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北海道摩周湖近くの秋の渓流。この写真は荒川納連の和田マサ子氏からご恵与いただきました。
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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（月）：杉並パールセンター商店街）
　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・女性部や地元地区連及
び三税務機関が参加して杉並区のパールセンター
商店街で納税キャンペーンが実施されました。

★東総連平成28年度会計監査（４月11日（火）：東総連）
　笹本副会長及び担当役員立ち会いのもと、平成28年
度の会務及び会計監査が行われました。

★臨時正副会長（４月12日（水）：新橋）
　　議題：役員改選等について

★東総連役員選考委員会（４月20日（木）：東総連）
　　議題：東総連役員（会長）選考

５ 　月
★東総連役員選考委員会（５月12日（金）：上野精養軒）
　　議題：東総連役員（会長以外）選考

★第１回正副会長会（５月12日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　第61回定期総会の議案等について
　　　　　２　役員改選について
　　　　　３　その他

★第１回正副会長・常任理事会（５月12日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　第61回定期総会の開催について　　３　定期総会議案について
　　　　　２　第61回定期総会の運営について　　４　その他

６ 　月
★第60回全納連定時総会（６月13日（火）：上野精養軒）

★第40回東京局連定時総会（６月15日（木）：上野精養軒）

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

東総連での会計監査

正副会長会の様子
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★第61回東総連定期総会（６月26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、東京都の目黒主税局長他
多数のご来賓をお迎えして開催されました。
　酒井会長の代理として挨拶された小林名誉会長は、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地域における広報活動を充実し、消費税の税率引き上げと軽減税率制
度についてその普及・広報に尽力すること等４点を強調されました。
　その後、議事に入り、提案された「平成29年度事業計画案」他４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６号議案に入り酒井会長の会長職退任に伴い、近藤副会長（雪谷納連）が
新会長に選任され、さらに村上常任理事（荻窪納連）、宇佐美常任理事（荏原）、秋山常
任理事（玉川）、大沢常任理事（浅草）が副会長に、古川監事（世田谷納連）、間下監事
（本郷納連）、三井理事（神田納連）、丸理事（芝納連）、山田理事（八王子納連）が常任
理事に土屋理事（西新井納連）、豊田理事（多摩武蔵納連）が監事に選任されました。
　また、酒井前会長（渋谷納連）、小林名誉会長（麻布納連）、松岡副会長（北沢納
連）、笹本副会長（上野納連）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小嶋理事（京橋納連）、佐藤理事（向島納連）、丸岡理事
（中野納連）、田中理事（板橋納連）、市野理事（渋谷納連）、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黒田理事、佐藤理事、酒井会長、笹本副会長に
それぞれ小林名誉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。

目黒東京都主税局長ご祝辞岡村東京国税局徴収部長ご祝辞小林名誉会長挨拶

懇親会風景近藤新会長挨拶 感謝状贈呈

７ 　月
★東総連青年部・女性部各役員選考委員会（７月３日（月）：上野精養軒）

★東総連青年部・女性部合同正副部長会議（７月３日（月）：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
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★第35回東総連青年部総会、第36回東総連女性部総会（７月７日（金）：上野精養軒）
　東総連青年部・女性部総会は７月７日（金）、上野精養軒で開催され、今年度も、
「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など各事業に取り組んでいくこととし
た平成29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７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97名の参加のもと開催されました。今回は雪谷税務署長　上竹　良彦氏を講師
にお迎えし、「消費税の歩みと今後について」と題して、これまでの消費税の沿革と今
後予定される税率引き上げ及び軽減税率制度について、税金クイズなどもまじえた、
説明がありました。消費税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56名と東京税
務協会事務局長、東総連役員の皆さんのほか、ご多忙の中、都主税局の皆さんの参加も
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 説明する上竹講師

★地区連実地調査（７月12日（水）～８月８日（火））
　主税局による地区連実地調査が８地区連（神田納連、江戸川北納連、品川納連、荏
原納連、目黒区納連、蒲田納連、渋谷納連、八王子納連）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。

★第２回正副会長・常任理事会（７月24日（月）：上野精養軒）
　　議題：１　専門部組織分担について
　　　　　２　その他

★ 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24日（月）：上野精養軒）
　　議題：１　東京都補助金について　　　　　３　納貯福利共済等について
　　　　　２　地区連合会報告事務について　　４　事務局からの連絡事項
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　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
た東総連ホームページ広告の募集等についても報告が
ありました。

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３日（木）：上野精養軒）
　　議題：１　�平成28年度地区協議会実施状況及び意

見集約について
　　　　　２　�平成29年度地区協議会の運営について
　　　　　３　その他

★ 東総連広報部　部会（８月18日（金）：東総連事務局）
　　議題：１　会報第133号の発行について
　　　　　２　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28日（月）：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９回目
となり、東総連からは６名が参加しました。

★第３回正副会長会（８月31日（木）：東総連事務局）
　　議題：１　総会後の報告　　　　　　　４　正副会長及び部会運営活動に関して
　　　　　２　共同事業協議会について　　５　課題、提案について
　　　　　３　各部会について　　　　　　６　その他

９ 　月
★東総連リーダー研修会（９月７日（木）：上野精養軒）
　第５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80名が参加しました。「オウムとの戦い（危機管理の
立場から）」と題して、元警視庁警視総監　井上　幸彦氏より講
演をいただきました。
　現場の指揮官であった井上講師
の臨場感あふれる講演に、参加者
一同熱心に聴き入っていました。
当日の講演要旨をP13に掲載してい
ます。是非ご一読ください。

広報部会風景

研修会風景

説明する主税局職員

合同会議風景

講演をする井上講師

研修会風景
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★共同事業協議会（９月12日（火）：東京税務協会）
　９月12日（火）、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。

10　月
★第４回正副会長会（10月３日（火）：上野精養軒）
　　報告：１　リーダー研修会　　　　　　　　５　東京局連からのお願い
　　　　　２　「納貯の日」について　　　　　６　全納連専門部長会議の件
　　　　　３　共同事業協議会の件　　　　　　７　８／31提案課題について
　　　　　４　全納連青女協定時委員会について　８　東総連の法人化についての調査

★東総連作文審査会（10月３日（火）：上野精養軒）
　10月３日（火）、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209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29年度地区協議会の開催（10月６日（金）～10月30日（月））
　平成29年度の地区協議会が、10月６日（金）の城西地区を皮切りに、10月30日（月）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27日（金）：JR立川駅周辺）
　東総連と（公財）東京税務協会は共催事業として、10月27日（金）、JR立川駅周辺に
おいて、東総連青年部・女性部役員と各地区連役員有志の皆さんの協力と三税務機関
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）

キャンペーンの様子

協議会風景
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地 区 連だより地 区 連だより

○消費税完納推進のステッカーを新調（玉川納連）
　玉川納連では、毎年納税を勧奨するステッカーを作成して
います。今回は「消費税完納推進」を表記したステッカーを
1,000枚新調し、各商店街に個別配付しました。玉川納連のス
テッカー配付は既に10年以上継続している取組です。

○納税キャンペーンを実施（八王子納連）
　５月12日（金）、八王子納連はJR八王子駅・京王八王子駅周
辺で、八王子税務署・八王子都税事務所・八王子市と合同で
納税キャンペーンを行いました。総勢51名で自動車税等の期
限内納税のPRチラシやグッズ2,000セットを配布しました。

○目黒区民まつりで納税をPR（目黒区納連）
　９月17日（日）、目黒区納連は第41回目黒区民まつりにおい
て、目黒都税事務所・目黒区と共催でブースを設け税金クイ
ズのイベントを実施しました。当日は、あいにくの空模様の
なか約800人の来訪者があり、クジ引きで当選者に賞品を配
付するなど、参加者一同大活躍していました。

○しながわ宿場まつりで納税をPR（品川納連）
　品川納連は９月24日（日）に行われた「しながわ宿場まつ
り」に品川税務署、品川都税事務所、品川区の皆さんと参加
しました。旧東海道の南北２キロに渡る商店街を会場として
行われた「品川宿場まつり」は盛況で用意したチラシとグッ
ズの1,000セットは１時間ほどで無くなってしまいました。

○すみだまつりに参加で納税をPR（本所納連・向島納連）
　10月７日（土）、８日（日）に行われた「すみだまつり」に本所納連・向島納連が地元の青申
会と共同で参加しました。２日間とも納税貯蓄組合等に関するアンケート調査を実施し、回
答者にキャンペーングッズを配付した他、お子さんにゲームをしてもらい、景品を提供しま
した。２日間で延べ2,000人の来訪者がありました。

今回作成したステッカー

キャンペーン参加者の皆さん

イベント参加者の皆さん

参加者の皆さん

参加者の皆さん会場の様子
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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８回目の東京税務協会との共催事業として、10月27日（金）、JR立川駅コンコ
ース及び同駅北口ペデストリアンデッキにおいて、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役員等の皆さん、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立川駅北口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、60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）が配布場所へ向かいました。
好天に恵まれ、乗降客が大変多い駅周辺ということもあり、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。

開会挨拶をする近藤東総連会長 挨拶する南立川税務署長挨拶する宮下東京税務協会理事長

挨拶する平林立川都税事務所長 挨拶する榎戸多摩納連副会長挨拶する清水立川市課税課長

キャンペーンの様子

参加した納連の皆さん 「出陣式」の様子東京税務協会の皆さん
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　平成29年度の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 29 年 度   各 表 彰 受 賞 者 の ご 紹 介

（財務大臣表彰） 　

　原　　　まり子（荒川納連会長） 　

（国税庁長官表彰） 　

　久保田　光　信（江戸川北納連会長） 　東　條　辰　夫（品川納連会長）

（東京国税局長表彰） 　

　清　水　貞　次（向島納連副会長） 　丸　岡　千鶴子（中野納連会長）

　町　田　　　光（練馬西納連副会長） 　安　藤　武　彦（玉川納連監事）

　田　中　昭　治（本郷納連副会長） 　若　宮　正　英（北区納連会長）

☆納税表彰受賞者（国税関係、敬称略）

☆納税表彰受賞者（都税関係、敬称略）

（東京都知事表彰）

　須　永　達　雄（麻布納連会長） 　関　　　善　明（江戸川南納連会長）

　丸　岡　千鶴子（中野納連会長） 　戸　澤　為　利（元豊島納連副会長）

　角　田　善治郎（品川納連副会長） 　古　川　進　一（世田谷納連会長）

　八　木　健　一（本郷納連副会長） 　山　口　貞　二（元小石川納連副会長）

　阿　部　嚴　文（浅草納連副会長） 　鈴　木　弘　昭（武蔵野納連会長）

（東京都主税局長表彰）

　木　暮　敞　士（神田納連副会長） 　小　川　文　男（日本橋納連会長）

　池　田　　　宏（芝納連副会長） 　齋　藤　徳　子（麻布納連常任理事）

　米　川　達　次（向島納連会計） 　佐　野　スミ子（江東西納連副会長）

　原　島　正　光（足立納連常任理事） 　田　中　健　次（荻窪納連副会長）

　田　中　　　裕（練馬西納連副会長） 　工　藤　健二朗（荏原納連副会長）

　清　水　かほる（大森納連常任理事） 　吉　良　明　彦（北沢納連副会長）

　小谷野　浩　治（渋谷納連副会長） 　山　本　冨司安（小石川納連副会長）

　丸　山　眞　司（浅草納連副会長） 　月　田　　　務（北区納連副会長）

　木　村　浩　三（武蔵野納連副会長）
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近 藤 会 長 就 任 挨 拶近 藤 会 長 就 任 挨 拶

会��長　　近　藤　忠　夫
　このたび東総連会長にご推挙いただきました近藤忠夫と申します。
まことに身に余る光栄と存じます。微力ながら私の地元、大田区で現
在、雪谷納連会長として、また東京国税局管内納税貯蓄組合連合会会
長を４年間、勤めさせていただきました。地域の活動と東京国税局管
内の東京都、神奈川県、千葉県、山梨県の皆様の活動を拝見させてい
ただく機会がありましたが、東総連の活動こそが首都東京からの全国

への発信となり、日本の模範であり、最先端の活動を展開していることを痛感しました。
当会の活動は昭和26年、東京都知事のご英断による補助金交付条例施行以来、財政援助と
会員の皆様の日頃の熱意と活動に支えられています。皆様の高い公徳心とボランティア精
神に心から敬意を表しますと共に会長としてこれまでの経験を活かしながら精一杯努めさ
せていただきますので、お力添えのほど、よろしくお願い申し上げます。

１．東総連の重要性
　申し上げるまでもなく、納貯組合は、納税貯蓄組合法が昭和26年に制定されて以来66年
の歴史を誇る法的にも唯一で特別な団体です。とりわけ東総連の活動は先駆けとなってい
る活動が多く、他の道府県、市町村の模範となっております。それだけに新しい時代に即
した新しい活動を考案し、積極的に取り組み、成果を上げていくことが東総連の課せられ
たミッションだと認識しております。例えばインフォメーションテクノロジーの発達によ
り、国ではマイナンバー制度が始まりました。SNSをアメリカの大統領が積極的に活用�
し、その呟きが世界を動かし始めている様相を見せています。ITに強い若者の会員を増
やし、SNSなどを活用した納税道義の高揚を図る取り組みに着手してまいりたいと存じま
す。いずれにしても会員の皆さんのご協力なくしては実現できません。積極的なご参加を
賜りますようお願い申し上げます。

２．今求められる活動の重点
　第一は、若い世代の教育です。戦後70年を経て、都市インフラをはじめ、福祉、教育、
産業振興などの充実が図られてきました。今の若い方々は生まれた時から戦争がなく一
見、平和です。道路は全面舗装で、蛇口をひねればおいしい水道水が飲め、学校、保育園
や図書館、区民センター、体育館など各種施設のあることが当然のように思われています
が、これらは先人の長年にわたる努力と莫大な金額に上る税がそれを実現してきたことに
思いを馳せる人は少ないのではないでしょうか。生まれた時からすでに有るものは、得て
してその存在が当然視されてしまいがちなものです。中学生の税に関する作文は、会員諸
氏のご活躍に支えられて、昨年度、東京48署連中学校から75,866編の応募がありました。
その参加の量的維持・増強とともに質的な発展が必要になっているのではないでしょう
か。昨年、東京局連では東京国税局管内「中学生の一日税務署長」を始めました。税の作
文で優秀な賞を修めた方々を税務署に招き、一日税務署長を勤めていただくのです。作文
が単なる夏休みの宿題といった一過性の行事に留まるものでなく、この体験を通じて、若
い人により強い印象を与え、大きな成果を将来にもたらすものと期待しています。

３．組織の拡充
　当会の活動は、すべて会員の崇高なボランティア精神に支えられています。
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　当会のエネルギー源であることは確かですが、神奈川県や千葉県、山梨県の実情を拝見
しますと、県庁や市役所の納税・課税担当部局の関わり合いにかなりの濃淡があることを
知りました。納貯連合会としてメンバーの増強を図ることとそれぞれの区市町村において
積極的に、納税、課税担当者に働きかけ、必要とあればそのトップとも共通認識が得られ
るように取り組むことによって、大きな進展が望めます。

４．事務局の拡充
　従前からの税の作文に加え、こうした新しい取り組みを、繰り広げていくには、事務局
の皆様の積極的な熱意と工夫が欠かせません。時勢にあった取り組みによって、広範にし
て効率よく納税道義の高揚を図る具体策の樹立とその実施を図ることができる体制が不可
欠です。早急に作っていく必要があります。
　事務局の皆様にお力添えを願いたいと思います。

５．財政の充実
　いずれの活動も会員各位のボランティア精神により推進されますが、事務所賃貸経費、
事務局人件費、IT通信費、パンフレット・会報印刷費、PR物品、広告塔の設備等、相応
の財源が不可欠の場合もあります。東京都知事におかせられましては、先進的な御見識の
下、温かいご理解を賜っておりますが区市町村によっては必ずしも理解が十分でないとし
か思えない場面も窺えます。
　積極的に他の区市町村の取り組みなどを共有して公共性の高さを訴えていく必要もある
かと存じます。ぜひ横の連絡を保ち、都内の区市町村の総連合会として貢献してまいりた
いと願っております。会員各位のご活躍を願いますとともに、ご鞭撻のほどよろしくお願
い申し上げます。

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
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祝 辞
〜第61回東総連定期総会〜

祝 辞
〜第61回東総連定期総会〜

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61回定期総会に当たり、一言御挨拶
申し上げます。
　納税貯蓄組合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29年度の全ての議案が滞りなく可決・承認されたと伺い心からお喜
び申し上げます。

　また、本日の総会において退任されました役員の方にはこれまでの御功績に対し深く敬
意を表しますとともに、新役員の方におかれましては、会活動がより一層発展いたします
よう、益々のご活躍を期待いたしております。
　貴連合会の皆様におかれましては、昭和31年の創立以来、期限内納付の推進と納税道義
の高揚を基本とした幅広い活動に熱心に取り組んでこられました。
　昨年度におきましても各地区連合会による「消費税の完納推進キャンペーン」や「消費税
完納推進宣言式」の実施のほか、芝納連及び麻布納連による納税資金積立用預金の商品化
とその利用の呼び掛けなど、消費税の期限内完納運動に積極的に取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・女性部及び杉並納連の
皆様方による「納税キャンペーン」を実施していただきました。
　特に消費税は、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
支える重要な財源であります。そして、その期限内納付の推進には皆様による納税資金の
備蓄推進活動が極めて効果的であると考えますので、引き続き御協力を賜りますようお願
い申し上げます。
　中学生の「税についての作文」事業につきましては、昨年度、東京都全体で７万５千編
を超える多くの応募がありました。さらにその中から、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。これもひとえに納税貯蓄組合の皆様が、将来
を担う中学生に対する租税教育の重要性を深く認識し、地道に募集活動を継続されてきた
ことの成果であると考えております。
　また、蒲田納連・本郷納連・上野納連におかれましては、昨年度、上位入賞者を対象と
した「一日税務署長」という新しい取組にも御協力をいただきました。
　このような皆様のご尽力に対しまして改めまして感謝申し上げますとともに心から敬意
を表する次第であります。更に本年１月から確定申告書への記載等本格利用を開始いたし
ました「マイナンバー制度」につきましても、制度周知に関する広報に御協力をいただき
重ねて御礼申し上げます。
　私どもといたしましては、今後も納税貯蓄組合の皆様とより緊密なコミュニケーション
を図り協調関係の一層の充実に努める所存でございますので、引き続き税務行政対するお
力添えを賜りますようよろしくお願い申しあげます。
　続いて、改正消費税法への対応について申し上げます。皆様ご承知のとおり消費税率の
10％への引上げ及び軽減税率制度につきましては、昨年11月の税制改正によりまして、平
成31年10月から実施することとされました。
　軽減税率制度の下では事業者の皆様におかれましては、取扱商品の適用税率の確認や適
用税率ごとの区分経理といった対応が必要となり、複数税率対応レジの導入や受発注シス
テムの改修などの準備が必要となる可能性がございます。
　制度の円滑な実施に向けまして関係府省庁が連携して取組を推進していくこととなって
おり国税当局としましても、制度の広報・周知などに取り組んでまいる所存です。
　貴連合会の皆様におかれましても、ご自身の準備を進めていただくほか事業者の皆様の
準備が円滑に進むよう、制度の広報・周知などに御協力いただきますよう改めてお願い申
し上げます。
　結びに当たりまして、東京納税貯蓄組合総連合会及び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
〜第61回東総連定期総会〜

祝 辞
〜第61回東総連定期総会〜

東京都主税局長　　目　黒　克　昭
　ただいまご紹介いただきました、東京都主税局長の目黒でございます。
　本日は、第61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。
　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おりますことを、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。
　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。
　昨年度は、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「住まいと税を考えるキャンペーン」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、我が国経済は、雇用・所得環境が改善し、穏やかな回復基調が続いていますが、
平成28年度前半の円高等の影響により、企業収益が減少に転じることから、平成29年度都
税収入当初予算は、約５兆900億円と、６年ぶりの減収を見込んでおります。
　こうした中、東京都では、平成29年度予算を「『新しい東京』の実現に向けた改革を強
力に推し進め、明るい未来への確かな道筋を紡ぐ予算」と位置づけ編成いたしました。
　３年後に迫る東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向け、着実に開
催準備を進めるとともに、子供を安心して産み育てられる環境整備、世界に開かれた国
際・観光都市の実現、災害対応力の強化など明るい東京の将来像を見据え、都の抱える重
点課題に対する取組を力強く進めてまいります。
　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。
　そして、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。
　今後も皆様との連携を一層深め、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、この度ご勇退されます酒井会長におかれましては、会長ご在任中はひとかたな
らぬご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。
　今後とも、近藤新会長のもと、東京都主税局への変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げますと共に、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、ご列席の皆様方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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平成29年９月７日　於上野精養軒
講師　元警視庁警視総監　井上　幸彦氏

〈要　旨〉
⃝�　私は平成６年の９月から平成８年12月まで、２年３ヶ月間、第80代の警視総監を務め
た。この期間はまさにあのオウムとの戦いの日々であった。
　�　オウムはそもそもなぜ、あのようなテロを行ったのか。オウムの教祖麻原彰晃は、信者
によるオウム王国を作るために、教団内疑似国家体制を作った。
　�　そして平成７年の秋口にハルマゲドン（天変地異）が起きるとして、神経性猛毒ガスの
サリンを使ってクーデターまがいの混乱状況を作り出し、オウム王国の建設を目指した。

⃝�　オウムは製造したサリンの威力を確認するために、平成６年６月に長野県の松本市で松
本サリン事件を引き起こした。サリンが放出されて８人が死亡し多くの負傷者が発生し
た。警察は何が原因か分からず、第一通報者を疑った。オウムの中ではオウムに捜査の目
が向けられない事から、教祖に対するカリスマ性が一層高まることになった。

⃝�　平成７年１月に新聞報道で、山梨県のオウムの施設周辺の土砂から、サリンの反応が現
れたとの記事が出た。オウムは急いでサリン製造工場を破壊する等、証拠隠滅を図った。
　�　平成７年２月、オウムは仮谷さん拉致事件を警視庁管内で起こした。警視庁は犯人逮捕
と仮谷さん救出のため、３月22日に一斉にオウムの捜索に入るべく準備を進めていた。
　�　オウムはＸデーは３月20日頃との情報を得て警視庁の動きを止めようとして、３月20日
「地下鉄サリン事件」を起こした。
　
⃝�　地下鉄の霞ヶ関駅構内の捜査により、犯行にサリンが使われたことが分かった。
　�　サリンが使われたということは「犯人しか知り得ない秘密」であり、捜査の基本からす
れば、秘匿すべきことであるが、私は人命に関わることであり、直ちに発表することとし
た。その結果、サリンの特効薬が直ちに被害者に処方され治療効果を上げた。
　　情報は情報の持つ意味合いを踏まえて、対応しなければならない。

⃝�　オウムは、３月20日頃に警視庁が動くという情報をつかんで、警視庁の動きを押さえる
ために、20日に無差別テロである地下鉄サリン事件を起こしたものである。13名の死者と
６千人以上の被害者が発生した。
　�　私は警視庁がオウムに挑戦された以上、この局面を打開するため22日に予定どおり捜索

「オウムとの戦い（危機管理の立場から）」

29年度リーダー研修会　講演要旨
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に動くべきだと決意した。オウムと戦う場合、情報をトップに直ぐ上げ、関係部門の協力
体制を構築することが重要だと考えた。トップへの情報の一元化と関係部門の情報の共有
化が必須であり、その体制を構築した。

⃝�　平成12年に雪印乳業事件があった。大阪の雪印乳業が出荷した脱脂粉乳が原因で１万人
以上が被害に合う中毒事件であった。雪印乳業では大阪に対応を委せてしまったため、社
長に情報の一元化ができず、また全社的に点検をして、情報を共有する体制もできなかっ
た。後日判明した原因は、大阪ではなく北海道工場での製品管理の不備であった。
　　雪印乳業は、世間の信用が失墜して雪印グループの解体・再編を余儀なくされた。
　　危機管理において情報の一元化と共有がいかに重要かということを示している。

⃝�　22日にオウムの捜索に立ち上がった時は、全国から大変な激励の声が寄せられた。
　�　山梨のオウムの施設に警察部隊が張り付くことになり、教祖の麻原は逃走することがで
きなくなり、オウムは完全に守勢に回ることになった。捜査の過程で、林というオウムの
医者を逮捕した。取り調べの中で林は事件の全容を自白した。その結果、麻原等犯人の逮
捕令状を取得して逮捕した。

⃝�　逮捕した後の記者会見で、記者から「まだサリンは残っているのか？」と質問された。
　�　私は「サリンは残っていない。」と説明した。あの時、私が自分の保身に走って、「サリ�
　ンが残っているか否か分からない。」と述べたら、国民に重大な不安を与えただろう。
　　トップは自分の信ずることについて、発言がぶれてはならない。

⃝�　警視庁が組織一体となって、活躍できたのは、国民の皆さんの励ましと支えがあったれ
ばこそだと考える。オウム事件で13名の死刑囚がいるが、一人も執行されていない。ま
た、オウムの残党の二つの宗教団体がいまだに活動を続けている。2020年のオリンピッ
ク・パラリンピックも控え、危機管理という点からもこの事件を風化させてはならないと
考える。

〈質　問〉オウムの死刑囚が一人も刑が執行されていないのは、なぜか？
⃝�　私が思うに、麻原を処刑したら、彼が神格化されてしまうのではないか、といった危惧
があり、刑の執行が遅れているのではないか。
　　しかし法治国家として、非常に残念な事態であると思っている。
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　★内閣総理大臣賞� １編�（埼玉県）
　★総務大臣賞� １編�（栃木県）
　★財務大臣賞� １編�（福岡県）
　★文部科学大臣賞� １編�（埼玉県）
　★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�（東京都１編）
　★日本税理士会連合会会長賞� 12編�
　★公益財団法人全国法人会総連合会会長賞� 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� 113編�

　国税庁との共催事業である第51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（火）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76,822編、応募校数は695校で、昨年度に
比べ、作文数では956編増加し、応募校数で11校増加しました。また、全国では応募作文
数は　615,967編、応募校数は7,528校で、昨年度に比べ作文数で13,567編の減、応募校数
で61校の増となりました。
　東総連では、各地区連から選ばれた209編について、65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
30日（月）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209編のうち113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29年度（第51回）

中学生の「税についての作文」
～応募作文数・校数とも対前年増加～
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★国税庁長官賞
　豊島区立千登世橋中学校３年� 矢澤　希空

　大田区立志茂田中学校３年� 眞貝　紗羽

　八王子市立みなみ野中学校３年� 武石　梨花

★東京都知事賞
　東京都立白鷗高等学校附属中学校３年� 田村　柚乃

★東京国税局長賞
　江東区立有明中学校３年� 藤間　美緒

　足立区立第五中学校３年� 牧野　　彩

　足立区立江南中学校３年� 北川　真妃

　富 士 見 中 学 校 ３ 年� 市野　利奈

　世田谷区立梅丘中学校３年� 髙橋　良輔

　渋谷区立鉢山中学校３年� 村上　芽衣

　文京区立音羽中学校３年� 中村　祐真

　東京都立白鷗高等学校附属中学校１年� 細貝　愛奈

★東京都主税局長賞
　足立区立新田中学校３年� 村尾　　彩

　町田市立町田第一中学校３年� 大塚　祐未

　東久留米市立南中学校３年� 小田　彩菜

★一般財団法人大蔵財務協会理事長賞
　小平市立小平第三中学校３年� 小海　一樹

★公益財団法人全国法人会総連合会会長賞
　墨田区立錦糸中学校３年� 亀沢　実夢

★全国納税貯蓄組合連合会会長賞
　江戸川区立西葛西中学校３年� 春山　梨沙

　武蔵野市立第二中学校３年� 岸田　彩花

　小平市立上水中学校３年� 荒川　航希

★全国納税貯蓄組合連合会優秀賞
　東洋英和女学院中等部３年� 中道　梨花

　世田谷区立北沢中学校３年� 川口　音晴

　渋谷区立笹塚中学校３年� 佐藤真理子

　府中市立府中第十中学校３年� 上杉　陽奈

★東京国税局管内納税貯蓄組合連合会会長賞
　中央区立日本橋中学校３年� 谷本　栞南

　足立区立栗島中学校３年� 山﨑　　蓮

　足立区立谷中中学校３年� 間宮　聡美

　葛飾区立金町中学校３年� 斉藤　萌果

　江戸川区立小松川第一中学校３年� 佐々木　愛

　江戸川区立葛西中学校３年� 田中　愛子

　日本大学第二中学校３年� 徳楽香奈子

　富 士 見 中 学 校 ３ 年� 竹腰　英美

　攻玉社学園攻玉社中学校３年� 鑓溝　哲也

　大田区立雪谷中学校３年� 村石　英寿

　世田谷区立上祖師谷中学校３年� 藤本　彩香

　世田谷区立砧中学校３年� 大塚　　岳

　日野市立日野第四中学校３年� 今枝　結愛

　町田市立成瀬台中学校３年� 半田　優奈

　町田市立成瀬台中学校３年� 増田　拓己

　武蔵村山市立第五中学校３年� 関根　充加

　府中市立府中第三中学校３年� 松本　江未

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

29年度 28年度 増（△）減 提出数 地
区
連合会
名

29年度 28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 4 294 4 313 0 △�19 1

城
南
地
区

品　川 10 1,149 9 898 1 251 3

神　田 3 158 3 165 0 △�7 1 荏　原 6 633 6 604 0 29 2

日本橋 2 648 2 546 0 102 2 目黒区 14 1,394 14 1,456 0 △�62 4

京　橋 3 291 3 314 0 △�23 1 大　森 10 1,702 10 1,832 0 △130 5

芝 17 576 20 590 △�3 △�14 2 蒲　田 12 1,501 12 1,469 0 32 4

麻　布 6 563 6 411 0 152 2 雪　谷 8 839 8 847 0 △�8 3

四　谷 7 411 7 695 0 △284 2 世田谷 16 1,611 14 1,493 2 118 5

新　宿 6 431 6 455 0 △�24 2 北　沢 10 1,178 10 1,163 0 15 3

城
東
地
区

本　所 8 921 8 1,070 0 △149 3 玉　川 10 1,045 11 959 △�1 86 3

向　島 5 572 5 564 0 8 2 渋　谷 10 609 10 625 0 △�16 2

江東東 12 1,178 12 1,167 0 11 3

城
北
地
区

本　郷 9 365 8 294 1 71 1

江東西 13 1,352 12 1,240 1 112 4 小石川 10 687 9 710 1 △�23 2

足　立 19 2,375 19 2,526 0 △151 6 上　野 5 1,520 5 1,458 0 62 4

西新井 17 2,648 18 2,595 △�1 53 7 浅　草 4 1,116 4 1,213 0 △�97 3

葛　飾 25 2,614 22 2,181 3 433 7 北　区 20 1,605 21 1,553 △�1 52 5

江戸川北 24 3,172 24 3,039 0 133 8 荒　川 11 1,083 11 1,145 0 △�62 3

江戸川南 10 1,491 10 1,459 0 32 4

多
摩
地
区

西多摩 28 2,576 26 2,364 2 212 7

城
西
地
区

中　野 16 1,201 15 1,420 1 △219 4 八王子 37 3,451 35 3,475 2 △�24 8

杉　並 15 1,017 16 854 △�1 163 3 南多摩 23 2,508 23 2,599 0 △�91 7

荻　窪 14 1,124 11 1,071 3 53 3 まちだ 20 2,682 17 2,494 3 188 7

豊　島 9 817 9 862 0 △�45 3 多　摩 32 3,955 32 3,966 0 △�11 9

板　橋 28 4,122 29 4,250 △�1 △128 10 武蔵府中 26 3,728 25 3,647 1 81 9

練馬東 24 2,792 24 2,826 0 △�34 7 武蔵野 25 2,688 25 2,489 0 199 7

練馬西 13 1,754 14 1,788 △�1 △�34 5 多摩武蔵 39 4,675 40 4,712 △�1 △�37 11

合　　計 695 76,822 684 75,866 11 956 209

平成29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

　私は今年15歳。これまで「税金」と言えば、買い物の時に「何故かお店に余分に取られ
る８％」という印象しかなかった。そんな私の誕生日には毎年、家族で私が生まれたとき
の話で盛り上がるのが恒例となっている。
　私は一卵性の双子で、瓜二つの妹がいる。当然生まれたときの記憶などあるはずもない
が、誕生時の話題が毎年恒例となるのには理由がある。それは私がたった1600グラムとい
う未熟児で誕生したからだ。
　1600グラムという小さな赤ちゃん、その上その同じ小さな赤ちゃんがもう一人という想
像も付かなかった状況に私の両親は不安でいっぱいだったそうだ。しかし、そんな私も
NICU（新生児特定集中治療室）で当時最新鋭の保育器に妹とともに入り、生後１ヶ月で
2200グラムにまで成長させてもらい無事退院することが出来た。その退院の時の話であ
る。退院と聞けばおめでたいことを想像するが、赤ちゃんだったとはいえ、当然高度な医
療技術の下で一人前の入院生活を過ごした医療費は発生する。私たち２人の退院の日、父
は今まで見たことのない金額が記載された入院診療費請求書を２枚受け取った。１枚は私
の、もう１枚は妹のものだ。その金額は１人につき数百万円。その金額に驚いている父に
病院の窓口の方は笑顔で言ったそうだ。「お子様達は2000グラム以下でしたので、未熟児
養育医療制度を申請することで入院治療費は全て公費負担となります。ご安心下さい。ご
退院おめでとうございます。」保育器は１日10万円くらいかかるらしいと噂に聞いていた
父は、双子の私たちがそれぞれひと月保育器でお世話になった金額が正直なところとても
心配だったそうだ。しかし、その窓口の方の説明を聞き、改めて退院の喜びを噛みしめた
と今となっては笑い話である。
　中学３年になり、私は学校で租税教室という授業を受けた。それまで税金というものに
対して、一度も深く考えたことなどなかった私は、そのときふっとこの未熟児養育医療制
度も税金を財源とした社会保障制度であることに気付いたのだ。今私がこうして元気に中
学校生活を送ることが出来ているのは、あのとき医療費を心配することなく未熟児の私の
命を繋いでくれた税金のおかげだった。今こうして元気に生きていられること、私は税金
に感謝しなければならないと思った。
　そう考えると、小さく生まれたり、病気を持って生まれてきた
り、成長の過程で思いも寄らぬ病気や怪我で支えが必要になる子ど
もはたくさんいる。将来のこの国を支える子どもたちを今この瞬間
も税金が支えているのだ。
　私もあと５年で成人の仲間入りをする。ということは、今度は私
がそういう子どもたちを支える立場になるということだ。そう考え
ると、税金というものは取られるものではなく、納めるものである
ということがすんなりと受け入れられると私は思うのである。

豊島区立千登世橋中学校３年　　矢澤　希空
「私を育ててくれた税」
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国税庁長官賞受賞作品国税庁長官賞受賞作品

　私は小学校２年生の時、父の転勤で仙台に住んでいました。そして、東日本大震災で被
災しました。６年という月日が経った今でもあの時のことを思い出すと恐怖がよみがえっ
てきます。あの地震と津波で大切な家族や家など、今まで当たり前にあった幸せを一瞬に
して失ってしまった人が大勢いました。残った人間は絶望の中でも生きて行くしかありま
せんでした。
　震災からの復興のために国民の税金が使われていると知ったのは中学生になってからで
す。がれきの撤去や仮設住宅、水道や電気の復旧作業にも税金が使われていました。私自
身、震災後は自分が通っていた小学校の体育館でしばらく避難所生活を送っていました。
たくさんの他人同士が一緒に生活するのは、思っていた以上に大変なことでした。時間が
経つにつれ、大人はみんないら立っていたと母から聞きました。また、インフルエンザが
まだ流行っていた時期だったので、体育館の寒い環境や仮設トイレの不衛生さで病気が流
行ってしまったそうです。そんな中、子供がまだ小さかった我が家は電気も水も復旧して
いない自宅へ戻ることに決めたそうです。震災から２週間が過ぎて水、１ヶ月が過ぎて電
気が使えるようになった時のことは今でもよく憶えています。その時の私はその水や電気
に税金が使われていることなど全く知りませんでした。
　震災から６年経った今、毎年３月11日のニュース特集などで被災地がどれだけ復興して
きているのかを目にする機会があります。がれきでいっぱいだった土地がきれいに整備さ
れ、新しい家が建ったり、商店街ができたりしています。津波で恐れられた海水浴場にも
人が戻ってきたりしています。家族を失った悲しみをいやすことはできないし、全てが元
通りになることはもうありません。でも、自分の住む家があったり、通う学校があった
り、生活がしやすい環境が整うことで人は前に進むことができるのかもしれません。復興
税によって助けられた人がいたのは事実です。
　私は買い物をする時に、消費税を払うのがもったいないような気がしたり、税金を取ら
れているというマイナスなイメージばかりをこれまで持っていました。でも、私が義務教
育を受けられていること、使っている教科書、中学３年生までは医療費が免除されている
ことなど、日常生活の中で税金によって支えられていることにも気付きました。現在働い
ている人が税金を払って国民の生活を支えてく
れています。私は将来自分が働いた時に、税金
を取られているのではなく、払っていると誇れ
る大人になりたいと思います。被災地の復興や
困っている誰かの役に立つように自分の働いた
お金が使われているのが明確であってほしいで
す。そして、未来の役に立つ税金であってほし
いと思います。

大田区立志茂田中学校３年　　眞貝　紗羽
「震災から学んだ税」
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国税庁長官賞受賞作品国税庁長官賞受賞作品

　去年の冬、私の家族は次の春から保育園に入園する妹の話をしていた。元々私の両親は
共働きで、母は妹が生まれるまで週５日で働いていた。しかし妹が生まれてからは会社の
育休制度を利用し育児に専念するようになった。母は妹が生後６ヶ月で仕事に復帰しよう
と考え、実際に３つの保育園に申請した。けれど、どれも申請は通らなかった。そしてそ
の半年後にもう１度、申請をしてみると今度は審査を通ることができたのだった。そのよ
うな経緯もあり、私は妹が入園できたことを喜んでいた。けれど母がぽつりと漏らした言
葉が私に一つの現実的な側面を直視させた。「でも、うちが保育園に入れたってことは、
一つは入れない家庭があったってことよね。」それはまさに前回の申請時の私の家の状態
だった。母は保育園に入園できなくて随分と歯痒い思いをした。お金がいるのに稼ぎに行
けず家の財政は火の車。その時から私は、なぜ入園できない児童は生まれてしまうのかと
疑問を持った。そこで調べてみて始めて待機児童の多さや保育士の労働の過酷さ、手当の
少なさを知った。そのとき受けた衝撃はとても言い表せないほどだった。妹が入園できた
ことだけを喜んでいた自分が恥ずかしかった。
　日本の社会保障は国の歳出の３割以上を占め金額にして約32兆730億円になる。私には
想像もつかない莫大なお金だ。しかしその莫大なお金を以てしても待機児童は増えてい
る。現代の日本は少子化が進んでいるのに。その一因として挙げられるのは女性の社会進
出だろう。女性は家を守るのが仕事、という古い陋習が破られた今、女性が社会で活躍す
る場は多い。また父から聞いた話では、父の幼い頃は保育園に預けられる子供は滅多にい
なかったらしい。つまり子供の数は減り子供を預ける家庭が増えているのだ。そしてもう
１つは保育士の労働水準の低さ、慢性的な保育士不足がある。育児は血の繋がっている
親でさえあまりの大変さに病気になってしまうこともある。そんな育児を半日以上も他の
大人が代わるのだ。その過酷さは想像を絶する。なのに保育士の給料や手当、預けられる
子供に対しての保育士の数はひどく少ない。
　このままでは日本は疲弊した人で溢れる悲しい国になってしまう。私は今年の夏この課
題に全力で取り組んだ。出した答えは、１人でも多くの人が幸せになるために日本国民全
員でお金を出し合う方法、つまり税を納めることだ。この
結論を出すまで私は政府が将来税金を10％に増税する方針
なのを内心で嫌だな、と思っていた。しかし今はそう思わ
ない。税を引き上げることで結果的に笑顔になる人がいる
ことを知ったからだ。もし税が引き上げられ、そのお金で
待機児童や保育士の労働環境の改善など他にも様々な社会
問題が解消されれば人々は今よりきっとずっと笑顔にな
る。税金でみんなが明るく幸せに暮らせる国。それはなん
て素敵な事ではないだろうか？

八王子市立みなみ野中学校３年　　武石　梨花
「笑顔の未来図」
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東京都知事賞受賞作品東京都知事賞受賞作品

　高校生活の中の１年間、私は東京都教育委員会が主催する留学プログラムに参加する予
定だ。私は最初その事が決まった時、うれしさとドキドキと、少しの不安で胸が高鳴って
いた。しかし、ふと思ったのだ。１年間という長い期間の留学では、とてもたくさんのお
金がかかるだろう。我が家には、そんな大金があるのだろうか。私のために、そんなに払
えるのだろうか、と。しかし、留学説明会での話や、母から聞いた話で私は納得した。
とても多くのお金がかかるのは事実だが、かなりの部分を東京都の税金でまかなってもら
えるのだそうだ。「東京都の税金」というのは、都民が払っている税金である。だから、も
ちろん父や母も払っているし、友達の家でも、学校の先生も、私のことを知らない誰かも、
払っている。それを考えた時、多くの人の払ったお金で私は学びに行くのだという、大き
な責任のようなものを感じた。私が背負う責任。知らない誰かから未来を託されたような
変な感覚だ。そして同時に、税金というものに助けられていたことに気がついたのだ。税
金という仕組みがなかったら、きっと留学できなかっただろう。そもそも留学プログラム
なんてなかったのかもしれない。そう思うと、本当に税金はありがたいものだと感じた。
　この体験をして、今まであまり目を向けず、気がつかなかったことに気がついた。それ
は、「国民ひとりひとりが税金によって助けられている」ということ。生活保護を受ける
こともできる。病気になれば、病院代が安くなるし、私のために勉強のためのお金ももら
うことができる。消防車、救急車、パトカーも税金で動いているし、道路や信号、校舎も
先生も水道も全てが税金なのだ。そう考えると、本当に命自体が、生活自体が税金に支え
られていると実感してくる。私は今、この作文を書きながら、こう思っている。「私が生
きてきた世界には、こんなにあたたかい仕組み、すばらしい税という仕組みがあったのだ
な。」と。大げさかもしれない。しかし、税金の役割というのは、“糸”なのだと思った。
全く知らない誰かが、全く知らない誰かの家で燃えている火を消す消防車を走らせてい
る。全く知らない誰かが、全く知らない誰かの落とした財布を探してくれるおまわりさん
にお給料を払っている。全く知らない誰かが、全く知らない誰かが車でひかれないための
信号をつくるお金を、学校で使う教科書をつくるお金を、
留学するためのお金を、払っている。誰かが、全く知ら
ない誰かを、助ける。税金は、その人と人とを結ぶ“糸”
なのだ。このような仕組みがある社会、私はとってもあ
たたかいと思う。そして、大人になって仕事をして、お
金が得られるようになったら、多くの種類の税金を払う
ことになるだろう。その時は、嫌がらずにずっと払い続
けようと思う。知らない誰かのために。

都立白鷗高等学校附属中学校３年　　田村　柚乃
「知らない誰かのために」
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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

　現在、消費税が８％から10％に上がるという政策が２度延期されている。税金が上がる
ときいて喜ぶ人はいないと思うが、高齢化が進むことで年々増え続けている社会保障にか
かる費用を支える為に今、国の収入を増やすことは必要だと考えている。
　しかし、税金による収入を増やす為には、将来的にそれを「支える人」を増やす為の税
金の使い方を考えることも重要だと思う。少子化が進んでいる原因として、教育や子育て
の環境が十分に整備されていないことが挙げられる。「子供はほしいけどお金がない」と
いう声はよく聞く話だろう。学校へ行かせるにしても、家族でどこかに行くにしても、な
にかとお金がかかるからである。共働きをできれば、とも思うが、残業することが当たり
前のようになっている日本ではそれも難しい面がある。更に、お金の問題に加えて、最近
話題になっている「待機児童」の問題もある。こうした問題を解決し、子供を産みたい人
が産めるような社会をつくることが、「支える人」を増やすことにつながるのではないだ
ろうか。
　私は昨年の春まで、３年間フランスに住んでいた。そこには、日本よりも整備された子
育て環境があった。例えば、ソントルとよばれる学童保育だ。平日は幼稚園の終了時刻か
ら引き続いて６時半まで子供を預かってくれる。また、バカンスのような長期休暇の時期
にも幼稚園の教員とは別の職員が来て子供を１日預かってくれた。私の弟も現地の公立幼
稚園に通い、実際にソントルを利用していた。とても助かる、と両親が話しているのを聞
いたことがある。きっと、ソントルを利用している人はそう感じているだろうし、それが
あることで、フランスでは共働きをすることが当たり前になっている。それ以外にも、大
家族カードというものもある。大家族カードは子供が３人以上いる家庭に与えられるもの
でそれを使うと、電車やバスに乗る時に割引がされるなど、様々な特典がある。私の家は
子供が４人いるため、TGVという高速鉄道に乗るときでも４割引されていた。こうした
政策の結果、出生率が1.5を下回る日本に対してフランスは2.0となっている。
　もちろん、日本とフランスは違う国なのだから、同じ方法をとることでうまくいくとは
限らない。しかし、このように将来税金を納める人を増やすことが高齢化社会を支える為
に必要であり、そのために税金を使うべきだという
視点を持つことが重要である。そして日本では具体
的にどうしていけばよいのか、私たち若い世代が考
えていかなければならない。なぜなら、私たちがよ
り暮らしやすい世の中になるかどうかに直結するか
らである。

足立区立新田中学校３年　　村尾　彩
「未来を支える税金の使い方」
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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

　平成26年８月31日。私の人生が大きく変わった日だ。その日、私の父は下北沢の駅の階
段からまっさかさまに落ちて、大けがをしてしまったのだ。それまで特別幸せだと感じて
いなかったごくごく普通の生活が、どれ程幸せだったのか痛感する。
　父は、８ヶ月間の入院生活を経て、身体のまひは回復したが、頭に障害が残ったままの
退院、そして自宅療養となった。入院中には町田市の職員さんが何度も訪ねてきて下さ
り、父の退院後の不安や、私たち家族の不安も丁寧に取り除いて下さった。
　父は約３年という時間が経った現在も懸命にリハビリを続けている。だが、いまだ働け
ない状態で、ここまでたくさんの人々、そしてたくさんの制度に私達家族はささえられて
きたのだ。父は今、東京都の心身障害者センターで、社会復帰のための訓練をしている。
この施設には、税金が使われている為、父は利用料がかからず安心して訓練を受けること
ができている。実際、働きざかりの一家の大黒柱が働けなくなってしまったのだから、も
しも費用がかかるとなると、十分な訓練を受けることも難しかったと思う。そのため、非
常に助けられている。他にも、心身障害を除去・軽減するための医療費の自己負担額を軽
減する公費負担の医療制度や、復職の支援をして下さる就労支援施設など、今まで知らな
かった税金の使われ方がたくさんある事がわかった。
　今までの私は、「百円ショップなのに、なぜ百円ではないのだろう」という疑問ととも
に、ほんのわずかな金額ではあるが、子どものお小遣いからその金額を払うのは、大変だ
な、と感じていた。実際、当時小学生だった私に「税金」と言われても、それがどんな意
味を持つのか、良くわかっていなかった。でも、今、良く考えてみると、私が安心して楽
しく学校に通うことができる事も、進路を考えるときに、高校の授業料のことを心配しな
いで選ぶことができるのも、全て税金に支えられてのことなのだ。
　私は、父の事故の後、社会的に弱い立場となり、社会
保障制度のありがたさや、税金の大切さを、人一倍感じ
ることができた。また、税金はこんなにも身近な存在
だったのだと気付くことが出来た。だからこそ、今は一
生懸命に努力し、自分が社会に出て働く立場になった時
には、納税を通じて社会に貢献できる立派な大人になり
たい。そして、社会で広く公平に税金が使われ、より良
い社会になるように、税金の使い道にも関心を持ち、将
来は選挙を通じて反映させていけたら良いと思う。

町田市立町田第一中学校３年　　大塚　祐未
「税金に支えられて」
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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

　「税金高いなー。」毎年５月になり自動車税の納付書が届く度に父の口をついて出る言
葉です。よく母にこぼしていました。正直私には全く関心がなく、自動車税がどのような
税金なのかも知らなければ、そもそも税金について考えたこともありませんでした。私に
とって税金は、まだまだ先のものという感覚しかありません。関わりがあるとすれば消費
税くらいなものです。ただ、その消費税でさえ単に価格の一部であって税金を支払ってい
るという意識はありません。それくらい私にとって、税金は身近なものではないのです。
　おそらく私達中学生の大半が「税金イコール公務員の給与」という意識でいると思いま
す。でも、今回自分なりに税金について調べてみると、その使い道が多岐に渡っているこ
とを知りました。「こんなところにも税金が使われているんだ。」そう思うところが沢山
あったのです。
　例えば、父が文句を言っていた自動車関連の税金で言うと、新車購入時や車検のときに
支払う自動車重量税は、主に道路特定財源として一般道路の整備などに使われているとい
うことを知りました。そこで頭に浮かんだのがガードレールです。最近よく目にした
ニュースの中に、登校する児童の列に車が突っ込み死傷者が出たというものがあります。
本当に痛ましい事故だと思います。もしガードレールがあれば幼い尊い命を守ることが出
来たかもしれません。新しく道路を作ることも必要ですが、この税金がもっと交通弱者の
安全のために使われればいいと思います。
　もう一つ、私が知ったことに大気汚染医療費助成制度というものがあります。私は幼い
頃から喘息を患っています。そして今でも薬を服用し続けています。でも病院や調剤薬局
でお金がかかることはありません。今回、税金のことを調べるにあたって、母が東京都に
は大気汚染医療費助成制度というものがあり私が18歳になるまでは喘息に関わる医療費が
かからないことを教えてくれました。これは、喘息の原因として大気汚染もその一因と考
えられることから、財源として自動車メーカーの負担や自動車税もあてられているそうな
のです。
　このように、私は随分税金の恩恵を受けているのだと知りました。そして税金が様々な
形で私達の生活に活かされているということを学びまし
た。税金にはどうしてもマイナスのイメージがあります。
でもその使い道によって私達の印象も大きく変わってい
きます。是非、貴重な税金を無駄にすることなく、ガー
ドレールや医療費の助成のように有効に使ってもらいた
いと思います。
　そして来年、自動車税の納付書が届いた時に、また同
じことを口にしたら父に言ってあげようと思います。「パ
パが払う自動車税のおかげで、私は費用を心配せずに喘
息の薬を服み続けられるんだよ。」と。

東久留米市立南中学校３年　　小田　彩菜
「税金のおかげ」
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Ⅰ　平成29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24日（火）に中野区の「なかのZERO小ホール」
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本年は例年と異なり、クイズ型式で全問正解者
には賞品を贈呈するという新たな趣向で、都税や都財政に関する話題を取り入れ理解を深
めていただきました。
　クイズには、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クリヤーケースの内容を紹介しながら、社会全体で撲滅する
必要性を確認しました。
　続いて、1984年ロサンゼルスオリンピックに出場し、92年に引退するまでに日本最高記
録12回、世界最高記録を２回更新し、現在は緻密な取材力を生かしながら名解説でお馴染
みの増田明美さんから「自分という人生の長距離ランナー」と題した講演でした。
　講演では、９月まで放送されていた朝の連続ドラマ「ひよっこ」のナレーションを務め
ていた裏話や、初めて出場したオリンピックで経験した人生最大の挫折そして、永六輔さ
んから教わった人生学など多彩なお話をしていただき参加者は時間を忘れて楽しいひと時
を過ごしました。

（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

　（公財）東京税務協会は、都内における各地方団体の税務行政の円滑運営に寄与すると
伴に、様々な機会を捉えて税知識の普及啓発活動を展開しながら社会貢献しております。
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平成29年10月作成  17-T05744

保険期間：2018年1月1日午後4時～2019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～

耐震化のための建替え又は
改修を行った住宅に対する固定資産税・
都市計画税を減免します（23区内）

　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。

減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修とでは減免申請期限が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。

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

〈耐震化のための建替え〉
減免対象
昭和57年１月１日以前からある家屋を取り壊し、
当該家屋に代えて、平成30年３月31日までに、
耐震化のために新築された住宅のうち、一定の
要件を満たすもの
減免の期間と額
新築後新たに課税される年度から３年度分につ
いて居住部分の固定資産税・都市計画税を全額
減免（減免の対象となる戸数は、建替え前の家
屋により異なります）
申請期限
新築した年の翌々年の２月末
（１月１日新築の場合は翌年の２月末）

〈耐震化のための改修〉
減免対象
昭和57年１月１日以前からある家屋で、平成30

年３月31日までに、現行の耐震基準に適合させ
るよう一定の改修工事を施したもの

減免の期間と額
改修工事完了日の翌年度分から一定期間、居住
部分で１戸あたり120㎡の床面積相当分まで固定
資産税・都市計画税を耐震減額適用後全額減免

申請期限
改修工事が完了した日から３ヶ月以内

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」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。
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開 催 月 日 事　　　業　　　名 会　場　等

12月７日（木） 第５回正副会長会・第３回正副会長・常任理事会 上野精養軒

平成30年　　
１月５日（金） 第６回正副会長会 新宿

１月15日（月）
第７回正副会長会
平成29年度納貯功労者表彰式
平成30年新年賀詞交歓会

上野精養軒

２月14日（水） 地区連合会長・経理担当者合同会議
東総連研修会 上野精養軒

３月22日（木） 第４回正副会長・常任理事会 上野精養軒

４月11日（水） 会計監査 東総連事務室

５月11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15日（金） 第41回東京局連定時総会 上野精養軒

６月18日（月） 第61回全納連定時総会 上野精養軒

６月25日（月） 東総連第62回定期総会 上野精養軒

７月３日（火） 東総連青年部・女性部合同正副部長会議 上野精養軒

７月９日（月）
第36回東総連青年部総会
第37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25日（水） 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（金） 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（水） 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）

＊�　東総連会報第133号の編集方針は、８月18日に開催された東総連
広報部会で審議の上、決定されました。広報部の皆様、ご苦労様
でした。
＊�　東総連事務局では、小澤書記が７月末で退職され、８月１日か
ら那須匡子書記が着任されました。
　　納貯組合の皆様、今後ともよろしくお願いします。 那須書記
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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（木） 12月29日（金）～1月3日（水） 1月4日（木）
○

○

○

○

○

○

×※

「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
　　　　　　　　　　　　など

○本税の納税　　○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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