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入ってよかった『国税一家』！
　今回の署長新春インタビューは、本紙発刊第200号という記念号の記事としまして、本協会の野村宜孝会長ととも
に、まだお屠蘇気分の抜けない、１月８日（金）、午後２時、枚方税務署、署長室を訪問し、網岡寛署長をお訪ねしまし
た。恒例の署長訪問は広報委員会のインタビュー形式ですが、今回は網岡署長と協会野村会長のお二人で、対談して
頂きました。
　それでは、始めさせて頂きます。よろしく
お願い申し上げます。

＜網岡署長vs野村会長＞  枚方税務署署長室にて

公益社団法人枚方納税協会　広報委員会
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２月
・12月末決算法人の法人税及び地方法人
税・消費税及び地方消費税の確定申告と
納税…３月１日まで

３月
・２年分所得税及び復興特別所得税・贈与
税の確定申告と納税
　⑴申告期限…３月15日
　⑵納 期 限…３月15日
　（振替納税利用者の振替日…４月19日）
・２年分個人事業者の消費税及び地方消費
税の確定申告と納税
　⑴申告期限…３月31日
　⑵納 期 限…３月31日
　（振替納税利用者の振替日…４月23日）
・１月末決算法人の法人税及び消費税の確
定申告と納税…３月31日まで

４月
・２月末決算法人の法人税及び消費税の確
定申告と納税…４月30日まで

委員長：網岡署長、明けましておめでとうございま
す。平素は、協会へのご理解とご協力、心より御
礼申し上げます。さて、枚方納税協会広報紙が発
刊第200号記念号を発行するにあたりまして、初の
対談形式とさせて頂きました。最後まで、お付き
合いの程、よろしくお願い申し上げます。
野村会長：昨年６月の第10回定時総会におきまし
て、久門前会長から引き継いだところで、新米会
長です。協会の青年部会長を長く務め、副会長と
しても青年部や広報委員会を担当してきました。
本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
網岡署長：こちらこそ、よろしくお願いします。私
は、昨年７月の定期異動で枚方署に赴任しました。管内の枚
方市、寝屋川市、交野市には、正直言ってこれまでほとんど
縁がありませんでした。
野村会長：枚方市は、もともと現在の枚方公園駅が枚方駅で、
その辺りに郡役所や警察署などがあり、市の中心部で、当時
の野村銀行（現りそな銀行）などがこの地にありました。後に、
大垣内町に官公庁団地が計画され、市庁舎、警察署、税務署、
郵便局、裁判所、法務局、保健所、府事務所などがこの地に
設置されました。この北河内と言われる地域の主要な官庁は、
殆どがこの地に集約されました。昭和30年頃には香里団地も
完成、入居が始まり、当時すでに水洗トイレなど、洋風化の
進んだマンション群で賑わっていましたね。

そんな北河内地域、枚方、寝屋川、交野の三市に来られて半
年余りですが、どのような印象でしょうか。
網岡署長：とても住みやすい街だと思います。少し駅から離れ
ると、のどかな風景もあります。交通の便が良いベッドタウンと
して発展してきたのですね。昔は枚方宿として東海道五十七次
の一つとして賑わっていたそうで、赴任してすぐに歩いてみまし
たが、昔の面影を残しており楽しめました。また、関西外国語
大学や関西医科大学など、大学キャンパスも多いので活気もあ
ると思います。いろんな顔を持つこの地域で仕事ができること
を、大変光栄に思っています。
委員長：会長、それではお話を変えまして、自己紹介をお願い

　野村会長　　　　　　　　　　　　　　網岡署長
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したいのですが。
野村会長：はい、私は関西大学の卒
業ですが、学生時代はあまりこれと
いったことをしていないですね。ス
キーを少しだけ、学生の部活は厳しい
ので、一般社会人のクラブに高校から
入っておりました。ベースは、野沢温泉
や戸隠です。
網岡署長：本格的ですね。今でもお上
手なんでしょうね。
野村会長：いいえ、今は全然ですね。お金も当時は、ＪＲの学割
が50％くらいありましたし、民宿の利用で、そんなに費用はかか
らなかったですね。今も、山とかは好きで、よく行きます。
野村会長：署長は、スポーツはどうだったですか。甲子園球場
はお近くのようですが。
網岡署長：スポーツは、見るのは好きで甲子園にはよく行きます。
プロ野球ではアンチ巨人ですね。
委員長：私は巨人ファンですが・・・。ただしあまり巨人の知識
はありません。生まれはどちらですか。
網岡署長：私は、神戸生まれの神戸育ちで、現在も神戸に居住
しております。26年前の阪神大震災のとき、私は、和歌山県の
新宮署に勤務していたので、震災は直接には経験していませ
ん。実家は山手の方なので幸い被害は免れました。
野村会長：でも、あの時はこの地でも大変でした。揺れも大き
かったですし、電話も繋がらなくて、１週間ほど仕事ができな
かったように記憶しています。でもご家族の皆さまがご無事で
幸いでしたね。
網岡署長：家族は、奥さんと高校３年の息子。それに愛犬がい
ます。煙草とお酒は少々たしなむ程度です。趣味は、昔の日本
映画を見るくらいです。大学は関西学院ですが、学校をさぼっ
ては、アルバイトや一日中名画座などで過ごすような不真面目な
学生でした。
野村会長：旅行やファッションなどについてご興味は、いかが
でしょうか。
網岡署長：旅行は、最近は全然行っていないですね。退職後、
バイクを買って旅行するのもいいかな、と思っています。ファッ
ションには全く興味がありません。食べ物にも興味がないです
ね。「食に興味がない人は人生にも興味がない」という人もいま
すが、そんなことはないんですけどね。

野村会長：それでも、自分の生き方を
どなたにも邪魔をされずに、しっかり
守っておられるようには感じましたが。
もう少し個人的なことにお付き合い
ください。「座右の銘」や「尊敬する
人物」など何かございませんでしょう
か。
網岡署長：「座右の銘」もありませ

ん。まあ、目の前にあることをしっかりとするということですね。
誰かが見てくれている。それと「尊敬する人物」、これも、思い
浮かばないですね。本を読んで素晴らしいと思う人物はたくさ
んいますが、自分には到底まねができない。自分は自分ですか
ら。
野村会長：ありがとうございます。大学での専攻が、今のお仕
事に影響をあたえているのでしょうか。

網岡署長：専攻は「手形・小切手法」。実務的なゼミで、何を
勉強したのか、恥ずかしながらよく覚えていません。
野村会長：署長は、お仕事の中で、国税局の厳しい仕事を数多
く経験されてきておられますが、とても不真面目な学生さんだっ
たとは思えませんが。
網岡署長：大学進学のときには、人のために役に立ちたいと思
って弁護士を目指すために法学部に入ったのですが、自分には
法律的なものの考え方ができる頭ではないなと思って、早々に
あきらめました。税理士資格がとれるという魅力もあって国税
の世界に入りました。国税は「国税一家」と呼ばれるほど組織
がしっかりとしており、入って良かったと思います。これからも
国税の伝統を後輩には、しっかり引き継いで欲しいと思ってい
ます。
野村会長：ありがとうございます。「国税一家」という言葉、初
めてお聞きしました。大きくて非常に難しい組織なのに、そうい
う考え方があるということ、感じ入りました。この辺で少し柔ら
かめのお話、署長の子供さんの頃のお話を少し・・・。
網岡署長：小学生の頃は、少年野球。中学では、剣道部、そ
のあと、バレーボール部や陸上部にも在籍しましたが、仲の良
い友達との遊びの延長のようなものでした。何もかも中途半端
で、何か一つぐらいは続けていればと今更ながら思います。
野村会長：それでは、お仕事のことをお聞きしたいと思います。
署長の、今までのご経験の中での思い出などありましたら、お
願いいたします。
網岡署長：やはり、思い出深いのは、査察ですね。それも現場
のキャップとして仕事をした40歳前半のころ。それまでに、査
察の経験はありましたが、キャップの立場で最初は苦労しまし
た。しかし、相手の人生を垣間見るというような、いろいろな経
験をして、大変でしたが、やりがいもありました。
野村会長：大変だったでしょうね。協会の会員の皆さんに役立
つことまたは知ってほしいことなどありましたら。
網岡署長：そうですね、協会の方には、地域のリーダーとして、
いろいろな分野でご活躍されておりますので、私たちは、その
分野では太刀打ちできないのですが、税務行政という面ではプ
ロですので、良い意味でいろいろと利用していただければと思
います。活動を通じて会員の方をはじめ、納税者の一人一人が、
「税の大切さ」について理解を深めていただければと思いま
す。そのためには、我々が「適正・公平な課税の実現」を行い、
国民の皆様から信頼を得ることが重要だと考えています。
これからも、署と協会が常に連携・協調していくことが重要だ
と思いますので、よろしくお願いします。
野村会長：ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いい
たします。署長の着任時のごあいさつの中に、ＩＣＴ、ＡＩとい
う言葉がありますが、ＩＣＴ（情報通信技術）やＡＩ（人工知
能）は、大きく進歩し、公共機関や教育、大企業などでは欠か

進行 河村委員長
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せないものになってきています。しかし、一般的に、中小零細企
業がそれにどこまでついていけているのか、まだまだ未知数の
ところが多いような気がします。例えば、納税協会会員企業を
見ましても、まだまだＩＴ化とは程遠いところもたくさんあると
思います。協会としては、入会者にとってはまだまだ、人対人と
いう人間関係の方が求められているような気もします。いわば、
まだまだアナログ社会なのではないでしょうか。協会としても、
会員とのかかわりの重要性は、ＩＴ、ＩＣＴそしてＡＩとは少し方
向が違うような気も致します。もちろん、前に向いていくことの
重要性はわかっているのですが・・・。まだまだ、という点、署長
はどのようにお考えでしょうか。
網岡署長：ＩＣＴとかＡＩというのは、
一つのツール（道具）であって、これか
らも、人対人とのコミュニケーション
が大事なのは言うまでもありません。
協会の皆さんは、事業規模や年齢な
ど、様々で、人と人との付き合いはア
ナログでないと成り立たないことも多
いわけですから、これまでどおり地域
に根ざしたコミュニケーションの場として、多面的な活動が必要
だと思います。
野村会長：それと、消費税のインボイス制度も浸透していかな
ければなりませんし、マイナンバーカードの活用などもまだまだ
普及途上と思われます。デジタル化への今後の課題なのでは。
網岡署長：今年の９月にデジタル庁が発足するとのことです
が、確定申告もマイナンバーカードとスマホがあれば、スムーズ
に申告することが可能となっています。また、インボイス制度
も、消費者から預かっている消費税について、適正に運用して
いくための制度ですので、十分ご理解をいただいたうえ、取り組
んでいきたいと考えています。
野村会長：新型コロナへの対応も含めて、まだまだ問題山積の
今、確定申告の繁忙期がやってまいります。その取り組み方法
や方針がございましたらお願いします。
網岡署長：本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、会場入場時での検温、マスクの着用をお願いしています。ま
た、確定申告会場の混雑緩和のため、入場には「入場整理券」
が必要であるほか、オンラインによる予約も可能となっていま
す。マイナンバーカード読み取り対応のスマホでｅ－Ｔａｘが利
用できるようになっているほか、ＱＲコードを利用したコンビニ
納付など、多様な納付手段を順次導入し、納税者サービスの向
上を図っています。このようにパソコンやスマホを利用いただく
ことで、混雑した申告会場等に出向く必要がなく、ご自宅など
から申告・納税が可能となっています。納税協会の皆様には、
新型コロナ感染拡大の状況下となりますが、ご理解とご協力を
賜りますよう、よろしくお願いします。
野村会長：新型コロナ禍により、会員増強がより一層難しくなっ
てきました。さらに、ここ３市では、当納税協会は他協会よりも
特に法人の組織率が低いといわれています。法人部会でも、地
域密着型の地区研修会を企画し、頑張っているのですが、な
かなか入会法人が増えなくて・・・。何かアイデアでもありました
ら、お教えいただきたいのですが。そして新型コロナの影響を
受け、会員同士の交流の場である「意見交換会」が開催できな
くなっています。大きな問題ですが。
網岡署長：協会の活性化には若い青年部の活動が重要だと思

います。青年部の方は日頃から多忙だとは思いますが、私ども
で、できることであれば、参加させていただき、交流を深めて行
ければと考えています。協会の活動は、本当に奉仕（ボランティ
ア）の精神。その活動を地域のリーダーの方々が担っていただ
いている、頭が下がる思いです。私としても、新型コロナで意見
交換ができないのが、本当に残念でなりません。
野村会長：この意見交換会の開催ができないことの影響は本
当に大きいです。私としましても、会員の皆様のいろんなご意見
を聞かせて頂くことが大きな使命の一つと考えています。コロ
ナの一日でも早い終息を願うばかりです。協会の広報紙“三十
石船”がこの号で200号記念になります。この広報紙へのアドバ
イスをお願いします。
網岡署長：これまでも素晴らしい内容の広報紙だと思います。
我々も紙面で協力できることがあれば、何なりと言っていただ
ければと思います。
委員長：広報紙へのご意見ありがとうございます。参考にさせ
て頂きます。
野村会長：今、200号刊行にあたり、ＹＯＵＴＵＢＥへのアップ
やＱＲコードでの配信などの若い意見も視野に入れて広報紙と
取り組んでまいります。
署長は、退官の年を迎えられました。長い間、お勤めご苦労様
でした。最後に「これからの夢」何かお持ちでしたら、お願いい
たします。
網岡署長：若いころは、退職したら、また、大学で若い人に交じ
って勉強をしたいなどと考えていましたが・・。まだまだ白紙です
が、少しでも何か人のお役に立てることができればいいですね。
野村会長：ながながと、お付き合いいただきまして、ありがとう
ございました。今後とも末永くご壮健にて、ご活躍されますこと
をお祈り申し上げます。
委員長：年始のご多用の折に、貴重なお時間を頂戴いたしまし
て、ありがとうございました。これからの確定申告が無事に終え
られますことと署の皆様方の素晴らしい一年をお祈り申し上げ
まして、御礼に代えさせて頂きます。

編集後記

　広報紙『三十石船』は、協会会員並びに役員そして読者の
皆様方のお陰をもちまして、創刊200号を迎えることができま
した。年４回発行で、50年の歴史を刻むことになります。皆
様に心より感謝申し上げます。また専務理事をはじめ事務局
の皆さまのお力添えに厚く感謝いたします。今号は、記念紙
として、増ページかつカラー刷りそしてＩＴ化により若い読者
の方にも、より楽しんでいただける内容でお届けすることが
できました。この200号を一つの節目、契機として、これから
も幅広い読者層の皆様が、楽しんで頂けるように努力してま
いります。今後共、よろしくお願い申し上げます。
	 広報委員長
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～ 広報紙「三十石船」のあゆみと枚方納税協会の沿革 ～
発行号 広報紙「三十石船」のあゆみ 年　月 枚方納税協会沿革 主な出来事

昭和19年
4月（1944）

・�布施源泉納税報国会北河内支部として守口産業会館内に
事務所を設け発足

神風特攻隊出撃

昭和19年
8月 ・�枚方源泉納税報国会として発足枚方税務署開庁（三矢町）

昭和21年
4月（1946）・�枚方源泉納税協会と改称、事務所を枚方税務署内に移す

第１次吉田内閣発足
日本国憲法公布

昭和24年
6月（1949）

・�枚方税務署新庁舎内に事務所を移す枚方税務署新庁舎落
成（岡東町）

上野動物園にやってきた象のガジャ
子さんとインデラ譲

昭和24年
9月 ・枚方納税協会と改称

昭和26年
2月（1951）

・枚方税務署構内に新事務所落成移転
・納税貯蓄組合法施行

戦後初の民間航空会社「日本航空」
が誕生
サンフランシスコ講和会議・平和条
約調印

昭和33年
2月（1958） ・枚方納税貯蓄組合連合会発足

東京タワー完成
巨人の長嶋茂雄デビュー
関門トンネル開通

昭和35年
11月（1960）・�岡新町に新築事務所竣工、枚方税務署構内より移転

岸内閣新安保条約に調印
浩宮さま誕生

昭和44年
4月（1969）

・�門真・守口・大東・四条畷を分離 . 枚方税務署より門真
税務署を分割

東大安田講堂攻防戦

昭和45年
5月（1970）

・�枚方官公庁団地内に事務所用地を枚方市より取得（大垣
内町）

よど号ハイジャック事件
光化学スモッグで初の注意報発令
歩行者天国スタート昭和45年

6月 ・青色申告促進会連合会発足

昭和45年
10月 ・新会館２階建て竣工（大垣内町）

昭和46年
11月（1971）・経営者大型保障制度発足

沖縄返還協定調印
横綱大鵬が引退

昭和47年
6月（1972）・�青色申告促進会連合会と合併（部会となる）

札幌五輪

1号

広報紙「三十石船」創刊
広報標題「三十石船」は創刊当時の
税務署長、佐竹様の命名でご自身の
筆によるものです。森の石松の「寿
司食いねエ」で有名な三十石舟は京
から大阪へ下る乗合船でした

昭和47年
8月

グアムで元日本兵（横井庄一さん）
発見
連合赤軍と警察隊との銃撃戦
「あさま山荘事件」

昭和47年
12月 ・枚方優良法人会発足

13号 記念式典の記事掲載 昭和49年
11月（1974）・創立30周年記念講演会・式典

モナリザ日本で公開
長嶋茂雄選手現役引退

17号 設立登記の記事掲載 昭和50年
9月（1975）

・大蔵大臣より社団法人設立認可
社団法人枚方納税協会設立登記

山陽新幹線　岡山ー博多間開業
３億円事件時効

昭和51年
2月（1976） ・枚方優良法人会青年部発足

ロッキード事件
鹿児島で五つ子誕生

46号 納貯婦人部発足の記事掲載 昭和57年
10月（1982）

・枚方納税貯蓄組合連合会
婦人部発足

ホテルニュージャパン火災
カード公衆電話・テレホンカード登場

昭和59年
4月（1984）・青色申告促進部会青年部発足

新札発行（１万円、５千円、千円）
オーストラリアからコアラ入来

・法人部会に局調査部所管法人支部を設置

平成元年
4月（1989） ＜消費税 3% 導入＞

瀬戸大橋開通
平成に改元

平成元年
6月 ・間税部会発足

89号
創立 50 周年シンボルマーク決定
協会の永遠なる発展の意を込めて無
限大記号をモチーフに「50」という
数字をシンボリックにデザイン化

平成5年
10月（1993）・創立50周年記念講演会・式典

皇太子さま雅子さまご結婚
北海道南西沖地震
ドーハの悲劇
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発行号 広報紙「三十石船」のあゆみ 年　月 枚方納税協会沿革 主な出来事

99号 新会館を写真で案内 平成7年
11月（1995）・新会館４階建て竣工（大垣内町）

阪神淡路大震災
地下鉄サリン事件発生

100号 「100号に寄せて」の樋口会長のあいさつ
平成8年
2月（1996）

O157大量感染
北海道のトンネルで落盤事故

平成9年
4月（1997） ＜消費税３％から５％へ＞

金融機関の経営破綻相次ぐ

平成10年
5月（1998） ・福祉制度委員会設置

カレーにヒ素混入事件
長野冬季五輪開催

平成10年
6月 ・枚方優青会発足

129号 青年部会設立記事掲載 平成15年
7月（2003）・青年部会発足

阪神タイガース18 年振り優勝
地上波デジタル放送開始

平成16年
1月（2004） ・法人部会活性化委員会設置

新潟中越地震発生
拉致被害者の家族帰国

平成16年
4月

＜国税電子申告納税（e-Tax）
開始＞

136号 「トップインタビュー」を掲載 平成17年
4月（2005） ・法人部会新地区制度発足

尼崎ＪＲ西日本脱線事故
マンションなどの耐震強度偽装

142号 「地域の窓」を掲載 平成18年
8月（2006）

ホリエモン、村上代表らヒルズ族逮捕
秋篠宮家に男子誕生（皇族 41年ぶり）

144号 署長インタビュー記事掲載 平成19年
2月（2007）

年金記録未統合 5 千万件が判明
各地で食品偽装発覚

150号 150 号発刊記念号 平成20年
8月（2008）

大阪府知事に橋下氏当選
秋葉原で通り魔殺傷事件
日本人4人にノーベル賞

151号

「トップインタビュー」内に感想欄を
掲載
「地域の祭り」を掲載
「キモトがいく」を掲載（第1号）

平成20年
11月

平成22年
6月（2010） ・定款変更

尖閣沖で中国漁船と衝突
大阪地検が証拠改ざん

158号 代議員選挙の実施について 平成22年
8月

・代議員選挙実施
 （評議員制から代議員制へ）

161号 公益社団法人として4月1日よりス
タート横書き左開きになる

平成23年
4月（2011）・公益社団法人へ移行

東日本大震災・原発事故
なでしこジャパンＷ杯優勝の快挙

平成25年
10月（2013）・創立70周年記念講演会・式典

富士山、世界遺産に登録決定
楽天が初優勝・日本一に

175号 「地域の歴史」を掲載 平成26年
1月（2014）

・公益事業の一本化
税務行政の円滑な執行に寄与する
事業
①税務指導・税務相談等の実施
②説明会や講演会等の開催
③会報誌・機関紙・小冊子の配布
④税務広報の実施

ＳＴＡＰ細胞論文問題
東京都知事に舛添氏当選
冨岡製紙場、世界遺産に登録決定
「維新の党」旗揚げ
第２次安倍改造内閣が発足

平成26年
4月 ＜消費税５％から８％へ＞

平成26年
6月 創立 70周年記念事業　淀川舟運『淀川下り』

180号 年 4 回の発行ごとに広報紙の色分
けを開始

平成28年
2月（2016） ＜マイナンバー制度スタート＞

熊本地震発生
伊勢志摩サミット開催
オバマ大統領が広島訪問

令和元年
10月（2019） ＜消費税８％から 10％へ（軽減税率適用は８％）＞

天皇陛下ご即位、令和に改元
京都アニメーション放火事件
大リーグ、イチロー引退

197号
新型コロナウイルスの影響により行
事が中止となり、初めて紙面が6ペー
ジになる

令和２年
６月（2020）

・�新型コロナウイルス感染症の影響により、最小人数で
の定時総会と書面による決議（理事会）

新型コロナで緊急事態宣言
菅内閣発足

200号 200 号記念号発刊 令和３年
２月（2021）

2回目の緊急事態宣言
第46代アメリカ合衆国大統領に
バイデン氏が就任（1月）



「記念号　発刊に寄せて」 （株）シマナカ　嶋中　隆彦

　広報紙「三十石船」が、此の度、記念すべき第 200 号発刊をお迎えになることを祝し、同時に、その編集、発行を担わ

れた広報委員会の皆様に敬意を表したいと存じます。又、半世紀の長きに亘り、滞りなく定期発行を続けてこられたことは、

特段のこととその御努力を称賛致します。

　時代の変遷を念頭にした編集方針、記事の選定。会員各位に手に取って目を通していただくことへの様々な工夫。

　会員に是非とも伝えたいことを正確に。更にはスポンサーの獲得など諸条件を満たしての定時配付は、委員の方々に重

荷をお掛けし続けてきたのではと存じます。

　様々に委員が研鑽を積まれた成果として、その紙面は、増々研きがかかり、読み易い工夫と共に情報が正確に伝達され

ることになります。

　中でも連載形式の地域の歴史は、NHK大河ドラマ「歴史のミステリアス」の高視聴率と同様に会員の興味を引く企画と

なっています。

　又、活躍される企業の紹介（トップインタビュー）は、税務当局と会員を繋ぐ広報紙の双方向の使命からも価値の高い

記事と評させて頂きます。

　その他紙面には、写真、図式、イラストや漫画

など委員の工夫が随所に多用され、税務当局のお

堅い記事の中和剤の役目を果たしています。

　最後となりますが、他の署管轄の広報紙のこと

は存じませんが、「三十石船」は、他協会のお手本

となるような、優れた広報紙となっているのでは

ないでしょうか。

　今後も引き続き御苦労をお掛けすることとなり

ますが、委員の御健闘をお祈り申し上げます。

200 号発刊に寄せて 大林　洋一郎

　広報紙「三十石船」記念号の発刊、真に、お目出度うございます。

　広報委員の皆様の多大なご努力で「三十石船」は、会員と税務当局、そして協会を継ぐ大切な役割を担って来られました。

　私が納税貯蓄組合連合会会長を務めた十年間、重要な柱として取り組んで参りました「中学生の税について」の作文募

集の呼びかけや、優秀作文の掲載等、大変お世話になり、ありがとうございました。

　お蔭様で、応募作品数も三千編程から、五千編を越える迄になり、三年続けて近畿管内で一位の栄誉と成りました。

　会員の皆様方、役員の皆様には言葉で言いつくせない程お世話になり、私も「三十石船」と共に歩んで来たように思い

ます。

　最後になりましたが、枚方・寝屋川・交野三市

の教育長を始め、三市の中学校の校長先生、社会

科の先生との面会に、暑い日、寒い日、また風雨

の強い日にも同行して頂いた税務署長様始め署の

幹部の皆様、事務局に対しまして、厚くお礼を申

し上げますと共に、ますますの「三十石船」の充

実と、さらなる飛躍を祈念申し上げます。

大林　洋一郎氏
平成 18 年５月 19 日～
令和２年６月 16 日まで　
枚方納税協会副会長
平成 24 年４月 28 日～
令和２年６月１日まで
枚方納税貯蓄組合連合会長
現在：枚方納税協会　顧問
　　　青色促進部会長

嶋中　隆彦氏
平成 10 年５月 21 日～
平成 18 年５月 19 日
枚方納税協会　常任理事
平成 16 年５月 14 日～
平成 20 年６月 25 日まで
広報委員長
現在：枚方納税協会　監事

第 ２００号三　　十　　石　　船（6） 令和３年２月５日
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『本当に必要なものを必要な時に、必要な分だけ』

大商化成株式会社
代表取締役　加山　俊哉  氏

所	在	地	 本社　枚方市招提大谷2丁目17－16
	 営業本部・溶剤第一工場（枚方市招提田近）
	 溶剤第二工場　　　　（枚方市招提田近）
	 東京工場　　　　　　（埼玉県川口市領家）
事業内容	 単品・混合溶剤各種製造・販売
創業年月	 1963年8月1日
従業員数	 50名
Ｕ	Ｒ	Ｌ	 http://www.daishokasei.co.jp/

☆ 会社について
　我社は、前社長（磯田	勝信氏）が1963年に大阪市城東
区において、シンナー製造販売を開始したのが始まりで
す。創業以来、約58年間溶剤（シンナー）専門メーカーとし
て各種用途に合った商品を市場へ供給しニーズにお応え
し、現在では数多くの需要家様に支持を受けています。
　我社は、「オーダーメイドシステム」をモットーに営業し、
現在では時代に合ったエコ商品を含め5000種類以上の製
品を市場へ供給しています。近年の社会情勢として、環境
保護、低毒性化への対応が進んでいますが、我社も環境
対策商品の代表商品として「ダイカエコシリーズ」があり、
大手電機メーカー、自動車、電子関係部品、造船、建築、
印刷業界と幅広い業界で採用されております。

☆ 会社の特色
　生産は完全自動化され、全ての工程が中央制御室から
のコンピューター指示に基づき稼動することで、品質安定
やスピーディー且つコスト面にも貢献出来るよう努めており
ます。お客様に適合した配合の商品や、大手と比べて「本
当に必要な物を必要な時に、必要な分だけ」お届け出来る
ことが、我社の強みであります。

☆ こだわり
　私自身、できるだけ早朝に出社して、「おはよう。」の一
言を大事にしております。50名の社員とその家族の安定し
た生活を守らないといけませんし、その為に社員の健康
が大事だと考えております。毎朝に全社員で行うラジオ体
操は、社員の体調を知る上で大切な日課であると思ってい
ます。
　また、大阪の社員（約40名）には、お給料と賞与の時に
は必ず、明細書を手渡しする事にしています。その事で社
員とのコミュニケーション図り、健康状態や家族の事、悩
み事など近況を訪ねています。コロナ禍の前は1か月に1回

は東京工場に行き、社員の顔を観たり、3か月に1回は食
事会を開催していましたが、昨年は出来ずにとても残念で
した。
　もう一つ「こだわり」と言えば、沖縄に前社長が担当して
いたお客様が20件程ありますが、現在は私が担当し、お
中元やお歳暮は郵送ではなく、直接お客様の所に届けて
います。それは全営業担当者も同様です。感謝の気持ちを
込めて「ありがとうございます。」と伝えたいからです。

☆ 夢
　100年続く会社、100周年を祝える企業になりたいです。
まずは目先の60年、そして75年ですね。100周年の時、自
分が生きていて（自分自身も100歳ですが…）、現在働いて
いる社員達と一緒に見届けることができれば最高です。

☆ 誇れるもの
　社員とお客様です。真面目な社員と継続してお取引し
ていただいているお客様ばかりですし、本当にお取引先
に恵まれている事は社員の努力の賜物ですし、誇りであ
ります。

☆ 社員同士のコミュニケーション
　東京、大阪は年1回の社員旅行で集まります。大阪では
初出の時に社員全員が集まり、年男と年女はそこで一言ス
ピーチをしてもらうのが恒例であります。今年は野外で行
いましたが、寒さで30分程で切り上げ、スピーチも中止に
しました。新型コロナウイルス感染症の影響で様々な事が
制約され、とても残念です。年1回の営業会議も現在はウ
エブ会議となっています。

☆ 納税協会の「青年部会」について
　私は現在、青年部会長という立場でありますが、青年部
会の活性化は協会にとって大切な事ですし、今後、青年部
会員と共に新しい事を取り入れ、20年、30年と続けていけ
ればいいと思っています。

☆ 税について
　税金を払うのは義務であると思っています。税金をきっ
ちり払える会社創りを今後も社員と共に頑張っていきたい
です。

＊インタビューの感想
　前社長様（磯田	勝信氏）は加山社長様にとっては、義父
でありますが、とても尊敬されていて前社長様からのお客様
や社員達を大切にする精神は、しっかり受け継がれている事
が言葉の端々でよく解かりました。これから先、100年続ける
事できる企業になりたいと強い思いをお持ちでありますし、
社員思いの社長様ならきっと、社員の方 と々一緒に実現され
るのではないかと感じました。

プロフィール
昭和38年4月生まれの兎年、B型。
趣味はスポーツ全般、若い時は野
球、テニス、現在はゴルフ。最近は
奥様とサイクリング。個人的な信条
は「感謝の気持ち」。尊敬される
人物は今まで出会ったお客様と先
代（磯田	勝信氏）。「大商化成」の
「大商」は大阪の商人という意味
で先代が命名。経歴は大学（工学
部）卒業後、コンピューター会社に10年、結婚3年後に大商化成
㈱へ。家族は妻と子供3人（女子3人）。



まだ、納税協会へ来館されていない方に、会館の様子を知っ
てもらえるように、渡辺、河原両氏が動画で紹介するために
１月のある日、スマホで撮影しました。
まずは屋上でその視界の良

さを撮影。急な階段で４階の
大会議室を紹介
そして清潔なトイレをチョッ

ト覗いてみます。
さらに３階でには税務相談

室、会議室、役員室を撮影。
２階では新しくできる相談室そ
して事務室。(映像では2階から紹介しています)

ーーー２階の事務室で執務するスタッフを紹介しますーーー

★今村専務理事
勤続年数は２年６か月で協会の業務全般を見て頂いてます。好き

な言葉は『一期一会』、休みの日は温泉巡り・ゴルフ・旅行でリフ

レッシュ

★木本書記
勤続年数１９年１１か月の

ベテランで、担当も法人部会・
個人部会・青年部会・優良法
人会・会員管理等たくさん。
『日々是好日（にちにちこれ
こうじつ）』をモットーの
『きもっちゃん』は『キモト
が行く』のモデルです。趣味は子供のテニス観賞

★石橋書記
勤続年数１４年８か月の中堅。担当は会計・納貯組合・広

報紙。好きな言葉は『誠心誠意』。映画鑑賞・雑貨、インテ
リア雑誌を見る事、園芸と、おしとやかさ発揮

★草野書記
勤続年数は２年１１か月の新人で事業部会・優青会・会計

補佐をしています。『臥薪嘗胆（がしんしょうたん）』を心
に秘め、読書・音楽鑑賞・映画鑑賞にいそしむ。身体を動か
すことが好きな特技バスケットの長身乙女

ユーチューブで新しい納税協会に参加してみよう
「近くにお越しの節は気軽にお寄りください」

会館鳥瞰図

納税協会の会館とスタッフの紹介

右のQRコードを読み込んでみましょう

★ここで問題です★（動画を見た人にだけ解る)
1.歴代の協会会長の写真が役員室に飾られていますが、

現会長の写真の３つ横には誰の写真がありましたか

2.緊急用の避難はしごが設置してあるのは何階?

3.今村専務理事のイスの背もたれの色は何色?

★答え合わせ★（３問正解で、サークル正会員)
1.野村会長が１２代です。３つ横は９代の西氏です。

2.避難はしごは消防法で３階から４階に設置

3.黒さあ、確認のためもう一度見てみましょう

避難はしご→
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令和３年、昨年よりの新型コロナの影響で事業所は大き
な変革を求められています。飲食店だけではなく、働き方
そのものが大きく変わろうとしています。
中でもインターネットの活用は今まで以上に必要となり、

「私には無理」と言っていると時代の変化に対応できない
のではないでしょうか。
広報委員会では２００号という節目にどんな広報をすべ

きかプロジェクトチーム（代表小川副委員長）を立ち上げ、
動画と連携した広報を目指し、会員拡大、相互交流を図ろ
うという提言をしました。 そこで当協会の青年部に、サー
クル代表に青年部副部長の渡辺さん、そして副代表は新入
会員で和楽器奏者の河原さんにお願いして新たに《ユーチュー

ブサークル》が発足することになったのです。
YouTube（ユーチューブ）は主にスマホ（スマートホン）

と呼ぶ携帯電話を使ってムービー(動画)を見たり配信したり
して情報を交換することのできるものです。
さっそくユーチューブで【●納税協会への入会の手引き】、

【●チョット税務相談したいとき】、【●納税協会の会館
とスタッフの紹介】の３本をアップ（発信）することにな
りました。 それに引き続いて第１回のサークルの開催を計
画しましたので、これからの情報発信のためにもぜひ、お
茶でも飲みながらの会に気軽にご参加ください。
《下記の簡単スマホ解説の要領で各コーナーの動画をタ

イトル横のQRコードからお楽しみください》

新入会員の河原さんが突撃インタビューその1【2分】
自分が入会して「とってもいい会」なので、どうしたら入
会できるのか、いろんな人に教えたいと、専務理事に聞き
ました。マスク越しの説明ですが、言葉もはっきりして聞
きやすくわかりやすかったし、ちょっと木本書記も出現し
ています。最後が尻切れトンボのようですが、詳しくは協

会迄お問い合わせください。
《動画の一コマ》・専務理事が持っ
ているハガキは入会申し込みの封
筒に入っているもので、必要事項
を書いて投函するだけ。紹介した
い人に見せてあげたい動画

新入会員の河原さんが突撃インタビューその2【2分】
税金のことで悩んでいる人も多いはず。河原さんもどう

しても知りたいことがあるので、専務理事に相談してみま
した。
窓口相談は会員でなくてもできるんだけれど、予約が必

要で、会員の方が優先
です。この申告の時期
は混雑しますから早め
のご連絡と、入会がま
だの方はまず左記の入
会の手引きがお勧めで
す。

1.ＱＲコードアイコンをクリック

（無ければPLAYｽﾄｱで

『ＱＲアプリ』をﾀﾞｳﾝﾛｰ

ﾄﾞしてください)

2 .ＱＲコードに画面をあてる
（このページにあるＱＲコードに画面

をあてると自動で反応します）

3.下の画面
ブラウザで開くを押す
と・・・・

ユーチューブが

起動して動画を見る

ことができます

(上手くできないとき

は下記サークルで)

"コロナの乱" で企業、商店のＩＴ化は不可避。
さあ今・・納税協会青年部でサークル発足! 【広報委員会プロジェクト委員会の提言】

簡単にユーチューブを見てみよう

〖ユーチューブサークルのご案内〗 参加は青年部以外でも会員以外でも自由 《問合せ:072-843-6321》
開催日程:３月２２日(月)１６時~ 場所:納税協会４階会議室 《窓開放・８名程度》 突然の来訪もＯＫです

納税協会への入会の手引き

右のQRコードを読み込んでみましょう

チョット税務相談したいとき

右のQRコードを読み込んでみましょう
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（11月. 12月）（11月. 12月）

生出演

地元のラジオ放送
ＦＭひらかた「ら・ぱれっと」に
野村協会長

地元のラジオ放送
ＦＭひらかた「ら・ぱれっと」に
野村協会長

地 区 名 開 催 日 場　所

枚方

川越別 枚方納税協会の
相談日期間内 枚方納税協会

香里団地 枚方納税協会の
相談日期間内 枚方納税協会

蹉跎 2月16日 枚方納税協会

殿二・殿一 2月19日 牧野生涯学習市民センター

楠葉

2月15日
2月16日 楠葉生涯学習市民センター

2月22日 町楠葉福祉会館

津田 2月15日 津田会館

地 区 名 開 催 日 場　所

寝屋川

寝屋川北 2月 5 日 枚方納税協会

寝屋川三 2月12日
2月17日 寝屋川市立市民会館

寝屋川四 2月18日
2月25日 西コミュニティセンター

寝屋川中央 2月20日
2月27日 産業振興センター

萱島
（萱島・寝屋川六）

2月12日
2月26日 本町集会所

交野

郡津 2月 7 日 交野文化教室

私部
（私部・倉治）

2月13日
2月14日
2月15日

私部会館

星田・磐船 2月19日
2月26日 星田会館
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　令和２年１１月２８日（土）１８時からのラジオ放送に生出演
し、納税協会はどのような活動をしているのか、加入方法はど
うすればいいのか、枚方まつりでの活動等をパーソナリティと
の約１５分間の質問形式で進行し、納税協会のＰＲをしていた
だきました。

中学生の「税についての作文」優秀作品が
「ＦＭひらかた（77.9 ＭＨｚ）」で放送されます。

出演者 所属中学校 放送日 放送時間 再放送日 再放送時間

宮原麻衣さん 枚 方 中 学 校 2月23日（火）

9時15分～
放送開始

（14分～15分）

2月28日（日）

14時～
放送開始

（14分～15分）

赤橋未桜さん 枚方第一中学校 3月2 日（火） 3月14日（日）

山田成留さん 中 宮 中 学 校 3月9 日（火） 3月7 日（日）

山西瑚雪さん 枚方第三中学校 3月16日（火） 3月21日（日）

小寺奏色さん 蹉 跎 中 学 校 3月30日（火） 4月4 日（日）

　１２月１０日（木）、納税協会４階会議室において決算期別説明
会を開催いたしました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を踏まえた対応として、身体的距離の確保やマスク、検温、消
毒による基本的な感染対策の実施を行ったうえで、枚方税務署	
法人課税第１部門	下西氏を講師に迎えて「決算及び法人税と
消費税の申告における留意点について」「印紙税の改正事項に
ついて」等を説明していただきました。
　また、納税協会が実施する施策とし
て、自主点検チェックシートやガイド
ブックを使用した税務コンプライアン
ス向上への取組についても説明してい
ただき、今後の参考になったのではな
いでしょうか。

個人会員のための地区申告相談会場
※業種支部を除く発行日以後の日程（2月5日現在）

※今後の新型コロナ感染状況によっては、日程、会場が変更となる可能性があります。
※ 上記日程でご都合がつかない場合、枚方納税協会においても申告相談を行っております。必ず日程・時間を電話にて
お問い合わせいただくか、ホームページでご確認下さい。

※相談時間は地区により異なります。地区からの案内ハガキでご確認下さい。
※ 会員以外の方でも、それぞれの会場でご入会いただき、年会費（6,000円）を納入されれば相談会場での相談がご利用
になれます。

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



©２０１４大阪府もずやん

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

【お問い合わせ】

【住民税申告会場のご案内】

　～枚方市・寝屋川市・交野市からのお知らせ～

ただし、以下のような場合は、住民税の申告が必要です。

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

（1）公的年金以外に次のような所得が
　 あるとき

▶ 給与所得
▶ 営業所得
▶ 不動産所得
▶ 一時所得
▶ その他雑所得　など

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

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

枚 方 市 税務室市民税課   電話 072－841－1221（代表） 内線 3478～3481、3675～3676
寝屋川市 市民サービス部（市民税担当） 電話 072－813－1114（直通）
交 野 市 税務室市民税係   電話 072－892－0121（代表） 内線 120～122

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

お住まいの市 期　間 時　間 場　所

枚 方 市

寝 屋 川 市

交 野 市

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

２月３日（水）～２月10日（水）※

※２月７日（日）、８日（月）は申告受付を
　行いません。

２月16日（火）～３月15日（月）
※２月28日（日）は開庁受付します。

２月15日（月）～３月15日（月）
（土曜日は開設※）
［事前予約が必要です。］

２月16日（火）～３月15日（月）

枚方市市民会館　１階第１･２集会室
※新型コロナウイルス感染症の状況により、

申告受付場所が変更になる場合があります。

枚方市市民会館　大ホールロビー

寝屋川市上下水道局　３階会議室

交野市役所　別館３階小会議室

10:00～17:00

９:30～17:00

８:00～20:00
※土曜日は、
８:00～13:00

９:30～16:00

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

※各会場とも土曜日・日曜日・祝日は開設しておりません（※を除く）。

■引越しなどで住所が変わったときは、インターネット（府税のホームページ「府税あらかると」）で、
　自動車税納税通知書等の送付先の変更手続きができます。
■住所変更の届出入力には、自動車の「登録番号」と「車台番号（下4桁）」が必要になりますので、
　お手元に自動車検査証（車検証）をあらかじめ用意してからアクセスしてください。
　※ 自動車検査証（車検証）に記載されている住所を変更するには、運輸支局での住所変更手続きが必要です。

インターネット申請はこちらから→ 大阪府 自動車税住所変更届 検索

大阪府では、自動車税納税通知書等の送付先を
　　　　　　　　　　　　インターネットで変更できます！

府税事務所からのお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送での申告をお願いします。
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インボイス制度については次ページをご覧ください。
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各種キャッシュレス納付等の概要

枚 方 税 務 署 

口座振替 

（個人の方のみ） 
ＱＲコード 

クレジット 

カード納付 
ダイレクト納付 

利用時間 

－ 

振替日に自動引落し 

〇 

コンビニの 

営業時間内 

◎ 

24時間 

△ 

e-Taxの利用 

可能時間内 

納税資金の 

必要な時期 

(令和２年分の

確定申告分) 

◎ 

口座振替日まで 

所得税等 ４/19（月）

消費税等 ４/23（金）

△ 

法定納期限まで 

所得税等 ３/15（月）

消費税等 ３/31（水）

 

◎ 

法定納期限まで 

所得税等 ３/15（月）

消費税等 ３/31（水）

・ ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社
の支払日に引落し 

◎ 

法定納期限まで 

所得税等 ３/15（月）

消費税等 ３/31（水）

・ 複数口座の利用
も可能 

事 前 の 

申込手続 

〇 

口座振替依頼書

の提出が必要  

◎ 

必要なし 

◎ 

必要なし 

△ 

ダイレクト納付利用

開始届出書の提出と

e-Taxの利用が必要 

納付手続 

◎ 

指定の預貯金口座 

から自動引落し 

〇 

国税庁ＨＰで作成

したＱＲコードを

利用して、コンビ

ニの店頭で納付 

◎ 

「国税ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ

お支払サイト」で

必要事項を入力

して納付 

◎ 

e-Taxで必要事項を

入力して納付 

注意点等 

・ 法定納期限までに口

座振替依頼書の提出が

必要 

・ 口座振替の事前通知

なし（法定申告期限内

に申告書を提出される

と、口座振替日に自動

的に引落し） 

・ 残高不足等で口座振

替ができなかった場

合、延滞税は法定納期

限の翌日から計算 

【 口 座 振 替 】  

・ ローソン、ナチュ

ラルローソン、ミニ

ストップ（Loppi端

末設置店舗のみ）、

ファミリーマート

（Famiポート端末

設置店舗のみ）で 

利用可能 

 

 

【コンビニ納付サイト】

 

・ 納付税額に応じ

決済手数料が必要

（ 最 初 の １ 万 円 

までは76円、以後 

１ 万 円 を 超 え る 

ご と に 76 円 加 算 

※消費税別） 

 

 

 

【ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞお支払サイト】 

・ ダイレクト納付

利用開始届出書の

提出から利用開始

まで約１か月必要 

・ e-Taxを利用され

ていない場合は、 

併せて e-Tax利用 

開始届出書の提出

が必要 

 

【ダイレクト納付】 

※ 上記のいずれの納付方法においても、納税に係る領収証書は発行されません。 
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新入会員のご紹介（法人）
（令和２年10月〜12月）

地区 会　社　名 所　在　地
交２ ㈱ 西 鶴 交野市東倉治
枚３ ㈱ 斉 藤 組 枚方市招提北町
枚３ ㈱ 翔 建 枚方市南船橋
枚２ ㈱ Y u w a 枚方市星丘
枚２ ㈱ Yuwa System 枚方市星丘

新入会員のご紹介（個人）
（令和２年10月〜12月）

地区 氏　　　名 所　在　地
本 部 生 田 聖 良 寝屋川市成田東町
本 部 河 原 淳 一 枚方市津田南町
本 部 田 近 康 司 枚方市東船橋
税理士 西　村　　　毅 大阪市中央区谷町
本 部 平　瀬　布美代 交野市私部
本 部 藤 井 住 代 寝屋川市高柳
本 部 藤　井　ありさ 枚方市養父西町
本 部 松 本 広 樹 枚方市宮之下町
本 部 宮　下　加智代 枚方市高野道

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。



地域の窓地域の窓
輝く『明日の三市』
地域の今を見る！・・・枚方・寝屋川・交野市

第200号記念 広報委員会

第 ２００号三　　十　　石　　船（16） 令和３年２月５日

　新型コロナ蔓延の今、この地域には、槌音高く完成
が待たれる施設が数多い。わが地域は、新型コロナに
も負けずに頑張っているところがいくつもある。その
いくつかを未来の夢ではない『夢』を目前の現実とし
てこの本紙 200 号記念の紙面に実現してみよう。

枚方市総合文化芸術センター完成！

　まず一番近くに完成間近！『枚方市総合文化芸術セ
ンター本館』がある。完成は本年 9月の予定。
　ついでながら、すぐ傍の「メセナ枚方」も大きく衣
替えをし、来年 4月、『別館』として再オープン。

新名神高速道路の完成は？

　垂涎の『新名神高速道路』は、枚方市域（長尾家具
町～西船橋間）をトンネルとして、今シールドマシン
（トンネル掘削機）の発進立坑施工のための工事が進

められている。当初完成予定は、2023 年末であったが、
市内トンネルの完成が 2024 年 9 月といわれている為、
開通は遅れそうだ。枚方ＩＣの予定はない！？？

京阪本線連続立体交差事業が軌道に…
地元説明会 各地にて始まる

『京阪本線（寝屋川市～枚方市）連続立体交差事業』
が香里園駅から光善寺駅、枚方公園駅を経て枚方市駅
まで地元説明会が行われている。大阪府が事業主体と
なり、道路整備の一環として社会資本整備総合交付金
により実施する都市計画事業である。令和 10 年度の
事業完了を目指している。本事業に伴い前掲各駅周辺
は、大きく様変わりとなる。これにより、なくなる踏
切は 21 か所、枚方の全 15 か所を含む 20 か所が開か
ずの踏切だ。何より市民の安全が第一である。

　本紙の“地域の窓”シリーズは、今後も折に触れ、
地域が大きく変貌する姿を、読者の皆様にお届けし
たい。コロナに負けない地域の躍動する姿をお楽し
みに…。

▲今年の目玉！総合文化芸術センター

▲新名神…トンネルの中？

▲長尾家具町トンネル入口

▲香里園駅前

▲枚方公園駅前

▲光善寺駅前

▲高架断面


