任

特 官（ 個 人 ） 髙山　正嗣 彦根・個人１・統括官 法人４統括官 藤原　浩子 堺・審理・専門官

個人１統括官 田渕　佳宏 門真・資産１・統括官 法人５統括官 田中　清美 留任

連 絡 調 整 官 片岡　富久 大阪福島・個人１・総括上席 総務課長　補佐 村田　佳弘 東・法人９・総括上席

個人２統括官 立石　博之 東住吉・個人２・統括官 総 務 係 長 北田　智久 留任

個人３統括官 佐々木浩之 留任 会 計 係 長 濱田　良子 留任



所　在　地 ローバル株式会社
   本 社・経 理 部　大阪市中央区北浜1－1－21
   営業部・交野工場　交野市幾野6－41－1
 ローバルプロダクト株式会社
  （原材料購入・製造のみ）　交野市幾野6－41－1
事 業 内 容 特殊さび止め塗料の製造・販売
創業年月日 昭和30年7月15日（東洋防錆工業所）
設立年月日 昭和36年1月 6 日（東洋防錆工業 株式会社）
資　本　金 1,500万円
従 業 員 数 26名

☆ 会社の特色について
　我社は、1955年（昭和30年）から60年以上の長きに亘り、「さ
び止め塗料と言えばローバル」と言われる、常温亜鉛めっき

「ローバル」を造り続けてきました。他社がほとんど参入しない
ニッチ（大企業がターゲットにしないような小さな市場。潜在的
にはニーズがあるがビジネスの対象として考えられないような
分野）な部分で勝負させてもらっています。昔は商社が輸入し
た輸入品の「ローバル」を販売していましたが、輸送料などでコ
スト的に合わないこともあり、亜鉛を使ったさび止め塗料を国
産で製造できるのではないか？と考えていましたところ、輸入
契約満了にともない国産化に切り替え、今日に至っています。
　我社は、「刷毛で塗れる亜鉛めっき・塗る常温亜鉛めっき」と
して、お客様に支持され周知されておりますが、我社の特色とし
て営業部はありますが営業マンがいません。「我社の商品を
買って下さい。」と全国の量販店を回り注文を聞いたり、新商品
の案内も一切やっていません。女性の社員が宛名書きをし、ダ
イレクトメールで宣伝をしてきただけであります。人数を増やさ
ずに「ローバル」を周知し、注文の電話が入ると代理店に連絡
するということを繰り返した結果、口コミのみで広がりました。
本当にありがたいことです。昔は、代理店を通しての販売で、直
接販売することは、ほとんどありませんでした。
　そして、塗料販売店は800社、その内500社が稼働していまし
た。しかし、近年のＤＩＹブームなど、時代の変化の中、塗料販
売店は押されてきています。我社の製品も工具専門商社や工具
通販などに、代理店経由で置いてもらえるようになり、時代の
流れに沿って変化してきたことを実感しております。
　私は、工業大学を卒業後に架線金具の製造・販売会社に技
術屋として働いていましたが、将来は会社を継ぐために父親

（田中 徳松）に呼ばれ、昭和49年に25歳で我社に入社すること
になりました。当時は社員が20名足らずで、大学卒がいません
でしたし、職人とダイレクトメールの宛名書きをする女性がいた
だけでありました。

　忘れもしません。入社してから十数年程過ぎたある日、社員旅
行の特急電車の車内で、本当に突然のことですが、「社名を変
更しよう」と思い立ちました。そして、「『東洋防錆工業株式会
社』より『ローバル株式会社』に変更すれば覚え易いのではない
か、デザインも変えるとスマートになり今の時代に合っているの
ではないか」と考え、会社を生まれ変わらせようと、1991年（平
成3年）に社名変更し、更に私が代表取締役になりました。実際
に、社名変更後は塗料販売店から「ローバルはローバル㈱に注
文する。と教えると新入社員が覚え易い。」と喜ばれました。
　そして、ローバル㈱に社名変更してからは、売上げ目標を立
てました。コーポレートアイデンティティ（企業の個性・特徴を
明確に指示し、イメージの統一を図るための戦略）の考え方の
下、社員には講習会に参加させたり役職を付けたりしました
し、販売店やユーザーにも「東洋防錆工業㈱とは違う“ローバ
ル”を売っていこう。」という努力を重ねた結果、7年間で売上を
2倍にしましたが、そこから10年、20年くらいは、多少前後はする
ものの大差ない状態が続きました。そこで、マンネリを打破する
ために社長交代を決断し、3年前に息子（田中 孝篤）が代表取
締役に、私が取締役会長に就任することになりました。やはり
時代の流れに沿って「変化」していく事が大切です。

☆ こだわり・大切なもの
　品質が命です。品質を落として価格を下げてほしいと言う声
はありましたが、品質へのこだわりは曲げる訳にはいきません。
大切なものは、お客様からの信頼でありますので、それも品質
にこだわってこそだという考えでいます。

☆ 夢
　「ローバル」という商品に惚れています。これを世界に広めた
いという思いでいます。しかし、日本からの輸出はコスト的に合
いません。その為、平成15年に「上海ローバル有限公司（株式会
社）」を設立し、そこで製造したものを中国マーケットと、そこか
ら世界に広めていくことにしました。
　しかし、近年、中国情勢も大きく変わりつつあり、環境問題な
どにより化学物質に対しての基準が年々厳しくなっていますの
で、いつまで上海での製造と市場が維持できるかどうかという
ところであります。

☆ 誇れるもの
　社員と商品が誇りです。社員はみんな頑張ってくれています
ので、同業の何処の会社と比べても引けを取らないと思ってお
ります。

☆ 「税」について
　黒字を出して、喜んでしっかりと税金を支払わせていただき
たいという考えでいますし、その為に会社としても頑張っていき
たいと思います。

プロフィール
　昭和24年1月生まれのＯ型。趣味はゴル
フ。座右の銘は哲学者、西田 幾多郎と武
者小路実篤の合作で「人は人、吾はわれ
也、されど仲良き」。姫路工業大学卒業後、
架線金具の製造・販売会社に就職、昭和
49年東洋防錆工業所（現 ローバル㈱）へ
入社。平成3年に代表取締役に就任。家族
は現在夫人と二人暮らし。

『新しいモノ作り・価値作りにチャレンジし、
　　時代の流れに沿って変化していきます』

田 中  　有  氏

ローバル株式会社  取締役会長

ローバルプロダクト株式会社
（枚方納税協会会員）代表取締役

　前半は、枚方税務署 資産課税 第一部門 大谷統括官
を講師として迎え、『贈与税・相続税の基礎知識』をテー
マに説明をしていただきました。協会が作成している小冊
子を基に、基礎的な計算方法から改正された点について
詳しく説明していただきました。また、例を用いて実際に
贈与税・相続税の計算を行って下さったため参加された
方々の理解がとても深まったように感じました。
　後半は、枚方税務署 法人課税 第一部門 岩本統括官
を講師として迎え、10 月より消
費税率が 10％引上げされるのに
伴い導入される『軽減税率制度』
について、詳しく説明していた
だきました。制度が複雑である
ということや、開始まで４ヶ月を
きっているということもあり、毎
回の参加者以上の方々がご参加

くださり皆様、とても熱心に受講されていたと感じました。

　軽減税率制度の説明会は、税務署においても、納税
協会においても重要なテーマであり、今後も枚方税務署
と共催で随時、開催する予定であります。この説明会は
制度を知る良い機会になると思いますので今後、開催さ
れる説明に、是非ご参加下さい。

６月 14 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。

　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1日から5日間、近畿税理士会枚方支部
所属の杉本先生を講師に、「パソコン会計教室」は、7月11日・12日の2日間で、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、協会独自のテキストを使い、取引の発生時から決算書を仕上げるまでの帳簿作成の一連の流
れに沿って、実際に仕訳伝票の作成や転記などを行い、より実務に近い形で講義が進められました。
　初めての方々を対象としているため、講師の先生が語句の説明や科目の使い方など、基礎から丁寧に説明して
下さり、また難しい決算書の作成の仕方も、問題集を用いてわかりやすく解説していただきました。
　受講者の方々は、講義中だけではなく、講義前や講義後にも質問をされていて、とても熱心に取り組んでおられ、アンケートでは「簿
記のさわりが理解できた」「とても質問しやすかった」「さらに学びを深めたい」など、皆様大変満足された様子の意見が寄せられました。
　受講最終日には、「修了証」が先生から手渡され、５日間の簿記教室は終了いたしました。

　パソコン会計教室は、簿記教室に引き続いての開講で、納税協会推奨ソフト・ソ
リマチの『会計王１９』を、使用したパソコンによる日々の記帳から、決算書の作成、次年度
処理までを習得する講義でした。
　少人数で行うため気軽に質問しやすく、２人体制で講師の先生が受講者の方々を指導して
くださるので、操作に戸惑っていたり、速さについていけていなくても、声を掛けてくださる

ため、皆様よく理解されながら受講されていたと思います。
　簿記教室を受講された方で引き続き、パソコン会計教室
を受講される方も中にはおられ、簿記の基礎を理解された
上で受講されているので、会計ソフトの便利さを実感され
ていました。どちらも受講されるとさらに理解が深まると思
いますので、今後参加を予定される方は、簿記教室とパソ
コン会計教室の両方を受講されることを、お勧め致します。

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

簿記教室簿記教室

＊インタビューの感想
　会社を発足した当時からの英国製「ＲＯＶＡＬ」の販売に始ま
り、国産化、社名変更、代表者交代、上海進出と時代の流れに
沿って様々な事があったことと思いますが、目標通りに業績を伸
ばされ、その後は新しい風を吹き込むための決断（息子さんと代
表者交代）をされるなど、これから先も100年続く会社にして行く
ために、大変であったことと思います。笑顔の素敵な温和なイ
メージの会長様でありますが、「トップとしての発想力、判断力、
決断力、応用力を兼ね備えた方なんだろうなぁ。」とインタビュー
中に勝手に想像していました。（きっとそうだと思います。）

パソコン会計教室パソコン会計教室

の

『贈与税・相続税の基礎知識』『消費税の軽減税率制度について』
情報税 セミナー

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

⑷　令和元年８月５日 令和元年８月５日　⑸三　　十　　石　　船 第　１９４　号 三　　十　　石　　船第　１９４　号



所　在　地 ローバル株式会社
   本 社・経 理 部　大阪市中央区北浜1－1－21
   営業部・交野工場　交野市幾野6－41－1
 ローバルプロダクト株式会社
  （原材料購入・製造のみ）　交野市幾野6－41－1
事 業 内 容 特殊さび止め塗料の製造・販売
創業年月日 昭和30年7月15日（東洋防錆工業所）
設立年月日 昭和36年1月 6 日（東洋防錆工業 株式会社）
資　本　金 1,500万円
従 業 員 数 26名

☆ 会社の特色について
　我社は、1955年（昭和30年）から60年以上の長きに亘り、「さ
び止め塗料と言えばローバル」と言われる、常温亜鉛めっき

「ローバル」を造り続けてきました。他社がほとんど参入しない
ニッチ（大企業がターゲットにしないような小さな市場。潜在的
にはニーズがあるがビジネスの対象として考えられないような
分野）な部分で勝負させてもらっています。昔は商社が輸入し
た輸入品の「ローバル」を販売していましたが、輸送料などでコ
スト的に合わないこともあり、亜鉛を使ったさび止め塗料を国
産で製造できるのではないか？と考えていましたところ、輸入
契約満了にともない国産化に切り替え、今日に至っています。
　我社は、「刷毛で塗れる亜鉛めっき・塗る常温亜鉛めっき」と
して、お客様に支持され周知されておりますが、我社の特色とし
て営業部はありますが営業マンがいません。「我社の商品を
買って下さい。」と全国の量販店を回り注文を聞いたり、新商品
の案内も一切やっていません。女性の社員が宛名書きをし、ダ
イレクトメールで宣伝をしてきただけであります。人数を増やさ
ずに「ローバル」を周知し、注文の電話が入ると代理店に連絡
するということを繰り返した結果、口コミのみで広がりました。
本当にありがたいことです。昔は、代理店を通しての販売で、直
接販売することは、ほとんどありませんでした。
　そして、塗料販売店は800社、その内500社が稼働していまし
た。しかし、近年のＤＩＹブームなど、時代の変化の中、塗料販
売店は押されてきています。我社の製品も工具専門商社や工具
通販などに、代理店経由で置いてもらえるようになり、時代の
流れに沿って変化してきたことを実感しております。
　私は、工業大学を卒業後に架線金具の製造・販売会社に技
術屋として働いていましたが、将来は会社を継ぐために父親

（田中 徳松）に呼ばれ、昭和49年に25歳で我社に入社すること
になりました。当時は社員が20名足らずで、大学卒がいません
でしたし、職人とダイレクトメールの宛名書きをする女性がいた
だけでありました。

　忘れもしません。入社してから十数年程過ぎたある日、社員旅
行の特急電車の車内で、本当に突然のことですが、「社名を変
更しよう」と思い立ちました。そして、「『東洋防錆工業株式会
社』より『ローバル株式会社』に変更すれば覚え易いのではない
か、デザインも変えるとスマートになり今の時代に合っているの
ではないか」と考え、会社を生まれ変わらせようと、1991年（平
成3年）に社名変更し、更に私が代表取締役になりました。実際
に、社名変更後は塗料販売店から「ローバルはローバル㈱に注
文する。と教えると新入社員が覚え易い。」と喜ばれました。
　そして、ローバル㈱に社名変更してからは、売上げ目標を立
てました。コーポレートアイデンティティ（企業の個性・特徴を
明確に指示し、イメージの統一を図るための戦略）の考え方の
下、社員には講習会に参加させたり役職を付けたりしました
し、販売店やユーザーにも「東洋防錆工業㈱とは違う“ローバ
ル”を売っていこう。」という努力を重ねた結果、7年間で売上を
2倍にしましたが、そこから10年、20年くらいは、多少前後はする
ものの大差ない状態が続きました。そこで、マンネリを打破する
ために社長交代を決断し、3年前に息子（田中 孝篤）が代表取
締役に、私が取締役会長に就任することになりました。やはり
時代の流れに沿って「変化」していく事が大切です。

☆ こだわり・大切なもの
　品質が命です。品質を落として価格を下げてほしいと言う声
はありましたが、品質へのこだわりは曲げる訳にはいきません。
大切なものは、お客様からの信頼でありますので、それも品質
にこだわってこそだという考えでいます。

☆ 夢
　「ローバル」という商品に惚れています。これを世界に広めた
いという思いでいます。しかし、日本からの輸出はコスト的に合
いません。その為、平成15年に「上海ローバル有限公司（株式会
社）」を設立し、そこで製造したものを中国マーケットと、そこか
ら世界に広めていくことにしました。
　しかし、近年、中国情勢も大きく変わりつつあり、環境問題な
どにより化学物質に対しての基準が年々厳しくなっていますの
で、いつまで上海での製造と市場が維持できるかどうかという
ところであります。

☆ 誇れるもの
　社員と商品が誇りです。社員はみんな頑張ってくれています
ので、同業の何処の会社と比べても引けを取らないと思ってお
ります。

☆ 「税」について
　黒字を出して、喜んでしっかりと税金を支払わせていただき
たいという考えでいますし、その為に会社としても頑張っていき
たいと思います。

プロフィール
　昭和24年1月生まれのＯ型。趣味はゴル
フ。座右の銘は哲学者、西田 幾多郎と武
者小路実篤の合作で「人は人、吾はわれ
也、されど仲良き」。姫路工業大学卒業後、
架線金具の製造・販売会社に就職、昭和
49年東洋防錆工業所（現 ローバル㈱）へ
入社。平成3年に代表取締役に就任。家族
は現在夫人と二人暮らし。

『新しいモノ作り・価値作りにチャレンジし、
　　時代の流れに沿って変化していきます』

田 中  　有  氏

ローバル株式会社  取締役会長

ローバルプロダクト株式会社
（枚方納税協会会員）代表取締役

　前半は、枚方税務署 資産課税 第一部門 大谷統括官
を講師として迎え、『贈与税・相続税の基礎知識』をテー
マに説明をしていただきました。協会が作成している小冊
子を基に、基礎的な計算方法から改正された点について
詳しく説明していただきました。また、例を用いて実際に
贈与税・相続税の計算を行って下さったため参加された
方々の理解がとても深まったように感じました。
　後半は、枚方税務署 法人課税 第一部門 岩本統括官
を講師として迎え、10 月より消
費税率が 10％引上げされるのに
伴い導入される『軽減税率制度』
について、詳しく説明していた
だきました。制度が複雑である
ということや、開始まで４ヶ月を
きっているということもあり、毎
回の参加者以上の方々がご参加

くださり皆様、とても熱心に受講されていたと感じました。

　軽減税率制度の説明会は、税務署においても、納税
協会においても重要なテーマであり、今後も枚方税務署
と共催で随時、開催する予定であります。この説明会は
制度を知る良い機会になると思いますので今後、開催さ
れる説明に、是非ご参加下さい。

６月 14 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。

　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1日から5日間、近畿税理士会枚方支部
所属の杉本先生を講師に、「パソコン会計教室」は、7月11日・12日の2日間で、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、協会独自のテキストを使い、取引の発生時から決算書を仕上げるまでの帳簿作成の一連の流
れに沿って、実際に仕訳伝票の作成や転記などを行い、より実務に近い形で講義が進められました。
　初めての方々を対象としているため、講師の先生が語句の説明や科目の使い方など、基礎から丁寧に説明して
下さり、また難しい決算書の作成の仕方も、問題集を用いてわかりやすく解説していただきました。
　受講者の方々は、講義中だけではなく、講義前や講義後にも質問をされていて、とても熱心に取り組んでおられ、アンケートでは「簿
記のさわりが理解できた」「とても質問しやすかった」「さらに学びを深めたい」など、皆様大変満足された様子の意見が寄せられました。
　受講最終日には、「修了証」が先生から手渡され、５日間の簿記教室は終了いたしました。

　パソコン会計教室は、簿記教室に引き続いての開講で、納税協会推奨ソフト・ソ
リマチの『会計王１９』を、使用したパソコンによる日々の記帳から、決算書の作成、次年度
処理までを習得する講義でした。
　少人数で行うため気軽に質問しやすく、２人体制で講師の先生が受講者の方々を指導して
くださるので、操作に戸惑っていたり、速さについていけていなくても、声を掛けてくださる

ため、皆様よく理解されながら受講されていたと思います。
　簿記教室を受講された方で引き続き、パソコン会計教室
を受講される方も中にはおられ、簿記の基礎を理解された
上で受講されているので、会計ソフトの便利さを実感され
ていました。どちらも受講されるとさらに理解が深まると思
いますので、今後参加を予定される方は、簿記教室とパソ
コン会計教室の両方を受講されることを、お勧め致します。

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

簿記教室簿記教室

＊インタビューの感想
　会社を発足した当時からの英国製「ＲＯＶＡＬ」の販売に始ま
り、国産化、社名変更、代表者交代、上海進出と時代の流れに
沿って様々な事があったことと思いますが、目標通りに業績を伸
ばされ、その後は新しい風を吹き込むための決断（息子さんと代
表者交代）をされるなど、これから先も100年続く会社にして行く
ために、大変であったことと思います。笑顔の素敵な温和なイ
メージの会長様でありますが、「トップとしての発想力、判断力、
決断力、応用力を兼ね備えた方なんだろうなぁ。」とインタビュー
中に勝手に想像していました。（きっとそうだと思います。）

パソコン会計教室パソコン会計教室

の

『贈与税・相続税の基礎知識』『消費税の軽減税率制度について』
情報税 セミナー

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

⑷　令和元年８月５日 令和元年８月５日　⑸三　　十　　石　　船 第　１９４　号 三　　十　　石　　船第　１９４　号



● 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

（2019 年４月１日から 2020 年３月３１日まで）
令和元年度事業計画

　最近、巷では少しブームになっている“お城”についてみてみ
よう。枚方市、寝屋川市、交野市三市内にお城？あったかなあ？
一般的に市民が身近に感じているお城は、この程度の認識か
もしれない。年代を追って調べてみよう。まず、室町時代のお城
から。
1.天王畑城（打田城）
築城　南北朝期  建武3年（1336年）、普賢寺土佐守楢盛によ
り京田辺市天王と枚方市穂谷の境界山頂部に築城された。
1485年（文明17年）、犬田城の
戦いに勝利した後のこと、畠山
義就の大将・斉藤彦次郎が入
城、1558年（永禄元年）、将軍義
輝より城番下知の教書が下さ
れた。この222年間、この地に
城が存在したのである。このこ
ろから、山城国一揆が勃発する
ことになる。
2.犬田城（いんだじょう）
築城　室町時代  現在の枚方
市印田町にあったとされる丘城。
以前に「枚方と応仁の乱のかか
わりあい」というようなテーマ
で、本紙に掲載したことがある
犬田城である。畠山義就と畠山
政長（従弟）の家督争いが、この地で終結した1483年9月26
日落城の「犬田城の戦い」である。室町幕府は義就から守護
職を取り上げ、政長を任命していたが、反逆者のままで、赦免
されていない義就が領有し、幕府の度重なる義就への追討
令も効なく終わった。しかしこの義就が勝利した「犬田城の
戦い」が、応仁元年（1467年）から16年にも及ぶ「応仁・文明
の乱」が終結する足がかりの一つであったとも言える。
3.交野城（私部城）
築城　1352年（文和元年）、安見形部充清儀により築城。交
野市役所の北方、交野郵便局の東側一帯に別名 私部城とし
て築かれた。
城主安見清儀は南北朝時代に南朝方として討死した安見清
賢の子である。その後、安見氏は北朝方となり河内国守護
職・畠山氏に従いその重臣となった。戦国時代、安見直政は
飯盛山城主となり、後に守護職の高政を追い出して自ら守護
代を称し威勢を誇った。
しかし高政を支援した三好長慶に攻められ、高屋城（羽曳野
市）から飯盛山城、そして大和国へと退いた。
1560年（永禄3年）、安見直政は三好長慶の河内進出を懸念
した畠山高政に呼び戻され、再び交野城主となった。が、三

好長慶の怒りを買い、高政の居城、高屋城を攻め、後詰めの
安見の軍勢も破り、高政と直政を河内から追放した。
織田信長が、その台頭により河内を治めるとその一部が畠山
昭隆に与えられ、重臣の安見直政は再び交野城主となった。
4.津田城（国見山城）

築城　1490年（延徳2年）、津田周
防守正信が築城。
国見山の山頂に築かれた山城で、
別名を国見山城とも言う。
正信の墓所は、城へ向かう住宅地
の中にあり、墓碑は比較的新しい
ものだ。
正信は楠木一族とされているが、3

代目津田正明の時、飯盛山城の三好長慶について北河内の
三好勢の一大勢力となった。跡継ぎとなった正時の時、家臣
団が強固でなく内部からの反発を受けたものの、三好三人衆
と松永久秀に分裂した主君の三好氏だが、正時は久秀方に
ついた為、三好義継によって城を攻め落とされた。後、三好氏
に許され津田城に入城はできたものの、強大なる敵・織田信
長が、1575年（天正3年）、津田城を攻撃、わずか4時間で落城
したそうな。今考えられる期待されるようなお城ではなかっ
たようだ。
5.本丸山城
築城　1572年（元亀3年）
頃？ 枚方市津田山手1丁目
津田城落城の後、牢入後、
津田正時が豊臣秀吉に赦
免されて再び旧領に戻り、
築いた丘城。
1582年（天正10年）、津田城を攻め落とした信長を本能寺で
討った明智光秀に呼応し、光秀に従ったものの、山崎の戦い
で敗れて再び没落に至った。
6.枚方城
築城　現枚方小学校付近が推定値である。百済王氏の子孫
で、豊臣秀吉に仕えた本多内膳正政康が城主である。政康
の娘が秀吉の妾「乙御前」となり、栄華を極めた。
ところが、豊臣の盛衰に同調し、大坂冬の陣（1614年）の前
年、徳川方により陥落したが、大坂夏の陣（1615年）で大阪城
落城の後、枚方城は廃城となった。
枚方城の付近に、秀吉が1595年（文禄4年）に築いた「御茶
屋御殿」に、乙御前が住まいしたが、その名残が残る。
この御茶屋御殿は、淀川を見渡すことができ、その風光明媚
さと軍事的な要所としてか、幕府公用の施設となり、徳川将
軍も重用され、2代将軍・秀忠、3代将軍・家光が逗留してお
り、その家光は、秀吉が建てた大茶殿の脇に、桁行5間、梁
行3間の新たな御殿を檜皮葺きにて新築したという。1679
年（延宝7年）7月1日に起こった火災にて全焼してしまった。

　室町、南北朝という戦国時代のお城は、いずれも今考えられ
るお城といえる代物ではなかったと考えられ、砦の域を超えな
いもののようにも思われる。
　以上のように、三市内にはお城といえるものが6ヶ所あり、お
城ではないが、お城と同様の装備を要する建物として、陣屋と
呼ばれるものがあり、渚陣屋、長尾陣屋そして交野代官所、本
紙にてすでに紹介
した楠葉台場があ
る。それと外敵から
守るために結束を
高めた枚方寺内町
と招提寺内町もそ
の一つといえる。紙
面の都合で、またの
機会にご紹介をし
たい。

　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。
　総会終了後、青色申告促進部会萱島地区長、納税貯蓄
組合連合会理事の鍵谷弥公様に、枚方税務署長様から「適
正な申告納税の推進」「納税道義の高揚」等に多大な功績
を残された方として感謝状の贈呈が行われました。
　また、ご都合により出席できなかった青色促進部会寝屋
川第４副地区長の山﨑周久様には、後日に枚方税務署長
様から感謝状が贈呈されました。

個人事業税の第１期分の納期限は９月２日（月曜日）です。
納期限までに納めましょう！
※第２期分は12月2日（月）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

令和元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送付しております（口座振替ご利用の方を除きます。）
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。
■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。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付することができます。

■「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。

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！

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、MMK設置店  (五十音順)
※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。

府税事務所からのお知らせ

地域の歴史地域の歴史
“地域の窓”シリーズ

“地域のお城”
こんなお城　あったかな？

広報委員会  編

交野城（私部城）跡 地域のお城　配置

本丸山城跡（津田山手）

津田城（国見山城）

天王畑城跡（打田城）

犬田城（いんだ）と読む（この付近？）

⑹　令和元年８月５日 令和元年８月５日　⑺三　　十　　石　　船 第　１９４　号 三　　十　　石　　船第　１９４　号



● 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

（2019 年４月１日から 2020 年３月３１日まで）
令和元年度事業計画

　最近、巷では少しブームになっている“お城”についてみてみ
よう。枚方市、寝屋川市、交野市三市内にお城？あったかなあ？
一般的に市民が身近に感じているお城は、この程度の認識か
もしれない。年代を追って調べてみよう。まず、室町時代のお城
から。
1.天王畑城（打田城）
築城　南北朝期  建武3年（1336年）、普賢寺土佐守楢盛によ
り京田辺市天王と枚方市穂谷の境界山頂部に築城された。
1485年（文明17年）、犬田城の
戦いに勝利した後のこと、畠山
義就の大将・斉藤彦次郎が入
城、1558年（永禄元年）、将軍義
輝より城番下知の教書が下さ
れた。この222年間、この地に
城が存在したのである。このこ
ろから、山城国一揆が勃発する
ことになる。
2.犬田城（いんだじょう）
築城　室町時代  現在の枚方
市印田町にあったとされる丘城。
以前に「枚方と応仁の乱のかか
わりあい」というようなテーマ
で、本紙に掲載したことがある
犬田城である。畠山義就と畠山
政長（従弟）の家督争いが、この地で終結した1483年9月26
日落城の「犬田城の戦い」である。室町幕府は義就から守護
職を取り上げ、政長を任命していたが、反逆者のままで、赦免
されていない義就が領有し、幕府の度重なる義就への追討
令も効なく終わった。しかしこの義就が勝利した「犬田城の
戦い」が、応仁元年（1467年）から16年にも及ぶ「応仁・文明
の乱」が終結する足がかりの一つであったとも言える。
3.交野城（私部城）
築城　1352年（文和元年）、安見形部充清儀により築城。交
野市役所の北方、交野郵便局の東側一帯に別名 私部城とし
て築かれた。
城主安見清儀は南北朝時代に南朝方として討死した安見清
賢の子である。その後、安見氏は北朝方となり河内国守護
職・畠山氏に従いその重臣となった。戦国時代、安見直政は
飯盛山城主となり、後に守護職の高政を追い出して自ら守護
代を称し威勢を誇った。
しかし高政を支援した三好長慶に攻められ、高屋城（羽曳野
市）から飯盛山城、そして大和国へと退いた。
1560年（永禄3年）、安見直政は三好長慶の河内進出を懸念
した畠山高政に呼び戻され、再び交野城主となった。が、三

好長慶の怒りを買い、高政の居城、高屋城を攻め、後詰めの
安見の軍勢も破り、高政と直政を河内から追放した。
織田信長が、その台頭により河内を治めるとその一部が畠山
昭隆に与えられ、重臣の安見直政は再び交野城主となった。
4.津田城（国見山城）

築城　1490年（延徳2年）、津田周
防守正信が築城。
国見山の山頂に築かれた山城で、
別名を国見山城とも言う。
正信の墓所は、城へ向かう住宅地
の中にあり、墓碑は比較的新しい
ものだ。
正信は楠木一族とされているが、3

代目津田正明の時、飯盛山城の三好長慶について北河内の
三好勢の一大勢力となった。跡継ぎとなった正時の時、家臣
団が強固でなく内部からの反発を受けたものの、三好三人衆
と松永久秀に分裂した主君の三好氏だが、正時は久秀方に
ついた為、三好義継によって城を攻め落とされた。後、三好氏
に許され津田城に入城はできたものの、強大なる敵・織田信
長が、1575年（天正3年）、津田城を攻撃、わずか4時間で落城
したそうな。今考えられる期待されるようなお城ではなかっ
たようだ。
5.本丸山城
築城　1572年（元亀3年）
頃？ 枚方市津田山手1丁目
津田城落城の後、牢入後、
津田正時が豊臣秀吉に赦
免されて再び旧領に戻り、
築いた丘城。
1582年（天正10年）、津田城を攻め落とした信長を本能寺で
討った明智光秀に呼応し、光秀に従ったものの、山崎の戦い
で敗れて再び没落に至った。
6.枚方城
築城　現枚方小学校付近が推定値である。百済王氏の子孫
で、豊臣秀吉に仕えた本多内膳正政康が城主である。政康
の娘が秀吉の妾「乙御前」となり、栄華を極めた。
ところが、豊臣の盛衰に同調し、大坂冬の陣（1614年）の前
年、徳川方により陥落したが、大坂夏の陣（1615年）で大阪城
落城の後、枚方城は廃城となった。
枚方城の付近に、秀吉が1595年（文禄4年）に築いた「御茶
屋御殿」に、乙御前が住まいしたが、その名残が残る。
この御茶屋御殿は、淀川を見渡すことができ、その風光明媚
さと軍事的な要所としてか、幕府公用の施設となり、徳川将
軍も重用され、2代将軍・秀忠、3代将軍・家光が逗留してお
り、その家光は、秀吉が建てた大茶殿の脇に、桁行5間、梁
行3間の新たな御殿を檜皮葺きにて新築したという。1679
年（延宝7年）7月1日に起こった火災にて全焼してしまった。

　室町、南北朝という戦国時代のお城は、いずれも今考えられ
るお城といえる代物ではなかったと考えられ、砦の域を超えな
いもののようにも思われる。
　以上のように、三市内にはお城といえるものが6ヶ所あり、お
城ではないが、お城と同様の装備を要する建物として、陣屋と
呼ばれるものがあり、渚陣屋、長尾陣屋そして交野代官所、本
紙にてすでに紹介
した楠葉台場があ
る。それと外敵から
守るために結束を
高めた枚方寺内町
と招提寺内町もそ
の一つといえる。紙
面の都合で、またの
機会にご紹介をし
たい。

　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。
　総会終了後、青色申告促進部会萱島地区長、納税貯蓄
組合連合会理事の鍵谷弥公様に、枚方税務署長様から「適
正な申告納税の推進」「納税道義の高揚」等に多大な功績
を残された方として感謝状の贈呈が行われました。
　また、ご都合により出席できなかった青色促進部会寝屋
川第４副地区長の山﨑周久様には、後日に枚方税務署長
様から感謝状が贈呈されました。

個人事業税の第１期分の納期限は９月２日（月曜日）です。
納期限までに納めましょう！
※第２期分は12月2日（月）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

令和元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送付しております（口座振替ご利用の方を除きます。）
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。
■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。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付することができます。

■「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。

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！

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、MMK設置店  (五十音順)
※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。

府税事務所からのお知らせ

地域の歴史地域の歴史
“地域の窓”シリーズ

“地域のお城”
こんなお城　あったかな？

広報委員会  編

交野城（私部城）跡 地域のお城　配置

本丸山城跡（津田山手）

津田城（国見山城）

天王畑城跡（打田城）

犬田城（いんだ）と読む（この付近？）

⑹　令和元年８月５日 令和元年８月５日　⑺三　　十　　石　　船 第　１９４　号 三　　十　　石　　船第　１９４　号



■■■ 税務署からのお知らせ ■■■

⑻　令和元年８月５日 令和元年８月５日　⑼三　　十　　石　　船 第　１９４　号 三　　十　　石　　船第　１９４　号



■■■ 税務署からのお知らせ ■■■

⑻　令和元年８月５日 令和元年８月５日　⑼三　　十　　石　　船 第　１９４　号 三　　十　　石　　船第　１９４　号



８月
・元年度分の個人事業税の納付
　（第一期分） （9月2日まで）
・個人の府民税及び市民税の納付
　（第二期分） （9月2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 （9月2日まで）
・元年分個人事業者の消費税の中間申告

と納付 （9月2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 （9月30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）

税 の こ よ み
地区
枚１
管轄外
枚３
交１
寝２
寝４

会  社  名
　 新 明
㈱ 創 進 建 装
㈱ チナン 商 事
ハーツ建 設 ㈱
㈱ ぽ ぷ ら
㈱ リ ク レ ア

所 　 在 　 地
枚方市伊加賀栄町
守口市金田町
枚方市磯島北町
交野市星田
寝屋川市川勝町
寝屋川市大利町

地区
税理士
本部
本部
税理士
本部
本部
本部
本部

氏 　 名
駕田　　進
佐藤　明孝
新地　真樹
杉本　隆志
茶屋　祐輔
濱崎　政孝
肱岡　政子
古川　修一

所 　 在 　 地
枚方市牧野本町
枚方市甲斐田新町
枚方市走谷
寝屋川市末広町
枚方市楠葉花園町
寝屋川市緑町
寝屋川市点野
枚方市南船橋

今年も納税協会・納税貯蓄組合では、
枚方まつり2019
8月24日（土）
　 25日（日）
に、枚方市役所・枚方市民会館周辺
で税金コーナーを出店いたします。

　毎年、会員の皆様にご参加いただいております「ＮＫメンバーズツアー」、今年は新緑時
期の信州めぐる２泊３日の旅でした。
　日本を代表するクラッシックホテルの「万平ホテル」、長野県の自然と美食が楽しめる

「しなの鉄道 ろくもん」、白糸の滝、善光寺や上田城などの歴史街道をめぐり、見所いっぱ
いのコースを堪能しました。

※7月10日付で枚方税務署の人事異動が行われました。西村署長様はご留任され、松村副署長様が退官、松尾副署長様が離任されました。2年目を
　迎えられた署長様のごあいさつや、松村・松尾副署長様の退官、離任のごあいさつ、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。

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
令和元年9月4日（水）
優秀作品には賞状と記念品を贈呈

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
令和元年9月5日（木）必着
優秀作品には賞状と記念品を贈呈

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。

についての
作文募集のお知らせ

中学生
高校生

今年も開催します！！

午後

終日

是非、お子さんやお孫さんと
　　一緒に、遊びに来てください。

税税税税

中学生の作文 高校生の作文

応募資格
中学生であれば、
どなたでも可

テーマ
内容が税に関すること

応募字数
1200字以内

応募資格
高校生であれば、
どなたでも可

テーマ
税の意義と役割に
ついて考えたこと

応募字数
800字以上～1200字
以内

※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。

応募方法応募方法

提 出 先
（送付先）

表　　彰

締 切 日

提 出 先
（送付先）

表　　彰

締 切 日

新入会員のご紹介（法人）

新入会員のご紹介（個人）

枚方納税協会　枚方納税貯蓄組合

枚方まつり2019
広報キャンペーン
枚方まつり2019
広報キャンペーン
枚方まつり2019
広報キャンペーン

（平成31年4月～
　　　  令和元年6月）

（平成31年4月～
　　　  令和元年6月）

軽井沢と歴史街道をめぐる旅軽井沢と歴史街道をめぐる旅第４回
ＮＫメンバーズツアー

2019年６月９日（日）～11日（火）

⑽　令和元年８月５日 三　　十　　石　　船 第　１９４　号 令和元年８月５日　⑴三　　十　　石　　船第　１９４　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


