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11　月
★ 東総連青年部・女性部「バス研修会」（11月22日（木）：千葉県鋸山方面）
　第９回目となる東総連青年部・女性部「バス研修会」が実施され、47名の部員が参
加しました。（詳細はP５の東総連トピックスをご覧ください）

12　月
★第４回正副会長会（12月７日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　報告事項について
　　　　　２　平成30年度納貯功労表彰者について
　　　　　３　消費税完納キャンペーンの実施について
　　　　　４　青年部・女性部の活性化についいて
　　　　　５　その他

★ 第３回正副会長・常任理事会（12月７日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　平成30年度予算執行状況について
　　　　　２　平成30年度納貯功労表彰式及び新年賀

詞交歓会・納税表彰受賞者祝賀会の運
営について

　　　　　３　消費税完納キャンペーンの実施について
　　　　　４　青年部・女性部の活性化について
　　　　　５　その他

★ 税務大学校に東総連の資料寄贈 
（12月19日（水）：東総連事務局）
　昨年、東総連では、和光市にある国税庁の研修
機関である税務大学校の租税資料室に、納税貯蓄
組合事業の活動状況などをまとめた「平成29年度
地区協議会実施報告書」を寄贈しました。
　12月19日（水）には、東京国税局の栗脇管理運営課課長補佐が東総連の事務局を訪
問され、税務大学校長からのお礼状を近藤会長に伝達されました。

★ 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21日（金）：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
出席して祝辞を述べ、受賞者を祝福しました。

東総連の活動（11月～３月）東総連の活動（11月～３月）

正副会長会の風景

正副会長・常任理事会の風景

礼状を伝達する栗脇課長補佐

表彰式参加の皆さん
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1 　月
★ 正副会長年始挨拶（１月７日（月）：東京都主税局）
　東総連役員が東京都庁を訪問し、東京都主税局長に
年始のご挨拶をしました。

★第５回正副会長会（１月７日（月）：新宿）
　東京都主税局長への年始挨拶の後、新宿にて第５回
正副会長会を開催しました。
　　議題：１　平成30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30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（火）：上野精養軒）
　１月15日（火）、上野精養軒において、岡野東京国税局徴収部長や目黒東京都主税局
長をはじめ、各友誼団体からの来賓を迎えて、東京納税貯蓄組合総連合会納貯功労者
表彰式並びに新年賀詞交歓会及び表彰受賞者祝賀会を挙行しました。
　午後２時30分に開式された納貯功労者表彰式では、東総連に所属する48地区（署）
連から推薦された78名の方々が永年の納貯活動への貢献を讃えて表彰されました。引
き続き開催された新年賀詞交歓・表彰祝賀会では、国税並びに都税の受賞者23名を会
場内で紹介するなど、終始和やかな祝宴となりました。
（併せて、東総連トピックもご覧ください。納貯功労者表彰受賞者の方々のお名前は
P12に掲載しています）

目黒東京都主税局長ご祝辞岡野東京国税局徴収部長ご祝辞近藤会長挨拶

閉会の辞式典の様子 受賞者代表謝辞

2 　月
★ 地区連合会長及び経理担当者合同会議（２月14日（木）：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30年度決算事務（事業実績
報告）及び31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

目黒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

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。

挨拶する近藤会長 説明する牧野統括課長代理

★東総連研修会（２月14日（木）：上野精養軒）
　東総連は、２月14日（木）、上野精養軒において研修会を開催しました。
　今回の研修会には、東京国税局から藤城眞局長を講師に招き、「もう一つの歳入官
庁～税関の課題と役割～」という演題で、ご講演をいただきました。
（詳細はP５の東総連トピックスをご覧ください）

★ 東総連青年部・女性部ホームページ委員会 
（２月25日（月）：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20日（水）：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20日（水）：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

ホームページ委員会風景
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○　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、11月22日（木）、今年度で９回目となる日帰りバス研修会
を、千葉県・鋸山方面で実施しました。47名（大型バス１台）が参加したバス研修会で
は、往きの車中で国税PRビデオ（２本）を視聴し、税への理解を深めました。その後、
鋸山ロープウエーから乾坤山日本寺、三平みかん園、保田漁港ばんや（昼食）、道の駅
三芳村鄙の里、道の駅とみうら枇杷倶楽部と回り有意義な一日を過ごしました。

○　東総連研修会（２月14日（木）：上野精養軒）
　東総連は、２月14日（木）、上野精養軒において研修会を開催しました。今回の研修
会には、東京国税局から藤城眞局長を講師に招き、「もう一つの歳入官庁～税関の課題
と役割～」という演題で、ご講演をいただきました。永年、国税の最前線で活躍されて
きた局長の、豊富な知識と経験に裏付けられた講演は、単に税の分野に留まることなく
日本の将来像にまで及びました。難しい話を易しく噛み砕いた藤城局長の講演は、演者
の聴衆を引きつける巧みな話術や気さくで魅力的な人柄とも相俟って、100名を超える
参加者からの大好評を博しました。

○　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
　　（１月15日（火）：上野精養軒）
　平成30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。78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。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。（併せて、東総連の活動P３もご覧ください）

ロープウエー乗り場にて 観光みかん園での参加者観光みかん園で記念撮影

研修会の様子 講演する藤城局長

宮下税務協会理事長祝辞
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　「一日税務署長」イベントは、平成28年度に蒲田、本郷、上野の３納連が、先行して実
施しました。平成30年度は、39の地区連が、税務署と連携して実施しています。今号では、
各地区連の取り組み状況の一部を写真で紹介します。

～一日税務署長　各地区連の取り組み～特集

神田税務署・神田納連 日本橋税務署・日本橋納連

麻布税務署・麻布納連 葛飾税務署・葛飾納連

杉並税務署・杉並納連 荻窪税務署・荻窪納連

板橋税務署・板橋納連 練馬西税務署・練馬西納連
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（一日税務署長の写真はP18にも掲載しています）

荏原税務署・荏原納連 目黒税務署・目黒区納連

雪谷税務署・雪谷納連 北沢税務署・北沢納連

本郷税務署・本郷納連 小石川税務署・小石川納連

王子税務署・北区納連 町田税務署・まちだ納連
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納貯功労者表彰式　会長式辞納貯功労者表彰式　会長式辞

東京納税貯蓄組合総連合会　会長　　近　藤　忠　夫
　皆様、新年おめでとうございます。
　平成30年度東京納税貯蓄組合総連合会納貯功労者表彰式を挙行するにあたり、
総連合会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。
　東京国税局徴収部長の岡野淳一様をはじめ東京国税局の皆様、東京都主税局長
の目黒克昭様をはじめ東京都主税局の皆様、並びに各友誼団体の役員の皆様方に
は、新年の大変お忙しい中、本式典にご臨席を賜り誠にありがとうございます。

　皆様方には、平素より東総連の事業活動に深いご理解と力強いご支援を頂き、この場をお借りして衷心
より厚く御礼を申し上げる次第です。
　本日は、各地区連合会からご推薦をいただきました78名の組合員の方々が、栄えある納貯功労者表彰を
受けられました。皆様のお一人おひとりは、会社や家庭等の仕事を持ちながら、寸暇を惜しんでボランティ
アの一環としての納税貯蓄組合活動に尽力されてこられました。
　東総連傘下48地区連合会のそれぞれの地元における活動として取り組んでこられました税金の期限内納
税推進運動や租税教育、国税庁と全納連の共催による中学生の「税についての作文」、また、新たに東京国
税局と東京国税局管内納税貯蓄組合連合会の発案により、各税務署において実施いたしました中学生の一
日税務署長などの地道な取組みは、まさに納税貯蓄組合活動の原点と言えるのではないでしょうか。そし
て、そこに光を当てたこの納貯功労者表彰の受賞は、大変意義深いものがあると私は考えています。
　今、納税貯蓄組合の現状を考えるとき、本日受賞された皆様方の今後益々の活躍が是非とも必要でござ
います。特に、本年10月には消費税の税率引き上げが予定されております。一方では、軽減税率の導入な
ど納税者にとって制度の複雑さが増し、消費税の滞納増加が危惧されるところです。こうした時期こそが
私どもは税務当局と力を合わせて、消費税滞納の未然防止に一層力を注がなければなりません。納税キャ
ンペーン等、普及啓発活動の取組を強化いたしましょう。東総連は、皆様方のこれからのご活躍に大いに
期待をしております。
　振り返りますと納税貯蓄組合の活動は今までもいくたびか組織存続の危機に遭遇してまいりました。そ
の度ごとに、私どもの先人諸兄は、知恵を絞り、英知を結集して乗り越えてまいりました。例えば、国税
通則法が改正され振替納税制度が法制化された昭和42年です。当時、納税貯蓄組合不要論もささやかれま
したが、全納連は国税庁との共催により、主要事業の一つとして中学生の「税ついての作文」事業を開始
し、納税貯蓄組合に租税教育の推進という新たな役割を開拓したのであります。
　現在、納税貯蓄組合は全国的にも構成員の高齢化と共に、組織の硬直化・弱体化が進んでおります。加
えて、保険手数料等の自主財源が著しく枯渇したことにより、地区署連や県連では解散を余儀なくされて
いる団体も発生しています。
　この様な危機的状況の中で、私ども東総連には、組織力の強化や自主財源の確保等の重要課題が山積し
ており、これまで先人が営々と築き上げてきた道を進むだけでは許されない時代になってきたと言えます。
　今こそ、納税貯蓄組合本来の姿に立ち返り、法律に基づいた納税協力団体として、その果たすべき役割
の大きさを再認識し、新たな時代の要請に的確かつ迅速に対応していく必要があります。
　困難な時代であるからこそ、東総連は、全国の納貯組織の規範となり、リーダーとして、先頭に立って
その使命を果たし、全力で納貯活動に取り組んでいく決意であります。
　本日受賞されました皆様方並びにご列席の皆様方におかれましては、是非、私どもに、お力添えを賜り
ますよう切にお願い申し上げる次第であります。
　結びにあたり、ご来賓をはじめご列席の皆様方の益々のご健勝とご繁栄を心からご祈念申し上げ、式辞
とさせていただきます。
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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30年度納貯功労者表彰式にお招きいただき、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５月に改元を控え、我が国にとっては新たな時代が幕を開ける、節目の年
となります。東京都においても、明治以来の150年の歴史に続き、次の50年への歩みを始
める新たなスタートの年となります。
　このような節目の年に、いよいよラグビーワールドカップ2019日本大会が９月に開幕し、
そして来年には東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の本番を迎えることとなり
ます。東京都といたしましては、この２つの大会の成功に向け、さらにはその先の東京・
日本の持続的な成長を果たしていくために「稼ぐ東京」として、猪突猛進してまいります。
　そして、税務行政に目を向けますと、今年は10月から消費税率が10パーセントに引き上
げられます。また、４月には、エルタックスの運営主体の組織運営のガバナンス強化等の
ため、地方税共同機構が設立され、10月には新たな地方税共通納税システムが運用開始さ
れる運びとなっております。こうした施策の円滑な導入のため、主税局としても広報等の
促進を図り、都民の生活に混乱を招くことがないよう、努めてまいります。
　このように、税務行政としても節目の年を迎え、今年は非常に重要な一年になると思います。
　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、適正かつ公平な税務行政の推進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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確定申告・作文事業に対する謝意並びに
軽減税率制度の開始に向けて

確定申告・作文事業に対する謝意並びに
軽減税率制度の開始に向けて

東京国税局徴収部長　　岡　野　淳　一
　陽春の候、東京納税貯蓄組合総連合会の皆様におかれましては、ま
すます御清栄のこととお慶び申し上げます。
　また、税務行政につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。
　平成30年分の所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税
及び地方消費税の確定申告並びに贈与税の申告期間中におきまして
は、常にも増して皆様の多大なる御支援と御協力を賜り、確定申告事

務を円滑かつ効率的に行うことができました。
　皆様の御尽力に対しまして、深く感謝申しあげますとともに、心から敬意を表する次第
であります。
　本年の確定申告におきましては、e-Taxの利用簡便化により、マイナンバーカードを使
用した方式に加え、事前に税務署へ申請することにより発行されたID・パスワードを使
用し、「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を、スマートフォンやタブレット
端末を使ってご自宅等からe-Taxで送信することが可能となりました。
　また、「確定申告書等作成コーナー」等により作成・出力したQRコードを利用すること
で、税務署の窓口に出向くことなく、コンビニでの納付も可能となりました。
　これらの取組の結果、多くの納税者の皆様にe-Taxを利用していただき、自宅等からの
e-Taxによる申告件数も、前年よりも大幅に増加することができました。
　今後も、自宅等からのICTを活用した申告をより一層推進して、納税者サービスの向上に
取り組んでまいります。
　そして、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、52回目となった昨年、都内の中学校697校から75,000編もの多数の応募
がありました。このことは、第１回目の応募総数が全国で5,450編であったことを思うと、
納税貯蓄組合の皆様が、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。
　平成28年度から納税貯蓄組合の皆様方と一緒に開催しております作文の上位入賞者を対
象とした「一日税務署長」イベントにつきましては、マスコミ報道を通じて作文事業や納
税貯蓄組合の活動を広く一般の方にPRできる絶好の機会であるとともに、保護者や学校
の先生方から多くの感銘の言葉を頂戴しており、平成30年度においては、都内では39署で
実施することができました。
　これもひとえに皆様から多大なる御支援を頂いた結果であり、重ねて御礼申しあげます。
　さて、本年10月の消費税率の引上げと同時に実施される軽減税率制度につきましては、
国民の生活に直結する極めて重要な制度です。
　私どもとしましては、事業者の皆様に制度の内容を十分に御理解いただき、早期に準備を始
めていただくため、納税貯蓄組合の皆様をはじめとする各関係民間団体や地方公共団体との連
携を図り、引き続き説明会を開催するなど、あらゆる機会を捉えて周知・広報に取り組むとと
もに、消費税率の引上げを踏まえた消費税滞納の未然防止にも組織全体で取り組む所存です。
　しかしながら、これらの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
る皆様の御協力・御支援が不可欠でございます。
　私どもといたしましては、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、税務行政に対するなお一層のお力添
えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びに当たりまして、東京納税貯蓄組合総連合会の更なる御発展と組合員の皆様方の御
健勝並びに御事業の御繁栄を祈念しまして、私の挨拶といたします。
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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

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

東京国税局からのお知らせ東京国税局からのお知らせ

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。
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　平成30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30年度納貯功労者表彰受賞者のご紹介

 （敬称略）

【麹　　町】 関　口　弥寿雄
【神　　田】 野　口　光　夫 澁　谷　隆　義
【　 芝 　】 池　田　勝　夫 池　田　　　宏
【麻　　布】 小　倉　里枝子
【四　　谷】 毛　利　和　枝
【新　　宿】 竹　脇　弘　訓 小　林　　　潔
【本　　所】 日　野　康　子
【向　　島】 伊　藤　洋　子 筒　井　カツ子
【江 東 東】 瀨　田　幸　一
【足　　立】 斉　藤　珠　恵
【西 新 井】 左　　　龍　大
【葛　　飾】 坂　戸　昌　彦 村　上　　　伶 三　俣　勝　功
【江戸川北】 津嘉田　三起子
【江戸川南】 関　口　光　治 宇田川　晴　夫
【中　　野】 双　木　數　恵 佐　川　加よ子
【杉　　並】 永　塚　光　夫 葉　梨　俊　郎 中　山　武　男 大　﨑　俊　男
【荻　　窪】 早　川　悳　巳
【豊　　島】 柳　澤　冨士子 野　村　要　子
【板　　橋】 長　井　良　行
【練 馬 西】 矢　治　忠　夫
【品　　川】 小　野　正　彦 高　部　彦　二
【荏　　原】 和　田　節　子 中　井　貞　子
【目 黒 区】 鬼　頭　晴　美
【大　　森】 大　野　隼　佑 鳥　越　　　潔
【蒲　　田】 鈴　木　満　明 森　河　道　太
【雪　　谷】 伊　藤　隆　正 須　藤　常　好 飯　田　善　也 木　村　陽　子
【北　　沢】 石　川　光太郎 村　越　健　一
【玉　　川】 秋　山　としこ 大　塚　澄　子 日　吉　清　美 大　内　ヒ　ロ
【渋　　谷】 北　長　　　香 鈴　木　良　子 廣　田　雅　子
【本　　郷】 山　本　卯多子
【上　　野】 長　岡　信　男 石　井　和　子 大　桃　秀　之
【浅　　草】 大　沢　榮　一 全　　　永　洪
【北　　区】 長　岡　篤　司 冨　部　直　希 山　口　三　美
【荒　　川】 小　川　秀　行 牧　田　末　廣 磯　野　照　樹
【西 多 摩】 宮　﨑　征一郎
【八 王 子】 山　田　　　功 串　田　九二男
【南 多 摩】 平　野　英　夫 伊王野　　　梢
【ま ち だ】 木目田　賢　市 中　澤　一　浩
【武蔵府中】 石　山　健　一
【武 蔵 野】 酒　井　浩　治 徳　田　美栄子 加々美　英　二
【多摩武蔵】 林　田　良　子
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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

取扱い税目は？
〇法人事業税・法人都民税・地方法人特別税
〇事業所税
〇�個人住民税�
（特別徴収分、退職所得に係る納入申告）

電子納税とは？

　地方税ポータルシステム（eLTAX）を利用し
て、インターネット上で納付できるサービスです。

主な変更点
○ダイレクト納付がスタート
　事前に登録した金融機関口座から指定した期日に税額を引き落とすことができる納付方法です。
　※インターネット・モバイルバンキング、ATMからも引き続き納付できます。

○全国の自治体・金融機関に電子納付可能
　・一度の操作で複数の自治体に一括納付できるようになります。
　・自治体の指定金融機関等以外からも納付できるようになります。

地方税ダイレクト納付がスタート
～電子納税がさらに便利になります～

2019年10月から

※ご不明な点は下記をご確認ください。
◆eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）
◆eLTAXヘルプデスク　電話番号：0570-081459（IP電話・PHSをご利用の場合：03-5500-7010）
　　　　　　　　　　　月～金　午前９時～午後５時（土・日・祝祭日、年末年始12月29日～１月３日は除く） 地方税共同機構

―縦覧のお知らせ―
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）

　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。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

◆縦覧期間　平成31年４月１日（月）から７月１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31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）
＜必要書類＞
　納税者本人であることを証明できるもの
　※�運転免許証、旅券（パスポート）等、官公署が発行した顔写真付きの書類であれば１種類の提示、
それ以外の書類は複数の提示が必要です。詳細は東京都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合せください。

　（注１）納税通知書は６月３日（月）に発送予定です。
　（注２）��平成31年度の固定資産評価証明、土地・家屋名寄帳等については４月１日からご申請いた

だけます。例年４月初めの数日間は、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなって
おります。お急ぎでなければ、混雑時期を避けてご申請されることをおすすめします。
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税務広報資料室にいらっしゃいませんか！
　当協会は、税に関する貴重な資料等を収集保存、展示するとともに、地方税、地方税制等
に関する専門分野の図書や雑誌など約６千点余を備えて、税務行政に携わる方や一般都民の
方に利用していただくため、当協会の中野本部事務所５階に「税務広報資料室」を開室して
います。開室時間は、土曜・日曜・祝日等を除く平日の午前９時から午後５時までです。

　図書類等は開架展示していますので、閲覧コーナーで自由に閲覧できます。
　また、月刊「税」、「地方税」、「税務経理」、「判例タイムズ」、「ジュリスト」、「東洋経
済」、などの法律、経済の専門誌等を多数備えた新刊コーナーや、税のPR用及び研修用の
DVD、ビデオテープを視聴できるコーナーも設けています。

税務広報資料室 書架・閲覧コーナー

　特に、展示コーナーでは、わが国の戦後
税制の生みの親であるシャウプ博士が中央
税務事務所（現在の都税事務所）を視察さ
れた時のパネル写真とともに、「シャウプ使
節団日本税制報告書」の対訳図書など歴史
的に貴重な資料等を常設展示しています。

日本税制報告書対訳図書 明治期 地価を記載した地券明治期 土地台帳

　納税貯蓄組合員の皆様も是非、当協会「税務広報資料室」にお立ち寄りください。

（公財）東京税務協会だより
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出版図書のご案内

個人住民税実務の手引
A5判　平成31年５月出版予定

個人住民税のみならず、国税である所得税法・法人税法等の関
連法令とのかかわりなど、複雑多岐にわたる内容をわかりやす
く解説しています。

� （参考：平成30年度1,230円［税込］）

法人住民税実務の手引
A5判　平成31年５月出版予定

法人住民税をはじめ、所得税法・法人税法の国税関連法令との
かかわりなど、複雑多岐にわたる内容をわかりやすく解説して
います。

� （参考：平成30年度1,230円［税込］）

地方税ミニガイド
A5判　平成31年５月出版予定

直近の税制改正（政府案）を盛り込み、地方税を中心に国税も
含めたコンパクトな手引書となっています。

� （参考：平成30年度360円［税込］）

　お申込みは、電話、ファクス、ホームページで受付けております。
　（公財）東京税務協会　　電話：03−3228−7998　　ファクス：03−3228−7878
　　　　　　　　　　　　　URL：http://www.zeikyo.or.jp

　他にも、税務に関する図書を多数取り揃えておりますのでホームページ、電話等でお問
い合わせください。
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　平成30年度地区協議会が、昨年10月９日（火）の城東地区を皮切りに、10月30日（火）
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、「自主財
源確保対策について」など11の参考議題の中から各地区協議会が実情に応じて選択した議
題をテーマに実施しました。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、設定した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30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

発表風景 発表風景

ロの字型会議形式で行われた城北地区協議会 ロの字型会議形式で行われた多摩地区協議会

教室型会議方式で行われた城西地区協議会 コの字型会議方式で行われた城南地区協議会

特集
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平成30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22日（月）
新宿区役所

（５階大会議室）

70名　参加
新　宿　納　連
（麻　布　納　連）

（コの字型会議方式）
「自主財源の確保対策」、
「消費税完納推進」、「税
知識の普及と納税思
想の高揚策」など11の
参考議題の中から、自
由に選択したテーマに
ついて、各地区連が発
表した後、質疑応答を
行った。

○税知識の普及と納税思想の高揚策：現在の納税貯蓄組合法の前、昭和19年に制定
された納税貯蓄施行法は戦費調達が目的であった。現在の納税貯蓄組合法は税に
よる助け合いが目的だが、納税貯蓄施行法の下では同じ納税意識の高揚という名
の下に戦費調達が図られた。そうした経過も若い方には知って欲しい。
○実態の伴った組合員名簿の作成：平成27年に会費の徴収を決めて以来、組合長の
存在も維持し無理のない組合員名簿を作り出している。但し、組合＝町会という
考え方は、今後無理が生じることとなるので、個人の参加を募る必要がある。
○昨年度から「納税で持続可能な日本。」という、納税貯蓄組合としては新しい切り
口からのシンポジウムを企画し、今年２回目を開催予定である。今年は、昨年よ
り多くの方に参加して頂き、税金が国を成り立たせていることを伝えていきたい。

城
　
東

10月９日（火）
テクノプラザ葛飾

82名　参加
葛　飾　納　連
（江戸川北納連）

（コの字型会議方式）
「納連の現状と納連の
今後について」を共通
のテーマに、３地区連
が代表して発表を行
い、発表後、自由な討
議を行った。

○役員を中心に会務を行っているが実際に参加する役員は限られている。役員の構
成年齢が高く、経験が豊富な半面、フットワークは必ずしも良くない。女性役員
には、地域のボランティア活動に従事している方も多く、主婦としての役割もあ
り、会議の日程調整には工夫がいる。
○会長ほか役員は10年前からほぼ同じ顔ぶれで、物故者の補充ができない。会長個
人の人脈を頼り士業専門家（特に社労士）へ働きかけ中である。今後は、年齢や
男女にこだわらず、管内で租税教育（特に中学３年生）に携わっている団体など
との協力関係を目指す。
○大多数の役員がパソコン・スマホが不得手なため、納税システムの多様化に対処
出来ない。当納連には、パソコン教室で講師をしている理事がいるので、その理
事に講師になって貰いレクチャーを受ける。また、納税システムが変更される都
度、改正の要点とパソコン・スマホでの対応法の勉強会を関係機関の協力を得て
開催する。

城
　
西

10月18日（木）
板橋区立文化会館
（大会議室）

76名　参加
板　橋　納　連
（豊　島　納　連）

（教室型会議形式）
各地区連が、参考議題
の中から自由にテーマ
を選択し、発表を行っ
た後、質疑応答を行
い、最後に全体で質疑
を行った。

○実態の伴った組合員名簿の作成：平成28年度に組合員名簿の見直しに着手した。
各組合長に対し、組合員名簿の確認を依頼し、新規組合員の増強に取り組んだ
が、見直しには至らなかった。今年度は前回の反省を踏まえ、商店街連合会を通
じて組合員名簿の見直しに取り組み、年度内には見直しが完了する見込みである。
○これからの納連：純粋に奉仕活動から始まった納連が、ここ数年で会費制に移行
し法人会、青色申告会、間税会等と同様になった。納連が会費制となり、多くの
役員が２重、３重に会費を納めながら活動している。電子申告・納税制度の確立
等により、納連の活動は当初と変化してきており、一部、本来の主旨とは合致し
ないことも出てきた。
○組織増強運動：役員の高齢化が進む中で、次世代につながる組織づくりが急務。
新規組合員の加入等により組織の活性化が図られ、組織が充実・強化される。あ
らゆる機会に納連をPRし新規会員の勧誘を行うなど組織の増強に取り組んでいる。

城
　
南

10月30日（火）
渋谷区立商工会館
（２階会議室）

86名　参加
渋　谷　納　連
（目黒区　納　連）

（コの字型会議方式）
「税知識の普及と納税
思想の高揚策について」
などをテーマに、各地
区連が発表を行った
後、最後に自由討議を
行った。

○質問：「協力して頂いた学校や担当の先生方に書面の礼状を差し上げているか」。
　一部の地区連では各校に原稿用紙を配布する際に礼状を添えて届けているが、多
くの地区連では書面での礼状は作成していない。具体的には、表彰式実施後、写
真と参加賞を各校に届ける際に、各校に赴き口頭でお礼の言葉を伝えているなど。
○質問：「作文審査の採点基準で重要視している点は」では様々な意見があった。
　誤字脱字ではなく内容の持つ感動の度合いを最大のポイントにしている。税を
理解しているか、使い途をどう考えているかなどに着目している。自分の体験や
身の回りの事などを書いた作品を重視している。税の在り方についての情感が伝
わってくるような作品を重視している。

城
　
北

10月12日（金）
北とぴあ

（13階飛鳥ホール）

89名　参加
北　区　納　連
（小石川　納　連）

（ロの字型会議方式）
共通議題である「租税
教育推進協議会との関
わり」について、各地
区連が発表した後、質
疑応答を行った。また、
参考議題の中から各地
区連が自由にテーマを
選択し発表した。最後
に、総括しての質疑応
答を行った。

○租税教室：開催校拡大のため学校の文化祭等を訪問、公民の教員に依頼してい
る。租税教室は税を理解する上で大変重要。小学校高学年を対象とした租税教室
の開催を拡大することで中学生の「税についての作文」の応募数の増加にもつな
がる。
○一日税務署長：署長室で委嘱状の交付、たすき掛け、幹部職員との名刺交換、署
内視察の後、署長訓示として作文朗読、署長席で模擬決裁を行うなど税務署長業
務を体験した。生徒からは「良い思い出が出来た」との感想があり、父兄や先生
からは感謝とお褒めの言葉を頂いた。このようなイベントは作文募集のPRになり
作文募集の拡大につながるので、今後とも納連は積極的に参加・協力をしていく。
○地域コミュニティ：キャンペーンの実施方法を集合型から分散型にすることを検
討中。現在の納税キャンペーンは街頭で行っているが、組合員が一ヵ所に集合す
るのが難しい状況にある。そこで納連役員が所属している町会のイベントなどで
チラシ・グッズを個別に配る「分散型キャンペーン」を行うことを検討している。

多
　
摩

10月26日（金）
東京都青梅合同庁舎
（３階会議室）

64名　参加
西多摩　納　連
（武蔵府中納連）

（ロの字型会議方式）
「自主財源の確保対策」
と「組織増強運動」に
ついて、各地区連の代
表者が意見発表を行い、
その後、東総連会長か
らコメントがあった。全
ての地区連の発表の後、
質疑応答を行った。

○自主財源確保対策：市町村からの補助金や保険手数料が廃止となり、財源が枯渇
している。現在の財源は、役員会費、農協及び信用金庫からの賛助金である。今
後、信用金庫に賛助金の協力を求めるなど自主財源確保に取り組む。経常的な収
入全体の２割以上を補助金に依存しており、事業内容から考えれば今後も都の財政
支援が必要。経費の削減による効率的な運営と現状以上の自主財源の確保が必要。
○組織増強運動：これからの納連を支えていく若い人材の確保が急務。産業まつり
で新規会員の募集を行い、若い会員の獲得に取り組んでいる。関係団体に納税貯
蓄組合の設置を依頼、各団体の役員が組合員で会員は安定、名簿も実体のある名
簿である。今後、法人会では、全地区に「納税組合＝単位組合」を設立する予定。
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○�杉並納税街頭キャンペーンを実施（杉並納連・荻窪納連）
　杉並納連と荻窪納連は、10月28日（日）、杉並区、杉並税務署、荻窪税務署、杉並都税事務
所、杉並税務懇話会や荻窪税務連絡協議会のメンバーと連携して、JR荻窪駅や青梅街道にお
いて杉並納税街頭キャンペーンを実施しました。

○�「しっかり納税・明るいサービス浅草の街」キャンペーンを実施（浅草納連）
　11月３日（土）、浅草納連は、税務署、都税事務所、区役所、商店連合会、間税会、酒販連
合会、青色申告会などと連携して「しっかり納税・明るいサービス浅草の街」キャンペーン
を実施しました。当日は、五十塔院信徒休憩休憩室でセレモニーを行い、その後、ハーレー
ダビッドソン12台と歩行隊100名で、期限内納税・振替納税の推進を訴えながら、浅草公園六
区周辺でキャンペーンを実施しました。

○�一日税務署長イベントを実施（新宿納連）
　12月19日（水）、新宿納連は、新宿税務署と連携し
て、「一日税務署長」イベントを実施しました。

○�一日税務署長イベントを実施（荒川納連）
　12月25日（火）、荒川納連は、荒川税務署と連携し
て、作文事業のPRと納税貯蓄組合の活性化を目的
に、「一日税務署長」イベントを実施しました。
　当日は、委嘱状の交付の後、模擬決裁や署内視
察・署長訓ほか、荒川ケーブルテレビによる撮影や
インタビュー、荒川納税貯蓄組合連合会の役員との
懇談会に出席するなど、多忙な署長業務を行いまし
た。（P６、７も併せてご覧ください）

地 区 連だより地 区 連だより

街頭キャンペーン風景 参加者の皆さん

新宿税務署と新宿納連との記念撮影

荒川税務署と荒川納連との記念撮影

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
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今後の東総連等事業日程（予定）

＊　春は出会いと別れの季節とも言われています。事務局でも約10年に亘り東総連の活動を支え
てきた湯原専務理事がこの３月末で勇退されます。組合員の皆様には、４月以降、新体制で活
動を開始する事務局に引き続き暖かいご支援を賜りますようお願い申しあげます。（事務局）

　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

開 催 月 日 事　　　業　　　名 会　場　等
2019年

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
正副会長会
正副会長・常任理事会

上野精養軒

６月17日（月） 正副会長会
東総連第63回定期総会 上野精養軒

６月18日（火） 全総連第62回定時総会 上野精養軒

７月８日（月） 青年部・女性部役員合同会議
東総連青年部・女性部合同研修会 上野精養軒

７月25日（木） 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
10月２日（水） 東総連作文審査会 上野精養軒
11月11日（月）

～
11月17日（日）

税を考える週間

11月22日（金） 東総連青年部・女性部バス研修会

12月６日（金） 正副会長会
正副会長・常任理事会 上野精養軒

2020年
１月上旬 年始挨拶・正副会長会 東京都主税局・新宿

１月14日（火） 納貯功労者表彰式・新年賀詞交歓会 上野精養軒

２月17日（月） 地区連会長・経理担当者合同会議
東総連研修会 上野精養軒

３月19日（木） 正副会長会
正副会長・常任理事会 上野精養軒

※日程は、変更の可能性があります。
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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

※１ 土地1筆又は家屋1棟ごとに、それぞれ1件と数えます。
※２ 1回の申請で同一種類の証明を2件以上申請された場合、2件目以降1件につき100円となります（た

だし、同一の所有者で、かつ資産の所在が同じ区内のものを申請された場合に限ります。）。
※３ 同一税目についての数年度分の証明は1件となります。固定資産税・都市計画税は、あわせて1税目と

数えます。また、法人の事業税・地方法人特別税、法人の都民税は2税目と数えます。
※４ 運輸支局等において電子的に納税確認が可能となったため、車検時に納税証明書の提示が省略できるよ

うになっています（納付後最大10日程度かかります。）。

上記以外の証明・閲覧、公用照会（固定資産評価証明書交付依頼書による申請を含む。）などは、都税証明
郵送受付センターではお取扱いできませんので、所管の都税事務所・支所（納税証明書のみ取扱い）に申請を
お願いします。

お届けまでに概ね1週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

平成31年4月1日（月）以降の郵送請求は

「都税証明郵送受付センター」宛にお願いします。

～郵送にて都税の証明書等を請求される皆様へ～

都税証明郵送 検索○詳しくは、主税局ホームページをご覧ください。

東京都では、郵送による都税の証明書等の発行業務を「都税証明郵送受付センター」で集
中して行うこととなりました。平成31年4月1日以降、都税の証明書等を郵送にてご申請さ
れる場合は、以下の宛先にお送りください。

平成31年4月1日以降の郵送請求先

都税証明郵送受付センターで取り扱う証明書等とその手数料

〒112－8787　
　東京都文京区春日1－16－21　都税証明郵送受付センター

証明書等の種類
23区内の固定資産（土地・家屋）

評価証明書・関係証明書・物件証明書
都税の納税証明書

自動車税納税証明書（継続検査等用）※4

23区内の土地・家屋課税台帳
23区内の土地・家屋名寄帳

手数料額
1件　400円※1

2件目以降1件100円※2

1件1税目につき400円※3

無　　料
区ごと、種類ごとに300円

区ごと、所有者ごとに300円
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