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経営は真剣勝負!経営は真剣勝負!

とも減ることで税金も減らしていこうという考
えだよね。
三神　健康年齢を引き上げることで次世代へ
の負担をいかに減らしていけるかということで
すね。
酒井 今、私が強く感じているのは、法人会は「会

員による会員のための会」であるべきということ。青年部会が入り口
となることで、法人会への理解・活動の機会を広めて、法人会全体の
活性化へ繋げたい。
三神　そのためにも青年部会として意義ある活動をしていきたいです。

西  青年部会主催のお祭りという企画もいいですね。人が集まれば、
地域活性化にも繋がる。
酒井　他の法人会では参加しているところもあ
りますね。麹町法人会でいうと女性部会は参加し
ようとして、青年部会にも声がかかったことがあ
る（実際はお祭りが台風で中止になり不参加）。
また、交流企画として、毎年行っている新年会をや
めてお祭りの共同参加に切り替えていこうと提
案があり、今後はそういった形になりそう。
それ以外にも、青年部会の全員に何かの担当として実行委員のよう
な活動をしてもらいたいと考えている。
三神　主体的に関われば得るものは多い。それ以前に青年部会の活
性化・新入会員へのフォローをまずやらないといけないですよね。
酒井　それは同時進行でも良いと思っている。今の体制だとすべて部
会長・副部会長に任せっきりなので、皆に企画段階から関わってもら
いたい。
三神　新入会員に対してもっと間口を広げ、法人会の全体像を見ても
らう事が大切。今考えているのはZoomによる歓
迎会や事業説明。そこから会員企業の紹介や、特
色を生かしたオンラインセミナーも企画したい。
西  HPをもっと面白くできたら良いですね。今は
ただの法人会紹介だけなので、会員企業の事業
紹介やお店に行ってみたなど、できたら面白そう。
酒井　それいいね。すぐにできそうなので進めましょう。

三神　法人会が発足した当時の意義から一歩二
歩進めて、この活動の目的・目標を再定義する時
期ではないかと。経営についての資質を磨けるよ
うな場所でないと、新しい世代は入ってこない。
法人会には先輩経営者が大勢いる。新人経営
者や後継者にとって、自社の運営が本番とした

ら、法人会は学びと場数が踏めるレベルアップの場になる。
酒井　それが法人会最大のメリットかもね。

酒井 現在1500社からなる当会で、何かしらの活動をしている人は
100社にも満たない。それ以外の会員さんにとって当会は敷居が高
い・参加しにくい・呼ばれても何をしていいかわからない、というの
が現状。
西  法人会は会員が減ってきて、高齢化が進んでいる。若い人たちを
巻き込んでもっと会員を増やす。そうした活動をしていかないと存続
自体が危ぶまれるので、まずはそこを念頭において動いていかない
といけない。
三神　今の法人会（青年部会）の活動はあまり知られていないと感
じていて、活性化につながる発信が必要と考えています。今回の対談
で会員の皆さんに興味を持ってもらえたらいいですね。
酒井　みんなが得意な分野や好きな分野での活動ができるようにし

たい。活動のメインを広げていかないと、税金・
税金ばかりの真面目なイメージだけではつまら
ない。それと、今の若い人たちはお酒だけでは魅
力を感じてくれない。女性経営者が増えているの
に女性の加入率は高まっていない。結局のとこ
ろ、青年部会は男の会になってしまっている。

酒井　青年部会・女性部会・地区会は自由な部分も多く、法人会の
活動についても理解が深まる。まずはこれらを入り口として、経営者
のコミュニティを増やして欲しい。
そういった意味でも青年部会の立ち位置は重要だと思う。それと今
の若い人とのコミュニケーション方法を取り込んでいきたい。お酒の
席だけではダメですね。
三神　経営者・後継者の資質が上がるような魅力ある活動、自ら参
加したくなる会にしたい。自分が青年部会で経
験できた事を伝えるなど、内部から活性化させ
ていきたい。会社が良くなれば社員が元気にな
り、社員や家族が元気になれば地域が元気に
なる。経営者ってたくさんの可能性を持ってい
て、その人達が集まる法人会にも大きな可能性
がある、そんな場づくりをイメージしています。
西  例えば、地域〇〇をキレイにしよう！とか発案して面白い企画で
地域を盛り上げたいですね。
三神　目に見えて成果のわかる社会貢献ってやり甲斐あると思います。

三神　青年部会では「健康経営」というテーマで活動していくが、
これを青年部会から麹町法人会全体へ広めていきたい。
西　元々は体の健康維持から病院へ行くことも減り、薬を使うこ

青年部会から法人会全体の活性化へ

活性化する企画から新しい法人会へ
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キーワードは「麹町を元気に!」

新
春

酒井 強志
今回の衣装は、青年海外協力隊
で2年間滞在した、バングラデ
シュの民族衣装です。私のバッ
クボーンの一つでもあります。

麹町法人会 青年部会長

麹町法人会 青年部会副部会長

西    真
高校で野球をやっていた
経験から野球のユニ
フォームで来ました。今
もエンドレスという野球
チームに入っています。

三神 裕継
子供の頃に麹町警察署で柔道
を習い始めました。法人会は異
種格闘技。業種が違っても他社
に学ぶところは多くあります。

※敬称略

けんたくんと行く！～麹町エリアの坂～

ご存知の方も多い九段坂は、九段下
交差点から靖国神社の南側に上る坂
道です。武道館や千鳥ヶ淵、そして
靖国神社という観光スポットへと続
くこの坂道の由来は、9棟の長屋が
段々に設けられていたからとも、

vol.3

急坂だったため九つの段が築かれて
いたからともいわれています。
古くは「飯田坂」とも呼ばれ、かな
りの急坂でした。それが関東大震災
を機に大改修がおこなわれ、今の緩
い勾配になりました。

九段坂
昔はどれだけ
急だったのか
気になるワン

サカイ商事株式会社
昭和45年創業当時から電子部品の商
社。先代がこの地域へ思い入れがあり、
飯田橋富士見で創業、その後九段南へ。
経営者になったときに一つのキーワー
ドとなったのが「社会貢献」。それが法人
会活動を積極的に行うキッカケとなる。

株式会社ミカミ
銀座でカメラ小売店として創業。防災カメ
ラのメーカーと、放送用映像機器（キヤノン
製品）の販売代理店という2つの顔を持つ。
30歳で3代目社長に就任。
異なる業種の先輩経営者と気さくに話せる
環境に魅力を感じて青年部会へ参加。

株式会社アスタリスク
システム開発やアプリ制作などのIT事業
とドッグウェアの企画・製造・販売、さらに
横浜元町でペットサロンを経営。
堅いイメージの法人会だったが、思いのほ
かフランクな感じで楽しめたことや経営
の考え方を学びたいと考えて今も活動。

お互いのバックボーン（生い立ち）にちなんだ、思い入れのある勝負服で法人会を語っていただきました！

麹町法人会 青年部会副部会長 
兼 東法連青連協副会長
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新年明けまして
おめでとうございます
新年明けまして

おめでとうございます
　新年明けましておめ
でとうございます。
　会員の皆様新たな年
を健やかにお迎えのこ
ととお慶び申し上げま
す。
昨年新型コロナウイル
スに始まりその感染で1
年を過ごすことになりま
した。そのため、麹町法

人会の各事業もいろいろと感染予防をして実施することに
なり懇親の場はすべて中止をせざるを得ないことになりま
した。
6月の総会は、間隔を取り実施、9月のリバークルーズは、
成人の部には一般の方々と一緒に道免署長以下幹部の
皆様に人数を減らし乗船して頂き川面から見学頂き感謝し
ております。
　又10月の税務研修会には道免署長の講演と11月の
「税を考える週間」には麹町納税貯蓄組合連合会と共催
の「納税で持続可能な社会をつくる」第４弾としての講演
会はSDGsを中心とした展開で大変興味深いものでした。
　2つの行事は、初めての試みとしてインターネット配信し
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感染には万全を期し、適正・公平
な税務行政に努め、皆様から
信頼される税務署を目指します。

新型コロナ禍のなかで納税者に
寄り添いつつ公正・公平な税務
行政の実現と納税者サービス
向上に全力で取り組みます。

区民の皆様が安心して暮らせる
千代田区を目指します。
本年もよろしくお願いいたします。
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【会員限定】管内大学の採用支援事業【会員限定】管内大学の採用支援事業

麹町法人会事務局まで
ご相談ください
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ご興味のある企業様ご興味のある企業様

第1回目として、9月25日（金）9：30～城西国際大学東
京紀尾井町キャンパスにて開催。
3週連続実施し参加企業は6社でした。

交流委員会では、麹町法人会の運営指針のひとつで
ある、管内大学との協調した活動を推進していくとい
うことで「採用支援事業」をはじめました。

第65回「簿記教室」 第65回「簿記教室」 
第65回「簿記教室」を8月3日から9月10日の11日間で
開催されました。今年も麹町税務署のご協力の下、石油
製品販売健康保険組合の会議室にて行われました。
熱心に勉強された参加者様は廣瀬真公益事業委員長
から修了証書を受け取りました。

「簿記教室」は毎年恒例の活動として、多くの方が受講
されています。来年も開催されますので、この機会にご
参加されてみてはいかがでしょうか。

各大学の学生との「コミュニケーション交流会」を開催！
経営者は若者の考え方に触れ、新規事業のアイデア等に繋げる！

当法人会経由のインターンシップと会社説明会の開催！ （原則無料）

各大学、学生へのアンケート他、働きかけが可能！

● 大妻女子大学・短期大学

● 共立女子大学・短期大学

● 城西国際大学

● 上智大学

● 東京家政学院大学

● 二松学舎大学

● 日本大学

● 法政大学 
※大学により事業内容は若干異なります。

令和2年度「税務研修会」令和2年度「税務研修会」
コロナウイルスの影響を受け中止が続いていた「税務
研修会」が無事スタートしました。例年、九段第２合同庁
舎（麹町税務署）で開催していましたが、今年度最初の
開催は大手町合同庁舎の会議室で行われました。
また、感染対策も十分に行われ、先着順による人数制限
を設けた開催となりました。

公益事業委員長
廣瀬  真

企業紹介資料作成の様子

参加企業ができること

地区内大学 （音順） 税と経営の専門紙
「週刊 税のしるべ」で
記事になったワン！

税と経営の専門紙
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記事になったワン！

広く会員の皆様に広報できたのではないかと思うところで
す。但し、残念なのは、小学生のリバークルーズは、コロ
ナの影響で中止といたしました。
お蔭様で新年度の行事も上記の通り行うことが出来まし
たのも会員の皆様のご協力ご支援の賜物と厚く御礼申し
上げます。
　今年の経済は新型コロナウイルスより大打撃を受け
会員の皆様も、計り知れないものであり大変ご苦労され
ことと思います。
しかし持続化給付金・雇用調整助成金・家賃支援給付
金等を活用して何とか年の瀬を迎えられたことと思いま
す。会員の皆様の税のついてのご意見をお寄せいただけ
れば上部団体に答申いたします。
　さて、2021年の干支、辛丑（かのとうし）は学問の神
様「菅原道真公」が丑年にご誕生されたこともあり牛の像
を撫でるとご利益あると言われております。参拝の際是
非試してはいかがでしょうか？新しい閃きが浮かぶかも。
当会も新しい企画だけではなく組織の活性化を図り魅力
ある活動を目指して会員の増強をしたいと考えております。
　年頭に当たり会員各位のご事業のご繁栄と皆様のご
健勝とご多幸心からご祈念申し上げ、私の新年の挨拶と
いたします。
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昭和27年に創業し、都心にありながら静か
で、アットホームな雰囲気のホテルです。
ビジネスのお客様に好評の客室をはじめ、直
営レストラン「中国料理金剛飯店」「レストラ
ンプルメリア」で皆様をお待ちしております。

東京都千代田区麹町 1-10-3（東京メトロ半蔵門駅徒歩 1分）
03-3263-2211
https://www.diamond-hotel.co.jp

麹町地区会ダイヤモンドホテル
会議・研修から懇親会まであらゆる目的にお
応えできる機能を兼ね備えた大中小25の会
場を完備。
お得なミーティングプランや各種ご宴会プ
ランもご用意。充実した館内施設とサービス
でお客様のニーズにお応えいたします。

平河永田地区会都市センターホテル

東京都千代田区平河町 2-4-1
03-5216-8819（営業・宴会課 宴会予約 直通）
https://www.rihga.co.jp/toshicenter/

1924年の開業以来、95年を超える歴史を刻
む丸ノ内ホテル。「世界のお客様へ わが家の
おもてなしを」をコンセプトに、プロフェッ
ショナルかつアットホームな接客サービス
と溢れる笑顔で独自のホテルスタイルを追
求し続けております。
東京都千代田区丸の内 1-6-3
03-3217-1111（代表）
https://www.marunouchi-hotel.co.jp

大手町丸の内地区会丸ノ内ホテル
東京の中心にありながら広大な敷地に400年
の歴史を持つ約1万坪の日本庭園や、5つ星ホ
テル「エグゼクティブハウス 禅」をはじめと
する多彩な客室、37カ所のレストラン＆
バー、33カ所の宴会場をご用意しています。

東京都千代田区紀尾井町 4-1
03-3265-1111（代表）
https://www.newotani.co.jp/tokyo/

平河永田地区会ホテルニューオータニ
伝統を受け継ぐ美味しいお料理や発売以来
変わらぬ人気を誇るオレンジケーキなど多
彩にご用意。
地域コミュニティを大切にするホテルとし
て、行き届いたサービスと温かい心遣いで、
心安らぐ贅沢な時間をお届けいたします。
東京都千代田区飯田橋 1-1-1
03-3264-1111
https://www.grandpalace.co.jp/

飯田橋・富士見地区会ホテルグランドパレス

開業130周年を迎え、時代を超えても変わる
ことのない、おもてなしの心でお客さまをお
迎えしてまいります。
帝国ホテル発祥のバイキングをはじめ、パンケー
キなどの名物料理もお楽しみいただけます。

東京都千代田区内幸町 1-1-1
03-3504-1111
https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/index.html

有楽町日比谷地区会帝国ホテル 東京

仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、広島、福
岡に13のホテルをご用意。
宿泊、レストラン、宴会機能が揃うフルサー
ビス型ホテルとプレミアム宿泊主体型ホテ
ルの2つのラインナップで、上質なホテルラ
イフをお届けします。
東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル（本社所在地）
お問合せは各ホテルへお願いします。詳細は、HPよりご確認ください。
https://www.royalparkhotels.co.jp/

大手町丸の内地区会ロイヤルパークホテルズ
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会員企業紹介会員企業紹介会員企業紹介会員企業紹介 麹町法人会の会員企業様を　　　　ピックアップしてご紹介いたします。麹町法人会の会員企業様を　　　　ピックアップしてご紹介いたします。 新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介
（令和2年8月1日～10月31日）（令和2年8月1日～10月31日）

業種：不動産業

東京都千代田区大手町 1-9-7  大手町フィナンシャルシティサウスタワー 16階
03-6665-0581　　　  https://www.mugen-estate.co.jp

大手町丸の内地区会㈱ムゲンエステート

業種：不動産業

東京都千代田区飯田橋 4-2-1  岩見ビル 7階
03-6256-8562

飯田橋・富士見地区会㈱トライランド・アドバイザーズ

業種：IT

東京都渋谷区東 3-16-3  エフニッセイ恵比寿ビル 7階
03-3400-7606

管外ダイヤモンドヘッド㈱

業種：金融機関

東京都千代田区紀尾井町 3-31
03-6278-8732

平河永田地区会（一社）日本FX教育機構

業種：サービス業

東京都千代田区九段北 4-2-5
03-5226-8872

九段一ツ橋地区会㈱ジェイウインドサービス

業種：税理士

東京都中央区新川 2-3-4  新川田所ビル 701号室
03-3553-5069（FAX）　　 

管外一ノ瀬和人税理士事務所

業種：クレジットカード関連業務

東京都千代田区内幸町 2-1-1  飯野ビル 11階
03-6550-8203　　　  http://www.alpscard.co.jp

有楽町日比谷地区会アルプスカード㈱

~「5000 社の事業承継」プロジェクト ~
雇用・経済・安全を、子や孫の未来に残す。
利益よりも社会問題の解決を優先する。

東京都千代田区平河町 1-3-6  BIZMARKS 麹町 2F
03-6403-0451　　　  https://yamatosawakami.com/

平河永田地区会（株）Yamatoさわかみ事業承継機構

長年培ってきた高度な専門スキルと経験
豊富な人材により、皆様にご満足いただ
ける、様々なサービスを提供いたします。

東京都千代田区一番町 16-1  共同ビル一番町
03-6371-1323　　　  http://ybs-snow.co.jp/

番町地区会（株）ＹＢＳ
同じ麹町法人会の会員でも知らない企業はたくさんあります。
そこで、企業紹介のページを作りました。
「我が社のおすすめ！新製品」など企業のPR にお使いください。
麹町法人会の輪を広げましょう！

お問合せ
麹町法人会 事務局 

admin@koujimachi.or.jp

会員企業紹介
記事募集中
会員企業紹介
記事募集中 麹町法人会のご紹介・お声がけお願いします麹町法人会のご紹介・お声がけお願いします

事務局へのご連絡で、担当者が説明にお伺いいたします。

新入会員を募集中！新入会員を募集中！

ホテル特集ホテル特集

東京都千代田区飯田橋 3-10-8
03-3237-1111（代表）
https://edmont.metropolitan.jp/

飯田橋・富士見地区会ホテルメトロポリタン エドモント

東京都千代田区丸の内 1-1-1
03-3211-5211（代表）
http://www.palacehotel.co.jp/

大手町丸の内地区会パレスホテル東京

麹町法人会に加入されている
ホテルは９つもあるんだワン！
ぜひ、会員の皆さまもご利用
されてみてはいかがですか？
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令和2年度 納税表彰令和2年度 納税表彰

秋季税務研修会秋季税務研修会

●開催日：11月13日（金）　●場所：麹町税務署内
令和２年度の「納税表彰式典」は、新型コロナウイルス感染拡大を防止
する観点から中止となりました。式典は中止となりましたが、大きな功
績を挙げた方々には表彰状が贈呈されました。会場では密の状態に
ならないよう十分留意し、団体ごとに時間を分けて開催されました。

受彰された皆様は、いずれも永年にわたり、それぞれの団体におけ
る要職にあって納税道義の高揚、税務知識の普及に大きな功績を
挙げられた方々です。
このたびの受彰を心からお慶び申し上げますとともに、更なるご活
躍とご健勝をお祈り申し上げます。

●開催日：１０月７日（水）　●場所：ホテルグランドパレス
今年度は新型コロナウイルスの影響をうけ、WEBで同時配信しました。
第１部    講師：麹町税務署長　道免  良春
　　　   演題：鹿児島と納税の母
第２部    講師：麹町税務署 法人課税第１部門  調査官 古谷  正博 
　　　   演題：令和２年度 税制改正等について

ウェブ配信の様子 道免税務署長

国税局長表彰受彰者
　瀬谷　達郎　 （公益社団法人麹町法人会副会長）

租推校感謝状
　千代田区立　九段小学校

麹町税務署長表彰受彰者
　志村　彰        （一般社団法人麹町青色申告会）
　菅原　俊哉　 （公益社団法人麹町法人会副会長）
　曽根　喜三郎 （公益社団法人麹町法人会常任理事）
　野口　博　　   （一般社団法人麹町青色申告会）
麹町税務署長感謝状受彰者
　上田　勝則　 （公益社団法人麹町法人会理事）
　元田　文治　 （麹町納税貯蓄組合連合会副会長）
　田中　哲夫　 （公益社団法人麹町法人会理事）
　眞鍋　卓史　 （公益社団法人麹町法人会理事）
　吉田　俊秀　 （東京小売酒販組合麹町支部班長）
　米澤　実継　 （一般社団法人麹町青色申告会）

瀬谷　達郎 菅原　俊哉

曽根　喜三郎 上田　勝則

田中　哲夫 眞鍋　卓史

公益法人等の税法説明会公益法人等の税法説明会
●開催日：11月5日（木）　●場所：ホテルグランドパレス

税を考える「シンポジウム」 ～納税で持続可能な日本に～税を考える「シンポジウム」 ～納税で持続可能な日本に～

東京国税局所管法人税務研修会東京国税局所管法人税務研修会

日本を持続可能な国にしていくために税で維持できるようにしよう
●主催：麹町納税貯蓄組合連合会
●共催：公益社団法人 麹町法人会
●開催日：11月19日（木）　※今年は会場からZoomで配信
●場所：日比谷図書館/日比谷コンベンションホール（大ホール）
●テーマ：シンポジウム～納税で持続可能な日本に～
「コロナで増えた借金財政のなかで持続可能な国の維持は
如何するのか。税とSDGｓを同時に考える。」
パネリスト（会場参加）
　伏見　俊行　  （早稲田大学大学院 会計研究科 教授）
　星野　智子　  （一般社団法人 SDGｓ市民ネットワーク 業務執行理事）
　山田　美樹　  （衆議院議員）
パネリスト（オンライン参加）
　津島　雄二　  （税理士・弁護士・元衆議院議員）
　小金澤　孝昭  （宮城教育大学 名誉教授）
コーディネーター
　浅見　哲　      （麹町納税貯蓄組合連合会会長）

●開催日：11月26日（木）   ●場所：ホテルグランドパレス

第２部
講師：麹町税務署 法人課税第２部門
         上席調査官　原　真紀子
演題：公益法人等に係る消費税

第１部   
講師：麹町税務署 法人課税第１部門
　　  調査官  古谷　正博　 
演題：公益法人等に係る法人税

第１部   
演題：税務行政の現状と課題
講師：東京国税局  調査第一部
　　  部長　中西  佳子

第2部   
演題：令和２年度税制改正について
講師：東京国税局  調査第一部調査審理課
         主査　神田  泰宏

   
演題：税務手続のデジタル化について
講師：東京国税局  調査第一部調査開発課
         情報技術専門官　加賀  寛規

受彰された皆様

令和２年度「税を考える週間」行事令和２年度「税を考える週間」行事

小金澤  孝昭 

浅見  哲パネリスト3名

津島  雄二

※敬称略 ※敬称略



8 9

令和2年度 納税表彰令和2年度 納税表彰

秋季税務研修会秋季税務研修会

●開催日：11月13日（金）　●場所：麹町税務署内
令和２年度の「納税表彰式典」は、新型コロナウイルス感染拡大を防止
する観点から中止となりました。式典は中止となりましたが、大きな功
績を挙げた方々には表彰状が贈呈されました。会場では密の状態に
ならないよう十分留意し、団体ごとに時間を分けて開催されました。

受彰された皆様は、いずれも永年にわたり、それぞれの団体におけ
る要職にあって納税道義の高揚、税務知識の普及に大きな功績を
挙げられた方々です。
このたびの受彰を心からお慶び申し上げますとともに、更なるご活
躍とご健勝をお祈り申し上げます。

●開催日：１０月７日（水）　●場所：ホテルグランドパレス
今年度は新型コロナウイルスの影響をうけ、WEBで同時配信しました。
第１部    講師：麹町税務署長　道免  良春
　　　   演題：鹿児島と納税の母
第２部    講師：麹町税務署 法人課税第１部門  調査官 古谷  正博 
　　　   演題：令和２年度 税制改正等について

ウェブ配信の様子 道免税務署長

国税局長表彰受彰者
　瀬谷　達郎　 （公益社団法人麹町法人会副会長）

租推校感謝状
　千代田区立　九段小学校

麹町税務署長表彰受彰者
　志村　彰        （一般社団法人麹町青色申告会）
　菅原　俊哉　 （公益社団法人麹町法人会副会長）
　曽根　喜三郎 （公益社団法人麹町法人会常任理事）
　野口　博　　   （一般社団法人麹町青色申告会）
麹町税務署長感謝状受彰者
　上田　勝則　 （公益社団法人麹町法人会理事）
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演題：公益法人等に係る法人税

第１部   
演題：税務行政の現状と課題
講師：東京国税局  調査第一部
　　  部長　中西  佳子

第2部   
演題：令和２年度税制改正について
講師：東京国税局  調査第一部調査審理課
         主査　神田  泰宏

   
演題：税務手続のデジタル化について
講師：東京国税局  調査第一部調査開発課
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受彰された皆様

令和２年度「税を考える週間」行事令和２年度「税を考える週間」行事

小金澤  孝昭 

浅見  哲パネリスト3名

津島  雄二

※敬称略 ※敬称略
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税制改正要望活動税制改正要望活動

租税教育事業租税教育事業 地区会活動地区会活動

「税制改正に関する提言活動」陳情活動「税制改正に関する提言活動」陳情活動
●開催日：10月末

法人税率の引き下げが実現しました。また、事業承継
に関する税制の創設等を実現させ、中小企業の活性化
に資する税制の構築に貢献する努力をしております。

千代田区内の２法人会（麹町法人会・神田法人会）が、
「税制改正に関する提言」を千代田区及び衆議院議員
等へ提出しました。
法人会では、このような陳情活動を継続することにより、

納税道義高揚のPRと併せて地域活動に活躍している企業の
皆様と親睦を図るため、第７回「千代田租税リバークルーズ」を
一般を対象に開催いたしました。
※ソーシャルディスタンスにより例年の約半数の定員で開催

社会保険実務セミナー社会保険実務セミナー

千代田租税リバークルーズ千代田租税リバークルーズ
●日時：９月２５日（金）１４：００～１５：００
●形式：WEBセミナー　YouTube限定公開
●講師：アイロバ株式会社  セキュリティーコンサルタント  小柳　優 
●演題：テレワークに潜む漏えいリスク及びWEBセキュリティ対策について

平河永田地区会～WEBセミナー～平河永田地区会～WEBセミナー～

●開催日：10月20日（火）・10月27日（火）2日間　●場所：トラック健保会館
●講師：社会保険労務士法人 レガリテート　椎野 太郎

１日目
「社会保険制度の仕組みと
実務について」
●社会保険制度の概要の説明
●実務上のポイントを説明

椎野先生による説明

２日目
「民法改正による人事労務実務の変更点について
及び直近の改正情報」　
●民法が改正されたことにより人事労務実務
　（保証・時効・法定利率）に与える
　変更点と直近の法改正情報を説明

去る10月7日（水）、麹町税務署職員がコロナウイルスに感染したとの情報
が入り、講師でお願いしておりました部門ではございませんが、皆様の安全
等を考えますとリスクが大きいと判断したため中止と判断いたしました。

源泉所得税の説明会
中止のお知らせ

税についての話も交えながら、
専門ガイドが各ポイントについて詳しく解説。

江戸城石垣の刻印石などをはじめ、
東京五輪に向け開発される
湾岸エリアを巡りました。

テレワーク環境の構築/運用を行う際に考慮すべき対策や、継続的
なテレワーク環境の運用を実現するために必要となるニューノーマ
ルな働き方への対応・対策を学ぶ内容を説明。

税務署に出向くことなく、インターネットを利用
して申告や納税などの各種手続をすることができ
ます。

法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう、令和
２年４月からは、以下のような環境整備を実施し、利便性
の向上を図っています。
●財務諸表のデータ形式が柔軟化されCSV形式での提出
　が可能となります。
●財務諸表をe-Taxにより法人税申告と提出した場合は、
　法人事業税の申告における財務諸表の提出が不要とな
　ります。
●連結親法人がe-Taxにより連結子法人の個別帰属額等
　の届出書を提出した場合は、連結子法人は提出が不要と
　なります。

データ化した申告書等をインターネットを利用し
て提出することができるため、事務処理全体の効
率化、ペーパーレス化につながります。

書面で提出した場合より、還付金を早く受け取る
ことができます。

納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合
より安価です。（e-Tax:370円、書面400円）

お問合せ先

e-Taxのメリットe-Taxのメリット

令和２年４月から大法人の電子申告が義務化令和２年４月から大法人の電子申告が義務化

法人税等の申告データを円滑に
提出できる環境整備
法人税等の申告データを円滑に
提出できる環境整備

国税庁 e-Tax キャラクター イータ君
e-Taxネットが便利

申告・納税

1

2

3

4

詳しくはe - T a xの  
ホームページを
ご覧ください

https://www.e-tax.nta.go.jp

イータックス0120-95-0178
マイナンバー総合フリーダイヤル

月曜日～金曜日 9 時30 分～20 時
土日祝 9 時30 分～17 時30 分

（音声ガイダンスに従って1番を選択してください。）

マイナンバーカードに係る、ICカー
ドリーダライターの設定、対応機
種、パソコン操作などのご質問

0570-01-5901
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

月曜日～金曜日 9 時～17 時
（休祝日及び12 月29 日～1 月3 日を除きます。）

e-Tax ソフト・確定申告書等作成
コーナーの事前準備、送信方法、
エラー解消などに関するご相談

申告書などの作成、記載内容などのご相談は、最寄の税務署へお問合せください。

上記以外の施策は、e-Taxホームページをご確認ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp

　令和２年４月以後開始する事業年度（課
税期間）から、事業年度開始時の資本金の
額等が１億円を超えるなどの要件に該当
する法人に対し、法人税及び消費税等の申
告は、申告書及び申告書に添付すべきもの
とされている書類の全てについて電子申
告する必要があります（以下「大法人の電
子申告義務化」といいます。）。

　対象手続は、確定申告書、中間（予定）申告
書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還
付申告書となります。
　また、大法人の電子申告義務化の対象と
なる場合は、「e-Taxによる申告の特例に係
る届出書」を対象となる事業年度（課税期
間）の開始の日から１月以内に所轄税務署
に提出する必要があります。

麹町法人会はe - T a xを推進しています。
※敬称略
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る届出書」を対象となる事業年度（課税期
間）の開始の日から１月以内に所轄税務署
に提出する必要があります。

麹町法人会はe - T a xを推進しています。
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information区税だより

information都税だより

information麹町警察署だより
住民税の申告について

火気の近くでは使用厳禁！

税・納税証明書は出張所でも交付しています

徴収猶予の「特例制度」について

①令和3年1月1日現在、千代田区に住所があり、令和2年1月から
　12月までの1年間に所得があった方
②給与所得者で、地代・家賃・利子・配当などの所得があった方

※なお、昨年中所得のない方でも申告書の所定の箇所に、昨年の生活状況
を書いて返送ください。

住民税等の課税証明・納税証明の交付を本人以外が
申請をする場合は委任状等が必要です。

～便利・安心・簡単～
住民税の口座振替をご利用ください

口座振替は、納め忘れが防げ、納付の手間も省けます。
簡単な手続きで、住民税の口座振替が可能となります。
ぜひご利用ください。

新型コロナウイルスの影響で収入に相当の減少があっ
た方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けられます。令
和3年2月1日までに納期限がある個人住民税等が対象
です。納期限前までにご相談・ご申請ください。

千代田区役所
電話：03-3264-2111（代表）

1312

■申告が必要な方

①税務署に所得税の確定申告書を提出する方
②勤務先から給与支払報告書が提出され、令和3年6月以降
　住民税を特別徴収（毎月給与から差し引かれる制度）される方
③どなたかに扶養されていた方

■申告が不要な方

区民税（特別区民税・都民税）は、前年の所得に課税され
ます。昨年確定申告をしなかった方や、給与支払報告
書の提出のなかった方、昨年中に転入された方に対し
て、区から「住民税の申告書」をお送りしますのでご覧
の上、令和3年3月15日（月）までに申告してください。

お問い合わせ先

内線2263～9・2277
税務課課税係（住民税の申告、税証明）

内線2272
税務課納税促進係（口座振替）

内線2282・2288
千代田区納税案内センター（徴収猶予）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒等のため、消毒用
アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは取扱いを
誤ると火災等を引き起こすおそれがあるので、十分な注意が必要です。

消毒用アルコールは
蒸発しやすく火源が
あると引火するおそ
れがあります。

消毒用であってもアルコール濃度60％（重量％）を超える物は危険物に該当するため、
80L以上の保管は消防署へ届出等が必要となります。

直射日光等に注意！
消毒用アルコー
ルは熱せられる
と可燃性蒸気が
発生します。

詰替えは換気の良い場所で！
可燃性蒸気は空
気より重く、低
所に滞留する性
質があります。

消毒用アルコールは正しく取扱いましょう!

麹町消防署　防火管理係問合せ先 03-3264-0119

被害急増！！特殊詐欺の新手口
キャッシュカード切れ込み事案!？

カードが悪用
されているので
確認に行きます

ICチップ・磁気部分を
避けて切れ込みを
入れれば使えるぜ

警察をかたる者から電話

留守番電話設定
電話相手を確認
しましょう

犯人は声を録音
されるのを嫌が
ります

家電量販店
で購入可能

自動通話録音機 迷惑防止機能付
電話機

カードに切り込みを入れ持ち去る 不正に預金を引き出される

警察官が暗証番号をお聞き
したり、カードを預かるこ
とはありません

麹町警察署　防犯係問い合わせ先 03-3234-0110
（内線2612）

注意

「犯人からの電話に出ない」対策を

ハサミで
切ります

交換のため
預かります

留守留守

１月は固定資産税（償却資産）の申告月です（23区内）
詳しくは、資産が所在する区にある都税事
務所の償却資産班までお問い合わせく
ださい。

東京都主税局ホームページにも詳しい内容
を掲載していますので、ぜひご利用ください。
申告の手引きや各様式のダウンロード、
Q&Aや軽減制度に係る解説をご覧いた
だけます。

償却資産とは

申告が必要な方

申    告    先

会社や個人で、工場や商店などを経営している方が、事
業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等
令和3年1月1日現在、償却資産を所有している方

償却資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班

償却資産の申告には、電子申告（eLTAX:エルタックス）もご利用できます

申  告  期  限 令和3年2月1日（月）

エルタックスヘルプデスク 月曜日～金曜日 9 時～17 時
（土・日・休日、年末年始12/29～1/3を除く）
左記電話番号につながらない場合
03-5521-0019

エルタックス
イメージキャラクター
エルレンジャー0570-081459

ハイシンコク

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が
一定程度減少した中小事業者等を対象に、令和３年度
固定資産税（償却資産）の軽減制度があります。

東京23区
固定資産税コロナ
コールセンター

詳しくは東京都主税局ホームページをご覧いただくか右記問合せ先へ 主税局 コロナ 03-3525-4106

https://www.eltax.lta.go.jp/
ホームページ
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いずみ会計事務所では
公益法人（社団法人、財団法人）
NPO法人、任意団体の会計や
税務の御相談を受け付けています！

税理士・内部監査士

■いずみ会計事務所ウェブサイト
http://izumi-kaikei.com/

■公益法人会計.com
http://koueki-kaikei.com/

［いずみ会計事務所　facebook］
https://www.facebook.com/ izumikaikei
［公益法人専門の総合相談室　facebook］
https://www.facebook.com/koueki.kaikei

［いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2］
  http://www.izumi-kaikei.info/
［公益法人専門の税理士（いずみ会計事務所・税理士浦田泉）］
  http://ameblo.jp/izumikaikei/
［NPO法人を応援する税理士 浦田 泉のブログ］　
  http://ameblo.jp/izumikaikeinpo/

〒102-0084  東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
TEL 03-5210-2511　FAX 03-5210-2513

E-Mail  info@izumi-kaikei.com

いずみ会計事務所(浦田泉税理士事務所)
いずみ会計コンサルティング株式会社

移転・休廃業、その他
変更点が生じた場合は
お早めにご連絡を！  
WEBサイト内「会員名簿」について
麹町法人会WEBサイト上で、会員相互の交流を目的とした、会員
専用ログインによる「会員名簿」の閲覧ができます。会社名とURL
が掲載されています。

口座振替サービス利用にご協力ください
2020年度年会費納付より、口座振替サービスを導入しました。お
忙しい時期に金融機関に出向く手間がなくなり、振込手数料のご
負担もありません。事務局での管理作業および経費が軽減されま
す。ぜひご利用にご協力お願いします。

会員名簿にURL掲載希望の場合
麹町法人会Webサイト > 各種届出用紙 ＞ WEBサイト「会員名簿」掲載情報

申込手続き

上記用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXにてご返信ください。 

上記用紙をダウンロードし、必要事項をご記入いただき、
金融機関届け出印を捺印のうえ、本会事務局へ郵送してください。 

当会情報誌に広告を掲載しませんか？
1回のみでの掲載も大歓迎！ 
1,800社近くの会員様へPRできます！

会員企業様は「掲載料がお得」です

広告記事大募集！

発行部数 約1,800部 　
発 刊 月 年4回（1月・3月・6月・9月）
◎原稿締切日 発刊月の前々月20日迄
　　　　　 　  （11月・1月・ 4月・7月）
◎応  募  先 admin@koujimachi.or.jp
◎会 報 担 当  高橋宛

A4サイズ 会員 非会員
1ページ

1ページ

裏表紙 30,000円 80,000円
中ページ

中ページ

中ページ
※上記料金は、1回あたりの掲載料です

15,000円 40,000円
1/2ページ 10,000円 20,000円
1/4ページ   5,000円 10,000円

麹町法人会Webサイト > 各種届出用紙＞『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』
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特集

新年のご挨拶
会員企業紹介
「ホテル特集」

活動開催報告
「管内大学の採用支援事業」「納税表彰開催」 etc

青年部会「新春特別対談」

法人会の再定義
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写真：九段坂（九段南一丁目）


