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確定申告とe-Tax講習会

■14■ 「支え合う　社会に貢献　間税会」 北九州市　滝山真弓

今年の 確定申告は
『確定申告書等作成コーナー』を利用してe-Taxで!!

国税庁ホームページの『確定申告等作成コーナー』を利用すると、ご自宅のパソコンで所得税や個人

事業者の確定申告書をカンタンに作成でき、直接電子申告が出来ます。

1 HPからカンタン申告

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」

から直接電子申告ができます。

2 最高5,000円の税額控除

本人の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定

申告をe-Taxで行うと、最高5,000円の所得税の税額

控除を受けることができるようになりました。

（平成19年分又は平成20年分のいずれか1回）

3 添付書類が提出不要

所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収

書や源泉徴収票等は、提出に代えて、記載内容を入力し

て送信できるようになりました。

（確定申告期限から3年間、添付書類の提出又は提示を

求められることがあります）

4 還付金がスピーディー

e-Taxで申告された還付申告は早期処理しています。

（3週間程度に短縮）

開催日時　第7回　1月24日（木）

第8回　2月14日（水）

午後3時～5時

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

渋谷区恵比寿4-12-12（恵比寿駅徒歩6分）

講　　師　渋谷税務署　担当官

内　　容　｢e-Taxの概要」について

｢確定申告書」の作成と申告

パソコンを使用した実習

受講者1人に1台のパソコンを用意しています。

定　　員　1回の定員　10名

提出不要な書類

1. 医療費の領収書　　　　　　　　　　5. 地震保険料控除の証明書

2. 社会保険料控除の証明書　　　　　　6. 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

3. 小規模企業共済等掛金控除の証明書　7. 特定口座年間取引報告書

4. 生命保険料控除の証明書

今年の確定申告はe-Taxにチャレンジ！

平成20年1月-2月e-Tax講習会

所得税・確定申告の作成と電子納税
平成19年分の確定申告期間は平成20年2月18日（月）から3月

17日（月）までです。

自営業を営む個人（個人事業主）、年金生活者、年末調整をされな

かった方、多額の医療費を使った方、配当金を得た方など……こん

な人は、収入や費用を自分で申告しなければなりません。

平成20年1月、2月に実施しますe-Tax講習会は所得税・確定申告の作成と電子納税について行います、早めに、

モレなく確定申告の準備をしては如何ですか。

講習の内容は渋谷税務署の担当官により、「確定申告書等作成コーナー」を利用した「電子申告用データ」の作成

からe-Taxへの送信までの手続についてパソコンの実習でわかりやすく説明を行います。是非この機会に確定申告の

必要な方の受講をお勧めします。

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。



渋谷税務署からのお知らせ

■15■「消費税　理解広める　間税会」 館山市　望月 眞

税務署からのお知らせ

平成19年分　所得税確定申告の税務署での相談・提出・納付は
2月18日（月）から3月17日（月）までです。

渋谷税務署では、
2月24日（日）・3月2日（日）に
確定申告書作成のアドバイス、用紙の配付及び受付等を行います。

○今年の確定申告期間中は、平日（月～金曜日）以外でも、平成20年2月24日及び3月2日の日曜日に限り、

当税務署にて確定申告書作成のアドバイス・申告書用紙の配付及び申告書の受付等を行います。

（※電話での相談は行っておりません。）

〇当日は国税の領収及び納税証明書の発行は行っておりません。国税の納付は、e-Tax（電子納税）又は振替

納税をご利用ください。納付書で納付される場合は、ご自分で納付書に金額等をご記入の上、お近くの金融

機関で必ず納期限（所得税は3月17日（月）、個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日（月））まで

に納付してください。

○なお、この2日間は大変混雑が予想されますので、あらかじめご了承ください。

「税務署名」をかたった不審な電話にご注意ください！
税務署や国税局では

還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機（ATM）の操作を求めるこ

とはありません。

不審な電話があった場合には、最寄りの税務署にお問い合わせください。

（連絡先） 渋谷税務署　総務課　TEL 03（3463）9181

今年から確定申告はe-Taxで！

詳しくは、 国税庁 検索 クリック!



主催　東京都問税金連合会　中央連絡会
協力　全国銀行協会､日本証券業協会､日本損害保健協会他

本セミナーでは､印紙税法･通達等の初心者向け解説､金融機関等で最近問題となっている文書の紹介､及び､誤りや
すい文書事例の説明等を行います｡ セミナーは､問税会会員以外でも無料で受詳できますので､実務担当者の研修等に
ご活用ください｡
● 日程・内容

● 会　　　場　大手町合同庁舎3号館　東京国税局　3階会議室　東京都千代田区大手町1-3-3
● 参　加　料　無料
● 使用副教材　問答式実務印紙税（（財）大蔵財務協会）印紙税実務便覧（法令出版（株））
（注）今回は会場で上記図書を斡旋できませんので､お持でない方は､書店等でお求めください（国税局地下書店で販売しています）

春の行事のご案内

■16■ 「考えよう　税の役目と　使い道」 葛飾区立亀有中学校　吉田沙耶華

春の行事のご案内

印紙税研修会 消費税研修会
● 日　時　平成20年2月19日（火）

午後1時30分～3時30分
● 会　場　渋谷区立商工会館　2階　大研修室

渋谷1-12-5
● 講　師　渋谷税務署　担当官
● 内　容　・印紙税の概要

・事例研究
● 定　員　200名
● 参加費　無料

第19回通常総会
開催日　平成20年6月11日（水）
会　場　東郷記念館

第20回さつき会　親睦ゴルフコンペ
開催日　5月16日（金）

税務研修とDr.コパ講演会
● 日　時　平成20年1月25日(金) 受付開始　12時より
● 会　場　セルリアンタワー東急ホテル　39階（ソレール）
● 内　容　・昼食懇親会　12時20分～

・税務研修　　テーマ「二人の女性と税金」 13時30分～14時20分
講　師　渋谷税務署　副署長　福地啓子様

・講　演　　　テーマ「2008年を成功させる風水」 14時30分～15時20分
講　師　Dr.コパ様

● 会　費　昼食懇親会　4,500円

印紙税セミナー

● 日　時　平成20年2月25日（月）
午後1時30分～3時30分

● 会　場　渋谷区立商工会館　2階　大研修室
渋谷1-12-5

● 講　師　渋谷税務署　担当官
● 内　容　・消費税の概要

・事例研究
● 定　員　200名
● 参加費　無料

研修会・行事への参加の申込は

渋谷間税会
会社名、参加者名、TEL、FAXを記入の上、FAX願います。
TEL 03－5728－8152 FAX 03－5728－8153



広　告

■17■「明日の日本　支えるみんなの　消費税」 松戸市立第四中学校　平田一晃

お客様のご要望にお応えする 
多彩かつ高品質な製品群 



秋の行事・事業

■18■ 「支えあう　暮らしに生かす　消費税」 袖ヶ浦市立長浦小学校　安倍晃太郎・袖ヶ浦市立長浦中学校　村上光司

秋の活動・行事

平成19年9月21日
平成19年11月29日
渋谷東武ホテル

I T経営研修会は講師にI T経営ジャーナリスト上村孝

樹様をお迎えして「21世紀のビジネス環境を勝ち抜く

経営戦略」をテーマに平成19年9月21日（金）と11月

29日（木）の2回に亘り渋谷東武ホテルにおいて開催し

ました。

第1回は20世紀の売り手市場から21世紀の買い手市

場・供給過剰経済に劇的な市場構造の変化に勝ち抜く経

営戦略、新しい経営の考え方などのお話。

第2回は中小企業の自立型経営への指針とその為のIT

の高度活用のポイント、また著書「IT経営百選」に掲載

のITの高度活用でマーケテイング・営業など経営革新を

図つた成功事例などをホームページを紹介しながらお話

しをいただきました。

第2回の講演が終了後講師と参加者との親睦・交流会

を行いました。 広報委員会　新野弘幸

IT経営研修会

平成19年12月6日
渋谷東武ホテル

中央・城南連絡会主催によります合同講演会が平成

19年12月6日、渋谷東武ホテルにおいて開催されまし

た。講師には、東京国税局課税第二部長伊藤雅規様をお

招きし、『税制・財政の現状孫の世代の日本』をテーマ

にご講演をいただきました。

講演終了後

に意見交流会

を行い国税局

の皆様、全間

連役員の方と

の交流会、名

刺交換など和

気藹々におこ

なわれました。

間税会 合同講演会 平成19年12月6日
渋谷区役所

第3回役員会は平成19年12月6日（木）渋谷区役

所B会議室において開催しました。

白子会長、渋谷税務署副署長本郷昭一様の挨拶の後、

会員増強やe-Taxの普及推進についての報告と新春の行

事案内などについて報告がされました。 また、 平成

20年度は渋谷間税会創立20周年に当り20周年の行事

や事業について概略の報告がなされました。

第3回役員会

平成19年10月23日
渋谷東武ホテル

税務経営研修会が平成19年10月23日（火）渋谷東

武ホテルにおいて開催しました。

第1部の講師は渋谷税務署資産課税第1統括官石黒秀

夫様で、遺産分割や相続財産の種類と評価方法、生前贈

与など「知って得する相続税」についてお話をいただき

ました。

第2部は田中会計事務所税理士田中美光様で、中小企

業における後継者の育成と相続についてをテーマに事業

承継のポイントと留意点、についてお話いただきました。

また、相続争いを避ける為の遺言状の作成、相続税の

トータルでの節税対策などについて顧問税理士をもっと

上手に活用すべきなど提案をいただきました。

講演会終了後に親睦・交流会を行い、講師は参加者の

質問・相談に応答いただきました。 税制委員会　加藤勝雄

税務経営研修会

田中会計事務所税理士　田中美光様



秋の行事・事業

■19■「消費税　皆で支える　この社会」 流山市立東深井中学校　竹井常安

平成19年9月27日
西武信用金庫　恵比寿支店

税務研修会
テーマ　「税のお話」
講　師　渋谷税務署法人第3部門

統括国税調査官　鈴木信男様
手作り教室
講　習　オシャレなピンブローチ創り
講　師　岡　響子先生
税務研修は鈴木統括官様の身近な税のお話に、参加者

は熱心にお聴きしました。手作り教室のピンブローチ作
りは和気あいあと楽しく、なれない手つきで真剣な表情
でピンブローチの作成をしました。素敵なピンブローチ
の完成に参加者は皆満足でした。 文化部会　小林けい子

税務研修会・手作り教室

好天に恵まれた11月9日（金）今回は会員企業である
（株）小田急トラベルさんとサッポロビール（株）さんの
協賛により、紅葉の甲州路バス日帰り旅行を実施しまし
た。朝8時に会員25名が揃い、バスは予定通り渋谷区
役所前を出発、車内では、「税の歴史ビデオ」による税
務研修を行い、渋滞もなくあっという間に最初の目的地、
昇仙峡に到着。巨大な岩に圧倒され、楓、ぬるでの紅葉
群に目を奪われながら青空の渓谷を散策しました。
次にバスはサッポロ勝沼ワイナリーへと向かい、ワイ

ン工場で見学と試飲のあと、昼食のバーベキュー会場で
ジンギスカン料理とビール、ワインの食べ放題、飲み放
題そしてお土産にワインをいただき皆様に大好評でした。
すっかり満足したあと、最終目的地、御坂ぶどう園で

山梨　昇仙峡　バス見学研修会
渓谷の紅葉めぐりとブドウ狩り

平成19年11月5日
セルリアンタワー東急ホテル

税務研修会
テーマ　「もうけ話と税」
講　師　渋谷税務署副署長　本郷昭一様
マリンバ＆フルートの夕べとディナー
奏　者　草刈とも子先生　田中玉恵先生
本郷副署長様の講演は「儲け話と税金」で昨今の高齢

者の資産運用情況などから、うまい話には裏がある、ハ
イリターンには気をつけろなど興味あるお話でした。
マリンバ＆フルートの演奏は「さくらさくら」や大正

時代渋谷川の支流をモデルにした「春の小川」など7曲
が演奏され、素晴らしい夜景の中、世界を舞台に活躍さ
れています草刈先生のマリンバの優しい音色で皆様すっ
り魅入られました。 文化部会　小林けい子

税務研修・マリンバの夕べ

悠遊歩（女性部会・文化部会）による税務研修会が9月と11月開催しました。

ピンブローチの作成に熱中する参加者 マリンバ&フルートの演奏本郷副署長様の講演

ブドウ狩りを楽しんでいただき、帰路に着きました。渋
滞もなく、予定通り6時に渋谷に到着。
お土産に甲州ブドウ1kgとサッポロビール（株）さん

からご提供いただいたワインに全員満足。
和気あいあいのうち親睦を深め、楽しい一日を過ごす

ことができました。次回も多数のご参加をお待ちいたし
ます。 厚生委員会　北島義久

さつき会第19回親睦ゴルフコンペが平成19年10月
27日（土）に静岡県富士市の南カントリー倶楽部にて
開催され3組11名が参加しました。当日は台風が接近
するあいにくの一日でしたが、悪天気が返って『全員で
楽しもう』と団結力が増し参加者全員が18ホールを楽
しみました。コンペの結果は、優勝：與良博和様、準優
勝：伊奈信一様でした。

第19回さつき会　親睦ゴルフコンペ

プレー後に表彰式と懇親会を行い和やかに終了しまし
た。往復チャーターバスで車内でもゴルフ談などで懇親、
親睦を深めました。 組織委員会　斉藤誠二

晴天に恵まれた紅葉の昇仙峡



「税を考える週間」と納税表彰

■20■ 「この国の　明日を築く　消費税」 鎌ヶ谷市立第二中学校　中村泰輔

「税を考える週間」の行事

平成19年度納税表彰

毎年11月11日から11月17日は「税を考える週間」です。平成19年度のテーマは「少子・高齢社会と税」です。

渋谷間税会ではこの行事に連動して税の仕組みや目的などを考えてもらい、国の基本となる税に対する理解の啓発、

PRなどをおこないました。

第30回渋谷くみんの広場は11月3日（土）、4日（日）

に代々木公園コミニケーションゾーンにおいて開催さ

れ、晴天に恵まれ多くの方が来場しました。

渋谷税務関係六団体では「税金クイズ」の実施や国の

財政と消費税リーフレット、「世界の消費税クリアー

ファイル」、パンジーの苗6,000鉢などの配布を行い税

に関するPR活動をおこないました。

また、ぬいぐるみ

「タクちゃん」も参

加し、チビッ子に大

人気でした。

渋谷くみんの広場
金融個別相談会は11月12日(月)～11月16日(金)

の期間、西武信用金庫渋谷区内6店舗において開催され

ました。

経営や税務、年金などについて西武信用金庫の専門担

当者が親切・丁寧にご相談に応じていました。

経営・税務・資産運用 個別相談会

渋谷税務署玄関ホールにおいて11月5日（月）から

16日（金）の期間「税の歴史あれこれ展」を開催しま

した。展示は

明治中期の税

務署や法人税

の創設から戦

後のシャウプ

勧告、消費税

の導入などを

当時の資料と

写真で紹介。

税の歴史あれこれ展

「税金クイズ」
の応募に行列

東京国税局長表彰状受彰者
白子　英男　　ハクエー産業株式会社

渋谷税務署長表彰状受彰者
加藤　勝雄　　加藤勝雄税理士事務所
長島　祐司　　長島梱包株式会社

渋谷税務署長感謝状受彰者
山手　正弘　　隅田商事株式会社

間接税申告納税制度45周年記念表彰
署長感謝状受彰者
佐藤　正人　　株式会社ダイナックス
富本　治子　　株式会社トープロ表面処理研究所
谷嶋　信子　　有限会社アトリエ・ポピー
小林けい子　　株式会社オフィス・コパ
太田　益雄　　東京プロセスサービス株式会社
坂井　一也　　株式会社東急百貨店
本田　紀子　　銀　　亭
鹿野　　始　　株式会社小田急トラベル
若杉　岳司　　有限会社穂高製作所
川上　利子　　三陸物産株式会社

渋谷区納税功労者受彰者
島田　幸江
島田貴金属株式会社

小林　恵子
株式会社オフィス・コパ

受彰者と副署長・役員の皆さん
平成19年11月15日（木）原宿東郷記念館

平成19年11月5日（月）
渋谷区役所に於いて

（順不同・敬称略）



会員インフォメーション

■21■「イータックス　電子立国　めざします」 葛飾区　藤倉幸雄

会　　　　員 information

1.渋谷区中小企業事業資金融資制度

区内の中小企業の皆さんが事業経営の安定や設備の

近代化を図るときに、低利で事業資金の融資が受けら

れるよう渋谷区が金融機関の協力により融資をあっせ

んし、借入企業の負担軽減を図るため、利子の一部を

補給するものです。

（例）運 転 資 金　1,500万円以内

5年返済（元金均等返済）

借受人負担　年1.5％（借受人負担分）

利 子 補 給　年0.7％（渋谷区負担分）

2.融資あっせんを受けられる企業

区内に主たる事業所及び本店登記を有し、区内で同

一事業を一年以上営んでいる法人又は個人。法人は法

人都民税、個人は特別区民税を申込みの日までに、納

付すべきものを完納していること。

信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を

要する業種にあっては許認可を受けていること。

3.お申込みの方法

事前に連絡の上、渋谷区役所商工観光課商工観光係

で融資あっせんをご相談ください。

渋谷区中小企業資金
融資あっせんのご案内

株式会社 小田急ﾄラベル

株式会社小田急トラベルは会員とその社員、ご家族及

び協力会社、読者を対象に感謝ご優待キャンペーンを

行っています。

ご優待内容
● 小田急トラベル募集型企画旅行

海外3％割引

国内5％割引

（箱根伊豆のパック旅行､バスツアー他 海外フレッシュツアー他）

● 他社募集型企画旅行

海外3％割引

（アイル、ANAハローツアー、ルックJTB、ホリデー、マッハ）

国内3％割引

（アイル、ANAハローツアー、ルックJTB、ホリデー、マッハ）

申込期限 平成20年3月31日までに申込み願います。

申込時に広報誌に同封の優待券をご持参ください。

会員及び読者
感謝ご優待キャンペーンのご案内

取扱営業所　小田急トラベル営業所
グループ旅行･団体旅行のご相談は

東京外販営業部（TEL 5302-3091）



会長・税務署長挨拶・間税会入会のご案内

■22■ 「子どもでも　参加できます　消費税」 木更津市立木更津東清小学校　岩瀬清春

新春の候、皆様いよいよお元
気でお過ごしとのこと、お喜び
申し上げます。平素はなみなみ
ならぬお引き立てを心より感謝
申し上げます。
皆様のお蔭をもちまして渋谷

間税会は今年創立20周年を迎
ることができました。
これも偏に、渋谷税務署の歴代署長、担当副署長

及ぶ担当統括官の皆様のご指導をはじめ、税務協力
団体のご支援と渋谷間税会の役員並びに会員の皆々
様のご賛同とご協力によるものと厚くお礼申し上げ
ます。
間税会は、これからも税に関する各種の情報提供

や広報活動を通じて、広く国民の皆様に、今後ます
ます重要になってまいります消費税をより深く理解
していただくための努力をしてまいりたいと考えて
おります。
また、中学生の職場体験学習や小学校、中学校へ

の「世界の消費税クリアーファイル」の配布、花の
種の配布など、地域社会に密着した教育、環境、福
祉などのボランティア活動を通じて地域社会の発展
に貢献していきたいと考えております。
会員の皆様におかれましては、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。

ごあいさつ

渋谷間税会会長
白子　英男

渋谷間税会の皆様には益々ご
清栄のこととお慶び申し上げま
す｡また､平素から税務行政全般
につきまして､深いご理解と多
大なるご協力を賜り､厚く御礼
申し上げます｡
渋谷間税会におかれまして

は､日頃から幅広く事業を展開
され､本年10月には創立20年を迎えられます｡これ
までの皆様のご尽力に改めて敬意を表しますととも
にお祝い申し上げます｡
税務行政におきましては､少子高齢化や国際化､

IT化など､時代の変化に即した対応が求められてい
る中､とりわけ､ e-T axの利用促進を重要課題の一
つとして取り組んでいるところであります｡
皆様方には､引き続きのご理解とご協力､ご支援を

賜りますようお願い申し上げます｡
ところで､本年は｢戊子 (つちのえね )｣の年であり

ます｡｢戊｣は｢茂る｣意味で､草木が大地に繁盛してい
る様子を､｢子｣は｢ふえる｣意味で､種子の中に新しい
生命が芽生える様子を表しているということのよう
であります｡
皆様にとりまして､本年が､｢成子｣の言葉に倣い､

繁盛し､新しい力が芽生え､更なるご発展とご繁栄の
年となりますよう祈念いたしましてあいさつとさせ
ていただきます｡

ごあいさつ

渋谷税務署署長
佐藤　和助

間税会は、消費税を考えると同時に税の使い道を皆さんと考える場です。

渋谷間税会は、「次世代に豊かさつなぐ消費税」のもとに、よりよい税制・税務

行政を目指して、納税者で組織している民間団体です。

併せて、会員の皆様のご商売・事業が健全な発展に寄与することを目的とし、定

期的に皆様との交流を図り、情報の交換や提供をおこなっています。

税制に関する活動としては、消費税の定着啓蒙、PR活動はもとより、消費税を

よりよい制度とするための税制改正意見を税制当局等に提出してきました。また、

消費税、印紙税等を主体とした研修会の開催や電子納税システムe-Taxの普及推

進、消費者へのＰＲなどの活動を展開しています。今後更に消費税などの税制に私達の要望、改善意見を反

映させる為には会員数を更に増やし、間税会の活動・事業を活発に行うことが必要です。

つきましては、会員様各位様にお取引先やお知り合いの方を是非1先、ご紹介願いたく、お願いする次第

です。

渋谷間税会の基本理念にご賛同いただき、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」を図るため、多くの事業者の皆様に間税会に入会して頂き、我々と一緒に、協力して活

動いたしましょう。



広　告

■23■「この国の　未来をつくる　消費税」 葛飾区立堀切中学校　小林琴美・香取市立山田中学校　菅谷夏希



渋谷区役所からのお知らせ

■24■ 「消費税　完納推進　間税会」 館山市　小林康男

平成20年度住民税(特別区民税・都民税)から適用される改正事項

渋谷区からのお知らせ

●住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）

住宅借入金等特別税額控除は、所得税の制度で、住宅ローン残高に一定の率を乗じた金額を、一定の期

間所得税額から控除するものです。

税源移譲に伴い、所得税が減少したことにより、控除できる住宅ローン控除額が減少してしまう場合があ

ります。この場合に税負担の変動が生じないように控除額が減少した分を翌年度の住民税（所得割）から

控除する経過措置が設けられます。

▽対象

平成11年から18年までに入居し、19年分以降の所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用がある人

のうち、税源移譲により住宅ローン控除額が減少してしまう人。

※税源移譲後の所得税額よりも住宅ローン控除額が少ない人は対象外です。また、税源移譲前の所得税額

を超える部分については、住民税からの控除もできません。

▽申告方法

その年の3月15日（20年は3月17日）までに市区町村に『住宅借入金等特別税額控除申告書』を提

出してください。（源泉徴収票を添付してください。）確定申告をする人は確定申告書とともに税務署へ提

出してください。

▽申告書の配布場所

税務課窓口、渋谷区ホームページ。確定申告書をする納税者用の申告書は税務署にもあります。

●税源移譲時の年度間の所得変動に伴う措置（19年度住民税のみ適用)

19年度の税制改正に伴う税源移譲は、所得の変動があまりない場合、19年度の住民税と19年分の所

得税の合計の負担額が極力変わらないように調整されています。しかし、19年中の所得が大きく下がる

など、所得税がかからなくなった場合については、19年度分の住民税で税負担が上がった分を19年分の

所得税で調整することができません。この問題を解消するため、住民税を税源移譲前の税率で計算した税

額まで減額する経過措置が設けられます。

▽申告方法

20年7月1日から20年7月31日までに19年1月1日現在の住所地の市区町村（19年度住民税の課税

地）に申告してください。（※申告書の配布時期等については、後日あらためて区ニュース等でお知らせし

ます。）

●地震保険料控除の創設

現行の損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されます。但し、経過措置として18

年末までに締結した長期損害保険料（保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの）については、従前

の損害保険料控除が適用となります。

●65歳以上（平成17年1月1日現在）の人の軽減措置の廃止

18年度の老年者非課税制度の廃止に伴い、急激な負担増を緩和するため、17年1月1日現在65歳以

上で前年中の合計所得金額が125万円以下の方の住民税額については2年間の軽減措置（18年度：1／3

に減額、19年度：2／3に減額）がありましたが、20年度からこの軽減措置が廃止されます。

問い合わせ　渋谷区役所区民部税務課税務係　電話　03-3463-1211（内）2342～2344



広　告

■25■「これからの　財政支える　消費税」 館山市　小林康子



新会員の紹介

■26■ 「安心と　豊かさ支える　消費税」 館山市　小林義和

メールマガジンを毎月10日に発信しています。

Ｅ-mailアドレス登録のお願い
間税会からの情報や会員の皆様からの情報の伝達を早くそして、大量に発信するために、毎月10日、会員の皆様

にメールマガジンを発信しています。

ご入会の際にＥ-mailをご登録されなかった方、その後にＥ-mailを取られた方、また、変更された方はE-mailの

登録をお願いいたします。

平成19年8月～12月迄にご入会いただきました会員の皆様と勧奨者　　　　　（順不同・敬称略）

新会員のご紹介

広告掲載企業

SUTAFF

東京急行電鉄株式会社
東京プロセスサービス株式会社
隅田商事株式会社
株式会社イワキ
ヒロセ電子システム株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
株式会社ルミネ
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

サトーパーツ株式会社
日動警備保障株式会社
株式会社ポイント
株式会社ユーエスエス
株式会社ダイナックス
長島梱包株式会社
成上建設株式会社
コスムビューティーサイエンス株式会社
株式会社アーキテクチャー

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　株式会社ダイナックス　　　　　　　　渋谷区恵比寿4－12－12

株式会社アーキテクチャー　　　　　　渋谷区渋谷1－20－26
印　　　　刷　長谷川印刷株式会社　　　　　　　　　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
mail：info-shibuya-tokyo@kanzeikai.jp ホームページ　www.kanzeikai.jp/tokyo/shibuya/



広　告

■27■「税金を　活かしてつくる　国づくり」 船橋市立海神中学校　齋藤 光




