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塗装業・建設業

㈲佐藤塗装工業
代表取締役　佐藤　英治

広島市安佐南区川内六丁目2-1

TEL.082-831-6133　FAX.082-831-6144

メールアドレス：info@satotoso.com

ホームページ：http://www.satotoso.com

事業内容

佐東
支部

弊社は平成3年に先代が設立し、平成12年に代替わりし現在に至りま
す。塗装業というものは、仕上の仕事で御座いまして、手掛けさせていた
だいた物件が何年、何十年にわたり作品として残り広告塔の様な役割を
果たしてくれます。弊社はお客様に満足して頂ける様な技術・提案・ランニ
ングコスト等を常に考えながらこれまで工事してまいりました。会社規模
の成長速度は、大変緩やかでは御座いますが皆様に支えられて、信頼を
戴きこれまでやって来れたのだと思っております。これからも今まで通り
一人一人のお客様を大事にさせて頂きゆっくりと歩みを進めて行こうと思
いますので何卒よろしくお願い申し上げます。

設立10周年を迎えて、
住みよいまちづくりを目指す

特定非営利活動法人

沼田まちづくり協議会
理事長　　原田　照美

広島市安佐南区伴東４丁目26-22

TEL082-849-0196

事業内容

沼田
支部

　当協議会は、住民主体のまちづくりに寄与することを目的に平成19年
6月、法人を設立しました。早いもので今年度大きな節目となる10周年を
迎えることとなりました。設立当初は、公共施設の管理運営事業の準備
に奔走し、平成23年3月、念願の広島市西風館内喫茶・売店コーナーの
運営に携わることとなりました。艱難辛苦の末、本事業がやっと軌道に乗
り社会貢献事業の一環として、生涯学習(文化講演会・まちづくり研修
会)、地域に貢献する団体への支援事業、まちづくりに関するイベント事
業等へ取組むことができました。そうした中で迎えた10周年記念祝賀
会は、お世話になった行政、関係企業、地域の団体から多数のご出席を
いただき大きな賛
同の評価をいただ
きました。これを機
に、右方上がりのN
をデザイン化した
協議会旗を作成
し、一層の躍進と
団結を祈念するこ
ととしました。

塗装・防水工事等

代表取締役　松尾　賢治

広島市安佐北区落合南1-25-29

TEL.082-842-5531　FAX.082-847-5532

事業内容

高陽
支部

建築業（新築・リフォーム／リノベーション・店舗）
雑貨販売・薪販売・オーダー家具

㈲八重製材所
代表取締役 波多野敦士

広島県山県郡北広島町有田５

TEL.0826-72-2354　FAX.0826-72-2431

メールアドレス：info@yaeseizai.jp

ホームページ：http://www.yaeseizai.jp/

事業内容

北広島町
支部

本格的木造建築からモダンで端正
な家まで、90年の多彩な実績が可能
にしたスタイルをご提案いたします。型
にはまらない自由な発想と、ワン・オフ
（一度きりの製造）で製作するアドリブ
感たっぷりの特注仕様。それが八重
製材所のものづくりです。カタログを
ご希望の方は、ホームページまたはお
電話よりお問合せください。また、
ショールームと雑貨屋エイトプラスを
併設しておりますので、気軽にお立ち
寄りください。

農産物加工販売業

つなみ和の里生産組合

なごみのさと
組合長 中本　正廣

広島県山県郡安芸太田町大字津浪1444-1

TEL.0826-25-0222　FAX.0826-22-2288

メールアドレス：nagominosato@email.plala.or.jp

事業内容

安芸太田
支部

　地域に眠る農水産物を加工
して商品化し、この地域の活性
化を図りたいという趣旨に賛同
した26戸が出資して、平成13
年7月に設立しました。
●安芸太田町特産の太田かぶ
　菜漬
●うす塩で年々需要が伸びて
　いる干し鮎・一夜干し開き鮎
●モンドセレクション金賞受賞
　の　園坊干し柿
●きめ細かくよく伸びておいしい杵つき餅　これらが主な商品です。
　高齢化をものともせず、日々頑張っています。

会員企業
M e m b e r  c o m p a n y PICK UP

日本基準寝具㈱ アスピー㈱
代表取締役　今井　誠則

広島市安佐南区大町東一丁目18-44

TEL.082-877-1011　FAX.082-877-6157

ホームページ：http://www.nihonkijyun.jp

安古市
支部

　ホテル・飲食から冠婚葬祭等、人生の様々なシーンに関わるサービ
スを提供する東洋観光グループ。その中で、日本基準寝具は、医療・福
祉施設、ホテル向け寝具・リネン類のリースや各種販売を手がける「リ
ネンサプライ事業部」と介護支援サービスを手がける「エコール事業
部」からなり、お客様の安心・快適な生活を追求するライフサポート企
業です。これからも、お客様の「心地よさ」を第一に考え、従業員一同
努力してまいります。

「生活の中でちょっとした喜びそしてちょっとしたしあわせこのことを
感じるための生活道具。客と店員ではなくて、人と人とのふれあいの中
でのモノとの出会いを演出します。」このことをモットーとして2010年、
西本金物の会社の中に、田舎暮らし屋という南部鉄器とストーブのお店
をオープンしました。南部鉄器は産地をしのぐ豊富な商品を展示販売し
ていて全国へのネット販売そして、広島県内及び遠くは山口県、島根県よ
り足を運んでいただいています。そして、金属工事、建築金物、工具など
の本業も今年創業70周年を迎えることが出来ました。これからも皆様
より、信頼される会社であり、お店になるよう社員一同努力してまいりま
すので、宜しくお願い申し上げます。

生活雑貨・金属工事

西本金物㈱田舎暮らし屋
代表取締役　西本　範男

広島市安佐北区可部8丁目14-1

TEL.082-814-8555　FAX.082-812-3078

メールアドレス：nishimoto@if-n.ne.jp

ホームページ：http://nishimoto-kanamono.com

事業内容

リネンサプライ業・介護福祉事業事業内容

可部
支部 ㈱安宅建設

代表取締役　増田　良信

広島市安佐北区安佐町飯室3499

TEL.082-810-2933　FAX.082-835-4733

ホームページ：http://atakakensetu.net

あ  た  か

新築・増改築工事事業内容

安佐
支部

人にやさしい家を提案する（株）安宅建設です。地域の皆様にご愛顧
を頂き設立33年になります。当社は桧材・無垢・珪藻土を使って安心安
全な新築・リフォームを行います。

小さな工事から介護改修も、お気軽にご相談下さい。又、当社の展示
コーナー（安佐公民館斜め前ローソン横）には小物からチョットした家
具まで楽しくDIYできる自然素材の木材をたくさん用意してあります。
ぜひ一度お立ち寄り下さい。巣箱から机等、商品も販売しています。当社
ホームページもぜひご覧ください。

　20年前に床の塗装工事業として独立して、平成22年4月に「アスピー
株式会社」として法人化しました。業務内容は、塗装、防水工事の施工を
しております。その中でも、床の塗装をメインで施工しており、新築工事
はもちろん、既存の床を撤去して新たに床を塗装する改修工事には特
に力を入れております。工場、自動車修理工場、食品工場、倉庫、厨房、駐
車場など、あらゆる床で「塗装したい」「塗膜が剥がれてきた」「床がガタ
ガタする」などお困りの方、是非一度ご相談ください。その他の塗装、防
水の事に関してもお気軽にお声掛けください。

電気通信設備工事

㈲タナカシステム
代表取締役　田中　勝巳

広島市安佐南区　園3丁目52番19号　

TEL.082-874-6884　FAX.082-875-8027

メールアドレス：tanasys@nifty.com　

ホームページ：http://www.tanakasystems.com/

事業内容

　園
支部

　平成2年5月、操業開始。平成10年6月、法人化。当初は西原でしたが、平成11年
に今の　園に事務所を構えて現在に至ります。業種は電気通信設備工事で、会社
・官公庁・工場等の電話設備・ネットワーク環境の構築・光ケーブル・LAN等の施工
・保守を行っています。お客様の立場に立って満足して頂ける商品をモットーに中国５県と四国４県を施工エリアとしてスタッフ共々頑張っています。
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塗装業・建設業

㈲佐藤塗装工業
代表取締役　佐藤　英治

広島市安佐南区川内六丁目2-1

TEL.082-831-6133　FAX.082-831-6144

メールアドレス：info@satotoso.com

ホームページ：http://www.satotoso.com

事業内容

佐東
支部

弊社は平成3年に先代が設立し、平成12年に代替わりし現在に至りま
す。塗装業というものは、仕上の仕事で御座いまして、手掛けさせていた
だいた物件が何年、何十年にわたり作品として残り広告塔の様な役割を
果たしてくれます。弊社はお客様に満足して頂ける様な技術・提案・ランニ
ングコスト等を常に考えながらこれまで工事してまいりました。会社規模
の成長速度は、大変緩やかでは御座いますが皆様に支えられて、信頼を
戴きこれまでやって来れたのだと思っております。これからも今まで通り
一人一人のお客様を大事にさせて頂きゆっくりと歩みを進めて行こうと思
いますので何卒よろしくお願い申し上げます。

設立10周年を迎えて、
住みよいまちづくりを目指す

特定非営利活動法人

沼田まちづくり協議会
理事長　　原田　照美

広島市安佐南区伴東４丁目26-22

TEL082-849-0196

事業内容

沼田
支部

　当協議会は、住民主体のまちづくりに寄与することを目的に平成19年
6月、法人を設立しました。早いもので今年度大きな節目となる10周年を
迎えることとなりました。設立当初は、公共施設の管理運営事業の準備
に奔走し、平成23年3月、念願の広島市西風館内喫茶・売店コーナーの
運営に携わることとなりました。艱難辛苦の末、本事業がやっと軌道に乗
り社会貢献事業の一環として、生涯学習(文化講演会・まちづくり研修
会)、地域に貢献する団体への支援事業、まちづくりに関するイベント事
業等へ取組むことができました。そうした中で迎えた10周年記念祝賀
会は、お世話になった行政、関係企業、地域の団体から多数のご出席を
いただき大きな賛
同の評価をいただ
きました。これを機
に、右方上がりのN
をデザイン化した
協議会旗を作成
し、一層の躍進と
団結を祈念するこ
ととしました。

塗装・防水工事等

代表取締役　松尾　賢治

広島市安佐北区落合南1-25-29

TEL.082-842-5531　FAX.082-847-5532

事業内容

高陽
支部

建築業（新築・リフォーム／リノベーション・店舗）
雑貨販売・薪販売・オーダー家具

㈲八重製材所
代表取締役 波多野敦士

広島県山県郡北広島町有田５
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事業内容

北広島町
支部

本格的木造建築からモダンで端正
な家まで、90年の多彩な実績が可能
にしたスタイルをご提案いたします。型
にはまらない自由な発想と、ワン・オフ
（一度きりの製造）で製作するアドリブ
感たっぷりの特注仕様。それが八重
製材所のものづくりです。カタログを
ご希望の方は、ホームページまたはお
電話よりお問合せください。また、
ショールームと雑貨屋エイトプラスを
併設しておりますので、気軽にお立ち
寄りください。

農産物加工販売業

つなみ和の里生産組合

なごみのさと
組合長 中本　正廣

広島県山県郡安芸太田町大字津浪1444-1

TEL.0826-25-0222　FAX.0826-22-2288
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事業内容

安芸太田
支部

　地域に眠る農水産物を加工
して商品化し、この地域の活性
化を図りたいという趣旨に賛同
した26戸が出資して、平成13
年7月に設立しました。
●安芸太田町特産の太田かぶ
　菜漬
●うす塩で年々需要が伸びて
　いる干し鮎・一夜干し開き鮎
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努力してまいります。

「生活の中でちょっとした喜びそしてちょっとしたしあわせこのことを
感じるための生活道具。客と店員ではなくて、人と人とのふれあいの中
でのモノとの出会いを演出します。」このことをモットーとして2010年、
西本金物の会社の中に、田舎暮らし屋という南部鉄器とストーブのお店
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り足を運んでいただいています。そして、金属工事、建築金物、工具など
の本業も今年創業70周年を迎えることが出来ました。これからも皆様
より、信頼される会社であり、お店になるよう社員一同努力してまいりま
すので、宜しくお願い申し上げます。

生活雑貨・金属工事
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安佐
支部

人にやさしい家を提案する（株）安宅建設です。地域の皆様にご愛顧
を頂き設立33年になります。当社は桧材・無垢・珪藻土を使って安心安
全な新築・リフォームを行います。

小さな工事から介護改修も、お気軽にご相談下さい。又、当社の展示
コーナー（安佐公民館斜め前ローソン横）には小物からチョットした家
具まで楽しくDIYできる自然素材の木材をたくさん用意してあります。
ぜひ一度お立ち寄り下さい。巣箱から机等、商品も販売しています。当社
ホームページもぜひご覧ください。

　20年前に床の塗装工事業として独立して、平成22年4月に「アスピー
株式会社」として法人化しました。業務内容は、塗装、防水工事の施工を
しております。その中でも、床の塗装をメインで施工しており、新築工事
はもちろん、既存の床を撤去して新たに床を塗装する改修工事には特
に力を入れております。工場、自動車修理工場、食品工場、倉庫、厨房、駐
車場など、あらゆる床で「塗装したい」「塗膜が剥がれてきた」「床がガタ
ガタする」などお困りの方、是非一度ご相談ください。その他の塗装、防
水の事に関してもお気軽にお声掛けください。

電気通信設備工事

㈲タナカシステム
代表取締役　田中　勝巳

広島市安佐南区　園3丁目52番19号　

TEL.082-874-6884　FAX.082-875-8027

メールアドレス：tanasys@nifty.com　

ホームページ：http://www.tanakasystems.com/
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　園
支部

　平成2年5月、操業開始。平成10年6月、法人化。当初は西原でしたが、平成11年
に今の　園に事務所を構えて現在に至ります。業種は電気通信設備工事で、会社
・官公庁・工場等の電話設備・ネットワーク環境の構築・光ケーブル・LAN等の施工
・保守を行っています。お客様の立場に立って満足して頂ける商品をモットーに中国５県と四国４県を施工エリアとしてスタッフ共々頑張っています。



平成29年分　年末調整説明会開催日程

開 催 日

11月10日（金）

11月14日（火）

11月15日（水）

11月16日（木）

午前10時00分～12時00分

午後 1時30分～ ３時30分

午前10時00分～12時00分

午後 1時30分～ ３時30分

午後 1時30分～ ３時30分

午後 1時30分～ ３時30分

安佐北区民文化センター（大ホール）
広島市安佐北区可部7-28-25
082-814-0370

北広島町役場（２階201・202会議室）
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0826-72-2111　(代表）
050-5812-1852　(税務課直通）

川・森・文化・交流センター（３階エコ学習室）
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安佐南区民文化センター（大ホール）
広島市安佐南区中筋1-22-17
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開催場所開催時間

広島北税務署からのお知らせ
税務の窓税務の窓

人工透析治療の合い間に

A YSS

ひととき
E

宮田　文雄

　園支部
株式会社 
安芸ジオコンサルタンツ
代表取締役　

私は慢性腎不全により、2年前より人工透析

治療を行っています。人工透析の方法には、血

液透析（HD）と腹膜透析（PD）の2種類があり

ます。私は、腹膜透析のAPD（自動腹膜灌流装

置）を行っています。自宅で就寝中に器械を使

用して、自動的に透析を行う方法で、昼間、比

較的自由に過ごせ導入前に近い生活を送るこ

とができます。また、体への負担も少ない治療

であります。

私の慢性腎不全の原因として、腎後性腎不

全で、左側腎臓の結石（直径3㎝）を体外衝撃波

結石破砕術で破砕後、左側腎臓機能が低下し、

腎不全となり、右側腎臓も経尿道的腎尿管結

石により水腎症となり、右側も機能が低下し、

腎不全になりました。ところで、透析患者は全

国で32万448人（2014年末）で、広島県では

7,485人の透析患者がおられます。透析患者

の平均余命は依然として健常者の約半分しか

ありません。透析がどの程度腎臓の代わりを

しているかというと、週3回4時間の血液透析

でせいぜい10％、腹膜透析では5％程度しか

ないそうであります。透析患者は健康な腎臓

に比べると圧倒的に透析不足により、色々な

症状、合併症が起こりやすくなります。そのよ

うな人工透析中の私でありますが体調の良い

時には、年に何回か宿泊を伴う温泉巡りを

行っています。

透析器械を一式車に積み込み、観光地、温泉

地を目指します。

よく行く温泉地としては、兵庫県新温泉町

の湯村温泉で静かな山間のいで湯で、温泉街

の中心にある源泉「荒湯」からは98℃の熱泉

が湧き出ています。立ち込める湯けむりが癒

しの温泉旅へと誘ってくれます。何回来ても

温泉に来たなと思い飽きがきません。また湯

村温泉は胎内被爆をした女性を描いたドラマ

「夢千代日記」の舞台でもあります。

春来川沿いには足湯もあり、温泉風情を満

喫することができます。

旅館では露天風呂付き客室とし、山間の緑の

山々を眺めながら疲れを癒し、体も心もリフ

レッシュすることが出来ます。合併症等によ

りいつ行けなくなるかわかりませんが、体が

動く時に、これからも色々と巡りたいと思っ

ています。私を支えていただいている透析治

療の病院スタッフの皆様に感謝しながら。
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来署によるご相談は来署によるご相談は

事前予約をお願いします

一般的なご相談は電話にてお受けしております

具体的書類や事実関係を確認する必要があるなど、電話での回答が困難な相談内容については、事前に相
談日時を予約いただいた上で、所轄の税務署において相談を受け付けています（以下の広島市内の税務

署では相談日を次のとおり統一しております）。なお、相談日が祝日の場合は、翌日となります。

※予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いします。なお、税金の納付相談や確定申告期間中における申告書作
　成会場へお越しいただく際には、事前の予約は必要ありません。

相続税
・

贈与税
・

譲渡所得

申告所得税
（譲渡所得を除く）

・
消費税(個人)

法人税
・

消費税(法人)
・

源泉所得税

印紙税
・

諸　税

●相談時間：（相談）午前９時から午後５時まで　（受付）午前９時から午後４時まで

●予約方法：所轄の税務署へお電話・所轄税務署の総合窓口で予約をお願いします。
●電話番号：広島東税務署（082）227ー1155　　　広島南税務署（082）253ー3281
　　　　　広島西税務署（082）234ー3110　　　広島北税務署（082）814ー2111
　　　　　廿日市税務署（0829）32ー1217　　　海田税務署　（082）823ー2131
　　　　　　① 各税務署へお電話いただき、自動音声によるご案内のあと「２」を選択してください
　　　　　　② 交換手に「事前予約の件で・・」とお申し付けください。その後、担当部門へお繋ぎします。

月曜日 木曜日水曜日火曜日

個別の相談

➢
➢
➢

税務相談の予約

消費税の軽減税率制度に関する専用窓口

税金の納付相談

税務署への問合せ　など

「1」を選択
電話相談センター

電話相談センター

税務署

税務署へ
電話

【電話によるご案内の流れ】

一般的な相談
➢税の取扱い
➢申告手続　など

「2」を選択

「3」を選択

自動音声によるご案内

身近な税金に関する情報は、国税庁ホームページをご利用ください！ 国税庁 検索

広島国税局・税務署

消費税の軽減税率制度が
実施されます



14Vol.93 HIROSHIMA-KITA13 Vol.93 HIROSHIMA-KITA

来署によるご相談は来署によるご相談は

事前予約をお願いします

一般的なご相談は電話にてお受けしております

具体的書類や事実関係を確認する必要があるなど、電話での回答が困難な相談内容については、事前に相
談日時を予約いただいた上で、所轄の税務署において相談を受け付けています（以下の広島市内の税務

署では相談日を次のとおり統一しております）。なお、相談日が祝日の場合は、翌日となります。

※予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いします。なお、税金の納付相談や確定申告期間中における申告書作
　成会場へお越しいただく際には、事前の予約は必要ありません。

相続税
・

贈与税
・

譲渡所得

申告所得税
（譲渡所得を除く）

・
消費税(個人)

法人税
・

消費税(法人)
・

源泉所得税

印紙税
・

諸　税

●相談時間：（相談）午前９時から午後５時まで　（受付）午前９時から午後４時まで

●予約方法：所轄の税務署へお電話・所轄税務署の総合窓口で予約をお願いします。
●電話番号：広島東税務署（082）227ー1155　　　広島南税務署（082）253ー3281
　　　　　広島西税務署（082）234ー3110　　　広島北税務署（082）814ー2111
　　　　　廿日市税務署（0829）32ー1217　　　海田税務署　（082）823ー2131
　　　　　　① 各税務署へお電話いただき、自動音声によるご案内のあと「２」を選択してください
　　　　　　② 交換手に「事前予約の件で・・」とお申し付けください。その後、担当部門へお繋ぎします。

月曜日 木曜日水曜日火曜日

個別の相談

➢
➢
➢

税務相談の予約

消費税の軽減税率制度に関する専用窓口

税金の納付相談

税務署への問合せ　など

「1」を選択
電話相談センター

電話相談センター

税務署

税務署へ
電話

【電話によるご案内の流れ】

一般的な相談
➢税の取扱い
➢申告手続　など

「2」を選択

「3」を選択

自動音声によるご案内

身近な税金に関する情報は、国税庁ホームページをご利用ください！ 国税庁 検索

広島国税局・税務署

消費税の軽減税率制度が
実施されます




