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ウッカリを　シッカリふせぐ　口座振替

旧前田侯爵邸洋館（目黒区立駒場公園）。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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４ 　月
★東総連平成29年度会計監査（４月11日（水）：東総連）
　近藤会長及び担当役員立ち会いのもと、平成29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11日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　定期総会の議案等について
　　　　　２　定期総会の運営について
　　　　　３　東京都補助金について
　　　　　４　その他

★ 第１回正副会長・常任理事会 
（５月11日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　第62回定期総会の開催について
　　　　　２　第62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

６ 　月
★第41回東京局連定時総会（６月15日（金）：上野精養軒）

★第61回全納連定時総会（６月18日（月）：上野精養軒）

★第62回東総連定期総会（６月25日（月）：上野精養軒）
　本年度の東総連定期総会は、東京国税局の山下徴収部長、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。
　近藤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地域
における広報活動を充実し、平成31年10月からの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30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、豊田監事（多摩武蔵納連）が常任理事に、木目田理事
（まちだ納連）が監事に選任されました。また、古川常任理事（世田谷納連）が相談
役に承認されました。

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

正副会長会の風景

正副会長・常任理事会の風景
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　引き続いて、新たに地区連合会長になられた伊賀理事（新宿納連）、幸德理事（葛
飾納連）、宇津木理事（世田谷納連）、石山理事（武蔵府中納連）の４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古川常任理事（世田谷納連）、川野理事（葛飾
納連）、松本理事（武蔵府中納連）にそれぞれ近藤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。
　定期総会後に開催された懇親会は、小池東京都知事、宮下東京税務協会理事長ほか
多数の来賓にもご出席いただき、和やかに行われました。

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挨拶

総会の様子

総会懇親会の風景

懇親会での小池都知事ご挨拶

７ 　月
★東総連青年部・女性部合同正副部長会議（７月３日（火）：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

★第36回東総連青年部総会、第37回東総連女性部総会（７月９日（月）：上野精養軒）
　東総連青年部・女性部総会は７月９日（月）、上野精養軒で開催され、今年度は、
「結束」と「前進」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
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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30年度活動計画（案）他全議案が可決承認されました。

司会の渡邉女性部副部長 開会挨拶する市川女性部副部長 議長の石川青年部長と小田長女性部長

★東総連青年部・女性部合同研修会（７月９日（月）：上野精養軒）
　東京税務協会と共催の東総連青年部・女性部合同研修会が、青年部・女性部総会後
に組合員等の参加のもと開催されました。
　第一部では、近藤会長から、「今後の東総連に向けて」と題して、これまで納税貯蓄
組合が果たしてきた成果や、今後、期待される役割などについてお話をいただきました。
　第二部では、エジプト日本科学技術大学　副学長　鈴木　正昭氏を講師にお迎え
し、「日本の心を世界に」と題して、JAICAを通じて日本が果たしてきた国際貢献や、
エジプトの庶民の暮らしなどについてご講演をいただきました。余り馴染みのないイ
スラム圏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・女性部員等81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。

講演する鈴木講師宮下税務協会理事長ご挨拶 講話する近藤会長

★共同事業協議会（７月17日（火）：東京税務協会）
　７月17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。

★ 第２回正副会長・常任理事会 
（７月25日（水）：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25日（水）：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

協議会風景

会議風景
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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（金）：上野精養軒）
　　議題：１　平成29年度地区協議会実施状況及び意

見集約について
　　　　　２　平成30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24日（金）：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10回目となり、
東総連からは５名が参加しました。
　本研修は、e-Taxの普及状況を踏まえ、本年度をもって終了することとなりました。

★地区連実地調査（その１）（８月28日（火）～９月10日（月））
　主税局による地区連実地調査（その１）が６地区連（麻布納連、江東西納連、杉並
納連、豊島納連、浅草納連、北区納連）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。

９ 　月
★第３回正副会長会（９月５日（水）：上野精養軒）
　　議題：１　今後の活動について
　　　　　２　各部門からの進捗報告
　　　　　３　その他

★東総連リーダー研修会（９月５日（水）：上野精養軒）
　第６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87名が参
加しました。「納連活動の基盤確保（公的補助金の根拠と仕組み）」と題して、雪谷納
連副会長の須藤常好氏より講演をいただきました。
　永年、地方自治体の第一線でご活躍された須藤講師の豊富な資料による分かり易い
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。

合同会議風景

正副会長会風景
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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 研修会風景

10　月
★東総連作文審査会（10月２日（火）：上野精養軒）
　10月２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30年度地区協議会の開催（10月９日（火）～10月30日（火））
　平成30年度の地区協議会が、10月９日（火）の城東地区を皮切りに、10月30日（火）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）

11　月
★東総連・（公財）東京税務協会による共催事業の実施 
（11月２日（金）：東武東上線大山駅周辺商店街）
　東総連と（公財）東京税務協会は共催事業として、11月２日（金）、東武東上線大山
駅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。
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地 区 連だより地 区 連だより
　今年、各地区連では、都内各地で納税を呼び掛ける様々なイベントを実施しました。以下
では、その一部をご紹介します。

○一日税務署長を実施（品川納連）
　品川税務署と品川納連では、１月16日（火）、品川税務署長賞を受賞した佐伯小遥さんと成
田聖菜さんのお二人に委嘱して、一日税務署長を実施しました。当日は、委嘱状を交付した
のち、署内見学や名刺交換、模擬決裁を行うなど、盛り沢山の一日となりました。

委嘱状の交付 記念撮影

○納貯の日キャンペーンを実施（京橋納連）
　京橋納連では、４月９日（月）、数寄屋橋公園におい
て納貯の日キャンペーンを実施しました。当日は晴天
の中、多数の参加者を得て、用意したグッズを配布し
ながら道行く人に納税への協力を呼び掛けました。

○納貯の日キャンペーンを実施（目黒区納連）
　目黒区納連では、４月10日（火）、学芸大学駅周辺の
商店街などにおいて納貯の日キャンペーンを実施しまし
た。当日は、イータ君に加えて、目黒区商店街連合の公
式マスコットキャラクターであるスマにゃんも参加し、
商店街の訪問客などに納税への協力を呼び掛けました。

○納税キャンペーンを実施（八王子納連）
　八王子納連では、５月11日（金）、JR八王子駅・京王
八王子駅周辺において、八王子税務署や八王子都税事
務所、八王子市と合同で納税キャンペーンを実施しま
した。当日は、多数の参加者とともにグッズを配布し
て期限内納税やe-Tax、eLTAXの普及などへの協力を
呼び掛けました。

○広報車で納税をPR（本郷納連）
　本郷納連では、７月18日（水）、広報車によるPRを実
施しました。当日、本郷税務署の駐車場で行われた出
発式には、蝶名林本郷税務署長、入江文京都税事務所
長、宮原文京区税務課長なども出席し、広報車の出発
を見送りました。なお、この事業は、年３回ほど実施
されています。

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

キャンペーン参加者の皆さん

出発式参加者の皆さん
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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９回目となる税のキャンペーンを、東京税務協会との共催事業として、11月２
日（金）、東武東上線大山駅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
の参加により実施しました。当日は、板橋都税事務所駐車場において開始式が行われ、
挨拶の後、小川東総連青年部長によるキャンペーン開始のかけ声とともに、70名近い参
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、用意したチラシ・グッズ
（3,000セット）の配布はあっという間に終了となりました。

納連関係者打合せ 挨拶する宮下東京税務協会理事長開会挨拶をする近藤東総連会長

挨拶する近藤板橋税務署長 挨拶する小林板橋区納税課長挨拶する小林板橋都税事務所長

キャンペーンの様子

挨拶する田中板橋納連会長 東京税務協会の皆さん出陣式で音頭をとる小川青年部長

キャンペーンの様子 キャンペーン参加者の皆さん
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　平成30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。ご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 30 年 度   各 表 彰 受 賞 者 の ご 紹 介

（財務大臣表彰） 　

　大　沢　榮　一（浅草納連会長） 　

（国税庁長官表彰） 　

　秋　山　としこ（玉川納連会長） 　

（東京国税局長表彰） 　

　小　嶋　博　次（京橋納連会長） 　小　澤　俊　雄（荻窪納連副会長）

　田　村　　　博（北区納連副会長） 　望　月　壽　夫（荒川納連副会長）

☆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）

　隠　岐　十子江（神田納連副会長） 　土　屋　　　勝（西新井納連会長）

　五十嵐　公　昭（豊島納連副会長） 　福　嶋　ヒ　ロ（板橋納連副会長）

　鈴　木　國　夫（目黒区納連副会長） 　市　野　直　春（渋谷納連会長）

　木　下　守　康（上野納連副会長） 　望　月　壽　夫（荒川納連副会長）

（東京都主税局長表彰　個人）

　小野里　耕　作（麹町納連副会長） 　大　熊　　　勝（四谷納連会長）

　柴　田　重　俊（本所納連副会長） 　瀬　下　裕　子（江東東納連副会長）

　渡　邉　豊　子（西新井納連副会長） 　石　出　久　代（葛飾納連副会長）

　筒　井　　　弘（杉並納連監事） 　田　中　良　幸（板橋納連会長）

　八重田　　　茂（練馬東納連副会長） 　渡　部　偉　一（品川納連支部長）

　中　野　　　章（蒲田納連副会長） 　宍　戸　平　和（北沢納連副会長）

　廣　部　雅　子（玉川納連副会長） 　上　田　　　清（本郷納連副会長）

　菅　田　榮　子（上野納連副会長） 　持　丸　恵　子（荒川納連副会長）

　串　田　九二男（八王子納連理事） 　中　澤　一　浩（まちだ納連副会長）

　三　森　五　郎（武蔵野納連副会長）

（東京都主税局長表彰　団体）

　品川納税貯蓄組合連合会
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会 長 挨 拶
〜第62回東総連定期総会〜
会 長 挨 拶

〜第62回東総連定期総会〜

会長　　近　藤　忠　夫
　本日、ここに第62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。
　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なご貢献をいただいた、古
川常任理事をはじめ３名の方々がご勇退されます。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す。
　ところで、昨年11月には東総連の木下一彌顧問がご逝去されました。また、本年１月に
は阿出川武雄顧問がご逝去されました。この４月には小坂勝美理事がご逝去されておりま
す。それぞれの方々には、本郷納連、西新井納連、新宿納連の会長として活躍されるとと
もに、顧問及び理事として東総連の運営にご尽力をいただきました。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
なっております中学生の「税についての作文」については、平成29年度は、応募校数、応
募編数ともに、前年度を上回るなど、大きな成果を挙げたところでございます。これもひ
とえに税務機関並びに各地区連合会の会長さんを始めとする役員・会員の皆様方のご努力
のお陰であり、厚く御礼を申し上げます。
　また、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「一日
税務署長の事業」は、一昨年度、東京局納連及び東京国税局のご発案により実施されまし
た。この事業は、昨年度は東総連48署連の半数の地区連で実施されました。一日税務署長
を体験した中学生が、長じてから納税道義の高揚を図る良き牽引役となってくださるよ
う、お守り、育てていただきたいと存じます。
　今年度の事業計画につきましては、後ほど役員から説明があると思いますが、私からは
４点ほど述べさせていただきます。
　第一は、納税貯蓄組合の組織強化と財政基盤の確立です。納貯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。多くの地区連で納税貯
蓄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。両部の活動の中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。納税貯蓄組合は東京国税
局、東京都主税局、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と思います。組合員名簿が作成され、納貯組合の明確化が図ら
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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
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、地域の金融機関へ働きかけていただきたいと存じます。
　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。
　ところで、平成31年10月からいよいよ消費税の税率引き上げと軽減税率制度の導入が実
施されます。特に軽減税率制度については、新しい制度であるだけに税務署と連携してそ
の普及・広報に尽力してまいりたいと存じます。
　地区連におかれては、所管の税務署、地域の納税協力団体と緊密に協力し、広報活動に
取り組んでいただきたいと思います。
　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、果たしていきたいと考えております。
　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ま
しても、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

― 　 ―10



祝 辞
〜第62回東総連定期総会〜

祝 辞
〜第62回東総連定期総会〜

東京国税局徴収部長　　山　下　和　博
　東京納税貯蓄組合総連合会の第62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、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。
　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、消費税の完納推進宣言式や街頭キャンペーンの実施、振替納税
及びダイレクト納付の普及活動など、期限内納付の推進に向け積極的に取り組んでいただ
きましたことに、心から感謝申し上げます。
　また、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
７万６千編を超える多くの御応募をいただきました。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。
　昨年度においては、作文事業の上位入賞者を対象とした「一日税務署長」イベントを、
納税貯蓄組合との共催イベントとして東京国税局管内46署において実施し、作文事業の一
層の充実と納税貯蓄組合のPRに大きな成果を挙げることができました。
　このような皆様の御尽力に対しまして、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、マイナンバー制度につきましては、税務関係書類への番号記載や本人確認書類の提
示又は写しの添付など皆様の御協力により、円滑な導入が図られたものと考えております。
　今後も制度の更なる普及及び定着に向け、周知・広報に御協力をお願い申し上げます。
　また、消費税の軽減税率制度につきましては、皆様ご承知のとおり、来年10月の消費税
率の10％への引上げと同時に実施されます。
　この軽減税率制度は、免税事業者を含む多数の事業者の方々にとって、商品管理や区分
経理等のための準備が必要となるものです。
　国税当局としましても、事業者の皆様に制度の内容を十分御理解いただき、準備を円滑
に進めていただけるよう、関係府省庁や関係民間団体等との緊密な連携を図りながら、周
知・広報等に取り組んでまいります。
　貴連合会の皆様におかれましても、説明会の開催を御検討いただくなど、引き続き、軽減
税率制度の周知・広報等に御理解と御協力をいただきますよう、改めてお願い申し上げます。
　私どもといたしましては、今後と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、税務行政に
対するお力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、東京納税貯蓄組合総連合会をはじめとする納税貯蓄組合の益々の
御発展と、本日御臨席の皆様の御健勝と事業の御繁栄を心から祈念いたしまして、私から
の祝辞とさせていただきます。
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〜第62回東総連定期総会〜

祝 辞
〜第62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62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。
　御列席の皆様には、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。
　さて、東京都における今年度当初予算の都税収入は、５兆2,332億円と、堅調な企業収
益を反映して、２年ぶりの増収を見込んでおります。しかし、平成30年度税制改正におけ
る地方消費税の清算基準の見直しにより、1,000億円を超える減収の影響を受けており、
平成28年度決算額を下回る見込みとなっております。
　また、平成31年度の税制改正へ向けて、地方自治体間の税源偏在を是正すべしとの議論
が進められており、東京都をはじめとする都市部の税収が狙われているという状況もござ
います。
　こうした現状を打開するため、小池都知事を先頭に、真の地方分権を見据えた地方税財
源のあり方について検討を重ね、東京都の主張を発信してまいります。
　東京都は、２年後に迫った東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催準備はも
とより、待機児童の解消や超高齢社会への対応、災害に強い都市づくりなど、都の直面す
る重要課題に、果敢に取り組んでいかなければなりません。
　また、日本全体の持続的成長を実現するためにも、東京に積極的な投資を呼び込み、激
化する国際的都市間競争に打ち勝っていくことが必要であり、健全な財政基盤を確実なも
のにすることが何よりも重要であります。
　東京都の財政基盤を支える歳入所管局である私ども主税局は、都税収入の確保に向け、
最大限の努力を重ねてまいりますが、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添えが不可欠でございます。
　今後も皆様との一層の連携を深め、円滑な税務行政を推進してまいりますので、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、東京貯蓄組合総連合会及び地区納税貯蓄組合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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納連活動の基盤確保（公的補助金の根拠と仕組み）

30年度リーダー研修会　講演要旨

平成30年９月５日（水）　於上野精養軒
講師　雪谷納税貯蓄連合会　副会長　須藤　常好氏

〈要　旨〉
１　取り巻く環境の変化

　納税貯蓄組合法が制定されてから67年経つ。この間に世の中は大きく変わった。納税貯蓄

組合を取り巻く環境の変化のうち大きなものを３点挙げることができる。

　第一には、租税滞納残高の減少である。平成の30年間に限ってみると平成３年バブルの崩

壊があり、滞納が増えて平成10年には２兆8149億円まで膨らんでしまった。その後19年間、

減り続けて平成29年度には8531億円余りになった。滞納発生率も3.2％から1.2％に。国税庁発

足以来最も低い数値であり、ずいぶんと際立った変化である。減った要因は、徴収体制の強

化策、例えば国税庁による集中電話催告センター室の設置のほか景気回復、納税意識の高ま

り等によるものと考えられる。納税道義を高めていくうえで納連の活動には意義がある。

　第二には、納貯組合の活動資金の減少である。主要財源の一つであった保険会社等からの

手数料が48連合会のうち、31もの地区連で廃止を余儀なくされている。地方公共団体からの

補助金が交付されていない納連もある。こうした厳しい状況は他県でも同様である。

　第三には、納貯法そのものへの批判がみられる。ネット上では要約すると次のような意見

が出ている。「納貯法は、戦後新たに庶民一般が課税対象に広げられたため予め貯蓄による

納税奨励策が必要だった。そこで納貯組合に納税通知書が一括して送付されていた時代もあ

ったが廃止された。納税組合自体も廃止すべきだ。」この意見は東北地方にある村の納貯組

合に対するものであり、直ちに東京に当てはまるものではないが留意しておくべきであろう。

２　今後の方向性

　納連活動の今後を考える際に押さえるべき視点として、次の４点がある。

　まずは、納税道義の高揚である。昭和42年に全納連が始めた中学生の「税についての作

文」は、全国の７割の中学校から、61万人もの中学生が応募する大きな事業となっている。

平成20年度からは、国税庁との共催行事になるなど発展している。

　新しい取り組みもある。３年前から税の作文で優秀賞を得た中学生に一日税務署長になっ

ていただく取り組みを東京国税局管内納税貯蓄組合連合会と東京国税局が共催で創設した。

東総連では、昨年度48署連のうち半数の地区連が実施した。

　若年会員の増強が不可欠である。今の中高年は、都市インフラの整備が進められた世代で
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あり、納税による恩恵感も若者世代に比べて高いと推察される。今後、超高齢化社会がます

ます進展し、団塊の世代が全て75歳に達する2025年には、社会福祉費が急増する。若人世代

の担税に対する納得性を高める取り組みが不可欠となる。

　加えて都・県を超えた交流の推進である。東京国税局管内納税貯蓄組合連合会（東京都、

神奈川県、千葉県、山梨県）では、平成27年から国税局管内の会報を創刊した。都や県の区

域を超えて、各連合会の取り組みをお互いが知ることにより、横断的な知見を得ることがで

きるようになった。

３　具体的方策

　納税貯蓄組合が活動基盤の確保に取り組むべき具体策として、以下を提案したい。

　第一に、公的な補助金の根拠と仕組みを理解することである。納税貯蓄組合法は、「国又

は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、…予算の範囲内において、補助金を交付すること

ができる。」と定めている。これは納貯組合を対象とした特別法であるが、地方公共団体が

補助金を交付する場合には、一般法として地方自治法第232条の２（寄附又は補助）の規定

がある。いずれもいわゆる「できる規定」であり、義務付けられたものではない。

　東京都の場合、これらの法に基づいて東京都納税貯蓄組合補助金交付条例及び交付要綱が

定められている。それぞれの都道府県や区市町村により要綱の有無や内容が異なり、決して

一様ではない。

　例として東京都をみると、補助金の算定方法は、補助対象となるのは、対象事業について

の広報費や研修会場費、作文関係費等に限定されている。また、補助金額は都の予算の範囲

内において、各地区連の事業量に応じて算定される仕組みとなっている。

　特別区でも同様な要綱を定めている。法律、要綱による補助要件のポイントは、公益性と

活動量にある。納連の自立性を高め、組織活性化のために財政基盤の強化は不可欠である。

　第二に租税教育への支援の強化である。納税貯蓄組合への補助は、毎年実施している中学

生の「税についての作文」事業といった高い公益性に着目して交付されている。納税貯蓄組

合としては、近い将来、納税者となる人々が自ら進んで税を納めたくなる世の中にしていく

ことを念頭に、今後も租税教育の支援に力を注いでいく必要がある。

　なお、租税教育に関しては、中学３年生の公民の教科書では後半に掲載されている例が多

い。作文応募が夏休みの宿題とされ、提出締め切りを９月上旬としていることから、租税に

関する授業を夏休み前に済ませていただくと作文との連動性が期待できる。地区納連役員が

作文募集に学校を訪れる際には、授業と作文応募との連動性を学校に要請することを提案し

たい。
＊文中、意見にわたる部分は私見である。
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　★内閣総理大臣賞 １編（北海道）
　★総務大臣賞 １編（茨城県）
　★財務大臣賞 １編（香川県）
　★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（東京都１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
　★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 109編

　国税庁との共催事業である第52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２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75,354編、応募校数は697校で、昨年度に
比べ、作文数では1,468編減少し、応募校数で２校増加しました。また、全国では応募作
文数は　593,795編、応募校数は7,511校で、昨年度に比べ作文数で22,277編の減、応募校
数で17校の減となりました。
　東総連では、各地区連から選ばれた205編について、68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（火）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30年度（第52回）

中学生の「税についての作文」
～都内の応募校数は対前年度２校増加～
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★国税庁長官賞
　江東区立有明中学校３年工藤　羽奈

　東京都立富士高等学校附属中学校３年 太田　久美

　大田区立南六郷中学校３年 東使　未久

★東京都知事賞
　世田谷区立松沢中学校３年 梶浦　太智

★東京国税局長賞
　江東区立第二亀戸中学校３年 和久井　優

　足立区立千寿青葉中学校３年 松浦　郁希

　板橋区立志村第四中学校３年 佐藤なのは

　練馬区立大泉中学校３年 前田　怜音

　品川区立荏原第五中学校９年 宇佐美　悠

　東京都市大学付属中学校３年 笠谷幸太朗

　小金井市立緑中学校３年 藤田　咲月

　小金井市立小金井第一中学校３年 畔田　詩央

★東京都主税局長賞
　板橋区立高島第一中学校３年 流石　風香

　八王子市立別所中学校３年 中川紗優梨

　武蔵野市立第二中学校３年 大倉のどか

★一般財団法人日本税務協会会長賞
　大田区立大森第六中学校３年 後藤　健介

★公益財団法人全国法人会総連合会長賞
　東京都立白鷗高等学校附属中学校３年 山田　佳怜

★全国納税貯蓄組合連合会会長賞
　墨田区立吾嬬立花中学校３年 大津山　祥

　足立区立花畑中学校３年 松下　茉弥

　稲城市立稲城第三中学校３年 西尾みすず

★全国納税貯蓄組合連合会優秀賞
　東洋英和女学院中学部３年 佐野　仁美

　江戸川区立上一色中学校３年 山口　真央

　練馬区立開進第四中学校３年 浅見　優佳

　東村山市立東村山第一中学校３年 秋山　尚人

★東京国税局管内納税貯蓄組合連合会会長賞
　足立区立入谷南中学校３年 大井　碧純

　葛飾区立青葉中学校３年 細木　　聡

　練馬区立大泉第二中学校３年 植草　結衣

　目黒区立第九中学校３年 竹尾　　萌

　大田区立馬込中学校３年 田中みらの

　渋谷教育学園渋谷中学校３年 黒沢　優衣

　北区立赤羽岩淵中学校２年 二本木花月

　あきる野市立秋多中学校３年 坂本　直樹

　福生市立福生第一中学校３年 竹本　珠吏

　八王子市立椚田中学校３年 田口耕太郎

　稲城市立稲城第四中学校３年 室井万由子

　多摩市立鶴牧中学校３年 新原　英器

　町田市立つくし野中学校３年 宇都宮理子

　国立市立国立第二中学校３年 岩谷　　瞳

　狛江市立狛江第一中学校３年 桑原満智子

　東久留米市立下里中学校３年 木村　那南

　西東京市立田無第四中学校３年 村上　柚花

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

30年度 29年度 増（△）減 提出数 地
区
連合会
名

30年度 29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 5 308 4 294 1 14 1

城
南
地
区

品　川 10 1,103 10 1,149 0 △46 3

神　田 3 112 3 158 0 △46 1 荏　原 6 593 6 633 0 △40 2

日本橋 2 783 2 648 0 135 2 目黒区 14 1,458 14 1,394 0 64 4

京　橋 3 336 3 291 0 45 1 大　森 10 1,480 10 1,702 0 △222 4

芝 20 624 17 576 3 48 2 蒲　田 12 1,486 12 1,501 0 △15 4

麻　布 7 624 6 563 1 61 2 雪　谷 8 898 8 839 0 59 3

四　谷 5 253 7 411 △2 △158 1 世田谷 17 1,425 16 1,611 1 △186 4

新　宿 6 424 6 431 0 △7 2 北　沢 10 1,257 10 1,178 0 79 4

城
東
地
区

本　所 8 968 8 921 0 47 3 玉　川 11 1,048 10 1,045 1 3 3

向　島 5 530 5 572 0 △42 2 渋　谷 10 544 10 609 0 △65 2

江東東 12 1,190 12 1,178 0 12 3

城
北
地
区

本　郷 10 308 9 365 1 △57 1

江東西 14 1,185 13 1,352 1 △167 3 小石川 9 658 10 687 △1 △29 2

足　立 19 2,472 19 2,375 0 97 6 上　野 5 1,517 5 1,520 0 △3 4

西新井 17 2,557 17 2,648 0 △91 7 浅　草 4 1,125 4 1,116 0 9 3

葛　飾 25 2,530 25 2,614 0 △84 7 北　区 20 1,688 20 1,605 0 83 5

江戸川北 24 3,076 24 3,172 0 △96 8 荒　川 11 926 11 1,083 0 △157 3

江戸川南 10 1,350 10 1,491 0 △141 4

多
摩
地
区

西多摩 26 2,358 28 2,576 △2 △218 6

城
西
地
区

中　野 16 1,345 16 1,201 0 144 4 八王子 37 3,362 37 3,451 0 △89 8

杉　並 16 1,131 15 1,017 1 114 3 南多摩 22 2,532 23 2,508 △1 24 7

荻　窪 12 1,084 14 1,124 △2 △40 3 まちだ 20 2,759 20 2,682 0 77 7

豊　島 9 918 9 817 0 101 3 多　摩 35 4,118 32 3,955 3 163 10

板　橋 26 3,600 28 4,122 △2 △522 9 武蔵府中 25 3,631 26 3,728 △1 △97 9

練馬東 24 2,617 24 2,792 0 △175 7 武蔵野 24 2,645 25 2,688 △1 △43 7

練馬西 13 1,768 13 1,754 0 14 5 多摩武蔵 40 4,650 39 4,675 1 △25 11

合　　計 697 75,354 695 76,822 2 △1,468 205

平成30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

　今夏、西日本は甚大な被害を受けました。テレビでは連日、被災地の過酷な状況が映し
出されました。直接の支援が出来ないことをもどかしく感じていた母がふるさと納税で被
災地に支援ができることを知り、いち早く、寄付をしました。
　ふるさと納税について私は「特産品が貰えるお得な制度」という認識で仕組みや使い道
についても何も知らなかったし、特に興味も持っていませんでしたが、被災地へ寄付がで
きるなど、助けを必要としている地域に自分の意思で、直接、支援ができるということを
知りました。
　仕組みについても調べてみました。自分が住んでいる地方自治体へ納める住民税や所得
税の一部を自分の意思で応援したい地域に寄付することができるのです。過疎化が進んだ
地域と都市部では税収の格差が大きく、充分なサービスを受けられない地域があります。
ふるさと納税は地方格差是正を目的としてできた制度でした。
　私は、税金の使い道について国や自治体に任せるものであって、自分で使い道を決める
事など考えたこともありませんでした。
　もちろん、今までも税金により様々なサービスを受けることができました。私が住んで
いる江東区では中学卒業するまで医療費を全額負担してくれます。妹が大怪我をした時も
個人負担はありませんでした。「本当に助かった。」と母が言っていました。このように税
金のおかげで安心して生活を送ることができています。しかしながら地方によっては財政
が厳しく、必要なサービスを提供できない地域もあります。そういった地域へ寄付するこ
とで助け合うことができると思います。
　災害があった時、助けたい気持ちがあってもなかなか動き出すことができない人がいる
と思います。母もその一人でしたが、ふるさと納税のおかげで寄付することができまし
た。ふるさと納税が身近であったこと、また手軽に申し込める利用しやすさが今回の寄付
につながりました。
　このように本当に困っている地域を助けることができるふるさと納税ですが、問題もあ
ります。特産品目当てで、一部の地方への寄付が集
中し、自分たちが住んでいる地域の税収が減ってし
まったり、本当に支援が必要な地域に寄付されない
ということです。このような現状が続けば、支援す
べき地域を助けられない上、住んでいる地域で必要
なサービスの提供が難しくなってしまうことも考え
られます。私達の大切な税金です。必要な時に必要
な地域へ寄付をするということをよく考え、見極め
ることが重要だと思います。

江東区立有明中学校３年　　工藤　羽奈
「ふるさと納税と寄付」
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　皆さんは道路や信号、公園などの公共施設は何でつくられているか知っていますか？
　そうです、税金です。質問してみると、だいたいの人が知っていますが、普段「これは
税金でつくられているんだな」と考えて利用する人はほとんどいないと思います。考えて
みると意外と税金でつくられているものはたくさんあり、私たちの生活は税金に支えられ
ていることが分かります。税金は他にも警察や消防、農業・漁業の支援などにも使われて
います。だから税金は私たちが生活する上で欠かせないものなのです。ではそんな税金は
どのようにして集めているのでしょうか？
　税金の種類には直接税と間接税の二種類があります。直接税の代表的なものには所得税
や法人税、相続税、贈与税などがあります。これらは利益や財産にかかる税です。他にも
自動車や土地、家屋にかかる税などたくさんあります。間接税の代表的なものには消費税
などがあります。消費税は商品を買ったりサービスを受けた時にかかるものです。他にも
たばこやお酒、温泉にかかる税などたくさんあります。このように税はいろいろなものに
かかっていて、国民全員から税金を集められるようになっています。
　現在、消費税率は８パーセントですが、2019年には10パーセントに上がる予定です。こ
のことについて賛成意見や反対意見はたくさんありますが、私は賛成です。今、日本では
少子高齢化が進んでいます。今後は今以上に働き手が減り、高齢者が増えていきます。働
き手が減ると所得税や法人税での歳入が減ります。所得税と法人税での歳入の合計は国の
歳入の32パーセントを占めているので、所得税と法人税での歳入が減ることによって国の
歳入もだいぶ減ってしまうと考えられます。そこで所得税や法人税と同じくらい集められ
る消費税を増やすことは良いことだと思います。また、消費税は所得税や法人税と違い、
子どもから高齢者まで多くの人にかかる税です。少子高齢化に関係なく税を集められると
いう点も良いことだと思います。しかし税金の使い道で一番多いのは社会保障関係費で
す。高齢者が増える中、社会保障関係費は年々増加しています。そのため、これからは
もっとお金が必要になると思います。消費税率を上げるだけでは足りません。
　その対策の一つとして、働き手を増やすことが考えられます。例えば、育児と両立しや
すい環境を整え、働く女性を増やします。定年
を延ばし、高齢者でも働きたい人は働けるよう
な環境をつくります。このようにできることは
まだたくさんあります。大事なのは、一人一人
が今の社会について関心をもち、税の大切さを
知ることです。そして全員が税金を払い、お互
いに支え合えば、よりよい社会をつくることが
できると思います。私ももっと税について知り、
今後の社会について考えていきたいです。

国税庁長官賞受賞作品国税庁長官賞受賞作品

都立富士高等学校附属中学校３年　　太田　久美
「これからの日本の社会」
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　2015年９月に国連で、世界が合意した17の目標「SDGs」が採択されました。これは、
2030年に向けての「持続可能な開発目標」で、貧困や健康と福祉、教育や格差、平和、地
球温暖化の問題などを挙げています。私はこの目標を掲げる理念「誰も置き去りにしない
ために」に共感しました。そこで税金とその関わりについて考えてみました。
　私は中３で来年に受験をします。受験生は勉強のことだけを考えていれば良いと思いま
すが、高校では学費など様々な費用が掛かることも知っています。進路説明会では、都立
高校の授業料無償化や、私立高校の就学支援金、授業料軽減助成金、奨学給付金などの制
度があることを聞きました。家庭の事情があっても教育を受けたい人みんなが高校へ行
け、格差が無くなることはとても良いことだと思います。今、改めて考えてみると、それ
は税金から使われている必要なお金だと感じることができました。
　また、最近のニュースでは、地球温暖化が原因と思われる異常気象から、西日本豪雨な
どの尊い命が失われるような災害が発生しています。災害救助や仮設住宅の設置、支援
金、その後も生活が苦しくなるほど生活支援にも税金が使われていると思います。いつ自
分や家族が災害に遭うか分かりません。被災された方々が置き去りにされるような社会に
してはいけないと思います。
　一方、世界に目を向けてみると、発展途上国では、貧困や飢餓、十分な教育が行われて
いない、飲み水が無く衛生状態が悪い、安全でクリーンなエネルギーが無いこと、まだまだ
多くの問題を抱えています。日本の税金は国民の為だけに使われるものではなく、そのよう
な国や地域に、経済的、社会的開発、あるいは福祉向上に貢献することを目的とし、技術協
力など直接的な援助を行うことや国際機関へ資金を提供することにより国際社会の平和を
願って、世界の人々の為の支援や援助する活動にも使われています。私は、貿易や人的交流
など、世界とのよりグローバルな関係を重視しなければならない時代になっていると思いま
す。自国のことだけを考えることは、結果として自国の利益や国民の生活を損ねてしまうよ
うな気がします。このことからも世界と協調する税金の使い方は必要なものだと考えます。
ただ、国内の問題、海外の問題とバランスの良い税金の使
い方をどう考えていけば良いか、正直、まだ分かりません。
　私も、「SDGs」17の目標がゴールとする2030年より前に
社会人として税金を払うようになります。私が収めた税金
が「誰も置き去りにしないために」使われ、日本でも、世
界でも、平和で持続可能な社会を創るために正しく、そし
て、無駄なく使ってもらいたいと思いました。税金のこと
を考えることが、私の将来や日本と世界を考える機会にな
り、とても勉強になったと思います。

国税庁長官賞受賞作品国税庁長官賞受賞作品

大田区立南六郷中学校３年　　東使　未久
「誰も置き去りにしないために」
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　税金。今まで僕は、それを「国民が国に払う、強制的なもの」だと思っていた。しか
し、ある体験を機に、気付くことができたのである。税金とは「自分達の豊かな暮らしの
為に納める、必要不可欠なもの」だということに。
　中学二年生の九月。僕は職場体験で、三日間だけ上北沢図書館に勤めた。もともと図書
館に興味を持っていたので、体験先が決まった時はとても嬉しかった。
　「職場」という未知の世界では、改めて図書館の素晴らしさを感じることができた。静
かな空間で自分の好きな本を手に取れる。小説の世界に浸ったり、小さい子どもに絵本の
読み聞かせをしたり。閲覧室で勉強に集中している人もたくさんいた。
　こんなに充実したサービスを無料で利用できるなんて、すごい。これが、僕の持った感
想だった。この感想を職場の方に伝えると、予想外の言葉が返ってきた。
　「確かに無料のように見えるよね。でも、図書館というのは公共施設で、実は税金で作
られているんだ。税金は私たち国民が払うもの。つまり、図書館は私たちのお金で成り
立っているということになる」
　僕はその言葉を聞いてとても驚いた。今まで一方的に納めるだけだと思っていた税金
が、身近な施設である「図書館」という姿に変わって僕たちの暮らしを支えてくれている
ということを初めて知ったからである。
　この出来事以来、僕は税金の用途について興味を持つようになった。図書館という税金
で出来た施設を利用して、参考になりそうな本を探した。
　学校や教科書。これらは、僕たち中学生にとって最も身近な例だろう。また、病気にか
かったりケガをした時、子どもの医療費を払わなくていいのも、税金によって負担されて
いるからである。
　だんだん規模が大きくなってくると、消防車や救急車などが例に挙げられる。更には普段の
生活に直結する上下水道の整備や、道路の工事、高速道路の建設、災害時の対応にまで…。
　税金の使い道の幅広さに驚かされると同時に、ある共通点に気がついた。それは、僕た
ちの生活に無くてはならないもの、という点だ。教科書にせよ、道路にせよ、無くては困
るものばかり。公民の授業で学習した国民の三大義務に納税が入っているのもうなずける。
　今日、日本では税制度についての問題点がたくさんある。
増税に反対する声や、脱税してしまう人々の存在…。全てが
解決する日は、遠い未来だろう。
　しかし、そんな世の中を担っていく立場だからこそ、僕た
ち中学生には税についての深い理解が必要となる。税金の重
要性を周囲に伝え、みなが納得するような制度を作るにはど
うすべきかを考える。このようにして社会に貢献できる大人
になりたいと、強く思う。

東京都知事賞受賞作品東京都知事賞受賞作品

世田谷区立松沢中学校３年　　梶浦　太智
「図書館から学んだ税」
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　国民の三大義務の一つである「納税」この税のおかげで私たちは学校に通い、勉強をす
ることができます。学校には、勉強をするために必要な机や椅子、黒板、ロッカー、その
他様々な備品、運動をするために整備された校庭、スポーツ用品などが揃えられていま
す。これらは当たり前のことではありません。全て、国民一人一人が納税をしているから
何不自由なく学ぶことができるのです。
　家から一歩外に出れば舗装された道路、安全に渡ることができる横断歩道や信号機など
目にするものは税金によって造られています。
　この作文を書くにあたり、税金について家族と話しをしました。私は生まれてから今現
在まで児童手当をもらっているそうです。小さい頃はミルク代やオムツ代がかかり、今後
もお金はかかるのでこういったものがあるととても助かるということを母から聞きまし
た。私の76歳の祖母は江戸川区に住んでいます。そして、祖母はよく電車に乗って遊びに
きます。そのとき、祖母のカバンに「シルバーパス」というものがぶらさがっていたの
で、私は、「『シルバーパス』ってどういうものなの。」と尋ねると祖母は、「70歳から使え
る年間1000円で電車に乗れる定期券みたいなものよ。これがあるから、ふうちゃんの顔を
いつでも見に行くことができるの。」と言いました。これを聞いたとき私は、お年寄りに
とって、シルバーパスというのは、今まで税金を納め続けた納税者への「感謝」と「ご褒
美」のようなものだと思いました。また、それとは反対に、税金を払いたくない、払うの
が嫌だという人もいると思います。しかし、絶対に忘れてはいけないのです。私たちは生
まれたときから援助されているということを。例としてみて、もし一人も税金を納めな
かったらどうなるのでしょう。痛んだ道路や歩道橋などは修理することができず事故にな
る可能性もあります。学校自体も無くなってしまうかもしれません。
　私たちは気づかないうちに様々なことでお世話になっているのです。今はまだお世話に
なるばかりですが、私も税金を納める年齢になったら今まで助けていただいた分、しっか
り税金を納めて立派な納税者になりたいと
思います。もし、税金を納めることを拒ん
でいる人がいたら、「今度は私たちが納め
る番だよ。」と声を掛けて、みんなが平等
に税金を納める社会になればいいと思いま
す。そして、私が何不自由なく学べたよう
に、未来の子どもたちのため、地域の発展
のために使ってもらいたいです。

東京都主税局長賞受賞作品東京都主税局長賞受賞作品

板橋区立高島第一中学校３年　　流石　風香
「明るい未来のために」
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　中学生である私が税金に関して理解することは、正直言って難しい。何故ならば、自分
で働いて納税しているわけではないので、税金の存在が実感として涌かないからだ。生活
をしていて思い浮かぶのは消費税くらいで、そもそも良い、悪いイメージ以前に、税その
ものに自分の考えを持っていなかった。
　私は将来医療関係の仕事に就きたいと思っている。医療は税に深く関係する職種の一つ
であるにもかかわらず、そのことに今まで意識の薄かった自分を恥ずかしく思った。そし
て、税が現在の私の身体に大きく関わっていたことに気づいた。
　私は10才の頃視力が0.2まで急激に低下し、仮性近視と診断された。これは早期発見が
重要で、低年齢から長期間治療をすることが、視力回復に繋がる。私は医師からの生活習
慣の改善の指示を守り、月一回の検査と点眼薬治療を続けた。５年経過した私の視力は、
0.9まで回復した。
　私の住む市には義務教育就学児医療助成制度があり、少額の負担で通院することができ
る。診療明細書を見ると、実際の負担額の19倍も医療費がかかっており、私に対してこん
なにも多くの税金が使われていたことに驚いた。それは初めて税と私との繋がりを感じた
瞬間でもあった。
　医療助成制度は、市民が納めた税金で成り立っている。治療により視力が回復したこと
は、私の未来を変えたと言っても大袈裟ではない。自分の目は、この世に二つとない大切
な宝物だ。税は私のすぐそばに存在し、それに助けられていたことに気づいた。私は税に
対して、感謝の気持ちがあふれてきた。
　世界では高額な医療費が払えず、治療を断念する人がいるとテレビで目にしたことがあ
る。税金を納めている人が沢山いる現状があってこそ私達は豊かで、安心した暮らしがで
きている。日本はとても恵まれた国だと思う。
　税金は医療の他に、道路の舗装や、ゴミの収集など、身近な生活を支えるために必要不
可欠な財源である。負うイメージばかりとらわれがちだが、そこには受ける恩恵も沢山あ
るということを理解しなければならない。
　税はより良い社会を築き上げていくために、大きな役割を果たしている。義務だからと
いう考えではなく、税の未来の目的を把握し、付随してくるさまざまな問題にも関心を持
つべきである。私は社会人になったら、きちんと税金を払いたい。そしてまた、私達若い
世代全員がそうあって欲しいと思う。
　健康を保つことができる幸せ、学校に通うことがで
きる幸せ、税の支えによって私は今、沢山の幸せに包
まれている。
　無償で配布されている教科書の裏表紙に、これから
の日本を担う皆さんへの期待をこめて、と書かれてあ
る。その言葉に応えられるように、今はしっかりと勉
学に励み、未来の日本を支えていけるようになりたい。

東京都主税局長賞受賞作品東京都主税局長賞受賞作品

八王子市立別所中学校３年　　中川　紗優梨
「私の未来を変えた税金」
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　私には毎年夏になると楽しみにしている市のイベントがある。武蔵野ジャンボリーと
いって、二泊三日長野県の川上村にキャンプに行くのだ。それは武蔵野市の地区ごとに分
かれて毎年何百人もの小学生が参加する大々的なイベントである。私は小学校四年生の時
から参加し、中学生になってからはサブリーダーというボランティアの立場で、企画や運
営のお手伝いをしてきた。その中で、とても驚いたことがある。それは参加費用の安さで
ある。ジャンボリーの参加費は二泊三日でなんとたったの2500円なのだ。ジャンボリーで
はたくさんの自然体験、キャンプファイヤーなどの楽しいイベント、たっぷりの食事、さ
らには行き帰りのバス代等たくさんの費用がかかっているはずである。もし同じ内容のこ
とを個人の力でしようとすれば多額のお金がかかるはずだ。それを少額の負担で実施可能
にしているのは、武蔵野市が税金を使って費用負担してくれているおかげであると気付い
た。少額でどんな家庭の子どもにも楽しい夏休みの思い出を作ってあげることができる
ジャンボリーは素晴らしいと感じた。更に気付いたことがある。ジャンボリーのサブリー
ダーになるために私は応急救護やキャンプリーダー研修などを事前に受けたが、それも全
て無料であった。なぜだろう、と考えた時に、それらの案内用紙の文に目が止まった。
「次世代をリードする中学生・高校生の皆さんに」という書き出しの一文である。これを
見た時に、武蔵野市が税金を使って費用負担をしてくれている意味が分かった。私はあと
何年かすれば社会に出、この国の一員として社会を作っていく。その時に主体性を持って
意欲的に働き、地域社会に貢献できるリーダーの育成を目指して、市は税金を投じている
のではないか。ジャンボリーのサブリーダーは、事前の企画会議への参加や地域の大人の
方との交流、参加小学生の面倒をみる等たくさんの学びがある。これらの学びを生かして
私は近い将来、社会の一員となり社会貢献していきたい。そして、きちんと納税し次の世
代もまた税金の恩恵が受けられるように社会にかえしていきたい。
　税金はとても身近で、周りを見わたせば税金のおかげで暮らしが成り立っているといえ
る。日々の平和な暮らしのため、そして未来への投資のため、と様々な側面を持つのが税
金である。そして、国民一人一人から集めた大切な財源で
ある。大切な税金が公共の福祉のため、国民の幸せのた
め、子どもの未来のためにより良く使われることが重要で
ある。私は社会人になったら、自分の意見をきちんと持
ち、選挙で自分の思いを届けてくれる代表者をしっかりと
選んでいきたい。納税と共に税金の使い方にも関心を持
ち、より良い社会を構成していく一員としての自覚を持っ
て生きていきたいと思う。

東京都主税局長賞受賞作品東京都主税局長賞受賞作品

武蔵野市立第二中学校３年　　大倉　のどか
「未来は税金にある」
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Ⅰ　平成30年度　都民講演会の開催
　当協会では、毎年、納税思想の普及啓発活動の一環として、都民の方を対象とした「都
民講演会」を開催しています。
　今年は、お笑いタレントの千原せいじさんを講師にお招きして、10月25日（木）、中野
区の「なかのZEROホール」で、東京納税貯蓄組合総連合会の皆様にも、多数ご参加いた
だく中、盛大に実施することができました。
　来場者の皆様には、納税啓発のためのパンフレット等を配布し、当協会の宮下理事長か
ら出題した、東京都、特別区、市町村の財政と税金の関わりについてのクイズに答えてい
ただき、税金の重要性について解説しました。
　クイズに全問正解した方には、賞品（日用品）を贈呈させていだきましたので、会場全
体も大いに盛り上がりました。
　千原せいじさんからは、「世界から見た日本～幸せに生きることが保証されている日本
人～」を講演していただきました。
　これまでアフリカの多くの国々を旅行され、現地の方々とあっという間に打ち解けるこ
とで有名で、大変人気の高い千原せいじさんに、アフリカ旅行した際の心得などについ
て、お話しいただきました。
　講演では、日本人の常識はアフリカ諸国では通用せず、簡単にギャングの餌食になって
しまうというショッキングなお話や、旅行者の出身国によって観光のスタイルが違うこ
と、交通事故に遭ったら、地元の警察には届け出ず、日本大使館に直行しなければならな
いことなど、参考になる多彩なお話しをしていただきました。
　また、海外旅行に必要なパスポートは、紛失しても（盗難されても）、即日か翌日には
再発行してもらえるという有用な情報もあったほか、海外旅行では、女性より男性の方が
腹痛になりやすいという面白い実体験などがふんだんに盛り込まれたお話しで、会場も時
間を忘れて楽しいひと時を過ごすことができました。

（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 軽油分析検査業務を受託

昭和62年５月 主税局の研修業務を受託
 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４年３月 都民向け講演会開催
 （平成８年度までは東京納税貯蓄組合総連合会と共催）

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 軽油の硫黄分析を受託

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 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
ともに、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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保険期間：2019年1月1日午後4時～2020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～

　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

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

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。

◆�お問い合わせは、主税局徴収部納税推進課（03-3252-
0955）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。

にせ都税職員にご注意ください！

【お問い合わせ先】主税局総務部総務課相談広報班　03-5388-2925

　都税事務所の職員を装って、家族構成や口座番号等の個人情報を不正に
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。
　相手の電話番号が非通知表示であるなど、不審に感じた場合は即答せず
に必ず一度電話を切り、主税局総務部総務課相談広報班（03-5388-2925）までご連絡ください。
　また、万が一被害にあわれた場合は、すぐに警察にご連絡ください。

＜手口＞
　「○○都税事務所の○○です」または「○○都税事務所の者です」と職員を装って電話を
かけてきます。その後、以下の事例のように個人情報を聞きだそうとします。
【事例１】
　・「税務調査を行っているので、納税者の情報について確認したい」と質問してくる。
　・家族の構成、名前、職業等の個人情報を聞こうとする。
【事例２】
　・「税金が還付されます」、「払いすぎた医療費をお返しします」とだまし、ATMに誘い出す。
　・ATMコーナーから指定の電話番号に電話するように指示する。
　・指定の電話番号に電話すると、ATMの操作を言葉巧みに指示し、お金を振り込ませる。

　上記の事例では、共通して“非通知”で電話をかけてくるようです。
　東京都主税局及び都税事務所では、非通知で電話をかけることは絶対にありません。非通知で
電話をかけてきたり、還付のためにATMの操作を求められたら、それは「にせ都税職員」です。
十分ご注意ください。
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開 催 月 日 事　　　業　　　名 会　場　等

12月７日（金） 第４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31年
１月上旬 第５回正副会長会 新宿

１月15日（火）
第６回正副会長会
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・経理担当者合同会議
東総連研修会 上野精養軒

３月20日（水） 第７回正副会長会
第４回正副会長・常任理事会 上野精養軒

４月10日（水） 東総連会計監査 東総連事務局

５月14日（火）
役員選考委員会
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17日（月） 第２回正副会長会
東総連第63回定期総会 上野精養軒

７月８日（月）
青年部・女性部合同会議
東総連青年部・女性部合同研修会
意見交換会

上野精養軒

７月25日（木） 第２回正副会長・常任理事会
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５日（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 上野精養軒
９月３日（火） 第７回東総連リーダー研修会 上野精養軒

今後の東総連等事業日程（予定）

＊　今年も西日本豪雨や北海道地震など数多くの悲しいニュースに接しました。その半面、
平昌五輪での日本勢の活躍、大坂なおみ選手のテニス四大大会初制覇など、明るい話題
もありました。来年は、どなたにとりましても良い年でありますように（事務局一同）。

　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

50万円

消費税額
200万円

地方消費税額
50万円

消費税額
200万円

地方消費税額
50万円

消費税額
200万円

地方消費税額
50万円

消費税額
200万円

中間１回目 中間２回目 中間３回目 確定申告

地方消費税額
約54万円

消費税額
200万円

地方消費税額
約54万円

消費税額
200万円

地方消費税額
約54万円

消費税額
200万円

地方消費税額
178万円

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

（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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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

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・承認等の申請
○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・祝日、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・祝日、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
●国税の電子申告・電子納税等については、
　e-Taxホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp/）をご覧ください。

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

年末年始における窓口業務のご案内
　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、パソコン等からのクレジットカード納付、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。

【お問い合わせ先】 所管する各都税事務所

○：ご利用できます　×：ご利用できません

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（金） 12月29日（土）～1月3日（木） 1月4日（金）

○

○

○

○

○

○

×※

「申告書等受箱」をご利用ください

×
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