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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。厚く御礼を申し上げます。

昨年も自然災害が相次ぎ、全国で大きな被害が発生し

ました。被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り

申し上げます。

また、昨年10月には、これまで５年９カ月にわたり政

権を担ってきました安倍政権が第四次安倍改造内閣をス

タートさせ、引き続き、我が国の国内政策・外交政策の

舵取りをしていくこととなりました。安倍政権には、我

が国が抱える内外の諸課題について国益にかなった政策

を講じることで、国民が安全で安心して暮らせる社会を

堅持していただきますよう切に願っております。

最初に、昨年９月の全国間税会総連合会（全間連）の

第45回通常総会・創立45周年記念式典などの開催に当た

りましては、東京局間連の役員・会員の皆様の多大なる

ご協力とご尽力によりまして、盛大に開催され、全国か

ら来られた皆様に大変に喜んでいただくことができまし

たこと、深く感謝を申し上げます。

さて、当連合会は、全間連の中核として、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求

められております。

そのような中、当連合会では、全間連が定めた平成29

年度以降の「最重点施策」を踏まえて、平成30年６月に「平

成30年度及び31年度における全間連の最重点施策に関す

る取組方針」を決定し、より実効性のある取組みを積極

的に展開することとしておりますので、引き続き、会員

の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

特に、会員増強につきましては、役員・会員の皆様の

ご尽力によりまして、平成30年４月１日現在の会員数は

20,731名となり前年度に比べて303名の増員を図ってい

ただきました。その結果、会員増強の取組みを強化した

平成26年４月１日以降の４年間において2,878名の増員、

増加率16.1％と高い水準を確保することができました。

引き続き、会員増強に関する積極的な取組みをお願い申

し上げます。

また、本年10月から導入が予定されております消費税

の軽減税率制度につきましては、消費税の会である間税

会としましては、円滑な税務運営に協力する観点から、

その説明会の開催にも積極的に取り組んでいくこととし

ておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。

更に税の啓発と租税教育推進の観点から、募集活動を

行っております「税の標語」につきましては、昨年２月

から国税庁の後援名義の使用許可をいただいたこともあ

って、平成30年度の当連合会管内からの応募点数は、前

年度より約５千点多い約19万７千点の応募があり、全国

の応募点数の概ね半分を占めることができました。

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｡

また、世界の消費税(付加価値税)の導入状況や、我が

国の財政と消費税の役割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等

につきましては、平成30年度において、全国の概ね半分

を占める約49万枚を作成していただきました。

したがって、クリアファイル等の有効活用に努めてい

ただきますとともに、そのＤＶＤ版も活用した「ミニ租

税教室」の開催などにも、積極的な取組みをお願い申し

上げます。

なお、e‐Taxの利用促進や、マイナンバー制度の適正

利用と周知活動にもご尽力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。

新年のご挨拶

http://www.kanzeikai.jp/tokyo

かんちゃん しょうちゃん
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新年あけましておめでとうございます。

平成31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。

本年は「己亥（つちのとい）」の年です。「己亥」の言

葉の謂（いわれ）を調べてみますと、「己（つちのと）」

という文字は、植物が十分成長して形が整然としている

状態という意味を有しているそうです。

また、「亥（い）」という文字は、植物の生命が引き継

がれて種の中にエネルギーがこもっているという意味の

ほか、根ざす・きざすという意味も有しているそうです。

この一年間、この謂に倣い、我々の組織も足元を固め

るとともに、自ら学びの機会を捉え、次の段階を目指し、

税務行政の使命である「適正・公平な賦課徴収の実現」

に向けて積極的に取り組み、国民から更に信頼される税

務行政を行っていきたいと思います。

なお、前回の己亥である60年前の昭和34年には、今上

天皇が美智子さまと結婚されるという出来事がありまし

たが、本年４月30日には、今上天皇が退位され、５月１

日からは、元号が平成から新元号に改元されます。

この新たな時代の幕開けにおいて、気持ちを新たに、

何事にも積極的に取り組んでいく所存でございます。

さて、貴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、消費税をはじ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していただ

いております。

全国間税会総連合会の最重点施策の一つである「消費

税の啓発活動等の拡充」を踏まえ、「世界の消費税152カ

国」のクリアファイル及び租税教室用のＤＶＤ等を全国

に展開し、租税教室の充実を図られたほか、昨年の「税

を考える週間」において、街頭広報活動や「消費税完納

運動」などのキャンペーン等に御尽力いただきました。

また、昨年から国税庁の後援事業とさせていただいた

「税の標語」の募集活動につきましては、貴連合会では

前年を上回る19万６千点を超える応募があり、全国の約

半数を占めるものとなっています。これも各単位会の役

員の皆様が先頭に立って、地域の学校等を通じて募集を

行うなど創意工夫し、積極的に取り組んでいただいた結

果であります。

こうした熱意ある積極的な活動に対しまして、片岡会

長をはじめとする役員及び会員の皆様に､改めて深く敬

意を表する次第です｡

私どもといたしましても、「税の標語」の募集活動の

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、言うまでも

なく、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。これを、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取り組む一方で、

善良な納税者が損をすることのないよう悪質な納税者に

は厳正な態度で臨むということが重要です。

我々は、厳しい定員事情の下、しかも国際化・高度情

報化などの社会・経済の変化に伴い調査・徴収事務がま

すます複雑困難化している環境の中で、このことを行っ

ていく必要があります。

そのため、業務の改善やパフォーマンスの不断の向上

が、執行の現場として重要となります。

e-Taxについては、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、平成32（2020）

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

各種の利便性向上施策を実施することとしており、引き

続き、e-Taxの一層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。

マイナンバー制度については、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につい

て、皆様の御協力により、記載割合が約86％となってお

りますが、これをさらに増やしていく必要があると考え

ています。

また、消費税の軽減税率制度の実施まで残り10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。

国税当局といたしましては、事業者の皆様に制度の内

容を十分に御理解いただき、早期に準備を始めていただ

くため、関係民間団体の皆様や地方公共団体との連携を

図り、引き続き説明会を開催するなど、あらゆる機会を

捉えて周知・広報に取り組んでまいります。

間税会の皆様には、引き続き、制度の周知・広報等に

御協力を賜りますよう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。

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29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65％（全国1,434万人）に上りました。

本年からは、e-Tax利用の簡便化により、マイナンバ

ーカードを使用した方式に加え、事前に税務署へ申請す

ることにより発行されたＩＤ・パスワードを使用し、「確

定申告書等作成コーナー」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

で送信することも可能となります。

また、「確定申告書等作成コーナー」等により作成・

出力したＱＲコードを利用することで、コンビニでの納

付も可能となりますので、ぜひ御利用いただきたいと思

います。

当局といたしましても、これまで以上に皆様との連携・

協調を密にしていくこととしておりますので、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、新しい年が皆様にとってますます

御多幸でありますよう心から祈念して、新年の御挨拶と

させていただきます。

　　　東京国税局長
藤　城　　　眞

年頭のあいさつ
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平成30年叙勲受章者、褒章受章者及び
平成30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。

平成30年春叙勲
旭日中綬章
栗　原　正　雄　様　　（都間連副会長）

旭日双光章
前　島　　　了　様　　（山梨県連副会長）

平成30年秋褒章
藍綬褒章
關　口　雅　章　様　　（局間連副会長）

平成30年度納税功労表彰
財務大臣表彰
河　村　守　康　様　　（都間連会長）
金　原　正　和　様　　（保土ケ谷・会長）

国税庁長官表彰
佐　川　黎　二　様　　（都間連副会長）
和　田　庄　治　様　　（藤沢・会長）
宮　澤　治　海　様　　（館山・会長）

東京国税局長表彰
石　澤　順　子　様　　（神田・女性部長）
熊　澤　正　幸　様　　（麻布・副会長）
渡　邊　美代子　様　　（小石川・副会長）
宍　戸　啓　昭　様　　（北沢・会長）
松　﨑　　　進　様　　（戸塚・会長）
佐　藤　文　雄　様　　（緑・副会長）
竹　村　和　子　様　　（大和・会長）
梅　澤　昌　弘　様　　（松戸・副会長）
内　山　弘　通　様　　（東金・会長）
吉　田　時　行　様　　（茂原・前会長）
地　引　正　和　様　　（木更津・会長）

税務署長表彰
清　原　由紀子　様　　（芝・常任理事）
濵　田　健二郎　様　　（麻布・常任理事）
村　上　幸　子　様　　（小石川・副会長）
濵　中　　　清　様　　（浅草・副会長）
神　保　和　彦　様　　（北沢・監事）

小　森　礼　子　様　　（玉川・前理事）
篠　崎　隆　利　様　　（渋谷・副会長）
中　島　まゆみ　様　　（四谷・常任理事）
佐　藤　雄　之　様　　（新宿・副会長）
田　中　京　子　様　　（中野・理事）
穐　吉　　　修　様　　（杉並・副会長）
國　保　惠　昭　様　　（荻窪・理事）
山　﨑　光　博　様　　（板橋・理事）
牧　野　雅　之　様　　（豊島・常任理事）
南　口　清　子　様　　（豊島・常任理事）
中　野　克　巳　様　　（荒川・常任理事）
池　田　亮太郎　様　　（足立・副会長）
北　澤　博　子　様　　（本所・副会長）
田　中　　　誠　様　　（向島・常任理事）
中　山　　　隆　様　　（葛飾・副会長）
眞　鍋　亜希子　様　　（葛飾・常任理事）
田　島　幹　久　様　　（江戸川北・理事）
荒　井　香　名　様　　（江戸川南・副会長）
水　村　凱　次　様　　（江東西・会長）
小　野　崇　夫　様　　（青梅・副会長）
藤　林　和　子　様　　（日野・理事）
堀　田　　　剛　様　　（町田・副会長）
織　原　寛一郎　様　　（立川・副会長）
田　口　正　幸　様　　（東村山・監事）
櫻　井　大　記　様　　（武蔵野・常任理事）
伊　藤　幸　次　様　　（武蔵府中・理事）
田　中　孝太郎　様　　（横浜中・常任理事）
髙　森　勝　彦　様　　（横浜南・常任理事）
沖　田　　　保　様　　（戸塚・常任理事）
小久保　行　俊　様　　（緑・常任理事）
川　畑　文　明　様　　（鶴見・会長）
渡　辺　冨士夫　様　　（川崎南・副会長）
伊　藤　久　史　様　　（川崎西・理事）
上　田　　　滋　様　　（横須賀・理事）
髙　橋　　　宏　様　　（厚木・監事）
橋　本　吉　宣　様　　（大和・副会長）
神　田　実　穂　様　　（相模原・理事）
新　井　英　次　様　　（千葉東・常任理事）
橋　本　　　忠　様　　（千葉西・副会長）
石　橋　　　孝　様　　（千葉南・理事）
楠　岡　昭　彦　様　　（成田・副会長）
真　嶋　　　昇　様　　（松戸・常任理事）
原　　　隆　志　様　　（柏・会長）
上　岡　正　幸　様　　（市川・理事）
四之宮　一　夫　様　　（東金・理事・青年部長）
山　内　みどり　様　　（茂原・前理事）
石　井　幹　雄　様　　（館山・副会長）
田　島　征　夫　様　　（大月・副会長）
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優秀

平成30年度　「税の標語」　優秀作品決まる
　全間連が、平成５年から実施している「税の標語」の募集活動については、第26回目となる平成30年度からは

国税庁の後援をいただき、一般財団法人大蔵財務協会の後援とともに、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児童生徒、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、前年度（419,103点）より

33,285点増の452,388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管内の方々からの応募は、昨年度より5,358点増加

し、196,811点と全国応募数の概ね44％を占めており、また、各単会の努

力もあり、応募単会数は82単会となりました。

　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」の表彰式は、「税を考える週間」行事として昨年11月13日（火）

に、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、

最優秀作品の小林宇宙様（世田谷区立瀬田中学校）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、東京局間連関係者の作品が５点入

賞しています。（全間連の優秀作品は、全間連会報第144号及び全間連のホームページに掲載されています。）

消費税　子供も大人も納税者　深めていこうよ税の知識
世田谷区立瀬田中学校　小林　宇宙

身につけよう　税の知識と　正しい納税� 千葉県四街道市　池上　淳子

子育て・介護　みんなで支える　消費税� 山梨県富士吉田市　勝俣　大紀

子育ても　老後もてらす　消費税� 館山市立第三中学校　加藤　杏萌

e-Tax　自宅で納税　手間いらず� 東京都足立区　福田　陽菜

最優秀

佳作 今日の日本明日の日本　支えてくれる　消費税
港区立本村小学校　石川茉莉花

税金で　明るく住み良い　街づくり
東村山市立東村山第二中学校　片岡　春香

安心と　未来を支える　消費税
江戸川区立鹿骨中学校　斎藤　悠生

税制度　意義を学んで　正しく納税
藤村女子高等学校　富田　恭佳

あなたが納めたその税金　きっと誰かの役に立つ
川崎市立川崎高校付属中学校　水越　汐音

しっかりと　福祉にいかせ　消費税
文京区立本郷小学校　小畑　貴穂

国づくり　社会を支える　消費税
江東区立第四砂町中学校　菊池　柚希

身に付けよう　税の知識と　納める意識
墨田区立柳島小学校　髙須賀　旬

税金は　みんなの暮らしを　支えます。　正しく納税　明るい未来
山梨英和中学校　馬場比奈子

安全と　くらしを守る　みんなの税
大田区立東六郷小学校　山口　勇介

最優秀者　小林　宇宙 様

会　　長	 片　岡　直　公
副 会 長	 小　島　達　徳
副 会 長	 關　口　雅　章
副 会 長	 河　村　守　康
副 会 長	 西　村　祐　一
副 会 長	 加　藤　憲　一
副 会 長	 鈴　木　泰　生
副 会 長	 白　川　よし子

副 会 長	 新　井　敏二郎
副 会 長	 竹　林　克　夫
副 会 長	 上　原　重　樹
常務理事	 栗　原　正　雄
常務理事	 大　西　晴　之
常務理事	 沼　生　　　智
常務理事	 小　泉　克　雄
常務理事	 山野辺　孝　夫

常務理事	 藤　本　秀　明
常務理事	 佐　川　黎　二
常務理事	 小　泉　公　男
常務理事	 平　　　和　明
常務理事	 小　能　大　介
常務理事	 大　塚　繁　夫
常務理事	 塚　本　福　二

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30年度

神田間税会
― 税の広場 ―

　11月９日㈮、ＪＲ秋葉原駅電気街
口前にて「税の広場」と題して神田
税務関係団体連合会（構成団体：神
田青色申告会・神田法人会・神田間
税会・東京税理士会神田支部・東京
小売酒販組合神田支部・神田納税貯
蓄組合連合会）主催、神田税務署・
千代田都税事務所・千代田区の後援
による税のＰＲ活動を実施しました。
　小・中学生の「税の標語」・中学生
の「税の作文」などの展示や税の無
料相談コーナーなど、多彩な催しが行
われました。また、神田税務署長ほ
か幹部の方々や当会役員による「世界
の消費税」クリアファイルなどを配布
し、税のＰＲ活動を行いました。
　なお、11月20日㈫千代田区役所に
おいて「税の標語」の表彰式を開催し
ました。

本郷間税会
― 湯島天満宮で税金クイズ ―

　11月17日㈯、湯島天満宮において
「税を考える週間」行事として、「税
金クイズ」を行いました。
　この時期、湯島天満宮では「菊ま
つり」や「七五三詣」が行われており、
境内は多くの参拝者で賑わい、子供
からお年寄りまで「税金クイズ」で楽
しく税金について学んでもらうことが
出来ました。
　当日は、蝶名林本郷税務署長をは
じめ税務署の方々や全間連吉田専務
理事にもお手伝いいただき、クイズの

回答者へお渡しするために用意した粗
品200品と「世界の消費税」クリアフ
ァイルが午前中でなくなり、大盛況で
終了しました。今回は、昨年に比べ「消
費税軽減税率制度」への関心が高く、
クイズの回答者から多くの質問があり、
間税会として更なる周知活動に力を入
れる必要があると感じました。

品川間税会
― くらしと税金展 ―

　11月13日㈫と14日㈬、ＪＲ大井町
駅前 品川区立総合区民会館「きゅり
あん」２階デッキテラスにおいて、「く
らしと税金展」を開催し、消費税に

　毎年11月11日から17日までの「税を考える週間」は、国民各層に、税の仕組みや目的などについて考えていただき、
国の基本となる税に対する理解を一層深めてもらうとともに、税務行政に対する理解及び納税道義の高揚を図ること
を目的として、集中した広報活動を実施する週間です。
　間税会におきましても、国民の皆様に税を知り、税について考えていただくためにいろいろな行事を各地で実施しました。

第36回 青年部・女性部
合 同 講 演 会

第36回青年部・女性部合同講演会は、昨年10月３日（水）、荒川区東日
暮里　日暮里サニーホールにて開催され、青年部・女性部を中心として333
名の方々の参加がありました。
第１部は、国税庁課税部消費税軽減税率制度対応室長　渡邊秀雄　様に「消
費税の導入から新たな時代へ～間税会の歩みとともに～」と題して消費税の
現状についてお話をいただきました。
第２部は、苑田会人工関節センター病院長　杉本和隆　様に「生きること、
歩むこと」と題して、歩くことが健康管理に大切なこと、また、人工関節手
術の現状等について詳しく説明され、これからの日常生活における健康管理
に大変参考になるお話を聞けました。

国税庁　渡邊室長

杉本和隆 様

　昨年10月26日（金） 東京・日本橋 ㈱全日警会議室において、東京国税局 奥消費税課

課長補佐及び峯川消費税第２係長のご出席をいただき、常任理事会が開催されました。

　常任理事会において昨年９月に開催さ

れた全間連通常総会等の報告、本年６月

19日（水）に開催予定の東京局間連第46

回通常総会及び本年９月20日（金）に開催予定の全間連第46回通常

総会の日程確認、組織増強月間等における会員増強等への取組みに

ついて、「世界の消費税」図柄刷込みクリアファイルの活用等につい

て、「税の標語」の応募状況等について報告、審議があり、すべて承

認されました。

常任理事会
の開催
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関するアンケート調査を実施しました。
アンケートの回答者には粗品とともに、

「世界の消費税」クリアファイルを配
布し、税の啓発活動を行いました。

北沢間税会
― 中畑 清氏講演会 ―

　11月８日㈭、世田谷区立烏山区民
会館ホールにおいて、「野球人生を駆
け抜けた『絶好調男』が熱き人生を語
る」と題して、元読売ジャイアンツの
中畑 清氏をお招きし、第15回北沢間
税会公開講演会を開催いたしました。
　客席は最後列まで埋まる大盛況で、
中畑氏の選手時代の活躍を知っている
往年の世代や多数の少年野球の子供
たちまで、「中畑人気」を物語る幅広
い年齢層の来場者でした。中畑氏は来
場者の誰とでも気軽に話をするといっ
た雰囲気の中、ユーモアたっぷりの語
り口でプロスポーツ選手からの「元気」
をいただき、時がたつのも忘れアッとい
う間に講演会は終了しました。

玉川間税会
― 税のアンケートで街頭広報 ―

　11月９日㈮、田園都市線 二子玉川
駅前で「税のアンケート」による街頭
広報を開催しました。当日は、東京国
税局森田消費税課長や高杉玉川税務
署長など税務署幹部の方々にもお手
伝いいただき、多くの人にアンケート
に協力していた
だきました。天
気も悪く、人出
が少なかった中
で、「世界の消
費税」クリアフ
ァイルなどの税
務関係資 料を
配 布し、 税 の
啓 発 活動及び
間税会のＰＲ活
動をしました。

新宿間税会
― 地域住民と交流運動会 ―

　９月29日㈯、新宿コズミックセンタ
ーの小体育館で「地域と消費税と企
業の運動会（in新宿）」を当会が中心
となり、他団体と協力して開催いたし
ました。今年は、地域住民との交流
をより深め、税を身近に感じてもらい、
また、導入間近の消費税軽減税率制
度を知ってもらうため、運動会を企画
しました。当日は、東京国税局森田
消費税課長や高橋新宿税務署長など
税務関係の方々にもご参加いただき、

「消費税綱引きクイズ」や「100万円争
奪ダンス」などの競技を行い、大人
も子供も楽しみながら競技に参加し、
税を身近に感じてもらいながら親睦を
深めました。

杉並・荻窪間税会
― 納税街頭パレード ―

　10月28日㈰、第10回杉並納税街頭
キャンペーンが開催されました。昨年
は台風で中止となりましたが、今年は
爽やかな秋晴れの中、大勢の参加者
に支えられ、賑やかに執り行われまし
た。当日は、全間連の吉田専務理事
にもご視察いただき、単会として身の
引き締まる思いでした。
　「税を考える週間」行事として行わ
れたパレードは、杉並区役所前での
セレモニーの後、都税事務所前を出
発。日大鶴ヶ丘高校吹奏楽部のマー
チングバンドが、沿道の観客の声援を
受けながら杉並公会堂までを行進し
ました。田中杉並区長をはじめ、主
催である区・都税事務所・税務署・杉
並税務懇話会・荻窪税務連絡協議会
の方々が沿道の人々に、納税意識の
高揚を呼びかけ、杉並間税会と荻窪
間税会は、「世界の消費税」クリアフ
ァイルを配布し、キャンペーンの成功
を感じ取りました。

荒川間税会
― 税金クイズ・無料相談 ―

　10月７日㈰、荒川遊園フリーマーケ
ット会場において、「税を考える週間」
行事の一環として、「税金クイズ」・「税
の無料相談」を行いました。
　当日は快晴に恵まれ、税務署幹部
の方々のご出席の下、栗原会長挨拶
に引き続き、税金クイズを開始し、親
子で一緒に考えていたり、１億円のレ
プリカを抱えて驚いていたり、たくさ
んの方々に参加いただきました。
　また、東京税理士会荒川支部の協
力を得て「税の無料相談」を行い、
多数の相談を受け、税に関する啓発・
宣伝を行うことができました。

青梅間税会
― 地域のまつりで啓発活動 ―

　当会は、「税を考える週間」行事とし
て、11月３日㈯、４日㈰に青梅市産業
祭及び11月10日㈯、11日㈰にあきる野
市産業祭において「税の広場」のブー
スを設け、税金クイズを実施するととも
に、「世界の消費税」クリアファイルを
合計 1,300枚配布し、税の啓発活動を
行いました。
　また、11月28日㈬には「消費税軽減
税率制度」の講演会を開催しました。

町田間税会
― 「税の標語」への取組 ―

　当会は、中学生を対象とした「税
の標語」の募集活動に力を入れてい
ます。平成30年度は、3,678編の応募
がありました。表彰式は11月27日㈫
に、税の作文や絵葉書コンクールとと
もに、レンブラントホテル町田におい
て行われました。「税を考える週間」
行事としては、町田税務署長講演会
や納税表彰式など町田税務連絡協議
会が中心となって執り行われました。
納税表彰式では当会の役員３名が署
長表彰状及び感謝状を受彰しました。
　また、10月４日㈭に税務セミナー「消
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費税軽減税率制度」を開催し、会員
及び一般の方々に多数参加いただき
ました。間税会の活性化を図るため、
独自にリーフレットを作成し、会員増
強に向け役員一同、会員獲得に頑張
っています。

立川間税会
― たちかわ楽市 ―

　11月３日㈯、毎年約５万人が来場す
る「たちかわ楽市2018」が国営昭和
記念公園にて開催され、立川間税会
は会場内にブースを出展し、「消費税
完納推進のまち」の横断幕を掲示し
て啓発活動を行うとともに、女性部会
主催のバザーや「税を考える週間」活
動の一環として研修委員会主催で来
場者の皆様に「税金クイズ」にチャレ
ンジしていただきました。

東村山間税会
― 秋季研修 ―

　10月22日㈪、小平市にある一般大
学とは異なる厚生労働省が管轄する
職業能力開発総合大学校を見学しま
した。学校教育法以外の法律によっ
て特別に規定されている高等教育機
関です。機械・電気・電子情報・建
築の各分野において、匠の技を学び、
卒業生の多くは、「生産技術」を有す
る技術者や指導者として、様々な教
育現場や職業訓練の場において活躍
されていますが、最先端の技術革新
等について対応している近代の技術を
見学し、自社事業の今後の発展に役
に立つ研修でした。
　また、見学後に東村山税務署担当
上席による「軽減税率制度研修会」
及び意見交換会を行い、有意義な一
日となりました。

武蔵野間税会
― 軽減税率制度ＰＲ ―

　12月２日㈰、コピス吉祥寺において、
消費税軽減税率制度のクイズ及びアン
ケートの街頭広報を行いました。クイ
ズは誰でも答えられるよう、絵を見て判
断する二者択一問題を作成しました。
　当日は、e-Taxのマスコット「イータ
君」も参加して、子供連れの家族にも
大変好評でした。クイズの参加者には
「世界の消費税」クリアファイルと粗品
を、また、全問正解者には「やさしい
消費税軽減税率制度ポイント解説」（全
間連吉田専務理事著）を贈呈しました。
200名の方々にアンケートに答えていた
だき、「消費税軽減税率制度」の広報
活動を盛況のうちに終了しました。

横浜南間税会
― 地域のまつりに出店 ―

　当会では毎年、地域の行事に協賛
して間税会のＰＲを目的に積極的に出
店しています。
　今年も９月30日㈰の「磯子まつり」、
10月20日㈯の「金沢まつり」などの地
域行事に出店し、「金沢まつり」では、
パンジーなどの鉢植えを景品に、税金
ダーツゲームを行い、大変盛上がりまし
た。今年の来場者は17万人。当会のテ
ントでは、順番を待つ人の列が途切れ
ることなく、500部用意した「世界の消
費税」クリアファイルは午前中で配布し
きりました。また、税に関するアンケー
トにも多くの人が回答され、税に対する
関心が深まっていると感じました。

千葉西間税会
― フラワーポットを添えて ―

　11月17日㈯、今年も「税を考える週
間」に合わせて、ＪＲ津田沼駅にて、
当会恒例の街頭広報として「世界の
消費税」クリアファイルに軽減税率制
度等の税に関する資料を入れて、フラ
ワーポットとともに、一般の方々に配
布する広報活動を実施しました。

　当日は、東京国税局森田消費税課長
や本間千葉西税務署長など税務関係
の方々にもご参加いただき、大変有意
義な活動となりました。平成14年から
始め、今回で17回目となり、配布開始
前に行列ができるほど大盛況でした。

佐原間税会
― 女性部長交流会 ―

　10月13日㈯、千葉県香取市佐原にて、
ユネスコ文化遺産に登録された佐原
の山車や諏訪神社の秋の大祭を見学
しながら女性部長交流会を開催しまし
た。下座連の奏でる笛太鼓の音、山
車を曳く祭り衣装のお子さんやお母さ
んたち、13台の山車が市内のあちこち
に出て、祭りモードは最高潮。小野川
にて乗船、水辺から見上げる景色、そ
の昔水運の町として栄えた佐原、コメ
の集積地で随所に船着き場があり、こ
こから江戸まで船で運んでいました。
　鰻を食べながらの交流会、名刺交
換会、大変に盛り上がり、局間連の
新年賀詞交換会での再会を誓い解散
しました。

館山間税会
― 「税の標語」表彰式 ―

　11月19日㈪、館山市の法青会館に
おいて、柿薗館山税務署長ご臨席の
もと、入賞された19名の生徒さんの「税
の標語」表彰式を執り行いました。
　今年で第８回目となりますが、初め
て管内14中学校全てから応募があり、
また、過去最高の1,107点の標語が集ま
りました。最優秀賞である「安房地域
租税教育推進協議会会長賞」の館山
市立第三中学校の加藤杏萌さんの標語
「子育ても　老後もてらす　消費税」を、
縦８メートルの懸垂幕にして、ＪＲ館山
駅前の房州ビルに掲示しました。
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ディナークルーズ

　税務署では閉庁日（土・日・祝日等）は、相談及び申

告書等の受付などの業務を行っておりませんが、平成30

年分の確定申告期間中は、平日（月～金）以外でも、一

部の税務署においては、２月24日及び３月３日の日曜日

に限り、確定申告書用紙の配付、申告相談、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。）を設置して行う

税務署がありますので、詳しくは国税庁ホームページを閲

覧していただくか、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

東京局間連の主な動き（30.9.15～ 31.1.11)

９月15日㈯　局間連会報第68号発行 

10月２日㈫　国税局幹部と関係民間団体連絡協議会	国税局

10月３日㈬　青年部・女性部合同講演会	 日暮里

10月10日㈬　税制委員会	 事務局

10月11日㈭　広報委員会	 事務局

10月12日㈮　会務運営委員会	 事務局

10月16日㈫　総務委員会	 事務局

10月17日㈬　「税の標語」最終選考会	 事務局

10月19日㈮　企画会議	 事務局

10月26日㈮　正副会長・専門委員長合同会議、常任理事会	日本橋

11月６日㈫　東京国税局長納税表彰式	 竹橋

11月13日㈫　「税の標語」最優秀作品表彰式	 築地

11月29日㈭　広報小委員会	 事務局

１月11日㈮　企画会議	 事務局

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

税会会長等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、②「税を考える週間」行事への

取組みについて、③全間連の最重点施策に関する取組み

について、④e-Taxの周知及び利用促進への取組みにつ

いて、⑤その他の行事等への取組みについて、に関して

活発な意見交換が行われました。

各ブロックごとの意見交換会の開催日
10月１日（月）　東京都連
10月９日（火）　神奈川県連
10月22日（月）　山梨県連
10月24日（水）　千葉県連

横浜港 ディナークルーズ
神奈川県間税会連合会

女性部長　　　中込清美

　毎年、県間連女性部の行事を何にしようか、深く思案しますが、今年は、横浜港からのディナークルーズ

を企画しました。

　船の下見の際に案内していただいた、船底の「カトレア」という部屋は、舞台があり、皆さんの顔が見え

るなど雰囲気が良かったので、そこで開催することにしました。また、当初の食事はバイキング方式でした

が、立ったり座ったりでは落ち着かないので、料理は皿盛りで着座式に変更し、何とか120席確保しました。

　食事の合間のアトラクションは、当初はビンゴゲームを予定していましたが、時間の都合上、クジ引きに

しました。景品は、横浜南間税会の高田さんをはじめ、多くの方々から提供していただきました。

　事前準備も万端、午後４時30分に乗船開始、皆さんスムーズに指定席に着いていただきました。私からの

全間連全国大会の説明と軽減税率制度の資料の説明後、食事及びクジ引き大会、船会社によるフルート演奏、

地元鴨居で音楽活動をしているメンバーの演奏など、大いに盛り上がりました。

　当日は、多くの方々のご参加及びご協力をいただき、ありがとうございました。


