
　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「税についての作文」は
国税庁が、それぞれ、中学生・高校生の皆さん
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。今年度は、コ
ロナ禍の大変な状況により、夏休みの短縮や租
税教室の未開催の中、枚方市・寝屋川市・交野
市の中学校から2,572編、高等学校から784編の応
募をいただき、選考審査を経て優秀作文が選考
され、それぞれの賞が決定いたしました。
　本来ならば作文表彰式において、それぞれの賞
に表彰状と副賞が贈呈されますところ、今年度は
表彰式が中止となり、各学校との相談により、他
の方法を取らせていただく予定であります。
　各賞を受賞される皆さんは、右記のとおりです。

令和２年度
中学生・高校生の作文  審査結果（敬称略）

地区
枚６

会　社　名
㈱太陽機械製作所

新入会員のご紹介（法人）
（令和２年７月～９月）

所　在　地
枚方市春日野

地区
本　部
本　部

氏　　　名
岡 部 満 明
水 嶋 啓 子

所　在　地
枚方市藤阪東町
枚方市楠葉花園町

新入会員のご紹介（個人）
（令和２年７月～９月）

税 の こ よ み
11月 ･所得税及び復興特別所得税の予定納

税額（2期分）の納付    （11月30日まで）
･9月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付　　   （11月30日まで）

･3月末決算法人の法人税及び消費税の
中間申告と納付　　   （11月30日まで）

･消費税（個人）の中間申告と納付
（11月30日まで）

･個人事業税（第2期分）の納付
　　　　　　　　　　  （11月30日まで）

12月 ･給与所得者の年末調整
（本年最後の給与の支払をする時）

･消費税簡易課税制度選択届出書等
　（個人）　　　　　　  （12月31日まで）

１月 ･10月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付　　　   （1月4日まで）

･4月末決算法人の法人税及び消費税の
中間申告と納付　　 （1月4日まで）

･納期特例（7月～12月）源泉所得税の納付
　　　　　　　　　 （1月20日まで）
･11月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付            （2月1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            （2月1日まで）

･法定調書等の提出       （2月1日まで）

＜中学生＞
近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞
　枚方楠葉中 古川　　桜 
　関西創価中 藤野美紀子

納税貯蓄組合大阪府総連合会会長賞
　寝屋川第十中 八木田春花
　寝屋川第十中 今村　月乃
　枚方枚方中 宮原　麻衣

納税貯蓄組合大阪府総連合会優秀賞
　枚方第一中 赤橋　未桜
　交野第一中 川端　苺咲

枚方税務署長賞
　枚方中宮中 山田　成留
　寝屋川第六中 柳井　彩花

枚方市長賞
　枚方第三中 山西　瑚雪

寝屋川市長賞
寝屋川友呂岐中 藤本　優希

交野市長賞
　交野第一中 平山さくら

大阪府北河内府税事務所長賞
　関西創価中 桐谷　直仁

北大阪商工会議所会頭賞
　枚方第二中 麓　　桃佳

枚方税務署管内租税教育推進
協議会会長賞

香里ヌヴェール学院中 福田　美咲

近畿税理士会枚方支部長賞
　東海大仰星中 村岡　龍空

公益社団法人枚方納税協会会長賞
　枚方蹉跎中 小寺　奏色

枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　寝屋川中木田中 増田　倫佳

（学校賞）
全国納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立蹉跎中学校
枚方納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立枚方中学校

＜高校生＞
大阪国税局長賞

香里ヌヴェール学院高 関　日南子

枚方税務署長賞
香里ヌヴェール学院高 横井　花音
香里ヌヴェール学院高 松下　あゆ

　関西創価高 春田　恵莉
　常翔啓光学園高 川口　杏平

北大阪商工会議所会頭賞
　関西創価高 小辻柚子花

近畿税理士会枚方支部長賞
香里ヌヴェール学院高 林田　真奈

枚方税務署管内租税教育推進
協議会長賞

香里ヌヴェール学院高 堂見英利奈

枚方納税協会会長賞
香里ヌヴェール学院高 土田　花実

枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　常翔啓光学園高 太田　直弥

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・高校生の皆さん多数の
応募ありがとうございました

税についての作文税についての作文税についての作文
優秀作文が決定！！優秀作文が決定！！優秀作文が決定！！

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　  9,900 円 ２スペース（120mm×90mm）税込　19,800 円

【応募総数】
中学生 2,572編  高校生 784編

　去る、11月13日（金）、交野カントリー倶楽部において秋
季法青会親睦ゴルフコンペを開催いたしました。
　秋の気配が次第に色濃くなり、朝夕めっきり寒くなって
来ました。コロナの第３派が心配される中、表彰式は中止
にさせていただきましたが、ゴルフ好き総勢70名の多数の
参加を得て、楽しくプレーが出来たのではないでしょうか。
　今回は、多田 高明 氏（多田製茶
㈱）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 GROSS ＨＤＣＰ ＮＥＴ

優 勝

準優勝

３位
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５位

多田　高明

轟　　　昇

道廣　友厚

山部　幸次

菊井　和幸

多田製茶㈱

暁金属㈱

道廣税務会計事務所

甲南設備㈱

㈱ＩＦＡ住宅設計室
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法青会ゴルフコンペ法青会ゴルフコンペ

多田 高明 氏

優勝！！優勝！！
（多田製茶㈱）

70名
参加‼

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

⑿ 令和２年１１月２５日 三　　十　　石　　船 第 １９９ 号 令和２年１１月２５日　⑴三　　十　　石　　船第 １９９ 号



（敬称略・五十音順）
令和２年度中学生の「税についての作文」

枚方市立楠葉中学校　３年　古川　桜（ふるかわ　さくら）

関西創価中学校　3 年　藤野 美紀子（ふじの　みきこ）

納税表彰受彰者納税表彰受彰者納税表彰受彰者近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞

　「大丈夫ですか。」
不安で真っ暗だった私の心に希望の光が差し込んでき
た。八月十一日、新型コロナウイルスの影響で三年生最初
で最後の試合となった。試合が終わりしばらく時間がたっ
た時、今までに経験したことのない激しい頭痛と息苦しさ
に襲われた私はそのまま地面に倒れ込んだ。そんな中、本
部の先生の
「救急車、呼びましょうか。」
という声。私は今までに「救急車」というものに乗ったこと
がなかったため、とても不安に思ったと同時にこのまま死ん
でしまうのではないかと怖くなった。救急車はすぐに来てく
れ、氷で首を冷やしながら体温や血圧を測った。救急車の
中は見たことのない機械や装置がたくさんあり、まるで小さ
な病院のようだった。そして言われた言葉は
「熱中症ですね。」
だった。「熱中症」それは聞きなれた言葉だったが、まさか
自分がなってしまうなど思いもしていなかった。
　翌日、日本の救急車の制度について調べてみると、救
急車は一台約三千万円、一回呼ぶと約四万五千円がか
かると分かった。しかし、私はお金を支払ってはいない。で
は、どこから支払われているのだろうか。これがまさに「税
金」だ。日本国憲法第三十条に日本国民は「法律の定め
るところにより、納税の義務を負ふ。」と示されている。国民
の三大義務の一つである納税を一人ひとりがしっかりと果

たしているからこそ、今の暮らしが成り立っている。また、
救急車の中にある医療機器、ガソリン代や救急隊員の給
料…。これら全ての物が私達の納めている税金で賄われ
ていることが分かった。しかし、全ての国の救急車が税金
で動いているわけではない。例えば救急車を呼ぶとニュー
ヨークで五万円、バンクーバーでは六万円など決して安く
はない料金を請求される。現在の日本が救急車を有料化
していないのは利用をためらったため亡くなってしまうとい
う場合を少しでも減らすためだ。貧富の差に関係なく命の
大切さはみんな同じという考えから成り立っている。つまり、
私達の命は税金によって保証されているのだ。しかし、税
金は取られているというイメージを持っている人がたくさん
いる。この制度を維持させるためには、税金について全員
が正しく理解することが必要だ。そして、税金は自分や自
分の大切な人を救うために使われていると考え方を変え
なければならない。
　今回、私は後遺症も残らず元気になれた。税金によって
購入された救急車、そして日本の医療制度があったおか
げだ。今度は私が支える番だ。これからの社会を担ってい
く私達が命を救うという税金の素晴らしい役割を受け継
ぎ、継続させていくためには税金の使われ方に関心を持
ち理解することが大切だ。そのため、自分自身に何ができ
るのかをしっかりと考え税金を納めていきたい。

　二年前、祖母が転倒し、顔と足の骨を折る大けがを
負った。一緒にいた父がすぐに救急車を呼んだため、祖
母はすぐに近くの病院で治療を受けることができたが、病
院に行くのがあと三十分遅れていたら命が危なかったそ
うだ。それを聞いた父は、「迷わずに救急車を呼べるのは
ありがたいなぁ」とつぶやいた。この一言が、私が税金に
対しての意識を大きく変えたきっかけとなる。
　大きなけがをしたときや急激に体調が悪くなったとき、迷
いなく救急車を呼べること。それは世界ではあたりまえで
はないそうだ。他の国では救急車を呼ぶと料金がかかり、
しかもその値段は決して手ごろな価格とはいえない。救急
車を呼ぶことにためらいを感じるのも無理はないだろう。し
かし日本では、救急車は行政サービスの一環とされてお
り、無料で使うことができる。そのお陰で迅速な対応がで
き、たくさんの命が守られてきたのだと思う。
　私はそれと同時に、救急車をタクシー代わりに利用す
る、「税金の無駄遣い」をする人が問題になっていることも
知った。このことから、「日本も救急車の利用を有料化す
べきだ」との声が高まりつつある。もし日本も有料化制度を
取り入れた場合、確かに安易な利用は抑制できるだろう。
しかし、それと同時に本当に必要としている人に経済的な
負担が重くのしかかることになってしまう。この無料で救急
車を利用できる制度を続けていくためにも、救急車は一刻

を争う事態の人が助かるための大切な手段であるとの認
識を持ち、本当に必要な人に税金が使われる社会にして
いきたい。
　あの事故から半年後、祖母は元気に退院することがで
き今も笑顔で過ごしている。もし日本にこのような行政サー
ビスが充実していなかったら、この笑顔は二度と見れな
かったかもしれない。顔も知らないたくさんの人が納めた
税金が、祖母の命を助けてくれた。私はそのことに心から
感謝した。それと同時に、いつもは少し不満を感じながら
払っていた消費税も、この税が誰かの笑顔につながって
いることを知って、なんだか誇らしく感じた。税金は、私たち
一人一人が持っている思いやりの心を目に見える形で届
けてくれる大事なものだったのだ。
　私はまだ中学生だ。税金について深く考える機会はあ
まりない。しかし、私たちは思っている以上に生活の様々な
場面で、税金によって支えられている。身の回りにある税
金の恩恵をあたりまえに感じて過ごすのは、税金を納めて
くれている人に失礼だ。私たちは税金に対して感謝の気
持ちを忘れてはいけないし、今のうちから税の重要性を学
ぶべきだと思う。そして私たちが大人になったとき、納税者
としての誇りをもってしっかりと税を納めていく一人一人に
なりたい。

税金への感謝

命を救ってくれた「税金」
○大阪国税局長納税表彰
　小　林　道　明
　枚方納税協会　前常任理事

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

○枚方税務署長納税表彰

　西　　　康　雄　枚方納税協会　副会長

　安　積　輝　義　枚方納税協会　常任理事

　西　　　美智子　枚方納税協会　理事

（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。

　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】

〇 「税を考える週間」とは…

「税を考える週間」「税を考える週間」

　令和2年度は、お祝いの場であります式典、祝賀会は新
型コロナ感染症の影響により中止となり、表彰を受けられた
4名の方々は、11月9日（月）に枚方税務署におきまして、大
阪国税局長納税表彰は局徴収部宮井次長様、枚方税務署
長納税表彰は網岡署長様から表彰状を授与されました。
　表彰状を授与された後は、税務署長と担当統括官・協
会・納貯組合の役員との少人数でのお祝いを兼ねた昼食
会をさせていただきました。
　また、枚方納税協会長感謝状、枚方納税貯蓄組連合会
感謝状の贈呈につきましては、年初からの各種行事の中止
や延期により、十分な活動が出来ておりませんので、本年
は見送らせていただき、来年以降に表彰させていただくこ
ととなりました。

11月5日  FMひらかたに税務職員が出演
「税を考える週間」をＰＲ 小学生の税についての習字展

三　　十　　石　　船 三　　十　　石　　船⑵　令和２年１１月２５日 令和２年１１月２５日　⑶第　１９９　号 第　１９９　号



（敬称略・五十音順）
令和２年度中学生の「税についての作文」

枚方市立楠葉中学校　３年　古川　桜（ふるかわ　さくら）

関西創価中学校　3 年　藤野 美紀子（ふじの　みきこ）

納税表彰受彰者納税表彰受彰者納税表彰受彰者近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞近畿納税貯蓄組合  総連合会会長賞

　「大丈夫ですか。」
不安で真っ暗だった私の心に希望の光が差し込んでき
た。八月十一日、新型コロナウイルスの影響で三年生最初
で最後の試合となった。試合が終わりしばらく時間がたっ
た時、今までに経験したことのない激しい頭痛と息苦しさ
に襲われた私はそのまま地面に倒れ込んだ。そんな中、本
部の先生の
「救急車、呼びましょうか。」
という声。私は今までに「救急車」というものに乗ったこと
がなかったため、とても不安に思ったと同時にこのまま死ん
でしまうのではないかと怖くなった。救急車はすぐに来てく
れ、氷で首を冷やしながら体温や血圧を測った。救急車の
中は見たことのない機械や装置がたくさんあり、まるで小さ
な病院のようだった。そして言われた言葉は
「熱中症ですね。」
だった。「熱中症」それは聞きなれた言葉だったが、まさか
自分がなってしまうなど思いもしていなかった。
　翌日、日本の救急車の制度について調べてみると、救
急車は一台約三千万円、一回呼ぶと約四万五千円がか
かると分かった。しかし、私はお金を支払ってはいない。で
は、どこから支払われているのだろうか。これがまさに「税
金」だ。日本国憲法第三十条に日本国民は「法律の定め
るところにより、納税の義務を負ふ。」と示されている。国民
の三大義務の一つである納税を一人ひとりがしっかりと果

たしているからこそ、今の暮らしが成り立っている。また、
救急車の中にある医療機器、ガソリン代や救急隊員の給
料…。これら全ての物が私達の納めている税金で賄われ
ていることが分かった。しかし、全ての国の救急車が税金
で動いているわけではない。例えば救急車を呼ぶとニュー
ヨークで五万円、バンクーバーでは六万円など決して安く
はない料金を請求される。現在の日本が救急車を有料化
していないのは利用をためらったため亡くなってしまうとい
う場合を少しでも減らすためだ。貧富の差に関係なく命の
大切さはみんな同じという考えから成り立っている。つまり、
私達の命は税金によって保証されているのだ。しかし、税
金は取られているというイメージを持っている人がたくさん
いる。この制度を維持させるためには、税金について全員
が正しく理解することが必要だ。そして、税金は自分や自
分の大切な人を救うために使われていると考え方を変え
なければならない。
　今回、私は後遺症も残らず元気になれた。税金によって
購入された救急車、そして日本の医療制度があったおか
げだ。今度は私が支える番だ。これからの社会を担ってい
く私達が命を救うという税金の素晴らしい役割を受け継
ぎ、継続させていくためには税金の使われ方に関心を持
ち理解することが大切だ。そのため、自分自身に何ができ
るのかをしっかりと考え税金を納めていきたい。

　二年前、祖母が転倒し、顔と足の骨を折る大けがを
負った。一緒にいた父がすぐに救急車を呼んだため、祖
母はすぐに近くの病院で治療を受けることができたが、病
院に行くのがあと三十分遅れていたら命が危なかったそ
うだ。それを聞いた父は、「迷わずに救急車を呼べるのは
ありがたいなぁ」とつぶやいた。この一言が、私が税金に
対しての意識を大きく変えたきっかけとなる。
　大きなけがをしたときや急激に体調が悪くなったとき、迷
いなく救急車を呼べること。それは世界ではあたりまえで
はないそうだ。他の国では救急車を呼ぶと料金がかかり、
しかもその値段は決して手ごろな価格とはいえない。救急
車を呼ぶことにためらいを感じるのも無理はないだろう。し
かし日本では、救急車は行政サービスの一環とされてお
り、無料で使うことができる。そのお陰で迅速な対応がで
き、たくさんの命が守られてきたのだと思う。
　私はそれと同時に、救急車をタクシー代わりに利用す
る、「税金の無駄遣い」をする人が問題になっていることも
知った。このことから、「日本も救急車の利用を有料化す
べきだ」との声が高まりつつある。もし日本も有料化制度を
取り入れた場合、確かに安易な利用は抑制できるだろう。
しかし、それと同時に本当に必要としている人に経済的な
負担が重くのしかかることになってしまう。この無料で救急
車を利用できる制度を続けていくためにも、救急車は一刻

を争う事態の人が助かるための大切な手段であるとの認
識を持ち、本当に必要な人に税金が使われる社会にして
いきたい。
　あの事故から半年後、祖母は元気に退院することがで
き今も笑顔で過ごしている。もし日本にこのような行政サー
ビスが充実していなかったら、この笑顔は二度と見れな
かったかもしれない。顔も知らないたくさんの人が納めた
税金が、祖母の命を助けてくれた。私はそのことに心から
感謝した。それと同時に、いつもは少し不満を感じながら
払っていた消費税も、この税が誰かの笑顔につながって
いることを知って、なんだか誇らしく感じた。税金は、私たち
一人一人が持っている思いやりの心を目に見える形で届
けてくれる大事なものだったのだ。
　私はまだ中学生だ。税金について深く考える機会はあ
まりない。しかし、私たちは思っている以上に生活の様々な
場面で、税金によって支えられている。身の回りにある税
金の恩恵をあたりまえに感じて過ごすのは、税金を納めて
くれている人に失礼だ。私たちは税金に対して感謝の気
持ちを忘れてはいけないし、今のうちから税の重要性を学
ぶべきだと思う。そして私たちが大人になったとき、納税者
としての誇りをもってしっかりと税を納めていく一人一人に
なりたい。

税金への感謝

命を救ってくれた「税金」
○大阪国税局長納税表彰
　小　林　道　明
　枚方納税協会　前常任理事

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

○枚方税務署長納税表彰

　西　　　康　雄　枚方納税協会　副会長

　安　積　輝　義　枚方納税協会　常任理事

　西　　　美智子　枚方納税協会　理事

（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。

　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】

〇 「税を考える週間」とは…

「税を考える週間」「税を考える週間」

　令和2年度は、お祝いの場であります式典、祝賀会は新
型コロナ感染症の影響により中止となり、表彰を受けられた
4名の方々は、11月9日（月）に枚方税務署におきまして、大
阪国税局長納税表彰は局徴収部宮井次長様、枚方税務署
長納税表彰は網岡署長様から表彰状を授与されました。
　表彰状を授与された後は、税務署長と担当統括官・協
会・納貯組合の役員との少人数でのお祝いを兼ねた昼食
会をさせていただきました。
　また、枚方納税協会長感謝状、枚方納税貯蓄組連合会
感謝状の贈呈につきましては、年初からの各種行事の中止
や延期により、十分な活動が出来ておりませんので、本年
は見送らせていただき、来年以降に表彰させていただくこ
ととなりました。

11月5日  FMひらかたに税務職員が出演
「税を考える週間」をＰＲ 小学生の税についての習字展
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　10月21日（金）ひらかた仙亭において、理事会と署長講演会を開催いた
しました。理事会は「税を考える週間行事に関する件」、「理事との取引に
関する件」について審議が行われ、報告事項として職務執行状況を報告
いたしました。
　理事会の後は、「査察制度について」の演題で、枚方税務署長 網岡 寛

（あみおか ひろし）氏を講師にお迎えして、「臨検、捜査又は差押え等、必要
な処分、夜間執行の制限、処分中の出入りの禁止、調書の作成」につい
てを講演いただき、初めて触れる制度について耳を傾けておられました。

署長講演理事会

署長講演 網岡税務署長 所 在 地 交野市星田北１丁目２７番１０号
 交野工場　　（交野市星田北）
 東京営業所　（東京都中央区）
 名古屋営業所（名古屋市名東区）
事業内容 ジョイント関連製品（ジョプラ等）
 浄水器関連製品（切替コック等）
 その他（ユニット組立、ホース関連製品）

ＯＤＭ・ＯＥＭによるプラスチック製品の開発製品化
創業年月 １９６２年７月
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.joplax.co.jp

☆ 会社について
　我社は１９６２年に守口市で、祖父（今堀一夫）が、弱電部
品・製造業　大誠製作所として創業したのが始まりでありまし
た。その２年後に、全自動洗濯機用ワンタッチジョイントを開発
し、大手電機メーカー各社へ納入、１９６９年には法人組織とな
り、祖父が代表取締役社長に就任、２年後には、浄水器用切
替コックを開発し浄水器メーカーへ納入、１９８１年には、プラス
チック流体継手「ジョプラ」を開発、同年に、父（今堀均）が代表
取締役社長へ就任いたしました。
　その後、会社を門真市へ移転し、様々な開発を進めて１９９２
年に祖父の出身地でもある交野市へ本社、工場を移転し、社
名もジョプラックス㈱に変更し、私は２０１７年に代表取締役社
長に就任、今年の１０月で４年目に突入いたしました。
　我社は、プラスチックジョイント（ホースを継ぐ継手）をオリジナ
ルブランドとしております。その開発技術を生かしプラスチックに
関わる医療機器の部品、住宅設備の部品、浄水器用関連製
品を開発、製造させていただいています。

開発部門は、大きくはオリジナルジョイント事業と、我社がお客
様からの要求に合わせて設計から製造までの委託を受けさせ
ていただく、ＯＤＭ事業を２本の柱としており、設計から製造、出
荷まで一貫してできる所は少ないという強みがありますので、全
てお任せいただければ其々の管理が行うことが可能となります。

☆ 経営へのこだわり
　基本的にはお客様の要望に応えることが大事であり、社会に
必要とされる会社であり続けるために、どういうことが必要なの
かを考えています。そして、激しい世の中の変化に対応して、そ
の技術力を磨き、探求心を持って「ものづくり」に取り組んでいま
す。全従業員のやりがいと幸せ、社会への貢献を両立させるこ
とができるのが理想であります。

☆ 従業員教育について
　海軍軍人であった山本五十六氏が、「やってみせ、言って聞
かせてさせてみて、誉めてやらねば人は動かじ」という言葉を残
していますが、その中で「やってみせ」を念頭において、社員教
育に当たっています。「ものづくり」の会社ですので、現場に足を
運び問題点を見つけて解決していく。そこを疎かにすればお客
様に提供できませんので、その姿勢を見せることが大事だと考
えます。
　また、月１回の全体会議で会社の状況を報告し、１月の新年
度が始まる時には、今年１年間の方針を伝えて会社全体のベ
クトルを合わせて、「今年１年間は頑張って行こう」という気持ち
が持てるようにします。従業員の声もしっかりと拾い上げる事も
大切ですので、各部門でも、毎週コミュニケーションを取る機会
を設けています。

☆ 会社の展望
　会社を大きくしたいとい
う事より、存続させて行く為
に求められているものは何
か、を考えて経営に携わっ
ています。「経営へのこだ
わり」でも、お伝えしました
ように、社会への貢献と全社員の幸せを追求して、社会に必要
とされる会社にすることを目指しています。
　また、今後はオリジナル事業を拡大し、ＯＤＭ事業と両立して
いきたいと思っています。自分達のブランドを前に出し、それを続
けることにより技術力が着き、ＯＤＭ事業の拡大に繋がります。Ｏ
ＤＭ事業は景気の変動に左右されがちですが、そこを、自分達
の力で勝ち取って行くには、やはりオリジナルで我社が主体的
に行動できるものを持つ必要があると考えます。

☆ 誇れるもの、大切なもの
　会社の社是は、「社会で必要とされる会社であり続ける。全
従業員の幸せを常に追求する」でありますので、会社に携わっ
ていただいているお客様は大切な存在でありますし、その会社
を支えてもらっている従業員の方々は誇れるものであります。

☆ 「税」について
　税金を活用させていただき、事業拡大が出来ればいいと思
いますし、そして、収益を追求して多くの税金を納めるということ
に繋がることが理想です。

ジョプラックス 株式会社

＊インタビューの感想
　初めて、会社訪問させていただきましたが、「とても綺麗にさ
れている会社」という印象でした。社長様は、落ち着いた優しさ
溢れる雰囲気で、質問にも的確に答えていただき、解り易いイン
タビューでした。「態度が変われば行動が変わる。行動が変わ
れば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変
われば運命が変わる。運命が変われば人生が変わる。」という

「人生七変化」の考え方が好きとおっしゃっていましたが、「本当
にその通りだなぁ、前向きに進んで行かなければなぁ」と、改めて
思わせていただきました。
　また、「社会に必要とされる会社、全従業員の幸せを常に追求
する会社でありたい」と、繰り返しお話され、従業員の方々の事
を、とても気にかけておられるのが心に残るインタビューでした。

『人、技術、暮らし、そして企業を
　　   「つなぐ」をテーマ取り組んでいます』

代表取締役社長 　今堀　勇一  氏

プロフィール
　1975年の12月生まれのやぎ座のA型。
趣味は海釣りとゴルフ。高校卒業後、3年
間違う業界へ就職後、ジョプラックス㈱に
入社。ものづくり、財務、グループ会社の中
国へ勤務後、2017年に代表取締役社長
に就任。信条はヒンズー教の教えの中に有
名な「人生七変化」という言葉があり、「心
が変われば態度が変わる…」。座右の銘
は柔道家、嘉納治五郎氏の言葉で「自他
共栄（他の人と助け合いながら良い社会を
作ろう）」。家族は夫人と子供2人。

理事会・署長 講演会開催

野村協会長理事会

　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催　納税協会独自開催
『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会『改正法人税法等説明会』』』』』』』』』及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び及び『『『『『『『『『年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』年末調整説明会』

　納税協会独自開催
『改正法人税法等説明会』及び『年末調整説明会』

　納税協会独自開催
『改正法人税法等説明会』及び『年末調整説明会』

　本年は、毎年税務署と共催で行ってい
る大規模な説明会が、新型コロナウイルス
感染症の影響により中止となってしまいま
したが、納税協会独自で１０月２２日に『改
正法人税法等説明会』、１１月１９日に『年
末調整説明会』を枚方市民会館第３会
議室において、開催いたしました。
　説明会開催にあたっては、検温や手指
の消毒、マスクの着用をお願いし、座席の
間隔や空気の喚起など充分な感染症対
策を行い開催しました。

枚方税務署法人課税第一部門 下西上席を
講師として迎え、法人税法や消費税法の改正点
を説明していただき、また令和５年より導入されま
す消費税の仕入税額控除のための適格請求書
等保存方式の説明もあり、非常に参考となる説
明会であったと思いました。

　枚方税務署法人課税第五部門 藤森上席を
講師として迎え、ＤＶＤの上映を交えながら説明
していただきました。
　今年分の年末調整より、多くの事項が改正となり
新たに適用されることから関心も高く、たくさんの
方々にご参加いただき、熱心に受講されていました。

改正法人税法等説明会

年末調整説明会
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下西上席

年末調整説明会
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　10月21日（金）ひらかた仙亭において、理事会と署長講演会を開催いた
しました。理事会は「税を考える週間行事に関する件」、「理事との取引に
関する件」について審議が行われ、報告事項として職務執行状況を報告
いたしました。
　理事会の後は、「査察制度について」の演題で、枚方税務署長 網岡 寛

（あみおか ひろし）氏を講師にお迎えして、「臨検、捜査又は差押え等、必要
な処分、夜間執行の制限、処分中の出入りの禁止、調書の作成」につい
てを講演いただき、初めて触れる制度について耳を傾けておられました。

署長講演理事会

署長講演 網岡税務署長 所 在 地 交野市星田北１丁目２７番１０号
 交野工場　　（交野市星田北）
 東京営業所　（東京都中央区）
 名古屋営業所（名古屋市名東区）
事業内容 ジョイント関連製品（ジョプラ等）
 浄水器関連製品（切替コック等）
 その他（ユニット組立、ホース関連製品）

ＯＤＭ・ＯＥＭによるプラスチック製品の開発製品化
創業年月 １９６２年７月
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.joplax.co.jp

☆ 会社について
　我社は１９６２年に守口市で、祖父（今堀一夫）が、弱電部
品・製造業　大誠製作所として創業したのが始まりでありまし
た。その２年後に、全自動洗濯機用ワンタッチジョイントを開発
し、大手電機メーカー各社へ納入、１９６９年には法人組織とな
り、祖父が代表取締役社長に就任、２年後には、浄水器用切
替コックを開発し浄水器メーカーへ納入、１９８１年には、プラス
チック流体継手「ジョプラ」を開発、同年に、父（今堀均）が代表
取締役社長へ就任いたしました。
　その後、会社を門真市へ移転し、様々な開発を進めて１９９２
年に祖父の出身地でもある交野市へ本社、工場を移転し、社
名もジョプラックス㈱に変更し、私は２０１７年に代表取締役社
長に就任、今年の１０月で４年目に突入いたしました。
　我社は、プラスチックジョイント（ホースを継ぐ継手）をオリジナ
ルブランドとしております。その開発技術を生かしプラスチックに
関わる医療機器の部品、住宅設備の部品、浄水器用関連製
品を開発、製造させていただいています。

開発部門は、大きくはオリジナルジョイント事業と、我社がお客
様からの要求に合わせて設計から製造までの委託を受けさせ
ていただく、ＯＤＭ事業を２本の柱としており、設計から製造、出
荷まで一貫してできる所は少ないという強みがありますので、全
てお任せいただければ其々の管理が行うことが可能となります。

☆ 経営へのこだわり
　基本的にはお客様の要望に応えることが大事であり、社会に
必要とされる会社であり続けるために、どういうことが必要なの
かを考えています。そして、激しい世の中の変化に対応して、そ
の技術力を磨き、探求心を持って「ものづくり」に取り組んでいま
す。全従業員のやりがいと幸せ、社会への貢献を両立させるこ
とができるのが理想であります。

☆ 従業員教育について
　海軍軍人であった山本五十六氏が、「やってみせ、言って聞
かせてさせてみて、誉めてやらねば人は動かじ」という言葉を残
していますが、その中で「やってみせ」を念頭において、社員教
育に当たっています。「ものづくり」の会社ですので、現場に足を
運び問題点を見つけて解決していく。そこを疎かにすればお客
様に提供できませんので、その姿勢を見せることが大事だと考
えます。
　また、月１回の全体会議で会社の状況を報告し、１月の新年
度が始まる時には、今年１年間の方針を伝えて会社全体のベ
クトルを合わせて、「今年１年間は頑張って行こう」という気持ち
が持てるようにします。従業員の声もしっかりと拾い上げる事も
大切ですので、各部門でも、毎週コミュニケーションを取る機会
を設けています。

☆ 会社の展望
　会社を大きくしたいとい
う事より、存続させて行く為
に求められているものは何
か、を考えて経営に携わっ
ています。「経営へのこだ
わり」でも、お伝えしました
ように、社会への貢献と全社員の幸せを追求して、社会に必要
とされる会社にすることを目指しています。
　また、今後はオリジナル事業を拡大し、ＯＤＭ事業と両立して
いきたいと思っています。自分達のブランドを前に出し、それを続
けることにより技術力が着き、ＯＤＭ事業の拡大に繋がります。Ｏ
ＤＭ事業は景気の変動に左右されがちですが、そこを、自分達
の力で勝ち取って行くには、やはりオリジナルで我社が主体的
に行動できるものを持つ必要があると考えます。

☆ 誇れるもの、大切なもの
　会社の社是は、「社会で必要とされる会社であり続ける。全
従業員の幸せを常に追求する」でありますので、会社に携わっ
ていただいているお客様は大切な存在でありますし、その会社
を支えてもらっている従業員の方々は誇れるものであります。

☆ 「税」について
　税金を活用させていただき、事業拡大が出来ればいいと思
いますし、そして、収益を追求して多くの税金を納めるということ
に繋がることが理想です。

ジョプラックス 株式会社

＊インタビューの感想
　初めて、会社訪問させていただきましたが、「とても綺麗にさ
れている会社」という印象でした。社長様は、落ち着いた優しさ
溢れる雰囲気で、質問にも的確に答えていただき、解り易いイン
タビューでした。「態度が変われば行動が変わる。行動が変わ
れば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変
われば運命が変わる。運命が変われば人生が変わる。」という

「人生七変化」の考え方が好きとおっしゃっていましたが、「本当
にその通りだなぁ、前向きに進んで行かなければなぁ」と、改めて
思わせていただきました。
　また、「社会に必要とされる会社、全従業員の幸せを常に追求
する会社でありたい」と、繰り返しお話され、従業員の方々の事
を、とても気にかけておられるのが心に残るインタビューでした。

『人、技術、暮らし、そして企業を
　　   「つなぐ」をテーマ取り組んでいます』

代表取締役社長 　今堀　勇一  氏

プロフィール
　1975年の12月生まれのやぎ座のA型。
趣味は海釣りとゴルフ。高校卒業後、3年
間違う業界へ就職後、ジョプラックス㈱に
入社。ものづくり、財務、グループ会社の中
国へ勤務後、2017年に代表取締役社長
に就任。信条はヒンズー教の教えの中に有
名な「人生七変化」という言葉があり、「心
が変われば態度が変わる…」。座右の銘
は柔道家、嘉納治五郎氏の言葉で「自他
共栄（他の人と助け合いながら良い社会を
作ろう）」。家族は夫人と子供2人。

理事会・署長 講演会開催

野村協会長理事会

　納税協会独自開催
『改正法人税法等説明会』及び『年末調整説明会』

　納税協会独自開催
『改正法人税法等説明会』及び『年末調整説明会』

　本年は、毎年税務署と共催で行ってい
る大規模な説明会が、新型コロナウイルス
感染症の影響により中止となってしまいま
したが、納税協会独自で１０月２２日に『改
正法人税法等説明会』、１１月１９日に『年
末調整説明会』を枚方市民会館第３会
議室において、開催いたしました。
　説明会開催にあたっては、検温や手指
の消毒、マスクの着用をお願いし、座席の
間隔や空気の喚起など充分な感染症対
策を行い開催しました。

枚方税務署法人課税第一部門 下西上席を
講師として迎え、法人税法や消費税法の改正点
を説明していただき、また令和５年より導入されま
す消費税の仕入税額控除のための適格請求書
等保存方式の説明もあり、非常に参考となる説
明会であったと思いました。

　枚方税務署法人課税第五部門 藤森上席を
講師として迎え、ＤＶＤの上映を交えながら説明
していただきました。
　今年分の年末調整より、多くの事項が改正となり
新たに適用されることから関心も高く、たくさんの
方々にご参加いただき、熱心に受講されていました。

改正法人税法等説明会

年末調整説明会

新企画！

下西上席

年末調整説明会
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　10月29日（木）に小原国税局長が枚方納税協会を
表敬訪問され、野村納税協会長と福本納貯会長と税
の懇談会が実現いたしました。
　確定申告期においては、過去から、協会・納貯にご支
援いただき、広報等をやっていただいている事への御
礼や、これからは、新型コロナの影響もあり、例年通りの
相談体制等を実施すればどこかでクラスターが発生す
ることを懸念され、新型コロナに対応した相談体制を実
現しなければならないとお話しされました。
　協会長からは、租税教室は納税協会の青年部が中
心となってやっていること、納貯会長からは、租税教室
は、将来納税者となる子供達に必ず必要であり継続し
ていくことが大事ということを、伝えておられました。

国税局長との税の懇談会が実現国税局長との税の懇談会が実現国税局長との税の懇談会が実現

枚方にゆかりの蝦夷『阿弖流為』（その2）

　　　　　　　　そして降伏へ
広報委員会  編

えみし あ　  て　  る　  い
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地域の歴史地域の歴史
“地域の窓”シリーズ

　延暦 13 年 11 月（794
年）桓武天皇により長
岡京から新京が遷都さ
れ、「平安京」と名付け
られたのがこの頃であ
る。
　そして延暦 15年（796
年）、坂上田村麻呂は陸
奥出羽按察使兼陸奥守に
任命され、のちに鎮守将
軍も兼ねることになっ
た。翌年、桓武天皇より征夷大将軍を任ぜられたこと
で東北地方全般の行政を指揮する官職を全て併せ持っ
たことになる。この頃から、蝦夷（えみし）に対する
懐柔策が見受けられ、田村麻呂は蝦夷に対して、帰順
するものには新たな土地を与え生活を保証、律令農民
との交易も認めた。一方、抵抗する蝦夷に対しては断
固たる態度で臨んだ。これらの施策は朝廷側の兵士損害

を最小限に留める結果に繋がり、部下たちの信頼を得
ることにも成功したのである。この後、桓武朝第三次
蝦夷征討は 3年後の延暦 20 年であり、長年の双方の
兵員の疲弊などによる戦意喪失などがあり、征討はほ
ぼ終了していた。

　延暦 20 年 10 月（801 年）に
は田村麻呂は平安京へ凱旋し、
天皇に節刀を返上した。翌年、
陸奥国胆沢城を造営するために
再び胆沢の地へ派遣された。付
近の 10 ケ国（駿河・甲斐・相
模・武蔵・上総・下総・常陸・
信濃・上野・下野）に国中の浪
人 4000 人を胆沢城の柵戸とす

るようにという勅命が出された。本来阿弖流為の生誕
地でもあり根拠地でもある胆沢がすでに征服されてお
り、北方の蝦夷の首長の中にはすでに服属したものも
おり、進退極まっていたものと思われる。
　また今、目の前に陸奥国胆沢城が造営され、城も姿
を現している。これは阿弖流為らを降伏に追い込む大
きな契機となったといわれている。また近年では和平
交渉の結果、阿弖流為らの正式降伏に向けたシナリオ
が定まり、それに伴い、戦闘が全面的に終結、もはや
これまでと、大墓公阿弖利為は、盤具公母禮と共に
500 余人を率いて、田村麻呂の元へ降伏してきたので
ある。
　田村麻呂に付き添われて盤具公母禮とともに平安京
へと向かった夷大墓公阿弖利為は、延暦 21 年 7 月 10
日（802 年）平安京付近に着いた。『日本紀略』には「田
村麿来」とあるのみで 2人が平安京に入ったとは記さ
れていない。この時は、2人は捕虜の扱いではなかっ
たとも説かれている。
　公卿会議において、田村麻呂は、阿弖流為と母禮を
故郷に返して、彼らに現地を治めさせるのが得策であ
ると懇願したが、
田村麻呂の意見
が受け入れられ
ることはなかっ
た。公卿たちは
執論して「野生
獣心にして反復
定まりなし。た
またま朝威に縁り

東北地方の城・柵

古代の東北城・柵　胆沢城

阿弖流為（東北蝦夷の雄）

牧野公園　阿弖流為・母禮の塚

世界の歴史マップ https://sekainorekisi.com/



　10月29日（木）に小原国税局長が枚方納税協会を
表敬訪問され、野村納税協会長と福本納貯会長と税
の懇談会が実現いたしました。
　確定申告期においては、過去から、協会・納貯にご支
援いただき、広報等をやっていただいている事への御
礼や、これからは、新型コロナの影響もあり、例年通りの
相談体制等を実施すればどこかでクラスターが発生す
ることを懸念され、新型コロナに対応した相談体制を実
現しなければならないとお話しされました。
　協会長からは、租税教室は納税協会の青年部が中
心となってやっていること、納貯会長からは、租税教室
は、将来納税者となる子供達に必ず必要であり継続し
ていくことが大事ということを、伝えておられました。

国税局長との税の懇談会が実現国税局長との税の懇談会が実現国税局長との税の懇談会が実現

枚方にゆかりの蝦夷『阿弖流為』（その2）

　　　　　　　　そして降伏へ
広報委員会  編

えみし あ　  て　  る　  い
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地域の歴史地域の歴史
“地域の窓”シリーズ

てこの梟帥（たける）を獲たり。もし申請により奥地
に放置すれば、いわゆる虎を養いて患いを残すなり」
とまで言われ反対された。朝威を重んじ軍事の正当化
にこだわった桓武天皇の意思によって、2人を斬る決
定が為されたのかもしれない。公卿の意見が受け入れ
られたことで、阿弖流為と母禮が捕らえられて、延暦
21 年 8 月 13 日（802 年）河内国植山で斬られた。
　阿弖流為と母禮の死後、胆沢や周辺地域で阿弖流為
と母禮が殺されたことに報復する弔い合戦などの反乱
が発生した形跡は一切ない。
　弘仁 5年（815 年）、嵯峨天皇は「既に皇化に馴れて、
深く以て恥となす。宜しく早く告知して、夷俘と号す
ることなかるべし。今より以後、官位に従いて称せ。
もし官位無ければ、即ち姓名を称せ」と蝦夷に対して
夷俘と蔑称することを禁止する勅を発した。ここに征
夷の時代が終焉したことになる。
　ところで、阿弖流為の終焉の地（処刑場所並びに埋
葬の地）については、異論が続出しており、以下に掲
載する。『日本紀略』により延暦21年 8月 13日条に「即
捉両虜斬於河内國？山」と記録されている。新訂増補
国史大系「日本紀略」では『杜山』、旧輯国史大系「日
本紀略」及び増補六国史「日本後紀」（逸文）では『植山』、
鴨祐之「日本逸史」では『椙山』とあり、異同が知ら
れる。
　本記事では、植山説をとる。植山説は、枚方市北部
の宇山町（旧交野郡宇山村）が江戸時代初期に「上山
村」から改称している。植山は、大日本史坂上田村麿
の傳に「延暦 21年……乃斬於河内植山」と見える植
山がこれである。「枚方市史」によると、大字宇山即
ち旧交野郡宇山村で牧ノ郷に属して、古くは上山村と
称したが、元和元年宇山村と称するようになった。延
暦 21年征夷大将軍坂上田村麿が蝦夷の 2酋長を率いて
平安京に帰り、次いで之を斬った河内植山とは、当地
枚方市宇山のことと考えられる。中でも宇山東公園に

その塚があったように伝承されている。
　もう一点、気になる点がある。『蝦夷』（えみし）と
いう言葉であるが、これまで一般的に「蝦夷＝アイヌ」
という論著がみられた。現在では学会の標準的な見解
が成立しているので、記しておく。
　蝦夷の中には渡嶋（北海道）の蝦夷など極めて僻遠
の地の集団も含まれているが、本州内にいた蝦夷につ
いては、概ね現代日本人の祖先のうちの一群であった
ことが明らかである。また奈良時代から平安時代初期
には、奥羽両国の蝦夷が関東から九州までのほぼ全国
に移住させられたことがあり、彼らはその後各地に血
統を伝えたこともうかがい知れるのである。
　そして最後に、これらの蝦夷たちがその後の日本に
残した大きな影響を与えた。それは、これからの戦国
時代における「武士」の登場だ。馬に乗り、日本刀を
持って戦う姿は、この頃の蝦夷の戦闘スタイルを模倣
したものと言われている。日本刀もこの頃、蝦夷が持
つ刀が参考になったらしい。武士の原点には蝦夷の存
在があったとは。歴史は深い。

柵戸（さくこ）…�辺境の地で城や城柵の維持や修理を行うとともに開
墾して生活を立てたり、城柵の防衛にも当たった。
城柵の中やその周辺に居住する人たちのこと。蝦夷
や隼人の地域に多い。

梟帥（たける）…�勇猛な異種族の長の称。国文学史上の時代区分の一、
上代、主として奈良時代あたりに使われる言葉。
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大阪府北河内府税事務所からのお知らせ

個人事業税 第２期分の納期限は、

１１月３０日（月）です。

○第２期分の納付書は、第１期分の納付書に同封しています。
年間の税額が１万円以下の場合、第２期分の納付書はありません。
口座振替をご利用の場合、納付書はお送りしていません。

○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。

○個人事業税は、納税通知書に記載の金融機関や大阪府内の郵便局の他、コンビニエンスストア
等、府税事務所でも納付することができます。
また、府税収納を取り扱う金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）のPay-easy（ペイジー）による
納付や、スマートフォン決済アプリ「PayB」を利用して納付することもできます。

○口座振替をご利用いただくと納期限の日に指定の預金口座から振り替えられます。
　（お申込みから概ね３ケ月後の納付分から口座振替が開始されます。）

Ⓒ2014 大阪府もずやん

検索府税あらかると 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の
　影響により納税が困難な場合には
納税の猶予制度があります。

（『府税あらかると』のQRコード）

枚方納税協会のホームページ

リニューアルにともない

お問い合わせは協会事務局まで　ＴＥＬ：072-843-6321

ホームページのリニューアルに伴い、枚方・寝屋川・交野の素晴らしい風景や
街並み、街の笑顔など、魅力あふれる写真を随時募集しています。
ホームページのリニューアルに伴い、枚方・寝屋川・交野の素晴らしい風景や
街並み、街の笑顔など、魅力あふれる写真を随時募集しています。
《応募要領》
デジタルカメラ、モバイルデバイス等で撮影されたデジタルデータをメールに添付して
ご応募ください。

※応募いただいた作品の中で、採用された作品は、枚方納税協会ホームページに使用させて
　いただきますので、予めご了承ください。

ファイル形式　JPEG（5MB以内）　　　送付先 hirakata@nk-net.co.jp

皆様からの皆様からの

応募メールに「撮影場所」を記載してください。
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大阪府北河内府税事務所からのお知らせ

個人事業税 第２期分の納期限は、

１１月３０日（月）です。

○第２期分の納付書は、第１期分の納付書に同封しています。
年間の税額が１万円以下の場合、第２期分の納付書はありません。
口座振替をご利用の場合、納付書はお送りしていません。

○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。

○個人事業税は、納税通知書に記載の金融機関や大阪府内の郵便局の他、コンビニエンスストア
等、府税事務所でも納付することができます。
また、府税収納を取り扱う金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）のPay-easy（ペイジー）による
納付や、スマートフォン決済アプリ「PayB」を利用して納付することもできます。

○口座振替をご利用いただくと納期限の日に指定の預金口座から振り替えられます。
　（お申込みから概ね３ケ月後の納付分から口座振替が開始されます。）

Ⓒ2014 大阪府もずやん

検索府税あらかると 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の
　影響により納税が困難な場合には
納税の猶予制度があります。

（『府税あらかると』のQRコード）

枚方納税協会のホームページ

リニューアルにともない

お問い合わせは協会事務局まで　ＴＥＬ：072-843-6321

ホームページのリニューアルに伴い、枚方・寝屋川・交野の素晴らしい風景や
街並み、街の笑顔など、魅力あふれる写真を随時募集しています。
ホームページのリニューアルに伴い、枚方・寝屋川・交野の素晴らしい風景や
街並み、街の笑顔など、魅力あふれる写真を随時募集しています。
《応募要領》
デジタルカメラ、モバイルデバイス等で撮影されたデジタルデータをメールに添付して
ご応募ください。

※応募いただいた作品の中で、採用された作品は、枚方納税協会ホームページに使用させて
　いただきますので、予めご了承ください。

ファイル形式　JPEG（5MB以内）　　　送付先 hirakata@nk-net.co.jp

皆様からの皆様からの

応募メールに「撮影場所」を記載してください。
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　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「税についての作文」は
国税庁が、それぞれ、中学生・高校生の皆さん
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。今年度は、コ
ロナ禍の大変な状況により、夏休みの短縮や租
税教室の未開催の中、枚方市・寝屋川市・交野
市の中学校から2,572編、高等学校から784編の応
募をいただき、選考審査を経て優秀作文が選考
され、それぞれの賞が決定いたしました。
　本来ならば作文表彰式において、それぞれの賞
に表彰状と副賞が贈呈されますところ、今年度は
表彰式が中止となり、各学校との相談により、他
の方法を取らせていただく予定であります。
　各賞を受賞される皆さんは、右記のとおりです。

令和２年度
中学生・高校生の作文  審査結果（敬称略）

地区
枚６

会　社　名
㈱太陽機械製作所

新入会員のご紹介（法人）
（令和２年７月～９月）

所　在　地
枚方市春日野

地区
本　部
本　部

氏　　　名
岡 部 満 明
水 嶋 啓 子

所　在　地
枚方市藤阪東町
枚方市楠葉花園町

新入会員のご紹介（個人）
（令和２年７月～９月）

税 の こ よ み
11月 ･所得税及び復興特別所得税の予定納

税額（2期分）の納付    （11月30日まで）
･9月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付　　   （11月30日まで）

･3月末決算法人の法人税及び消費税の
中間申告と納付　　   （11月30日まで）

･消費税（個人）の中間申告と納付
（11月30日まで）

･個人事業税（第2期分）の納付
　　　　　　　　　　  （11月30日まで）

12月 ･給与所得者の年末調整
（本年最後の給与の支払をする時）

･消費税簡易課税制度選択届出書等
　（個人）　　　　　　  （12月31日まで）

１月 ･10月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付　　　   （1月4日まで）

･4月末決算法人の法人税及び消費税の
中間申告と納付　　 （1月4日まで）

･納期特例（7月～12月）源泉所得税の納付
　　　　　　　　　 （1月20日まで）
･11月末決算法人の法人税及び消費税の
確定申告と納付            （2月1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            （2月1日まで）

･法定調書等の提出       （2月1日まで）

＜中学生＞
近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞
　枚方楠葉中 古川　　桜 
　関西創価中 藤野美紀子

納税貯蓄組合大阪府総連合会会長賞
　寝屋川第十中 八木田春花
　寝屋川第十中 今村　月乃
　枚方枚方中 宮原　麻衣

納税貯蓄組合大阪府総連合会優秀賞
　枚方第一中 赤橋　未桜
　交野第一中 川端　苺咲

枚方税務署長賞
　枚方中宮中 山田　成留
　寝屋川第六中 柳井　彩花

枚方市長賞
　枚方第三中 山西　瑚雪

寝屋川市長賞
寝屋川友呂岐中 藤本　優希

交野市長賞
　交野第一中 平山さくら

大阪府北河内府税事務所長賞
　関西創価中 桐谷　直仁

北大阪商工会議所会頭賞
　枚方第二中 麓　　桃佳

枚方税務署管内租税教育推進
協議会会長賞

香里ヌヴェール学院中 福田　美咲

近畿税理士会枚方支部長賞
　東海大仰星中 村岡　龍空

公益社団法人枚方納税協会会長賞
　枚方蹉跎中 小寺　奏色

枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　寝屋川中木田中 増田　倫佳

（学校賞）
全国納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立蹉跎中学校
枚方納税貯蓄組合連合会
会長感謝状
　枚方市立枚方中学校

＜高校生＞
大阪国税局長賞

香里ヌヴェール学院高 関　日南子

枚方税務署長賞
香里ヌヴェール学院高 横井　花音
香里ヌヴェール学院高 松下　あゆ

　関西創価高 春田　恵莉
　常翔啓光学園高 川口　杏平

北大阪商工会議所会頭賞
　関西創価高 小辻柚子花

近畿税理士会枚方支部長賞
香里ヌヴェール学院高 林田　真奈

枚方税務署管内租税教育推進
協議会長賞

香里ヌヴェール学院高 堂見英利奈

枚方納税協会会長賞
香里ヌヴェール学院高 土田　花実

枚方納税貯蓄組合連合会会長賞
　常翔啓光学園高 太田　直弥

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・高校生の皆さん多数の
応募ありがとうございました

税についての作文税についての作文税についての作文
優秀作文が決定！！優秀作文が決定！！優秀作文が決定！！

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　  9,900 円 ２スペース（120mm×90mm）税込　19,800 円

【応募総数】
中学生 2,572編  高校生 784編

　去る、11月13日（金）、交野カントリー倶楽部において秋
季法青会親睦ゴルフコンペを開催いたしました。
　秋の気配が次第に色濃くなり、朝夕めっきり寒くなって
来ました。コロナの第３派が心配される中、表彰式は中止
にさせていただきましたが、ゴルフ好き総勢70名の多数の
参加を得て、楽しくプレーが出来たのではないでしょうか。
　今回は、多田 高明 氏（多田製茶
㈱）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 GROSS ＨＤＣＰ ＮＥＴ

優 勝

準優勝

３位

４位

５位

多田　高明

轟　　　昇

道廣　友厚

山部　幸次

菊井　和幸

多田製茶㈱

暁金属㈱

道廣税務会計事務所

甲南設備㈱

㈱ＩＦＡ住宅設計室

44

50

44

47

39

41

50

41

48

42

85

100

85

95

81

15.6

28.8

13.2

22.8

8.4

69.4

71.2

71.8

72.2

72.6

法青会ゴルフコンペ法青会ゴルフコンペ

多田 高明 氏

優勝！！優勝！！
（多田製茶㈱）

70名
参加‼

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

⑿ 令和２年１１月２５日 三　　十　　石　　船 第 １９９ 号 令和２年１１月２５日　⑴三　　十　　石　　船第 １９９ 号


