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納貯法施行65周年・
　　東総連創立60周年記念式典
納貯法施行65周年・
　　東総連創立60周年記念式典

新井全納連会長祝辞岡田東京国税局長祝辞

東総連感謝状贈呈東総連会長表彰状贈呈

東京都主税局長感謝状贈呈東京都知事感謝状贈呈

東京都知事挨拶（代理目黒東京都主税局長）東総連会長式辞（代理笹本副会長）

【記事掲載10頁】
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近藤東京局納連会長祝辞

栗山都議会財政委員長祝辞

受付の皆さん

式典風景 祝賀会風景

石川青年部長宣言朗読

式典風景宮下東京税務協会理事長祝辞

受賞者代表謝辞
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式 　 辞式 　 辞

会  長　　酒　井　雄　學

　今日の佳き日、ここに納税貯蓄組合法施行65周年並びに東京納税貯蓄組合総連合会創立
60周年記念式典を開催するにあたり一言ご挨拶を申し上げます。
　本式典の開催にあたりましては、東京国税局並びに東京都主税局のご後援を賜り、深く
感謝申し上げる次第であります。
　また、ご来賓の皆様方におかれましては、公務ご多忙の中ご臨席の栄を賜り、衷心より
感謝申し上げますとともに、平素から当連合会の運営につき、一方ならぬご指導、お力添
えを賜りここに厚く御礼申し上げます。
　各地区連合会長の皆様にも、ご多用のところ多数ご出席いただき、心から御礼申し上げ
ますとともに、日頃からお寄せいただいておりますご協力に対し、深く感謝申し上げる次
第であります。
　顧みますと、昭和26年４月、納税貯蓄組合法が施行され、全国各地の納税貯蓄組合が

「日掛け、月掛け、心掛け」をモットーに、納税資金の備蓄と納期内納税を目標に活動を
展開して参りました。東京においても各地域で地区連合会が結成され、昭和31年５月、東
京都内の23の地区連合会が結集して東京納税貯蓄組合総連合会が誕生しました。
　以来今日までの60年間、加盟48地区連合会と協力し、納税道義の高揚や自主納税態勢の
確立、租税教育の推進等の活動を通して国並びに地方の税務行政の円滑な運営に貢献して
参りました。
　その取組みの中心は、税知識の普及と納税思想の高揚を基調に納期内納税の推進と口座
振替の利用拡大であり、納貯組合創設時の基本目的である納税資金の備蓄の精神を忘れる
ことなく、各地区連合会との緊密な連携の下、その促進を図って参りました。
　特に、最近においては、本格的な少子高齢化社会を迎えている中で、次世代を担う青少
年に対する租税教育の重要性を認識し、中学生の「税についての作文」を重点事業に、若
い世代に対する租税意識の向上を図ることを納貯活動の大きな柱として取り組んで参りま
した。また、高度情報化などの経済活動の変化等に対応していくための電子申告・電子納
税の利用推進のPR活動にも取り組んでいるところです。
　この間、国においては「税と社会保障の一体改革」のもと、消費税の税率引き上げと軽
減税率の導入が予定されるなど、税制度の抜本的な改革が検討されています。社会経済が
大きく変わろうとしている時であるからこそ、納税協力団体として、私達、納貯組合への
期待と果たすべき責務は益々増大しています。
　このように社会的に有意義な活動に取り組んでいる東総連及び加盟48地区連合会であり
ますが、時代の変遷のなかで、高齢化による組合員の減少や、手数料収入等の減少による
財政問題など、現在、様々な課題も抱えております。
　こうした課題の解消を一朝一夕に実現することは困難でありますが、東総連創立60年と
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いう記念すべき年を、東総連及び加盟48地区連合会が、新生納貯組合としてあゆみ出す初
年と位置づけ、組合員一同の英知を結集し力を合わせて納貯活動の充実・強化に取り組ん
でいく覚悟です。
　さて、本日の記念式典において、12名の方に東京都知事感謝状が、32名の方に東京都主
税局長感謝状が贈られます。
　また、100名の方々が東総連会長表彰状を受けられ、１名の方に東総連感謝状が贈られ
ます。
　受賞されます皆様方は、各地区連合会或いは東総連における納貯活動の牽引車として
日々努力されてこられました。長年にわたる納貯活動への献身的なご貢献と卓越したご功
績に対し、深く敬意を表するとともに心からお祝いの言葉を申し上げる次第であります。
　この受賞を契機に、なお一層納貯活動にご尽力いただきますようお願い申し上げます。
　納貯法施行65周年、東総連創立60周年のこの時にあたり、私ども東総連は、加盟48地区
連合会とともに、その果たすべき責任を自覚し、納貯活動に全力で取り組んでいく所存で
あります。
　本日、ご出席の皆様方におかれましては、是非私どもの意図するところをお汲み取りい
ただき、今後とも東総連をはじめ各地区連合会の活動にご理解とご協力を賜りたく心から
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の益々のご健勝とご繁栄を衷心よりご祈念
申し上げ、私の式辞とします。

宣　言
　東京納税貯蓄組合総連合会は、昭和31年５月、東京都の地区連合会が結集し、国
並びに地方の財政基盤の根幹をなす税収確保に寄与するとともに、納税貯蓄組合の
一層の発展を図るため設立された。
　以来、今日までの60年間、各地区連合会との緊密な連携の下、納税道義の高揚を
図るとともに自主納付態勢の確立、租税教育を推進させるための中学生の「税につ
いての作文」事業など様々な納貯活動に取組んできた。
　この間、国並びに地方公共団体は、人口減少と少子高齢化の急速な変化を背景
に、社会保障の充実・安定とそのための安定財源確保及び財政健全化の同時達成を
目指して、社会保障と税の一体改革に取組んでいる。
　東京納税貯蓄組合総連合会は、まさに半世紀を超えた節目の時を迎えた今、加盟
48地区連合会と共に、国並びに地方公共団体の納税協力団体としての責務を全うす
るため、納貯活動の原点を見据えつつ、かつ、今日の時代の要請に応えるための熱
い志と行動力をもって、納貯活動に全力で果敢に取組むことを誓うものである。
　ここに、納税貯蓄組合法施行65周年、東京納税貯蓄組合総連合会創立60周年記念
式典において、その決意を披瀝し、宣言する。

　平成29年２月10日
東京納税貯蓄組合総連合会
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東京都知事　　小　池　百合子

　納税貯蓄組合法施行65周年並びに東京納税貯蓄組合総連合会創立60周年を迎えられ、本
日、記念式典が盛大に開催されますことを、心よりお慶び申し上げます。
　そして、多年にわたる納税貯蓄組合活動でのご功績に対し、感謝状を贈呈させていただ
きました皆様には、これまでのご尽力に、深く敬意を表するとともに、心より御礼申し上
げます。
　東京納税貯蓄組合総連合会の皆様には、日頃より税務行政の進展に格別のご理解とご支
援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　納税貯蓄組合法が施行された昭和26年当時の東京は、いまだ戦後の混乱が続いていた時
期でございました。そのような中、納税義務を果たすため、納期内完納を目指し、納税資
金を確保する納税貯蓄組合運動がスタートしたと伺っております。
　そして、５年後の昭和31年には、東京納税貯蓄組合総連合会が創立され、以来、60年
の長きに渡り、口座振替による納税の推進、税の知識や納税思想の普及・啓発、「税につ
いての作文」を通じた租税教育の推進など、幅広い活動に取り組まれ、東京都の税務行
政に多大なるご貢献をいただいてまいりました。変わらぬご尽力に、重ねて感謝申し上
げます。
　さて、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は、あと３年後に迫りました。
これを世界中の人々の記憶に残る大会として成功させるとともに、東京のさらなる発展に
確実に繋げていけるよう、東京都は全力で取り組んでまいります。
　先月発表致しました、東京都の平成29年度予算案は、一般会計の総額で６兆9,540億円、
そのうち都税収入は、５兆911億円であり、７割以上が都民の皆様からの都税収入で支え
られています。
　東京の明るい未来を築いていくためには、強固な財政基盤の構築が必要であり、税務行
政の責務は益々重くなっております。
　東京都は、納税者の皆様に対するサービスの向上を第一に、引き続き税収の安定的確
保、税務事務の精度向上に取り組んでまいります。
　こうした税務行政の推進には、貴連合会の皆様のお力添えが不可欠であります。
　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、
変わらぬ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、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
より祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。

挨 　 拶挨 　 拶
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東京国税局長　　岡　田　則　之

　本日ここに、納税貯蓄組合法施行65周年並びに東京納税貯蓄組合総連合会創立60周年記念式典が
挙行されるにあたり、一言お祝いを申し上げます。
　はじめに、東京納税貯蓄組合総連合会の皆様には、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。また、このたび感謝状並びに表彰
状を受けられました方々におかれましては、その御功績に対し敬意を表しますとともに、心からお
祝いを申し上げます。
　東京納税貯蓄組合総連合会は、昭和31年に地区連合会の相互連絡・協調を図り納税貯蓄組合の総
合的発展に寄与することを目的として創立されて以来、昨年で60周年という記念すべき年を迎えた
歴史ある団体であり、今日に至るまで皆様の御尽力により着実な発展を遂げられておりますことを
お慶び申し上げます。
　振り返りますと、終戦直後の日本では復興のために多額の歳出が必要とされる一方、経済的混乱
の下で納税道義は著しく低下し、税収確保が非常に困難な状況に陥りました。そうした中、失われ
た納税秩序の回復や安定した税収確保のために納税貯蓄組合法が昭和26年４月に議員立法によって
制定され、納税貯蓄組合が誕生しました。
　それ以来「計画的な貯蓄を行い、租税を自主的に期限内に納める」という同法の精神に基づき納
税貯蓄組合の諸先輩方や現組合員の皆様は、期限内完納推進運動や納税意識の高揚を目的とした幅
広い活動に、長年にわたり御尽力いただきました。このような皆様の活動のお陰を持ちまして、日
本全体の納税意識の高揚が図られ納税環境が整備されることにより、昭和26年の申告所得税の期限
内収納率が25パーセント程度であったのに対し、現在では90パーセント以上と大幅に改善するに至
りました。申告納税制度の柱ともいうべき自主納付体制の確立のため、60年の長きにわたり私ども
と共に歩み御尽力をいただきましたことに、深く感謝申し上げますとともに、引き続き申告納税制
度を支える良きパートナーとして共に歩んでいただけることを期待しております。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、税知識の
普及と納税道義の高揚を目的として昭和42年に第一回目の作品募集が行われ、全国から5,450編の
応募がありました。そして昨年、記念すべき50回目を迎え全国で60万編を超える多くの応募があり
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。これまでの皆様の
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。
　本年度におきましても、小石川　本郷　多摩武蔵　品川　玉川納連における、消費税期限内完納
に向けた宣言式・キャンペーンなどの取組のほか、本郷　上野　蒲田納連における中学生の「税に
ついての作文」受賞者を対象とした「一日税務署長」に御協力をいただくなど、各連合会におかれ
ましても様々な活動に積極的に取り組んでいただきました。いずれの取組も納税道義の高揚に寄与
するものであり、引き続き積極的な取組をお願いします。
　さて、最近の税務行政に目を向けますと、経済活動の国際化、ICT化の進展、さらには社会保
障・税番号制度について本年１月から所得税等の申告書や法定調書等の税務関係書類への番号記載
が本格化するなど、税務行政を取り巻く環境は大きく変化しております。
　このような状況の中で、納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現するという国税
庁の使命を充分に果たしていくためには、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、今後とも期限内収納の確保など、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。
　結びにあたりまして、東京納税貯蓄組合総連合会の更なる御発展と御臨席の皆様方の益々の御活
躍と御健勝を祈念いたしまして、祝辞とさせていただきます。

祝 　 辞祝 　 辞
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　納税貯蓄組合法施行65周年・東京納税貯蓄組合総連合会創立60周年記念の受賞者を下記
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。受賞まこ
とにおめでとうございます。

納貯法施行65周年・東総連創立60周年記念受賞者のご紹介

東京都知事感謝状受賞者（敬称略・順不同） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【麹　町】 柴　山　謹一郎 【西新井】 土　屋　　　勝 【江戸川北】 中　田　久　雄

【江戸川南】 関　　　善　明 【中　野】 丸　岡　千鶴子 【品　川】 角　田　善治郎

【目黒区】 岡　田　浩　美 【本　郷】 間　下　成　敏 【上　野】 保　坂　敦　子

【荒　川】 望　月　壽　夫 【武蔵野】 田　辺　文　彦 【多摩武蔵】 西　川　明　生 12名

東京都主税局長感謝状受賞者（敬称略・順不同） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【麹　町】 安　達　保　俊 【　芝　】 池　田　勝　夫 【四　谷】 大　熊　　　勝

【新　宿】 小　林　國　夫 【向　島】 佐　藤　幾洋子 【江東東】 細　渕　貞　造

【江東西】 佐　野　スミ子 【足　立】 浅　井　　　弘 【西新井】 七　條　俊　彦

【江戸川北】 金　子　　　宏 【江戸川南】 関　口　光　治 【杉　並】 中　山　武　男

【荻　窪】 田　中　健　次 【板　橋】 佐　藤　　　孝 【練馬東】 八重田　　　茂

【練馬西】 田　中　　　裕 【品　川】 吉　野　主　計 【荏　原】 寺　平　愼　一

【目黒区】 金　子　和　資 【大　森】 堤　　　義　久 【雪　谷】 田　村　伸　一

【北　沢】 山　田　正　和 【玉　川】 黒　丸　　　晋 【渋　谷】 小　林　チヨ子

【本　郷】 榎　　　弘　美 【上　野】 木　下　守　康 【浅　草】 関　　　泰　子

【北　区】 上　村　照　子 【荒　川】 大　石　雅　則 【八王子】 串　田　九二男

【武蔵野】 平　尾　玉　枝 【多摩武蔵】 公　盛　健　一 32名

東京納税貯蓄組合総連合会会長表彰状受賞者（敬称略・順不同） 　　　　　　　　　　　　　

【麹　町】大　井　基　臣

【　芝　】池　田　　　宏

【四　谷】木　下　テルエ 里　見　日出子 比留間　行　子

【新　宿】竹　脇　弘　訓 中　西　忠　夫

【江東東】白　谷　光　利 中　野　貞　夫 瀬　田　幸　一 郡　司　孝　一

【江東西】今　井　一　夫 角　田　雅　道 平　山　忠　成
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【江戸川北】立　川　直　樹 新　堀　圭　二 沖　本　広　成 近　藤　　　茂

【江戸川南】宇田川　晴　夫 宮　入　保　子 山　田　明　子 金　本　初　江

【中　野】髙　橋　敏　子 八　束　由紀子 芹　田　陽　子

【杉　並】永　塚　光　夫 中　山　武　男 奥　屋　保　子

【荻　窪】斎　籐　敬　子

【豊　島】冠　城　　　勲 高　舘　昭　夫 柳　澤　冨士子 野　村　要　子 蓮　實　金　央

【板　橋】長谷川　孝　一

【練馬東】吉　田　多恵子 小　泉　眞理子 和　田　真　一

【練馬西】加　藤　喜代子 小美濃　美智子

【品　川】渡　辺　弘　章 足　助　弘　子

【荏　原】和　田　節　子 村　上　ク　ニ 宮　野　八千代 中　井　貞　子 伊　藤　晴　視

【目黒区】小野瀬　康　裕 真　田　照　久

【大　森】清　水　かほる

【雪　谷】多　田　　　弘 富　永　絵　里 守　屋　昭　二 望　月　高　徳 鈴　木　聖　子

【世田谷】山　口　俊　行 宮　井　克　明

【北　沢】谷　村　育　男 村　越　健　一 野　崎　清　榮 伊豆川　直　良 山　梨　　　豊

【玉　川】和　田　康　弘 関　口　安　夫 廣　部　雅　子 篠　原　真　一

【渋　谷】小谷野　浩　治 西上原　　　学 田　中　忠　良

【本　郷】上　田　　　清 平　松　政　憲 諸　岡　建　至 渡　辺　泰　男

【上　野】魚　津　光　久 池　原　一　雅 鈴　木　敏　道 大　森　宇　芽 茂　木　秀　子

【浅　草】眞　田　　　一 関　　　庫　明 山　口　浩　一 丹　波　テツ子 全　　　永　洪

【北　区】前　田　幸　生 鈴　木　心　一 狩　野　信　雄 鈴　木　輝　雄

【荒　川】大　澤　泰　一 中　島　隆　司 髙　橋　保　夫 笹　島　健　司

【八王子】岡　本　恭　子 細　川　正　實

【南多摩】濱　田　京　子

【武蔵野】三　森　五　郎 田　中　　　弘 小　林　　　清

【多摩武蔵】石　田　ト　キ 大和田　明　德 増　田　房　子 100名

東京納税貯蓄組合総連合会感謝状受賞者（敬称略） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【本　郷】 松　山　吉之助 1名
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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23日（水）：新宿住宅展示場）

　今年度２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
青年部等から５名が参加協力しました。

★ 納貯法施行65周年記念式典・全納連青年女性部第８回全国大会 
（11月25日（金）：パレスホテル大宮）

12　月
★ 第２回正副会長・常任理事会 
（12月５日（月）：上野精養軒）

　　議題：１　平成28年度予算執行状況について
　　　　　２　  平成29年賀詞交歓会及び納税表彰 

受賞者祝賀会の開催について
　　　　　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22日（木）：東京都庁）

　平成28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。東総連からは笹本副会長が祝辞を述
べ、受賞者を激励しました。

1 　月
★正副会長年始挨拶（１月６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。

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

会議風景

表彰式参加の皆さん

目黒主税局長と懇談する役員
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★第３回正副会長会（１月６日（金）：新宿）
　年始の挨拶終了後、新宿にて第３回正副会長会を開催しました。
　　議題：１　納貯法施行65周年・東総連創立60周年記念式典の運営について
　　　　　２　平成29年新年賀詞交歓会及び納税表彰受賞者祝賀会の開催について
　　　　　３　その他

★ 平成29年東総連新年賀詞交歓会及び納税表彰受賞者祝賀会 
（１月10日（火）：上野精養軒）

　平成29年の新年を飾る恒例の東総連新年賀詞交歓会及び表彰受賞の方をお招きして
の納税表彰受賞者祝賀会が、多数のご来賓をお迎えして１月10日（火）上野精養軒に
おいて盛大に開催されました。本会は松岡副会長の司会で始まり、笹本副会長の挨拶
の後、ご来賓を代表して岡村東京国税局徴収部長、目黒東京都主税局長からご祝辞を
いただきました。祝宴には、各地区連合会長をはじめ組合の役員及び受賞者等124名
が参加し、午後６時渡邉副会長の閉会のことばで和やかな雰囲気のうちに祝宴を終え
ました。

（各表彰受賞の方々のお名前は会報第131号をご覧ください）

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会長挨拶（代理笹本副会長）

壇上で紹介された受賞者の皆さん

2 　月
★納貯法施行65周年・東総連創立60周年記念式典（２月10日（金）：上野精養軒）
　納貯法施行65周年・東総連創立60周年記念式典が、多数の来賓をお迎えして２月10
日（金）上野精養軒で盛大に開催されました。
　東総連会長式辞（笹本副会長代読）の後、目黒主税局長から東京都知事・東京都主
税局長感謝状の贈呈があり、続いて笹本副会長より東総連会長表彰状が贈呈され、さ
らに小林名誉会長から東総連感謝状が贈呈されました。その後、東京都知事（代理）
のご挨拶があり、引き続いて来賓としてお迎えした岡田東京国税局長、新井全納連会
長、近藤東京局納連会長のお三方からご祝辞をいただきました。
　次に石川東総連青年部長が「宣言」を声高らかに読み上げ、若宮東総連副会長の閉
式の言葉で式典は終了しました。式典終了後の祝賀会は、各地区連会長等200名が参
加し、和やかな雰囲気の中で行われました。（Ｐ１～２の写真特集をご覧ください。）
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★ 東総連青年部・女性部ホームページ委員会 
（２月27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３回正副会長・常任理事会（３月８日（水）：上野精養軒）
　　議題：１　平成29年度東総連事務事業について
　　　　　２　平成29年度東京都補助金について
　　　　　３　平成29年度納貯功労者表彰式について
　　　　　４　その他　①「納貯の日」における納税キャンペーン　②主な事業日程

★地区連合会長及び経理担当者合同会議（３月８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28年度決算事務（事業実績
報告）及び29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。

挨拶する笹本副会長 説明を聞く地区連の皆さん相羽広報担当課長からの説明

★東総連研修会（３月８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74名が参加しました。
　今回の研修会では、「税の役割について」と「国際課税について」という二つの演
題で、それぞれ東京国税局徴収部管理運営課の片平課長補佐と、川島監理第６係長か
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。

講演する片平課長補佐 講演する川島係長

委員会風景
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地 区 連だより地 区 連だより
○納税キャンペーンを実施（浅草納連）

　11月５日（土）、浅草納連は「税を考える週間」行事の一環として、33回目となる「しっか
り納税、明るいサービス浅草の街」街頭キャンペーンを開催しました。このキャンペーンは
浅草納連・浅草商店連合会等６団体が主催し、三税務機関と大型バイクのサンハーレー会も
バイク11台で協力されました。

パレード風景 取材を受ける浅草納連会長

○�「消費税期限内完納推進宣言式」を開催�
（多摩武蔵納連）
　11月８日（火）多摩武蔵納連の所属する東村山納税懇話
会は東村山税務署で「消費税期限内完納推進宣言式」を開
催しました。式典には多摩武蔵納連のほか、東村山法人会
など７団体の長と東村山税務署長が出席されました。写真
の横断幕は、西武線東村山駅の改札口に掲示されました。

○�中学生の「税についての作文」表彰式を開催�
（玉川納連）
　玉川納連は、11月９日（水）、東郷記念館において中学生
の「税についての作文」表彰式を開催しました。
　当日は、玉川税務署長賞・玉川納連会長賞などの表彰状
と記念品が、６名の生徒に授与されました。また中学校に
対する感謝状も１校に対し授与されました。

○中学生の「税についての作文」表彰式を開催（上野納連・浅草納連）
　上野納連と浅草納連は１月16日（月）、台東区役所において中学生の「税についての作文」
表彰式を合同で開催しました。当日は台東区内で局連会長賞や都知事賞、税務署長賞などを
受賞した生徒28名に対し賞状及び記念品が贈呈されたほか、区内の９中学校に対し感謝状も
贈呈されました。

表彰式の様子

宣言式参加の皆さん

表彰式の様子
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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」にお出でください。

（公財）東京税務協会だより
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出版図書ご案内

個人住民税実務の手引
A5判　平成29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28年度1,230円［税込］）

法人住民税実務の手引
A5判　平成29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28年度1,230円［税込］）

地方税ミニガイド
A5判　平成29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28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あ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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　皆様、明けましておめでとうございます。
　本日は、東総連「新年賀詞交歓会・納税表彰受賞者祝賀会」の開催に当た
り、公務ご多忙の中、東京国税局の岡村徴収部長様、東京都主税局の目黒局
長様はじめ幹部の皆様、関係団体の皆様にご列席をいただきました。また、
地区連合会会長をはじめとする組合員の皆様にもお忙しい所、多数ご出席い
ただきました。本当にありがとうございました。
　昨年、東総連では１名の会員が叙勲を授章し、11名の会員が国税関係の納
税表彰を受賞し、30名の会員と1団体が都税関係の納税表彰を受賞しました。

受賞された皆さん誠にお目出度うございます。いずれも会員各位の日頃の地道な活動が行政機関に
よって大きく評価された結果であると深く感じ入っております。
　東総連では、昨年、主要事業である中学生の「税についての作文」事業や地区協議会、リーダー研
修会、東京税務協会と共催の納税キャンペーンなど計画した事業を滞りなく実施することができました。
　特に、作文事業においては、48地区連合会全体で75,866編の応募をいただきました。これは、前
年の記録をやや下回る作文数ではありますが、少子化の進行する現代において、全国の応募数の12
％に当たる作品数を確保したことになります。
　これは偏に、各地区連合会会長をはじめとする関係者の皆さんの日頃の努力のたまものであります。
　この場をお借りして深く感謝申し上げる次第です。
　東総連では、各地区連が中心となり税の滞納未然防止のため納税資金備蓄目的の納税準備預金・
納税定期積金などの金融商品開発に取り組んでいます。昨年も興産信金、西武信金、多摩信金、目
黒信金などが新たな金融商品開発に協力してくれました。こうした取組は、納税貯蓄組合の存在意
義を高め、組織強化にも繋がるものであり、引き続き強力に推進すべきです。
　金融商品開発に尽力していただいた各地区連合会の皆さんの努力に敬意を表したいと思います。
　さて、昨年を思い返して見ますと、まさに激動の年であったと言わざるを得ません。
　４月に発生した熊本地震で、熊本県を中心に甚大な被害が生じ、一時は18万人を超える人々が避
難生活を余儀なくされました。また、８月に発生した台風10号は、観測史上はじめて東北地方の太
平洋側に上陸するなど、計６個の台風が我が国に上陸し猛威をふるいました。
　都政の分野では任期途中で舛添都知事が辞任し、新たに小池都知事が誕生致しました。東京都で
は小池都知事の掲げる「都民ファースト」を理念とし、昨年末に「2020年に向けた実行プラン」を
策定されました。東京都は今後、この実行プランの実現に向け、まい進されると伺っています。
　そして、米国大統領選挙では、大方の予想を覆してトランプ次期大統領が誕生しました。トラン
プ氏はこの１月に新大統領に就任されます。この結果、米国の政策転換が予測されますが、日米関
係が揺

ゆ

らぐことなく、継続することを期待しています。
　こうして見てくると、私共は不確実性の時代に生きている、という思いを強くするところです。
こうした不確実な先の見えない時代であるからこそ、納税協力団体としての納税貯蓄組合の果たす
べき役割・責任はいっそう増大するのではないでしょうか。今こそ私共が実践してきた「日掛け、
月掛け、心掛け」の地道で着実な取組が求められているのです。
　そこで、新年を迎え二点申し上げたいと思います。第一は各地区（署）連におかれては、引き続
き納貯組合の組織基盤を強化する取組にまい進していただきたいということです。
　納貯組合の基礎は地区（署）連にあります。各地区（署）連の充実こそが、納貯組合全体の強化に
繋がるのです。実態の伴った組合員名簿の作成や、会費制の導入、新規会員の獲得等、為すべき課題

酒井会長新年のご挨拶
～平成28年東総連新年賀詞交歓会・納税表彰受賞者祝賀会～

酒井会長新年のご挨拶
～平成29年東総連新年賀詞交歓会・納税表彰受賞者祝賀会～
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は山積しています。いずれも困難な課題ですが、努力は必ず報われると信じ、取り組んでいきましょう。
　第二は、情報発信力を強化していただきたいということです。情報が重大な価値を持つ時代で
す。納貯組合の理念や活動が分かりやすく市民に伝わらなければ、組織基盤の強化も覚束ないこと
でしょう。会報の発行や市民を対象とした研修会等の集まり、東総連ホームページの中の地区連紹
介ページの活用等、様々な手段を創意工夫して、納貯組合の存在を広めていただきたいと思います。
　平成29年を迎え、２月10日には、「納貯法施行65周年・東総連創立60周年」の記念式典が予定さ
れています。
　納貯組合をめぐる課題は多いですが、諸先輩が築いてきた納貯組合の伝統と納税協力団体として
の功績に思いを致し、力を合わせ、英知を結集して課題解決に取り組もうではありませんか。
　結びに当たり、本日ご列席の皆様の事業のご繁栄とご健勝を心より祈念して、新年のご挨拶とい
たします。本年もどうぞ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
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東京国税局徴収部長　　岡　村　憲　一
　東京国税局徴収部長の岡村でございます。
　本日は、東京納税貯蓄組合総連合会賀詞交歓会にお招きいただき、誠にあ
りがとうございます。
　平成29年の年頭に当たり謹んで新年の御挨拶を申し上げます。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。

　また、ただいま御紹介がありました堀　元副会長におかれましては旭日双光章の受章の栄誉に浴
されましたことを心からお慶び申し上げますとともに、財務大臣表彰、国税庁長官表彰をはじめと
する表彰を受彰されました皆様方におかれましても、心からお祝い申し上げます。皆様方の永年に
わたる税務行政に対する御理解と御貢献に対しまして深く感謝申し上げますとともに、その御熱意
と御努力に対しまして、心から敬意を表する次第であります。
　昨年一年間を振り返りますと日本経済は、雇用・所得環境の改善が見られ緩やかな回復が続く一
年間でした。
　また、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックが開催され、日本勢の活躍により前回のロ
ンドンオリンピック・パラリンピックを上回るメダルを獲得したほか、東京工業大学の大隅氏がノー
ベル生理学・医学賞を受賞するなど、国民に夢と希望を与えてくれる明るいニュースがありました。
　東京納税貯蓄組合総連合会におかれましては、創立60周年及び納税貯蓄組合法施行65周年の節目
の年でありました。納税貯蓄組合の諸先輩方や現組合員の皆様は「計画的な貯蓄を行い、租税を自
主的に納期内に納める」という同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に
長年にわたり活動してこられました。
　さらに、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』」
事業は昨年、記念すべき第50回目を迎え、都内の中学校684校から75,866編にのぼる多くの応募を
いただきました。
　これもひとえに、納税貯蓄組合の皆様方が地道に募集活動を継続されてきたことの成果であると
認識しております。これまでの皆様の御尽力に対しまして改めまして深く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、私ども国税組織に課された使命は国の活動を支える歳入を確保するために「納税者の自発
的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」ことであります。この使命を国民の皆様からの理
解と信頼の下、果たしていかなければなりません。
　そのためには、納税者利便の向上に向けた様々な取組を進める一方で、適正・公平な賦課徴収の
観点から悪質な納税者には厳正な態度で臨むということが重要であります。
　このような基本を踏まえ、イータックスなどICTを活用して納税者にとって利便性の高い申告・
納付手段の充実など納税者サービスの向上に努めるとともに制度改正への対応に適切に取り組んで
おります。「社会保障・税番号制度」については本年１月から所得税等の申告書や法定調書等の税
務関係書類への番号記載が本格化することになります。社会保障・税番号制度を着実に定着させる
ため引き続き関係民間団体の皆様と連携・強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・広報に一層取り組んでまいりたいと考えております。また、消費税率の
引き上げ時期及び軽減税率制度の実施時期を延期する法案が平成28年11月28日に公布されました
が、執行当局である私どもといたしましては、制度の円滑な実施に向け適切に対応するとともに、
消費税滞納の未然防止にこれまで以上に取り組む所存でございます。
　しかしながら、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。したがいまして、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、今後とも期限内収納の確保など
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。
　結びにあたり、新しい年が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の年になりますよう心から祈念して、新年の挨拶とさせていただきます。

東総連新年賀詞交歓会・
納税表彰受賞者祝賀会来賓ご祝辞
東総連新年賀詞交歓会・

納税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、新年賀詞交歓会及び納税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。
　また、昨年は、納税貯蓄組合法施行65周年並びに東京納税貯蓄組合

総連合会創立60周年という、記念すべき年にあたり、本年２月には記念式典が開催されま
すことを、心よりお慶び申し上げます。
　酒井会長をはじめ、東京納税貯蓄組合総連合会の皆様におかれましては、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。
　そして、永年にわたる納税貯蓄組合活動へのご功績により、栄えある納税表彰を受賞さ
れた皆様の、これまでの献身的なご尽力に対し深く敬意を表しますとともに、心からお祝
いを申し上げます。
　東京納税貯蓄組合総連合会の皆様と東京都は、東総連創立当時から長きに渡り、税の知
識や納税思想の普及・啓発をともに支える大切なパートナーとして活動してまいりました。
　この間、口座振替制度等の納税推進をはじめ、税の作文を通じた租税教育の推進などの
各分野で多くの成果をあげてきているところです。
　皆様の地域に根ざした真摯なご活動に、重ねて御礼申し上げます。
　さて、昨年は都政にとっても、小池知事の就任という大きな転換を迎えた年でありまし
た。昨年末には、小池知事のもと、「都民ファーストでつくる『新しい東京』～2020年に向
けた実行プラン～」と題する計画を発表したところです。引き続き、「都民ファースト」の
都政の構築を進め、全庁一丸となって、東京の課題解決と成長創出に取り組んで参ります。
　特に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会につきましては、いよいよ３年
後に迫ってまいりました。
　大会の成功に向け、全力をあげて準備を進めるとともに、将来にわたる東京の持続的発
展を実現するため、大会後も見据えた施策を着実に展開してまいります。
　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、新年のあいさつとさせていただきます。

東総連新年賀詞交歓会・
納税表彰受賞者祝賀会来賓ご祝辞
東総連新年賀詞交歓会・

納税表彰受賞者祝賀会来賓ご祝辞
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　平成28年度地区協議会が、28年10月17日（月）の城東地区を皮切りに、10月28日（金）の
城南地区及び多摩地区までの間に、全ての地区で順次開催されました。今回の協議会で
は、「組織増強運動について」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28年度地区協議会～

ロの字型会議方式で行われた中央地区協議会

教室型会議形式で行われた城西地区協議会

ロの字型会議形式で行われた城北地区協議会

会議風景

コの字型会議形式で行われた城東地区協議会

コの字型会議形式で行われた城南地区協議会

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

特集
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平成28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（月）
千代田区役所

（４階会議室）

61名　参加
神　田　納　連

（京　橋　納　連）

（ロの字型会議形式）
①組織増強運動②税知
識の普及と納税思想の
高揚策③納税準備預金
の利便性拡大と差別化
④自主財源の確保対策
等10の議題を選択し、
発表を行った後全体で
質疑応答。

○ 納税準備預金には３点の課題がある。第一は金利の低いことだが、金利の優遇策
など提案や運動が必要だ。第二は使い勝手の悪さだ。ネットバンキングに納税準
備預金が対応していない。第三は、金融機関の意識の低さだ。納税準備預金口座
を開設している経営者は、しっかりとした経営をしているという認識を金融機関
に持ってもらいたい。納税準備預金の改善と拡大の運動を中央地区から起こそう。

○ 芝納連と麻布納連が連携して納税資金積立用の新預金開発に取り組んでいる。28
年に「さわやか信金」と「芝信金」で商品化が実現し、関係団体で利用を推奨し
ている。「さわやか信金」では新預金の募集開始から９ヶ月で3,000口を超える48
億円が納税資金として積み立てられた。

○ 組合員名簿について当会では、一単位組合（町内会）当たり、３名以上の登録制
をお願いしている。そして会費は一単位組合年間5,000円としている。組合員名
簿の作成は連合会活動の活性化に不可欠である。

城
　
東

10月17日（月）
すみだ産業会館

（サンライズホール）

87名　参加
本　所　納　連

（向　島　納　連）

（コの字型会議形式）
組織増強運動について、
本所、向島、葛飾の３
納連から発表があり、
その後他の納連からも
意見表明があった。最
後に全体で質疑応答。

○ 税理士部会、税務署幹部を講師とする研修会を実施し、多くの会員の参加があ
る。作文事業について、青年部・女性部役員に審査や表彰式に参加させている。
また、足立区民まつりにおける広報活動（税金クイズ、納税PR）にも参加する
など会員の参加意識の向上に取り組んでいる。特に青年部・女性部の部員の参加
意識や帰属意識を高めるために、率先して行事等に参加してもらっている。

○ 組合員の増員については、納連を知ってもらうことが先決であり、会報（年２回
発行）に納連はどのような組織で何をしているか等を掲載している。今年からは
確定申告期の振替納税勧奨以外に、青色申告会と協力して税理士会の税務相談に
も参加して納貯活動の拡大と納貯組合のPRに取り組んでいる。

城
　
西

10月27日（木）
練馬区役所多目的会議室

アトリウム地下階

76名　参加
練馬西　納　連

（杉　並　納　連）

（教室型会議形式）
①組織増強運動②消費
税完納推進③中学生の

「税についての作文」
④女性部の活動⑤納税
準備預金の開設等の議
題 か ら テ ー マ を 選 択
し、それぞれの地区連
が発表を行った後、全
体で質疑応答。

○ 納税準備預金の商品化に向けて、以下の２点を提案する。
　①口座振替割引制度
　　 公共料金支払いは口座振替を利用すると割引制度がある。このような割引制度

を納税にも適用するよう、運動できないか。
　②納貯組合員限定制度
　　 ①の制度を納貯組合員限定にできないか。限定にすることにより組合員の増

加、口座振替の普及拡大につながる。
○ 旧名簿（17年度作成）を基に23年度に実態調査をした結果、128組合が107組合に

減少した。27年度は組合数と組合長の確認調査を実施した。28年度は組合長に組
合員の実態把握を依頼した。現在、常任理事に対し新組合設立と後継者育成をお
願いしている。女性の組合長は現在10名であるが、今後２・３名の女性組合長の
組合が誕生する予定である。

城
　
南

10月28日（金）
品川区立総合区民会館

（キュリアン）

93名　参加
荏　原　納　連

（北　沢　納　連）

（コの字型会議方式）
①組織強化運動②税知
識の普及について③納
税思想の高揚策④税を
考える週間事業⑤作文
事業等６議題について
各地区連が選択し発表
を行った後全体で質疑
応答。

○ 名簿はエクセルデータで管理し、毎年４月に更新している。平成18年より会費制
を導入し、各組合5,000円以上の組合費としている。組合数は毎年増加している。
会報誌「玉川だより」を発行することで、情報提供の拡大を図る。会報誌を会員
の店舗、金融機関などに置いてもらい玉川納連の活動を地域にお知らせする。個
人・町会との連携で組合数を増やす予定。

○ 名簿は順次更新を行ってファイル方式で管理している。会費制は導入していない
が、賛助会費や臨時会費、都・区の補助金、広告料収入等で運営できている。今
後は納連が行政協力団体であることを認識し、納税資金の「計画的備蓄」、税の

「期限内納付」について啓発し、勉強会等を通じて納連全体のグレードアップも
図る。

城
　
北

10月21日（金）
文京区民センター

３−Ａ会議室

84名　参加
本　郷　納　連

（浅　草　納　連）

（コの字型会議形式）
①組織増強運動②青年
部・女性部の役割と活
動のあり方③地域コミ
ュニティの推進④自主
財源の確保対策⑤実態
の伴った組合員名簿の
作成等５つの議題を選
択し、発表を行った後
全体で質疑応答。

○ 一緒に遊ぶということに力点を置いている。７月に隅田川で屋形船を実施し70～
80名が参加している。２・３時間にわたりカラオケ等で親睦を図ると同時に新規組
合員勧誘も行っている。女性部中心で家族や友人が参加し参加者の増加に繋がっ
ている。

○ 会員の高齢化による組合員数の減少が著しい。そのため、女性部・青年部の増強
運動に力を入れている。盆踊り、ボーリング大会等を行い、地域コミュニティの
推進を図っている。平成25年度より単位組合だけでなく一人組合員の増強にも努
めている。その結果、平成25年10月で39名だった青年部は、28年６月で57名とな
った。また一人組合員も５名入会した。これからも組合員増強に力を入れる。

○ 青年部・女性部の一人一人が地域のコミュニティに参加することである。地域の
町内会、自治会、商店会や各種ボランティア団体等に参加し様々な人々と関係構
築を行うことで、初めて地域に根付いた納税意識の高揚等の納貯活動を推進する
ことができる。

多
　
摩

10月28日（金）
多摩信用金庫武蔵野支店

（４階会議室）

63名　参加
武蔵野　納　連

（多 摩 武 蔵 納 連）

（パネルディスカッシ
ョン形式）
①組織増強運動②納税
準備預金③名簿の作成
④会費制⑤東総連への
要望事項等について各
地区連の代表が報告を
行い、その後、質疑応
答。

○ 確定申告期に納連単独で行っていた納税キャンペーンを他の協力団体と連携して
実施した。キャンペーンでは、６団体の活動内容を紹介したチラシを配布した。
このことは、納貯活動を一般の人のみならず、他の協力団体会員にも理解しても
らう良い機会となった。今後も連携活動を続けるとともに、他団体主催の勉強会
等にも積極的に参加して、納貯活動を周知し新規組合員の加入を推進する。

○ 28年５月に多摩信金によって納税協力団体会員専用の「納税貯蓄定期積金＆納税
支援融資」が商品化された。会員限定商品で金利も優遇、低金利融資もあること
から、組合員に利用を推進していく。税の期限内納付手段として有効であり、会
員限定であることから新規組合員加入にもつながる。
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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

都税の様々な納付方法について

自動車の移転手続・廃車手続はお済みですか？

　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。

◇ コンビニエンスストア※１　 ◇ ペイジー（Pay-easy）※２　

◇ クレジットカード※３　 ◇ 口座振替※４　
※１　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）に限ります。
※２　金融機関・郵便局のペイジー対応ATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングでご利用いただけます。
※３　パソコンやスマートフォン等からインターネット上の専用サイトで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）。
※４　口座振替を利用できる税目は個人の事業税、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、固定資産税・都市計画税（償却資産）

に限ります。ただし、固定資産税・都市計画税につきましては23区内に所在する資産が対象となり、随時課税分についてはご
利用いただけません。

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。

事業主の皆さまは、特別徴収の実施に向けて、ご協力くださるようお願いいたします。
 特別徴収とは？ 
　従業員の方の個人住民税は、事業主の方が従業員の方に代わり、毎月給与から個人住民税を差
し引き、納入していただく「特別徴収」が原則となっています。
※従業員が常時10人未満の場合は、従業員のお住まいの区市町村に申請書を提出し承認を受ける
ことで、年12回の納期を年２回にすることができる「納期の特例」の制度があります。

　自動車税は、毎年４月１日現在、自動車検査証（車検証）に記載されている所有者（割賦販売
の場合は使用者）の方に課税されます。
　自動車を譲渡したときは「移転登録」、廃車したときは「抹消登録」の手続きが必要です。お早
めに、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをお済ませください。

◇ 自動車を譲渡したとき：平成29年３月31日（金）までに「移転登録」をお済ませください。
　★移転登録の手続きがお済みでないと、手放したはずの自動車に自動車税が課税され、トラブ

ルの原因となります。

◇ 廃車等で自動車を使わなくなったとき：速やかに「抹消登録」をお済ませください。
　★抹消登録の手続きがお済みでないと、廃車したはずの自動車に自動車税が課税され、トラブ

ルの原因となります。

　登録手続に関しては、以下のホームページをご覧ください。
　〈国土交通省ホームページ「自動車検査・登録ガイド」〉
　　http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000007.html
　　　　【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）

−都税についてのお知らせ−

差し引いた住民税を納入
⑤給与支払日の
　翌月10日まで

特別徴収税額の通知
②５月31日まで

給与から差し引き
④６月～翌年５月まで
　毎月の給与支払日

特別徴収税額の通知
③５月31日まで

給与支払報告書の提出
①１月31日まで

個人住民税ＰＲキャラクター
ぜいきりん 

従
業
員
の
居
住
す
る

区
市
町
村

事
業
主（
特
別
徴
収
義
務
者
）

従
業
員（
納
税
義
務
者
）

事業主の皆さま   平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します！
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開 催 月 日 事　　　業　　　名 会　場　等

４月11日（火） 東総連会計監査 東総連事務局

５月12日（金）
東総連役員選考委員会
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13日（火） 全納連第60回定時総会 上野精養軒

６月26日（月） 第２回正副会長会
東総連第61回定期総会 上野精養軒

７月３日（月） 東総連青年部・女性部役員選考委員会
東総連青年部・女性部合同正副部長会 上野精養軒

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

上野精養軒

７月24日（月） 第２回正副会長・常任理事会
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（木） 地区協議会当番地区連合会長
及び同企画指導部長合同会議 上野精養軒

９月５日（火） 第５回東総連リーダー研修会 上野精養軒

10月３日（火） 東総連作文審査会 上野精養軒

11月11日（土）
～

11月17日（金）
税を考える週間

11月17日（金） 東総連青年部・女性部バス研修会

12月７日（木） 第３回正副会長・常任理事会 上野精養軒

平成30年
１月上旬 年始挨拶・第３回正副会長会 東京都主税局・新宿

１月15日（月） 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） 地区連合会長及び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

今後の東総連等事業日程（予定）

＊ 　会報132号をお届けします。今回の表紙写真は、上野納連の大桃秀之副会長からご
恵与いただきました。次回は秋号を予定しています。秋らしい風景写真をお持ちの
方、是非、事務局までご連絡ください。お待ちしています。
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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

都税事務所への「固定資産税・都市計画税
納税通知書送付先変更届」の提出はお済みですか？

　住民票の変更手続をされても、不動産登記簿上の所有者の住所を変更する登記手続を
されない場合、23区内の固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の納税通知書の送付
先は変更されません。
　登記手続がお済みでない場合は、「固定資産税・都市計画税 納税通知書送付先変更
届」を都税事務所にご提出ください。

○「固定資産税・都市計画税 納税通知書送付先変更届」は、23区内の固定資産税及び都市計画税（土地・家屋）の納税通
知書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を変更することはできませんので、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
○海外へお引越しされる方は、納税管理人を定めてご申告いただく必要があります。

　詳しくは、資産の所在する区にある都税事務所にお問い合わせください。
　不動産登記簿の登記手続につきましては、資産の所在する区を管轄する東京法務局本局又は出張所に
お問い合わせください。

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29年４月３日（月）から６月30日（金）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29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（木）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。

・・・・・

～転居等により、23区内の固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の納税通知書送付先を変更される方へ～
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