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（令和2年春号）

東京納税貯蓄組合総連合会
（納税貯蓄組合法昭和26年4月10日施行法律第145号）

ウッカリを　シッカリふせぐ　口座振替

静嘉堂文庫美術館（世田谷区岡本）。国宝、重要文化財を含む、およそ20万冊の古典籍と6,500点
の東洋古美術品を収蔵している。この写真は玉川納連の小川祐一郎氏からご恵与いただきました。
 （写真提供：小川　祐一郎氏）
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11　月
★東総連青年部・女性部「バス研修会」（11月22日（金）：山梨県方面）
　第10回目となる東総連青年部・女性部「バス研修会」が実施され、50名の方が参加
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３回正副会長会（12月６日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　報告事項について
　　　　　２　令和元年度納貯功労表彰者について
　　　　　３　全納連・東京局連・東総連会議の結果

等について
　　　　　４　令和２年主税局長挨拶・第４回正副会

長会について
　　　　　５　その他

★第４回正副会長・常任理事会（12月６日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　報告事項について
　　　　　２　2019年度予算執行状況について
　　　　　３　令和元年度納貯功労者表彰式及び新年

賀詞交歓会・納税表彰受賞者祝賀会の
運営について

　　　　　４　全納連・東京局連・東総連会議の結果
等について

　　　　　５　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23日（月）：新宿NSビル）
　令和元年度中学生の「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
名の表彰状贈呈式が新宿NSビルで行われ
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

表彰式参加者の皆さん
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1 　月
★正副会長年始挨拶（１月７日（火）：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４回正副会長会（１月７日（火）：新宿）
　東京都主税局長への年始挨拶の後、新宿にて第４回正副会長会を開催しました。
　　議題：１　令和元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

★令和元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14日（火）：上野精養軒）
　１月14日（火）、上野精養軒において、陰山東京国税局徴収部長や塩見東京都主税局
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52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、令和元年度の勲章受章者、国税並
びに都税の受賞者44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。
（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）

塩見東京都主税局長ご祝辞陰山東京国税局徴収部長ご祝辞近藤会長挨拶

受賞者代表謝辞賞状を受ける受賞者代表 式典の様子

塩見主税局長と懇談する役員
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伝わる印刷、伝える印刷

大東印刷工業株式会社
Á131-0033 東京都墨田区向島3-35-9

TEL:03-3625-7481 FAX:03-3624-5950
http://www.daito-insatsu.co.jp

印 刷 物 はさまざまな 思い を 伝 えるものだと考えます。
お 客さまの 大 切 な 思い を 確 実 に伝 えるために 、
大 東 印 刷 で は 企 画 デザインから、印 刷 、製 本 、納 品まで、
トータル に お 客さまの思い を 形 にします。
まず は 、お 客さまの思い を私どもに お 伝 え下さい。

企画
デザイン 組 版 色 校 印 刷 加 工

製 本 納 品

2 　月
★地区連合会長及び経理担当者合同会議（２月17日（月）：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31（令和元）年度決算事務
（事業実績報告）及び令和２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、地区連実地検査等について
の説明等がありました。

★東総連研修会（２月17日（月）：上野精養軒）
　東総連は、２月17日（月）、地区連合会長及び経理担当者合同会議終了後、研修会を
開催しました。
　今回の研修会には、東京国税局から宮﨑徴収部管理運営課長を講師に招き、「税務
行政の現状」という演題で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）

3 　月
★第５回正副会長会（３月19日（木）：上野精養軒）
　　議題：１　報告事項について
　　　　　２　その他

★第５回正副会長・常任理事会（３月19日（木）：上野精養軒）
　　議題：１　令和２年度東総連事務事業について
　　　　　２　その他

挨拶する近藤会長 説明する牧野統括課長代理 合同会議風景
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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（金）、今年度で10回目となる日帰りバス研修会を、
山梨県方面で実施しました。50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ビデオを視聴し、税への理解を深めました。その後、もみじ回廊見学、フレ
ンチ・ハーフバイキング（昼食）、桔梗屋信玄餅工場見学、里の駅いちのみや、シャトー
勝沼ワイン工場見学等、満喫しました。あいにくの雨のため、美しい景色を見られなかっ
たことは残念でしたが、行く先々でお土産をもらい、ちょっと得した気分になりました。

○　税務大学校に東総連の資料寄贈
　　（11月26日（火）：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、各地区連合会の現状・
問題点や活動状況をまとめた「令和元年度地区協議会実
施報告書」を寄贈しました。
　11月26日には、東京国税局の外島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。

○　東総連研修会（２月17日（月）：上野精養軒）
　東総連は、２月17日（月）、上野精養軒において、地区連合会長及び経理担当者合同会
議終了後、研修会を開催しました。今回の研修会は、９月開催のリーダー研修会に続
き、東京国税局から宮﨑徴収部管理運営課長を講師に招き、「税務行政の現状（国税庁
レポートから）」という演題で講演をいただきました。租税収入の内訳やその変遷、適
正・公平な課税の推進への取組状況、また、消費税の滞納整理中の額の推移や納付方法
の多様化など、難しい内容を具体的に易しく解説していただき、80名を超える参加者か
らの大好評を博しました。

もみじ回廊にて ワイン工場での参加者ワイン工場入口で記念撮影

研修会の様子 講演する宮﨑課長

礼状を伝達する外島課長補佐
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　令和元年度の「一日税務署長」イベントは、46の地区連が税務署と連携して実施しまし
た。委嘱状の交付、模擬決裁、署内視察など各納連・税務署が工夫した取り組みを行って
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

麹町税務署・麹町納連 芝税務署・芝納連

新宿税務署・新宿納連 江東東税務署・江東東納連

西新井税務署・西新井納連 葛飾税務署・葛飾納連

江戸川北税務署・江戸川北納連 中野税務署・中野納連
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杉並税務署・杉並納連 荻窪税務署・荻窪納連

北沢税務署・北沢納連 玉川税務署・玉川納連

本郷税務署・本郷納連 浅草税務署・浅草納連

王子税務署・北区納連 武蔵野税務署・武蔵野納連
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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。
　令和元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陰山英隆様をはじめ東京国税局の皆様、東京都主税局長
の塩見清仁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52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り組みは、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、昨年10月には、消費税の税率が10％に引き上げられました。それと同時に、軽減税率など
の新しい制度も導入され、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。このような状況の中、昨年10月には、東京国税局管内の４都県の代表が一同に会し、消費税完納を訴
えて東京都庁及び東京国税局において、消費税完納宣言式を行いました。その後も各地区連において「消
費税完納宣言」や「消費税完納キャンペーン」を行っていただいているところでございます。
　こうした時期こそ、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み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、国税庁との共催により、主要事業の一つとして中学生の「税についての作文」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　　塩　見　清　仁
　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、東京都主税局長の塩見でございます。
　令和の元号の下に迎える初の年頭にあたり、謹んで新年のお祝いを
申し上げます。
　本日は、「令和元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、いよいよ今年は、オリンピック・パラリンピックイヤーの到来であります。つい
に大会開催まで200日を切りました。また、開会式の会場となる新国立競技場をはじめ、
有明アリーナ等、競技会場の整備は順調に進み、街なかも、日に日に祝祭ムードが高まっ
ております。日本中、そして世界中の期待がこの東京に寄せられる中、皆様とともに、し
っかりと連携を深め、「ONETEAM」となって、大会を成功に導いてまいりますので、
引き続き応援をよろしくお願いいたします。
　そして、昨年末、東京都は「『未来の東京』戦略ビジョン」を策定いたしました。この
ビジョンは、大会後のその先を見据えて、東京・日本の持続的な発展を為していく。その
方向性を明らかにしたものでございます。このたび策定したビジョンを土台に、未来への
投資を果敢に推し進め、我が国の発展を力強く牽引する「成長」と、長寿社会において、
誰もが安心して暮らし、いきいきと活躍できる「成熟」が両立する輝かしい未来を、皆様
とともに築いてまいりたいと考えております。
　税務行政に目を向けますと、昨年10月の地方税共通納税システムの稼働に続き、今年の
４月からは、大法人に係る電子申告の義務化が始まります。東京都としては、こうした税
務行政のデジタル化の波をしっかりと捉え、今後も納税しやすい環境の整備を進めるな
ど、納税者の利便性向上に向けた取組を行ってまいります。
　私どもは、東京都の歳入所管局として、こうした様々な施策を支えるために、税収の安
定的確保と適正かつ公平な税務行政の推進に全力で取り組んでまいります。
　そのためには、ここにお集まりの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、改めて、本日、納貯功労者表彰を受賞された皆様にお祝いを申し上げる
とともに、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
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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東京国税局徴収部長　　陰　山　英　隆
　新年明けましておめでとうございます。
　東京国税局徴収部長の陰山でございます。
　令和元年度東京納税貯蓄組合総連合会納貯功労者表彰式の開催に当
たり、一言お祝いの言葉を申し上げます。
　東京納税貯蓄組合総連合会の皆様方には、平素から税務行政に対し
まして、深い御理解と多大な御協力を賜り、本席をお借りして厚く御
礼申し上げます。

　ただいま、表彰を受けられました皆様方は、長年にわたり納税貯蓄組合活動に御尽力さ
れ、期限内納付の推進と納税道義の高揚に多大な貢献をされてきた方々であります。これ
までの皆様方の納税貯蓄組合活動への御熱意と御努力に敬意を表しますとともに、本日の
受彰を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、国税を自主的に期限内に納める」という納税貯蓄組合の使命に基づき、期限内納付
の推進と納税道義の高揚のための様々な活動に取り組んでいただいております。
　また、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁との共催事業である「中学生の『税についての
作文』」事業は、53回目となった昨年、都内の中学校695校から７万３千編もの多数の応募
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方が、次代を担う中学生への租税教育の重要性を認識され、地道に募
集活動を継続されてきたことの成果であると考えております。
　これまでの皆様の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、昨年10月から消費税の引き上げとともに軽減税率制度が実施されました。少子高
齢化の進む我が国において、消費税は社会保障を賄う大切な財源としてますます重要なも
のとなっております。
　私どもといたしましては、関係民間団体の皆様や地方公共団体との連携を図りながら、
事業者の皆様が制度の内容を十分に理解していただいた上で、適正な申告・納税を円滑に
行っていただけますよう、あらゆる機会を捉えて周知・広報等に取り組むとともに、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。
　年も明けて、間もなく確定申告の時期を迎えますが、確定申告期は多くの国民の皆様に
税務行政に接していただく機会となります。
　国税庁としましては、自宅からのe-Taxを利用した申告をより一層推進して、納税者サ
ービスの向上を図るとともに、円滑かつ確実な事務処理や期限内収納の確保に取り組むこ
ととしております。
　昨年の確定申告期からは、ID・パスワードを使用し、国税庁ホームページで作成した
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
可能となっています。
　また、国税の納付手段については、ダイレクト納付やQRコードを利用したコンビニで
の納付など、多様化が図られておりますので、併せて御利用いただきたいと思います。
　私どもとしましては、引き続き、納税貯蓄組合の皆様方とより緊密なコミュニケーショ
ンを図り、協調関係の充実に努める所存でございますので、今後とも税務行政に対しまし
て、なお一層のお力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びに当たり、本日受彰されました皆様方に改めて心からお祝いを申し上げますととも
に、東京納税貯蓄組合総連合会を始め、それぞれの納税貯蓄組合の益々の御発展と組合員
の皆様方の御健勝並びに事業の御繁栄を祈念いたしまして、私の祝辞といたします。

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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　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
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　令和元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！
令和元年度納貯功労者表彰受賞者のご紹介

 （敬称略）

【麹　　町】 小　出　辰　明
【京　　橋】 小　嶋　博　次
【　 芝 　】 的　場　　　繁 柿　野　幹　成
【麻　　布】 正　木　秀　逸
【四　　谷】 益　岡　照　子 村　瀬　陽　一
【新　　宿】 中　西　忠　夫 渡　辺　紀　代
【本　　所】 福　田　當美子
【向　　島】 大　宮　綾　子
【江 東 西】 角　田　雅　道 澤　　　満　子
【足　　立】 木　島　昭　子 坂　本　恭　正
【西 新 井】 重　城　陽　子 野　本　由紀子
【江戸川北】 愛　澤　圭　次
【江戸川南】 関　口　光　治
【杉　　並】 太　田　　　正 齋　藤　鐵　也
【荻　　窪】 石　川　三重子
【板　　橋】 木　下　さち枝 石　田　和　子
【練 馬 西】 石　垣　たか子
【品　　川】 倉　沢　弘　道
【大　　森】 松　原　秀　典
【雪　　谷】 守　屋　昭　二 多　田　弘　一 馬　場　雄一郎
【北　　沢】 丸　　　洋　栄 前　田　竜　彦
【玉　　川】 秋　山　美　奈 木　村　　　栄
【渋　　谷】 安　藤　隆　司 松　野　修　次
【本　　郷】 藤　野　髙　弘 髙　森　幹　夫
【上　　野】 白　井　英　明 菅　田　榮　子
【浅　　草】 塚　田　勝　康
【北　　区】 石　井　達　也 遠　藤　　　潔
【荒　　川】 金　子　榮　治
【八 王 子】 久　保　英　生
【南 多 摩】 山　口　達　夫
【ま ち だ】 清　水　一　男 廣　瀨　哲　夫
【武蔵府中】 諏　方　正　良
【武 蔵 野】 大　鷲　美津江 遠　藤　友紀雄
【多摩武蔵】 吉　田　　　剛

●法律関連書籍が24時間PC・スマホから購入可能
●法令に関する様々な情報を配信
●新日本法規出版の各種サービスが利用可能

WEBサイトを
リニューアルしました。

https://www.sn-hoki.co.jp/

受付時間　8：30～17：00
（土・日・祝日を除く）0120‒089‒339Ⓡ

東京支社　東京都新宿区市谷砂土原町２丁目６番地
E-mail : tokyo-eigyo@sn-hoki.co.jp 

お問い合わせ・お申し込み
総合法令情報企業として社会に貢献

新日本法規出版
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ご利用している預（貯）金口座から、納期限の日に
自動的に納税できる便利な制度です。
◆�個人事業税、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、固
定資産税（償却資産）についてご利用いただけます。

◆�お申込みは「都税　Web口座振替申込受付サービス専
用サイト」が便利です。
◆�依頼書（ハガキ式・ダウンロード専用・複
写式）でもお申込みいただけます。

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

東京2020大会期間中は、
宿泊税の課税を停止します

　東京都では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、令和２（2020）
年７月１日から同年９月30日までの３か月の間に行われた宿泊に対する宿泊税を課税停止します

［宿泊税の課税停止の概要］
課税停止する期間 令和２（2020）年７月１日から同年９月30日までの３か月間

対 象 者 都内の旅館・ホテルの全ての宿泊者

【問合せ先】
〇千代田都税事務所事業税課個人事業税班（宿泊税担当）
　電話�（03）3252-7144（直通）
〇東京都主税局課税部課税指導課個人事業税班（宿泊税担当）
　電話�（03）5388-2956（直通）

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

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、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　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　MMK設置店（コン
ビニ以外の店舗を含む。ただし、無人端末は除く。）

クレジットカード

コンビニエンスストア 口座振替

ペイジー（Pay︲easy）

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。

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。

― 　 ―13



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　令和２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：令和元年度1,252円［税込］）

法人住民税実務の手引
A５判　令和２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：令和元年度1,252円［税込］）

地方税ミニガイド
A５判　令和２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：令和元年度367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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　令和元年度地区協議会が、昨年10月８日（火）の城東地区を皮切りに、11月５日（火）の城
西地区までの間に、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の参考議題及びそれぞれ地域の実情に応じて選択した議題をテー
マに発表していただきました。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、熱心な議論がなされました。

～令和元年度地区協議会～

ロの字型会議形式で行われた中央地区協議会 対面型会議形式で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 班別会議形式で行われた多摩地区協議会

教室型会議形式で行われた城西地区協議会 グループディスカッション形式の城南地区協議会

特集

― 　 ―16



令和元年度　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23日（水）
港区役所

（９階会議室）

74名　参加
麻　布　納　連
（日本橋　納　連）

（ロの字型会議形式）
「自主財源の確保対策」、
「税知識の普及と納税
思想の高揚策」など11
の参考議題及びその他
のテーマの中から、自
由に選択して各地区連
が発表した後、質疑応
答を行った。

○税を考える週間にあわせて毎年シンポジウムを開催し、今年で３回目となる。昨
年までは基調講演だったが、今年は「納税による国の維持とSDGsの可能性」を
テーマにパネリストによる討議を予定している。
○組合長名簿はあるものの、組合員の完全な名簿は作成されていない。組合員名簿
の作成整備は、連合会の各種事業の一層の活性化にもつながるので、必要性は極
めて高いと思われる。
○税を考える週間の期間中に、消費税完納推進キャンペーンを行った。今年も各地
区の商店街を戸別訪問してPRしながら広報紙を渡し、周知を図った。
○地元の信用金庫と連携して、利息を店頭金利より上乗せした納税準備定期預金を
つくった。ある金融機関では昨年は約40億円の実績があったという。

城
　
東

10月８日（火）
グリーンパレス
江戸川区民センター
（５階孔雀の間）

86名　参加
江戸川北納連
（江戸川南納連）

（対面型会議形式）
「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っ
た後、各地区連の現
状、意見などを発表し
た。

○会員増強に関しては、納連に加入するメリットが希薄であり、増強活動が難しい
点がある。もっと、法律に基づき活動する唯一の団体であることなどをアピール
していく必要がある。
○昨年同様の議題であるが、一年を経過して情勢が悪化している状況である。役員
一丸となって対処しているが、良策が見つからない状況である。問題点を掘り起
こし、解決策に近づけていきたい。
○納連の問題点を上げると、今さら列挙するまでもなく、人材不足、財源の確保策
が問題であり、残念だが明るい状況を報告することはできない。
○会長、副会長が中心になって活動している。役員以外はなかなか参加してもらえない状
況である。役員の高齢化も進んでいるが、独立した活動ができるよう組合員名簿の整備
や、活性化に繋げられるよう会費制の導入も検討していく必要があると考えている。

城
　
西

11月５日（火）
IKE-BIZ

（６階多目的ホール）

79名　参加
豊　島　納　連
（練馬東　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。

○税についての作文募集に当たり、例年２月に校長との意見交換会を実施しており、
４月の人事異動などがあっても６月の募集がスムーズに運ぶよう工夫している。
○組合員名簿の作成についてだが、近年、関係各所から個人情報保護に関して、慎
重に扱うべきとの通達が全ての団体に対してなされた。当団体の名簿を精査して
貰ったところ、名簿記載の全員からの掲載許可の有無を問われた。組合員名簿は、
各傘下納連組合長並びに所属組合員数の記載という形が理想であると感じている。
○組織増強運動についてであるが、本年度は、役員の熱心な勧誘により数名の方々
が新規に組合に加入した。皆さんが若い現役世代で他のボランティア活動も行う
地域のリーダー的な存在である。
○地区協議会は、他納連の活動状況が分かることにより、良いところを参考にして
いくことができ、自分たちの納連の活性化にもつながると考える。今後は、時代
の変化に即した地区協議会を模索していくべきと考える。

城
　
南

10月30日（水）
目黒区総合庁舎
（２階大会議室）

89名　参加
目黒区　納　連
（品　川　納　連）

（グループディスカッ
ション形式）
「納税貯蓄組合の広報活
動について」を共通テー
マに、地域コミュニティと
のかかわりや新しい形の
広報活動等について、グ
ループディスカッションを
行った後、それぞれの地
区連が発表を行った。

○新しい形の広報活動としては、スマートフォン等を積極的に活用して、会員に対
するイベント情報などの情報伝達や意見交換のためのツールとして、LINE等の
SNSを活用するなど、時代に対応した活動に取り組んでいく。
○フェイス・ツー・フェイスの関係を大切にし、各地域の商店街及び商店街との良好
な連絡体制を密に保ち、税や納貯組合について地域に根差した広報を行っている。
○租税劇を上演して税についての広報活動を行っている。作文・標語の表彰式・商
工まつり等で上演し、若年層から高齢者まで広く、その時々の租税についての広
報に役立っていて、好評を得ている。
○地区協議会として、初めてのグループ・ディスカッションだった。戸惑いはあっ
たが、活発な意見交換ができたように思う。

城
　
北

10月17日（木）
文京区民センター
（２A会議室）

70名　参加
小石川　納　連
（上　野　納　連）

（ロの字型会議形式）
「納税キャンペーンの
活動と方法について」、
「一日税務署長を実施
して運営と工夫したこ
とついて」など、協議
会が独自に設定した10
の参考議題の中から､
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。

○前回の地区協議会で「一日税務署長」を12月に実施した地区連があるという話を
聞き、12月ならできるのではないかと考え、税務署の担当者と協議して昨年の12
月に初めて実施した。当日は、ケーブルテレビの資材もあり、その様子が一日３
回放映され、納連のPRにもなったし、学校からも喜ばれた。
○10年前、財源の見直しに着手したところ、年２回の会報発行と納連ニュース等で
高額の支払いになっていた。それを年１回の発行とし、掲載内容の見直しを図る
ことにより、徐々に改善していった。現在は、広告料・賛助会費として名刺大の
広告を掲載して財源確保に繋げている。
○税についての作文募集は、公立学校については教育委員会の校長会を通じてアプ
ローチしているが、私立学校については、年間のカリキュラムを決めるのが早い
ので、学園祭に顔を出し、その後担当教諭に依頼している。このようにきめ細か
な対応を行っているので、２年続けて応募のない学校は皆無である。

多
　
摩

10月25日（金）
府中市民活動センター

プラッツ
（６階第２会議室）

58名　参加
武蔵府中納連
（南多摩　納　連）

（班別会議形式）
「中学生の税の作文に
ついて」「消費税完納
推進等について」「多
種ある納税方法につい
て」「その他（東京都
の補助金について）」以
上４議題について、各
地区連の代表者が意見
発表を行った。

○税について考えることは、生徒にとって非常に大切であり、作文事業がそのきっ
かけ作りとして、大きな役割を果たしていると考える。
○税についての作文は、夏休みの課題としている学校も多く、提出の締め切りまで
の期間が短い、公民での税の学習が終わっていないため学校や生徒の負担が大き
いとの声があった。
○納付方法は色々あるが、パソコンを使用しない層の方々にはダイレクト納付が便
利である。スマホを持っていれば申告から納付手続きまででき、案外容易に操作
できると感じた。
○自主財源の確保を行う上で補助金は大変重要である。特に作文事業を継続するた
めには、必要不可欠である。反面、対象経費の50％の交付であるため、差額（50
％）の自主財源確保が課題である。
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○「税を考える週間」PRを実施（北沢納連）
　11月１日（金）、北沢納連は、北沢税務署長、世田谷都税事
務所長、世田谷区納税課長らと一緒に、下北沢駅前において
「税を考える週間」のPR用ポケットティッシュの配布を行い
ました。当日は晴天とはいえ、さすがに11月初旬の肌寒さを
感じる天候でしたが、通行人に手渡してPRを実施しました。

○消費税期限内完納推進宣言式を実施（品川納連）
　11月６日（水）、品川納連は、品川税務署において品川税務署長に「消費税の期限内完納を推
進する」宣言を行いました。また、同日、品川総合庁舎において、品川都税事務所長、品川区総
務部長に対し、同宣言を行いました。今年は軽減税率制度の導入が初めて実施されたこともあっ
て、国税、都税、区税の幹部の方々に対して「消費税の期限内完納推進宣言」を実施しました。

○�中学生の「税についての作文」表彰式を実施
（新宿納連）
　11月26日（火）、新宿納連は、戸塚地域センターにおい
て、新宿税務署長、新宿都税事務所長、新宿区総務部税
務課長らの出席のもと、中学生の税についての作文表彰
式を行いました。今回は14名が賞状を受賞、１校が感謝
状を受賞しました。

○�電子申告利用・消費税完納推
進宣言式典を実施（玉川納連）
　２月７日（金）、玉川納連は、用賀
商店街振興組合とともに、用賀区民
集会所において、東京国税局徴収部
管理運営課長、玉川税務署長をはじ
め世田谷都税事務所長、世田谷区納
税課長らの出席のもと、「電子申告利用・消費税完納推進」宣言式典を開催しました。その
後、グループに分かれ、人気のイータ君と用賀商店街の顔よっきーと一緒に同商店街で各種
グッズを配布しました。

地 区 連だより地 区 連だより

品川税務署宣言式 都税・区税宣言式

PR活動参加者の皆さん

表彰式の記念写真

宣言式典での記念写真

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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＊　今年は、東京オリンピック・パラリンピックイヤーだというのに、新型コロナウイ
ルスにおびえる生活が続いています。多くのイベントが中止や無観客での開催とな
り、東京マラソンは、約３万8000人の市民ランナーが参加できない異例の大会となり
ました。学校も休校となり、小さな子を持つ親は大変苦労しています。一日も早く終
息し、安全・安心な生活に戻ることを、事務局一同お祈りしています。

今後の東総連等事業日程（予定）

　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
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
懇親会

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 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
10月２日（金） 作文審査会 上野精養軒
11月20日（金） バス研修会 都外

12月８日（火） 第３回正副会長会
第３回正副会長・常任理事会 上野精養軒

令和３年
１月上旬 第４回正副会長会・新年挨拶 都庁

１月12日（火） 納貯功労者表彰式
賀詞交歓会 上野精養軒

２月17日（水） 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（金） 第５回正副会長会
第４回正副会長・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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https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/

東京都主税局からのお知らせ東京都主税局からのお知らせ

４月から固定資産税にかかる
土地・家屋の価格などがご覧になれます（23区内）

４月から固定資産税にかかる
土地・家屋の価格などがご覧になれます（23区内）

◆ 縦覧期間　令和2年4月1日（水）から6月30日（火）まで（土・日・休日を除く）
◆ 縦覧時間　8時30分～17時00分
◆ 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＞
　　 令和2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）
● 納税通知書は6月1日（月）に発送予定です。
● 令和2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（水）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。

　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。
　ご理解とご協力をお願いいたします。

固定資産税・都市計画税・納税通知書（土地・家屋）の
送付先変更手続はお済みですか？

～お引越しをされた皆様へ～

　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、以下の送付先変更手続をお願いいたします。
【郵送の場合】
｢固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届」を資産の所在する区にある都税事務所にご提出ください。
【インターネットの場合】
｢東京共同電子申請・届出サービス」からお手続ください。
○ 上記手続は、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）＞
　 納税通知書の名義人の氏名、不動産登記簿上の所有者の住所・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。

・・・・・

・・・
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