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お か げ さまで 4 0 周 年

お客様のご要望にお応えする
多彩かつ高品質な製品群

2012年 新年号
渋谷間税会の事務局は、HPにすべてを置いています。
会員の方で、メールアドレス登録がお済みでない方は、まずはメールアドレス登録にご協力ください。

新しい会運営のために
会員メールアドレス登録に
ご協力ください。
税金を

払ってこの町

いい町に（平成23年度

渋谷間税会会長賞

優秀賞）
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イータックス

簡単・明瞭

いいタッチ（平成 23 年度

東京国税局間税会総連合会優秀賞）

会長あいさつ

新年会長あいさつ

会長

白子

英男

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
会員の皆様並びに渋谷税務署の皆様には、平素、当間税会に対しまして、
深いご理解と多大なご尽力ご支援を賜り、誠にありがたく厚く御礼を申し
上げます。
昨年は、3.11 の東北大震災と原発事故に伴う電力制限で国内経済の停滞が起こり、重ねてタイの
水害被害で日本の生産工場が止まるなどのアクシデントが続き、円高とデフレのダブルパンチが重な
る激怒の年でありました。厳しい年でありましたが皆様方のご理解とご支援の下に
「絆」
を大切にして、
会務の運営全般を滞りなく行うことができましたことを、感謝いたしております。
間税会の事業であります「消費税のアンケート調査」
「世界に消費税クリアファイルの租税教育推
進協議会への贈呈」並びに「税の標語募集」は、区内学校・会員企業の協力のもとに、担当役員、関
係者の支援で大きな成果を上げることができました。
新しい年を迎え、私どもは、心を新たにしまして、間税会の役割であります、消費者からの預り金
的性格である消費税の完納運動や、効率的で簡素な電子政府の実現に資する観点から e-Tax の推進に、
役員は勿論、会員が挙って利用されますよう願っております。
税務協力団体である間税会は、消費税の引き上げを賛同する会ではありません。消費税の税制提言
において、「公平・透明・納得」の信頼性ある税制体系の視点から消費税率は、複数税率の採用をめ
ぐる業界の政争の道具とならないように、単一税率で透明性の高い「給付つき税額控除制度」を優先
的に検討するためにも納税者番号制度の導入を提言しております。
提言の効果を実現する為にも、理解ある会員の増強は大切であります。率先して新規会員の加入勧
奨に一層のご尽力を賜りますようお願いを申し上げ、新年のご挨拶といたします。

e-Tax へのご協力をお願いします。

申告は

ネットでやれば

便利だよ（平成 23 年度

東京国税局間税会総連合会入選）
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渋谷税務署長あいさつ

新年署長あいさつ

渋谷税務署長

八本

輝雄

新年明けましておめでとうございます。
平成 24 年の年頭に当たり、渋谷間税会の皆様に謹んで新年のご挨拶を
申し上げます。
白子会長をはじめ役員、会員の皆様方には、平素から税務行政の円滑な
運営に対しまして、深いご理解と多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。貴会におかれましては、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
事業を推進していただいておりますとともに、消費税に関するアンケート調査を通じて、税制や執行
に関する有意義な提言を行うなど、活発な活動をされております。
特に、租税教育活動に関しましては、渋谷区内の小学校を中心とした ｢ 税の標語 ｣ の募集を行い優
秀作品について、昨年に引き続き「ハチ公バス」でのポスター掲示による広報活動や「世界の消費税
147 ヶ国」のクリアファイル広報などにご尽力をいただきました。私どもといたしましては、誠に
心強く感じますとともに、会員の皆様の地道な努力と熱意ある活動に対しまして、心から感謝を申し
上げます。
本年は辰年です。干支の組合せでは 29 番目で「壬辰（みずのえたつ）
」の年に当たります。
「壬」の
字は、草木の内部に新しい種が生まれた状態を表しており、
「辰」の字は、草木が盛んに成長し形が整っ
た状態を表しているそうです。今年は「
（昇）竜」のように是非、
経済が上向き、
景気が上昇する年となっ
て欲しいものであります。
ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、申告件数の増加、経済取引の国際化・広域化・複雑
化等により大変厳しい状況となっております。このような中で、私どもは、
「適正かつ公平な税務行
政の推進」と「納税環境の整備」という二つの国民の皆様の負託に応えて、
「国民から信頼される税
務行政」を引き続き行っていくことが重要であると考えます。納税者利便の向上を図るとともに事務
の効率化を推進するために、電話による税務相談の集中化、内部事務の一元化、そして、e-Tax の利
用促進にも積極的に取り組んでいるところであります。とりわけ、e-Tax につきましては、渋谷間税
会をはじめとする「電子申告・電子納税推進協議会」のご協力によりまして利用率が急速に伸びてお
ります。あらためて感謝の意を表しますとともに、
これからも更なる普及拡大に向けまして、引き続き、
渋谷間税会の皆様の多大なるお力添えをいただきますようよろしくお願い申し上げます。
まもなく「平成 23 年分の所得税及び贈与税等の確定申告」を迎えます。今年の申告会場は、署内
の会場に替えて、世田谷、北沢、玉川の 3 税務署と共同の申告会場（ベルサール渋谷ファースト 2 階）
で実施することになりました。是非、ご家族、従業員の皆様にご周知のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
最後になりましたが、新しい年が渋谷間税会と会員の皆様にとりまして更なるご発展とご繁栄の年
となりますよう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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税金で

お互いのくらし

支え合う（平成 23 年度

東京国税局間税会総連合会入選）

委員会 / 部会活動内容

常任理事会のご報告
当、渋谷間税会の常任理事会は、毎月原則的に第三火曜日の午前 11 時 30 分より昼食会をはさみ午後 1 時 30 分までの間、青山学院
大学に隣接のアイビーホール青学会館において開催致しております。構成メンバーは、当会の正副会長と常任理事の皆様総勢 20 数名と
なっており常時 15 名前後の方々が出席され各テーマに付、議論をしている所です。今年も引き続き開催して参りますので、役員の方に
限らず会員の皆様にあっては、オブザーバーとして参加を歓迎致しますので、ご出席いただける場合には、私 伊奈までご一報下さいます
ようお願い申し上げます。尚、当常任理事会の通称名は「三火会」と呼んでおりますが、これは前述の通り、毎月第三火曜日に実施して
いることが所以で、名付けの親は、渋谷税務署法人 課税第二部の熊谷統括官です。

2012年
（平成24年）
新年会の概要について
今年の渋谷間税会新年会は、すべて会員各位までご案内させていただいている通り 1 月 24 日（火）午後 6 時より同 8 時までの予定で、
アイビーホール青学会館において開催されます。毎年ご来賓も含め 70 名前後の方々がご出席下さいますが、現下の景気状況を踏まえこ
こ数年、参加者の減少が顕著になっております。当会 白子会長のご意向では、何とか例年通りの参加者を確保したいと常々言われている
所ですので、我々役員一同も会員各位に働きかけ動員活動を展開しておりますが、景気の環境には勝てず、厳しい状況が続いております。

■総務委員会
2011 年 6 月 9 日開催の総会において、私自身、総務担当の副会長を拝命した所でありますが、未だ残念ながら委員会としての体
を成し得ておりません。今しばらく時間がかかるかと思いますが、近い将来

委員会として総務全般に付、議論し、活動していける

組織体を構築すべく努力して参りますので、役員・会員各位のお力添えを切にお願い申し上げます。
■税制委員会 税制委員委員長兼副会長

広瀬 正

全間連は、国民生活の実情等を踏まえて公正な税制と円滑な税務運営を推進する観点から、税制及び税務執行に関する提言活動を
９月に政府税調、各党、財務省、国税庁等に行っています。
会員の意見を反映するために、当会は、４月１日に「消費税等に関するアンケート調査」を、消費税の税率構造・税収の使途を質
問形式でインターネットにて実施、取り纏めて提出しています。
６月には、事業担当加藤副会長と共催で「世界の消費税クリアーファイルの租税教育推進協議会への寄贈」、印紙税部会の福井部長
と共催で「税の標語募集」にも参加させて頂いています。
■広報委員会
飛翔 36 号広報委員会報告
広報担当北島副会長、情報担当佐藤副会長指導の下、渋谷間税会広報誌「飛翔」は年 2 回発行しております。
税に関するお知らせ、理事会報告、女性部会、青年部会の活動等をお知らせしておりますが、会員間の交流と身近な広報誌として
より一層の充実を目指して頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。
■情報委員会 情報委員長兼副会長

佐藤 正人

情報委員会は、会運営を限られた費用と関係者間で行うため、ホームページの活用を前提に機能組み込みまでは行ってきたが、十
分に関係者に伝えられていないために一部でしか活用されていないのが実情です。そこで、関係者の方に活用の方法を毎月開催され
る三火会の前後で iPad 教室にて本会の仕組みとその活用についての説明会を行って参ります。
【当面の目標】
１、会員のメールアドレス登録率を 90％以上にする
２、委員長 / 部会長による次の活用習得
①会員データの閲覧 / 検索

②会員データの登録 / 内容変更 / 退会処理

④イベントの登録と参加回答要求とその結果の確認

③関係者へのメール＆ＦＡＸによる一斉配信

⑤ファイル共有のためのコンテンツ管理

⑥メールやＦＡＸの関係者間での通信結果の確認
■青年部会 青年部会長

青木 哲夫

2012 年度のさつき会の行事につきまして報告致します。
2012 年度は、恒例のゴルフコンペを 5 月の 10 日から 20 日の間に春のコンペ、11 月の 5 日から 15 日の間に秋のコンペを開
催したいと思っておりますので、宜しくお願い致します。2012 年から青年部と女子部が合同でいろいろな行事を開催していきたい
と思っております。
ゴルフコンペは勿論ですがさつき会としては夏に屋形船を計画しております。そのほか盛りだくさんの行事、会合を積極的に開き
その中で会員増強も取り組んで行きたいと思っています。
■女性部会 女性部会長

星野 光子

新年おめでとうございます。
渋谷間税会女性部会には日頃より御協力賜り厚くお礼申し上げます。
さて、今年より女性部会の活動は青年部会と合同で行う事になりました。青年部会と協力して、会員の皆様により参加して頂ける
ような魅力ある会にするため様々な企画を考えて行きますので、御協力賜りますようお願い申し上げます。初回の青年部会、女性部
会との合同研修会は桜の咲く頃、会員の皆様ほか新会員の募集も兼ねて楽しい会を開催する予定です。会員の皆様には、ご友人にも
お声を掛けていただきますようお願い申し上げます。

復興を

税で支える

支援の輪（平成 23 年度

全国間税会総連合会入選）
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平成 23 年度「税の標語」募集結果

平成 23 年度実績
加計塚小学校
西原小学校
猿楽小学校

応募総数

広尾小学校
代々木小学校
本町小学校

山谷小学校
中幡小学校
臨川小学校

1808 件
上原小学校
幡代小学校
都立第一商業高等学校

賞名
学校名
東京国税局間税会総連合会優秀賞 新東産業株式会社
東京国税局間税会総連合会入選
渋谷区立幡代小学校
東京国税局間税会総連合会入選
都立第一商業高等学校
全国間税会総連合会入選
個人
全国間税会総連合会入選
都立第一商業高等学校
渋谷税務署長賞 最優秀賞
渋谷区立広尾小学校
渋谷税務署長賞 優秀賞
都立第一商業高等学校
渋谷区長賞 最優秀賞
個人
渋谷区長賞 優秀賞
都立第一商業高等学校
渋谷間税会会長賞 最優秀賞
渋谷区立臨川小学校
渋谷間税会会長賞 優秀賞
都立第一商業高等学校
青色申告会会長賞
渋谷区立代々木小学校
入選
渋谷区立猿楽小学校
入選
渋谷区立猿楽小学校
入選
渋谷区立猿楽小学校
入選
渋谷区立猿楽小学校
入選
渋谷区立加計塚小学校
入選
渋谷区立加計塚小学校
入選
渋谷区立加計塚小学校
入選
渋谷区立神南小学校
入選
渋谷区立神南小学校
入選
渋谷区立神南小学校
入選
渋谷区立代々木小学校
入選
渋谷区立幡代小学校
入選
渋谷区立幡代小学校
入選
渋谷区立幡代小学校
入選
渋谷区立幡代小学校
入選
渋谷区立幡代小学校
入選
渋谷区立幡代小学校
入選
渋谷区立富谷小学校
入選
渋谷区立富谷小学校
入選
渋谷区立富谷小学校
入選
渋谷区立本町小学校
入選
渋谷区立本町東小学校
入選
渋谷区立本町東小学校
入選
渋谷区立臨川小学校
入選
渋谷区立上原小学校
入選
渋谷区立上原小学校
入選
渋谷区立広尾小学校
入選
渋谷区立広尾小学校
入選
渋谷区立神宮前小学校
入選
渋谷区立西原小学校
入選
渋谷区立西原小学校
入選
渋谷区立西原小学校
入選
渋谷区立西原小学校
入選
渋谷区立西原小学校
入選
都立第一商業高等学校
入選
都立第一商業高等学校
入選
都立第一商業高等学校
入選
都立第一商業高等学校
入選
都立第一商業高等学校
入選
都立第一商業高等学校
入選
ジブラルタ生命保険株式会社
入選
新東産業株式会社
入選
（株）永生
入選
（資）江口自動車修理工場
入選
ＮＴＴネオメイト（株）
入選
株式会社フロンティア
入選
岩泉町立大川小学校
入選
個人
入選
松嶋一海税理士事務所
番外編 特選
個人
番外編 特選
個人

神宮前小学校
富谷小学校

神南小学校
本町東小学校
一般

応募者名
道田 公一
舘石 透
伊藤 恵美也
古城 英男
宮田 莉沙
長沼 大輔
酒井 ちひろ
竹重 満夫
丹波 希成
木築 卯欄
髙木 香奈
田中 遥高
丸山 裕貴
金子 就
鈴木 一弘
和田 凜太
横山 琴里
大島 吉広
野澤 真伸
高橋 志英
上林 隼人
大石 更紗
石井 貴大
我妻 未来
袴田 佳恋
上條 大地
嶋
彩子
北原 幹生
鈴木 スミレ
塩塚 佳奈
佐藤 美菜
林 珠里
新田 さくら
手塚 愛莉
穂積 和也
江川 竜太
ニューマン アンジェラ 栄
須藤 寧子
大谷 正典
齋藤 怜央
青木 翔
宇都宮 千織
山内 渉
宮下 莉々
西浦 晋一朗
鈴木 悟
横川 愛美
山口 理紗
小川 清十郎
大笹 翔
鈴木 瑛璃日
鈴木 大毅
斎藤 誠二
横田 菊男
シラコ ヨウコ
江口 雅子
永田 政己
三谷 典子
熊谷 大輔
金子 秀重
松嶋 一海
櫛田 賢治
甲斐 千春

標語
イータックス 簡単・明瞭 いいタッチ
申告は ネットでやれば 便利だよ
税金で お互いのくらし 支え合う
復興を 税で支える 支援の輪
税金を 正しく納めよう 正しく使おう
世代こえ 日本を支える 消費税
税金で 救える未来と この暮らし
納税で いい明日 豊かな いい未来
支え合い みんなで納めて 夢叶う
納めれば 笑顔に変わる 消費税
税金を 払ってこの町 いい町に
税金は 明るい未来の 道しるべ
未来への 道を拓く 消費税
税金は あなたの未来 かけはしだ
税金は 日本を支える 力になる
税金君 君が日本の キーマンだ
税金を 国に納めて いい未来
快適な くらしのために 税金を
安全な 暮らしのために 納めよう
消費税 国の未来を 築いてる
消費税 みんなの未来 つくるため
全員の 幸せ運ぶ 消費税
ぼくたちの あしたを担う 消費税
税金は みんなのくらしを 支えてる
税金で 支えられてる 子供達
税金で 明るい未来 作りましょう
支え合おう 大事な大事な 消費税
私もね 身近に払う 消費税
消費税 日本の明日を 支えてる
納税は 未来を守り 築くため
明日のため みんなで担う 消費税
税金を おさめて はたそう 国民の義務
消費税 明るい未来を ささえてる
いろんな税 きちんと払おう 国のため
税金は 今日もみんなの 役に立つ
消費税 日本の未来 作るため
君の税 東北の松 育てるよ
今のため 未来のための 消費税
消費税 日本の未来を 決める税
納税で 明るい社会を 作ろうよ
消費税 みんなでこつこつ たすけあい
税金は 街にあなたに 役に立つ
わすれない あなたの税金 国のため
ひさい地の 復興思い 税はらう
少しでも みんな払えば 国のため
税金を おさめてつくる あすの町
税金が 作る夢と 輝く未来
国民の 未来を守る 消費税
税金で 僕らの未来を 住みやすく
消費税 国を支える 大きな力
税金で 広げよう 支援の輪
私たちの 未来を支える 消費税
税金は 一番身近な 社会貢献
税金を 正しく納めて 良い社会
人々の 明日への架け橋 消費税
復興へ 必ず生きる 皆の税
所得税 ネットで申告 簡単に
税金は 明日の日本の 礎に
ふるさとへ 税を納めて 恩返し
明日築く 税の仕組みと 使いみち
助け合う 心育む 消費税
飲み助は 間接税で 胸を張る
物買えば 景気良くなる 消費税

渋谷間税会では、「税に関する啓発・広報活動」と、また教育の場では税教育推進の一環として、次代を担う子供達に税を身近
に感じて貰うことを目的とし、全国間税会総連合との協賛により、
「税の標語」の募集を毎年実施しています。
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税金を

正しく納めよう

正しく使おう（平成 23 年度

全国間税会総連合会入選）

活動報告

▼ 11 月 5 日− 6 日

▼ 11 月 11 日

渋谷区民のひろば

渋谷税務署長納税表彰式

▼平成 24 年 1 月 24 日

新年賀詞交歓会

▼渋谷間税会より北島副会長が表彰を受けました。

青学会館アイビーホール

白子会長あいさつ

アトラクション

世代こえ

八本渋谷税務署長あいさつ

伊奈副会長

日本を支える

桑原渋谷区長

消費税（平成 23 年度

渋谷税務署長賞

森渋谷税理士会支部長

最優秀賞）
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渋谷（日本）が、動き出す

平成24年辰年は
渋谷（日本）が動き出す
渋谷の東急文化会館跡地で建設が進む “渋谷
ヒカリエ” を取材しました。
東京急行電鉄株式会社、渋谷開発事業部下山
課長に、東急文化会館跡地および周辺一帯にお
いて、渋谷駅周辺開発のリーディング・プロジェ
クトとして始動し、本年４月に開業する新しい
時代の幕開けとなる高層複合施設「渋谷ヒカリ
エ」について伺いました。

白子会長：このビルには、劇場「東急シアターオーブ」が入っているのですね。
下山課長：東アジア中心にアジアの方、出来れば世界中の方に劇場に来てほしいです。ニューヨーク
に行かなくても本物のミュージカルが体験できるように、字幕も様々な原語に対応出来るように考
えていまして、中国語や韓国語も検討しています。
白子会長：施設についてお話ください。
下山課長：渋谷を国際観光都市とすべく、渋谷の中心に位置し世界中から集客したいです。地下３階
から５階が商業施設「ShinQs（シンクス）
」
、これも東急百貨店が新業態としてチャレンジしてい
きます。８階は人材育成の場です。若い作家やアーティスト達、ものづくりする人たちに発表の場
を設けて渋谷から巣立ってほしいとも思っています。渋谷の今後の文化を支えていくような人材育
成の拠点を作りたいです。具体的には、作品を展示する場所であったり、クリエイターなど様々な
人達に働く場所を提供してクリエーティブの拠点としたいです。もともとここは、東急文化会館が
あった場所でもあります。とても斬新な施設でした。当時あまりなかった映画館とかプラネタリウ
ムなど最新の娯楽施設をかき集めた発想でした。我々も最先端なものを、今の時代と照らし、そし
て将来を見据え、寄せ集めようという発想です。今後、東横線の跡地が開発できるようになるので、
これを含めた様々な開発計画の検討が進んでいます。十年、二十年というスパンになりますが、渋
谷を大改造と申しますか、今は必ずしも歩きやすくなく、乗換えが不便だったり、高齢者が敬遠し
たくなる街になっています。こういった問題点をこの機会に抜本的に改良しようと進めています。
わが社の社長の野本も「日本一訪れたい街」と目標を掲げているので、それにふさわしい一番目の
プロジェクトが《渋谷ヒカリエ》です。渋谷発で新しい情報をどんどん発信して行きたいです。
北島副会長：
《渋谷ヒカリエ》という名前は、どこから付けたのですか。
下山課長：《渋谷ヒカリエ》とういネーミングは公募ではなく、先ほど申しましたような思いを総合
して事業者で名付けました。未来を照らしていく！希望の光！前に向かって行くイメージです。光
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税金で

救える未来と

この暮らし（平成 23 年度

渋谷税務署長賞

優秀賞）

渋谷（日本）が、動き出す

輝いている施設にしたいという思いがあり、いい名前だと思っています。
白子会長：この企画についてお話ください。
下山課長：都市間競争を意識しているところはあります。丸の内は、重厚な企業というイメージがあ
ります。そういった中で、渋谷は、これからの成長産業が集まってどんどん新しいものを発信して
いく。渋谷はビルも中小、個人の物が多く、個性が輝いています。我々もそれを集めて、もっと集
団のエネルギーとして、同じ方向を向いて良くして行こうということでやって行きたいです。
渋谷ヒカリエ８階はクリエイティブスペース「８/（ハチ）
」
、東急文化会館が８階建てだったのも
あり、八で末広がり、ハチ公の “はち” でもあります。市民に開かれた学びの場。文化とか新しい
ものを作っていく色々な人たちが集まる、アートとかデザインを作っていく人たちと、いろいろな
ワーカーとか企業、個人事業者が集まって、何かを作り上げていく協働の場です。渋谷で新しい物
が生まれたらいいと考えている。渋谷の価値をあげて行きたいです。この企画は、かなり苦労して
色々な外の方とヒアリングを重ねた上での、自分たちでオリジナルのものです。長い視点で考えて
います。我々だけでやるのではなく、賛同してデザイナーのナガオカケンメイ氏とかアートギャラ
リストの小山登美夫氏とか、オフィスはコクヨファニチャーなどと、新しい働きかけをしていきた
いという趣旨に賛同した人たちとつくり上げていきます。
《取材を終えて・・・》
世界に冠たる日本のもの作り大国に、
新たに渋谷の圧倒的な “人”
“個性” の創造的、知的エネルギーや情報、未来の成長産業を集積
した希望のヒカリを照らす街づくりをコンセプトに、象徴的な複
合施設である《ヒカリエ》の【夢】未来を語って頂きました。東
日本大震災の復興に向けて、〈渋谷から日本を元気に〉
！の民間活
力で安心・安全の渋谷地区再開発の促進や、I T, ファション、文
化・カルチャー、アミューズメント産業等の振興事業に弾みがつ
く起爆剤になり、渋谷がグローバル化の国際観光都市の目玉とな
る、
「活力ある個の集積」の街の初夢を見させて頂きました。

納税で

いい明日

豊かな

いい未来（平成 23 年度

渋谷区長賞

最優秀賞）
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役員協賛広告

ハクエー産業 株式会社
代表取締役 白子 英男

北島

義久

Ｔｅｌ：０３ ─５４８３ ─０１８８
〒１５０ ０
─ ００２
東京都渋谷区渋谷１ ─１ ─６

有限会社 本国
代表取締役
Ｔｅｌ：０３ ─３４４４ ─７２１１
〒１５０ ０
─ ０１２
東京都渋谷区広尾５ ─２ ─２５

ヒロセ電子システム 株式会社
代表取締役社長 広瀬 正

小出

修一

Ｔｅｌ：０３ ─５７２５ ─８９８２
〒１５０ ０
─ ０２２
東京都渋谷区恵比寿南１ ９
─
─
６

新東産業 株式会社
代表取締役社長

Ｔｅｌ：０３ ─
３４００ ─
４１４１
〒１５０ ─
０００２
東京都渋谷区渋谷２ ─１２ ─
１９
東建インターナショナルビル３Ｆ

成上建設 株式会社
代表取締役会長 青木 哲夫
Ｔｅｌ：０３ ─
３７９１ ─
７８５１
〒１５０ ─
００２１
東京都渋谷区恵比寿西１ ─１０ ─
６
恵比寿ツインズ４Ｆ

有限会社 東京第一地所
土屋 正
Ｔｅｌ：０３ ─３７８０ ─６０８１
〒１５０ ─
００４２
東京都渋谷区宇田川町６ ─１１
原宿パークマンション１０３

株式会社 ダイナックス
佐藤 正人
Ｔｅｌ：０３ ─５４８８ ─７０３０
〒１５０ ─００１３
東京都渋谷区恵比寿４ ─１２ ─１２

無双流 吟道会
伊奈

信一

内神田教場 渋谷教室

教室長

Ｔｅｌ：０３ ─３４６２ ─４６４６
〒１５０ ─００３６
東京都渋谷区南平台町１５ ─５

空手道 健生館
長

伊奈

信一

青山学院大学空手道部ＯＢ会所属

館

Ｔｅｌ：０３ ─３４６２ ─４６４６
〒１５０ ─００３６
東京都渋谷区南平台町１５ ─５

ジブラルタ生命保険 株式会社
斉藤 誠二
Ｔｅｌ：０３ ─３９８０ ─８５７６
〒１７０ ─００１３
東京都豊島区東池袋４ ─２４ ─３

有限会社 パープル
加藤 則幸

Ｔｅｌ：０３ ５
─ ４８９ ─
０５８１
〒１５０ ─００３１
東京都渋谷区桜丘町８ ─６

松嶋一海税理士事務所
税理士 松嶋 一海

Ｔｅｌ：０３ ３
─ ３５７ ─
５０１０
〒１６０ ─０００８
東京都新宿区三栄町６
原嶋ビル６０２

旭東化学産業 株式会社
田口 博之

Ｔｅｌ：０３ ─３４０９ ─４７５１
〒１５０ ─０００２
東京都渋谷区渋谷１ ９
─
８
─
朝日生命宮益坂ビル６Ｆ

長谷川印刷 株式会社
長谷川 貴也

Ｔｅｌ：０３ ─３４６１ ─１３１７
〒１５０ ─００４３
東京都渋谷区道玄坂１ １
─ ５ ─
３

渋谷地下商店街振興組合
濤川 由雄

Ｔｅｌ：０３ ３
─ ４６１ ─
７７３９
〒１５０ ─００４３
東京都渋谷区道玄坂２ ─２ ─１

優秀賞）

渋谷区長賞

夢叶う（平成 23 年度

みんなで納めて

支え合い
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※申込み順

会員協賛広告

渋谷税務署からのご案内

申告書の提出期間と納税の期限
所

得

税

平成24年 2 月16日（木）～平成24年 3 月15日（木）

贈

与

税

平成24年 2 月 1 日（水）～平成24年 3 月15日（木）

個人事業者の消費税及び地方消費税

平成24年 1 月 4 日（水）～平成24年 4 月 2 日（月）

※ 還付申告の方は、1 月から確定申告書を提出することができます。
※ 提出前に申告内容が正しいことを確認し、早めに提出してください。

e-Tax（国税電子申告・納税システム）なら自宅で簡単に作成・提出ができます
期限間際の確定申告会場での相談は、毎年大変込み合います。国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）「確定申告
書等作成コーナー」なら、自宅のパソコンで作成・提出ができます。自動計算なので、所得税の確定申告書や決算書
等を容易に作成できます（特例の内容等で、利用できない場合があります）。
提出は、電子証明書（認証付き住基カード）を利用して送信する方法（贈与税を除く）とプリントアウトし税務署
に提出する方法があります。送信の場合、所得税は 4,000 円までの税額控除（過去に適用された場合を除く）や源
泉徴収票などの提出を省略（確定申告期限から５年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
）
するメリットがあります。

公的年金等に係る雑所得を有する方の所得税の確定申告不要制度
平成 23 年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が 400 万円以下であり、かつ、公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額が 20 万円以下である場合には、所得税について確定申告書の提出は不要となりました。
※ 該当の方でも住民税の申告は必要です。また、所得税の還付を受けるには、確定申告書の提出が必要です。

納めれば

笑顔に変わる

消費税（平成 23 年度

渋谷間税会会長賞

最優秀賞）
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2012新年 第36号

お か げ さまで 4 0 周 年

お客様のご要望にお応えする
多彩かつ高品質な製品群

2012年 新年号
渋谷間税会の事務局は、HPにすべてを置いています。
会員の方で、メールアドレス登録がお済みでない方は、まずはメールアドレス登録にご協力ください。

新しい会運営のために
会員メールアドレス登録に
ご協力ください。
税金を

払ってこの町

いい町に（平成23年度

渋谷間税会会長賞

優秀賞）

