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茶店で 読者が増えました﹂﹁ま
た︑退 会された写真屋さん増え
ました ﹂と手嶋︑出水さんから
次々喜 びのメールが入ってきま
した︒ 翌日は︑婦人部員も 人
増え﹁ まずは行動しよう﹂が実
感できました︒
婦人 部では商工新聞に﹁ちぎ
り絵﹂を通信 ︒ 月 日︑ 月
日︑ 日付の読者の広場に掲
載され ︑﹁１０００円の図書券
をもら ったよ︒すごいね﹂と役
員会で は大興奮︒﹁新聞を開く
のが楽 しみになった﹂との通信
者の感想が印象的でした︒
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い は︑建て 替えを す
る ことで検 討を始 め
る事を決定しました︒
中小業者 が深刻 な
事 態にある 中︑財 政
的には苦しいけれど︑
新 しい名古 屋南部 地

名古屋南 民商第
回 総会第 回理事 会
は ︑民商会 館が築 後
年以上を経過し ︑
老 朽化が激 しく︑ 地
震 にもまっ たく耐 え
ら れなくな ってい る
こ とから︑ 移転あ る

討が 進む段階 でみな
さん に随時お 知らせ
しま すので︑ みなさ
んの ご意見や ご提案
もぜ ひ積極的 にお寄
せ下さい︒

域の 業者のナ ショナ
ルセ ンターと しての
役割 が発揮で き︑し
かも︑ 年から 年
を見 越した会 館を作
る必 要性から 決定い
たしました︒
今 後︑具体 的な検
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庁長 官︑ 国税 局長 ︑税 務 署
長︑ 税関 長﹂ と規 定が 明 確
で︑ どこ をど う読 んで も ︑
一般 の税 務署 員が でき る よ
うに は書 いて いな いと の 指
摘に 対し て︑ ﹁署 員は ︑ 署
長を 補佐 して いる から か ら
出来 る﹂ と回 答し たた め ︑
その 解釈 の法 的な 根拠 を 示
すよ うに 追及 した とこ ろ ︑
その 場で は回 答で きず 宿 題
にな って いた こと への 税 務
署側からの回答です︒

１０月のなんでも相談会には、知り
合いの業者を誘ってぜひご参加く
ださい。
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今 後の 調査 では ︑法 的な
根拠 のな い税 務職 員の 事前
通知 は︑ ﹁違 法な 手続 きと
して事前通知とは認めない﹂
﹁直 ちに 税務 署長 名で 通知
せよ﹂と要求して行きましょ
う︒ まし てや ︑事 前通 知す
らな い税 務調 査に は︑ その
理由 を追 及し なが ら事 前通
知を する よう に断 固戦 いま
しょう！
今 回の 返事 は国 税通 則法
では 事前 通知 は﹁ 税務 署長
等〜 ﹂と 規定 があ り︑ しか
も﹁ 等﹂ につ いて も﹁ 国税

引き続き、すべての仲間から
３つの署名（消費税・国保・憲法）
を集めています。ご協力下さい
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名 古屋 南民 商が 行っ た
月 日︵ 金︶の 税務 署交渉
で︑ 事前 通知 につ いて の宿
題に つい て︑ 税務 署か ら回
答が あり ︑﹁ 税務 署内 での
文章 はあ るが ︑そ ちら が言
われ る通 り︑ 事前 通知 は︑
法律 上︑ 税務 署長 を補 佐す
る署 員が 出来 ると する 法律
や政 令な どは あり ませ ん︑
税務 署側 の解 釈で 取り 扱っ
てい る﹂ と法 的な 根拠 がな
いま ま︑ 勝手 な解 釈で 運用
され てい る事 が明 らか にな
りました︒
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拡大行動後、集合
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名古屋南民商婦人部は 月
日︵火︶役員会後に婦人部員と
読者の拡大行動を行い 人の婦
人部役員と事務局が参加しまし
た︒ 二組に分かれて訪問しま
した︒清原︑福岡組はメールで
問い合わせがあった喫茶店を訪

TEL：052-612-3516（部内資料）
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問︒メールには朝﹁ 時から営
業﹂となっていましたが残念な
がらシャッターがおりていて資
料を届けました︒その並びの
﹁から揚げ専門店﹂と﹁居酒屋﹂
にも商工新聞をポステングしま
した︒次は以前相談のあった
﹁ＮＰＯ法人﹂︵介護事業・喫
茶コーナー︶の喫茶店を訪問︒
店主が︑﹁介護﹂事業の方へ行
かれていましたが︑従業員さん
が元会員さん︵元焼肉店︶で署
名に快く協力してもらい懇談し
ました︒
部員訪問も 軒行きましたが
留守でした︒行動の途中︑﹁喫
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