


多機能化する「IC カード社員証」の導入が加速

■02 ■ 「税の標語」平成18 年 11 月「税を考える週間」の活動の一環としてインターネットを利用した



多機能化する「IC カード社員証」の導入が加速

■03 ■募集プロモーションで全国から応募された183 点の中から入賞した作品を掲載。



多機能化する「IC カード社員証」の導入が加速

■04 ■ 「ささえあう　明るい老後に　消費税」 小坂浩志　奈良県



広　告

■05 ■「消費税　夢ある社会の助け合い」 大沢育郎　埼玉県

渋谷店 渋谷区道玄坂2 －9 －11（JR 渋谷駅ハチ公口）
【営業時間】10：00 ～19：30 無休 TEL：03 －3463 －7511



中小企業における事業承継のポイント

■06 ■ 「消費税　みんなで築く　明るい未来」 坂野徳治　東京都



中小企業における事業承継のポイント

■07 ■「消費税　よりよい社会の助け合い」 春山恵美子　埼玉県



中小企業における事業承継のポイント

■08 ■ 「納税が　創るあしたと　明るい社会」 羽田野健才　埼玉県



広　告

■09 ■「納税は　支える心　おもいやり」 平山　舞　千葉県

明日を目指して新たな前進

セーフティ（交通・防災・防犯）というテーマの製品開発・製造に力を注ぎ続けて、

サンエス技研株式会社は創業45 年目を迎えました。

（speed：迅速）（sincerity：誠実）（service：奉仕）のイニシャルを社名とする当社は、

初心者マーク・三角停止表示板等を全国で初めて製造販売したメーカーです。

物余り現象、価格破壊、社会産業の空洞化というめまぐるしい時代の変化の中、

ユーザーニーズに的確に対応するために、

私たちは製品開発、生産における質と価格を追及し、

お客様に優れた商品を早く安く提供できますよう、さらに努力してまいります。

これからも優れた素材を集めて、

新しく楽しい世界で初めての製品づくりを目指してゆきたいと思います。

サンエス技研株式会社
〒151 －0061 東京都渋谷区初台1 －47 －1
TEL.03 － 3375 － 1811（代）FAX.03 － 3375 － 1815
http:www.3s-giken.co.jp/



e-Tax はオフイス、自宅や税理士事務所から申請・申告・届出が出来る便利なサービスです。更にＡＴＭやイン
ターネットバンキングなどを利用して納税できます。
e-Tax の利用を促進するため渋谷税務署の協力を得て、7月から毎月1回 e-Tax の講習会を実施しています。9月

～12 月に開催します。e-Tax 講習会の受講者を募集しています。
講習の内容は渋谷税務署の担当官により、e-Tax による法定調書・源泉所得税の申告と納付手続きなどをパソコン

の実習でわかりやすく説明行います。是非この機会に経理のご担当の方に受講をお勧め願います。
各回とも先着10 名様で締め切らせさて頂きますので、お早めのお申込をお願いいたします。

〇開催日時　第4回　10 月 10 日（水）
第５回　11 月 14 日（水）
第６回　12 月 12 日（水）

午後3時～5時
〇会　　場　株式会社ダイナックス　4Ｆプレゼンテーションルーム
〇講　　師　渋谷税務署　担当官
〇内　　容 「e-Tax の概要」について

「法定調書」の作成
「源泉所得税の申告と納付手続」
パソコンを使用した実習

〇定　　員　1回の定員　10 名
〇参 加 料　無料

e-Tax の利用を促進するため渋谷税務署の協力を得て、7月
から毎月1回e-Tax の講習会を実施しています。
第1回7月26日、第2回8月8日、第3回9月12日に会員企

業（株）ダイナッスク社4階プレゼンテーションルームにおい
て実施されました。
講師は渋谷税務署法人課税第三部門統括官鈴木信男様と総括

上席山田敏也様が担当され、「源泉所得税の申告」と「法定調書
の作成」について、丁寧に・ゆっくり説明いただきました。
経理担当の方が多く受講し、パソコンではじめてe-Tax のソ

フトを使用されて、便利さ、簡単さを実感されていました。
法人税の申告は税理士さんにお願いしている場合が多いですが、源泉所得税の申告や法定調書の作成については簡

単なパソコン操作で出来き、更に基礎データは翌年を使用できるので事務処理も軽減できる、思った以上に便利など
参加者から意見がでました。

e-Tax 講習会は下記案内の通り毎月第2水曜日開催します。是非この機会に経理担
当者の方の受講をお勧めいただき、e-Tax についてのご理解を深めていただきますよ
うにお願いいたします。

e-Tax 講習会

■10 ■ 「税金で　作るみんなの　明るい未来」 千葉　晃　神奈川県

「電子申告・納税等開始届出書」を提出しましょう！！

はじめてみれば、意外に簡単・便利!!

e-Tax（国税電子申告・納税）

e-Tax のテキスト　　図柄入りでわかりやすく説明、解説されています。
「はじめようe-Tax（国税電子申告・納税システム）」
「源泉所得税の納付手続編」
「法定調書作成編」

法定調書・源泉所得税の申告と納付手続きについて

9 月-12 月 e-Tax 講習会のご案内
主催　渋谷間税会　後援　東京商工会議所渋谷支部

受講者1人に1台のパソコンを用意しています。
パソコン初心者でも簡単に出来ます。



e-Tax ・渋谷税務署からのご案内

■11 ■「納税は　未来を作る　エネルギー」 小林静香　宮城県

税務署からのお知らせ

e-Taxを利用するとこんなに便利！
①自宅やオフィス、税理士事務所からのインターネットを利用して
申告・申請・届出等ができます。

②ＡＴＭやインターネットバンキング等を利用して納税ができます。

○所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税の申告

○各種届出書等がセットで提出できるほか、電子納税証明書の交付請求や法定調書の提

出などができます。

＊届出等には、個人事業の開廃業等届出、法人設立届出、青色申告の承認申請、給与支払事務所等の開
設等届出、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請、消費税課税事業者届出などがあります。

○金融機関の窓口に並ばずにすべての税目の納税ができ、源泉所得税の毎月納付など利

用回数の多い手続には大変便利です。

③ほかにも・・・♪

○還付申告について、処理期間を6週間程度から3週間程度に短縮することとしています

（必要な添付書類が税務署に到着してからの期間となります）。

○税理士が税務書類を作成し、納税者に代わって送信する場合には納税者本人の電子署

名を省略することができます。

○給与などの所得税徴収高計算書については、送信時は利用者識別番号・暗証番号のみ

とし、電子署名は要しないこととしています。

○電子申請等をした事実とその内容について、電子申請等証明書により証明が受けられ

るようになります（平成20 年 1 月から適用）。

さらに個人の方は・・・♪

○国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「確定申告書等作成コーナー」を利

用すれば、e-Tax 用の申告データが作成でき、作成したデータを当コーナーから直接電

子申告できるようになりました（「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」を利用

する場合に限ります)。

○電子申告により所得税の確定申告書を提出する際、本人の電子署名及び電子証明書を

併せて送信した場合に所得税額から5,000 円（その年分の所得税額を限度）を控除（平

成19 年分又は平成20 年分のいずれか１回）できるようになります。

○平成19 年分以後の所得税の電子申告においては、医療費の領収書や給与所得の源泉徴

収票等の一定の第三者作成書類の添付を省略できるようになります（平成20 年 1 月か

ら適用）。



去る、6月 4 日（月）午後４時より原宿東郷記念館 3階「オークガーデン」

に於いて第１８回通常総会が開催されました。

白子会長を議長に選出し、各議案の審議に入りました。
第1号議案　平成18 年度事業報告承認の件

第2号議案　平成18 年度収支決算報告並びに監査報告承認の件　

第3号議案　平成19 年度事業計画（案）承認の件　

第4号議案　平成19 年度収支予算（案）承認の件

第5号議案　役員任期満了につき改選の件

各議案について、慎重に審議が行われ全て原案通り承認可決されました。

その後、平成18 年度の社会貢献活動功労者（中学生職場体験学習事業）並びに会員増強功労者に感謝状の贈呈が

行われた。

最後に渋谷税務署長伊東貞様よりご祝辞をいただき閉会しました。

総会後に懇親会が３階「オランジェール」開催され、会員の交流・親睦をはかりました。 〈総務委員会　加藤則幸〉

〈社会貢献活動功労者〉

株式会社東急百貨店　　　　　　坂井一也様

株式会社東京美容研究所　　　　真壁宏彰様

メッツソフトウエア株式会社　　野口アキラ様

〈会員増強功労者〉

東京プロセスサービス株式会社　藤井和子様

有限会社本国　　　　　　　　　北島義久様

上半期の活動報告

■12 ■ 「消費税　国と未来を　つなぐもの」 灰田アユミ　石川県

第18 回通常総会開催 平成19 年6 月4日
東郷記念館

総会に先立ち渋谷税務署本郷昭一氏によります税務講演会

「最近の税務を取り巻く環境について」をテーマについて行わ

ましれた。

〈事業委員会　大田益雄〉

税務講演会 平成19 年6 月4日
東郷記念館

7 月 20 日区立商工会館で経済アナリストで獨協大学教授の

森永卓郎氏＝写真＝を講師に迎え「中小企業の今後と日本経

済」をテーマに講演会を行いました。

講演会は東京商工会議所渋谷支部、渋谷区商店会連合会、

並びに渋谷税務関係六団体協議会などの後援を得て、会員や

一般の参加者など200 名が参加しました。

森永先生のお話は複雑な経済問題や経営、政治政策など巧

みな話術と独特な語り口で解りやすく解説し受講者に大好評

でした。

〈事業委員会　藤井和子〉

ビジネスセミナー 森永卓郎講演会 200 名が受講 平成19 年7 月20 日
渋谷区商工会館

渋谷税務署長　伊東　貞様

渋谷税務署　法人担当副署長　本郷昭一様

200 名の参加者が熱心に聴講



上半期の活動報告

■13 ■「税金が　人の未来の　架け橋に」 藤井沙耶　埼玉県

平成19 年 8 月 28 日第 2 回役員会におきまして、会員の皆様より寄贈し
ていただいた「世界の消費税図柄刷込みクリアーファイル」を渋谷教育委
員会に2,700 枚寄贈しました。
9月に教育委員会より、区内小学校20 校の六年生、中学校8校全生徒の

に配布され租税教育などの教材として活用されます。
今後、渋谷税務署租税教育推進協議会を通じて中学校で行います租税教

育の授業に於いても配布し教材として使用されます。

「世界の消費税 図柄刷込みクリアーファイル」

渋谷教育委員会に寄贈

渋谷教育委員会庶務課長　児玉史郎様に目録を贈呈

第2回役員会は平成19年 8月28日渋谷税務署７階会議室において開催し
ました。第18回通常総会で会長に就任した白子会長をはじめ新役員を迎え、
新体制での役員会で、渋谷税務署長佐藤和助様並びに幹部職員の出席を賜り
ました。各種セミナー、行事などの実施報告と９月以降の事業、行事活動に
ついて報告され、確認し、特にｅ-Tax普及促進について議論されました。また、渋谷教育委員会事務局副参事小宮恭子
様より「地域で育つ中学生職場体験学習」についての協力依頼と現在の受入企業の申込状況について説明がありました。

感謝状の贈呈
○「世界の消費税図柄刷込みクリアーファイル」を寄贈頂きました

事業者８社に社会貢献感謝状を贈呈。

〈寄贈事業者〉

株式会社ダイナックス様　　　　　株式会社ユーエスエス様

株式会社昭和印刷社様　　　　　　有限会社本　国様

ハクエー産業株式会社様　　　　　株式会社ポイント様

東京プロセスサービス株式会社様　有限会社パープル様

○広報委員会に感謝状の贈呈。

広報誌「飛翔」が全間連平成 18 年度下半期「活性化等推進費」

30 万円を受賞に対する感謝状。

第2回役員会 平成19 年8 月28 日
渋谷税務署内

さつき会第 18 回親睦ゴルフコンペが平成 19 年５月
16日（水）に千葉県君津市のジャパンPGAゴルフクラ
ブにて開催され、３組11 名が参加しました。
当日は晴天で絶好のゴルフ日和で新緑の中、丘陵地

に雄大なレイアウトを施した 18 ホールを楽しみまし
た。コンペの結果は優勝福澤宏哉様、準優勝は小生が
頂きました。プレー後に表彰
式と懇親会を行い和やかに終
了しましした。往復チャー
ターバスで車内でもゴルフ談
など懇親、親睦を深めました。

〈青年部会　伊奈信一〉

親睦ゴルフコンペ第18 回
さつき会

8 月 3日青年部主催による、巨人VS東京ヤクルトのナイター観戦を神宮球場でおこないま
した。昨年は雨天により2回も試合が中止となりましたが、2日は晴天に恵まれ30名の方が職
場単位や家族で参加されました。ビールを飲みながらの観戦、僅差の好試合で応援にも次第に力が入りました。試合は
９回阿部選手の２ランホームランで巨人が逆転勝ち、巨人ファンには最高の一日でした。 〈青年部会　鈴木一雄〉

平成19 年8 月3日
神宮球場

代表で受賞する東京プロセスサービス様

平成18 年度版
「世界の消費税図柄刷込みクリアーファイル」

ナイター観戦の夕べ

6 月 5日城南連絡会女性部
による研修バスツアーが行
われ、渋谷間税会からは白
子会長、女性部、文化部役
員など4名が参加しました。
晴天に恵まれ、「キッコー

マン野田工場もの知り醤油館」、「牛久シャトーカミヤ」
を見学し、約七百年前に日蓮聖人により命名された歴
史深いお寺「本土寺」を見学。境内の満開の花菖蒲、
紫陽花など素晴らしい彩でした。

〈文化部会　小林恵子〉

研修・見学会城南連合会女性部
キッコーマン野田工場など



下半期の活動予定

■14 ■ 「明るい　未来の礎　消費税」 小山田優　東京都

IT 経営研修会

21 世紀のビジネス環境を勝ち抜く経営戦略
～21 世紀の市場を勝ち抜くための IT 経営戦略と IT 高度活用～

● 21 世紀において中小企業が IT を活用して競争力を強化するたために具体的に何をすべきか、
●企業には経営革新と IT 活用の新たな視点が求められている。
●『IT 百選』に選ばれた企業の事例から学ぶ。

あなたの企業の「自社の強み」「独自性」「こだわり」「付加価値」は何ですか？
このIT経営研修会でご自分の会社の経営戦略を検証し、再構築してみませんか。
経営者、マーケティング担当、営業部門責任者の方を対象に経営戦略と IT高度活用を関連付けた具体的・実践的

な研修会を2回に亘り開催します。
開催日　第1回　平成19 年 9 月 21 日（金）

第2回　平成19 年 11 月 29 日（木）
時　間　午後3時～5時
講　師　上村　孝樹氏　　ジャーナリスト/コンサルタント

日本ビジネスコンサルタント（現日立情報システムズ）を経て、日本マグロウヒル社（現日経BP社）へ

入社。日経BP社「日経コンピューター」副編集長、「日経情報ストラテジー」編集長、「日経アドバンテー

ジ」編集長、日経BP社主任編集委員を歴任し、2005 年 4 月から独立しフリーのジャーナリスト・コンサル

タントとして活躍。2004 年から経済産業省「IT百選選考委員会」委員長を務める。著書に「IT経営百選

データック2」「経営革命者」「SIS の実際」、「IT活用成功法」など多数。

会　場　渋谷東武ホテル B2階鳳凰の間　渋谷区宇田川町3－1
定　員　30 名
受講料　4,000 円(２回分）
教　材　2,300 円　テキストは「IT経営百選データブック2」を使用します。定価3,360 円
交流会　第2回終了後に講師の先生と受講者の懇親・情報交換の場として交流会を行います。

中学生の職場体験を地域ぐるみでサポート

｢地域で育つ中学職場体験学習」受入協力のお願い

===== 個別相談会開催のお知らせ　=====

渋谷区教育委員会では、将来社会人・職業人として自立できる子どもの育成を、地域ぐるみで推進していくことを
目指して、昨年度から地域の商店や事業所のご協力をいただきながら、区立中学校2年生全員を対象にして5日間の
｢地域で育つ中学職場体験学習」を実施しています。
将来の社会人を地域ぐるみでともに育てるため、中学生の職場体験を受け入れにご協力をお願いします。

○目　　　　的　・授業の一環として働く事の苦労と達成感を実感させる
・生徒に望ましい勤労観・職業感を育成する。
・生徒に新たな自分を発見させ、将来の設計をさせる。
・コミュニケーション能力、礼儀・作法をはじめとする社会的スキルを身につけさせ、
人間関係の大切さを体得させる。

○参 加 生 徒　中学2年生全員　8校514 名
○実 施 期 間　平成19 年 11 月実施校　鉢山中、上原中、本町中、松濤中

平成20 年 2 月実施校　 広尾中、代々木中、笹塚中、原宿外苑中
○体験学習期間　5日間（月曜日～金曜日）午前9時～午後4時迄

経営・税務・資産運用

経営に関するる無料個別相談会です。経営を改善される方々に対して事業経営のアドバイス、また税務や資産運用、
相続、年金、融資等についてのご相談に応じます。間税会会員の方並びに一般の方もぜひこの機会にお気軽にご相談
ください。西武信用金庫の専門担当者が親切・丁寧にご相談に応じます。待ち時間短縮のため、事前予約を受付てい
ます。尚、期間中ご都合が付かない場合は別途ご都合の良い日を連絡願います。

○期　間　平成19 年 11 月 12 日（月）～11 月 16 日（金）
○時　間　午前10 時～午後5時迄
○会　場　西武信用金庫　渋谷区内6店舗

渋谷営業部、渋谷東支店、千駄ヶ谷支店、原宿支店、恵比寿支店、幡ヶ谷支店



さつき会　第19 回

開 催 日　11 月 9 日（金）
集合時間　7時45 分（時間厳守）出発時間８時
参 加 費　4,000 円
定　　員　45 名
コ ー ス　渋谷区役所前（8：00 出発）→昇仙峡→サッポロビール

勝沼ワイナリー（昼食・見学）→
一宮御坂ブドウ狩り→
渋谷区役所前（午後７時着の予定）
昼食はバーべキューでフリードリンク
ブドウ狩りは園内食べ放題とお土産1kg
協力会員　サッポロビール株式会社

株式会社小田急トラベル

下半期の活動予定

■15 ■「e-Tax で IT社会の　基礎づくり」 前田恒文　東京都

研修見学バスツアー山梨　昇仙峡

渓谷の紅葉めぐりとブドウ狩り

親睦ゴルフコンペ
開 催 日　10 月 27 日（土）
ゴルフ場　南富士カントリー倶楽部

富士山の南斜面に位置しており各ホールから雄大な富士山を眺めながらプレーが

出来、杉や桧の樹林でセパレートされた緩やかな丘陵林間コースのゴルフ場。

会　　費　23,000 円（往復バス代・ゴルフ代・パーティ代含む）
賞品・賞金代は別途5,000 円

集合時間　午前６時５分　（バス出発は6時15 分）
集合場所　セルリアンタワー東急ホテル前（渋谷駅徒歩2分）

税務研修会と手創り教室
開 催 日　平成19 年 9 月 27 日（木） 午後1時30 分～午後3時30 分
会　　場　西武信用金庫　恵比寿支店　4階会議室
税務研修会 講師　渋谷税務署　法人課税第3部門統括官　鈴木信男様
手創り教室 講習　オシャレなピンブローチ創り

講師　岡　響子先生
1973 年文化学院を卒業後、同校のアート＆クラフトセンターにおいて「織」を学

ぶ。現在「経と緯の会」と「多摩シルクライフ21」に所属し、東急文化村ギャラ

リーなどにおいて作品展に出品。また、デコパージュを学び始めて 20 年になり、

2007 年デコパージュ工房を開設、現在に至る。

材 料 費　1,500 円
携 行 品　エプロン

静岡県富士市大淵11702-3

「悠遊歩」

税務研修会とマリンバの夕べ
開 催 日　平成19 年 11 月 5 日（月） 午後4時30 分
会　　場　セルリアンタワー東急ホテル
税務研修会 講師　渋谷税務署副署長　本郷昭一様
マリンバの夕べ　～麗しのラティーナ・草刈とも子の世界～

奏者　草刈とも子先生
マリンバ、パーカッションのソリストとして国内及び海外にてＴＶ、ラジオ、

スタジオでの演奏や都内並びに関東近郊のホテルにおいてディナーショーや

サロンコンサートを行う他、各地でのコンサートでも活躍。ジャンルに捉わ

れない多岐に渡る活動をしている。これまでにＣＤ「ヴォカリーズ」、「さく

らさくら」、「麗しのラティーナ」をリリース。

会　　費　12,000 円（夕食懇親会含む）

「悠遊歩」



下半期の活動予定

■16 ■ 「助け合い　心をつなぐ　消費税」 辻裏公儀　三重県

税の歴史あれこれ展
11 月の「税を考える週間」のイベントとして明治中期の税務署の創設から戦後のシャ

ウプ勧告や消費税の導入、そして今日の税制に至るまでの税の変遷を写真で紹介します。
期　　間　11 月 5 日（月）から16 日（金）
場　　所　渋谷税務署1階玄関ホール
内　　容　明治から大正、昭和、平成までの税の歴史を紹介
資料提供　国税庁税務大学校 税務情報センター

ふるさと渋谷フェステバル2007
渋谷の区民まつり、第30 回「渋谷区くみんの広場」のイベントに渋谷税務六団体協

議会で出展します。
税金クイズや「世界の消費税図柄刷込みクリアーファイル」など配付します。
開催日　11 月 3 日（土）11 月 4 日（日）
会　場　代々木公園　イベント広場

第30 回渋谷区くみんの広場

平成20 年
新年賀詞交歓会

開催日　平成20 年１月17 日（木）
時　間　午後６時～
会　場　渋谷東武ホテル

悠遊歩
税務研修・Dr.コパ講演会

開催日　平成20 年 1 月 25 日（金）
時　間　12 時～
会　場　セルリアンタワー　東急ホテル

「税制改正要望書」を提出 全国間税会総連合会

全国間税会総連合会（大谷信義会長）は9月 4 日、平成20 年度「税制および執行に関する要望書（間接税関係）」を財務省
と国税庁に提出した。当日、大谷会長が牧野治郎国税庁長官に要望書を手渡した＝写真＝。 要望書の主な内容は次の通り。
○税制改革の前提

税制改革により国民に負担増を求める前に、行財政構造の徹底した見直しを行うべ
きである。

○消費税に関する事項
漓消費税については、わが国税制における基幹税に一つであることから、長期的に安定
した税制として、一層定着させるべきである。

滷消費税は、税率水準が10 ％以下である場合には単一税率を維持すべきである。
澆仕入税額控除の仕組みについては、現行の請求書等保存方式を維持すべきである。
潺消費税を福祉目的税とすることは、極力避けるべきである。

○個別消費税に関する事項
漓揮発油税および地方道路税、石油ガス税については、中長期的には、道路財源としての税負担と一般財源としての消費税
負担との併課のあり方を含め、抜本的見直しを行うべきである。

滷印紙税については、課税範囲、免税点、税率等の見直しを行うべきである。
○執行に関する事項
漓消費税の重要性に鑑み、税務署機構に消費税の指導等を専担する者を配置されたい。
滷消費税について、より深い理解を得るための広報をさらに行うべきである。
澆学校教育の中で租税教育を積極的に推進すべきである。
潺消費税の滞納の未然防止、発生した滞納の早期、重点整理等に努められたい。

秋期会員増強月間
渋谷間税会の基本理念ご賛同いただき、これからの日本を担う子供たちが「安心して暮らせる社会｣｢豊かな暮らしの実
現」をはかるため、多くの方に間税会入会していただき、一緒に協力して活動しましょう。

お取引先、お知り合いの方を、是非1先、ご紹介をお願いいたします。

行事の申込・問合せ
渋谷間税会事務局　Tel 03-5728-8152 Fax 03-5728-8153
E-mail info-shibuya-tokyo@kanzeikai.jp HP http://www.kanzeikai.jp/tokyo/shibuya/



多機能化する「IC カード社員証」の導入が加速

■02 ■ 「税の標語」平成18 年 11 月「税を考える週間」の活動の一環としてインターネットを利用した



会長あいさつ

■18 ■ 「税金を　無駄なく使って　みな笑顔」 竹ノ内健　神奈川県

あいさつ
第18 回通常総会におきまして、渋谷間税会会長を皆様の推薦のもと、お引

き受けすることになりました。

新たに再任・新任されました役員の皆様のご協力をたまわり、力を合わせ当

会発展のため微力ながら専心努力致す所存でございまので、今後とも一層のご

指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

さて、総会並びに過日開催の役員会におきまして今年度の3項目の基本方針

を基に各事業・行事を実行・運営し会員企業の発展と税務行政に対する協力

し、組織の活性化と会員の増強を図っていきたいと考えています。

漓「電子申告・納税等開始届出書」の提出促進と、7月から開催しています

「e-Tax 講習会」など税務行政への協力。

滷ビジネスセミナーや税務研修や IT研修会などの勉強会や経営相談会などを通じて、会員企業の

経営の健全化・発展を図る。

澆中学生の職場体験学習や「世界の消費税クリアーファイル」の配布、花の種の配布等、地域社会

に密着した教育、環境、福祉等のボランティア活動を通じて地域社会の発展に貢献する。

これらの事業活動を通して社会性があり、存在感のある団体としてさらに会の組織強化・発展を図

つてまいります。

会員の皆様におかれましたは、間税会の事業活動に一層のご理解とご協力をお願いいたします。

渋谷間税会　会長
ハクエー産業株式会社

白子　英男

副会長及び委員長、部会長紹介

加藤勝雄　副会長
税制委員長

加藤勝雄税理士事務所

佐藤正人　副会長
広報委員長

株式会社ダイナックス

須藤昭一　副会長
支部長

株式会社昭和印刷社

福井恒夫　常任理事
印紙税部長
株式会社イワキ

藤井和子　副会長
事業委員長

東京プロセスサービス株式会社

山崎登美子　副会長
情報委員長

コスムビューティーサイエンス株式会社

北島義久　副会長
厚生委員長
有限会社本国

伊奈信一　常任理事
青年部会長

日動警備保障株式会社

與良博和　副会長
組織委員長

株式会社ユーエスエス

加藤則幸　副会長
総務委員長

有限会社パープル

石井沙与子
副会長

株式会社ポイント

島田幸江　常任理事
女性部会長

島田貴金属株式会社

田口博之
副会長

旭東化学産業株式会社

小林恵子　常任理事
文化部会長

株式会社オフイス・コパ



佐藤新署長あいさつ

■19 ■「消費税　ひとりの力が　みんなのために」 森元智香　滋賀県

佐藤税務署長　着任のあいさつ

渋谷間税会の会員の皆様方におかれましては、ます

ますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、７月の定期人事異動により、東京国税局課

税第一部次長より転任してまいりました佐藤でござい

ます。

前任の伊東署長同様よろしくお願い申し上げます。

渋谷間税会の皆様方には、平素から税務行政の円滑

な運営に対しまして、深いご理解とご支援を賜り、心

より感謝申し上げます。

さて、渋谷間税会は全国でも有数の会であり、とり

わけ他の間税会に先がけてホームページを開設し、広

く一般の方々に会活動に関する情報提供や「税の標語」

の募集などの事業活動において、非常に効果的に活用

されていると伺っております。

都内有数の商業地域であり、文化・流行の情報発信源であるとともに、緑豊かな環境、歴史と良き

伝統を兼ね備えたこの渋谷の地におきまして、今後も多彩な事業活動を展開していただき、会員の皆

様はもちろんのこと、地域社会の発展に寄与されますことをご期待申し上げます。

私どもといたしましても、少子高齢化、経済の国際化、高度情報化の進展などによる社会経済情勢

の変化に的確に対応し、「適正・公平な課税の実現」、「行政の透明性・効率性の確保」に向けて、一

層の努力をしてまいる所存でございます。

渋谷間税会の皆様には、税務行政の良き理解者として、これまで以上のご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

最後になりますが、渋谷間税会の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝並びに事業のご繁栄を心か

ら祈念いたしまして、私の着任のあいさつとさせていただきます。

渋谷税務署長

佐藤　和助

渋谷間税会担当幹部ご紹介

法人担当副署長
本郷　昭一

法人担当副署長
福地　啓子

法人課税第3部門統括官
鈴木　信男

法人課税第3部門総括上席
山田　敏也



インターネットのお悩み、お聞かせください。

■20 ■ 「消費税　国を支える　大黒柱」 千頭和弓　静岡県



インターネットのお悩み、お聞かせください。

■21 ■「万人が 支える暮し　消費税」 石井沙与子　東京都



渋谷税務署からのご案内

■22 ■ 「未来まで　暮らし支える　消費税」 脇本啓子　奈良県

e-Tax ご利用に関する情報です

e-Tax ソフトを使用する際に必要なパソコンの推奨環境として、Microsoft

Windows Vista 及びMicrosoft Internet Explorer 7 につきましては動作確認

中としておりましたが、平成19 年 9 月 18 日（火）以降、バージョンアップに

よりMicrosoft Windows Vista 及びMicrosoft Internet Explorer 7 にて e-

Tax ソフトをご利用いただくことが可能となる予定です。

なお、Microsoft Windows Vista のご利用に当たっては、ご使用の電子証明

書及び IC カードリーダライタがMicrosoft Windows Vista に対応している必

要がありますので、対応状況についてはご使用の電子証明書の認証局及び IC

カードリーダライタの製造元にご確認ください。

公的個人認証サービスに基づく電子証明書の有効期間は発行の日から起算して
3年間です。有効期間が満了すると電子証明書は失効し、e-Tax でご利用になれ
ませんのでご確認をお願いいたします。

公的個人認証サービスに基づく電子証明書の有効期間
満了にご注意ください。

詳しくはe-Tax ホームページをご覧ください。

http://www.e-tax.nta.go.jp
利用開始の手続、ご利用時間、パソコンの環境、e-Tax ソフトの操作方法、よくある質問（Ｑ＆Ａ）

など、e-Tax に関する最新の情報についてお知らせしていますので、ご利用前に是非ご覧ください。

印紙税関係

「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税
の軽減措置が延長されました。
「租税特別措置法」の一部改正により、「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、

平成19 年 4 月 1 日以降（平成21 年 3 月 31 日まで）作成される契約書についても印紙税の軽減措置が

適用されます。

軽減措置の対象となる契約書は、これまでと同様に「不動産の譲渡に関する契約書」又は「請負に

関する契約書（建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。）」のうち、これら

の契約書に記載された契約金額が１千万円を超えるもので、平成21 年 3 月 31 日までの間に作成され

るものです。

（注）契約金額１千万円以下のものは、軽減措置の対象となりません。

税務職員を装った不審な電話・
「振り込め詐欺」にご注意ください！

税務署からのお知らせ



渋谷区からのご案内

■23 ■「消費税　守ろう国と　みんなの笑顔」 川澄亜也子　埼玉県

渋谷区からのお知らせ

特別区民税・都民税に関するお知らせ

第2期の納期は、8月31 日（金）でした。

住民税は、安全で安心して、住み続けることができる渋谷をつくるための貴重な財源です。納め忘れのあった際に

は、至急、金融機関、郵便局、渋谷区役所３階税務課税務係、出張所で納めてください。

住民税のしくみ

住民税は、その年の１月1日現在区内に住所があり、前年に所得のあった人に課税されます。

住民税額は、「所得割額」と「均等割額」の合計です。所得割は、所得金額に応じて負担するもので、前年中の所

得金額に基づき計算されます。均等割は、一律の額を負担するもので、都民税分を含め年額4,000 円です。

区内に住所がなくても、事務所・事業所または家屋などのある人は、均等割のみ課税されます。

住民税の納め方

「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

普通徴収は、6月、8月、10 月、翌年1月の年4回に分けて納める方法で、自営業の人などが対象になります。

特別徴収は、5月から翌年の5月までの12 回に分けて、給与などの支払い者が毎月の給与から差し引いて納める方

法で、会社などに勤めている人が対象になります。

口座振替による納税のご案内

住民税（普通徴収）の納付には、口座振替をご利用ください。

預（貯）金口座から自動で引き落とされるため、納付の手間が省け、納め忘れも防ぐことができます。

申し込みは、納期限の前月10 日までです。申し込みの方法は、下記問い合わせ先にお尋ねください。

納付相談

病気や失業、災害などで住民税を納めることが困難な場合は、相談してください。

問い合わせ先：渋谷区役所　０３－３４６３－１２１１（代表）

○住民税額に関すること　税務課普通徴収係　内線２３５５～２３６５

○口座振替に関すること　税務課税務係　　　内線２３７２～２３７４

○納付相談に関すること　税務課納税促進係　内線２３７５～２３８０
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第8回　ビジネスフェアfromＴＡＭＡ

少ない予算で充実したサービス 社団法人　渋谷区勤労者福祉振興公社
渋谷区神南1-19-8 Tel 3780-0878

会　員　Information

開 催 日　2007 年 11 月 6 日（火） AM10：00 ～PM5：00
会　　場　新宿NSビル　イベントホール地下1階/1 階ロビー
企業展示 （170 ブース）

・中小企業のコア技術・新技術や自社開発した製品を展示
・製造（加工技術・電子・電気・通信・機械・金属・住宅）IT、サービス、流通など

主　　催 （社）首都圏産業活性化協会、西武ニューリーダーズクラブ21
共　　催　西武信用金庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構関東支部

表紙デザイン　吉田大輔（株式会社アーキテクチャー）渋谷区渋谷1－20 － 26
写 真 提 供　白根記念渋谷区郷土博物館　　　　　　渋谷区東4－9－1
編 集 協 力　株式会社アーキテクチャー　　　　　　渋谷区渋谷1－20 － 26

株式会社ダイナックス　　　　　　　　渋谷区恵比寿4－12 － 12
印　　　　刷　プリントハセガワ　　　　　　　　　　渋谷区道玄坂1－15 － 3
発　行　人　白子英男
編　　　　集　渋谷間税会　広報委員会
事　務　局　〒150 －0042 渋谷区宇田川町1－1 渋谷区役所前公共地下駐車場　B1

TEL 03 － 5728 － 8152 FAX 03 － 5728 － 8153 E-mail:info-shibuya-tokyo@kanzeikai.jp

ホームページ　www.kanzeikai.jp/tokyo/shibuya/

セコム株式会社
サッポロビール株式会社
ＮＥＣビッグローブ株式会社
東京プロセスサービス株式会社
西武信用金庫
日本コカ・コーラ株式会社

ジブラルタ生命保険株式会社
株式会社イワキ
サンエス技研株式会社
株式会社ローヤルオブジャパン
株式会社昭和印刷社
旭東化学産業株式会社

東電広告株式会社
株式会社ユーエスエス
株式会社ダイナックス
コスムビューティサイエンス株式会社
株式会社アーキテクチャー

新規会員加入促進キャンペーン実施中　9月15 日～12 月15 日
「きんぷく」は渋谷区と区内中小企業事業主・勤労者の皆さんの協力を受けて運営したいます。
大企業に負けない福利厚生、給付制度の実現を目指しています。
事業内容
○福利厚生事業　宿泊設備、旅行、文化・教養講座、観劇・コンサート・スポーツ観戦、健康診断など

○あっせん事業　生活資金融資制度、共済保険制度

○給 付 事 業　結婚などの慶弔金、入学・出産祝金、入院・障害見舞金など

入会できる方　区内中小企業（総数300 名以下）や商店の従業員と事業主の方、自営の方
入会費　入会金　1人　200 円　会費１人　500 円（月額）

新会員のご紹介

広告掲載企業

SUTAFF
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