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４ 　月
★ 「納貯の日」全国統一行事納税キャンペーン 
（４月10日（日）：JR錦糸町駅前）
　４月10日の「納貯の日」を記念して全国各地で納税
キャンペーンが行われました。
　東京では東総連青年部・女性部が中心となり、JR錦
糸町駅北口で納税キャンペーンが実施されました。

★東総連平成27年度会計監査（４月11日（月）：東総連）
　酒井会長及び担当役員立ち会いのもと、平成27年度の会務及び会計監査が行われま
した。

５ 　月
★第１回正副会長会（５月12日（木）：上野精養軒）
　　議題：１　納貯法施行65周年・東総連創立60周年記念事業について
　　　　　２　第60回定期総会の議案等について
　　　　　３　税に対する理解の促進事業に関する連携について
　　　　　４　役員補充選任について
　　　　　５　その他

★第１回正副会長・常任理事会（５月12日（木）：上野精養軒）
　　議題：１　第60回定期総会の開催について
　　　　　２　第60回定期総会の運営について
　　　　　３　定期総会議案について
　　　　　４　その他

東総連での会計監査 正副会長・常任理事会

６ 　月
★第59回全納連定時総会（６月14日（火）：上野精養軒）

★第40回東京局連定時総会（６月16日（木）：大田区立消費者生活センター）

東総連の活動（4月～11月）東総連の活動（4月～10月）東総連の活動（4月～10月）

当日の参加者の皆さん
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★第60回東総連定期総会（６月20日（月）：上野精養軒）
　本年度の東総連定期総会は、東京国税局の岡村徴収部長、東京都の小林主税局長他
多数のご来賓をお迎えして開催されました。
　酒井会長は開会挨拶の中で、①納貯組合の組織強化と財政基盤確立のため、組合員
名簿の作成、役員会費制の導入、新規組合員の獲得に引き続き取り組むこと②青年
部・女性部の活動を充実し人材育成の取組を強化して、組織の活性化を図ること③地
域における関係団体・友誼団体と連携を強化し、「納税準備預金」の新商品開発に引
き続き取り組むこと④地域における広報活動を充実し、東京都の重点事業である「税
に対する理解促進」事業に積極的に協力すること等について述べました。その後、議
事に入り、提案された「平成28年度事業計画案」他５議案について、全て満場一致で
可決承認されました。
　続いて、第７号議案に入り、東條常任理事（品川納連）が副会長に、永塚監事（杉
並納連）、岡田監事（目黒区納連）が常任理事に、古川理事（世田谷納連）、間下理事
（本郷納連）が監事に選任されました。また、堀副会長（新宿納連）が顧問に承認さ
れ紹介されました。引き続いて、新たに地区連合会長になられた浅見理事（麹町納
連）、大熊理事（四谷納連）、小坂理事（新宿納連）、淀野理事（江東西納連）、川野理
事（葛飾納連）の５名が東総連の新理事として承認され紹介されました。さらに、地
区連合会長を退任された堀副会長、岩田理事、小林理事、古畑理事、中村理事にそれ
ぞれ酒井会長から感謝状と記念品が贈呈されました。長い間のご活躍、本当にご苦労
様でした。

小林東京都主税局長ご祝辞岡本東京国税局徴収部長ご祝辞酒井会長挨拶（代読笹本副会長）

ご来賓の皆さん総会の様子

★東総連青年部・女性部合同正副部長会議（６月29日（水）：上野精養軒）
　　議題：１　青年部総会・女性部総会の議案について
　　　　　２　青年部総会・女性部総会の運営について
　　　　　３　その他

７ 　月
★第34回東総連青年部総会、第35回東総連女性部総会（７月８日（金）：上野精養軒）
　東総連青年部・女性部総会は７月８日（金）、上野精養軒で開催され、今年度は、
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「発信」と「拡大」を合言葉に４つのスローガンを掲げ、東総連青年部・女性部を中
心に新規組合員を獲得し、人材を育成することや、地域コミュニティの推進を図るな
ど各事業に取り組んでいくこととした平成28年度活動計画（案）他全議案が可決承認
されました。

議長の石川青年部長・砂原女性部長 総会風景

★東総連青年部・女性部合同研修会（７月８日（金）：上野精養軒）
　東京税務協会と共催の東総連青年部・女性部研修会が、青年部・女性部総会後に組
合員等90名の参加のもと開催されました。今回は東京都主税局総務部組織定数担当課
長　藤　浩之氏を講師にお迎えし、「税への理解を深める取り組みについて」と題し
て、これまでの都の税務広報のあり方、税への関心の高まり、都が行っている税を身
近に感じてもらう様々な取組等について幅広く分かりやすい説明がありました。納貯
組合が行う納税キャンペーンとも関連性が深い内容であるため、参加者一同熱心に聴
き入っていました。東京都の取組について理解が深まり、大変有意義な研修会となり
ました。
　合同研修会に引き続き、意見交換会が開かれました。青年部・女性部員65名と東京
税務協会理事長、東総連役員の皆さんのほか、ご多忙の中、研修講師の参加もあり、
時間を忘れての熱心な意見交換がなされ、大変貴重な意見交換会となりました。

宮下税務協会理事長ご挨拶 パワーポイントを使い説明する藤講師

★地区連実地調査（７月12日（火）～８月12日（金））
　主税局による地区連実地調査が８地区連（麹町納連、日本橋納連、京橋納連、江戸
川南納連、蒲田納連、西多摩納連、南多摩納連、まちだ納連）に対して行われました。
　当日は納連の活動にかかる帳簿等についての記帳確認・指導のほか、納連の活動に
ついての意見交換が行われました。

★共同事業協議会（７月13日（水）：東京税務協会）
　７月13日（水）、東京税務協会において共同事業協議
会が開催され、今年度実施する税のキャンペーンの開
催概要が承認されました。

協議会風景
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★ 東総連地区連合会長及び地区連福利共済部長並びに事務担当者合同会議 
（７月22日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　東京都補助金について
　　　　　２　地区連合会報告事務について
　　　　　３　納貯福利共済等について
　　　　　４　事務局からの連絡事項
　地区連事務担当者を対象に、補助金に係る報告事務、経理事務等について、説明会
を実施しました。また11月25日に大宮で開催される全納連の納貯法施行65周年記念式
典等についても報告がありました。

説明する主税局職員 説明を聞く地区連の皆さん

８ 　月
★ 地区協議会当番地区連合会長及び同企画指導部長合同会議 
（８月４日（木）：上野精養軒）
　　議題：１　�平成27年度地区協議会実施状況及び意

見集約について
　　　　　２　平成28年度地区協議会の運営について
　　　　　３　その他

★ 東総連青年部・女性部役員有志及び荒川納連合同e-Tax研修会 
（８月23日（火）：荒川区生涯学習センター）
　青年部・女性部と荒川納連は、e-Taxの利用促進を図るため、荒川区生涯学習セン
ターにおいて、合同で研修会を実施しました。この研修会は今年度で８回目となり、
東総連からは４名が参加し、熱心に申告書の作成に取り組みました。

挨拶する原荒川納連会長 研修会風景

９ 　月
★東総連リーダー研修会（９月２日（金）：上野精養軒）
　第４回目となる東総連リーダー研修会が開催され、地区連合会のリーダー等75名が
参加しました。「納税貯蓄組合　変えること、変えてはならないこと」と題して、全

合同会議風景
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納連常務理事・事務局長　齋藤　建史氏より講演をいただきました。
納税貯蓄組合を取り巻く様々な課題とその解決の糸口を提示する内容で、参加者の皆
さんも熱心に聞き入っていました。（齋藤講師より講演内容を要約したエッセイも寄
稿していただきました。P13をご覧ください）

講演をする齋藤講師 研修会風景

10　月
★東総連作文審査会（10月３日（月）：上野精養軒）
　10月３日（月）、上野精養軒において、東総連の作文審査会が行われました。各地区
連合会の応募作文の中から選ばれた205編が審査対象となりました。地区連合会及び
関係者の皆様方のこれまでの献身的な取り組みに心から感謝申し上げます。（詳細は
P15をご覧ください）

挨拶する原副会長 審査会風景

★平成28年度地区協議会の開催（10月17日（月）～10月28日（金））
　平成28年度の地区協議会が、10月17日（月）の城東地区を皮切りに、10月28日（金）ま
での間に、全ての地区で順次開催されました。（次号で特集する予定です）

★東総連・（公財）東京税務協会の共催事業（10月19日（水）：JR蒲田駅西口周辺）
　東総連と（公財）東京税務協会は共催事業として、10月19日（水）、JR蒲田駅西口周
辺商店街において、東総連青年部・女性部役員と各地区連青年部・女性部の皆さん及
び三税務機関の参加により税のキャンペーンを行いました。（詳細はP７「東総連ト
ピックス」をご覧ください）

キャンペーン風景
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地 区 連だより地 区 連だより
○納税キャンペーンを実施（小石川納連・本郷納連）
　５月11日（水）、小石川納連と本郷納連は文京シビックセン
ター周辺で、文京都税事務所、小石川・本郷税務署、文京区
と合同で納税キャンペーンを行いました。期限内納税のPR
チラシやグッズ1,000セットを配布しました。

○納税キャンペーンを実施（八王子納連）
　５月12日（木）、八王子納連は八王子駅周辺３ヶ所で八王子
税務署、八王子都税事務所、八王子市役所と合同で納税キャ
ンぺーンを実施しました。総勢50名の参加者で用意したチラ
シ・グッズ2,000セットもまたたく間に配布完了しました。

○納税キャンペーンを実施（江戸川北納連・江戸川南納連）
　江戸川北納連と江戸川南納連はそれぞれ５月18日（水）JR小岩駅駅頭及び５月20日（金）東
西線西葛西駅頭で納税キャンペーンを行いました。両方とも江戸川都税事務所・江戸川区と
合同で実施し、それぞれチラシ・グッズ750セットを配布しました。

５月18日参加者の皆さん ５月20日参加者の皆さん

○創立60周年記念式典・祝賀会を開催（目黒区納連）
　５月20日（金）、目黒区納連は目黒雅叙園にて創立60周年記念式典・祝賀会を開催しました。
当日は地元の三税機関の幹部も出席し、都税事務所長感謝状贈呈式等も併せて執り行われる等
盛大な式典となりました。目黒区納連の歴史を紹介するスライドショーなども行われました。

賞状を授与される参加者 祝賀会風景

○納税貯蓄組合会員ステッカーを作成（西新井納連）
　西新井納連では、納税貯蓄組合の会員であることを表示す
るステッカーを作成しました。このステッカーを会員の自宅
などの玄関に貼付していただく予定です。今年は初めての試
みという事もあり、500枚を印刷したそうですが、今後、普
及に努めるとのことです。

○納税キャンペーンを実施（本郷納連）
　10月15日（土）、本郷納連は「根津・千駄木下町まつり（会
場：根津神社）」で文京都税、文京区と合同で納期内納税・
電子申告推進のPRキャンペーンを行いました。
　当日はチラシ・グッズを500セット配布しました。

キャンペーン参加者の皆さん

キャンペーン参加者の皆さん

作成したステッカー

キャンペーン参加者の皆さん
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○　税のキャンペーンを実施　～東総連と東京税務協会の共催事業～
　今年で７回目の東京税務協会との共催事業として、10月19日（水）、JR蒲田駅西口及
び周辺商店街において、東京税務協会の皆さん、東総連青年部・女性部役員及び地区連
青年部・女性部の皆さん、三税務機関、さらに東京都主税局の皆さんの参加により、税
のキャンペーンを行いました。JR蒲田駅西口広場において開始式が行われ、挨拶の後、
石川東総連青年部長のキャンペーン開始のかけ声とともに、70名を超える参加者と応援
のイータ君（国税）、タクちゃん（都税）がいざ配布場所へ向かいました。やや気温が
高いものの好天に恵まれ、買い物客が大変多い商店街ということもあり、あっという間
にチラシ・グッズ（3,000セット）の配布が終了となりました。

青年部集合 キャンペーン風景東京税務協会と主税局の皆さん

キャンペーン風景 キャンペーン風景キャンペーン風景

蒲田納連の皆さん 雪谷納連の皆さん大森納連の皆さん

挨拶する大野大森納連会長 杉並・豊島納連の皆さん挨拶する近藤雪谷納連会長

挨拶する堀江大田都税事務所長 挨拶する鈴木蒲田納連会長挨拶する津本大田区納税課長

開会挨拶をする宮下東京税務協会理事長 挨拶する御園生蒲田税務署長挨拶する松岡東総連副会長
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　平成28年度の叙勲、国税関係及び都税関係の納税表彰受賞者を下記のとおりご紹介いたし
ます。今回受賞された皆さんは、永年にわたり納税貯蓄組合の活動に尽力されるとともに、
国及び地方の税務行政に多大の貢献をされた方々です。受賞誠におめでとうございます。

おめでとうございます！
平 成 28 年 度   各 表 彰 受 賞 者 の ご 紹 介

（財務大臣表彰） 　
　八木澤　秀　夫（足立納連会長） 　近　藤　忠　夫（雪谷納連会長）
（国税庁長官表彰） 　
　大　沢　榮　一（浅草納連会長） 　平　野　英　夫（南多摩納連会長）
（東京国税局長表彰） 　
　小　川　文　男（日本橋納連会長） 　森　　　保　男（向島納連副会長）
　長谷川　昭　司（荻窪納連副会長） 　佐　藤　美知雄（板橋納連会長）
　星　野　ヒ　サ（雪谷納連副会長） 　五十嵐　健　三（浅草納連副会長）
　飯　岡　　　燦（北区納連副会長）

☆納税表彰受賞者（国税関係、敬称略）

（旭日双光章） 　
　堀　　　啓　助（元新宿納連会長）

☆叙勲（納税功労、敬称略）

☆納税表彰受賞者（都税関係、敬称略）
（東京都知事表彰）
　岩　田　啓　佑（元麹町納連会長） 　吉　川　せつ子（日本橋納連副会長）
　大　山　秀　治（江東東納連会長） 　佐　藤　美知雄（板橋納連会長）
　加　藤　和　雄（練馬西納連会長） 　近　藤　忠　夫（雪谷納連会長）
　秋　山　としこ（玉川納連会長） 　三　上　智惠子（北区納連副会長）
　山　田　　　功（八王子納連会長）
（東京都主税局長表彰　個人）
　小　森　美佐子（麹町納連常務理事） 　小　嶋　博　次（京橋納連監事）
　岡　　　和　雄（芝納連副会長） 　岩　田　善　信（麻布納連副会長）
　小　林　保　彦（元四谷納連会長） 　竹　脇　弘　訓（新宿納連副会長）
　及　川　勝　男（本所納連副会長） 　石　井　宏　怡（江東東納連副会長）
　宇田川　伸　孝（西新井納連副会長） 　大　﨑　俊　男（杉並納連副会長）
　小　泉　眞理子（練馬東納連副会長） 　戸　田　達　夫（品川納連支部長）
　岡　田　浩　美（目黒区納連会長） 　森　井　郁　夫（雪谷納連副会長）
　大　林　平八郎（北沢納連副会長） 　渡　邉　あつ美（玉川納連副会長）
　玉　澤　靖　孝（本郷納連副会長） 　道　宗　ウメ子（上野納連副会長）
　多賀谷　福　一（荒川納連副会長） 　清　水　榮　一（南多摩納連理事）
　新　藤　信　之（多摩納連副会長）
（東京都主税局長表彰　団体）
　浅草納税貯蓄組合連合会
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会 長 挨 拶
〜第60回東総連定期総会〜
会 長 挨 拶

〜第60回東総連定期総会〜

会��長　　酒　井　雄　學
　本日、ここに第60回東京納税貯蓄組合総連合会定期総会を開催するに当た
り、一言ご挨拶を申し上げます。先ず、この場をお借りして本年４月に発生し
た熊本地震により亡くなられた方々に衷心より哀悼の意を捧げます。熊本県内
を中心に今

こん

日
にち

もなお多くの皆さんが避難生活を余儀なくされています。一日も
早い復旧・復興を祈念申し上げます。
　さて、各地区連合会会長及び各代議員の皆様方には、平素より東総連並びに

各地区連合会の活動にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
　本日は、永らく東総連の役員として多大のご貢献をいただいた、堀副会長はじめ５名の幹部の方が
ご勇退されます。これまでの永年にわたるご労苦とご功績に対し、心から深く感謝申し上げる次第で
ございます。
　ところで、昨年11月には東総連の中山省吾常任理事がご逝去されました。中山常任理事は本郷納連
の会長として活躍されるとともに、東総連の幹部として東総連の運営に様々にご尽力いただきまし
た。改めてご冥福を祈りたいと存じます。
　さて、昨年度を振り返りますと、納期内納税の推進活動とともに、東総連の主要事業となっている
中学生の「税についての作文」については、応募学校数は２校減少したものの、応募作文数は、これ
までの最高となるなど、大きな成果を挙げたところでございます。これもひとえに税務機関及び各地
区連合会の皆様、そして会長さん達のご努力のお陰であり、厚く御礼を申し上げます。
　ところで、昨年度は組合員等の実態調査をもとに、実態の伴った組合員名簿の作成に取組み、すで
に、半数を越える地区連が名簿を完成し、未作成の地区連においても、作成に取り組んでいます。
　また、昨年度は消費税の税率引き上げをひかえ、地域の税務協力団体と連携し、税の滞納未然防止
のため、地元金融機関の協力のもと、納税資金備蓄目的の納税準備預金、納税定期積金などの金融商
品開発に取組みました。
　消費税の税率引き上げは延期となる見込みですが、私たちの取組は、私たち納貯組合員が、納貯活
動の原点に立ち返り、今一度、納貯組合創設時の基本目的を再認識するきっかけとなるものです。
　今年度は、納税貯蓄組合法施行65周年、東京納税貯蓄組合総連合会創立60周年の記念すべき年にな
ります。
　納貯組合員各位におかれては、自主納付体制の確立、納期内納税の推進、租税教育活動の充実な
ど、納貯組合の果たすべき役割に今一度思いを致し、一層奮起して今年度の活動に取り組んでいただ
きたいと思います。
　今年度の取組につきましては、後ほど役員から事業計画案の中で、説明があると思いますが、私か
ら４点ほど述べさせていただきます。
　第一は、納貯組合の組織強化と財政基盤の確立です。納税貯蓄組合を取り巻く環境が厳しさを増して
いることは皆さん周知の通りです。各地区連にあっては、組合員名簿の作成、役員会費制の導入、新規
組合員の獲得等、組織の足腰を鍛える取組に引き続き一層まい進していただきたいと切望しています。
　第二は、青年部・女性部活動の充実と人材育成の取組強化です。多くの地区連で納貯組合の活動が
今日のような停滞期に直面している理由として財政問題に加えて、組織の硬直化が指摘されていま
す。人事の新陳代謝を促進し組織の活性化を図ることは、納貯組合の存続にとって不可欠です。その
ために先ず取り組むべきことが、青年部・女性部の活動強化です。両部の活動のなかで次代を担う幹
部職員を育成しなければなりません。
　リーダー研修会や青年部・女性部合同研修会など東総連主催の研修会は、人材育成の重要な試みで
あり、組合員の積極的参加を期待します。
　第三は、地域における関係団体・友誼団体との連携強化です。納貯組合は東京国税局、東京都主税
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局、区市町村と常に連携を保ち、均衡ある連絡協調体制を確立していかなければなりません。
　さらに、東京青色申告会、東京法人会、東京税理士会等の友誼団体と交流をはかり、協力関係の維
持・強化を図るべきです。そして、今年度も地域の金融機関との連携に継続的に取り組んでいただき
たい。組合員名簿が作成され、納貯組合の明確化が図られたうえは、地元の金融機関から協力を得て
「納税準備預金」の新商品開発に取り組みましょう。納税準備預金は、私ども納税貯蓄組合のまさに
原点であり、新商品開発を通じて納税貯蓄組合の存在意義も再確認できるものです。各地区連におか
れては、地元の友誼団体とも協調し、地域の金融機関への働きかけを継続してください。
　第四は、広報活動の新しい取組です。
　従来も各地区連では、納期内納税の推進や、振替納税制度の普及・拡大、電子申告・電子納税の活
用等の広報活動に尽力してきました。
　また、平成28年１月から導入されたマイナンバー制度の普及啓発や、東京都及び都内62区市町村が実
施している住民税特別徴収の推進を一層支援するためのPR活動にも尽力しているところです。
　今年度、東京都では新たな重点事業として「税に対する理解促進」事業を展開するとのことです。
各地区連にあっては、都税事務所と緊密な連携を図り、東京都が、税の仕組みや税と都民生活との関
わりを分かりやすく伝えていく周知活動に積極的に協力していただきたい。
　東総連は、各地区連合会の協力も得ながら、こうした取り組みを支援し、東総連の果たすべき役
割、課せられた責任を全うし、一層の努力を傾注して、納税協力団体としての役割を、着実に果たし
ていきたいと考えております。
　今日の納連の抱える課題を解決し、納貯活動を継続していくためには、皆様が一致結束する必要が
あります。私ども東総連役員一同はこれからも納貯活動にまい進する覚悟です。各地区納税貯蓄組合
の皆様におかれては、どうか私どもに心強いご支援とご協力を賜りますよう、衷心よりお願い申し上
げます。
　結びに当たり、本日ご列席賜りました皆様方のご健康とご多幸を心から祈念申し上げ、私の挨拶と
させていただきます。

上野の杜の散策・展覧会・音楽会
のお帰りに、お気軽にどうぞ…

上野公園内　TEL 03（3821）2181代表
http://www.seiyoken.co.jp

伝わる印刷、伝える印刷

大東印刷工業株式会社
Á131-0033 東京都墨田区向島3-35-9

TEL:03-3625-7481 FAX:03-3624-5950
http://www.daito-insatsu.co.jp

印 刷 物 はさまざまな 思い を 伝 えるものだと考えます。
お 客さまの 大 切 な 思い を 確 実 に伝 えるために 、
大 東 印 刷 で は 企 画 デザインから、印 刷 、製 本 、納 品まで、
トータル に お 客さまの思い を 形 にします。
まず は 、お 客さまの思い を私どもに お 伝 え下さい。

企画
デザイン 組 版 色 校 印 刷 加 工

製 本 納 品

■加除式書籍は、今後発行の追録（代金別途）と併せてのご購入となります。

本体価格12,000円＋税　送料実費
加除式・Ｂ５判・全３巻・ケース付 本書はオンライン書籍も発売しています。

年間利用料 本体価格16,800円＋税

本体価格12,000円＋税　送料実費
加除式・Ｂ５判・全２巻・ケース付 本書はオンライン書籍も発売しています。

年間利用料 本体価格16,800円＋税

加除式・Ｂ５判・全２巻・ケース付
本体価格12,000円＋税　送料実費

本書はオンライン書籍も発売しています。
年間利用料 本体価格19,200円＋税

新日本法規出版

http://www.sn-hoki.co.jp

eigyo@sn-hoki.co.jp
検索で新日本法規Web

ホームページ

E－mail

受付時間　8：30～17：00
（土・日・祝日を除く）0120－089－339

所得税法研究会編　集所得税質疑応答集

法人税法研究会編　集法人税質疑応答集
資産税研究会編　集資産税質疑応答集

― 　 ―10



祝 辞祝 辞

東京国税局徴収部長　　岡　村　憲　一
　東京納税貯蓄組合総連合会の第60回定期総会に当たり、一言御挨拶
申し上げます。
　酒井会長をはじめ連合会の皆様方には、平素から税務行政に対しま
して、格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　ただいま、平成28年度の全ての議案が滞りなく可決・承認され、議
案の事業計画には、組織の活性化等への取組が盛り込まれたと伺って

おります。
　私どもといたしましては、連合会の活性化のためにも、今後の活動に御期待申し上げる
次第であります。
　貴連合会におかれましては、昭和31年の創立以来、期限内納付の推進と納税道義の高揚
のための活動に、連綿と積極的に取り組んでいただいております。
　昨年度におきましても、消費税の期限内完納運動に力を入れていただきました。具体的には
・本郷・小石川納連合同による「消費税の完納推進宣言式」の実施
・目黒区納連による地元金融機関への「消費税定期積金の商品化」の実現
・玉川納連による「消費税完納推進ステッカー」の作成
など、各連合会におかれましても様々な活動を積極的に取り組んでいただきました。
　また、４月10日の「納貯の日」においては、貴連合会の青年部・女性部の皆様方による
「期限内完納街頭キャンペーン」も実施していただいております。
　いずれの取組も、消費税の納税意識の高揚に寄与するものであります。
　消費税は、少子・高齢化が急速に進展している我が国にとって、社会保障制度全般を支
える安定した財源であるとともに、今や国の税収において、所得税と並び３割を占める基
幹的な税となっております。
　その安定財源の確保のためには、消費税を期限内に納付していただくことが極めて重要
なことと考えております。
　消費税が滞納となった傾向を見ますと、少額滞納が多く発生している状況であり、その未
然防止には、計画的な納税資金の備蓄が極めて有効であると認識しているところであります。
　このため、「日掛け、月掛け、心掛け」をモットーとした、皆様方による納税資金備蓄
の推進活動が、非常に効果的であると考えておりますので、引き続き、御協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
　また、もう一つの大きな活動である、中学生の「税についての作文」募集事業につきま
しては、昨年度の応募編数が、貴連合会全体で約７万７千編と過去最高となり、その中か
ら全納連会長賞、国税庁長官賞をはじめとした多数の優秀賞が選出されました。
　このような、すばらしい成果は、昭和42年に租税教育推進活動の一環として事業活動に
取り入れて以来、納税貯蓄組合の諸先輩方や皆様方が各中学校へ足をお運びになり、校長
先生や担当の先生方に、応募の協力依頼を行ってこられた賜物であります。
　将来を担う中学生が税についての作文を書くことは、税に対する関心を高め、税につい
ての正しい理解を深める絶好の機会でありますので、本年で50回目を迎えます、この歴史
ある事業活動を継続していただきますようお願い申し上げます。
　さて、先般（６月１日）でございますが、安倍総理から、「消費税率の引上げ及び軽減
税率制度の導入を平成31年10月まで延期する」ことなどについての発表が行われたこと
は、皆様方も既に御案内のことと存じます。
　いずれにいたしましても、改正消費税法への対応に当たりましては、国税当局は税法の
執行機関であり、定められた制度を円滑に導入、実施していくことが私どもに課せられた
役割であると考えております。
　今後も必要な情報につきましては、随時、皆様方にお知らせしてまいりたいと考えてお
りますので、引き続き、御理解・御協力の程よろしく御願い申し上げます。
　結びに当たりまして、貴連合会並びに傘下組合の更なる御発展と組合員の皆様方の御繁
栄を心から祈念いたしまして、私の祝辞とさせていただきます。
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祝 辞祝 辞

東京都主税局長　　小　林　　　清
　ただいまご紹介いただきました、東京都主税局長の小林でございます。
　本日は、第60回東京納税貯蓄組合総連合会の定期総会にお招きいた
だきまして、誠にありがとうございます。
　また、本年は東京納税貯蓄組合総連合会創立60周年という記念すべ
き年にあたり、本定期総会も第60回という節目を迎えられましたこと
を、心からお慶び申し上げます。

　酒井会長をはじめ、東京納税貯蓄組合総連合会の皆様には、日頃より東京都の税務行政
の進展に多大なるお力添えを賜っていることを、この場をお借りしまして、厚く御礼申し
上げます。
　また、本日、多年にわたる納税貯蓄組合活動へのご功績により、栄えある会長感謝状を
お受けになられました皆様の、これまでの献身的なご尽力に対しまして、深く敬意を表し
ますとともに、心よりお祝い申し上げます。
　東京都では、平成28年度予算を「『世界一の都市』の実現に向けた取組を加速化・深化
させ、力強く前進させる予算」と位置づけ編成いたしました。
　都税収入につきましては、前年度比3.7％増の約５兆２千億円を見込んでおります。
　私どもは、大都市東京の基盤を支える歳入所管局として、こうした都税収入を確保するた
めに努力を重ねてまいる所存でありますが、このような規模の大きな税収を着実に確保して
いくためには、東京納税貯蓄組合総連合会の皆様のご協力が不可欠であると考えております。
　皆様には、多年にわたり、口座振替制度等の納税推進をはじめ、税の知識や納税思想の
普及・啓発など、税務行政の進展に多大なるご協力をいただいております。
　各地区連合会におかれましても、納税キャンペーンでの都税PR、会報誌への都税に関
する記事の掲載、都税ポスターの掲示等の広報活動や、税の作文を通じた租税教育の推進
など、地域に根差した活動を通じて、多大なるご協力をいただいております。
　変わらぬご尽力に、重ねて感謝申し上げます。
　また、現在、主税局では都民の皆様に対して、税の仕組みや重要性を分かりやすくお伝
えしていくことに、重点的に取り組んでおります。
　先月ゴールデンウィーク期間中には、住宅展示場において、住宅購入予定者の方に、不
動産関係の税金をご紹介する「都税と住まい」のキャンペーンを実施致しました。
　その節は青年部をはじめとする皆様にご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。
　引き続き、皆様のご協力をお願い申し上げます。
　さて、２か月後に開催される、オリンピック・パラリンピック・リオデジャネイロ大会
を契機として、東京都では2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催準
備を加速してまいります。
　同時に、少子高齢化対策、災害に備えた安全・安心な都市づくり、中小企業支援等の産
業振興などを通じて、「世界一の都市・東京」の実現に向け、邁進してまいります。
　このような都政の重要施策を支えるうえで、私どもの歳入所管局としての役割は益々重
要となってまいります。
　こうした責務を果たすうえでは、東京納税貯蓄組合総連合会の皆様のお力に負うところ
が極めて大きいと考えております。
　今後も皆様との一層の連携を深め、円滑な税務行政の推進を図ってまいりたいと思いま
すので、なにとぞ、変わらぬご理解・ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
　結びにあたりまして、東京納税貯蓄組合総連合会及び各地区連合会の益々のご発展と、
ご列席の皆様のご健勝を心より祈念いたしまして、祝辞とさせていただきます。
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　納税貯蓄組合は「税の期限内完納運動」と「中学生の税についての作文募集」を大きな柱として活

動しています。両者共に納税道義の高揚を目指した国家、社会に貢献するきわめて有意義な活動であ

ります。

　租税収入が安定的に確保されなければ、国家運営は成り立ちません。税の期限内完納運動は、いわ

ば「国づくり」であります。中学生の作文募集は、少年、少女層に税を正しく理解してもらい、将来

は、立派に納税の責任を果たし、健全な社会人に育って欲しい、との願いが込められている、いわば

「人づくり」の事業であります。

　これら二つの活動は、これまでも、これからも時代を超えて、変わらない、変えてはならない納税

貯蓄組合の役割、使命だと言えましょう。

　変わらない役割を果たすために、今後、創意、工夫を凝らして新時代に即応した納税貯蓄組合に変

えていくことが求められています。

　納貯活動の基盤は地区（署）連にあります。まず、地区（署）連が財政基盤を確立して、自分たち

の組合は自分たちで維持・発展させる、と言う土壌を形成していかなければなりません。

　その上で、作文募集を推進している納貯は租税教育に関する内外の意見を集約し、租税教育推進協

議会などを通じて、教育効果を高めることが大切です。政府は「国と民間団体等が一層の連携を図り

租税教育を推進する」こととしておりますので、納貯も租税教室の開催などにも目を向けていく必要

があります。

　また、研修の充実も積極的に進めてまいりましょう。研修を通じて、自己研鑚に努め、次の納貯を

担う人材育成を図らねばなりません。研修は、役員、組合員にとって大きなメリットであります。

　新時代の納税貯蓄組合を構築するためには、地区（署）連の会長であるトップリーダーの責任はき

わめて重いものがあります。計画的、継続的に新規組合員を獲得し、組織の若返りを進めることが組

織のトップリーダーとしての最も重要な役割であります。

　全国的に見ますと、納税貯蓄組合の硬直化が進み、解散あるいは休会に追い込まれる地区（署）連が

ありますが、そんな中で、解散、休会状態から再度、立ち上がった地区（署）連も出てまいりました。

　そんな明るい話題もある今こそ、納税貯蓄組合の再構築、活性化をすすめる絶好のチャンスとも言

えます。全国のトップクラスの活動を展開している東総連の皆様には、明日に向かって、ゆるぎない

納税貯蓄組合を築くことができますようご協力をお願い申し上げます。

　第４回東総連リーダー研修会を９月２日、全国納税貯蓄組合の齋藤建史常務理事を講師に迎

え、上野精養軒で開催しました。その講演の要旨について齋藤講師より寄稿していただきました

のでご紹介します。

「納税貯蓄組合　変えること、変えてはならないこと」

第４回東総連リーダー研修会　講演要旨
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個人住民税特別徴収のお知らせ個人住民税特別徴収のお知らせ
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　★内閣総理大臣賞� １編�（大阪府）
　★総務大臣賞� １編�（愛知県）
　★財務大臣賞� １編�（岩手県）
　★文部科学大臣賞� １編�（茨城県）
　★国税庁長官賞� 40編�（東京都３編）
　★東京都知事賞� １編�（東京都のみ）
　★東京国税局長賞� 18編�（東京都８編）
　★東京都主税局長賞� ３編�（東京都のみ）
　★一般財団法人日本税務協会会長賞� 12編�
　★一般財団法人大蔵財務協会理事長賞� 12編�
　★日本税理士会連合会会長賞� 12編�（東京都１編）
　★公益財団法人全国法人会総連合会長賞� 12編�（東京都１編）
　★全国納税貯蓄組合連合会会長賞� 40編�（東京都３編）
　★全国納税貯蓄組合連合会優秀賞� 60編�（東京都４編）
　★東京国税局管内納税貯蓄組合連合会会長賞� 36編�（東京都17編）
　★東京国税局管内納税貯蓄組合連合会優秀賞� 100編�（東京都54編）
　★東京納税貯蓄組合総連合会会長賞� 109編

　国税庁との共催事業である第50回目の中学生の「税についての作文」の東総連による審
査会が、10月３日（月）上野精養軒において行われました。
　今年度の48地区連合会全体での応募作文数は75,866編、応募校数は684校で、昨年度に
比べ、作文数では1,837編減少し、応募校数で11校減少しました。また、全国では応募作
文数は629,534編、応募校数は7,467校で、昨年度に比べ作文数で13,472編、応募校数で15
校の増となりました。
　東総連では、各地区連から選ばれた205編について、64名の審査員が厳正な審査を行い、
91編を東京国税局管内納税貯蓄組合連合会へ推薦しました。東京局連での審査の後、10月
28日（金）に全国納税貯蓄組合連合会による最終審査が行われ、国税庁長官賞をはじめ全
ての入賞作品が決定しました。
　なお、東京都知事賞及び東京都主税局長賞の選考は東京都が行いました。
　また、東総連に推薦された205編のうち109編については、東京納税貯蓄組合総連合会会
長賞が贈られました。表彰作文編数は次のとおりです。

平成28年度（第50回）

中学生の「税についての作文」
～応募作文数・校数ともやや減少～
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★国税庁長官賞
　江戸川区立小岩第三中学校３年� 佐藤由季子

　学校法人大妻学院大妻中野中学校１年� 飯島　享奏

　大田区立御園中学校３年� 金子　千尋

★東京都知事賞
　台東区立忍岡中学校３年� 藤野　隆人

★東京国税局長賞
　練馬区立大泉北中学校３年� 大島　日和

　品川区立荏原第一中学校３年� 赤塚　愛華

　世田谷学園中学校３年 �渡部　健人

　世田谷区立瀬田中学校３年� 北谷　眞穂

　渋谷区立代々木中学校３年� 髙木�彩奈�ディアナ

　荒川区立第五中学校３年� 吉田梨々花

　八王子市立宮上中学校３年� 菅野あかり

　清瀬市立清瀬第四中学校３年� 曽我部咲恵

★東京都主税局長賞
　板橋区立志村第一中学校３年� 大貫　百惠

　練馬区立開進第四中学校３年� 後藤　麻友

　町田市立南中学校３年 �秦　茉理衣

★日本税理士会連合会会長賞
　練馬区立開進第一中学校３年� 佐藤　美柚

★公益財団法人全国法人会総連合会会長賞
　清 明 学 園 中 学 校 ３ 年 �松山　　睦

★全国納税貯蓄組合連合会会長賞
　目黒区立第八中学校３年� 小林　瑠奈

　大田区立大森第七中学校３年� 小山　　玲

　渋谷教育学園渋谷中学校３年� 小山　栞奈

★全国納税貯蓄組合連合会優秀賞
　葛飾区立一之台中学校３年� 江藤　萌花

　練馬区立開進第一中学校３年� 坂巻明日香

　調布市立調布中学校３年� 加藤　千咲

　小金井市立小金井第二中学校３年� 三浦　亜季

★東京国税局管内納税貯蓄組合連合会会長賞
　山 脇 学 園 中 学 校 ３ 年� 向井　真子

　新宿区立四谷中学校３年� 上田　倫子

　足立区立竹の塚中学校３年� 桑原　琴歌

　足立区立花畑北中学校３年� 岩瀬　愛生

　足立区立第十四中学校３年� 長谷川　綾

　足立区立伊興中学校３年� 川又　千夏

　足立区立第四中学校３年� 星野　悠月

　葛飾区立金町中学校３年� 山本　瑞季

　中野区立第四中学校３年� 林　　　栞

　豊島区立千登世橋中学校３年� 須藤　愛可

　目黒区立東山中学校３年� 加藤　慎也

　大田区立馬込東中学校２年� 大島千紗都

　東京都立白鷗高等学校附属中学校２年� 富井かん菜

　荒川区立尾久八幡中学校３年� 冨田　大翔

　昭島市立多摩辺中学校３年� 古川　　純

　立川市立立川第六中学校３年� 萩原　日向

　小平市立小平第三中学校３年� 小林　羽愛

作文入選者（東総連関係）作文入選者（東総連関係）
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地
区
連合会
名

28年度 27年度 増（△）減 提出数 地
区
連合会
名

28年度 27年度 増（△）減 提出数

校 編 校 編 校 編 編 校 編 校 編 校 編 編

中
央
地
区

麹　町 4 313 5 549 △�1 △236 1

城
南
地
区

品　川 9 898 10 881 △�1 17 3

神　田 3 165 3 128 0 37 1 荏　原 6 604 6 570 0 34 2

日本橋 2 546 2 239 0 307 2 目黒区 14 1,456 16 1,495 △�2 △�39 4

京　橋 3 314 3 279 0 35 1 大　森 10 1,832 10 1,792 0 40 5

芝 20 590 18 557 2 33 2 蒲　田 12 1,469 12 1,387 0 82 4

麻　布 6 411 6 580 0 △169 2 雪　谷 8 847 8 927 0 △�80 3

四　谷 7 695 5 395 2 300 2 世田谷 14 1,493 16 1,281 △�2 212 4

新　宿 6 455 6 436 0 19 2 北　沢 10 1,163 10 1,207 0 △�44 3

城
東
地
区

本　所 8 1,070 8 1,091 0 △�21 3 玉　川 11 959 13 1,049 △�2 △�90 3

向　島 5 564 5 565 0 △�1 2 渋　谷 10 625 10 470 0 155 2

江東東 12 1,167 12 1,127 0 40 3

城
北
地
区

本　郷 8 294 6 235 2 59 1

江東西 12 1,240 12 1,086 0 154 4 小石川 9 710 10 842 △�1 △132 2

足　立 19 2,526 19 2,679 0 △153 7 上　野 5 1,458 5 1,379 0 79 4

西新井 18 2,595 19 2,472 △�1 123 7 浅　草 4 1,213 4 1,324 0 △111 4

葛　飾 22 2,181 23 2,409 △�1 △228 6 北　区 21 1,553 19 1,689 2 △136 4

江戸川北 24 3,039 24 3,038 0 1 8 荒　川 11 1,145 11 1,343 0 △198 3

江戸川南 10 1,459 10 1,416 0 43 4

多
摩
地
区

西多摩 26 2,364 25 2,667 1 △303 6

城
西
地
区

中　野 15 1,420 17 1,655 △�2 △235 4 八王子 35 3,475 39 3,608 △�4 △133 8

杉　並 16 854 16 1,057 0 △203 3 南多摩 23 2,599 23 2,596 0 3 7

荻　窪 11 1,071 12 1,185 △�1 △114 3 まちだ 17 2,494 21 2,904 △�4 △410 6

豊　島 9 862 9 968 0 △106 3 多　摩 32 3,966 32 3,762 0 204 9

板　橋 29 4,250 28 4,399 1 △149 10 武蔵府中 25 3,647 25 3,909 0 △262 9

練馬東 24 2,826 24 2,677 0 149 7 武蔵野 25 2,489 25 2,728 0 △239 6

練馬西 14 1,788 14 1,975 0 △187 5 多摩武蔵 40 4,712 39 4,696 1 16 11

合　　計 684 75,866 695 77,703 △�11 △1,837 205

平成28年度　中学生の「税についての作文」応募状況
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国税庁長官賞受賞作品国税庁長官賞受賞作品

　東日本大震災から５年が経ちました。当時は小学生でしたが、テレビでは毎日、被災地
の状況が流れ、とても怖い思いをしました。家では、もし東京で地震があった場合の家族
の避難先や連絡方法などについて話し合いをしたことを覚えています。学校の授業で、今
後首都圏直下型地震が起きる可能性がとても高いことを知りました。自然の脅威の前で
は、個人の力だけでは限界があります。震災では救助のため、警察、消防、自衛隊など多
くのみなさんが休みなく活動し、避難した方々への食糧や水の供給、避難場所の確保、仮
説住宅の建設、壊れた道路、水道の復旧などを行っていました。これらはすべて税金に
よって賄われていることを知り、税金の大切さを実感しました。
　東北では、道路や鉄道は９割程復旧しているようですが、まだ災害公営住宅の建設が５
割程度で、住宅を高台へ移転する造成は２割程度しか進んでいないようです。これらのま
ちづくりなどの復興費用は莫大であり、税金だけで賄えるか疑問でしたが、平成24年度か
ら復興特別会計が創設されたことを知りました。財源は一般会計からの繰入金のほか、復
興特別税や復興債を発行して確保することとなっています。これまで、私と同じ年代の人
が多く被災したことを受け、私には何ができるのかを考えてきました。復興特別税は平成
49年まで続くそうです。これなら私が働き、納税者になるまで間に合い、少しは役に立つ
ことができそうなので、うれしく思いました。
　また、私はニュースで見た話を思い出しました。それは、「自助、共助、公助」という
言葉です。自助とは、自分や家族が自ら助け、守ること、共助とは地域、近隣が助け合う
こと、公助とは国や都、区などの行政が救助や支援をすることです。少し意味が違うかも
知れませんが、私は税金とは「自助、共助、公助」であると思います。税金が教育、公共
事業、社会保障に使われることは公助ですが、納税をすることは、みんなで支え合うこと
であり、最後は自分に返ってくることだと思います。税金は、みんなが豊に暮らし、幸せ
になるために必要な手段であることを、強く感じました。
　そして、納税をするということは、大きな責任を持つということです。今年から選挙権
が18歳になりました。３年後、納税できる立場になっているかわかりませんが、税金の使
い道を真剣に考えている方に投票したいと思います。
また、これまで税金によって充実した学校生活が送れ
たこと、毎日が幸せに暮らせたことに感謝したいと思
います。
　４年後には東京パラリンピック大会が開催されます。
障害のある方をはじめ、すべての人が豊に暮らせる社会
を実現し、世界に誇れる東京とするためにも、納税の義
務と責任をしっかりと果たせる大人になりたいです。

江戸川区立小岩第三中学校３年　　佐藤　由季子
「税金－みんなが幸せになれる手段」
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国税庁長官賞受賞作品国税庁長官賞受賞作品

　税金とは「みんなのために役立つ活動」や「社会での助け合いのための活動」に必要な
たくさんのお金をみんなで出し合って負担するものです。つまりみんなで社会を支えるた
めの会費といえます。また、もしも税金がなかったら、救急車が有料になり、医療費もす
べて自己負担となり、ごみ収集も交番も有料となります。このように、税金がなかったら
公共サービスを受けるのにすべての費用を自分で負担しなければならず、困ります。みん
なが豊で安心して暮らしていくために、税金はとても大切なものです。
　では、税は具体的に何に使われているのでしょうか。主に３つに分かれています。
　１つ目は公的サービスです。安全な生活を送るための消防や警察の活動にも税金は使わ
れています。さらに綺麗なまちづくりのために行われるゴミの回収と処理にも税金が使わ
れています。また、私の住んでいるまちでは、子どもが病院などで受診した医療費のう
ち、医療保険の自己負担額を助成する制度などがあり、そこにも税金が使われています。
　２つ目は教育費です。私たちが普段使っている教科書や実験器具などにも税金が使われ
ています。
　３つ目は公共事業です。私たちが毎日水を使うことができるのは上下水道の整備がされ
ているからです。そこにも税金が使われています。そして安全に通学や通勤ができるよう
に、道路を整備するのにも税金が使われています。このように私たちが払った税金によっ
て私たちの生活は支えられています。
　しかし、私たちが払っている税金は高齢者の年金にも使われています。今は高齢者の人
数はそれほど多くありませんが、21世紀半ばには2.5人に１人が高齢者となる超高齢化社
会になるといわれています。また、日本の労働力人口は減少してきています。減少してい
る理由としては、生まれてくる子どもの数が減っていることや、若い人たちの中でも働か
ない人が増えていることが考えられます。さらに、働き方も多様化し、会社に勤める正社
員ではないフリーターやパートとして働く人の数が増加しています。つまり、これからの
日本では少子・高齢化や厳しい財政状況を考え、豊かに安心して暮らせるための制度や持
続可能な財政構造の構築が必要となります。そのためには、社会の変化に合わせて税のし
くみも考えていくことが必要となります。具体的には、歳出面の改革とともに、必要な
サービスを安定的に支える歳入構造の構築が重要となります。
　豊かで安心して暮らせる未来のためには公平な税
の負担と給付の関係について、私たち一人ひとりが
考えることが大切です。
　これからも、国民が気持ちよく、安心で安全に過
ごしていけるような国が続いていくために、私も社
会人になった時に、国に貢献できるような大人にな
りたいです。

学校法人大妻学院大妻中野中学校１年　　飯島　享奏
「豊かで安心して暮らせる未来」
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国税庁長官賞受賞作品国税庁長官賞受賞作品

　一歩家から出れば、きれいに舗装された道路、安全を守るガードレールや信号、点字ブ
ロックがあり、少し歩けば、学校や図書館、病院がある。いたって変わりようもなく私た
ちの町にある日常。そのことに驚くことも目を輝かせることもない。でも世界に目を向け
れば、これだけ充実した町づくりが行われている国は多くない。これも全て私たちの国は
税金によって守られているためである。
　私たち納税者は様々な所で税を収めている。一番身近なものとして消費税があげられる
が私たちの知らないところで払われている税金もあるのだそう。例えば「入湯税」温泉に
入る際に課税されるそうだが、ここに税金がかかっていることを知っている人は半分にも
満たないと言う。他にもゴルフ場利用税、キャンプ場利用税、空港施設利用税、さらには
復興特別法人税という東日本大震災による復興施策に必要な財源を確保するための特別措
置で、現在は行われていないが、回収した税もあるのだそう。これだけ多くの税が課せら
れていると私たちの負担も多く感じる。それでも納税を義務化しているのは、国や地方自
治体が私たち国民を守ろうとしてくれている意志の表れなのだと思う。もちろん国を安定
させるためでもあるだろうし、それが私たちの安全につながっているなら、納税は大切な
ものだと思う。
　実際に税で救われている人もいる。５年前のあの日、東日本大震災後に派遣された警察
官が１人で立っている男の子に声をかけた。男の子は、学校の窓から自分を迎えに来た父
が津波に呑みこまれていったところを見たのだと言った。警察官は持っていたパンを男の
子に渡した。すると、男の子は自分で食べずにパンを配給用の箱に置きに行ったのだ。驚
いた警察官に男の子はこう言った。
　「ほかの多くの人が僕よりもっとおなかがすいているだろうから。それに、この町をす
ぐに元通りにしてくれる人がいる。」
　この男の子の言葉が口づてで回り、ベトナムの新聞記者に伝わった。それが報道され、
ベトナムで話題になり、ベトナム国民からの義援金が殺到したのだという。
　男の子が語った希望は税があるからこその希望である。
税による国の支援で復興に希望をもてるという国への信
頼感は、あれだけ絶望的なことが起きても希望が生まれ
るほど素晴らしいものだ。これは日本にとって、大きな
財産なのだと思う。
　税と聞くと、あまり良い印象をもたない人もいるだろ
うが、それは税について知らないことが多すぎるからだ
と思う。税を知り、税を考えることが今の日本国民とし
て必要なことなのではないだろうか。税は日本の未来だ。

大田区立御園中学校３年　　金子　千尋
「税に守られ、税に救われる」
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東京都知事賞受賞作品東京都知事賞受賞作品

　昨年の春、我が家のポストに１枚のチラシが入っていた。『まちづくり通信』『発行／台
東区都市づくり部地区整備課』とあり、そこには「公園やポケットパーク等を整備するた
め、公園用地を探しています。」と書かれていた。公園整備に協力した場合代替地を斡旋
される、そしてその代替地が母の実家のすぐ近くであったので、興味を持った母は区役所
へ行って詳しく話を聞いてきた。
　そこで受け取った『密集住宅市街地整備促進事業のあらまし』というパンフレットに
は、火災による延焼の拡大を防止し、また防火水槽などを設置して震災時の防炎活動を行
う公園等として、公園やポケットパークを整備していること、その整備用地を探している
ことなどが書かれていた。我が家は、狭い道路や行き止まりが多くて消火活動が困難であ
り、更に震災時の建物倒壊や火災の延焼拡大などが懸念される老朽木造建物が密集してい
る、まさに整備が必要なエリアと記された場所であった。
　そこから１年、測量士の測量、住宅診断士の診断、様々な調査や会議などを経て、今年
の春に台東区と僕の両親とで土地の売買契約が締結された。秋には僕らは台東区から購入
した土地に引っ越し、今の住まいがある場所はポケットパークになる予定だ。僕が小さい
頃によく行っていた公園にドアが１つあるだけで窓が全くない大きな建物があり、いつも
閉まっているのでこの建物は一体何なのだろうと不思議に思っていたが、今回のポケット
パークの計画案を見て、それが計画案に載っていた防火水槽と同じものである事に気づい
た。公園は子供が遊ぶためのものであるとしか思っていなかったが、災害を防いだり、止
めたり、避難したり、様々な用途を考えて作られているのだと分かった。
　この引っ越しを通して、防災環境の整った町づくりに、我が家が貢献できたことが誇ら
しく思えたと共に、税金の大切さについて改めて学ばされた。火災発生時に駆け付ける消
防車に使われているだけでなく、火災の発生しにくい町や、発生してもすぐに対処できる
町を作るためにも使われているということを知るこ
とができた。税金は僕達が快適に暮らしていけるた
めに見えないところでも役に立っている。見えない
ところに力を入れているからこそ僕達は安心して
日々の生活を送ることができる。このことを深く心
に留めておきたい。そしてこれからは税金について
もっと深く理解し、安心できる町づくりに尽力して
下さっている方々、そしてそのために必要な税金を
払って下さっている両親や、社会の皆さまに感謝の
気持ちを忘れずに生活していきたい。

台東区立忍岡中学校３年　　藤野　隆人
「公園になる我が家」

― 　 ―21



東京都主税局長賞受賞作品東京都主税局長賞受賞作品

　ある日、家の前からものすごい騒音が聞こえた。家が揺れた。窓から外をのぞくと、コ
ンクリートをはがし、地面の下を掘り返して何かの工事をしているようだった。その時勉
強をしていた私にとってこの音はうるさく、集中して問題を解くことが出来なかった。早
く終わらないかと思っていたが、いつまでたっても音がやむ気配はなく正直、本当にイラ
イラした。
　その事を母に話すと、
　「水道管を新しく交換してもらっているんだから、騒音くらいで文句言うんじゃないよ。」
　とたしなめられた。気になったので詳しく聞いてみると、この水道管工事の何日か前に
ポストにそのお知らせの紙が入っていたことを知った。そして、その工事には税金が使わ
れていることも教えてもらった。
　水道管を新しくしたということは、これからも安心して水道水を使えるということだ。
　日本の水というのは少し蛇口をひねればすぐに出て来て、それをそのまま飲める。私達
日本人が普通だと思っていることが実はすばらしいということを私は実感した事がある。
　何年か前、私はイギリスのロンドンに旅行したことがある。その時に滞在したホテルで
驚くべき事実を知った。蛇口から出る水がよく見れば白く濁っているのだ。そう、日本の
ように浄水技術が発達していないために、カルシウムを多く含んだ水が出て来るのだ。水
道水を飲むことが出来ないと知った私はすぐに水を買いに行った。しかし、それも２日く
らいでなくなり、またお店に出向かなければならなかった。そんな事を何度もしている内
に、日本がどれだけすばらしい国かを痛感した。
　先ほどの水道管工事が終わった後、私はとても良い気持ちになった。水道管が交換され
たこともそうだが、なんと道路が真新しいコンクリートで真平らに美しく整地されていた
のだ。工事内容が違うのに何でだ、とは思ったその景色を見て悪い気はしなかった。
　家から一歩踏み出せばそこには税金で作られた公共物で埋めつくされている。今の道路
だってそうだし、普段気にも留めていないガードレールや信号機などもそうだ。
　私の祖父は交通事故に巻き込まれそうになった時、ガードレールのおかげで軽いケガで
すんだ、と話していた。
　つまり、税金によって国民の命が守られていると言えるのかもしれない。
　しかし、そうと分かっていても税金を納めることに対し
て否定的な思いを持つ人は多いだろう。私達中学生でさえ、
何で消費税を８パーセントも払わなければならないのかと
思うことがしばしばある。だが、日本というこんなに安全
で清潔な国に住む事が出来るのはなぜかと考えた時、やは
りそこには税金というものがクローズアップされてくる。
きちんとした税制度があるからこそ現在の日本が成り立っ
ていると私は思う。

板橋区立志村第一中学校３年　　大貫　百惠
「日本の「普通」を支える税制度」
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東京都主税局長賞受賞作品東京都主税局長賞受賞作品

　私は公園が好きだ。
　規模の大小はあれど、だいたいの公園には、花壇があり、遊具があり、子供たちが駆け
回ることのできる広場がある。集う人々は老若男女様々だ。見知らぬ人でも、すれ違えば
あいさつする。散歩をしたり遊んだり、待ち合わせをしたり、それぞれ年代も目的も違う
人たちが、同じ空間の安らぎに身を委ね、おだやかに過ごしている。私はそんな空気がた
まらなく好きだ。私の父も、住む家は必ず大きな公園の近所にすると決めていたという。
　私がある時に公園に行くと、男の人が数人で、木に向かって大きなハサミを操ってい
た。それは剪定の作業だった。木の生長を助け、形を整えるため、葉や枝を切り取るので
ある。夏の暑い日だったので、男性の額には汗が光っていた。そのとき私は、何の気なし
に見ていた風景がだれかの手で美しく整備されていることに気付いたのである。思い出し
てみれば、塗装のはげた遊具はいつの間にか塗りかえられていたし、ポイ捨てのごみも無
くなっていた。どのような人々が、公園が過ごしやすい場所であるように、管理してくれ
ているのだろうか。私は疑問に思ったので、調べてみた。
　近所の公園は都立で、東京都が管理していた。都は、緑の減少によるヒートアイランド
化への対策や、地域のコミュニティを保ち人々の心を豊かにするため、公園緑地づくりを
進めている。その財源は税金だった。私は驚いた。正直、今まで税金は取り上げられるお
金のような気がして、余り良いイメージを持っていなかったのだ。ニュースや教科書の中
の情報でしか知らなかった税金の成果は、私たちのすぐ身近にあった。市区町村、都道府
県、または国など、お金を納めるところはそれぞれ分かれているが、いずれの税金も様々
な形をとって国民に還元されているそうだ。
　もちろん、公園だけではない。宿題や調べもののとき、お世話になることの多い図書
館。通っている学校までもが、税金の助けを借りて運営されている。私は、今まで税に関
してあやふやな知識しか持っていなかったことを恥じた。お金は何もない所からは生まれ
ない。施設の管理も自動的に為されるものではない。人々が努力して稼いだお金を納め、
それを元に多くの職員が動いてこそ、「いつも通り」の公園が維持できるのであった。
　現代人は人と人とのつながりが薄くなっていると耳に
するが、私たちは常に支えあっている。その分かりやす
い例が、税金だ。お金を渡して商品が返されるわけでは
ないから、対価が分かりにくいかもしれないが、納めた
税は、必ず私たちの生活に寄りそう形となって戻ってく
る。また、だれかの生活を豊かにすることもできるのだ。
税金は無限大の可能性を秘めている。その可能性をつぶ
さないために、私は税に関する認識を更に深めたいと強
く思った。

練馬区立開進第四中学校３年　　後藤　麻友
「無限の可能性」
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東京都主税局長賞受賞作品東京都主税局長賞受賞作品

　税についての作文を書くにあたり、私は昨年東南アジアのある島を旅行した時の事を思
い出した。それは街中で見たゴミについてだ。宿泊したホテルは清潔に保たれていたが、
近辺を少し歩くと至る所にゴミが無造作に捨てられ、悪臭さえしていた。私は初めてみる
街の乱雑な光景に驚き、日本人ガイドの方にこの島のゴミ処理事情について尋ねてみた。
聞く所によると、ゴミの処理は、生活に余裕のある家庭は個人的に代金を支払い業者に委
託するが、ほとんどの家庭は近隣の空き地や排水路などに勝手に捨てているのだという。
日本のように、税金による全戸対象のゴミ収集システムは、まだ整備されていないのだそ
うだ。私はこの話を聞いて、今までゴミのない環境で生活できるのを当然と思っていた
が、税金によって清潔な環境が守られている事に初めて気づき、その有り難さを強く感じ
たのだった。
　この体験から今回私は、自分の住む地域の環境美化と税金との関わりについてもう少し
詳しく知りたいと思い、市の公報等を調べてみた。まず様々な公共サービス事業は、市民
から徴収された住民税をもとに行われていることを知った。また、地域環境の美化に関わ
るサービスは保健衛生・環境、道路・公園等整備事業との関係が深いことがわかった。実
際、歩道や公園の植木の剪定、道路や下水道の修繕、排水路の清掃、放置自転車の処理な
ど地域美化のために行われる作業を身近に見る事がよくある。これらの事業は、私達が地
域社会の中で、安心して気持ちよく生活できるよう行政がきちんと目配りし、税金を有効
に利用してくれている証なのだ。
　しかしこのような環境維持には予想以上に費用がかかる事もわかった。私の住む市でも
右の２つの事業についてだけでも、市民１人当たり年間５万円以上の負担になっていた。
　ゴミ処理をはじめ、今後も住みやすい生活環境を維持し、保障してもらうためには、や
はり私達住民一人一人が、自覚を持って税金を払い続けていく事が、何より大切だと感じ
た。よく税金はとられるだけだと嘆く声を聞くがもう一
度自分を取り巻く生活を見直し、税金による地域サービ
スの恩恵について考えてみるのも必要なのではないかと
思う。
　私はまだ税金を納めるべき年齢ではないが今できる事
として、ゴミの減量に努める、地域の清掃活動に積極的
に参加するなど、少しでも地域の美化に協力し税金を節
約できるような行動を心がけたいと思う。そして将来は
明るくきれいな街作りが今以上に進むことに一つの願い
を込めて、しっかり納税したいと考えている。

町田市立南中学校３年　　秦　茉理衣
「地域の環境美化と税」
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Ⅰ　平成28年度　都民対象講演会の開催
　当協会では、納税意識の向上を目的に、毎年、「都民講演会」を開催しており、本年も
多くの方々から申し込みをいただき10月25日（火）に墨田区両国の江戸東京博物館におい
て実施しました。
　当日は、東京納税貯蓄組合総連合会の皆様にも多数参加していただきとても充実した講
演会になりました。
　講演に先立ち、当協会の宮下理事長より「都、区市町村」の本年度の予算概要、続い
て、災害等により被害を受けた方への都税の減免や納税の猶予制度、23区内における納付
方法の多様化への理解を深めていただきました。
　また、近年全国的な問題となっている「振り込め詐欺」の実態や防止策についても、警
視庁から提供を受けたパンフレットの内容を紹介しながら、社会全体で撲滅する必要性を
確認していただきました。
　続いて、農学博士で「和食」文化保護・継承国民会議委員など国や自治体などで食に関
するアドバイザーを多数兼任し、ギャラクシー賞や産経児童出版文化賞などを受賞され
た、東京農業大学名誉教授の小泉武夫先生から「心と体をつくる食事学～免疫食事法と健
康の秘訣～」と題した講演をして頂きました。
　内容は、腸の正常な活動が健康維持につながり、そのために必要な食事などについてお
話ししていただくと共に、排出される便で自分の
健康状態が判断できる方法を教えていただき、参
加者は普段の食生活を確認しながら時間を忘れて
聞き入っておりました。

（公財）東京税務協会だより
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Ⅱ　（公財）東京税務協会の歴史

昭和27年10月� 財団法人設立許可

昭和27年12月� 事業開始

昭和33年度� 地方税財政制度に関する調査を創設

昭和54年６月� 「税務月報」を「東京税務レポート」に改題

昭和60年度� 自動車税事務所の一部業務を受託

昭和61年４月� 軽油分析検査の業務を受託

昭和62年５月� �都の税務職員の研修業務を受託、都税事務所の電話交換業務を受託

昭和63年度� �実務教材の発行開始、「東京税務レポート」掲載�
優秀論文顕彰を創設

昭和63年12月� 当協会のシンボルマークの制定

平成11年７月� 「東京税務セミナー」を開始

平成12年４月� 自動車税事務所の受託業務の拡大

平成13年９月� 一般労働者派遣事業許可を取得

平成14年11月� 創立50周年記念事業を実施

平成15年４月� 採取軽油の硫黄分析業務を受託

平成22年10月� 東京納税貯蓄組合総連合会との共同事業開始

平成24年４月� 公益財団法人として設立登記（移行）

平成24年11月� �東京納税貯蓄組合総連合会「會報」に（公財）東京税務協会だより掲
載開始

平成25年４月� �自動車税事務所の受託業務の拡大�
「自動車税コールセンター」の業務を受託

平成27年３月� 公益財団法人　東京税務協会　中期計画策定

平成28年４月� 納税推進業務、家屋評価の補助業務を受託

　今後も、東京納税貯蓄組合総連合会と協力しながら税知識の普及・啓発に努めてまいり
ます。
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平成28年9月作成  16-T18367

保険期間：2017年1月1日午後4時～2018年1月1日午後4時

（団体総合生活保険）

10

このチラシは団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

（＊） 団体総合生活保険は前年度契約の始期日時点で団体割引率が決定されます。また、団体割引率は保険料に適用され、
 制度運営費には適用されません。

残高不足等により２か月続けて口座振替不能が発
生した場合等には、そのご加入者の残りの保険料
を一括して払込みいただくことがありますので、
あらかじめご了承ください。
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東京都主税局からのお知らせ東京都主税局からのお知らせ

納期内納税にご協力ください
～都税のさまざまな納付方法について～

納めていただいた都税のゆくえ

　都税の納付には、都税事務所や金融機関、郵便局等での窓口納付のほか、便利で多様な納付方
法があります。

　平成28年度の一般会計当初予算の歳入総額は７兆110億円となっており、そのうちの約74％
（５兆2,083億円）を都税が占めています。また、平成28年度の一般会計当初予算の歳出内訳は、
上のグラフのようになっています。福祉やまちづくりなど、公共サービスや社会資本（公共施設）
に形を変えて、皆さまの身近な生活の場面で、広く行政サービスに使われています。
　都政は皆さま一人ひとりに支えられています。

詳しくは、東京都主税局ホームページ「都税の納税等について」をご覧ください

コンビニエンスストア
　納付書１枚あたりの合計金額が30万円までの納
付書（バーコードがあるもの）については、コン
ビニエンスストアでもご納付いただけます。
－利用可能なコンビニエンスストア－（50音順）
くらしハウス　コミュニティ・ストア　サークルK　サンクス�
スリーエイト　スリーエフ　生活彩家　セブン-イレブン　
デイリーヤマザキ　ニューヤマザキデイリーストア　ファ
ミリーマート　ポプラ　ミニストップ　ヤマザキスペシャル
パートナーショップ　ヤマザキデイリーストアー　ローソン

クレジットカード
　パソコンやスマートフォン等から、クレジット
カードによりご納付いただけます（税額に応じた
決済手数料がかかります）。
◆�税額が100万円未満の納付書に限り、クレジットカード
でご納付いただけます。
◆�「都税クレジットカードお支払サイト（https://zei.tokyo）」
からお手続きください。
◆領収証書は発行されませんのでご注意ください。

口座振替
　ご利用している預（貯）金口座から、納期の末日

（納期限）に自動的に納税できる便利な制度です。
◆�開始月の前月10日（土・日・休日にあたるときはその翌
開庁日）までに、お申し込みください。

◆�個人事業税、23区内の固定資産税・都市計画税（土地・
家屋）及び固定資産税（償却資産）についてご利用でき
ます。

◆�お問い合せは、主税局徴収部納税推進課（03�-3252��-0�
955）まで。

ペイジー（Pay︲easy）
　金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、イン
ターネットバンキング、モバイルバンキングでも
ご納付いただけます。
◆�ペイジーマークの付いている都税の納付書をお持ちの場
合、ご利用できます。

◆�領収証書は発行されませんのでご
注意ください。

平成28年度東京都一般会計予算

歳入総額
7兆110億円

歳出総額
7兆110億円

福祉と保健
1兆1,668億円

教育と文化
1兆962億円

労働と経済
4,886億円

生活環境
2,191億円

都市の整備
8,777億円

警察と消防
9,133億円

企画・総務
3,316億円

区市町村への交付や
借入の返済など
1兆9,177億円

都税
5兆2,083億円

その他　5,977億円
都債　3,533億円

繰入金
2,296億円

国庫支出金
3,778億円

地方譲与税
2,443億円

都税にご理解・ご協力賜りありがとうございます。
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開 催 月 日 事　　　業　　　名 会　場　等

12月５日（月） 第２回正副会長・常任理事会 上野精養軒

平成29年
１月６日（金） 第３回正副会長会 新宿

１月10日（火） 平成29年東総連新年賀詞交歓会
平成28年度各表彰受賞者祝賀会 上野精養軒

２月10日（金） 第４回正副会長会
納貯法施行65周年・東総連創立60周年記念式典 上野精養軒

３月８日（水） 地区連合会長及び経理担当者合同会議
東総連研修会 上野精養軒

４月11日（火） 会計監査 東総連事務室

５月12日（金） 第１回正副会長会
第１回正副会長・常任理事会 上野精養軒

６月13日（火） 全納連第60回定時総会 上野精養軒

６月26日（月） 東総連第61回定期総会 上野精養軒

７月３日（月） 東総連青年部・女性部合同正副部長会議 上野精養軒

７月７日（金）
第35回東総連青年部総会
第36回東総連女性部総会
東総連青年部・女性部合同研修会

上野精養軒

７月24日（月） 東総連地区連合会長及び地区連福利共済部長合同会議 上野精養軒

８月３日（木） 地区協議会当番地区連合会長及び同企画指導部長合同会議 上野精養軒

９月５日（火） リーダー研修会 上野精養軒

10月上旬 東総連作文審査会 上野精養軒

今後の東総連等事業日程（予定）

＊�　リーダー研修会で講師をお願いした全納連の齋藤常務理事から、当日の講演要旨を
寄稿していただきました。今回の講演は、納税貯蓄組合にとって大変貴重な提言と思
います。
　　是非、各地区連でも議論を深めていただければ幸いです。
＊�　今回の表紙写真は、上野納連の笹本会長から御寄贈いただいたものです。次回の３
月号もできれば会員の撮影した写真を掲載したいと思います。どなたか春らしい美し
い風景写真をお持ちの方、事務局までご連絡ください。
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東京都主税局からのお知らせ東京都主税局からのお知らせ

年末年始における窓口業務のご案内

都税の納税
都税の申告（申請）書の受付

証明書等の取扱い

12月28日（水） 12月29日（木）～1月3日（火） 1月4日（水）
○

○

○

○

○

○

×※

「申告書等受箱」をご利用ください

×

　年末年始における、都税事務所・都税支所・支庁、都税総合事務センター・自動車税事務所での事務の取扱
いは次のとおりです。

※閉庁期間でも、金融機関等の窓口、金融機関のペイジー対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング、　
コンビニエンスストアではご納付いただける場合があります。詳しくは各金融機関等に直接お問い合わせください。

にせ都税職員にご注意ください！
※職員を装って、個人情報を不正に取得したり、金銭をだまし取ろうとする事例が発生しています。

【お問い合わせ先】主税局総務部総務課相談広報班　03-5388-2924

○：ご利用できます　×：ご利用できません

便利な電子申告・電子納税等をご利用ください！

電子申告

電子申請
・届出

電子納税

法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 事業所税（23区内） 固定資産税（償却資産）
（23区内）

○予定申告　　○中間申告　　　○確定申告
○均等割申告　○清算確定申告　○修正申告　　など

○納付申告　○修正申告
○免税点以下申告
○事業所用家屋貸付等申告

○法人設立・設置届出　○異動届出
○中小企業者向け省エネ促進税制による減免申請
○申告書の提出期限の延長の処分等の届出・承認申請
○法人税に係る連結納税の承認等の届出　　　　など

○事業所等新設・廃止
○事業所税減免申請
○みなし共同事業に関する明細

○本税の納付　　○見込納付（確定申告分のみ）
○加算金の納付　○延滞金の納付

○本税の納付　○加算金の納付
○延滞金の納付

○償却資産申告

―

―

　東京都では、現在、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税、23区内の固定資産税
（償却資産）について、eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用した電子申告等の受付を行っています。
　東京都で現在利用できる手続きは下表のとおりです。

＜eLTAXのご利用時間＞
　【各手続きの受付時間】 平日　8時30分～24時（土・日・休日、年末年始12/29～1/3を除く）
＜利用手続についてのお問い合わせ＞
　【　　　　 ホームページ】 http://www.eltax.jp/
　【　　　　 ヘルプデスク】 0570-081459（左記電話につながらない場合：03-5500-7010）
　　　　　　　　　　　　 平日　9時～17時（土・日・休日、年末年始12/29～1/3を除く）
＜申告内容や納税についてのお問い合わせ＞
　【電子申告、電子申請・届出】 所管都税事務所の各税目担当班　【電子納税】 所管都税事務所の徴収管理班

ハイシンコク
エルタックス 検索 eLTAXイメージキャラクター

エルレンジャー
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