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Interview
特  集 新税務署長インタビュー

麹町法人会の皆様には平素より、多大なるご支援・ご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルスの感染拡大により、ご苦労も多いこと
と存じます。この波を乗り越え、一刻も早くコロナウイルス
終息を願うばかりです。

今の情勢が落ち着いた際には異業種交流などもっと交流を増やして
いきたい。お互いの良い所など情報共有できる場を提供できるよう、
麹町法人会さんと協力しあえればと思っています。まずは税を考える
週間が開催できればいいですね。

私は国税庁の中でも珍しいのですが、これまで地方での勤務がない
んです。ずっと東京勤務で日本橋での副署長の後には職員の非行を
未然に防止する監察官という仕事もやらせてもらいました。
その後、酒類業調整官という酒類業界とのパイプ役などを主に行う役
職も経験させていただきました。この仕事は税務調査とは違って、酒類
行政といったものです。大変貴重な経験で、やりがいのある仕事でした。
麹町税務署の署長ということで責任重大だと感じていますが精一杯
頑張りたいと思います。

着任して間もないですが、署長と
いう立場から、職員の方々には
気持ちよく仕事をしてもらいたい
と考えています。
職員の皆さんに向けて、次の3つ
のことを伝えました。

①  あきらめないで
コロナ禍で職員のみなさんはた
くさん「我慢」をしていると思う。
ですが止まない雨はありません。
今後明るい兆しが見えることと
思います。

②  仕事以外に集中できる何かを
時には仕事を忘れてリフレッシュできる何かを見つけてください。
③  親しまれる税務署を目指す
納税者の方々から信頼をいただける税務署を目指しましょう。
    　　　　　　　　　　　　

あっ！追加で1つ
私の名前は「幸弘（ゆきひろ）」といいます。以前の同僚から
「“幸”をみんなに“弘”めるとても良い役割をするよう生まれてきたんですよ」
と言われたことがあります。
麹町の職員の方々はもちろん、管内のみなさんにも幸せの波を広げ
ていきたいですね。

ああああああああ

石川県七尾市の出身で、自称「観光大使」をやっています！
やっぱり石川県といえば魚ですね。父や祖父が漁師だったこともあ
り、子供の頃は朝食から刺し身が出てくることもありました。
今思い返すと贅沢ですね。生のタラも有名で、東京ではなかなか食
べられません。離れてみて改めて気付いた、故郷の良さ。観光には本
当にオススメです。
他にも故郷についてはたくさん話したいことはありますが、それはま
たの機会に。
故郷を離れ、東京に出てきたのは兄弟や親戚の影響が大きかったです。
第一印象はとにかく人が多いということでした。今でも人の多さに
酔ってしまうこともあります。

職員の方々にはスケートボードが趣味と言っていま
したが、本当は波乗りが好きなんです。
最近は海に行けていないですが、サーフィンがきっ
かけでスケートボードもやるようになりました。ま
た、東京オリンピックの新種目である、サーフィン日
本代表の大原洋人選手とは茂原税務署時代に広報大使をしていた
だいた関係で交流があります。

この仕事に就くきっかけは恩師からの奨めが大きいです。漠然とで
すが、自分でも会計的な仕事が合っているのではないかと感じてい
ました。この仕事は人と人との関わりがとても大切で今でも緊張す
ることも多いです。
税金は“取られる”と感じている方がまだまだ多いですが、どうすれ
ば気持ちよく納めていただけるのか、いつも気に留めて考えるよう
にしています。

10年ほど前に日本橋で副署長をしていた時のことですが、当時の
法人会の活動がとても活発で法人会イズムとはどういうものかを教
えていただきました。麹町法人会も丸の内法人会と合併して数年と
いうことですが、お互いの良さがうまく融合していると伺っています。
日本橋で経験させていただいたこと、学ばせていただいた経験を生
かして、より良いお付き合いができていけたらと思います。

原点は恩師からの奨め

貴重な経験を糧に

みなさんに幸せを

離れてみてわかる故郷の良さ

サーファー署長⁉

青木署長よろしくお願いします！

けんたくんと行く！～麹町エリアの坂～

「みなみほうげんざか」と読みます。
この坂の由来は斎藤法眼という人の屋
敷がこの坂のきわにあったようです。

vol.6

法眼とは僧侶の階級のひとつで、 江戸
時代では医師、絵師、連歌師などに授
けた称号のことです。

南法眼坂（みなみほうげんざか）
僧侶の位には
大きく3つあり、

法眼はその真ん中らしいワン！
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仕事におけるモットーは　　　麹町法人会に期待することは

麹町税務署
法人担当副署長
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副署長 /統括に聞きました！

千葉県市原市です。

麹町署は２年目です。前任は国税庁相互協議室の課長補佐です。

麹町法人会の皆様方には、常日頃から税務行政に対して多大なるご支援とご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
依然として新型コロナウイルス感染症拡大により事業や生活に制約がある中ではございます
が、皆様方には引き続きのご支援とご協力をお願いいたします。

千葉県は落花生が有名ですが、市原市には地質年代の一つである「チバニアン」命名の根拠と
なった地磁気の逆転地層があります。

「不言実行」

麹町税務署
法人調査担当副署長
石川  雅美 氏

麹町税務署
法人1部門統括官
太田  光俊 氏

令和3年度人事異動のお知らせ
統括官等以上、審理担当官は調査官以上を記載

麹町税務署法人課税関係等職員
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福井県おおい町です。

麹町署は１年目です。前任は国税庁法人課税課で源泉所得税担当補佐をしておりました。

麹町法人会の皆様には、日頃より税務行政に多大なるご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
税務手続の更なる電子化に向けまして、e-Taxの利用拡大やキャッシュレス納付の推進に引き
続きのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

若狭湾に面しており、海の幸（かれい・さば等々）がとても豊富で美味しいです。
原子力発電所も豊富にあります（通称：原発銀座）。

「フットワーク良く」「誠実に」

5

1

2

4

3

福岡県福岡市です。

前任は京橋署の法人１統括です。その前は神田署の法人１統括です。

麹町法人会の会員の皆様には、日ごろから税務行政に対しまして、多大なるご支援とご協力を
賜り感謝申し上げます。
DXを進めていただき、達成可能なイベントを、微力ではございますが皆様と一緒にやっていき
たいと考えております。

博多どんたくや博多山笠等のお祭りです。

「一騎当千」

5

令和３事務年度 令和 2事務年度

異動元署 異動先署

氏名 局署名 課・部門 職　名 部門 官職 氏名 局署名 課・部門 職　名

青木　幸弘 総務 次長 署　長 道免　良春 退職

柳澤　義則 江東東 法人 指特官 （総管徴） 副署長 増田　真一郎 総務 税務相談室 主任相談官

渡邊　尚之 熊本局 個人課税課 課長補佐 （個資） 副署長 藤原　太一 福岡局 厚生課 課長

佐藤　一輝 留任 （法内） 副署長 佐藤　一輝 留任

石川　雅美 庁課税部 法人課税課 課長補佐 （法調） 副署長 河村　明夫 立川 特官（開発） 特官

太田　光俊 京橋 法人１ 統括官 法人１ 統括官 衛藤　陽三 茂原 副署長

稲澤　心 四谷 法人１ 連調官 法人１ 連調官 齋藤　生子 麹町 法人４ 統括官

川口　美香 松戸 法人５ 統括官 法人２（主担） 統括官 水口　雄志 世田谷 法人１ 統括官

立山　賢 麹町 審専（源泉） 審専官 法人３（源泉） 統括官 江崎　学 成田 法人１ 統括官

齋藤　生子 麹町 法人１ 連調官 法人４（源泉） 統括官 小野寺　浩 四谷（再任用） 法人 上席

才田　貴之 課二 料調一 情技官 法人５ 統括官 水野　聡 青梅 法人１ 統括官

樋口　浩介 税務大学校 法人６ 統括官 西山　節子 調三（再任用） 統調官 調査官

西尾　秀文 留任 法人７ 統括官 西尾　秀文 留任

竹内　稔雄 留任 法人８ 統括官 竹内　稔雄 留任 　　

人吉　崇行 豊島 法人４ 上席 法人９ 統括官 山内　健治 課二 法人課税 主査

石井　清 留任 法人 10 統括官 石井　清 留任

富山　吉徳 町田 法人１ 統括官 審専官（法人） 審専官 西村　貴孝 京橋 特官（法人） 特官

鎌田　兼司 留任 審専官（法人） 審専官 鎌田　兼司 留任

白戸　秀周 日本橋 審専（源泉） 審専官 審専官（源泉） 審専官 立山　賢 麹町 法人３ 統括官

財津　由美子 留任 上席調査官 法人審理 財津　由美子 留任

松本　義徳 緑 法人１ 上席 調査官 法人審理 小林　茂 豊島 法人１ 調査官

岡田　知己 中野 法人１ 上席 調査官 法人審理 古谷　正博 課二 法人課税 実査官

杉村　香菜子 東村山 法人１ 調査官 調査官 法人審理 中村　由紀子 調四 調査 50 調査官
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番町地区会番町地区会
新型コロナウィルスの影響により当地区会でも昨年の
3 月頃より役員会を始め、諸行事を執り行うことがで
きず、税務道義の向上活動や会員様同士の親睦も思う
ようには行えておりません。喫緊の課題のワクチン接
種による集団免疫向上や新常態下での社会活動によ
り、安心して以前以上の活動ができますことを祈念し、
引き続き一致ご協力をお願い申し上げます。

番町地区会長　田中 半一

他の地区会とも連携しながら会員同士
の意見交換の場を設けるなど、会員相
互の懇親がより一層深まるよう、微力
ながら努めてまいりますので、今まで
同様のご支援とお力添えを賜りますよ
う、よろしくお願いいたします。

麹町地区会長　西脇 裕一

当地区は平河町､隼町､紀尾井町､永田町､霞ヶ関の地域です。平河
町､隼町､紀尾井町には高級マンションを含む住宅地区も有ります
が､全体としては国会､公官庁を中心としたビジネスエリアであり､
特に公益法人､特殊法人の多い地域です。
また、永田町、霞ヶ関には住民が少ないため､他の地域にあるよう
な地元町会組織などもありませんが､法人会活動を通じて､会員企
業の交流､税務情報の広報活動に努めております。

平河永田地区会長　張 建国 

当地区は日比谷公園との一体化を含む日比谷エリア（有楽町一丁目、内幸
町一丁目）のまちづくりの取り組みに伴い、大きな変化を遂げております。
会員の対象となる法人は大企業とその関連会社が多く各社員の移動が活発
な中、地区で永年活動を続けていらっしゃる会員企業様と連携の上、会員
増強を続けてまいります。

有楽町日比谷地区会長　江南 健一

大手町、丸の内には長い歴史を持つ日本を代表
する大手企業が集まっています。
その企業を含め、当地区では「地域社会への貢
献」「税務研修会」などに力を入れて行きたい
と思います。

大手町丸の内地区会長　片山 浩

私は当九段一ツ橋地区会会長を仰せつかって丸 20年迎えます。
九段一ツ橋地区会は、麹町税務署、千代田区役所、東京法務局 ( 九段
合同庁舎 )など、千代田区の役所が集中しているエリアです。
コロナ禍で思うような活動ができない中ではありますが、地区会
員の皆様同士のコミュニケーションを深める活動、ご近所の方の
法人会へのお誘い等の活動を行って参りたいと考えております。

九段一ツ橋地区会長　川村 真志

飯田橋・富士見地区は昔、武家屋敷の中の町人の町でした。
そういった歴史をもつ地域の中で、法人として町でのふれあいと交流を
高めて、以前の賑わいを少しでも取り戻し、企業と社会が互いに活性化
できる “地域コミュニティの架け橋” になりたいと思っています。

飯田橋・富士見地区会長　青柳 守人

麹町地区会麹町地区会

平河永田地区会平河永田地区会

飯田橋・富士見地区会飯田橋・富士見地区会

九段一ツ橋地区会九段一ツ橋地区会

大手町丸の内地区会大手町丸の内地区会

有楽町日比谷地区会有楽町日比谷地区会

麹町法人会管内の
各地区での取り組みや
今後の活動などをご紹介！

麹町法人会
地区会紹介

飯田橋・富士見

九段一ツ橋

皇居 大手町丸の内

有楽町日比谷

平河永田

麹町

番町
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私たちはビジョン × コミュニ
ケーションで、成長し続ける
「人」と「組織」を創り出す、
経営協創パートナーです。

東京都千代田区丸の内 2-2-1  岸本ビル
03-6665-7285　　　  https://www.icom1988.com/

大手町丸の内地区会株式会社アイ・コミュニケーションズ

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
事務局へご連絡いただけましたら、担当者が
詳しい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！

製造、建設、保守メンテ、運送、
飲食等の労働安全衛生・健康管
理全般をワンストップで支援す
る国内唯一の民間企業です。

東京都千代田区内幸町 1-3-1  幸ビル 9F-316 号
050-5433-8007 　　  https://hspc.jp

有楽町日比谷地区会株式会社安全衛生推進センター

業種：コンテンツ制作

東京都千代田区九段北 1-10-1  九段勧業ビル 6F
03-6256-9943　　　  https://www.shine-partners.com

飯田橋・富士見地区会シャインパートナーズ株式会社
弊社は人事労務コンサルタントの会
社ですが、社会保険労務士事務所を
併設しておりますので、助成金申請
等の社労士業も対応可能です。

東京都千代田区飯田橋 3-3-11  飯田橋ばんらいビル 82号
03-3515-9108    　　  https://www.tokyo-el-sharoum.jp/

飯田橋・富士見地区会株式会社東京EL社労務

業種：保険業

東京都千代田区九段北 1-4-3  九段茂木ビル 5F
03-5275-0828

九段一ツ橋地区会ナガタアソシエイツ合同会社

業種：技術サービス

東京都千代田区九段南 1-5-6  りそな九段ビル 5F KS フロア
03-6403-7500　　　  https://www.linktab.jp

九段一ツ橋地区会Link T&B 株式会社

社会保険労務士法人岡西労務
管理センター併設の労務人事
コンサルティング、給料計算
アウトソーシング会社です。

東京都千代田区大手町 1-9-2　大手町フィナンシャルシティグランキューブ 18階
03-6811-1108　　　  http://www.okanishi.jp

大手町丸の内地区会株式会社ジェイオーマネジメント

業種：商社

東京都千代田区大手町 1-4-2
03-3286-9015　　　  https://www.marubeni-mpsc.com/

大手町丸の内地区会丸紅パワー＆インフラシステムズ株式会社
会計アウトソーシングを中心に、知識、経験、
人間力を兼ね備えた team MISTRAL が
経営に関わる問題をトータルサポートします。
合言葉は「団結は力なり」

東京都千代田区九段南 1-5-6  りそな九段ビル 5F 
03-6315-6046　　　  https://www.mistral-yk.tokyo

飯田橋・富士見地区会株式会社ミストラル

当地にて創業より半世紀余り、ランドスケープの
専門コンサルタントとして、いのちを育む設計に
チャレンジし続けています。第 24回都市公園コン
クール（大規模部門）国土交通大臣賞ほか受賞多数。

東京都千代田区飯田橋 4-9-4   飯田橋ビル１号館
03-3263-5954　　　  http://www.so-go.co.jp/

飯田橋・富士見地区会株式会社総合設計研究所
1979 年創業、12拠点の営業所を配置し全国対応が可能です。
｢電気通信設備｣｢ネットワーク｣｢セキュリティ｣｢内装
･デザイン｣など、企画から設計･施工･保守までワン
ストップで対応し、働きやすい空間造りを行います。

東京都千代田区九段南 2-3-1
03-5213-1501　　　  https://www.nsk-net.co.jp/

九段一ツ橋地区会NSK株式会社
社会生活に欠かすことのできない「水」。その水と環境に関する
専門コンサルティングを行なっています。上下水道に関連するプ
ロジェクトを中心に、国内はもとより世界の多くの国々でより良
い水環境、生活環境を提供することが私たちのミッションです。

東京都千代田区霞が関 3-7-1 霞が関東急ビル
03-3580-2751　　　  https://www.tokyoengicon.co.jp/

平河永田地区会株式会社東京設計事務所
前田建設は 2019 年に創業 100 周年を迎えました。建設と
いうものづくりを通じて成長を続け、社会の発展に貢献し
てきました。これまで培った技術を礎に、事業の企画から
運営までを手がける「脱請負」を他社に先駆けて挑戦中です。

東京都千代田区富士見 2-10-2
03-5276-5134　　　  https://www.maeda.co.jp/

飯田橋・富士見地区会前田建設工業株式会社

オフィスビルの営繕工事（室内改修工事、レイアウト変更工事
原状回復工事等）の主に建築工事の施工管理を行っています。
工事が計画通りに進むようビル管理会社や各設備工事業者を含
めてコミュニケーションを取りながら工程の管理をしています。

東京都千代田区丸の内 2-2-3  丸の内仲通りビル 7F
03-3211-4601　　　  https://www.fjkr.co.jp/

大手町丸の内地区会株式会社藤倉工務店
創業 43 年、これまでの多種多様な施工を手掛けた実績・
経験を活かし、公共事業から民間まで幅広い案件に対応し
ています。また、地域に必要とされる企業として、これか
らもお客様の信頼と期待に応え発展を続けてまいります。
東京都千代田区九段北 1-9-14  九段ハイム 604
03-3261-8551　　https://www.kensetumap.com/company/173418/

飯田橋・富士見地区会大動建設株式会社

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します。建築・建設特集建築・建設特集

※順不同

※順不同

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、新しく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。

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

新しく会員になられた企業様を
ご紹介します。

新しく会員になられた企業様を
ご紹介します。

新しく会員になられた企業様を
ご紹介します。

新しく会員になられた企業様を
ご紹介します。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3年4月18日～令和3年6月10日）（令和3年4月18日～令和3年6月10日）

好評をいただいております「写真コンテスト」を開催
いたします。より皆様にご参加いただきたく、今まで
通り送付でのご応募に加え、WEB上からご応募い
ただけるようになりました。

●応募受付：10月15日（金）～11月12日（金）

●日時：
   第１回   10月27日（水）14：00～16：30
   第２回   11月  4日（木）14：00～16：30
●会場：トラック健保会館6階  千代田区四番町5-7
●電話：03-3264-2361
●講師：社会保険労務士法人 レガリテート
                  椎野  太郎 氏
※15：45～16：30は源泉所得税の説明会を開催いたします。

麹町納税貯蓄組合連合会
（麹町法人会共催）による
シンポジウムを、11月25
日（木）に開催いたします。
ぜひご参加ください。

昨年の様子▶

●主催：麹町納税貯蓄組合連合会
●会場：日比谷コンベンションホール

●日時：10月5日（火）10：30～11：30
●会場：アルカディア市ヶ谷（私学会館） 5階  大雪の間
●講師/演題：
　　麹町税務署　署長
　　青木  幸弘 氏
    　「YUME」

詳細は別紙にてご案内いたします。

写真コンテスト写真コンテスト 社会保険実務セミナー社会保険実務セミナー秋季特別研修会秋季特別研修会 「税を考える週間」
シンポジウム
「税を考える週間」
シンポジウム

今年はWEBからも
ご応募いただけます！

どうぞ奮ってご応募ください！

今年はWEBからも
ご応募いただけます！

どうぞ奮ってご応募ください！

会場へご来場（先着順）いただくか
Zoomでのオンライン参加も可能です
会場へご来場（先着順）いただくか
Zoomでのオンライン参加も可能です
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第10回 通常総会第10回 通常総会

令和2年度 麹町法人会 会員増強功労表彰令和2年度 麹町法人会 会員増強功労表彰

麹町管内税務連絡協議会 主催

『名刺交換会』
麹町管内税務連絡協議会 主催

『名刺交換会』

法人会の会員増強は、事業活動の活性化に繋がり、
かつ財政基盤確立のための欠かせない一つの事業
活動です。 
本年も会員増強月間を設定して、１社でも多くの会員

税務連絡協議会は、７月19日（月）
ホテルメトロポリタンエドモントにて、
麹町税務署人事異動後の幹部署員を
招いての名刺交換会を開催しました。

納税協力団体の各団体長や今回の
異動で留任・着任された皆様の自己
紹介が行なわれました。

番町地区会・・・・・・・・・・・・・・会員勧奨実積 4社
麹町地区会・・・・・・・・・・・・・・会員勧奨実積 4社
平河永田地区会・・・・・・・・・・会員勧奨実積 3社
有楽町日比谷地区会・・・・・・会員勧奨実積 3社
飯田橋・富士見地区会・・・・・会員勧奨実積 2社
大手町丸の内地区会・・・・・・会員勧奨実積 2社
九段一ツ橋地区会・・・・・・・・・会員勧奨実積 １社

椎野登貴子・・・・・・・・・・・・・・会員勧奨実積 1社
江幡　 淳・・・・・・・・・・・・・・・・会員勧奨実積 1社

大同生命保険㈱ 東京支社 推進員
　竹内　智子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実積 1社
大同生命保険㈱ 他官外 推進員
    営業５課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実積 １社

AIG損害保険㈱ 
　推進員及び代理店・・・・・・・・・・・・・・実積 2社

受託会社の部地区会の部

計機健康保険組合　採用担当者 様

産・学マッチング就職活動を
利用してみていかがでしたか

産・学マッチング就職活動を利用したきっかけを教えてください

従来の採用方法と比べて感じたメリットはありますか

個人の部

※上記「地区会の部実積」に含む

加入推進を計画していますので、会員の皆様方もご
協力をお願いいたします。
今年度、受賞された方は下記のとおりです。
あらためて感謝申し上げます。

を前提に、講演会・懇親会はとり行わず、通常総会の
みの開催となりました。
規程により、出井会長が議長となり、議事を進行。
提案した議案は全て原案どおり可決承認されました。
皆様のご協力に深く感謝いたします。

第10回通常総会が、６月１８日（金）にホテルグランド
パレスにて開催されました。
本年は、早いもので公益社団法人となり１０期目の事
業年度でした。
今年度も、会場での感染拡大防止を徹底していくこと

交流委員会（菅原委員長）主催の「管内大学キャリアセンターへの就職支援」に
お申込みいただきました企業をご紹介します。

今回コロナ感染拡大の状況下の２月、急遽、新卒採用することとなりました。
そこで、千代田区内の大学ということで、日頃よりお世話になっている麴町法人会に
ご相談させていただきました。

コロナ禍の苦しい就活で正
面から私を迎えて下さいま
した。
仕事を通じた社会貢献で感
謝の念を示す所存です。

計機健康保険組合
本田  絢乃 さん

大学の、事務ご担当者様との連携もスムーズに進み、該当者をご紹介いただきました。
そして、近隣の会社ということで、当方へ沢山の素晴らしい人材が訪ねてくださいま
した。今回は、とても良いご縁をいただき、大変有意義な新卒採用となりました。
誠にありがとうございました。

マッチング就職活動マッチング就職活動

城西国際大学  オンライン企業説明会城西国際大学  オンライン企業説明会

産産

産産

学学 麹町法人会  交流委員会主催麹町法人会  交流委員会主催

【採用企業　概要】
健診事業を中心とし
た保健事業を実施。

● 加入事業所数
　 468事業所
● 被保険者数
　 34,467人
　 （平均年齢45.1歳）
● 被扶養者数
　 28,119人

産・学マッチング就職活動を
利用してみていかがでしたか
コロナ禍で思うようにいか
ない就活でしたが良いご縁
に恵まれました。
様々なこと吸収し一生懸命
努めてまいります。

計機健康保険組合
三浦  萌恵 さん

学学 麹町法人会への新入会員ご紹介を
ぜひよろしくお願いしますだワン！

交流委員会では、新たな事業として、「地域企業への貢献」と
「地域大学生の就職斡旋」に資する人材採用支援事業に踏み
切りました。
現在は、令和３年４月から令和４年３月までの期間、月に１度、
当会と城西国際大学で「オンライン企業説明会」を開催してい
ます。

説明会の様子

ご興 味 の ある 企 業 様は
麹 町 法 人 会 事 務局まで
ご相談ください

※敬称略
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information都税だより

information税務署だより

information麹町消防署だより

information区税だより

9月1日は防災の日
― 人の命はプライスレス！！ ―

麹町消防署　防火管理係問合せ先 03-3264-0119

防災の日とは 防災館に行ってみよう！
池袋、本所、立川にある防災館で
は消火・地震体験をはじめ、さま
ざまな防災訓練の体験ができま
す。感染予防対策のため、マスク
の着用と手指消毒のご協力の

上、体験をしていただいております。
昨年から各防災館にＶＲ防災体験コーナーがオープンし
ました。ＶＲ（バーチャルリアリティ）による地震、火災、
水害の疑似体験を行うことができます。ＶＲで災害を疑
似体験して災害対応力を高めましょう。

住民税（特別区民税・都民税）
第3期分の納期限は11月1日です。

千代田区納税案内センターからのご案内

振り込め詐欺やなりすまし詐欺に
ご注意ください！

区は、特別区民税・都民税の納期限が過ぎても納付の
確認ができない方への案内窓口として、千代田区納税
案内センターを開設しています。

納期限を過ぎても納付の確認ができない方へ、同セン
ターからお電話でお問い合わせをさせていただく場
合があります。

税金は区が発行した納付書でお支払いください。
千代田区納税案内センターは、区が委託した民間業者
が業務を行っており、振込口座を指定したり、現金自
動預払機（ATM）での払込みを指示したりすることは
ありません。
また、同センター従事者が直接現金を取り扱うことも
ありません。

千代田区役所　税務課特別整理係　
電話：03-3264-2111（代表）　内線2281・2284

千代田区役所　税務課納税促進係　
電話：03-3264-2111（代表）　内線2271～4

6月にお送りした納付書で、お近くの銀行・信用金庫・
信用組合などの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局・指
定のコンビニエンスストア・千代田区役所・出張所で
11月1日（月）までにお納めください。

住民税のお支払いには、安心で便利な口座振替や
モバイルレジ（スマートフォンによるお支払い）
をご利用ください。
お支払い忘れがなく、手間も省けます。

お手続きは区役所税務課へお問い合わせくださ
い。今からお申込みの場合は、第4期分からの引
き落としになります。
（12月10日区役所到着分）

お問い合わせ先 お問い合わせ先

東京都千代田都税事務所
03-3252-7141（代表）お問い合わせ先 法人二税 事業所税

「法人事業税担当班」 「事業所税担当班」

令和3年10月以降の申告書等事前送付物（プレプリント申告書）から、
東京都にeLTAXの利用届出を提出している事業者に対し、申告書等の送付を取りやめます。
なお、納付書（法人二税については税率表等も含む。）については、従前どおり送付します。

「防災の日」は、1923年（大正12年）9月1日に10万5000人

の死者・行方不明者を出した関東大震災と1959年（昭和35

年）9月26日に紀伊半島と東海地方で、

5000人を超える死者・行方不明者を出し

た伊勢湾台風を契機に1960年に定められ

ました。1983年（昭和58年）からは、8月

30日から9月5日までを防災週間とするこ

とが定められました。

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式
（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格
請求書（インボイス）を交付することができます。

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格
請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」
の提出が必要です。

法人二税・事業所税の申告書等の事前送付物を変更します

時　期

対象者

変更点

令和3年10月送付分から

電子申告利用事業者
（東京都にeLTAXの利用届出を提出した事業者）

申告書・別表等の送付を取りやめ、納付書のみ送付します。
（法人二税については、納付書とあわせて税率表等も送付します。）

申告書、別表は東京都主税局
ホームページからダウンロードできます
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/kakusyuyoshiki.html https://www.eltax.lta.go.jp/

電子申告利用の手続については、
e L TAXホームページをご覧ください

※税率表等は法人二税のみ

・申告書
・別表等

・納付書
（税率表等）※

令和3年9月まで 令和3年10月から

・申告書
・別表等
※税率表等は法人二税のみ

・納付書
（税率表等）※

消 費 税 イ ン ボ イ ス 制 度
令和3年10月1日から登録申請書受付開始！

インボイス制度に関する一般的なご相談は、専用ダイヤルで受け付けています。

令和3年10月1日 令和5年3月31日

令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、
令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

登録申請書は令和3年10月1日から
提出が可能です。

登録申請書の受付開始 インボイス制度の導入

令和5年10月1日

インボイス制度に関するお問合せ先

詳細は国税庁HPの
特設サイトから0120-205-533（無料） 【受付時間】

9：00～17：00
（土日祝除く）
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（土日祝除く）
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information事務局だより

information麹町警察署だより
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

麹町警察署　犯罪抑止問い合わせ先 03-3234-0110
（内線2612）

原稿受領後デザイン作成移転・休廃業、その他
変更点が生じた場合は
お早めにご連絡を！  

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！

「諸変更届」の記入が必要です
登録内容（法人名・代表者・所在地等)の
変更は、左図の「諸変更届」に必要事項を
ご記入の上事務局へFAXしてください。 

退会に際しては、事務局へご連絡いただき「退会届」による
お申し出が必要となります。
届出がないと、年会費が発生しますので、ご注意ください。

諸変更届

　「諸変更届」用紙は、
Webサイトからも印刷できます
麹町法人会Webサイト > 各種届出用紙

FAX：03 (3261) 9428

A4サイズ 会  員 非会員
1ページ

1ページ

裏表紙 30,000円（税込） 80,000円（税込）

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（税込） 40,000円（税込）
1/2ページ 10,000円（税込） 20,000円（税込）

被害急増！手口を知ってサギから家族を守ろう

【特殊詐欺の新手口】渡さないで！キャッシュカードに　　　　または　！

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。
あなたの愛情で大切な家族が守れます。

注意

いつも留守番電話に設定 「お金・カード」と言われたら詐欺！

カードが悪用
されているので

これから警察官がカード
を預かりに行きます

ICチップの部分が
無傷であれば

カードは使えるぜ

警察官を名乗る者から電話 カードに切り込みや穴を入れ持ち去る 不正に預金を引き出される

カードを
預かります

切れ込みや穴を
入れて使えなく
しますね

留
守
留
守

切れ込み 穴

広告記事大募集！

発行部数 約1,600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

会員企業様は「掲載料がお得」です
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