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　謹んで新年のご挨拶を申し上げます｡

　会員の皆様には、旧年中、当連合会の運営につきまし

て、格別のご尽力を賜り、ありがとうございました。

　また、国税ご当局の皆様には、当連合会に対しまして、

深いご理解と多大なご支援を賜り、誠にありがとうござ

いました。厚く御礼申し上げます。

　昨年は、８月の「広島土砂災害」などの局地的な豪雨や、

９月下旬に発生しました「御嶽山噴火」により多くの方々

が亡くなられるなど甚大な被害が発生しました。亡くな

られた方々に哀悼の意を表しますとともに、被害に遭わ

れた方々にお見舞いを申し上げます。

　一方、我が国の経済状況を見ますと、アベノミクス効

果等により円安・株高傾向が続く中で、消費税増税後の

景気の足踏みが予想外に長引いていることなどから、消

費税率10％への再引上げの延期や、個人消費のテコ入れ

と地方経済の底上げのための経済対策等により、「経済

の好循環」が醸成され、デフレ脱却と経済再生の早期実

現に繋げていただくことを願っております。

　私どもも新しい年を迎え、心を新たにして、当連合会

の円滑な運営と、傘下間税会の一層の充実発展に努めて

参りたいと考えておりますので､本年もよろしくお願い

いたします。

　ところで、間税会に関わりの深い消費税につきまして

は、昨年４月からの税率引上げにより、消費税の会であ

ります間税会の役割は、益々、高まってくることを踏ま

えまして、全間連では平成26年４月以降の最重点施策を

３点決定しました。

　第一点目が消費税の滞納増加が懸念されるため「消費

税完納運動の更なる推進」、第二点目が消費税の重要性

の高まりを踏まえた「消費税の啓発活動等の拡充」、第

三点目がこれらの会活動を積極的に展開すること等によ

り「会員増強による組織拡大等」を図ろうというもので

あります。

　このような全間連の方針の下、当連合会は、全間連の

中核として、極めて重要な役割を担っていることから、

組織面・活動面において各局間連のリード役を果たすこ

とが強く期待されております。

　そのような観点から、特に当連合会の組織面を見ます

と、昨年４月１日現在の会員数は、前年度より約300人

社少ない17,853人社であり全国第二位の地位になってお

ります。

　当連合会としましては、このような状況を踏まえ、特

に会員増強について高い数値目標を設定し、その目標達

成に向けた積極的な取組みを展開し、全国第一位の地位

を回復することを目指しておりますので、各間税会では、

より一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げます。

　また、税の啓発と租税教育推進の観点から、全間連が

募集しております「税の標語」につきましては、昨年

も東京国税局の後援をいただいたこともあって、当連

合会管内からの平成26年度の応募点数は、前年度を約

２万７千点も上回る約13万５千点もの応募があり、全国

の応募点数の概ね半分を占めております。会員の皆様の

積極的な取組みに感謝を申し上げますとともに、引き続

き、積極的な募集活動と活用をお願いいたします｡

　加えて、間税会の存在をアピールし、かつ、世界の消

費税(付加価値税)の実情を知っていただく上で、非常に

効果的な「世界の消費税」図柄刷込みクリアファイルの

配布活動や、国税当局が最重点課題とされている、いわ

ゆるe-Taxの利用促進活動にも、引き続き、積極的な取

組みをお願いいたします。

　最後になりましたが、会員の皆様のご健勝と事業のご

繁栄、都連・各県連及び傘下間税会並びに業種団体の益々

のご発展を祈念しております｡

　また、国税ご当局の皆様のご健勝、ご活躍をお祈りい

たしますとともに、当連合会及び傘下団体の運営につき

まして、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申

し上げまして、新年のご挨拶といたします。

新新年のご挨拶年のご挨拶
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　新年あけましておめでとうございます。

　平成27年の年頭に当たり謹んでお祝いを申し上げま

す。

　東京国税局間税会連合会の皆様には、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。

　昨年一年間を振り返りますと、確定申告初日に関東甲

信地方を襲った記録的な積雪や各地での火山噴火及び地

震などの各種天災に見舞われた一方で、円安を背景とし

て、日本を訪れる外国人観光客が増加したことに伴い、

国内の観光地に賑わいが見られたほか、富岡製糸場と絹

産業遺産群が世界遺産（文化遺産）に登録されたことや、

日本人３名が青色発光ダイオード（ＬＥＤ）の実用化に

貢献し、ノーベル物理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もありました。

　東京国税局間税会連合会におかれましては、全国間税

会総連合会の中核として、消費税を始めとする税知識の

普及と納税道義の高揚を図るための各種事業を推進され

るとともに、消費税等に関するアンケート調査を通じて

税制及び執行に関する有意義な提言を行うなど、活発な

活動を展開されておられます｡

　昨年11月の「税を考える週間」におきましては、「世

界の消費税148カ国」のクリアファイルを効果的に活用

した街頭広報活動や中学生等に対する租税教育資料の提

供を重点的に実施され、「消費税完納運動」などのキャ

ンペーン等にも御尽力いただきました。

　特に、「税の標語」の募集活動につきましては、東京

国税局間税会連合会では、13万点を超える多数の応募と

なりました。これも各単位会の役員の方々が先頭に立っ

て、地域の教育機関等を通じて、主に中学生を対象に積

極的な募集活動に取り組んでいただいた結果でありま

す。

　これらの熱意ある積極的な会活動に対しまして、片岡

会長を始めとする役員及び会員の皆様に､改めて深く敬

意を表する次第でございます｡

　私どもといたしましても、「税の標語」の募集活動に

つきまして、引き続き、東京国税局として後援させてい

ただくほか、研修会等への積極的な講師派遣など、間税

会の活動に関して、できる限りの支援をさせていただく

所存であります。

　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、これが全ての基本であります。

　私どもは、このことを国際化・高度情報化などの社会・

経済状況の変化に伴い調査・徴収事務が複雑・困難化し

ているなど、大変厳しい環境の中で行っていく必要があ

ります。

　このような状況を踏まえ、e-Tax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。

　具体的には、昨年４月から施行された改正消費税法に

つきましては、多くの事業者に影響が及ぶものでありま

すので、広報・相談・指導といった種々の施策に取り組

むとともに、適正課税の確保と滞納の未然防止に努めて

おります。

　また、改正国税通則法への対応としては、職員の調査

手続遵守の意識醸成に努め、調査手続を適正に履行した

上で的確な調査を実施するなど、適正・公平な課税の実

現に取り組んでおります。

　さらに、社会保障・税番号制度については、本年10月

から個人番号及び法人番号が通知され、来年１月から順

次、利用開始予定とされています。このため、制度の導

入に向けたシステム整備等を行うほか、制度の概要及び

国税分野における番号利用についての情報を国税庁ホー

ムページ等でお知らせしていくこととしております。

　このような私どもの取組に対しまして、御理解をいた

だきますとともに、より一層の御協力をお願い申し上げ

ます。

　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。

　このため、確定申告期は、多数の納税者の皆様と接す

る時期であることから、納税者サービスの向上並びに自

宅等からのＩＣＴを利用した申告の一層の推進を図ると

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。

　なお、平成25年分の確定申告期におきまして、国税庁

ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やe-Tax

などＩＣＴを利用して所得税の確定申告をされた方は、

申告者全体の実に54％（全国1,163万人）に上りました。

　「確定申告書等作成コーナー」を利用していただくこ

とで、計算誤りのない申告を行うことができますので、

是非御利用いただきたいと思います。

　ところで、本年は「乙未（きのとひつじ）」の年です。

「乙未」の言葉の謂（いわれ）を調べてみますと、「乙」

という文字には、いかなる抵抗があっても、どんな紆余

曲折を経ても、新しい改革創造の歩みを進めていくとい

う意味があるそうです。また、「未」という文字は、木

と一から成り、枝葉の繁栄を表しているそうです。

　この一年間、この謂に倣い、また、大手町の地におけ

る東京国税局の長い歴史に幕を閉じて、この５月に築地

の新庁舎で執務を開始する節目の年でもありますので、

気持ちも新たに、様々な課題にも積極的にかつ粘り強く

取り組み、国民の皆様から更に信頼される税務行政を行

っていく所存でございます。

　そのためにも、税の良き理解者として活発な事業活動

を続けておられる東京国税局間税会連合会の皆様の御協

力・御支援が不可欠でございます｡今後とも､税務行政に

対しまして、より一層の御理解と御協力のほどよろしく

お願い申し上げます。

　最後になりますが、新しい年が、東京国税局間税会連

合会のますますの御発展と会員の皆様のますますの御繁

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。

　　　東京国税局長
藤　田　利　彦

年年頭のあいさつ頭のあいさつ



3

平成26年秋叙勲
　旭日双光章
白　川　よし子　様（芝・副会長）

財務大臣表彰
關　口　雅　章　様（北沢・会長）
金　子　昌　男　様（葛飾・会長）
山　本　康　昭　様（千葉東・会長）

国税庁長官表彰
沼　生　　　智　様（麻布・会長）
田　中　良　彦　様（東村山・会長）
金　原　正　和　様（保土ヶ谷・会長）

東京国税局長表彰
藪　下　　　守　様（小石川・会長）
小　能　大　介　様（本郷・会長）
南　　　八　郎　様（品川・副会長）
荻　野　髙　司　様（蒲田・会長）
岡　野　テ　ル　様（北沢・副会長）
根　本　弘　三　様（豊島・会長）
山　口　千絵子　様（王子・副会長）
齋　賀　正　信　様（足立・会長）
小　泉　龍之助　様（江戸川北・会長）
清　水　通　生　様（青梅・会長）
小　泉　克　雄　様（日野・副会長）
山　岸　幹　夫　様（横浜南・副会長）
本　多　純　二　様（小田原・会長）

税務署長表彰
久　　　貴　光　様（京橋・副会長）
江　口　和　廣　様（芝・常任理事）
渡　部　史　朗　様（麻布・理事）
春　田　兼　司　様（　　〃　　）
下　村　善　廣　様（上野・副会長）
橋　本　秋　信　様（浅草・常任理事）
谷　　　正　敏　様（品川・常任理事）
平　沢　　　智　様（雪谷・副会長）

番　場　壽　松　様（世田谷・副会長）
坂　本　　　哲　様（北沢・事業委員長）
山　本　裕　明　様（玉川・常任理事）
千　脇　広　久　様（渋谷・会長）
斉　藤　　　智　様（新宿・事務局長）
井　口　博　一　様（練馬西・副会長）
増　子　伸　介　様（豊島・副会長）
西　長　昇　一　様（王子・常任理事）
茂　木　葉　子　様（向島・副会長）
千　葉　道　恵　様（葛飾・副会長）
上　野　康　雄　様（江戸川北・常任理事）
荒　井　初　雄　様（江戸川南・常任理事）
山　本　春　美　様（江東西・副会長）
森　田　茂　夫　様（青梅・副会長）
林　　　康　男　様（八王子・理事）
朝　倉　さ　く　様（立川・常任理事）
堀　越　政　美　様（武蔵野・副会長）
荒　井　弘　美　様（武蔵野・常任理事）
柳　原　完　二　様（横浜南・理事）
杉　崎　正　明　様（緑・監事）
竹　松　弘　之　様（鶴見・副会長）
田　口　秀　章　様（川崎北・常任理事）
和　田　米　子　様（藤沢・事務局長）
栁　川　義　房　様（平塚・常任理事）
黄金井　康　巳　様（厚木・会長）
駒　形　光　祥　様（大和・会長）
滝　瀬　憲　彦　様（相模原・副会長）
大　塚　桂　子　様（千葉東・常任理事）
高　岡　公　代　様（成田・監事）
小　谷　正太郎　様（松戸・常任理事）
加　藤　憲　一　様（市川・理事）
津　田　高　信　様（船橋・理事）
佐久間　典　子　様（佐原・常任理事）
遠　藤　孝　二　様（銚子・理事）
森　川　道　義　様（東金・副会長）
中　村　　　功　様（茂原・理事）
中　込　　　徹　様（甲府・理事）
保　坂　豊　和　様（大月・副会長）

平成26年叙勲受章者及び
平成26年度納税功労表彰受彰者名簿

受彰者の皆様、おめでとうございます。
心からお慶び申し上げます。

会　　長 片　岡　直　公
副 会 長 小　島　達　徳
副 会 長 鈴　木　豊　久
副 会 長 渡　邉　　　力
副 会 長 鈴　木　泰　生
副 会 長 關　口　雅　章
副 会 長 西　村　祐　一
副 会 長 河　村　守　康
副 会 長 白　川　よし子

副 会 長 加　藤　憲　一
副 会 長 新　井　敏二郎
副 会 長 前　川　公　明
副 会 長 上　原　重　樹
常務理事 大　西　晴　之
常務理事 竹　林　克　夫
常務理事 沼　生　　　智

常務理事 藤　本　秀　明
常務理事 小　泉　克　雄
常務理事 佐　川　黎　二
常務理事 平　　　和　明
常務理事 塚　本　福　二
常務理事 大　塚　繁　夫
常務理事 山　田　能　成

以上の役員の方々（敬称略）に、本号発刊のご協賛をいただきました。

あけましておめでとうございます
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平成26年度「税の標語」優秀作品決まる
　「税の標語」の募集は、全間連において平成５年度から実施していま

すが、第22回目となる平成26年度も、一般財団法人　大蔵財務協会及び

東京国税局の後援の下に昨年９月10日を募集期限として、間税会会員、

その家族や知人などのほか、小・中学校及び高等学校を通じてその生徒、

さらには、インターネットにより広く一般の方を対象にして募集した結

果、全国では、273,535点にのぼる多数の応募がありました。

　このうち東京局間連の方々からの応募は、昨年度を26,877点上回る

134,768点と全国の概ね半分を占めています。

　この応募作品について、広報委員を中心とした選考委員会における厳

正な審査を経て、最優秀作品１点、優秀作品４点、佳作作品10点、合計

15点の優秀作品が決まりました。

　「税の標語」の発表会と表彰式は、「税を考える週間」中の昨年11月14

日（金）に、全間連の表彰式にあわせて、東京・築地　松竹株式会社（大

谷全間連会長の会社）において行われ、最優秀作品の北浜勇樹様（中野

区立中野中学校）に、片岡会長から表彰状と記念品が贈られました。

　なお、全間連の優秀作品15点の中にも、東京局間連関係者の作品６点

が含まれています。（全間連の優秀作品は、全間連会報第132号及び全間

連のホームページに掲載されています。）

税金を　学んで活かそう　ぼくらの未来
中野区立中野中学校　北浜　勇樹

咲かせよう　税の種から　笑顔の花へ
品川区立荏原第六中学校　飯島　菜月

税の恩恵受けとめて　感謝の思いで納税を
世田谷区立千歳中学校　萩谷　維摩

考えよう　税の役割　使い道
杉並区立杉森中学校　丸本　　優

重なる災害　復興支える　あなたの税金
戸板中学校　南　　果歩

最優秀最優秀

優秀優秀

佳作佳作
夢のある　未来を支える　消費税

調布市立第五中学校　阿比留栞奈
消費税　おさめて支える　日本の未来

荒川区立諏訪台中学校　石田　優花
税金の　使途をしっかり　明確に

杉並区立天沼中学校　加藤　優奈
考えよう　暮らしを支える　税の意味

日本大学第三中学校　神野　亜実
時をこえ　世代をつなぐ　みんなの税

墨田区立業平小学校　立松　太一

子どもでも　社会に貢献　消費税
府中市立浅間中学校　名倉　　優

納めます　未来と国に　僕の税
匝瑳市立八日市場第一中学校　日比野照紀

消費税　豊かな老後と　笑顔の社会
千葉市　溝口　良恵

生活に 一番身近な消費税 日本の未来に活かしていこう
世田谷区立千歳中学校　森　愛美香

明日の日本　暮らしにいかす　消費税
墨田区立第二寺島小学校　渡辺　悠作

　税務署は、土曜日及び日曜日は閉庁されていて業務を

行いませんが、平成26年分の確定申告期間中は、平日（月

～金）以外でも、２月22日と３月１日の日曜日に限り、

確定申告書用紙の配布、申告相談及び確定申告書の収受

及び納付相談が行われます。

　税務署によっては、合同会場（対象署の納税者の申告

相談及び確定申告書の収受が行われます。）、広域セン

ター（対象署並びに対象署以外の署の納税者の申告相談

及び確定申告書の仮収受が行われます。）を設置して行

うところがありますので、詳しくは所轄の税務署に確認

してください。

税 務 署 の 閉 庁 日 に お け る 確 定 申 告 の 相 談 等 の 実 施
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常任理事会開催される
　昨年10月23日（木）東京・日本橋　㈱全日警会議室において、

常任理事会が開催されました。

　常任理事会においては、昨年９月26日に開催された全間連第41

回通常総会の報告、本年１月19日に開催される全管単位間税会正

副会長・青年部長・女性部長合同会議の開催、第42回通常総会の

日程について、組織増強月間等における会員増強等への取組み等

について、「世界の消費税」図柄刷込みクリアファイルの活用につ

いて、「税の標語」の応募状況等について、平成25年度租税滞納状況等について、「財務省改善取組計画」等につ

いて報告、審議が行われました。

東京局間連東京局間連のの主主なな動動きき（26. ９.15～ 27. １. ９）

９月15日㈪　局間連会報第60号発行

９月19日㈮　千葉地区揮発油税務懇話会総会 千葉

９月26日㈮　全間連第41回通常総会 福岡

10月９日㈭　神奈川地区揮発油税務懇話会総会 横浜

10月17日㈮　「税の標語」最終選考会 事務局

10月20日㈪　第32回青年部・女性部合同講演会 丸の内

10月23日㈭　正副会長専門委員長会議・常任理事会

 日本橋

11月５日㈬　東京国税局長納税表彰式 竹橋

11月14日㈮　「税の標語」最優秀作品発表会・表彰式

 築地

12月12日㈮　広報委員会 事務局

１月９日㈮　企画会議 事務局

国税局幹部との意見交換会の開催
　昨年は、都連・県連ごとに、東京国税局課税第二部の

幹部と間税会会長との意見交換会が下記のとおり開催さ

れました。

　意見交換会のテーマは①「税の標語」の募集と優秀作

品の表彰等について、②e-Taxの周知及び利用促進への

取組みについて、③「税を考える週間」行事への取組み

について、④全間連の最重点施策に関する取組について、

⑤その他の行事等への取組について、各間税会会長の発

表が行われた後、国税局からの間税会への要望事項を含

め、活発な意見交換が行われました。

　　ブロックごとの意見交換会の開催日

　　　　９月18日（木）　東 京 都 連

　　　　10月14日（火）　千 葉 県 連

　　　　10月24日（金）　山 梨 県 連

　　　　12月２日（火）　神奈川県連

　第32回青年部・女性部合同講演会は、昨年10月20日（月）
午後1時30分から、東京・丸の内　東商ホールにおいて、青
年部・女性部を中心として約390名の方々が参加して開催さ
れました。
　第1部は、国税庁課税部消費税室長　三宅啓介様に「e-Tax
の10年」という演題でe-Taxの導入前から関与された苦労話
等を、これまでの経験も踏まえながら貴重な話がありました。
　第2部は、東京宝塚劇場支配人　小川甲子（元宝塚歌劇団
「甲にしき」）様とその聞き手役として、元フジテレビアナウ
ンサー　竹下典子様から「宝塚100周年」という演題で宝塚
の100年の歴史を交えて、甲にしき様の宝塚花組の男役トッ
プスター時代等についてお話をしていただきました。
　講演終了後は、豪華商品が当たる抽選会が行われました。

第32回 青年部・女性部第32回 青年部・女性部
合同講演会合同講演会開催される開催される

　社会保障・税番号制度については、平成27年10月から個人番号及び法人番号が通知され、平成28年１月
から、順次、国税分野で個人番号及び法人番号の利用が開始されることとされております。国税庁は、法人番
号の府番機関となるとともに、個人番号及び法人番号の利活用機関となります。

社会保障・税番号制度の導入
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平成26年度

神田間税会
― 税の標語の活用 ―

　昨年の「税の標語」には、小学校

（４校）、中学校及び美術専門学校か

ら応募があり、総件数は407点でし

た。その中で優秀作品13点を表彰し、

秋葉原・御茶ノ水の両駅で掲載しま

した。

　作品を見て、子供達も税に対して

は高い関心を持っていることが感じ

られました。

　この子供たちの高い関心を、より

多くの人々に見てもらうために掲示

場所、数等を今後工夫する必要を感

じました。

京橋間税会
― 歌舞伎座前での街頭広報 ―

　11月11日　毎年恒例となった歌舞

伎座前での「世界の消費税148カ国」

クリアファイル等の配布を、局の消

費税課長・係長及び署の署長を始め

とする幹部の方々の出席を得て、盛

大に開催しました。

　心配した雨も降らず、待機してい

たイータ君も積極的に活動し、９時

50分から開始しましたが、約30分で

すべての配布が終了しました。

荒川間税会
― 強化期間を設定して ―

　組織増強の強化期間を10月１日～ 11月30日まで

と設定し、「税を考える週間」に集中的・効率かつ

効果的に実施し、積極的な広報活動により会員の意

識の高揚と広報効果の向上に努めました。

　10月12日税金クイズ・10月15日局幹部との意見交

換会・11月11日消費税完納キャンペーン・11月13日

「税の標語」表彰式を行いました。

　税金クイズは、荒川区主催のフリーマーケット会

場で「世界の消費税148カ国」クリアファイルと景

品を貰えると

あって大盛

況、イータ君

との記念写真

に列をなし間

税会活動を大

いにＰＲしま

した。

芝間税会
― 相続税と贈与税 ―

　11月11日　会員を対象とした研修

会を東京の竹芝で行いました。

　署の担当官に「相続税と贈与税」

及び「消費税の納付上の留意点」に

ついて講義して頂きました。相続税

の改正を控え参加者の関心も高く、

熱心な質疑がかわされ有意義な研修

会となりました。

　その後、東京湾クルージングで変

わりゆくお台場地区を海上から視察

しました。終始、和やかな雰囲気の

中で楽しい会話が交わされ、税の研

修とあわせて会員相互の親睦もはか

ることができました。

　「税を考える週間」は、国税当局が国民各層に、税の仕組みや目的などについて考えてもらい、税に対する認識を深

めてもらうために、集中的に広報活動を行う期間です。昨年も11月11日（火）から17日（月）の「税を考える週間」

に合わせて、各間税会は多彩な行事を実施しました。

杉並・荻窪間税会
― ２間税会が協力して ―

　11月２日から杉

並区役所におい

て、平成26年度の

「税の標語」を杉

並間税会と荻窪

間税会で募集し

3,000点を越える

作品の中から選ば

れた優秀作品を掲

示しました。

　また、この日は

午前10時から杉並納税街頭パレードが開催されましたので、

集まった区長をはじめ主催する団体長らが観覧し、小学生や

中学生の税に対する意識の高さに感心しました。

　「税を考える週間」に先立って行われた掲示でしたが、租

税教育の大切さと納税の意義を子供たちから大人が教えられ

る大変有意義なイベントとなりました。
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横浜中間税会
― 二つの区民祭に参加 ―

　10月12日及び11月２日　横浜市の中区

民祭及び西区民祭に、署や他の税務協力

団体と共に参加しました。

　「世界の消費税148カ国」クリアファイ

ルや税に関するリーフレット等を配布し

て税と間税会をＰＲしました。

川崎南間税会
― メガネクリンビュー ―

　10月18日・19日に「幸区民祭」及び11月

１日から11月３日の３日間に「かわさき

市民祭り」に、他の税務協力関係民間団

体とともに「税を考える週間」の行事と

して参加し、広報活動を行いました。

　恒例のメガネクリンビューを行うとと

もに、税に関するパンフレットを「世界の消費税148カ国」クリアファイルに

入れ配布し、間税会の活動をアピールしました。

　今後も間接税に関する唯一の協力団体として、消費税等の税意識を高めるため、

各税務協力関係民間団体の皆様と手を携えて活動していきたいと思っています。

館山間税会
― 駅前ビル壁面に懸垂幕 ―

　管内８中学校に対して、一学期

に「租税教室」を開催し、受講し

た生徒さんから「税

の標語」を応募して

頂き計703点の作品

が集まりました。

　最優秀に選ばれた

落合菜南美さん「納

税は　あなたの未来

を　支えます」を「税

を考える週間」に合

わせて、ＪＲ館山駅

前の房州ビル壁面に

懸垂幕で掲示しまし

た。

　このことは、地元

紙「房日新聞」11月

11日付に掲載され、

間税会活動を大いに

ＰＲしました。

　各単会におかれましては、いよいよご隆盛のこととお

慶び申し上げます。平素は東京局間連事業にご協力をい

ただき、厚く御礼申し上げます。

　さて、第一次組織増強に係る運動も、平成26年11月末

に、集計の運びとなりましたが、各単会の皆様も会員増

強には格段の努力をなされていると思います。

　時節柄なにかと会員増強にはご苦労があると思います

が、東京局間連の運営方針に基づく指針と考えていただ

けたらと思います。

　各単会によっては規約の制約があるため、会員増強対

策に苦慮している会もあるとお聞きしています。

　全間連では、３つの最重点施策を掲げ、その１つが「会

員増強による組織拡大等（平成29年４月現在の会員数12

万人社）」となっています。

　東京局間連は、政府組織の膝元にあり、活動の拠点と

して全間連の中核を担っていることから組織面・活動面

において各局間連の先頭に立つことが強く期待されてい

ます。

　平成26年４月現在17,853人社となっており、全国第二

位となっています。そのような観点から、当連合会では、

平成26年度における会員増強に係る会員増強目標を前年

度の15％（純増）に設定し、その目標に向けた積極的な

取り組みを展開しています。

『新会員制度』

　会員増強の一つの手法として、会員の加入資格を緩和

する「新会員制度」の創設について検討しました。

○新会員制度の創設の趣旨

　間税会の会員の加入資格を緩和し、より多くの方々が

会員になることにより「納税道義の高揚」と「税の啓発」

に資するとともに、新会員が正会員へシフトすること等

により間税会の組織が拡大され、延いては財政基盤の強

化等にも繋がることを期待するものです。

○新会員制度の基本的な枠組み

１　新会員の名称は（ファミリー会員、準会員、パート

ナー会員）等、各単会が決定する。

２　新会員の入会資格は、正会員の役員、社員又は家族

等とする。

３　新会員の権利等は、各種行事等には参加が可能であ

るが、総会における議決権がなく、役員には就任で

きない。

４　年会費は、1,000円以上とする。

５　新会員制度を設けるには、次の規約改正が必要と思

われる。

　　（新会員の名称・新会員の入会資格・新会員の権利）

　　なお、次のものは、機動的運営が可能になるよう「常

任理事会」の決議で定める。　

　　（年会費・役員への就任・新会員への情報伝達方法）

　各単会において、組織増強には何かとご意見のあるこ

とは承知していますが、今後、東京局間連の益々の発展

のため、できる限りのご協力をお願いいたします。

間税会の今後の使命
東京国税局間税会連合会

会務運営委員長　藤　本　秀　明
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　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
いします。

　【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) 

消費税率の引上げに伴う中間申告・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】
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

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（改定後の税率適用）
　　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

個人住民税個人住民税のの「特別徴収」「特別徴収」推進にご協力をお願いします！推進にご協力をお願いします！
■ 　従業員の個人住民税は、所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与から事業主が差し引いて、従業員
の方がお住まいの区市町村へ納めていただくことが地方税法で義務づけられており、この制度を「特
別徴収」といいます。
■ 　首都圏では、連携協力して特別徴収を推進しますので、事業主の皆様には、この取組みにご理解ご
協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。

■　首都圏では、各団体が次のとおり特別徴収を推進しています！
　○ 平成27年度　埼玉県の全市町村で特別徴収の一斉指定
　○ 平成28年度　千葉県、神奈川県の全市町村で特別徴収の一斉指定
　○ 東京都の全区市町村では、平成26～28年度を特別徴収の推進期間としています。

※　詳しくは各都県のホームページをご覧ください。下記のキーワードで

事務局 ： 九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、
相模原市）特別徴収推進検討会

埼玉県  特別徴収 千葉県  特別徴収 東京都  特別徴収ステーション 神奈川県  特別徴収

検　索

住民税は給与からの
特別徴収で！

よろしくお願いします！埼玉県
コバトン

神奈川県　
かながわ

キンタロウ
千葉県

チーバくん
東京都

ぜいきりん
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