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ウッカリを　シッカリふせぐ　口座振替

桜が満開の目黒川の夜景。この写真は目黒区納連の小野瀬 康裕 副会長からご恵与いただきま
した。 （写真提供：小野瀬　康裕氏）
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11　月
★ 都「住まいと税を考えるキャンペーン」参加協力 
（11月12日（日）：新宿住宅展示場）
　今年度１回目となる都主催の「住まいと税を考
えるキャンペーン」が新宿住宅展示場で開催さ
れ、東総連役員及び青年部等から７名が参加協力
しました。

★ 東総連青年部・女性部「バス研修会」 
（11月17日（金）：木

き
負
しょう
観光みかん園他）

　第８回目となる東総連青年部・女性部「バス研修会」が実施され、30名の部員が参
加しました。（詳細はP４の東総連トピックスをご覧ください。）

12　月
★第５回正副会長会（12月７日（木）：上野精養軒）
　　議題：１　報告事項について　　　　　　　　　　３　課題等について
　　　　　２　平成29年度納貯功労表彰者について　　４　その他

★ 第３回正副会長・常任理事会 
（12月７日（木）：上野精養軒）
　　議題：１　平成29年度予算執行状況について
　　　　　２　平成29年度納貯功労者表彰式及び新年
　　　　　　　賀詞交歓会・表彰受賞者祝賀会の運営
　　　　　　　について
　　　　　３　その他

★ 中学生の「税についての作文」東京都知事賞・ 
主税局長賞（12月18日（月）：東京都庁）

　平成29年度中学生の「税についての作文」の東
京都知事賞１名及び主税局長賞３名の贈呈式が東
京都庁で行われました。東総連からは近藤会長が
祝辞を述べ、受賞者を激励しました。

★ 第２回東総連広報部　部会 
（12月19日（火）：東総連事務局）
　　議題：１　会報第134号の発行について
　　　　　２　会報に掲載する広告について

東総連の活動（11月～３月）東総連の活動（11月～３月）

参加者の皆さん

説明する近藤会長

表彰式参加の皆さん

広報部会の様子
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1 　月
★正副会長年始挨拶（１月５日（金）：東京都主税局）
　東総連役員が都庁舎を訪問し、東京都主税局長に年
始のご挨拶を行いました。

★第６回正副会長会（１月５日（金）：新宿）
　年始の挨拶終了後、新宿にて第６回正副会長会を開
催しました。
　　議題：１　平成29年度納貯功労者表彰式及び新年賀詞交歓会・表彰受賞者祝賀会

の運営について
　　　　　２　その他

★ 平成29年度納貯功労者表彰式及び新年賀詞交歓会・表彰受賞者祝賀会 
（１月15日（月）：上野精養軒）
　平成29年度の納貯功労者表彰式が多数のご来賓をお迎えして、上野精養軒で盛大に
開催されました。86名の納貯功労者の皆さんに近藤会長から表彰状が贈呈されました。
会長式辞の後、山下東京国税局徴収部長、目黒東京都主税局長のお二方からご祝辞を
いただきました。表彰式の後、引き続き新年賀詞交歓会・表彰受賞者祝賀会に移行し
多数の表彰受賞者のご紹介も行われました。
（納貯功労者表彰受賞者の方々のお名前はP９をご覧ください）

目黒東京都主税局長ご祝辞山下東京国税局徴収部長ご祝辞近藤会長式辞

式典の様子

2 　月
★地区連合会長及び経理担当者合同会議（２月14日（水）：上野精養軒）
　東総連では、昨年行われた地区協議会の実施報告や平成29年度決算事務（事業実績
報告）及び30年度予算事務（事業積算見積）について説明するため、地区連合会長及
び経理担当者合同会議を開催しました。なお、東京都主税局からは補助金交付につい
ての提出書類作成にあたっての留意事項、提出書類の期限及び地区連実地検査等につ
いての説明がありました。

目黒主税局長と懇談する役員
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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

挨拶する近藤会長 説明する相羽課長

★東総連研修会（２月14日（水）：上野精養軒）
　東総連研修会が地区連合会長会終了後に開催され、組合員等70名が参加しました。
　今回の研修会では、「税務行政の現状と国税庁の取組について」という演題で、東
京国税局徴収部管理運営課の片平課長補佐から講演をいただきました。専門的な内容
を平易にご説明いただき、参加者からは好評でした。

研修会の様子 講演する片平課長補佐

★ 東総連青年部・女性部ホームページ委員会（３月２日（金）：東総連事務局）
　青年部・女性部ホームページ委員会が開催され、情
報発信の充実策について熱心な議論が行われました。
　　議題：１　東総連青年部・女性部ホームページの

改訂等について
　　　　　２　その他

3 　月
★第７回正副会長会（３月22日（木）：上野精養軒）
　　議題：１　報告事項について　　２　課題等について

★第４回正副会長・常任理事会（３月22日（木）：上野精養軒）
　　議題：１　平成30年度東総連事務事業について　　２　その他

委員会風景
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○　税務大学校に東総連の資料寄贈
　昨年、和光市にある税務大学校の租税資料室に東総連
が作成した、「28年度地区協議会実施報告書」を寄贈し
ました。
　12月７日に東京国税局の片平管理運営課課長補佐が会
議中の精養軒を訪問され、税務大学校長のお礼状を近藤
会長に伝達されました。

○　バス研修会を実施～東総連青年部・女性部～
　東総連青年部・女性部は今年度で８回目となる日帰りバス研修会を11月17日（金）に
静岡・伊豆方面で実施しました。参加者は30名（大型バス１台）で、往きの車中で国税
PRビデオ（２本）を視聴し、さらに近藤会長から「9.11同時多発テロ、そして今ニュー
ヨークは」と題して講演がありました。その後三嶋大社、木負観光みかん園、沼津港と
回り有意義な一日となりました。

○　納貯功労者表彰式と新年賀詞交歓会・表彰者祝賀会を同日開催
　東総連は、１月15日（月）に上野精養軒において、納貯功労者表彰式終了後に新年賀
詞交歓会と表彰受賞者祝賀会を同日開催しました。これは、組合員の利便性等を配慮
し、従来別個に行われていた行事を同日で開催したものです。表彰者祝賀会としては、
国税及び都税の表彰者21名にご出席いただき、会場内でご紹介しました。

礼状を伝達する片平課長補佐

車中で熱心に 
研修する参加者

観光みかん園で参加者三嶋大社で参加者の皆さん

宮下税務協会理事長祝辞 都税関係受賞者の皆さん国税関係受賞者の皆さん
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今後の東総連に向けて今後の東総連に向けて

東京納税貯蓄組合総連合会　会長　　近　藤　忠　夫
　私たちの東総連は、今、次のような課題に直面しているのではないでしょ
うか。
　第一は、納貯は、期待された役割を十分に果たしているでしょうか。
　第二は、納貯の会員の皆様が誇りと意欲をもってこのボランィア活動に参
加してくださっているでしょうか。

　第三は、納貯の将来の行く末はICT（情報コミュニケーションテクノロジー）などの時代の変化
について行けるでしょうか。

１、納貯の存在意義
　この問題は、東京都の納貯連合会に限ったことではありません。納貯の全体的な問題です。納税貯
蓄組合法（昭和26年法律第145号）は、｢納税資金の貯蓄を目的として組織される組合｣ つまり私たちの
納税貯蓄組合及びその連合体の目的を「租税の容易且つ確実な納付に資せしめる」と規定しています。
　私たちの団体は、「租税の容易且つ確実な納付」にどのくらい貢献しているといえるでしょうか。
実利という点で言えば、納税貯蓄組合預金の利子については、所得税が課されないというインセン
ティブは、金利がゼロ近い時代にあっては、高金利な時代に比べると相対的に低下してきます。
　むしろ、大きな役割は精神的な側面にあり、納税道義の高揚を図る取り組みが重要になっていま
す。中学生を対象とした税の作文募集は、全国的な運動に展開し、多数の中学生が応募し、その選
考過程には多くの会員が崇高なボランティア精神を発揮されて任務に当たってくださっています。
将来を担う若者の納税意識を培うという点で不可欠な取り組みといえます。しかしこれだけで納貯
組合の役割が十分とは思えません。
　税についての作文で優秀賞を得た中学生に「一日税務署長」を務めていただく事業を私は、東京
国税局管内納税貯蓄組合連合会長の時に始めました。言葉だけの観念的な作文から一歩進めて税務
署長を体験することでその周りに皆さんを含めて大きな効果を挙げることが期待できます。インフ
ルエンサーという言葉がブログ利用者で使われるようになっています。納税道義の高揚を図る意味
で一日税務署長を体験した中学生が成人に長じてから良い意味での税のインフルエンサーになって
くださるよう、皆さんでこの事業を守り、育てていきましょう。
※インフルエンサー：世間に与える影響が大きい行動を行う人物のこと

２、部ごとに目標と成果を
　冒頭に掲げた第二の課題に関連することですが、会員のボランティア精神を大いに発揮していただく
には、適切なリーダーシップの下で、目標を決め、その実現に到る手順ごとに部員の総力を集めていか
なければなりません。東総連には11の部があります。統括部、総務部、経理部、企画指導部、青年部、
女性部、広報部、調査部、渉外部、組織部、福利共済部に分かれ、それぞれの持ち場を形成していま
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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

す。今、各部に求められているものは何であるか、部長さんと副部長さんを中心に英知を集めて、年度
ごとに新しい目標を立て、その部の所管を越えることは統括部で調整することが必要となるでしょう。
組織はできています。今こそ、その持ち場、持ち場で皆さんが参加してよかった、との生き甲斐を感じ
ていただける取り組みが重要だと考えます。各部の積極的な取り組みを心から願うものであります。

３、ICTの波
　ICTの時代にe-Taxシステムを用いた納税が増えています。確定申告における医療費控除では、
今回から領収書提出の代わりに、医療費控除の明細書を添付することになり、保険組合等からの医
療費のお知らせに記載された医療費については明細の記入も省略でき、手続きが大幅に簡素化され
ました。こうした新しい仕組みは非常に重要な意味を持つものと考えます。納税者の立場からの新
しい提案などが求められているのではないでしょうか。
　もとより、一方では、ネット長者も生まれており、違法不当な税逃れの可能性も指摘されていま
す。マイナンバー制度が適切に運用され、本来の目的に添ってより一層の公平な税負担が図られる
よう願ってやみません。
　いつの世も変化の波に洗われています。私たちの納税貯蓄組合連合会も常に時代に即応した取り
組みを目指していかねば、いつしか歴史の中に埋もれていってしまいます。会員の皆様の積極的で
生き甲斐の感じられる活動となりますよう心から祈念して挨拶とさせていただきます。
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東京国税局徴収部長　　山　下　和　博
　平成29年度東京納税貯蓄組合総連合会納貯功労者表彰式の開催に当たり、
一言お祝いの言葉を申し上げます。
　東京納税貯蓄組合総連合会の皆様方には、平素から税務行政に対しまして
深い御理解と多大な御協力を賜り、本席をお借りして厚く御礼申し上げます。
　ただいま表彰を受けられました皆様方は、永年にわたり納税貯蓄組合活動

にご尽力され、期限内納付の推進と納税道義の高揚に多大な貢献をされてきた方々であります。こ
れまでの皆様方の納税貯蓄組合活動への御熱意と御努力に対しまして敬意を表しますとともに、本
日の受彰を心からお祝い申し上げます。
　東京納税貯蓄組合総連合会におかれましては、昭和31年の創立以来「計画的な貯蓄を行い租税を
自主的に期限内に納める」という納税貯蓄組合法の精神に基づき、期限内納付の推進と納税道義の
高揚のための様々な活動に取り組んでいただいております。
　また、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁との共催事業である「中学生の『税についての作文』」
事業は51回目となった昨年、都内の中学校695校から77,000編もの多数の応募がありました。これ
もひとえに納税貯蓄組合の皆様方が次代を担う中学生への租税教育の重要性を認識され、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。
　これまでの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。
　さて、年も明けて間もなく確定申告の時期を迎えますが、確定申告期は多数の納税者の皆様と接
する時期であり、納税者サービスの向上並びに自宅等からのICTを活用した申告の一層の推進を図
るとともに、円滑かつ確実な事務処理や期限内収納の確保に取り組むこととしております。
　マイナンバー制度につきましては引き続き皆様と連携・協調を図りながらあらゆる機会を通じて
納税者に対して番号記載等の更なる周知・広報に取り組んでまいりたいと考えております。
　また、来年10月の消費税率の引上げと同時に実施される消費税の軽減税率制度は、取扱商品の適
用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など多数の事業者の方に関係があるものです。事業者の皆
様に軽減税率制度や事業者支援措置の内容を十分に理解していただき、制度の実施に向けて必要な
準備を進めていただくことができるように、国税当局といたしましては地方公共団体や事業者団
体、関係民間団体の皆様とも連携し、制度の周知・広報等各種施策を実施してまいります。しかし
ながら、こうした取組により納税者の皆様から税務行政に対する理解と信頼を得るには、私どもの
努力は当然のことながら、私どものよき理解者であり、また協力者でもある皆様方の御協力・御支
援が不可欠でございます。私どもとしましては納税貯蓄組合の皆様方とより緊密なコミュニケーシ
ョンを図り、協調関係の充実に努める所存でございますので、今後とも税務行政に対しまして、な
お一層のお力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　結びに当たり、本日受彰されました皆様方に改めて心からお祝いを申し上げますとともに、東京
納税貯蓄組合総連合会及び傘下納税貯蓄組合の益々の御発展と組合員の皆様方の御繁栄を祈念いた
しまして、祝辞とさせていただきます。

納貯功労者表彰式及び新年賀詞交歓会・
表彰受賞者祝賀会来賓ご祝辞

納貯功労者表彰式及び新年賀詞交歓会・
表彰受賞者祝賀会来賓ご祝辞
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東京都主税局長　　目　黒　克　昭

　皆様、明けましておめでとうございます。
　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、平成29年度納貯功労者表彰式及び新年賀詞交歓会並びに表

彰受賞者祝賀会にお招きいただき、誠にありがとうございます。
　近藤会長をはじめ、東京納税貯蓄組合総連合会の皆様におかれましては、日頃より税務
行政の進展に多大なお力添えを賜っております。この場をお借りして、厚く御礼申し上げ
ます。
　ただいま、栄えある納貯功労者表彰を受賞された皆様、本日は誠におめでとうございま
す。心よりお祝い申し上げます。
　皆様は、多年にわたり、納税貯蓄組合活動を通じて、口座振替制度等の納税推進、税の
知識や納税思想の普及・啓発、税の作文を通じた租税教育の推進など、税務行政の推進に
積極的にご協力を頂き、優れたご功績を挙げられた方々とうかがっております。
　皆様のこれまでの税務行政に対する多大なるご貢献に対しまして、深く敬意を表します
とともに、地域に根ざした真摯なご活動に、厚く御礼を申し上げます
　さて、今年は、「江戸」が「東京」になって、150年の節目の年です。
　東京都では、「人が生きる、人が輝く東京」を目指した重点政策方針に基づき、超高齢
社会への対応、保育サービスの質と量の充実など、「人」に焦点を当てた施策を展開して
おります。
　また、２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、
万全の準備を進めるとともに、国際金融都市の実現や、成長分野の発展など、世界の都市
間競争に勝ち抜き、2020年のその先も、東京が日本の成長エンジンとして、日本全体の持
続的成長につながる施策を推進しているところであります。

　これらの施策を実行していくうえで、財政基盤を担う税務行政の責務は益々重くなって
おります。
　私どもは、東京都の歳入所管局として、納税者の皆様に対するサービスの向上を第一
に、税収の安定的確保、税務事務の精度向上に全力で取り組んで参ります。
　そして、こうした税務行政の推進には、皆様のお力添えが不可欠であります。
　本年も引き続き、税務行政の良き理解者として、東京都の税務行政に、一層のご理解と
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、東京納税貯蓄組合総連合会の益々のご発展と、本日ご列席の皆様のご健
勝を心から祈念いたしまして、祝辞とさせていただきます。

納貯功労者表彰式及び新年賀詞交歓会・
表彰受賞者祝賀会来賓ご祝辞

納貯功労者表彰式及び新年賀詞交歓会・
表彰受賞者祝賀会来賓ご祝辞
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　平成29年度の納貯功労者表彰受賞者が下記のとおり決定しました。今回受賞された皆さ
んは各地区連の納貯活動に功労された方々です。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年度納貯功労者表彰受賞者のご紹介

 （敬称略）

【麹　　町】 杉　山　　　優 元　田　文　治
【神　　田】 福　島　秀　一
【日 本 橋】 廣　田　勝　國
【　 芝 　】 佐久間　克　文 木　村　暖　子
【麻　　布】 岡　　　和　代
【四　　谷】 古　屋　正　義 原　田　秀　子
【新　　宿】 難　波　輝　守 伊　賀　光　政
【本　　所】 木　幡　洋　一 那　須　　　洋 高　田　　　衛
【向　　島】 西　原　勝　俊 西　田　信　行
【江 東 東】 中　野　貞　夫 浅　野　　　繁
【江 東 西】 内　木　建　蔵
【足　　立】 濱　津　好　子
【西 新 井】 李　　　壽　源
【江戸川北】 島　田　　　尚
【江戸川南】 関　口　光　治 新　屋　ユキ子
【中　　野】 宇田川　直　子
【杉　　並】 信　田　美代子 中　野　絹　代 奥　屋　保　子
【荻　　窪】 村　上　正　子
【豊　　島】 福　田　浩　志 堀　口　信　行 喜　多　金　一
【板　　橋】 丸　山　惠　子 増　渕　早　苗
【練 馬 西】 加　藤　友　泰 高　橋　恭　子
【品　　川】 飯　島　弘　司 佐　藤　礼　子
【荏　　原】 長　田　あつ子 橋　本　惠　司 梅　田　雅　弘
【目 黒 区】 釜　口　昌　久 山　田　友　男
【大　　森】 大　野　隼　佑 大　塚　栄　一
【蒲　　田】 石　井　庄四郎
【雪　　谷】 安　居　　　實 市　川　光　夫 小　松　茂　雄
【世 田 谷】 野　村　安　久 高　木　光　男
【北　　沢】 伊豆川　直　良 鈴　木　由　花
【玉　　川】 小　舘　　　洋 小　川　祐一郎 天　沼　尚　之 宇田川　君　江
【渋　　谷】 田　中　忠　良 原　田　愿　次 篠　崎　昌　義 安　藤　隆　司
【本　　郷】 西　村　幹　夫 橋　本　祥　代
【小 石 川】 山　口　道　子
【上　　野】 魚　津　光　久 渡　邉　定　利 梶　川　　　満
【浅　　草】 阿　部　嚴　文 丸　山　眞　司 関　　　庫　明
【北　　区】 高　澤　信　秀 田　口　絢　子
【荒　　川】 平　井　寛　伍 鳥　海　洋　子 明　城　ミヨ子
【八 王 子】 新　井　貫　仁 原　田　竹　義
【南 多 摩】 杉　山　智　枝
【ま ち だ】 山　下　守　雄 加　藤　忠　志
【多　　摩】 鈴　木　英　雅
【武 蔵 野】 井　口　良　夫 牛　田　德　子 鈴　木　尚　史
【多摩武蔵】 森　　　　　聡
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　消費税率は平成26年４月１日から８％（消費税6.3％、地方消費税1.7％）に改定されています。
　一方、消費税及び地方消費税の中間申告・納付額は直前の課税期間の消費税額（国税）を基礎と
して計算されています。
　このため、消費税率の改定直後においては、今後申告する課税期間が消費税率８％の期間であって
も、中間申告・納付額が直前の消費税率５％に対応する金額であるため、確定申告時には、その差額
に対応する消費税額を申告・納付する場合がありますので、納税資金の準備をお願いいたします。

　なお、仮決算による中間申告においては、消費税及び地方消費税ともに中間申告対象期間の末
日が平成26年４月１日以降である場合には、税率の異なるごとに区分して中間申告による納付額を
計算します。
　また、事業者の方々が計画的に消費税の納付を行っていただけるよう、確定申告を待たずに自主
的に中間申告・納付ができる「任意の中間申告制度」が創設されています。
　この制度は、平成26年４月１日以後開始する課税期間から適用されます。

消費税率の引上に伴う中間申告・納付額に関する留意点

計画的な納税資金の準備を

３月決算法人の中間申告・納付のイメージ

【課税期間：平25.４.１～平26.３.31】
地方消費税額
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200万円
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消費税額
660万円

中間１回目 中間２回目 中間３回目 確定申告

消費税率５％
　年　　　税　　　額　 1,000万円
　中間申告による納付額　 　750万円
　確定申告時の納付額　 　250万円

【課税期間：平26.４.１～平27.３.31】
（直前の課税期間と同額の課税売上があったとした場合）

　消費税率の改定直後においては今
後申告する課税期間が消費税率８％の
期間であっても、中間申告・納付額は
直前の課税期間の消費税額（国税）
を基礎として計算

消費税率８％
　年　　　税　　　額　 1,600万円
　中間申告による納付額　 　762万円

　　消費税
　　　800万円×3/12＝200万円
　　地方消費税（改訂後の税率適用）
　　　200万円×17/63＝54万円
　　　（中間申告・納付額は254万円×３回）

　確定申告時の納付額
　　1,600万円－762万円
　　　　　　　　　　 　＝838万円

東京国税局からのお知らせ東京国税局からのお知らせ
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して計算されています。
　このため、消費税率の改定直後においては、今後申告する課税期間が消費税率８％の期間であって
も、中間申告・納付額が直前の消費税率５％に対応する金額であるため、確定申告時には、その差額
に対応する消費税額を申告・納付する場合がありますので、納税資金の準備をお願いいたします。
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　また、事業者の方々が計画的に消費税の納付を行っていただけるよう、確定申告を待たずに自主
的に中間申告・納付ができる「任意の中間申告制度」が創設されています。
　この制度は、平成26年４月１日以後開始する課税期間から適用されます。

消費税率の引上に伴う中間申告・納付額に関する留意点
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（直前の課税期間と同額の課税売上があったとした場合）

　消費税率の改定直後においては今
後申告する課税期間が消費税率８％の
期間であっても、中間申告・納付額は
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　年　　　税　　　額　 1,600万円
　中間申告による納付額　 　762万円

　　消費税
　　　800万円×3/12＝200万円
　　地方消費税（改訂後の税率適用）
　　　200万円×17/63＝54万円
　　　（中間申告・納付額は254万円×３回）

　確定申告時の納付額
　　1,600万円－762万円
　　　　　　　　　　 　＝838万円

（公財）東京都中小企業振興公社からのお知らせ（公財）東京都中小企業振興公社からのお知らせ
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　平成29年度に都内の各税務署と地区連合会が実施した「一日税務署長」について
調査結果がまとまりました。皆様のご参考にしていただければ幸いです。
調査対象　都内の48地区連合会
＜実施有無＞
平成30年２月末日現在　24地区連合会（50％）が実施（うち詳細不明１箇所）

＜実施時期＞
12月第２週実施：６箇所、第３週実施：９箇所、第４週実施：４箇所、
１月実施：２箇所、２月実施：２箇所
※都内中学校は、概ね12／22（金）が終業式、12／23（土）～１／８（月）が冬休みで
あった。15箇所（65％）の地区連は12月第２週、３週の終業式前に実施していた。

＜所用時間＞
１時間７箇所、１時間半３箇所、２時間10箇所、２時間半１箇所、３時間２箇所
１～２時間で終了した地区連が20箇所（87％）であった。

＜時間帯＞
午前中実施が３箇所、午後実施が20箇所（87％）であった。

＜対象中学生・人数＞
税務署長賞→18箇所（18箇所中、受賞者２名が11箇所、受賞者１名が７地区連）
局連会長賞→２箇所（受賞者２名）、局連優秀賞→４箇所（受賞者４名）
全納連優秀賞→１箇所（受賞者１名）、国税局長賞→１箇所（受賞者１名）
国税庁長官賞→１箇所（受賞者１名）　全体38名中税務署長賞受賞者が29名（76％）

＜地区連が事前調整した相手方＞
税務署のみ→13箇所、税務署と教育委員会→１箇所、税務署と中学校→８箇所、
税務署・中学校・区の税務課・区の教育委員会→１地区連
※半数以上（57％）の地区連では税務署が主体的に関係者間を調整してくれた。
地区連が主体的に調整する場合、税務署と中学校は必須、教育委員会や区市の税務課
とも地域によっては連携・調整する必要性があるようである。

＜当日の行事内容＞
23地区連で以下の行事の全部又は一部を実施した。
・一日税務署長委嘱状交付・一日税務署長タスキかけ・記念撮影・模擬決済
・署長訓示（作品朗読）・署内視察・意見交換会・記念品贈呈
上記の行事に加え、確定申告街頭キャンペーン参加や、マスコミの取材を受けているケー
スもあった。

＜記念品の有無＞
地区連が経費負担した記念品有り22箇所、記念品無し１箇所
記念品の内容は図書券（３千円）17箇所、図書券（５千円）１箇所、印鑑２箇所
フォトスタンド１箇所、クオカード（２千円）１箇所　であった。

～一日税務署長　各地区連の取り組み～特集
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　引越しをしたときは、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で自動車の住所変更登録の手
続きが必要です。変更登録の手続きが遅れますと、自動車税の納税通知書が届かないなどのトラ
ブルの原因となります。
　やむを得ず手続きが遅れる場合は、電子申請や電話により、納税通知書の新しい送付先住所を
お知らせください。電子申請は、パソコン・スマートフォンから24時間ご利用いただけます。
　なお、本届出をされても自動車検査証（車検証）の住所は変更されませんので、別途住所変更
登録の手続きを行ってください。
　※東京ナンバーの自動車に限ります。
　※軽自動車・二輪車・原動機付自転車は、お住まいの区市町村へお問い合わせください。
　※電子申請をご利用いただくには、東京電子自治体共同運営サービスへの利用者登録が必要です。
　※一部のスマートフォンでは、ご利用できません。

　　　　　　　　　　　詳しくは、

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～

　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。

詳しくは、東京都主税局ホームページ「税金の支払い」をご覧ください

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。

◆�お問い合わせは、主税局徴収部納税推進課
（03-3252-0955）まで。

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　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

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。

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。

自動車税住所変更届の電子申請をご利用ください
－都税についてのお知らせ－

　【お問い合わせ先】東京都自動車税コールセンター　03－3525－4066
　　　　　　　　　　平日　９時～17時（土・日・休日を除く）

主税局　自動車税　住所変更
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　今回は、当協会の設立目的や事業内容を紹介させていただきます。
　まず、当協会の設立目的は、「地方公共団体における税財政の制度及び実務の研究、税
財政関係資料の蒐集及び提供、税務職員の能力向上のための支援並びに税知識の普及啓発
等を行い税務行政の円滑な運営に貢献し、もって地方財政の確立及び住民の豊かで安定し
た生活の実現に寄与すること」となっております。また、事業としては、
（１）地方税財政の制度に関する調査研修
（２）講演会、研修会の実施等
（３）研究雑誌、図書及び印刷物等の頒布
（４）納税者に対する税知識の普及啓発
（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
を行っております。
　公益財団である当協会は、税金に関する様々な活動を行っておりますが、重要事業の一
つに「都民に対する税知識の普及啓発事業」があり、これは、東京納税貯蓄組合総連合会
の活動と共通する部分です。
　一口に「税知識の普及啓発事業」と言ってもどの様な活動を行っているのかイメージで
きないと思いますので主な活動を紹介させていただきます。

○パンフレット等の配布
　「地方税ミニガイド」、「暮らしに街に活きる地方税」、「わかりやすい自動車二税」
を毎年度作成し、都税事務所、区市町村の窓口、都内税務関係機関等に配置し、広く
都民に配布しております。

○都民対象講演会の開催
　平成３年度より納税思想普及宣伝事業として税金と地域社会の関わり、身近な税のお
話と、著名な講師に講演をお願いしており、毎年度、多くの都民の方に参加して頂いてお
ります。本年度は、元オリンピック選手で緻密な取材力でマラソン・駅伝などの解説で有
名な増田明美さんに「自分という人生の長距離ランナー」と題したご講演を頂きました。

（公財）東京税務協会だより

公益財団法人  東京税務協会

公益財団法人  東京税務協会

地方税
暮らしに
　街に
　　活きる

平成29年
８月発行
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○納税キャンペーンの実施
　東京納税貯蓄組合総連合会の皆様、税務関係機関と共同で、駅街頭等でチラシ等の
配布活動を通して、地域住民の方に対する普及活動を行っております。本年度は、
JR立川駅で実施しとても好評でした。

○租税教育への協力
　東京都租税教育推進協議会の協力団体として、都内学校教育における租税教育推進
の一環として、児童・生徒に対し税の役割などを理解してもらう活動（中学校の租税
教室に講師派遣）を継続的に行っております。

○税務広報資料室の運営
　地方税に関する専門図書や貴重な資料を常時展示し、税務行政に携わる方や一般都
民の方への閲覧、貸出しを行っている税の専門図書館です。

　以上が、当協会で取り組んでいる「税知識の普及啓発事業」の概要です。

　当協会では、税務関係の書籍を販売しておりますが、その中で、一般の方からの注文が
多い書籍を紹介させていただきます。

個人住民税実務の手引

平成30年５月
発行予定
A5判
価格未定

【参考】
29年 1,230円

地方税ガイドブック

平成30年５月
発行予定
A5判
価格未定

【参考】
29年 2,160円

法人住民税実務の手引

平成30年５月
発行予定
A5判
価格未定

【参考】
29年 1,230円

お申込みは電話、ファクス、ホー
ムページなどで受け付けております。
（公財）東京税務協会
電　話：03-3228-7998
ファクス：03-3228-7878
U R L：http://www.zeikyo.or.jp
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　平成29年度地区協議会が、昨年10月６日（金）の城西地区を皮切りに、10月30日（月）
の城南地区までの間に、全ての地区で順次開催されました。今回の協議会では、「軽減税
率制度などの税務広報の取り組みについて」を重点議題とし、また、各地区協議会独自の
議題がある場合は、その議題を取り上げることとしました。各地区協議会では、事前の周
到な準備により活発な意見交換が行われ、また、重点議題以外のテーマについても熱心な
議論がなされました。

～平成29年度地区協議会～

コの字型会議方式で行われた中央地区協議会 地区連別に着席して行われた城東地区協議会

国際会議方式で行われた城西地区協議会 教室型会議形式で行われた城南地区協議会

コの字型会議形式で行われた城北地区協議会 パネルディスカッション形式で行われた多摩地区協議会

発表風景 会議後の研修で租税劇上演（多摩地区）

特集
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平成29年度　地区協議会意見等一覧

地
区

開催月日・場所
参 加 人 員
当番地区連合会
（次回当番地区連合会）

態　　　様 主　　な　　意　　見　　等

中
　
央

10月24日（火）
中央区役所

（８階大会議室）

69名　参加
京　橋　納　連
（新　宿　納　連）

（コの字型会議方式）
①軽減税率制度などの
税務広報の取り組み②
実態の伴った組合員名
簿の作成③自主財源の
確保対策④税知識の普
及と納税思想の高揚策
⑤納税準備預金の開
設、について各地区連
が選択し発表後、質疑
応答を行った。

○組合員名簿は、自主財源・組織増強の要となるもので今後の納貯活動を左右する
ものであり、組合員名簿を作成することは重要である。実態の伴った組合員名簿
があれば、次期役員候補の発掘や納貯活動への働きかけも可能となる。名簿の整
理に当たっては総会通知を行っている65組合からの名簿提出を計画している。
○平成28年１月、さわやか信用金庫による納税資金積立用の新預金の商品化も実現
した。「管内関係民間12団体推奨」と明記したPRチラシも作成していただいた。
募集開始から９ヶ月間で3000口を超える約48億円が納税資金として積み立てら
れ、直近では61億円に増加している。今後、消費税を中心とした期限内納付の推
進に大きく貢献することが期待される。

城
　
東

10月16日（月）
曳舟文化センター
（レクホール）

85名　参加
向　島　納　連
（葛　飾　納　連）

（教室型会議形式）
①「税務広報の取り組
み」について、幹事地
区連がアンケート調査
結果を発表。その他②
向島納連のあり方、③
税知識の普及と納税思
想の高揚策、④組織増
強運動をそれぞれ向島、
葛飾、江戸川北の各地
区連が発表した。

○「すみだまつり」やバス研修、ボウリング大会など一つ一つ積極的に地域活動を継
続していくことが、「納税貯蓄組合」の名前を広めていく啓発活動だと考える。その
ため、既存の役員、組合、組合員の帰属意識を高め、自らが納貯組合の活動に参加
している意識を忘れずに、さらに新たな役割を見いだしていく努力もしていきたい。
○区民祭り等に参加して感じるのは、自分より若い人にこの活動を手伝ってもらう
ためにどうしたら良いか、ということ。「作文」の次の若い人向けの企画を考案
できないか。例えば、AIのロボットとPCを活用した中学生が、税額計算を競争
するゲームなどはどうだろうか。もっと五感を働かせて、納連も世の中の実態に
合わせて変わって行かなければならない。
○葛飾納連では、初回から第50回まで、作文の入選作品の冊子を葛飾区内全ての中
学校の教職員・生徒全員に配付している。もしも、応募のあった中学校の応募し
た生徒だけを対象に冊子を配付している地区連があるとすれば、それはまったく
の手抜きである。

城
　
西

10月６日（金）
杉並区役所中棟６階
（第４会議室）

81名　参加
杉　並　納　連
（板　橋　納　連）

（国際会議形式）
①軽減税率などの税務
広報の取り組み、②自主
財源の確保対策、③組
織増強運動、④中学生
の「税についての作文」
募集等10議題について
テーマを選択し各地区連
が発表後質疑応答

○杉並納連では、作文募集で６月下旬頃から署の方と一緒に学校を訪問している。
その際、できるだけ早く租税教室を開催してもらうよう依頼している。税を扱う
社会科の授業が２学期になってしまうと、作文に協力してもらえないこともある
ので、夏休み前の租税教室開催が効果を上げている。
○豊島納連では、作文の優秀者に賞状を渡す場合、納連の役員と当該表彰の提供者
（税務署長さんや都税事務所長さん等）が手分けして、学校の全校朝礼の日に学
校にお邪魔して賞状を授与している。他の生徒からも注目を浴びることから、特
定の場所の表彰式で授与するより、生徒への励みになると思う。

城
　
南

10月30日（月）
世田谷区民会館別館
（三茶シャレナアド５階）

91名　参加
北　沢　納　連
（渋　谷　納　連）

（コの字型会議方式）
①軽減税率制度などの
税務広報の取り組み②
東総連に期待するこ
と、について各地区連
が発表後、質疑応答を
行った。

＜東総連に期待すること＞という議題についての意見
○東総連HPは、一般の人には難しいので、納連設立の動機、歴史的な活動、納連
の役割・必要性などわかりやすい内容にしてもらいたい。当納連は、納連の活動
をケーブルテレビで紹介している。
○各署連からの貴重な情報、要望を真摯に受け止め、慎重に審議し、応えられるよ
うにしてもらいたい。全国的には休止状態の県連もあるが、納貯活動は全国524
税務署管内の納貯組合がすべて参加しての活動でなければならない。東総連は、
各署連に一層自立した活動ができる体制の強化を進めるとともに、48署連の実情
を把握し、運営活動に適切な情報・指針を示し、リードしていくことを期待する。

城
　
北

10月13日（金）
台東区民会館

（８階第２会議室）

67名　参加
浅　草　納　連
（北　区　納　連）

（コの字型会議方式）
①軽減税率制度などの
税務広報の取り組み②
組織増強運動③実態の
伴った組合員名簿の作
成④地域コミュニティ
の推進⑤自主財源の確
保対策⑥口座振替納税
制度の普及拡大等につ
いて、各地区連が発表
後、質疑応答。終了後
意見交換会実施。

○軽減税率制度そのものが難しいことから、最初に役員自ら勉強する必要がある。
常任理事会において税務署の担当官を講師にパンフレットにより勉強会を実施し
た。今後も機会あるごとに勉強会を実施していく。また「税のクイズラリー」
（11月）、「確定申告キャンペーン」（２月）、「３税合同納税キャンペーン」（５月）
などにおいて、パンフレットを手渡しながら説明する街頭広報を実施する。
○一日税務署長については、条件が整えば税務署と一体となって実施してもらいた
い。一日税務署長は税の作文事業の一環として実施するものであり、他の団体と
やるものではなく、税務署と納連が共催で実施するものである。記念品は納連が
対応し３者（署連名、局連名、東総連名）を明記していただきたい。実施に当た
っては学校、父兄、生徒の協力も必要である。

多
　
摩

10月26日（木）
東村山市民ステーション
（サンパルネ）

85名　参加
多摩武蔵　納　連
（西 多 摩 納 連）

（パネルディスカッシ
ョン形式）
①軽減税率などの税務
広報の取り組み、②自
主財源の確保対策、③
組織増強運動、④他税
務協力団体との連携・
協調について各地区連
代表が報告を行い、そ
の後質疑応答。終了後
研修会（租税劇）実施。

○組織強化拡大は、将来の連合会の存続、事業活動の充実、自主財源の確保という
観点から、必要不可欠である。組織強化の具体策として以下の事柄を実践してい
る。ア会員の人脈を活用する。イ明確な獲得目標値を設定する。ウ会の趣旨や活
動内容を理解してもらい、価値を感じてもらう。エ交流が図れる事業（懇親会付
き）を実施する。オ年会費の安さをPRする。カ入会申込書を常時携帯し、タイ
ミング良く出す。キ会長自ら加入勧奨する。
○多摩地区では、三鷹市と武蔵野市以外では市連が解散し、市からの補助金もなく
なった。多摩地区でも「納税貯蓄組合はこういう活動をやっている、こういう効
果がある、だからその活動のために補助を出してもらいたい。」という文書をつ
くり、それを各市の首長に渡すような要請活動をそれぞれの地区連会長にやって
もらいたい。
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　税務署と納貯組合共催による「中学生の一日税務署長」のイベントが、各地の税務署で開催さ
れ、中学生の署長が活躍しました。以下、その一部をご紹介します。

○�京橋税務署・京橋納連では、平成29年12月20日（水）、東京局連優秀賞受賞
者奥田夏加さんに委嘱して、一日税務署長を実施しました。当日は報道機
関インタビュー応答など盛り沢山の職務をこなしました。

○�足立税務署・足立納連では、12月13日（水）、足
立税務署長賞を受賞した宮地梨乃さん、間宮聡美
さんに委嘱して一日税務署長を実施しました。足
立納連の八木澤会長と名刺交換するなど、署長と
して初仕事をこなしました。

○�荻窪税務署・荻窪納連では、12月21日（木）東京局連会長賞を受賞した德樂
香奈子さんに委嘱して一日税務署長を実施しました。署長と記念撮影後、
署長訓示（受賞作品朗読）をしました。

○�目黒税務署・目黒区納連では、12月14日（木）、
目黒税務署長賞を受賞した藤枝桃子さんと、東京
局連優秀賞を受賞したアンダーソン圭那さんに委
嘱して一日税務署長を実施しました。当日は商店
街のキャラクターも参加しました。

○�荒川税務署・荒川納連では、12月25日（月）、荒川税務署長賞を受賞した夏
木綾加さんに委嘱しました。当日は所内視察や模擬決済・署長訓示なども
行いまた夏木さんから活発に質問もされ、大変有意義な一日になりました。

地 区 連だより地 区 連だより

署長、納連会長と記念撮影 インタビュー対応中

署長と記念撮影 署長訓示（受賞作品朗読）

当日参加者の皆さん

署長、納連会長と記念撮影

模擬決済中 電話対応中
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訂正のお知らせ

　平成29年11月15日に配布した平成29年度版「東総連役員名簿」に以下のように誤りが
ありました。
　P41　顧問　濵田光一氏の名前表記が誤って幸一となっていました。お詫びして訂正
いたします。皆様のお手元の役員名簿について修正方宜しくお願い申し上げます。

開 催 月 日 事　　　業　　　名 会　場　等

４月11日（水） 東総連会計監査 東総連事務局

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42回東京局連定時総会 上野精養軒

６月18日（月） 全納連第61回定時総会 上野精養軒

６月25日（月） 第２回正副会長会
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） 地区連合会長・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） 第６回東総連リーダー研修会 上野精養軒

10月２日（火） 東総連作文審査会 上野精養軒

11月11日（日）
～

11月17日（土）
税を考える週間

11月22日（木） 東総連青年部・女性部バス研修会 上野精養軒

12月７日（金） 第２回正副会長・常任理事会 上野精養軒

平成31年
１月上旬 年始挨拶・第５回正副会長会 東京都主税局・新宿

１月15日（火） 平成30年度納貯功労者表彰式・平成31年新年賀詞交歓会 上野精養軒

２月14日（木） 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

３月上旬 第３回正副会長・常任理事会 上野精養軒

今後の東総連等事業日程（予定）
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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

４月から固定資産税における
土地・家屋の価格等がご覧になれます（23区内）

◆ 縦覧期間　平成30年4月2日（月）から7月2日（月）まで（土・日・休日を除く）
◆ 縦覧時間　9時～17時
◆ 縦覧場所　土地・家屋が所在する区にある都税事務所　
　 ＜縦覧できる方＞
　　 平成30年1月1日現在、23区内に土地・家屋を所有する納税者の方
　 ＜縦覧できる内容＞
　　 所有資産が所在する区で課税されている土地・家屋の価格など(縦覧帳簿）
（注）納税通知書は6月1日（金）に発送予定です。

　東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を
行うことを防止し、納税者の皆様の個人情報保護を図るために、縦覧時の本人確認等を厳格に行っ
ております。詳しくは、主税局のホームページをご覧いただくか、土地・家屋が所在する区にある
各都税事務所にお問い合わせください。

「納税通知書送付先変更届」の
提出はお済みですか？

　お引越しをした場合など、送付先が変更になった場合は「固
定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届」を所管の都税
事務所にご提出ください。
　なお、この変更手続は納税通知書の送付先住所を変更するた
めのものです。納税通知書の送付先住所以外の変更はできませ
んので、ご注意ください。
＜変更できないもの（例）＞
不動産登記簿上の所有者の住所・氏名、納税通知書の名義人の氏名
※海外へ移転される方は、納税管理人を定めてご申告いただく必要があります。

～東京都主税局から固定資産税（23区内）についてのお知らせ～

住民票の異動手続をされても、固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先は変更されません！

主税局
イメージキャラクター
タックス・タクちゃん

インターネットからも
送付先の変更が行えます。
パソコンやスマートフォンから
お手続いただけます。
東京都　電子申請 検索

＜東京都主税局ホームページ＞　http://www.tax.metro.tokyo.jp/

　土地を保育所等設置者へ有料で直接貸し付けた場
合、固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。

新 減免制度のお知らせ

東京都　有料保育所減免 検索

お引越しを
された皆様へ

Twitter
アカウント
＠tocho_syuzei

Facebook
ページ名
東京都主税局

公式SNS
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