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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）

４ 　月
★東総連平成30年度会計監査（４月10日（水）：東総連）
　近藤会長及び担当役員立ち会いのもと、平成30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14日（火）：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　役員改選について
　　　　　４　その他

★ 第１回正副会長・常任理事会 
（５月14日（火）：上野精養軒）

　　議題：１　第63回定期総会の開催について
　　　　　２　第63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14日（金）：上野精養軒）

★第63回東総連定期総会（６月17日（月）：上野精養軒）
　本年度の東総連定期総会は、東京国税局の岡野徴収部長、東京都の塩見主税局長他
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、令和元年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「2019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号議案では、特別役員に名誉顧問及び常任相談役を新設する規約改正
案が承認されました。７号議案では、近藤東総連会長（雪谷納連会長）が再任されま
した。そして、松山常任顧問（本郷）が名誉顧問に、渡邉副会長（豊島）、若宮副会
長（北区）、保坂副会長（上野）が常任相談役に、信田常任理事（杉並）、間下常任理

正副会長会の風景

正副会長・常任理事会の風景
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事（本郷）が副会長に、土屋監事（西新井）、宮﨑理事（西多摩）が常任理事に、玉
澤理事（本郷）が監事に選任されました。
　続いて、新たに地区連合会長になられた柴田理事（本所納連）が東総連の新理事と
して承認され紹介されました。
　引き続き、地区連合会長を退任された山田理事（本所納連）に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。
　さらに、専務理事として長年に亘り事務局を支えてきた湯原専務理事にも感謝状が
贈られました。
　定期総会後に開催された懇親会は、笹本東京税務協会事務局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。

近藤会長挨拶 岡野東京国税局徴収部長ご祝辞 塩見東京都主税局長ご祝辞

総会の様子

懇親会での笹本事務局長ご挨拶

総会懇親会の風景

★第62回全納連定時総会（６月18日（火）：上野精養軒）

７ 　月
★第１回東総連青年部・女性部合同会議（７月８日（月）：上野精養軒）
　　議題：１　2019年度青年部・女性部の活動計画について
　　　　　２　青年部・女性部の情報連絡体制の整備について
　　　　　３　その他
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　第１回東総連青年部・女性部合同総会は７月８日（月）、上野精養軒で開催されまし
た。従来からの青年部・女性部の総会は、青年部・女性部の合同会議として、より実
質的な議論や交流の場に模様替えすることとなりました。第１回目となった今回は、
東総連の事業計画に積極的に関わり、その実現を推進していくなど、新しい方針が示
され、情報連絡体制についても話し合いを行いました。

挨拶する小川青年部長 挨拶する丸岡女性部長 合同会議風景

★東総連青年部・女性部合同研修会（７月８日（月）：上野精養軒）
　東京税務協会と共催の東総連青年部・女性部研修会が、青年部・女性部合同会議後
に組合員等の参加のもと開催されました。
　講師に東京都主税局課税部法人課税指導課長、相羽さとみ様をお迎えし、「法人二税
の最近の動向と電子申告義務化について」と題した講演を行いました。外形標準課税の
概要、法人二税国税化の流れや特別法人事業税（国税）創設の趣旨など、難しい内容
を分かりやすくお話をしていただき、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・女性部員等約80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。

宮下税務協会理事長ご挨拶 講演する相羽講師 合同研修会風景

★第２回正副会長・常任理事会（７月８日（月）：上野精養軒）
　　議題：１　東総連専門部の組織分担について　　２　その他

★共同事業協議会（７月19日（金）：東京税務協会）
　７月19日（金）、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。

★ 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（木）：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　納貯福利共済事業等について
　　　　　４　事務局からの連絡事項

協議会風景
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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５日（月）：上野精養軒）
　　議題：１　平成30年度地区協議会実施状況及び
　　　　　　　意見集約について
　　　　　２　2019年度地区協議会の運営について
　　　　　３　その他

★ 第３回正副会長・常任理事会（８月９日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　2019年度の会費の納入について
　　　　　２　その他

★地区連実地調査（８月23日（金）～９月９日（月））
　主税局による地区連実地調査が８地区連（新宿納連、向島納連、荻窪納連、板橋納
連、練馬東納連、玉川納連、本郷納連、多摩納連）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
★東総連リーダー研修会（９月３日（火）：上野精養軒）
　第７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83名が参
加しました。「税務署長の冒険の裏側」と題して、東京国税局徴収部管理運営課長の
宮﨑和久氏より講演をいただきました。
　宮﨑課長の、酒にまつわる雑学や税務署の字の由来など、ユニークな会話をまじえ
ながらの消費税軽減税率制度の解説は、とても分かりやすく、参加者一同熱心に聴き
入っていました。

講演をする宮﨑講師 研修会風景

説明する主税局職員

合同会議風景
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10　月
★東総連作文審査会（10月２日（水）：上野精養軒）
　10月２日（水）、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200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。

挨拶する近藤会長 審査会風景

★2019年度地区協議会の開催（10月８日（火）～11月５日（火））
　2019年度の地区協議会が、10月８日（火）の城東地区を皮切りに、11月５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）

★2019年度消費税完納キャラバンの実施（10月21日（月））
　（詳細はP14をご覧ください）

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８日（金）：北千住駅西口周辺）
　東総連と（公財）東京税務協会は共催事業として、11月８日（金）、北千住駅西口周
辺において、東総連青年部・女性部役員と各地区連役員有志の皆さんの協力と三税務
機関の参加により税のキャンペーンを行いました。（詳細はP７「東総連トピックス」
をご覧ください）

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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　今年も各地区連では、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。

○「振替納税」推進の街 看板を設置 
　（杉並納連）
　杉並納連では、10月10日（木）、杉並税務署、杉
並都税事務所、杉並区役所の出席のもと、阿佐ヶ
谷パールセンター入口にある大東京信用組合堀之
内支店前において、立て看板『簡単・便利なダイ
レクト納付消費税期限内完納・ ｢振替納税｣ 推進
の街』の設置披露を行いました。

○納税キャンペーンを実施（西新井納連）
　西新井納連では、５月９日（木）、東京都主催の
納期内納税キャンペーンを実施しました。当日は、
役員の皆さんが、西新井駅の東口・西口において、
税のPRチラシ等を配布し、道行く人に納税への協
力を呼び掛けました。

○納税キャンペーンを実施（品川納連）
　品川納連では、５月15日（水）、JR大井町周辺に
おいて品川都税事務所・品川区合同主催の「春の
納税キャンペーンを行いました。このキャンペー
ンは、毎年、品川・荏原両納連が都税事務所・区
役所と連携して行っており、多くの方にPRチラ
シ・グッズを配付することができました。

○納税キャンペーンを実施（玉川納連）
　玉川納連では、５月17日（金）、二子玉川駅改札
前において毎年恒例の春の納税キャンペーンを、
玉川税務署、世田谷都税事務所、世田谷区役所と
ともに実施し、納期内納税・口座振替のPRチラ
シ、グッズなど1000セット配布して納期内納税へ
の協力を呼び掛けました。

地 区 連だより地 区 連だより

キャンペーン参加者の皆さん

立て看板の前で

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
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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10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８
日（金）、JR・メトロ・東武鉄道など、複数路線が乗り入れている北千住駅の西口周辺
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。
　今回は城東地区での初めての実施であり、各関係者には色々とご尽力いただきまし
た。近藤足立区長さんをはじめ、総勢77名もの納連関係者・税務機関の方々に参加して
いただき、有意義な納税キャンペーンができました。
　当日は、駅西口２階のペデストリアンデッキ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、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。

開会挨拶をする大沢副会長 開会式の様子挨拶する宮下東京税務協会理事長

キャンペーンの様子チラシ・グッズを配布する近藤区長

開始式の様子 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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　令和元年度の叙勲、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！
令 和 元 年 度   各 表 彰 受 賞 者 の ご 紹 介

（財務大臣表彰） 　
　村　上　嘉　英（荻窪納連会長） 　東　條　辰　夫（品川納連会長）
　平　野　英　夫（南多摩納連会長）
（国税庁長官表彰） 　
　大　野　隼　佑（大森納連会長） 　若　宮　正　英（北区納連会長）
　鈴　木　弘　昭（武蔵野納連会長）
（東京国税局長表彰） 　
　大　熊　　　勝（四谷納連会長） 　森　　　八　一（本所納連副会長）
　山　﨑　　　修（江東西納連副会長） 　荒　井　正　行（足立納連副会長）
　関　口　光　治（江戸川南納連副会長） 　田　中　良　幸（板橋納連会長）
　宇津木　一　郎（世田谷納連会長） 　諏　訪　紀　子（小石川納連副会長）
　大　桃　秀　之（上野納連副会長）

☆納税表彰受賞者（国税関係、敬称略）

（旭日双光章） 　
　八木澤　秀　夫（足立納連会長）

☆叙勲（納税功労、敬称略）

☆納税表彰受賞者（都税関係、敬称略）
（東京都知事表彰）
　伊　賀　光　政（新宿納連会長） 　佐　藤　幾洋子（向島納連会長）
　浅　野　　　繁（江東東納連副会長） 　中　野　絹　代（杉並納連副会長）
　冠　城　　　勲（豊島納連副会長） 　佐　藤　春　隆（世田谷納連副会長）
　赤　池　福　夫（小石川納連副会長） 　飯　岡　　　燦（北区納連副会長）
　大　澤　泰　一（荒川納連副会長） 　豊　田　直　史（多摩武蔵納連会長）
（東京都主税局長表彰　個人）
　新　田　英　行（京橋納連理事） 　中　村　益　雄（芝納連常任理事）
　塩　谷　征　子（麻布納連常任理事） 　池　永　嘉　友（四谷納連副会長）
　難　波　輝　守（新宿納連副会長） 　相　原　一　浩（向島納連常任理事）
　大　西　　　寛（江東西納連常任理事） 　村　岡　喜一郎（足立納連常任理事）
　立　川　直　樹（江戸川北納連副会長） 　早　川　悳　巳（荻窪納連副会長）
　加　藤　喜代子（練馬西納連副会長） 　金　子　和　資（目黒区納連副会長）
　多　田　　　弘（雪谷納連副会長） 　秋　山　洋　祐（渋谷納連常任理事）
　関　根　かつ枝（小石川納連副会長） 　塚　田　勝　康（浅草納連常任理事）
　髙　倉　敏　子（荒川納連副会長） 　武　井　公　一（武蔵野納連副会長）
（東京都主税局長表彰　団体）
　麻布納税貯蓄組合連合会 　杉並納税貯蓄組合連合会
　荏原納税貯蓄組合連合会
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会 長 挨 拶
〜第63回東総連定期総会〜
会 長 挨 拶

〜第63回東総連定期総会〜

会長　　近　藤　忠　夫
　本日、ここに第63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、山
田佳余子理事がご勇退されます。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10月には東総連の酒井雄學顧問がご逝去されました。酒井顧問には、渋
谷納連会長として活躍されるとともに、役員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、人口減少による少子化が進
み、生徒数が減少しているにもかかわらず、48地区連全体で、応募編数は75,354編、昨年
より若干の減少に留まり、応募校数は697校と、昨年より２校増となりました。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、平成28年度に、東京局納連及び東京国税局の発案により、「一日税務署長の事業」
を各納税貯蓄組合と税務署の主催で実施しました。この事業は、税についての作文で優秀
賞を受賞した中学生に一日税務署長を務めていただくもので、昨年度、東総連48地区中39
地区連で実行されました。
　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、守り、育てていただきたいと存じます。
　今年度の取組につきましては、後ほど役員から説明がありますが、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役員を育成しなければなりません。
　そのために、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、東京国税局間税会等の友誼団体
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
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の明確化が図られたうえは、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
に取り組もうではありませんか。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。各地区連におかれましては、
地元の友誼団体とも協調し、地域の金融機関へ働きかけを行っ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、令和元年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。
　東総連といたしましても、今年の10月には、４都県の納税貯蓄組合連合会と連携・協力
し、「消費税完納運動」を実施する予定であります。
　この運動は、東京国税局や東京都など関係機関の協力を得て、東京国税局管内４都県と
傘下84地区連が連携して、10月から実施される消費税引き上げと軽減税率制度について周
知を図り、消費税の完納を訴えるものであります。
　まだ、詳細が固まっていない部分もありますが、調整が付き次第、皆さんにもお知らせ
し、ご協力いただきたいと思っております。
　その際は、宜しくお願いいたします。
　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ございます。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
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祝 辞
〜第63回東総連定期総会〜

祝 辞
〜第63回東総連定期総会〜

東京国税局徴収部長　　岡　野　淳　一
　東京納税貯蓄組合総連合会の第63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、心からお慶び申し上げます。
　連合会の皆様におかれましては、昭和31年の創立以来、「計画的な貯蓄を行い、
国税を自主的に納期内に納める」という納税貯蓄組合の使命の下、期限内納付の

推進と納税道義の高揚のために、長年わたり積極的に活動していただいております。
　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、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』」事業につ
きましては、52回目となった昨年、東京都内の中学校697校から全体で７万５千編もの多数の応募がありま
した。さらに、その中から、全納連会長賞、国税庁長官賞をはじめとした多数の優秀賞が選出されました。
　これもひとえに納税貯蓄組合の皆様が、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」のイベントにつきましても、皆様方から多
大なる御協力をいただき、東京都内39署において実施することができました。この「一日税務署長」のイベン
トは、保護者や学校の先生方から多くの感銘の言葉をいただいております。また、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できる絶好の機会となりました。私どもといたしましても、
「税についての作文」事業及び「一日税務署長」のイベントは、納税意識の向上を図る上で、また、納税貯蓄
組合の活動をPRする上で非常に重要な施策と考えております。引き続き、一層の御協力をお願いいたします。
　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、更なる定着が図られたものと考えており、御礼申し上げます。今後も制度の普及
及び定着に向け、周知・広報に御協力をよろしくお願い申し上げます。
　また、e-Taxにつきましても、ID・パスワード方式やスマートフォン・タブレット端末によるe-Tax申告
について、会員の皆様による利用、従業員等の方々に対する周知・広報等に御協力いただき、重ねて御礼
申し上げます。
　今後、資本金１億円超の大法人などを対象として、法人税及び消費税等について令和２年４月以降に開
始する事業年度から電子申告の義務化が適用されます。これに併せて、中小法人等にも適用がある各種利
便性向上施策を実施することとしており、e-Taxの普及及び添付書類を含む全ての書類の電子化を進めてま
いりますので、引き続き、e-Taxの利用に向けた取組に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、消費税率の引上げと軽減税率制度の実施まで４か月を切りました。軽減税率制度は、国民の生活
に直結する極めて重要な制度です。
　私どもといたしましては、全ての事業者の皆様に制度の内容を十分に御理解いただき、10月の制度実施
までに準備を終えていただけるよう、関係民間団体の皆様や地方公共団体と連携を図り、説明会を開催す
るなど、あらゆる機会を捉えて周知・広報に取り組んでいるところでございます。
　皆様におかれましても、10月の制度実施までに御自身の準備を終えていただくほか、事業者の皆様が集
まる各種会合の機会に制度説明の時間を設けていただくなど、引き続き、周知・広報に御協力いただきま
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、東京納税貯蓄組合総連合会をはじめ、各署連及び各単位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、私からの祝辞といたします。
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祝 辞
〜第63回東総連定期総会〜

東京都主税局長　　塩　見　清　仁
　ただいまご紹介いただきました、東京都主税局長の塩見でございます。
　本日は、令和最初の、第63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
の推進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。
　御列席の皆様には､ 多年にわたり、口座振替制度等、納期内納税の推進をはじめ、税の
知識や納税思想の普及・啓発など、健全な納税秩序の維持向上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、昨年度は、百回を超える街頭キャンペーンを実施して
いただき、約10万枚という多数の都税に関するリーフレット等を配布していただきました。
加えて、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、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きました。
　変わらぬご尽力に、重ねて感謝申し上げます。
　さて、今年は、ラグビーワールドカップ2019日本大会が９月に開催され、来年は、いよ
いよ東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。
　先日、大会の幕開けを告げる聖火リレーのルート概要が公表されるなど、大会に向けて
の気運が益々高まってきております。
　皆様とともに、オールジャパンの力で、大会を成功に導いて参りたいと存じますので、
引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします。
　そして、今年度の都税収入当初予算額につきましては、雇用・所得環境が改善し続けてい
ることから、８年連続の増収を見込んでいます。しかしながら、都税収入は景気に左右され
やすい不安定な構造であり、海外動向の不透明さが増すなか、先行きは予断を許しません。
　また、今年度の税制改正において決定された、地方法人課税のいわゆる偏在是正措置な
どにより、さらに減収となる要素が見込まれています。
　こうした中でも、東京と日本が未来に向けて、成長を生み続けるためには、激化する都
市間競争に打ち勝ち、東京の「稼ぐ力」を強化して、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。加えて、東京と地方の連携を進化・発展させ、共に成長
していく「共存共栄」を図りながら、日本経済全体の持続的成長の実現につなげていく所
存です。
　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、東京納税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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　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
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200万円
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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
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　令和元年10月21日、東京、千葉、神奈川、山梨の各納税貯蓄組合連合会の代表が一同に
会し、消費税完納を訴えて都庁で消費税完納宣言出発式を行った後、バスで都内を走行
し、東京国税局においても同様な到着式を行いました。
　都庁で行った出発式には、小池東京都知事も出席され挨拶をされました。東京納税貯蓄
組合総連合会に所属する48地区連合会の代表は、千葉、神奈川、山梨県の代表とともに
「消費税完納推進運動実施中」との文字を掲げたバスに乗り込み、沿道でバスをご覧にな
る都民や事業者の方々に、納連からのメッセージを伝えつつ、東京国税局を目指しました。
　東京国税局では、美並東京国税局長に対して消費税完納宣言を行いました。
　この推進運動は、いくつかの段階に分かれており、ステップ１と銘打った都庁及び東京国
税局での「消費税完納宣言」を受けて、各地区連合会がステップ２として、管内の税務署
に対し「消費税完納宣言」を行います。さらにステップ３として、各地区連合会が、それぞ
れの活動拠点とする地域において「消費税完納」を訴えるキャンペーンなどを実施します。
　このように、「消費税完納キャラバン」とは、10月21日に都庁及び東京国税局で行った
「消費税完納宣言」で始まった広範な運動が、各地区連での「消費税完納宣言」や「消費
税完納キャンペーン」へと展開していく、地域や時間を越えた拡がりのある運動です。

出発式で開会宣言を行う平野副会長 挨拶する小池東京都知事近藤会長の挨拶

主税局長に宣言文を渡す原副会長 出発式会場の様子キャラバンバス

到着式で挨拶する美並東京国税局長 キャンペーン参加者の皆さん到着式の様子

～１都３県の納税貯蓄組合の連携・協力による消費税完納推進運動～
消費税完納キャラバンの実施

― 　 ―14



　★内閣総理大臣賞 １編（熊本県）
　★総務大臣賞 １編（岡山県）
　★財務大臣賞 １編（沖縄県）
　★文部科学大臣賞 １編（東京都）
　★国税庁長官賞 40編（東京都２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３編）
　★東京国税局管内納税貯蓄組合連合会会長賞 35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 105編

　国税庁との共催事業である第53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（水）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73,809編、応募校数は695校で、昨年度に
比べ、作文数で1,545編減少し、応募校数でも２校減少しました。また、全国では応募作
文数は578,204編、応募校数は7,464校で、昨年度に比べ作文数で15,591編の減、応募校数
で47校の減となりました。
　東総連では、各地区連から選ばれた200編について、71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（水）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200編のうち105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。

令和元年度（第53回）

中学生の「税についての作文」
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★文部科学大臣賞
　東京学芸大学附属世田谷中学校３年 西崎友佳子

★国税庁長官賞
　品川区立品川学園９年 吉本　　碧

　北区立堀船中学校２年 青山はる花

★東京都知事賞
　大田区立馬込東中学校３年 寺本　美空

★東京国税局長賞
　共 立 女 子 中 学 校 １ 年 原田　佳歩

　足立区立東綾瀬中学校３年 大江　彩音

　足立区立第四中学校３年 三田　希美

　江戸川区立春江中学校３年 三木　愛実

　学校法人大妻学院大妻中野中学校１年 平野　早都

　佼 成 学 園 中 学 校 ３ 年 貫井　　宙

　都立白鷗高校附属中学校３年 細貝　愛奈

　国立音楽大学附属中学校３年 漆間　虹美

★東京都主税局長賞
　東京都立三鷹中等教育学校３年 岡本　　茜

　八王子市立中山中学校３年 笹金　清美

　東洋英和女学院中学部３年 武内　瑛美

★一般財団法人日本税務協会会長賞
　世田谷区立緑丘中学校３年 塩見　悠也

★公益財団法人全国法人会総連合会会長賞
　稲城市立稲城第六中学校３年 前田　結月

★全国納税貯蓄組合連合会会長賞
　足立区立第四中学校３年 菅原深菜美

　板橋区立赤塚第二中学校３年 水野　晴花

　国立音楽大学附属中学校３年 池田　　稟

★全国納税貯蓄組合連合会優秀賞
　江戸川区立松江第六中学校３年 石川　康聖

　渋谷区立松濤中学校２年 岐部レイチェル

　日野市立三沢中学校３年 内田　真緒

★東京国税局管内納税貯蓄組合連合会会長賞
　中央区立佃中学校３年 田端　美結

　墨田区立寺島中学校３年 小野　桜子

　足立区立第十中学校３年 梶岡　渚紗

　江戸川区立西葛西中学校３年 竹下野々花

　板橋区立加賀中学校３年 小森　未来

　帝 京 中 学 校 ３ 年 上野　温洋

　練馬区立光が丘第三中学校３年 児子　千慧

　練馬区立光が丘第一中学校３年 高木　　慧

　練馬区立石神井中学校３年 佐藤　小菊

　目黒区立第九中学校３年 永山　心暖

　大田区立大森第一中学校３年 河野　　凜

　大田区立大森第六中学校３年 谷岡蓮太郎

　世田谷区立砧中学校３年山﨑ひかり

　八王子市立椚田中学校３年 清水　萌花

　稲城市稲城第六中学校３年 青木理咲子

　多摩市立落合中学校３年西田　愛未

　立川市立立川第二中学校３年 水谷　悠里

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

元年度 30年度 増（△）減 提出数 地
区
連合会
名

元年度 30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 5 452 5 308 0 144 2

城
南
地
区

品　川 10 1,160 10 1,103 0 57 3

神　田 3 125 3 112 0 13 1 荏　原 6 595 6 593 0 2 2

日本橋 2 726 2 783 0 △57 2 目黒区 13 1,512 14 1,458 △1 54 4

京　橋 3 273 3 336 0 △63 1 大　森 10 1,415 10 1,480 0 △65 4

芝 19 577 20 624 △1 △47 2 蒲　田 12 1,392 12 1,486 0 △94 4

麻　布 7 673 7 624 0 49 2 雪　谷 8 833 8 898 0 △65 3

四　谷 9 662 5 253 4 409 2 世田谷 16 1,300 17 1,425 △1 △125 4

新　宿 6 439 6 424 0 15 2 北　沢 11 1,264 10 1,257 1 7 4

城
東
地
区

本　所 8 999 8 968 0 31 3 玉　川 12 1,082 11 1,048 1 34 3

向　島 5 526 5 530 0 △4 2 渋　谷 10 576 10 544 0 32 2

江東東 12 1,298 12 1,190 0 108 4

城
北
地
区

本　郷 9 323 10 308 △1 15 1

江東西 13 1,171 14 1,185 △1 △14 3 小石川 11 689 9 658 2 31 2

足　立 19 2,344 19 2,472 0 △128 6 上　野 5 1,457 5 1,517 0 △60 4

西新井 17 2,203 17 2,557 0 △354 6 浅　草 4 1,149 4 1,125 0 24 3

葛　飾 24 2,445 25 2,530 △1 △85 6 北　区 20 1,549 20 1,688 0 △139 4

江戸川北 23 2,677 24 3,076 △1 △399 7 荒　川 11 1,002 11 926 0 76 3

江戸川南 10 1,280 10 1,350 0 △70 4

多
摩
地
区

西多摩 24 2,118 26 2,358 △2 △240 6

城
西
地
区

中　野 14 1,247 16 1,345 △2 △98 4 八王子 37 3,749 37 3,362 0 387 9

杉　並 16 1,030 16 1,131 0 △101 3 南多摩 23 2,769 22 2,532 1 237 7

荻　窪 11 1,103 12 1,084 △1 19 3 まちだ 20 2,437 20 2,759 0 △322 6

豊　島 10 723 9 918 1 △195 2 多　摩 35 4,048 35 4,118 0 △70 10

板　橋 26 3,836 26 3,600 0 236 9 武蔵府中 26 3,638 25 3,631 1 7 9

練馬東 22 2,334 24 2,617 △2 △283 6 武蔵野 23 2,442 24 2,645 △1 △203 6

練馬西 14 1,677 13 1,768 1 △91 5 多摩武蔵 41 4,490 40 4,650 1 △160 10

合　　計 695 73,809 697 75,354 △2 △1,545 200

令和元年度　中学生の「税についての作文」応募状況
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文部科学大臣賞受賞作品文部科学大臣賞受賞作品

　今年七月、小惑星探査機「はやぶさ２」が小惑星リュウグウの地表と地下の岩石を採取
することに成功したことが、大きなニュースとなった。2010年には、はやぶさ初号機が、
プロジェクト中に発生した様々なアクシデントを乗り越えて地球に帰還し、映画化された
物語を家族と見に行って、感動した思い出がある。
　こうした宇宙探査プロジェクトを行っているJAXA（宇宙航空研究開発機構）には、運営
費交付金などの国の資金、つまり税金が使われている。日本の宇宙開発予算は世界屈指の規
模であり、国際宇宙ステーションの運営にも、アメリカに次ぐ資金を分担しているという。
　税金が科学の研究開発に使われる意義とは何だろうか。小惑星のかけらを持ち帰ること
は、私たちの生活に、直結して役に立つわけではない。しかし、はやぶさプロジェクトに
よって、私たちは、新しい発見に心躍らせ、私たちの生きる太陽系や惑星がどのようにで
きたのか、地球外生命体はいるのかなどと想像を広げることができる。人々に、未知の世
界を知ろうとする好奇心や、未来への希望や大きな視野を与えているのではないだろうか。
　現在では、民間企業によるロケット打ち上げも盛んになっていて、「宇宙ビジネス」や
「商業衛星」という言葉も聞かれるが、ビジネスとして成り立つまでになったのは、国が
多額の資金をかけて開発してきた技術や知識の積み上げが基礎にあったからだと思う。
　科学には、すぐに役立たなくても、利益に結びつかなくても、長い目で見れば、人類の
発展に繋がる分野が多くある。そうした分野は利益を出す必要がある民間での基礎研究は
難しいので、広く人々が出し合った税金によって支えられる必要があるのだと思う。私も
将来、自分が納めた税金が、そのように使われていれば、嬉しい気持ちになるだろう。
　私には、将来、研究医になりたいという夢がある。大学などの機関で研究するときに
は、国から研究助成金を受けると思う。税金を使っているからには、人々の助けになる研
究をしたい。人体の謎を解き明かし、病気の治療法、予防法を開発することができれば、
月日はかかっても人々の役に立つと信じて頑張っていきたい。
　一方で、私は研究内容を分かりやすく説明し、多くの人に知ってもらう工夫にも取り組
みたい。そうすることが、病気に苦しむ患者さん
の希望になったり、子供たちが科学に興味を持つ
きっかけになればいいと思う。
　また、それは、税金が有効に使われていること
を広く国民に理解してもらうことにもなると思
う。税金は、未来に向けた人類の探求を支え続け
ているのだ。

東京学芸大学附属世田谷中学校３年　　西崎　友佳子
「科学の未来を支える税金」
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　「税を使うばかりではなく、支払い、社会を支える側になりたいんです。」この言葉は、
会社の人事部で採用の仕事をしている母が面接したハンディキャップのある人から聞いた
言葉だ。母は年間何十人ものハンディキャップのある人を面接しており、中には重いハン
ディキャップを持ちながら何社も応募している人もいるそうだ。
　納税という言葉を聞くと中学生の私でも厳粛な気持ちになる。ニュースでは連日、消費
税増税に対する話題を取り上げている。消費税はほとんどの国民から徴収する私達に一番
身近な税なので、もちろん私達も「納税者」だ。「納税者になるとなんだか自分が国を背
負っている気持ちになるなあ」と軽い気持ちでつぶやいたら、「碧みたいな気持ちを持ち
たくて納税者の立場になることを心から望んでいる人たちがいるんだよ」と母が冒頭の台
詞を教えてくれた。母の会社を受けに来るハンディキャップを持つ人はほとんどの人が
「障がい者手帳」という物を持っているという。調べてみるとこの手帳を持つことにより
交通料金や税金の減税や免除、映画館などでの利用料金の減免など様々な福祉サービスを
受けられることが分かった。そしてその財源は国の社会保障関係費だ。しかし、それらの
サービスを受けるだけでなく、自ら「働いてお金を稼いで、納税して社会の一員であるこ
とを実感したい」と強い思いをもつ人も多くいるそうだ。冒頭の思いを話してくれた人も
寝たきりでも在宅で働けないかと北海道から応募してきたのだという。社会の一構成員と
して「社会と繋がりたい」「社会に貢献したい」という気持ちを強く持ち続ける人が多く
いると聞き、私は身が引き締まる思いになった。本来、社会に出て働き、納税することは
「喜び」であり「誇り」なのだ。そう考えると納税は国民の義務であると同時に権利であ
ると言えるかもしれない。未来の誰かを支える権利。私もいつか納税を通じて未来の子供
達を支援したい。誰もがこの権利を行使したいと思う世の中になって欲しい。そのために
は納められた税に対し私達自身が積極的に学びを深め、より良い使い方がされているか、
意識を動かすことが必要だ。税がどのように生活の中で役立っているかを知る機会が今は
圧倒的に少ないと感じる。学びが少ないことはその後の知識の貧弱さに繋がる。人は分か
らないことに対してはだんだん関心がなくなっ
ていく。そしてそれが納税者から本来ある「社
会貢献への喜び」を奪い、納税を怠たる事や増
税への不安、不満を生むのではないか。「納税」
した後の「使い道」にも納税に喜びを感じてく
れた人がさらに喜びを感じる社会になると良
い。私もいつか喜びとともに、支払う立場に立
てるように学びを続けるつもりだ。

国税庁長官賞受賞作品国税庁長官賞受賞作品

品川区立品川学園９年　　吉本　碧
「未来の誰かを支える権利」
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　朝起きて顔を洗う。朝食を済ませ学校へ。私の日常…。私は普段の生活の中で税につい
て考える事はほとんど、いや全くありません。でも税金が私達の生活を支える為に使われ
ている事は知っています。学校へ行くまでだけでも、洗顔や朝食等で使用する上下水道の
一部や登校時の道路や信号機。学校では教科書や机、椅子等、税金によって生活できてい
ます。税金によって私達は豊かで安全な生活を送る事ができているのですが税金は、「増
税により生活が苦しくなる」「税金がどの様に使われているのか不透明だ」等、悪いイ
メージが先行されていると思います。なぜ税金が必要なのか。救急車の例で考えてみまし
た。現在日本では電話をすれば無料で救急車が駆け付けてくれます。一回の出動で約
４万５千円程の費用が掛かるそうです。休日や深夜だった場合、時間外の人件費や手当等
を考えると、それ以上の金額が税金から支払われている事になります。もし全てが自己負
担だったら…命はお金に変えられないと言うけれども生活に余裕のない人は、どんなに具
合が悪い状態でも救急車を呼ぶ事はできないかもしれません。また、倒れた見知らぬ人を
助けようと思い救急車を呼んだら、感謝されるのではなく、何て余計な事をしてくれたん
だと怒られる場合もあるかもしれません。119番すれば救急車が110番すれば警察が。私達
はこれを当たり前の事だと思っていますが、この様な恩恵を受けられるのは税金があるか
らです。私達が様々な形で納めている税金が、私達の暮らしを支えているのに、なぜ「払
わされている」と思ってしまうのでしょうか。物を購入する時にはその代金と引き換えに
自分の手元に商品が来るので文句を言う人はいません。しかし今、自分が救急車を呼ぶ訳
ではない、自分の家には子供がいないのだから教育費に税金を使われても…。反対に家に
高齢者がいないのだから見も知らぬ人の福祉や介護に税金を支払いたくはない等と思って
しまう人がいるのではないでしょうか。自分がいつ具合が悪くなるかわかりません。今は
子供がいなくても将来、自分の子供や孫が産まれるかもしれません。それに人は必ず年を
取ります。ですから私達一人一人が目先の損得ばかりを考えるのではなく、税金を払う事
は巡り巡って自分に返って来るという事を理解しなければいけないと思います。税金を払
わされている、税金を納める事は国民の義務であると
思うより、税金によって私達は助け合って生きている
と皆が思えれば、もっともっと豊かで住み良い社会に
なれると思います。私はまだ中学生なので自分の力で
できる事はないに等しいですが、将来、社会に出て働
く様になったらしっかりと税金を納め助け合って生き
る社会の一員となりたいです。

国税庁長官賞受賞作品国税庁長官賞受賞作品

北区立堀船中学校２年　　青山　はる花
「豊かで住み良い社会にするために」
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　760グラム、三年前に産まれた従兄弟の出生時の体重である。予定日よりもあまりにも
早く産まれ、千グラムにも満たない従兄弟の生死を、そして無事に育つのかを、すごく心
配した。従兄弟はすぐにNICUに入り退院するまでの半年をそこで過ごした。驚くべきこ
とにNICUの一日の入院費は８～10万円かかるそうだ。つまり半年の入院生活に1440万円
かかる。叔母夫婦は共働きだが、国の保障がなければとても払える額ではなかったと言
う。未熟児養育医療制度が従兄弟の治療費に役立ったのだが、それは税金によって成り
立っているそうだ。今では従兄弟も無事に三歳を迎えようとしている。私は初めて税金に
感謝した。税金によって従兄弟の命は消えることなく今も成長できているのだ。
　今までも、幼稚園、小学校、中学校とずっと税金によって支えられている教育を私は受
けてきた。信号があり整備された道路を歩き、交番や消防署がある安全な街で当たり前の
ように生きてきた。これらの生活が税金によって支えられていることは知っていたが、厚
かましくも当然の権利のように私は思っていた。しかし、従兄弟のことで、税金は困った
時に人を助けてくれるものだと知った。そしてこの税金を払ってくれている全ての日本の
人達に感謝した。
　私は商品を買う時に払う消費税しか納めたことがないが、私が払う数十円がいつか人の
役に立つのかと思うと少し嬉しくなった。払わなければならない、取られてしまうという
マイナスなイメージではなく、人の役に立てるというプラスなイメージで納税できる大人
になりたいと思った。人は皆、自分の財布の中身が大事で積極的に税金を払うことは難し
いかもしれない。しかし、何か大変なことが自分の身に起こった時、助けてくれるのもま
た、税金だと私は思う。人が社会を作り、皆で生きていくためには、お互いが助け合わな
ければならない。皆が思うように公平にというのは難しくても、皆が快適に暮らせて、
困った時には手を差し出せる社会づくりのためにも税金は必要なのだと強く思う。
　叔母夫婦は、会社勤めを続け、税金を納めることで社会に恩返しをしていきたいと言
う。自分達が助けられたように、NICUで治療に励む赤ちゃん達を少しでも助けたいのだ
と言う。
　ふと周りを見渡してみると、困っている人が多くいる。そのような人
を皆で支えているのが税金のある社会である。このことを知り、改めて
税金への感謝を感じた。
　近い将来、税金を払い、日本を支えていくのは私たちだ。私はそのこ
とを誇りに思う。私は今は中学生だが、働き始めたら、税金を納められ
る大人になりたい。私たちが払う税金が多くの人の役に立つ、すごいこ
とだと私は思う。そんな明るい社会が続くことを私は願っている。

東京都知事賞受賞作品東京都知事賞受賞作品

大田区立馬込東中学校３年　　寺本　美空
「ありがとう、税金」
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　私が通っている学校では、一人一台、タブレットPCが貸与され、日々の学習に利用さ
れている。授業中に、分からないことを調べることができたり、レポートを作って提出し
たりすることができる。これは、三鷹中等教育学校が東京都の「ICTパイロット校」に指
定されているからである。
　また、夏休みには、他県まで行き、博物館などを巡るフィールドワークが行われた。参
加は希望制だったが、すべて無料だった。バスを使って行き、入場料もあったから、実際
にはかなりの費用がかかっていたに違いない。
　これらは、すべて、税金によって負担されている。言ってみれば、税金の恩恵だ。税金
がなかったら、こんなことはできていなかっただろう。私は、このようなことを知って、
税金があることに、本当に感謝しなければならないと思った。
　一方で、社会には、今年の十月からの消費税の増税に反対する人が多くいる。確かに、
増税されることによって、国民一人一人の負担が増えてしまうのは当然だ。私にとって
も、日々の生活で、使うお金が増えてしまうことは、嬉しいことではない。しかし、増税
に反対する人たちは、本当に税金のありがたさを知っているのだろうか。家の外に出れ
ば、道路や、横断歩道、信号、数え切れないほどたくさんのものが、税金によって作ら
れ、管理されている。つまり、税金がなければ、すべての人々は安全に生活を行うことが
できなくなってしまうということだ。そして、払った税金によって、自分の暮らしが豊か
になっている。もし誰も税金を払わなかったらどうなるだろうか。治安は悪くなり、街は
ボロボロで､ 子供は教育を受けられなくなるだろう。消費税が増税するということは、こ
れらにかける費用が足りなくなっているということだ。増税に反対している人たちは、も
う一度、税金が何のためにあるのか、考えるべきだと思う。
　今は、中学生だから、私が払う税金はお小づかいで買うほんの少しのものにかかる消費
税しかない。学校などで、税金の恩恵をうける立場にある。しかし、大人になれば、所得
税や固定資産税、自動車税など今よりたくさんの税金を払うことになるだろう。大人は、
子供たちの未来に“投資”する形で税金を納め、子供たち
はその税金で教育を受け、大人になり税金を納める。す
べての税金は、国民の生活を支えるためにあるもの。税
金は、自分で払ったものが自分に返ってくる、そんな仕
組みなのだと思う。
　私が大人になった時は、今まで税金にお世話になって
きた分、きちんと納税したい。

東京都主税局長賞受賞作品東京都主税局長賞受賞作品

都立三鷹中等教育学校３年　　岡本　茜
「税金の恩恵」
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　先日家族で夕飯を食べている時に、父と母が「十月から消費税が上がるから、いろんな
出費が増えるね。」と話していました。税金と聞いて中学生の私にも一番身近なのは消費
税です。自分の好きな歌手のCDを買うにも、コンビニでおにぎりを買うにも、何を買う
にもまとわりついてきます。私は正直、増税と聞いて、両親が家族の為に毎回毎回買い物
をする度に支払っているのに、もっと負担をかけることをするのか、と消費税のことをよ
く思えませんでした。それは税金の使い道のことを全く知らなかったからです。
　学校から税についての資料をもらい、それを見て、税がいかに生活に密着しているか私
はびっくりしてしまいました。まず朝起きて顔を洗ったり食事に使う水の上下水道、朝出
すごみの収集と処理、登校時に通る道路や信号、学校の建物、机、椅子、教科書、部活な
どで使用する競技場や施設、怪我や病気で利用する病院の医療費、寝ている間にも日々の
安全を守る警察や消防などなど、365日24時間、税金とは切っても切り離せない関係だと
いうことに気付かされました。
　私は中学に入り、原因不明の足の痛みに悩まされ、診断されるまでいくつもの病院で診
察を受けました。今でもリハビリのために通院しています。何度も病院に通う中で疑問が
湧きました。いつも最後のお会計の時に母から二百円を手渡され支払います。レントゲン
やたくさんのシップ、リハビリなどとても二百円では補えないはずです。母に聞くと「義
務教育就学児医療費助成制度と言って市の税金で負担してくれているんだよ。」と聞き、
とてもありがたいと思いました。支払う二百円はとても軽いけれど、私の医療費が皆さん
が働き、必死で納めた税金で賄われ、人のためにという思いやりで成り立っていると思う
と、とても重い重い二百円に感じられました。私は税金に守られ、そして私の払った税金
は人を救うのかもしれない、そう思うとあまり好きでなかった税金が、身近で、とても大
切なものと感じることができました。
　令和元年度当初予算によると、国の歳入の中に国債（借金）による収入が32.2％ありま
す。一方歳出の中に国債費という借金を返す費用が23.2％あります。つまり、借金をする
金額の方が多く年々増加していることがわかります。この増え続ける借金を私が大人に
なった時、また、更に次の世代の子供達がそれによって困らない社会を作るために、増税
をするのだと知ることができました。
　私が払う税金は、支払う時にはどんな人にどんな風に使われるかは分かりません。しか
し、私が怪我で困った時、また誰かが災害で困った
時、必ず税金が力となってくれます。私は消費税は
もちろん、大人になって働いたら、納税の義務を
しっかりと果たし、国のために力になりたいです。
それが私の二百円の恩返しです。

東京都主税局長賞受賞作品東京都主税局長賞受賞作品

八王子市立中山中学校３年　　笹金　清美
「二百円の重み」
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　「この教科書は、これからの日本を担う皆さんへの期待を込め、税金によって無償で支
給されています。大切に使いましょう。」
　この言葉は、教科書の裏表紙に書かれているものです。小学校に入学した時、私が楽し
みにしていたものの一つに教科書がありました。教科書が配られた日、私は嬉しくて表紙
と裏表紙の隅から隅までをじっくり眺めていました。そんな時に目に留まったのがこの言葉
でした。当時の私には税金に関する知識はあまり無かったのですが、沢山の人に支えられ
てこの教科書が私の手元に届いているんだな、と幼いながらに感動したのを覚えています。
　教科書以外にも、私たちの生活は様々な場面で税金によって支えられています。例えば
毎日使う道路や街の整備、安全を守る警察や消防、また、難病にかかってしまったら医療
費の補助を受けることができます。税金は、全ての人が安心で快適な生活を送るために必
要不可欠なものなのです。
　しかし、日本は他の国々に比べて税金に対するマイナスイメージが強いと思います。
「納めさせられている」「家計の負担」という考えを持っている人が多いように感じます。
私はヨーロッパに住んでいたのですが、消費税は日本よりずっと高いにも関わらず、みん
なが税金に対して肯定的な考えを持ち、税金の大切さを知っていました。その違いは、一
体どこからきているのでしょうか。私は税金に関する知識量の差からきているのだと考え
ています。日本人は税金についてもっと知識を増やすべきだと思います。マイナスイメー
ジばかりでなく、幼い頃から教科書を始め様々な場面で税金に支えられてきたというプラ
ス面をしっかりと心に留めていられたら、税金に対する日本人の考え方が変わるのだと思
います。
　今回、教科書の裏表紙を改めて見てみて気が付いたことがあります。教科書の裏表紙の
言葉が指していたのは大人が私たち子どもを支え、そして私たちが大人になったら未来の
子どもたちを支える、そんな「支え合いのバトンパス」のことなんだと感じました。日本で
みんなが税金を「納めさせられている」という義務感ではなく「納めて未来にバトンパスを
している」という明るい気持ちで納税出来る、そんな社
会になればこんなに素晴らしいことはないと思うのです。
　私もまだまだ税金について知らない部分が多いので、
これからもっと税金について知って理解を深めていきた
いです。そして、その知識を沢山の人に広めていけるよ
うな、これからの未来を背負う者に相応しい大人になり
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

東洋英和女学院中学部３年　　武内　瑛美
「教科書の裏表紙の言葉」
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Ⅰ　令和元年度　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、杏林大学外国語学部教授で国語学者の金田一秀穂先生を講師にお招きして、
10月25日（金）、墨田区の「江戸東京博物館大ホール」で開催しました。当日は悪天候でし
たが、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き、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、東京都の財政や当協会に関するクイズに答えていただきました。
　クイズの解答・解説にあわせて、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。
　金田一秀穂先生は、祖父金田一京助氏、父春彦氏と親子三代続く日本語研究の第一人者
として大変人気の高い先生です。
　今回、「心地よい日本語のお話」と題して、何気なく普段私たちが使っている日本語を
通して、伝えること、伝わることの大切さについてご講演いただきました。
　講演では、アボカドとアボガド、ティー字路とテイ字路、歌謡曲の「さわり」など、実
は、正しく理解して使っている人の方が圧倒的に少数派であるが、言葉は、相手を気持ち
よくするために存在し、コミュニケーションが取れれば問題ない。言葉が人に従うのは本
末転倒であるといった感慨深いお話をしていただきました。
　また、仲間言葉は、その仲間同士であれば連帯感が生まれ、とても楽しく心地よく感じ
るが、例えば、ペットの飼い主同士の会話をそれ以外の人に使うのは困ったもの。
　NHKのアナウンサーは、美しい日本語を使っているが、いつもきちんとした日本語だ
からよいとは限らない。人は成長するにつれて知恵をつけ、仕事・場面・立場に応じて、
適切な様々な日本語を使い分けている。
　このことを50年来連れ添った老夫婦の会話や、野口英世の母シカさんの手紙を例にあげ
て、どうすれば相手の心に伝わるかについて、分かりやすくお話をしていただき、来場者
の皆さんも時間を忘れて先生のお話を聞き入るほど感銘を受ける講義でした。

（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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団体傷害保険「納貯みつばち共済」担当会社・担当地区連・事故時の連絡先
東京海上日動火災保険株式会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 三井住友海上火災保険株式会社

麹町・神田・品川・荏原・
目黒区・大森・蒲田・雪谷・
世田谷・北沢・玉川・渋谷

芝・麻布・四谷・新宿・
中野・杉並・荻窪・豊島・
板橋・練馬東・練馬西・
本郷・小石川・上野・浅草・
北区・荒川・西多摩・
八王子・南多摩・まちだ・
多摩・武蔵府中・武蔵野・

多摩武蔵

日本橋・京橋・本所・向島・
江東東・江東西・足立・
西新井・葛飾・江戸川北・

江戸川南

0120-119-110 0120-727-110 0120-258-189
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紙

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

エルタックス
イメージキャラクター
エルレンジャー

主税局イメージキャラクター
タックス・タクちゃん

エルタックス 検索詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください

国税の申告・納税はイータックスで！
https://www.e-tax.nta.go.jp/

都税の申告・納税はeLTAXで！

代理人の
納付手続OK！ 登録口座からの簡単引き落とし

ワンストップ
納税！ 全国の自治体に一括納付が可能

令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税等の
電子申告が義務化されます。

窓口へのお出かけ不要

地方税共通納税システムスタート！！
〜令和元年10月から電子納税がより便利に〜

で申告・納税
しようとしていませんか？

大法人の電子申告が義務化されます
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開 催 月 日 事　　　業　　　名 会　場　等

12月６日（金） 第３回正副会長会
第４回正副会長・常任理事会 上野精養軒

令和２年
１月７日（火） 第４回正副会長会 新宿

１月14日（火）
第５回正副会長会
令和元年度納貯功労者表彰式
令和２年新年賀詞交歓会

上野精養軒

２月17日（月） 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19日（木） 第６回正副会長会
第５回正副会長・常任理事会 上野精養軒

４月10日（金） 東総連会計監査 東総連事務局

５月14日（木） 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22日（月） 第２回正副会長会
東総連第64回定期総会 上野精養軒

７月15日（水）
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28日（火） 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６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２日（水） 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）

＊　平成から令和にバトンが渡った年。台風15号、19号、21号は、首都圏のみならず全国
各地に甚大な被害をもたらすなど、悲しいニュースもありました。しかし、ラクビーワー
ルドカップ日本大会の盛り上がり、快晴に恵まれた天皇・皇后両陛下の御即位パレード
など明るい話題もありました。来年は全ての人の笑顔が見れますように。（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

令和元年10月１日から
自動車の税金が変わりました！
令和元年10月１日から

自動車の税金が変わりました！

●自動車税は「自動車税種別割」となり、新車の自家用乗用車は税率が引き下げられ
ました
→令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、恒久的に自動車
税種別割の税率が引き下げられます。

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（郵送分を含む）

12月27日（金） 12月28日（土）～1月5日（日） 1月6日（月）

○

○

○

○

○

○

×※

「申告書等受箱」をご利用ください。

×

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

詳しくは
こちらから

●自動車取得税は廃止され、「自動車税環境性能割」が導入されました
→自家用自動車の税率は、燃費性能等に応じて非課税・1％・2％・3％の4段階です。
　営業用自動車と軽自動車の税率は、2％が上限となります。
＊軽自動車の取得については、「軽自動車税環境性能割」がかかります。

●「自動車税環境性能割」は臨時的に税率が軽減されます
→令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用
乗用車については、税率が1％軽減されます。 主税局イメージキャラクター

タックス・タクちゃん
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