
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

国立競技場（新宿区霞ヶ丘町）隈研吾氏デザインによる「杜のスタジアム」をコンセプトに、
国産木材をふんだんに使った木のぬくもりが感じられるスタジアム。鉄骨と木材のハイブリッ
ド構造で観客席は約６万席。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
★ 税務大学校に東総連の資料寄贈 
（11月11日（水）：東京国税局会議室）
　昨年、東総連では、埼玉県和光市にある国税庁
の研修機関、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11日には、東京国税局の良峰徴収部長が東
京国税局の会議室において、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。

12　月
★ 正副会長会 
（12月８日（火）：上野精養軒）
　12月８日、今年度初めてとなる参集での正副会長
会が上野精養軒で開催されました。
　　議題：１　�報告事項について
　　　　　２　�令和２年度中間決算について
　　　　　３　�令和２年度納貯功労者表彰式・賀詞

交歓会について
　　　　　４　�令和３年度・東総連創立65周年記念

事業計画について
　　　　　５　�令和３年度・東総連創立65周年記念誌の作成について
　　　　　６　�令和３年度創立65周年記念事業経費の調達について
　　　　　７　�その他

★ 正副会長・常任理事会 
（12月８日（火）：上野精養軒）
　正副会長・常任理事が一堂に会したのも今年度
初めてでした。議題は正副会長会と同じです。
　「令和２年度中間決算」及び「令和３年度創立65
周年記念事業経費等の調達について」など、上程
された６議題が全て承認され、当日の会議資料は
12月９日各連合会長あてに送付しました。

東総連の活動（11月～３月）東総連の活動（11月～３月）

礼状を伝達する良峰東京国税局徴収部長

正副会長会の様子

正副会長・常任理事会の様子
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★知事ヒアリングが行われる（12月15日（火）：都庁第一庁舎大会議室）
　12月15日（火）、都庁第一庁舎７階の大会議室において令和３年度東京都予算等に対
する要望内容を知事に説明する「各種団体ヒアリング」が行われました。都側からは
小池知事、武市副知事をはじめ幹部職員が出席し、東総連からも近藤会長以下６名が
同席しました。（詳細はP４の東総連トピックスをご覧下さい）

1 　月
★令和２年度納貯功労者表彰を実施
　１月12日（火）、上野精養軒において予定しておりました「令和２年度納貯功労者表
彰式及び新年賀詞交換会・表彰受賞者祝賀会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、式典を中止し、表彰受賞者に賞状と記念品を郵送しました。

2 　月
★地区連合会長及び経理担当者合同会議（２月17日（水））書面により実施
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地区連合会長及び経理担当者合同会議は
書面により実施されました。

★東総連研修会（２月17日（水）：上野精養軒）
　同日開催予定だった東総連研修会は中止となりました。

3 　月
★正副会長会（３月19日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　令和３年度事業計画（案）
　　　　　２　課題等について

★ 正副会長・常任理事会（３月19日（金）：上野精養軒）
　　議題：１　令和３年度事業計画（案）
　　　　　２　その他

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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○　小池東京都知事による各種団体ヒアリング
　令和２年12月15日、東京都庁第一庁舎７階、特別会議室において、「令和３年度予算
編成における各種団体等要望」（知事ヒアリング）が行われました。この会議は、各種
団体等からの声を聴くことにより、現場の状況や、併せてウィズコロナ・ポストコロナ
社会に向けた団体としての取組の考え方と、その実現に向けた都への提言を共有し、予
算等に反映させることで、新しい「未来の東京」の実現を推進するものです。
　当日、都側からは小池都知事、武市副知事、村山・宮地特別秘書、中嶋政策企画局
長、砥出主税局長らなど幹部職員が出席されました。東総連側からは、近藤会長をはじ
め平野・大澤・原副会長が出席し、事務局からは３名が同席しました。
　冒頭、小池都知事から「このヒアリングは政策立案と予算編成等に活かすためのもの
であること。東京納税貯蓄組合総連合会は、地域に根差した活動を続けており、税務広
報や租税教室など税務行政の円滑な運営に協力いただいていることに改めて感謝申し上
げたい」とのコメントがありました。
　続いて、近藤東総連会長から、東総連の概要説明と活動報告があり、最後に「これか
らも傘下の48地区連合会と一致団結し、税務当局とも緊密に連携を図りながら、納税協
力団体としての責務を果たしていく」との力強い発言がありました。
　次いで、事務局専務理事から、ウィズコロナ社会を見据えた東総連の取組状況や、予
算等に対する要望内容について補足説明がありました。
　近藤会長と専務理事の説明の後、小池都知事から「様々なご活躍に敬意を表したい。
東京納税貯蓄組合総連合会は、長きに亘って税務知識の啓発広報などにご尽力されてお
り、また、税務行政に多大な貢献をしていただいていると承知している。これからも税
務行政の良き理解者である皆様方の活動を後押ししていけるよう、今回の要望を受け止
め、都としてもしっかり検討していきたい」とのコメントがあり、約15分のヒアリング
を終了しました。

ヒアリングに臨む東総連メンバー 都の幹部職員小池知事と記念撮影

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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　令和２年度の各地区連合会の広報活動・会議等は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、中止を余儀なくされることが多くありました。そのような状況の中、創意工夫を行い、実施
までこぎ着けた地区連もありました。
　今号では、そ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

麹町税務署・麹町納連 四谷税務署・四谷納連

新宿税務署・新宿納連 足立税務署・足立納連

中野税務署・中野納連 豊島区役所訪問・豊島納連

練馬西税務署・練馬西納連 蒲田税務署・蒲田納連

地 区 連だより地 区 連だより
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雪谷税務署・雪谷納連 渋谷税務署・渋谷納連

小石川税務署・小石川納連 王子税務署・北区納連

荒川税務署・荒川納連 八王子税務署・八王子納連

立川税務署・多摩納連 武蔵野税務署・武蔵野納連

「税についての作文」表彰式（出向いての表彰式等を含む）

アリスアクアガーデン田町・芝納連 中野区役所・中野納連
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杉並区役所・杉並納連 各学校に出向き表彰・練馬西納連

各学校に出向き表彰・豊島納連 学校長に表彰状を届ける・目黒区納連

各学校に出向き表彰・蒲田納連 各学校に出向き表彰・雪谷納連

各学校に出向き表彰・北沢納連 学校に出向き表彰・小石川納連

	 広報車出発式

八王子市学園都市センター ・八王子納連 本郷税務署駐車場・本郷納連
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納税キャンペーン

高田馬場駅前東側商店街・新宿納連 杉並区役所前・杉並納連

	 税を考える週間シンポジウム

尾山台振興会商店街・玉川納連 日比谷コンベンションホール・麹町納連

新たな試み　「税についての作文」応募記念しおり
　本年度大田区内の３地区連（雪谷、大森、蒲
田）では、雪谷納連の発案により、初めて合同で
「革のしおり」を作成しました。このしおりは、
大田区立上池台障害者福祉会館の利用者が一つ
ひとつ手作業で染色、刻印を行い制作したもので
す。３納連ではこのしおりを中学生の「税につい
ての作文」への応募記念として応募者全員に送
付し好評を得ました。 手作りの皮のしおり
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会長挨拶会長挨拶

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２年度東京納税貯蓄組合総
連合会納貯功労者表彰を受賞されました方々に、総連合会を代表して
一言ご挨拶を申し上げます。
　受賞されました皆様方には、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、心より厚く御礼申し上げる次第です。

　今年度は、各地区連合会からご推薦をいただきました47名の組合員の方々が、栄ある納
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、事業、諸団体活動や家
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。
　皆様が東総連傘下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
ました地道な取り組みが、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。
　特に本年度は、令和２年、年明けから始まった新型コロナウイルスの影響を受けながら
規制された条件下で各地区連でも開催予定されていた多くのイベント、会議等が中止或い
は延期となりました。東総連におきましても、総会の書面開催や予定されていた様々な事
業が中止や変更になっております。
　過去納税貯蓄組合の活動は、いくたびか組織存続の危機に遭遇してまいりましたが、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。
　昨年世界中を席巻した新型コロナウイルスの収束を見ないまま、新しい年を迎えること
となりました。今年も、先行きが不透明な中での船出となりますが、このような時であれ
ばこそ、コロナ禍を奇貨として、知恵を絞り、創意工夫を重ね、ウィズコロナに対応した
新たな活動をしていくチャンスに変えていかなければなりません。
　納税貯蓄組合の基礎は地区連にあります。この地区連の充実こそが、組合全体の強化に繋
がります。実体の伴った組合員、名簿の作成や、会費制の導入、新規会員の獲得など、為す
べき課題は山積しています。これらの課題を克服してこそ組織力の強化や自主財源の確保に
繋がるものと考えます。この重要な課題を積極的に取り組んで頂くことを期待いたします。
　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。
　東総連はこの困難な時代であるからこそ、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ます。
　納貯功労者表彰を受賞者されました皆様、おめでとうございます。
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東京国税局徴収部長　　良　峰　　　誠
　新年明けましておめでとうございます。
　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、厚く御礼申し上げます。
　令和２年度東京納税貯蓄組合総連合会納貯功労者表彰を受彰された
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、こ
の度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は本年、創立65周年という記念すべき年を迎えられました。
　貴会は、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、54回目となった昨年、コロナ禍における電話や郵送などの非対面による
募集となりましたが、都内の中学校605校から５万３千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、年も明けて、間もなく確定申告の時期を迎えますが、確定申告事務を円滑に行う
ことは、税務行政に対する信頼と評価を得る上で極めて重要であると考えております。
　令和２年分の確定申告においては、社会的距離の確保など基本的な感染拡大防止策が必
須であり、相談会場に多くの方が来場されると、距離の確保が難しくなりますので、自宅
等からのe-Taxを利用した申告に積極的に取り組んでいきたいと考えています。また、納
税者の方が確定申告期間中に集中して来場することを避けるため、一定の方に対し、確定
申告期前の来場をお願いする取組を行います。さらに、会場へ入場できる時間が指定され
た入場整理券を配布し、会場内の人数を一定に保つこととします。
　御自宅等からのe-Tax送信については、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレ
ット端末を使用して申告書を送信することができます。さらに、国税の納付手段について
は、キャッシュレス納付や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。
　これらの取組について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。
　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、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。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

祝 辞祝 辞
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東京都主税局長　　砥　出　欣　典
　明けましておめでとうございます。
　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り、厚く御礼申し上げます。
　令和２年度東京納税貯蓄組合総連合会納貯功労者表彰にあたり、一
言お祝いを申し上げます。
　この度、栄えある納貯功労者表彰を受賞された皆様、誠におめでと

うございます。
　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、税について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でありま
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、地域に根差した真摯なご活動に、心より御礼申し上げます。
　さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、かつて経験したことのない
大変な１年でした。都は、都民の命と健康を守っていくため、「東京iCDC」の設置をはじ
め、検査・医療体制の充実などに全力で取り組んでいるところでございます。また、東京
の経済を守るため、休業や営業時間短縮要請に御協力いただいた事業者に対する、協力金
の支給や家賃補助のほか、中小企業の経営基盤を支えるための資金繰り支援の強化などの
対策も講じてまいりました。
　主税局におきましても、厳しい状況に置かれている方々に寄り添い、申告・納付期限の
延長や中小事業者等への固定資産税・都市計画税の軽減、都税の徴収猶予等の対応に努め
てきました。そして、これらの制度を広く都民の皆様に周知をしてきたところでございま
す。貴連合会の皆様にも多大なご協力をいただき、改めて感謝申し上げます。
　コロナ禍では、社会の形が大きく変わりつつあります。主税局では、今後のウィズコロ
ナ、アフターコロナの社会に対応するため、都民の利便性向上を加速させることはもとよ
り、デジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良いものへと変革する「デジタル
トランスフォーメーション（DX）」への対応など積極果敢に進めてまいります。
　昨年は、AIチャットボットサービスによる24時間365日の税務相談や、都税の納付に
PayPayやLINEPayといったスマートフォン決済アプリを導入するなど非接触型のサービ
スの拡充を進めてまいりました。今後も、キャッシュレス納税の拡充などを進めるととも
に、都税事務所等の窓口に、現在何人待ちかなどがわかる「窓口受付システム」を全所に
導入するなど、引き続きDXの取組を推進し、都税のクオリティ・オブ・サービス
（QOS）を向上させてまいります。
　現在、コロナ禍における厳しい経済状況ではありますが、都政運営の原資となる都税収
入の安定的確保は都の歳入所管局である我々主税局の責務でございます。都民に寄り添い
ながら、主税局一丸となってその責務を果たしていく所存です。
　こうした税務行政の推進にあたりましては、貴連合会の皆様のお力添えが不可欠でござ
います。今後とも、都の税務行政の良き理解者として、一層のご支援、ご協力を賜ります
よう、お願い申し上げます。
　結びにあたり、改めて、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、今年創立65周年を迎える東京納税貯蓄組合総連合会の益々のご発展と、組合員皆様方
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。

祝 辞祝 辞
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　令和２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。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２年度納貯功労者表彰受賞者のご紹介

 （敬称略）

【麹　　町】 小　林　光　道
【神　　田】 鈴　木　和　子
【　 芝 　】 長　尾　哲　治 丸　山　博　行
【麻　　布】 後　藤　喜美江
【四　　谷】 池　永　嘉　友 大　桃　壽美子
【本　　所】 大　川　　　進
【向　　島】 磯　貝　　　薫
【江 東 東】 高　橋　保　行
【江 東 西】 東　　　勝　俊
【足　　立】 諸　我　時　夫
【西 新 井】 山　口　弥　生
【江戸川南】 関　口　光　治
【中　　野】 飯　田　敬　子 鈴　木　幸　子
【杉　　並】 三　上　康　江
【荻　　窪】 初　鹿　時　子
【板　　橋】 市　川　正　子 阿　部　勝　子
【練 馬 西】 町　田　　　光
【品　　川】 原　田　大　輔
【大　　森】 伊　東　和　博
【蒲　　田】 金　　　貞　姫
【雪　　谷】 高　島　秀　仁 芝信用金庫雪が谷支店 城南信用金庫雪ヶ谷支店
【世 田 谷】 田　中　伊和雄
【北　　沢】 斎　藤　　　眞 舘　野　貞　俊
【渋　　谷】 鈴　木　良　子 小　林　ひさ子
【本　　郷】 菊　川　　　清 小　澤　洋　子
【上　　野】 野　池　幸　三 鈴　木　敏　道
【浅　　草】 関　　　泰　子 丹　波　テツ子
【北　　区】 鈴　木　心　一 小　室　　　豊
【荒　　川】 遠　藤　敏　子
【八 王 子】 川　幡　　　勇
【南 多 摩】 小　泉　克　雄
【ま ち だ】 岩　崎　　　正
【武 蔵 野】 山　口　義　男 島　田　美　寿
【多摩武蔵】 小　林　順　子
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〜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〜

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

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？

　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。

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3年4月1日（木）から6月30日（水）まで（土・日・休日を除く）
◆ 縦覧時間　8時30分～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＞
　　 令和3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）納税通知書は6月1日（火）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。
　ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　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、東京法務局登記電話案内室（03-5318-0261）に 
お問い合わせください。

― 　 ―13



税務協会のWebサイトをリニューアルしました！
　全国の自治体職員の方をはじめ、訪問していただいた方が、税務に関する情報を簡単に
入手でき、セミナーや新刊書籍等の情報を分かりやすく迅速に提供できるよう、当協会の
Webサイトをリニューアルしました。

▼ 協会Webサイトトップページ

　各ページ分かりやすい構成となっており
ますので、納税貯蓄組合員の皆様も是非、
当協会のWebサイトをご覧ください。

https://www.zeikyo.or.jp/URL

（公財）東京税務協会だより

▼ 資料室フォトギャラリー

▼ 出版（書籍販売ページ）

▼ 研修（Web講義・セミナー申込み等ページ）
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（公財）東京税務協会発行  税務実務関連書籍
　毎年度発行している『地方税ガイドブック』をはじめとした５書籍のほか、今後改訂を
予定している書籍は全て電子版でもお読みいただけます。
※�『滞調法及び破産手続等と地方税の徴収』及び『地方税法の読み方・基礎用語』は令和３年度の電子化の予定
はありません。

ご注文は（公財）東京税務協会Webサイトから https://www.zeikyo.or.jp

（表紙は現在の版のものです。改訂後は変更する場合があります。価格：税込）

土地評価実務の手引
¥2,618（４月改訂予定）

償却資産実務の手引
¥2,618（５月改訂予定）

家屋評価実務の手引
¥2,618（７月改訂予定）

地方税ガイドブック
¥2,600（４月改訂予定）

地方税ミニガイド
¥430（６月改訂予定）

個人住民税実務の手引
¥1,450（５月改訂予定）

法人住民税実務の手引
¥1,450（５月改訂予定）

滞納整理事務の手引
¥1,450（4月改訂予定）

公売事務の手引
¥2,200

滞調法及び破産手続等と
地方税の徴収
¥1,223

地方税法の読み方
・基礎用語
¥917

《お問合せ》公益財団法人　東京税務協会　企画広報課　
　　　　　 電�話（03）3228−7998　　FAX（03）3228−7878
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令和２年度　地区協議会意見等一覧
地
区

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

日本橋　納　連
（芝 　 納 　 連）

共通課題は、各地区連
とも必須とし、必須課
題に加えて、各地区協
議会が自由に選択した
課題について、意見等
を文書にまとめ幹事地
区連宛てに提出し、集
約した。

○「税を考える週間シンポジウム」を開催。本事業は、コロナ禍での開催を踏ま
え、Zoom配信も予定しており、オンラインでの参加も可能とし、併せて納税キ
ャンペーンの一環として、納連・SDGsバッジを作成しPRを兼ねて配布した。
○東京都内の納連共通の広報ポスターを作成し、町内会の掲示板への掲示や「区
報」への掲載、SNSを活用して都内統一ポスターを掲載するなどにより、多くの
人々に納連の活動を伝えることが出来るのでないか。
○地元CATV局との連携によって、区内に運行中の区民向けコミュニティバス内の
映像の協力をいただき、各種納連事業の紹介を行っている。
○ソーシャルディスタンスに配慮し、定員の半数以下で講演会を実施した。講演会
前には、全員の体温測定、手指の消毒、マスクの装着等も行った。

城
　
東

江戸川南納連
（江東西　納　連）

共通課題は、各地区連
とも必須とし、必須課
題に加えて、各地区協
議会が自由に選択した
課題について、意見等
を文書にまとめ幹事地
区連宛てに提出し、集
約した。

○中学生の「税についての作文」事業の知名度向上が、納連の知名度向上につなが
ることになると考え、これを足がかりに地域コミュニティの幅を広げ、納連の
PRに繋げていきたい。
○例年は、街頭広報活動でグッズ等を配布していたが、新型コロナウイルス感染拡
大により中止した。代わりに自動車による広報活動を４回行う予定である。
○「税のスタンプラリー」のようなイベントで、店舗を循環して税に関するクイズ
を解いたり、スタンプを集めたりすることで景品がもらえるようなイベントを開
催する。
○国税庁などが用意するキャンペーン用のポスターを人の集まる場所での掲示をお
願いする。また、同様のポスターを納連会員の自宅などの目の付くところに掲示
する。

城
　
西

練馬東　納　連
（中　野　納　連）

共通課題は、各地区連
とも必須とし、必須課
題に加えて、各地区協
議会が自由に選択した
課題について、意見等
を文書にまとめ幹事地
区連宛てに提出し、集
約した。

○納税街頭キャンペーンのパレードを中止した代わりに、懸垂幕を税務署、都税事
務所、区役所、商店街に設置し、口座振替と納期内納税等を推進する啓発活動を
実施した。
○e-Tax、eLTAX等の電子申告の全面的な移行について、会長、副会長が、全員デ
ジタル化に向けてマイナンバーの取得と、電子申告の納税に協力している。
○納税キャンペーンを非接触で行う方法として、SNS等の活用、街頭のパネルビジ
ョンの活用、懸垂幕・横断幕の活用が考えられる。しかし、予算の問題、関係機
関の協力などが今後の検討課題だと考える。
○コロナ禍でのキャンペーンは、人と人とがなるべく接しないやり方が必須になる
のではと考えており、それぞれの団体の窓口で、より手にとってもらえるような
グッズやチラシの文面を作成することで対応していく。

城
　
南

品　川　納　連
（大　森　納　連）

共通課題は、各地区連
とも必須とし、必須課
題に加えて、各地区協
議会が自由に選択した
課題について、意見等
を文書にまとめ幹事地
区連宛てに提出し、集
約した。

○会長、副会長、常任理事、会計の中でスマートフォンを使用している人はグルー
プLINE登録を行い、意見交換や情報連絡網に使用している。その他の役員につ
いては、ショートメールやファクスで連絡等を行う。
○新型コロナウイルスの感染防止のため、広い会議室を使用し、間隔をあけた上で
現在の状況の説明や事業の縮小・中止について話合い、その後、PCR検査につい
ての講習会を実施した。
○税を考える週間に合わせて納連の広報として税務署長賞受賞作品の標語を掲載し
たポケットティシュ及び納連会長賞受賞作品の標語を外装部分に掲載したマスク
を関係機関の窓口等に配置、街頭配布は予定していない。
○中学生の税についての作文募集に関して、新型コロナウイルス感染症に遭遇し、
その対策として中学校長との説明会を中止した。役員が各学校へ説明、資料を届
け作文募集を行った。作文審査は、納連役員の審査、税務署と納連合同で行った。

城
　
北

上　野　納　連
（荒　川　納　連）

共通課題は、各地区連
とも必須とし、必須課
題に加えて、各地区協
議会が自由に選択した
課題について、意見等
を文書にまとめ幹事地
区連宛てに提出し、集
約した。

○毎年、３回（２月、７月、11月）、役員所有の乗用車に車外スピーカーを取り付
け、録音した広報文を流して管内を周回している（毎回警察に許可申請）。広報
文は毎回内容を変え、三税組織にも確認してもらっている。
○毎年行っているクイズラリーの代わりに、子供向けの税金に関するクイズのリー
フレットを作成・配布する活動を企画した。クイズと一緒に各団体の紹介と税に
関する作品募集PRが記載されている。児童館・学童保育を中心に配付した。
○コロナ禍で、キャンペーン実施が困難になった。そこで、納税をキャッチフレー
ズにしたのぼり、「納税は　日掛け　月掛け　心掛け」を作成し、商店街に立て
掛けてもらった。
○会長、副会長、常任理事が対象となる会費制をとっている。その他、年１回発行
される会報誌に掲載する広告１口当たり５千円を基準とした会報協賛金を募って
いる。（2019年度は40件程度あり）

多
　
摩

南多摩　納　連
（まちだ　納　連）

共通課題は、各地区連
とも必須とし、必須課
題に加えて、各地区協
議会が自由に選択した
課題について、意見等
を文書にまとめ幹事地
区連宛てに提出し、集
約した。

○「税についての作文」は、半世紀を超える事業であり、中学校の校長先生をはじ
め、教諭にも納税貯蓄組合の名前は浸透し、パイプも徐々に太くなっている。この
良好な関係を活かし、その他の事業でも地域との共同活動が可能なのではないか。
○今ではe-Tax、ダイレクト納税の勧奨が主なキャンペーンの内容となっている。
まずは納連の役員がe-Taxやダイレクト納税を実際に体験して、便利さを実感し、
市報などを利用して、対面ではなく、広く多くの納税者に電子申告、電子納税の
利便性を周知していきたい。
○今年度の「税を考える週間」でのキャンペーンは、デジタルサイネージを利用した
広報活動を行った。具体的には、税務連絡協議会と連携し、「税についての作文」
の優秀作品を市内を走るバスの運転席後部に搭載された画面に１ヶ月間掲示した。
○税務署から「ダイレクト納付」の周知を図りたいとの連絡があり、納連から地域
金融機関の担当部署を紹介、署のアプローチにより、「ダイレクト納税」をより
周知するため主に営業店職員に「ダイレクト納付」に関する研修を実施すること
となった。
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開 催 月 日 事　　　業　　　名 会　場　等

４月９日（金） 東総連会計監査 東総連事務局

５月13日（木）
役員選考委員会
第１回正副会長会
第１回正副会長・常任理事会

上野精養軒

６月17日（木） 第２回正副会長会
東総連第66回定期総会 上野精養軒

７月13日（火）
第２回正副会長・常任理事会
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（水） 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（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３日（金） 東総連リーダー研修会 上野精養軒

※　日程は中止又は変更の可能性があります

今後の東総連等事業日程（予定）

＊�　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、納連が得意としているフェイ
ストゥフェイスでの広報活動ができませんでした。１月には医療供給体制もひっ迫し
たことから、２回目の緊急事態宣言が発出され、施設の使用制限、イベントの開催制
限が実施されました。早く本来の広報活動ができることを祈って止みません。

　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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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

都税事務所にご来所いただかなくてもお手続が可能です！都税事務所にご来所いただかなくてもお手続が可能です！

都税事務所の窓口での待ち人数をインターネットから確認できます！都税事務所の窓口での待ち人数をインターネットから確認できます！

各都税事務所の評価証明書・納税証明書発行窓口において、窓口受付システム（発券機）を導入しました。
これにより、以下の確認が可能になります。

都税事務所へ来所の際は、是非このシステムをご活用いただき、窓口混雑緩和にご協力いただ
きますようお願いいたします。

各都税事務所における証明書申請等の待ち人数について、主税局ホームページからリアル
タイムで確認できます！
窓口で発券された番号札をお持ちの方は、庁舎外でスマートフォン等から進捗状況を確認
できます！

1

2

★詳しくは、主税局ホームページをご覧ください。

スマートフォン決済アプリによる納付　　　　　、　　　 　（令
和3年3月時点）、クレジットカード納付、地方税共通納税シス
テムでの納付（eLTAX電子納税）、ペイジー　　　納付、口座振
替等の方法があります。

郵送による申請も受け付けています。以
下の証明書等の申請については、都税証
明郵送受付センター宛にお送りください。

●納税証明書、自動車税（種別割）
納税証明書（継続検査等用）　等

●23区内の固定資産（土地・家屋）
の評価証明書、関係証明書、課税
台帳、名寄帳　等

〒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

送付先

各種証明書等の申請 都税の納付

法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税・
23区内の事業所税及び固定資産税（償却資産）の申告は、電子
申告（eLTAX）がご利用いただけます。また、郵送による申告
も受け付けています。

都税の申告

徴収猶予制度のお知らせ徴収猶予制度のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響によって
収入が大きく減少したなどの場合、
申請により猶予が受けられます

◆ 申請等の詳細は、所管の都税事務所等にご相談ください。

※ 徴収猶予の「特例」の申請受付は終了しましたが、都では、引き続き「特例」と同様の
条件で申請を受け付けております。

1年間
猶予

延滞金
免除

担保
不要

詳しくは
こちら

「東京納税貯蓄組合総連合会会報：第140号」
2021年３月26日発行

　　　　発　行　東京納税貯蓄組合総連合会　  発行者　近藤　忠夫
　　　　編　集　東京納税貯蓄組合総連合会事務局
　　　　　　　　0101－0032　東京都千代田区岩本町２－５－12
　　　　　　　　　   　    　岩本町ツインサカエビル４階
　　　　　　　　30 3－5 8 2 3－4 4 3 8 　50 3－5 8 2 3－4 4 3 9
　　　　　　　　URL：http://www.tousouren.jp/
　　　　印　刷　大東印刷工業株式会社 再生紙を使用

石油系溶剤を含まないインクを使用


