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消費税　活かすみんなの　間税会

東京国税局間税会連合会
会長　片　岡　直　公

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、ご理解とご尽力を賜り有難うございました。

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有難うございまし

た。厚く御礼を申し上げます。

昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、経済

活動や国民生活の自粛が強く求められ、社会経済活動に

甚大な影響を与えるとともに、現在も収束の目処が立っ

ておりません。

一日も早くワクチンや治療薬が開発され、新型コロナ

ウイルス感染症対策が充実し、７月末からの東京オリン

ピック・パラリンピックが予定通り開催され、日本経済

の回復の一助になることを強く期待しております。

また、我が国の政権は「安倍政権」から「菅政権」に

交代するとともに、米国でもトランプ大統領からバイデ

ン大統領へ交代することが予定されております。「菅政権」

には、「米国政府」との良好な関係を維持しつつ、国内外

の諸課題に対し、国益に叶った経済政策・外交政策を講

じることにより、国民にとって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。

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、全間連が平成26年４月

から定めた「最重点施策」を踏まえ、「全間連の最重点

施策に関する取組方針」を決定し、６年間に亘り、84の

傘下間税会が一体となって目標達成に向けた積極的な取

組みを展開していただきましたことに対し、深く感謝を

申し上げます。

特に、会員増強につきましては、役員・会員の皆様が

多大なご尽力をされた結果、目標数値には達しなかった

ものの、６年間において全国で一番多い「2,474名」の

増員を図っていただき、令和２年４月１日現在の会員数

は「20,327名」と２万名台を確保していただきました。

この流れを堅持していただき、引き続き、会員増強によ

る組織拡大に取り組んでいただきますよう、宜しくお願

い申し上げます。

また、令和元年10月から実施されました消費税の軽減

税率制度や、令和５年10月から導入が予定されておりま

す、いわゆるインボイス制度（適格請求書等保存方式）

に関する研修会や説明会の開催などにつきましても、ご

尽力を賜りますようお願い致します。

更に租税教育の推進等を図る観点から、募集活動を行

っております「税の標語」につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、令和２年度の応募点数が

前年度の６割程度まで減少したものの、約13万点もの多

くの作品を応募していただきました。

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、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、「税の標語」と同様に、令和２年度の作成枚数が前

年度の８割程度まで減少したものの、約39万枚も作成し

ていただきました。

会員の皆様のご協力に感謝を申し上げますとともに、

引き続き、「税の標語」の募集活動と活用、クリアファ

イル等の配布活動などに積極的な取組みをお願い申し上

げます｡

また、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致します。

なお、間税会活動に当たっては、引き続き、新型コロ

ナウイルスの感染状況を注視しながら、国税ご当局から

の助言や感染リスクの回避策を講じるなど、適切に対応

していただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

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、都間連・各県間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、新年のご挨拶と致します。

新年のご挨拶

http://www.kanzeikai.jp/tokyo

かんちゃん しょうちゃん



2

　　　東京国税局長
美　並　義　人

年頭のあいさつ

新年あけましておめでとうございます。

令和３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、新型コロナウイルス

感染症の影響により、急速な景気の悪化を経験するこ

とになった年でした。１月に感染者が確認され、その

後も感染者の増加が続いたことに伴い、経済活動を大

幅に抑制したことから、景気は極めて厳しい状況とな

りました。

国税組織としては、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大を受け、確定申告の期限延長をはじめ、酒類

の期限付小売業免許や納税の特例猶予など、新たに

成立した税制上の各種措置などの対応に取り組んでき

ました。

さて、本年は「辛丑（かのとうし）」の年です。

「辛丑」の言葉の謂を調べてみますと、「辛」という

文字は、植物が枯れて新しい世代が生まれようとする

状態を、また、「丑」という文字は、芽が種子の中に生

じている状態という意味を有しているそうです。

私たち国税組織も、この一年間、この謂に倣い、厳

しい環境や局面における様々な課題に対して局署一体

となって積極的に取り組みつつ、将来に向けた新しい

国税組織を目指して「適正・公平な賦課徴収の実現」

と国民から更に信頼される税務行政の推進に取り組ん

でいきたいと思います。

また、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられ

た方に対する各種の支援措置等が設けられ、それを支える

「税」については、これまで以上に国民の関心が高まって

いるように感じております。

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156カ国」

のクリアファイルを消費税の役割や軽減税率制度等が学

べるパンフレットとともに作成・配布するなど、租税教育の

充実に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、28回目と

なった昨年、新型コロナウイルス感染症の拡大により、募

集の中止や募集方法の変更をせざるを得ない単位会もあ

る中、貴連合会では12万６千点を超える応募がありました。

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、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。

こうした熱意ある活動に対しまして、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、研修会等への講師派遣など、間税会の活動に

関して、積極的に支援をさせていただく所存でありま

す。

私たち国税組織に課せられた使命は、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、

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あり、これ

が全ての基本であります。

ただし、コロナ禍にある現状においては、「人と人との

距離の確保」をはじめとした基本的な感染対策を示した

「新しい生活様式」を十分踏まえた上で、この使命を果

たしていく必要があります。

これまでe-Taxについては、納税者の利便性向上、

行政コストの削減のため、財務諸表の提出方法の柔軟

化など、様々なインフラ整備に取り組んでおり、皆様

方には、添付書類も含めたe-Taxによる申告をお願いし

ているところです。

また、本年１月からは、マイナンバーカードをお持ち

であればマイナポータルと連携することにより、生命

保険料控除証明書等の必要書類のデータが一括取得

され、所得税の確定申告書を作成する際に所定の項目

に自動入力されるなど、マイナポータルの機能が充実

し、申告の簡便化が図られたところです。

なお、マイナンバーカードは、今後、健康保険証と

しての利用や運転免許証との一体化など、その積極的

な取得と利活用の促進に向け、政府全体として取り組

んでおりますので、早めの取得にご協力をお願い申し上

げます。

次に、インボイス制度について申し上げます。

インボイス制度は令和５年10月１日から導入されま
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す。インボイス制度の円滑な導入に向けては、事業者

の皆様に制度の理解を深めていただいた上で、それぞ

れの事業の実態に応じた対応や準備を進めていただく

ことが重要と考えております。

そのため、当局といたしましても、各種資料の作成・

公表や事業者団体等が主催する説明会への講師派遣

など、しっかりと取り組んでまいります。

また、本年10月１日から適格請求書発行事業者の登

録申請の受付が開始されます。事業者の皆様が、申

請から通知までの登録申請手続をスムーズに行ってい

ただけるように、e-Taxによる申請等の環境整備を進

めているところです。

引き続き、インボイス制度の円滑な導入に向けて、

関係民間団体の皆様の協力も得ながら、関係省庁と緊

密に連携の上、周知・広報など必要な取組を行ってま

いります。

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e-Tax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。

特に、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

理券を配付し、会場内の人数を一定に保つこととしま

す。入場整理券は、各会場で当日配付しますが、オン

ラインで事前に発行することもできます。詳しくは、国

税庁ホームページを御覧ください。

なお、令和元年分の確定申告期におきまして、自宅

等からe-Taxで申告書を提出した方は、申告者全体の

28.6％（全国6,302千人）に上りました（前年：24.4％、

5,425千人）。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」

では、作成した申告書を、マイナンバーカードを使用する

方式又は事前に税務署へ申請するなどにより発行された

ＩＤ・パスワードを使用する方式のどちらでも御自宅等か

らe-Taxで送信することが可能です。

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ので、是非御利用くだ

さい。

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。

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、新年の挨拶とさせ

ていただきます。

※ ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

　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、

令和２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21日(日）及

び２月28日（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。）、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
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令和２年叙勲受章者及び
令和２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。

令和２年春叙勲
旭日双光章
山野辺　孝　夫　様　　（千葉県連副会長）

令和２年秋叙勲
旭日双光章
中　澤　　　洋　様　　（東京都間連副会長）

令和２年度納税功労表彰
財務大臣表彰
清　水　洋　子　様　　（東京都間連副会長）
武　井　昭　宜　様　　（神奈川県連常任理事）

国税庁長官表彰
亀　山　　　実　様　　（東京都間連常任理事）
井　上　裕　之　様　　（東京都間連常任理事）
本　多　純　二　様　　（神奈川県連常任理事）

東京国税局長表彰
栃　木　一　夫　様　　（神田・副会長）
村　上　　　誠　様　　（麻布・副会長）
小　林　孝　雄　様　　（荏原・会長）
小　松　節　子　様　　（大森・副会長）
吉　野　カ　ヨ　様　　（足立・副会長）
隈　元　千代子　様　　（NPO法人西新井・会長）
樋　田　成　和　様　　（本所・会長）
稲　垣　忠　雄　様　　（江戸川南・副会長）
平　　　和　明　様　　（武蔵野・相談役）
齋　田　孝　司　様　　（横浜南・副会長）
桜　井　邦　洋　様　　（横須賀・副会長）
佐　藤　幸　彦　様　　（相模原・会長）
菅　原　　　章　様　　（千葉西・会長）
松　川　　　正　様　　（松戸・副会長）

税務署長表彰
小　越　信　良　様　　（神田・副会長）
奥　平　守　久　様　　（日本橋・監事）
宮　坂　佳　治　様　　（京橋・理事）
宇　都　ひろ子　様　　（麻布・常任理事）
佐　藤　一　朗　様　　（小石川・副会長）
山　中　孝　文　様　　（本郷・副会長）
潮　田　幸　一　様　　（浅草・常任理事）
林　　　武　宏　様　　（大森・常任理事）
南　　　卓　志　様　　（大森・理事）
加　藤　邦　子　様　　（雪谷・理事）
工　藤　義　男　様　　（蒲田・常任理事）

長　島　繁　樹　様　　（北沢・理事）
川　邊　俊太郎　様　　（目黒・会長）
鈴　木　富士子　様　　（渋谷・常任理事）
田　中　良　子　様　　（四谷・常任理事）
町　田　キ　ミ　様　　（荻窪・理事）
星　亀　賢　一　様　　（板橋・副会長）
永　田　泰　造　様　　（練馬東・副会長）
笠　村　和　子　様　　（練馬西・会計）
歌　　　芳　明　様　　（豊島・常任理事）
牛　島　珠　美　様　　（足立・常任理事）
吉　田　眞　二　様　　（西新井・副会長）
多　賀　康　之　様　　（本所・副会長）
宇田川　久　代　様　　（向島・常任理事）
芹　澤　唯　志　様　　（葛飾・常任理事）
雫　石　秀　明　様　　（葛飾・理事）
細　井　正　巳　様　　（江戸川北・理事）
井　副　隆　興　様　　（江戸川南・常任理事）
齋　藤　　　登　様　　（江東西・副会長）
星　野　慎　也　様　　（青梅・常任理事）
伊　藤　由貴乃　様　　（八王子・常任理事）
髙　田　キヨ子　様　　（立川・常任理事）
藤　島　正　喜　様　　（東村山・常任理事）
米　園　隆　司　様　　（武蔵野・常任理事）
田　中　伸　弥　様　　（武蔵府中・副会長）
木　村　浩　子　様　　（横浜中・常任理事）
井　上　康　久　様　　（保土ケ谷・常任理事）
高　　　峰　雄　様　　（緑・副会長）
重　田　洋　一　様　　（川崎北・理事）
かながわ信用金庫藤沢営業部　様
	 　　（藤沢・監査役）
株式会社小田急百貨店	ODAKYU湘南GATE　様
	 　　（藤沢・理事）
馬　場　英　明　様　　（平塚・事務局長）
山　本　俊　昭　様　　（大和・副会長）
唐　橋　和　男　様　　（相模原・副会長）
今　野　文　明　様　　（千葉東・副会長）
福　井　晶　一　様　　（千葉東・副会長）
徳　永　康　子　様　　（千葉西・理事）
大　野　光　政　様　　（千葉南・理事）
山　田　徳　雄　様　　（成田・理事）
佐　藤　康　夫　様　　（市川・理事）
日　改　悦　子　様　　（佐原・常任理事）
鈴　木　勝　彦　様　　（銚子・理事）
渡　辺　弘　子　様　　（茂原・理事）
天　野　　　彰　様　　（甲府・副会長）
勝　俣　　　久　様　　（大月・副会長）



令和2年度　「税の標語」　優秀作品決まる
　局間連の「税の標語」の募集は、全間連より１年遅い平成６年から実施していますが、平成15年から一般財団

法人大蔵財務協会より後援をいただくとともに、平成30年度からは国税庁からの後援もいただき、昨年９月10日

を募集期限として第28回目の募集を行いました。

　募集対象は、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、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、

前年度（506,026点）より133,911点少ない373,115点の応募となりました。

　このうち東京局間連管内の方々からの応募点数は、昨年度より85,178点減少し、126,377点と全国応募点数の概

ね34%を占めています。

　応募作品については、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。

　例年、最優秀作品者には、表彰式を開催の上、表彰状と記念品の授与を行っていましたが、昨年は新型コロナ

ウイルス感染症の影響により中止となったため、表彰状と記念品は、荻窪間税会が学校を訪問し贈られました。

　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６点入賞しています（全間連の優秀作品は、

全間連会報第150号及び全間連のホームページに掲載されています）。
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優秀

知ろう学ぼう　税のこと　正しく納めて　より良い社会
杉並区立天沼中学校　庄原　奈那

おうちでも　安心便利　イータックス� 東京都葛飾区　安住　光司

コロナ禍の　出前で学んだ　軽減税率� 東京学芸大学附属世田谷中学校　田中　陽菜

３密避けて　自宅で簡単　e－Tax� 日本大学第一中学校　藤原理紗子

社会を支える税金を　正しく納めて　明るい未来へ� 世田谷区立千歳中学校　津守　美樹

最優秀

佳作
明日の日本　暮らしに生かす　消費税

墨田区梅若小学校　岩井　鳳仙
あの町その町この暮らし　みんなの税が　支えてる

東村山市立東村山第二中学校　工藤　晴南
考えよう　時代にあった　税制度

東京学芸大学附属世田谷中学校　渡邊玲於成
生活に　深く関わる税金を　学んで活かそう　未来のために

横須賀市立長浦小学校　津村　葉那
税金は　社会の礎築くもの　きちんと納めて　明るい未来

葛飾区立本田中学校　圡井　陽花
税金は　豊かな社会を　咲かす種

世田谷区立駒沢中学校　中西　彩華
納税も　三密回避　e-Tax

江戸川区立二之江中学校　工藤　百夏
学ぼう知ろう考えよう　税の知識で　よい国へ

町田市立小山田中学校　魚﨑　叶人
学んで覚えて　しっかり理解　軽減税率

館山市立第一中学校　白幡さくら
より知ろう　暮らしに関わる　みんなの税

東京都立白鷗高等学校附属中学校　水谷　真緒
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正副会長・専門委員長
合同会議の開催

昨年10月30日（金） 東京・日本橋　㈱全日警会議室において、正副会長・専門委員長合同会議が開催されました。
同会議においては、令和3年度通常会費の都間連及び県間連分担金の見直しが審議の上承認されるとともに、常

任理事会の前に臨時総会を開催し、神奈川県連会長及び事務局長の交代に伴う「役員補選手続」を行う旨の説明が
あり了承されました。

令和２年度

神田間税会
― 「税の標語」等の展示 ―

　神田間税会の活動は、新型コロナウ

イルス感染拡大のため色 と々制約される

中、令和２年度も「税を考える週間」行

事として、間税会による小中学生の「税

の標語」及び納税貯蓄組合連合会の税

の作文と合同でその優秀作品について、

JR御茶ノ水駅を始め秋葉原駅や神田駅

の構内の他、千代田区役所に掲示致しま

したところ多くの方 に々ご覧頂きました。

　「税の標語」は、未来の日本を支え

る小中学校の児童・生徒さんに対して

租税の意義や役割を正しく理解しても

らうきっかけとなる、租税教育の重要

なものと考えております。

　なお、令和２年度は新型コロナウイ

ルスの影響で夏休み期間が短縮され

たりなどがあったにも関わらず学校の

協力を頂き、例年にも増してたくさん

の作品をご応募頂きました。

　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

ておりますが、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、会活動の自粛が強く求められた中で、創意工夫して

活動した間税会の取組みの一部を公開しました。

　昨年10月30日（金） 東京・日本橋　㈱全日警会議室において、東京

国税局 山田消費税課長、立原消費税課長補佐及び野村消費税第２係長

のご出席をいただき、東京国税局間税会連合会の臨時総会及び常任理

事会が開催されました。

　常任理事会に先立って行われました臨時総会では、役員補選が審議

され、副会長に梶俊夫新神奈川県連会長、常任理事に金澤典幸新事務

局長の就任が承認されました。

　常任理事会においては、①昨年９月に書面承認されました全間連通常

総会等の報告、②本年６月15日（火）に開催予定の東京局間連第48回通

常総会及び本年９月22日（水）に開催予定の全間連第48回通常総会の日

程確認、③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、④「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、⑤「税の標語」

の応募状況等について報告及び審議され、すべて承認されました。

臨時総会及び常任理事会の開催
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日本橋間税会
― 「税の標語」等の展示 ―

　11月２日（月）から都営新宿線馬

喰横山駅改札横の地下通路に「税の

標語」及び「納税貯蓄組合連合会の

作文」（消費税完納推進運動の一環）

が並べて掲示されました。

　地下掲示場所は、同駅のほか、都

営浅草線東日本橋駅、JR総武快速線

馬喰町駅の通勤者及び募集した学校

生徒の皆さんも通学することから多く

の人の目にとまり、効果的な税の啓発

活動となりました。

　掲示は本年度から始めたもので、

駅との交渉など、日本橋税務署（長

井伸仁署長）の強力なご支援のもと

開催に至ったものです。

　なお、掲示期間は、11月27日まで

の約４週間に渡りました。

麻布間税会
― 税を考える週間「租税教室」 ―

　租税教室は、税金を改めて考える

大変有意義な活動になっています。

麻布間税会も今回参加させて頂きま

した。

　さて、令和２年11月13日（金）ハリウ

ッド美容専門学校で300名の学生を対

象に租税教室が開催されました。最

初に国税庁長官表彰を受賞された山

中理事長が挨拶され、続いて東京税

理士会麻布支部の税理士から50種類

の税金から特に所得税・消費税の丁

寧な説明をして頂き、引き続き麻布税

務署総務課からスマホで簡単に出来

る確定申告の説明をして頂きました。

　専門学校の学生は１・２年で社会人

になる為、確定申告・年末調整の説

明は参考になったようでした。

本郷間税会
― 税金クイズ ―

　11月14日（土）午前10時から午後12

時30分まで、湯島天満宮に於いて「税

を考える週間」の行事として、税金ク

イズを行いました。

　この時期、湯島天満宮では「菊花展」

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。

　令和２年度はコロナ禍での開催とな

り屋外ではありますがマスクの着用、

消毒液の設置はもちろんのことマウス

シールド、医療用手袋も着用し使った

ペンは毎回、消毒ペーパーで拭くなど

をして感染予防の徹底に努めました。

　当日は、本郷税務署の横矢寿彦署

長を初めとして幹部職員の皆様にもお

手伝いいただき、税金クイズに回答を

していただいた方々にお渡しする粗品

を200品と「世界の消費税」クリアフ

ァイルを用意しましたが大盛況で12時

過ぎに全てなくなり終了となりました。

　今回は導入されて１年が経過する

「消費税軽減税率制度」に関心が高

く、クイズ回答者から多くの質問があ

りました。

　今後も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。

荻窪間税会
― 「税のパネル展」への展示 ―

　11月11日（水）～12日（木）、杉並

区役所１階ロビーにおいて毎年恒例の

「税のパネル展」に、令和２年度「税

の標語」受賞作品を展示いたしまし

た。この「税のパネル展」は、杉並区、

杉並都税事務所、荻窪・杉並税務署、

荻窪・杉並の関係税務団体の共催で

実施しており、毎年受賞作品を展示し

ております。令和２年度は、コロナ禍

の中、多数の応募があり全間連入選、

東間連最優秀賞、税務署長賞等入選

20作品を展示いたしました。「税を考

える週間」とともに荻窪間税会の存

在を広くアピールすることが出来たと

考えております。

町田間税会
― 「税の標語」バス内掲示 ―

　町田間税会は租税教育の一環とし

て令和２年度の中学生の「税の標語」

の募集を行いました。

　町田市教育委員会並びに校長会の
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東京局間連の主な動き
（2.9.15 ～ 3.1月 )

９月15日㈫　局間連会報第72号発行 

10月７日㈬　税制委員会 事務局

10月８日㈭　広報委員会 事務局

10月９日㈮　会務運営委員会 事務局

10月12日㈪　財務委員会 事務局

10月13日㈫　総務委員会 事務局

10月16日㈮　「税の標語」最終選考会 事務局

10月23日㈮　企画会議 日本橋

10月30日㈮　正副会長・専門委員長、常任理事会 日本橋

３年１月　　企画会議（書面承認） 事務局

国税局幹部との意見交換会の開催
　都間連・県間連ごとに、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

取組について、③新型コロナウイルス感染症による会活

動への影響について、④消費税等の周知・啓発活動につ

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６日（火）　　　神奈川県間連

10月９日（金）　　　千葉県間連

10月15日（木）　　　東京都間連

11月５日（木）中止　山梨県間連

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 	 栗　原　正　雄
副 会 長 	 加　藤　憲　一
副 会 長 	 鈴　木　泰　生
副 会 長 	 沼　生　　　智

副 会 長 	 梶　　　俊　夫
副 会 長 	 竹　林　克　夫
副 会 長 	 上　原　重　樹
常務理事	 大　西　晴　之
常務理事	 藤　本　秀　明
常務理事	 平　　　和　明
常務理事	 大　塚　繁　夫

常務理事	 佐　川　黎　二
常務理事	 塚　本　福　二
常務理事	 小　泉　克　雄
常務理事	 山野辺　孝　夫
常務理事	 内　山　弘　通
常務理事	 渡　辺　昭　夫
常務理事	 小　能　大　介

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

ご協力により市内の17校より5,455篇

の応募がありました。町田税務署賞、

町田間税会賞、東京国税局間税会連

合会佳作、東京都八王子都税事務所

長賞、町田税務連絡協議会優秀賞等、

全15篇を優秀作品といたし表彰いたし

ました。新型コロナウイルスの感染拡

大予防のため授賞式を中止せざるを

えず大変残念でした。また、上位５篇

につきましては町田市内を走ります神

奈川中央交通バス内のデジタルサイネ

ージ掲載（11月12日～12月11日）して

いただくことになり広く市民の皆様に

町田間税会を知っていただく良い機会

になりました。今後も町田税務署と相

互の連絡協調を密にし税務行政推進

のため頑張ってまいります。
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