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けんたくんと行く！～麹町エリアの坂～

千鳥ヶ淵緑道を内堀通りに抜
ける坂道です。由来は、鍋を
伏せたような台地につくられ
た切り通しから、この名が起
こったといわれています。

vol.7

千代田区にはもう一つ鍋割坂
があり、どちらも似た作りに
なっています。

鍋割坂
面白い坂の
作りだワン

詳しくはこちらを
ご覧ください！ !

www.tohoren.or.jp/mgt-support/index.html
東京法人会連合会ホームページ経営支援 サービス

企業経営 に役立つサービス

都内法人会  会員様専用新 　春

特 　集
ビジネスや生活に役立つ各種サービスで会員企業の皆様をサポートいたします。 他にはないビジネスに特化したサービスで経営力に圧倒的な差が生まれます。

ご存知ですか?

生活 に役立つサービス 会員特典 が嬉しいサービス

法人会 経営支援サービス
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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
　新年あけましておめで
とうございます。
会員の皆様におかれまし
ては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。
　さて、２０２０年初頭
より猛威を振るっておりま
す新型コロナウィルス感
染症が流行し始めてから
間もなく２年を迎えようと
しております。昨年は複

数の変異株がまん延したことにより感染拡大のレベルが予想
をはるかに上回り、緊急事態宣言及びまん延防止措置期間が
一年の大半を占める結果となりました。それに伴う、人流抑制
施策は多くの業界に甚大な経済損失を与え、未だ予断を許さ
ない状況が続いております。
　当会の各事業においても影響は避けられず、感染対策を
実施した上での現地開催や懇親会の中止など各種対策を行
いました。困難な情勢下において可能な形での開催となり、会
員企業様へ多大なるご不便をお掛け致しましたことお詫び申
し上げますとともに、円滑な事業運営にご理解ご協力を賜りま
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員企業様へ多大なるご不便をお掛け致しましたことお詫び申
し上げますとともに、円滑な事業運営にご理解ご協力を賜りま

本年の干支「壬寅」のように、皆
様がこのコロナ禍を乗り越え、芽
吹き始めるような１年になることを
お祈り申し上げます。

都民の皆様に信頼される公正・
公平な税務行政の実現と納税者
サービスの向上に本年も全力で
取り組みます。

区民の皆様が明るさを取り戻せ
る千代田区へ全力を尽くします。
本年もよろしくお願いいたします。

公益社団法人 麹町法人会公益社団法人 麹町法人会
会 長会 長

麹町税務署長麹町税務署長
青木  幸弘青木  幸弘

東京都千代田都税事務所長東京都千代田都税事務所長 千代田区長千代田区長

齋藤　栄一齋藤　栄一 樋口 高顕樋口 高顕

出井  久幸出井  久幸

したこと、厚く御礼申し上げます。
　またそのような渦中故、今できることはなにか・どのような
形であれば達成可能かなど新たな視点で各事業の執り行い
方を引き続き検討・改善し、集合形式の通常総会に加えて、
昨年の青木麹町署長にご臨席賜りまして「税務行政のデジ
タル・トランスフォーメーション－税務行政の将来像2.0－」
についてご高話いただきましたご講演と納税貯蓄組合連合
会共同開催の「納税で持続可能な社会をつくる」パネルディ
スカッションでは一昨年同様インターネット配信をするな
ど、ニューノーマルな体制を形成し続けております。次世代の
方々が携わることとなる未来の法人会運営にも有益となる
良い成果を残すことができた素晴らしい機会となり、今後の
事業運営や組織活性化に寄与できたと感じております。
　本年の干支、壬寅（みずのえとら）は「陽気をはらみ、春の
胎動を助く」との一説があり、冬が厳しいほど春の芽吹きは
生命力に溢れ、華 し々く生まれる年になるであるとも言われて
おります。
　試行錯誤の末、永き冬に堪え伸びた企業が大きく花を咲
かせる年にすべく、会員の皆様にとって有益な事業活動とな
りますよう、引き続き研鑽してまいります所存でございます。
皆々様がいっそう華 し々くご活躍いただける良い年となりま
すようご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

したこと、厚く御礼申し上げます。
　またそのような渦中故、今できることはなにか・どのような
形であれば達成可能かなど新たな視点で各事業の執り行い
方を引き続き検討・改善し、集合形式の通常総会に加えて、
昨年の青木麹町署長にご臨席賜りまして「税務行政のデジ
タル・トランスフォーメーション－税務行政の将来像2.0－」
についてご高話いただきましたご講演と納税貯蓄組合連合
会共同開催の「納税で持続可能な社会をつくる」パネルディ
スカッションでは一昨年同様インターネット配信をするな
ど、ニューノーマルな体制を形成し続けております。次世代の
方々が携わることとなる未来の法人会運営にも有益となる
良い成果を残すことができた素晴らしい機会となり、今後の
事業運営や組織活性化に寄与できたと感じております。
　本年の干支、壬寅（みずのえとら）は「陽気をはらみ、春の
胎動を助く」との一説があり、冬が厳しいほど春の芽吹きは
生命力に溢れ、華 し々く生まれる年になるであるとも言われて
おります。
　試行錯誤の末、永き冬に堪え伸びた企業が大きく花を咲
かせる年にすべく、会員の皆様にとって有益な事業活動とな
りますよう、引き続き研鑽してまいります所存でございます。
皆々様がいっそう華 し々くご活躍いただける良い年となりま
すようご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

※敬称略

女性部会の活動女性部会の活動

がきコンクール」を実施しました。
大賞作品16点を含む全応募作品182点が、展示会場
となった千代田区民ホールで一般公開となりました。

租税教育に一環として、わが国の将来を担う子供たち
に「税」を正しく認識してもらうために、区内小学校の
児童（小学５年生～６年生）を対象に「税に関する絵は

また、当日は経営者に役立つセミナーも開催しました。今期の新たな試みとして、会員同士が交流するきっか
けを作るためオンラインでの交流会を開催。

青年部会の活動青年部会の活動

●場所
千代田区役所１階区民ホール
●期間
11月11日（木）～11月17日（水）

税に関する絵はがきコンクール

Zoom交流＆ビジネスセミナー

作品展示

表彰式

●講師
江幡公認会計士税理士事務所　江幡 淳 氏

●テーマ
適格請求書等保存方式（インボイス制度）と免税事業者

ビジネスセミナー

素晴らしい作品を
たくさんご応募いただき
ありがとうございました！

素晴らしい作品を
たくさんご応募いただき
ありがとうございました！
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（令和3年6月11日～令和3年10月6日）（令和3年6月11日～令和3年10月6日）

お客さまの経営活動におい
て生じる課題の解決のため、
知的財産に関連するあらゆる
専門サービスを提供いたします。

東京都千代田区日比谷公園 1-3  市政会館 4階
03-3508-8686　　　  http://www.san-a-pat.com

麹町地区会特許業務法人三栄国際特許事務所
野村證券のパートナーは、専門組織と
連携しながら、多様化するお客様
のお悩みに対して最適な解決策
の提供を目指しております。

東京都中央区日本橋 1-13-1
03-3272-8888　　　  https://www.nomura.co.jp/

管外野村證券株式会社

業種：不動産業

東京都千代田区麹町 1-7-2  相互半蔵門ビルディング 10階
03-6261-4097　　　  https://mrl-tokyo.com/

麹町地区会Mr.LAND株式会社
業種：石油卸売業

東京都千代田区富士見 1-8-19  住友不動産千代田富士見ビル 11階
03-6261-8811　　　  https://www.marubeni-energy.co.jp/

飯田橋・富士見地区会丸紅エネルギー株式会社

業種：不動産業

東京都千代田区大手町 2-1-1
03-6262-5501　　　  https://sbkg.jp/

大手町丸の内地区会相互物産株式会社
がんの免疫治療、渡航用PCR検
査、エイジングケアなど、常に患
者様第一・おもてなしの心を大切
に患者様ケアを行っております。

東京都千代田区麹町 4-1-5  麴町志村ビル 2階
03-6261-6386　　　  https://www.jtkclinic.com/

麴町地区会医療法人社団知慎会JTKクリニック

業種：ソフトウェア業

東京都千代田区丸の内 1-8-3  丸の内トラストタワー本館 20階
03-6822-5177　　　  https://uniseed.co.jp/

大手町丸の内地区会株式会社ユニシード
私たちは主に都市、地域の開発・整備
分野において公共の政策立案支援と民
間の事業企画・スペースプランニング
をワンストップでサービスいたします。

東京都千代田区永田町 2-9-6  十全ビル 601
03-6550-8985　　　  http://scplanning.co.jp/

平河町永田町地区会SCプランニング株式会社

業種：コンサルタント業

東京都千代田区飯田橋 4-7-11
03-3265-5816　　　  

飯田橋・富士見地区会株式会社ビー・ディー・エル
業種：貸家業

東京都千代田区九段南 1-5-6  りそな九段ビル 5階
090-8051-8969　　

九段一ツ橋地区会合同会社鵠沼住宅サービス一号

業種：財団法人

東京都千代田区九段北 1-9-5-1308 号
03-3238-1098　　　  

飯田橋・富士見地区会（一財）徳和次世代研究所

業種：写真スタジオ等

東京都千代田区有楽町 2-7-1  有楽町駅前ビルディング
03-6627-3624　　　  https://www.happilyphoto.jp/

有楽町日比谷地区会株式会社ハピリィ
業種：不動産賃貸業

東京都千代田区永田町 2-4-7-202
03-5501-7752

平河永田地区会株式会社コンサルティング・プラス

業種：司法書士業

東京都千代田区六番町 3-11 テシコ六番町ビル 3階
03-6272-3780　　　  https://www.eagle-office.jp/

番町地区会イーグル司法書士事務所
業種：卸売業

東京都千代田区内幸町 1-3-1  幸ビルディング 9階
03-4582-3321　　　  http://www.tkykanzai.co.jp/

平河永田地区会東京管材株式会社

業種：システムコンサルティング

東京都千代田区麹町 2-10-3
03-4570-0789

麹町地区会株式会社オービット・システムズ
首都圏の機械式駐車装置を
『24 時間 365 日体制』にて保
守管理を行い、皆様に『安全』・
『安心』をご提供いたします。

千代田区飯田橋 3-11-24  笹岡ビル 2階
03-3515-2005　　　  https://www.s-p-s.jp

飯田橋・富士見地区会株式会社早苗パーキングシステム
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！

※順不同

第66回「簿記教室」 第66回「簿記教室」 
第66回「簿記教室」を8月3日から9月14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。

公益事業委員長
廣瀬  真 氏

けんたくんコラム

「バカヤロー解散」は皆さんご存知かと思います。
吉田茂首相が国会で「バカヤロー」と暴言を吐い
たことがきっかけです。大声で叫んだかのようで
すが、実際は小さく呟いただけのようです。
その吉田茂は 29 歳のときに東京帝国大学を卒業
し、外務省に勤務しました。各国の大使を歴任し

吉田 茂 像
場所：北の丸公園

麹町エリア銅像巡り

ましたが、日独伊三国同盟に反対し外務
省を追われてしまいます。
戦後、GHQ から評価されていた吉田は
内閣総理大臣に就任します。計 2616 日
に及ぶ長期政権のなかで新憲法の発布や
サンフランシスコ講和条約の締結など日
本の戦後復興の礎を築きました。
85 歳で政界を引退後、89 歳で亡くなっ
ています。このとき吉田茂は戦後唯一の
国葬となりました。
2020 年 2月には「アメリカに負けなかっ
た男～バカヤロー総理 吉田茂～」とし
てドラマ化されました。
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令和3年度 納税表彰令和3年度 納税表彰

秋季特別講演会（麹町税務署長講話） 秋季特別講演会（麹町税務署長講話） 

●開催日：11月12日（金）　●場所：麹町税務署内
令和３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５日（火）
●場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）
今年度もハイブリッド方式で開催しました。

講師：麹町税務署長　青木  幸弘 氏
演題：「YUME」

青木税務署長WEB参加者に向けて映像も同時配信

国税局長表彰受彰者
　浅見　哲　    （麹町納税貯蓄組合連合会会長）

麹町税務署長表彰受彰者
　松浦　紀子　 （一般社団法人麹町青色申告会理事）
　青柳　守人　 （公益社団法人麹町法人会常任理事）
　支倉　清　     （公益社団法人麹町法人会理事）
　杉山　正樹　 （公益社団法人麹町法人会理事）

麹町税務署長感謝状受彰者
　三神　裕継　 （公益社団法人麹町法人会理事）
　望月　一昭　 （公益社団法人麹町法人会理事）
　相澤　司　    （公益社団法人麹町法人会理事）
　古賀　智彦　 （公益社団法人麹町法人会理事）
　髙橋　博忠　 （公益社団法人麹町法人会理事）

相澤理事三神理事青柳常任理事 古賀理事

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9日（火）　●場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）

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25日（木）　※今年も会場から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：「納税で持続可能な日本に」
　　　　～コロナとSDGｓと納税と民主主義～

パネリスト
　小金澤　孝昭 氏  （宮城教育大学 名誉教授） 　
　伏見　俊行 氏　  （早稲田大学大学院 会計研究科 教授）
　星野　智子 氏　  （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 氏　  （衆議院議員）
　高世    仁 氏　     （ジャーナリスト）
コーディネーター
　浅見　哲 氏　      （麹町納税貯蓄組合連合会 会長）

●開催日：12月1日（水）   ●場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）

第２部
講師：麹町税務署
         法人課税第２部門
         上席調査官
         上遠野 優子 氏
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
　　  杉村 香菜子 氏　 
演題：公益法人等に係る
　　  法人税

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

   
講師：東京国税局  調査第一部調査開発課
　　  情報技術専門官　村上  広行 氏
演題：令和３年度電子帳簿保存法の改正について

第2部   
講師：東京国税局  調査第一部調査審理課
　　  主査　豊田  昌彦 氏
演題：令和３年度税制改正について

講師：東京国税局  課税第ニ部消費税課
　　  実務指導専門官　八木ケ谷  繁 氏
演題：インボイス制度の概要について

受彰された皆様

令和3年度「税を考える週間」行事令和3年度「税を考える週間」行事

浅見氏 　高世氏 伏見氏　星野氏　山田氏

※敬称略
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令和3年度 納税表彰令和3年度 納税表彰

秋季特別講演会（麹町税務署長講話） 秋季特別講演会（麹町税務署長講話） 

●開催日：11月12日（金）　●場所：麹町税務署内
令和３年度の「納税表彰式典」は、新型コロナウイルス感染拡大を
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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
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　相澤　司　    （公益社団法人麹町法人会理事）
　古賀　智彦　 （公益社団法人麹町法人会理事）
　髙橋　博忠　 （公益社団法人麹町法人会理事）
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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
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　星野　智子 氏　  （一般社団法人 SDGｓ市民ネットワーク業務執行理事）
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　高世    仁 氏　     （ジャーナリスト）
コーディネーター
　浅見　哲 氏　      （麹町納税貯蓄組合連合会 会長）

●開催日：12月1日（水）   ●場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）

第２部
講師：麹町税務署
         法人課税第２部門
         上席調査官
         上遠野 優子 氏
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
　　  杉村 香菜子 氏　 
演題：公益法人等に係る
　　  法人税

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

   
講師：東京国税局  調査第一部調査開発課
　　  情報技術専門官　村上  広行 氏
演題：令和３年度電子帳簿保存法の改正について

第2部   
講師：東京国税局  調査第一部調査審理課
　　  主査　豊田  昌彦 氏
演題：令和３年度税制改正について

講師：東京国税局  課税第ニ部消費税課
　　  実務指導専門官　八木ケ谷  繁 氏
演題：インボイス制度の概要について

受彰された皆様

令和3年度「税を考える週間」行事令和3年度「税を考える週間」行事

浅見氏 　高世氏 伏見氏　星野氏　山田氏
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information税務署だより

所得税、消費税及び贈与税の申告書、収支内訳書や青色申告決算書を作成できます。 
（所得税の申告書については、スマートフォンやタブレット端末でも作成できます。）

画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書等が作成できます。
自動計算なので計算誤りがありません。

確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法などの動画をご案内しています。

① マイナンバーカードを使って送信
　 マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又は
　 ICカードリーダライタをご用意ください。

相談はチャットボットや電話でもできます！

作成・送信のステップ作成・送信のステップ
「国税庁ホームページ」へアクセス「国税庁ホームページ」へアクセス

申告書等を作成申告書等を作成

e-Taxで送信して提出e-Taxで送信して提出

令和３年分（令和４年１月以降）からはスマホでさらに便利に！令和３年分（令和４年１月以降）からはスマホでさらに便利に！

確定申告書の作成方法は動画でチェック！確定申告書の作成方法は動画でチェック！

国税庁ホームページから
～新型コロナウイルス感染防止の観点からもご自宅からのe-Taxをご利用ください～

確定申告書の作成・送信は

1

2

3

所轄の税務署へお電話ください

チャットボットでの相談 お電話での相談
0570-01-5901e-Tax・作成コーナー

ヘルプデスク

※令和4年1月上旬公開予定

税務職員ふたば

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。

（全国一律市内通話料金）

麹町法人会はe - T a xを推進しています。

② IＤとパスワードで送信
　 ID・パスワード方式は、事前の届出が必要です。
　 届出をする場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、
    お近くの税務署にお越しください。

ICカードリーダライタ無しでe-tax スマホのカメラで源泉徴収票を自動入力！ スマホ専用画面の対象範囲が拡大！

スマホは
こちら

パソコンの画面に表示された
２次元バーコードをスマホ（マ
イナンバーカード読取対応）で
読み取れば、マイナンバーカード
を使ってｅ-Ｔａｘで送信できます！

ご質問を入力いただければ、
AIを活用した「税務職員ふたば」
がお答えします。

スマホのカメラで給与所得
の源泉徴収票を撮影すれば、
金額や支払者情報などが自
動で入力されます！

特定口座年間取引報告書（上場株
式等の譲渡所得等・配当所得等）、
上場株式等の譲渡損失額（前年繰
越分）等にも対応！

動画で見る確定申告

e-Tax の使い方
（操作方法等）

申告書の作成に
当たってのご不明点等

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：11月29日（月）

り、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

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8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：11月17日（水）  15：00～16：15
●形式：ライブ配信（Zoomウェビナー）
●演題：「コロナ禍が遺した課題⁉新時代の企業と健康・安全管理」

平河永田地区会～WEBセミナー～平河永田地区会～WEBセミナー～

●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
●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 氏

テーマ：社会保険制度の仕組みと実務について
内　容：社会保険制度の概要の説明、
  実務上のポイントを説明

石上 慶 氏
社会保険労務士法人ミライエ代表
中小企業福祉事業団幹事社労士
麹町法人会理事

織田 聡 氏
あすかクリニック院長（産業医）
医師・薬剤師・医学博士・僧侶

佐藤 雅史 氏
株式会社安全衛生推進センター
代表取締役社長
（安全衛生コンサルタント）

テーマ：直近の改情報
内　容：直近の労働・社会保険関係の法改正 および
             実務上の改正情報

椎野先生による説明

第 1回

第 2回
講 師

椎野  太郎 氏

スピーカー
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information税務署だより

所得税、消費税及び贈与税の申告書、収支内訳書や青色申告決算書を作成できます。 
（所得税の申告書については、スマートフォンやタブレット端末でも作成できます。）

画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書等が作成できます。
自動計算なので計算誤りがありません。

確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法などの動画をご案内しています。

① マイナンバーカードを使って送信
　 マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又は
　 ICカードリーダライタをご用意ください。

相談はチャットボットや電話でもできます！

作成・送信のステップ作成・送信のステップ
「国税庁ホームページ」へアクセス「国税庁ホームページ」へアクセス

申告書等を作成申告書等を作成

e-Taxで送信して提出e-Taxで送信して提出

令和３年分（令和４年１月以降）からはスマホでさらに便利に！令和３年分（令和４年１月以降）からはスマホでさらに便利に！

確定申告書の作成方法は動画でチェック！確定申告書の作成方法は動画でチェック！

国税庁ホームページから
～新型コロナウイルス感染防止の観点からもご自宅からのe-Taxをご利用ください～

確定申告書の作成・送信は

1

2

3

所轄の税務署へお電話ください

チャットボットでの相談 お電話での相談
0570-01-5901e-Tax・作成コーナー

ヘルプデスク

※令和4年1月上旬公開予定

税務職員ふたば

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。

（全国一律市内通話料金）

麹町法人会はe - T a xを推進しています。

② IＤとパスワードで送信
　 ID・パスワード方式は、事前の届出が必要です。
　 届出をする場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、
    お近くの税務署にお越しください。

ICカードリーダライタ無しでe-tax スマホのカメラで源泉徴収票を自動入力！ スマホ専用画面の対象範囲が拡大！

スマホは
こちら

パソコンの画面に表示された
２次元バーコードをスマホ（マ
イナンバーカード読取対応）で
読み取れば、マイナンバーカード
を使ってｅ-Ｔａｘで送信できます！

ご質問を入力いただければ、
AIを活用した「税務職員ふたば」
がお答えします。

スマホのカメラで給与所得
の源泉徴収票を撮影すれば、
金額や支払者情報などが自
動で入力されます！

特定口座年間取引報告書（上場株
式等の譲渡所得等・配当所得等）、
上場株式等の譲渡損失額（前年繰
越分）等にも対応！

動画で見る確定申告

e-Tax の使い方
（操作方法等）

申告書の作成に
当たってのご不明点等

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：11月29日（月）

り、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
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皆様と親睦を図るため、第8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：11月17日（水）  15：00～16：15
●形式：ライブ配信（Zoomウェビナー）
●演題：「コロナ禍が遺した課題⁉新時代の企業と健康・安全管理」

平河永田地区会～WEBセミナー～平河永田地区会～WEBセミナー～

●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
●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 氏

テーマ：社会保険制度の仕組みと実務について
内　容：社会保険制度の概要の説明、
  実務上のポイントを説明

石上 慶 氏
社会保険労務士法人ミライエ代表
中小企業福祉事業団幹事社労士
麹町法人会理事

織田 聡 氏
あすかクリニック院長（産業医）
医師・薬剤師・医学博士・僧侶

佐藤 雅史 氏
株式会社安全衛生推進センター
代表取締役社長
（安全衛生コンサルタント）

テーマ：直近の改情報
内　容：直近の労働・社会保険関係の法改正 および
             実務上の改正情報

椎野先生による説明

第 1回

第 2回
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椎野  太郎 氏

スピーカー
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information麹町消防署だより

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

課税・納税証明書は
出張所でも交付しています

①令和4年1月1日現在、千代田区に住所があり、令和3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。

千代田区役所 電話：03-3264-2111（代表）

■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4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
③千代田区在住の方のどなたかに扶養されていた方

■申告が不要な方

住民税（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、

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）

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4年3月15日（火）までに申告してください。

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4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4年1月31日（月）

エルタックス
イメージキャラクター
エルレンジャー

https://www.eltax.lta.go.jp/
詳細はホームページをご覧ください

東京都主税局  償却資産 

麹町消防署　防火管理係問合せ先 03-3264-0119

あなたの消火器大丈夫？
― 新規格の消火器に交換を！ ―

　消防法令に基づいて設置されている旧規格消火器は、２０２１年１
２月３１日に設置できなくなります。２０２２年１月１日以降は、新規
格の消火器が必要ですので、古い消火器は交換をお願いします。
　また、見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経
年劣化で腐食等の不具合が生じ、破裂事故に繋がります。メーカーが
推奨する消火器の設計標準使用期限は製造よりおおむね１０年です
ので目安としてください。新規格消火器の本体には「設計標準使用期
限」が書かれています。
　なお、ご家庭などに自主的に設置している消火器は、消防法令上の
交換義務はありませんが、使用期限内での交換をお奨めします。
　消火器を廃棄する場合は、お近くの消火器販売店などのリサイクル
窓口への持込みや回収依頼、または郵送することでリサイクルができ
ます。
　詳しくは、（株）消火器リサイクル推進センターのホームページを
ご覧ください。

消火器の規格が変わります！
消防法令に基づいて設置されている旧規格消火器は
２０２１年１２月３１日までに交換が必要です。

※一般社団法人　日本消火器工業会　資料より抜粋

エルタックス

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

ちょっと待て！ ATMでは戻らない
注意 こんな電話は特殊詐欺！！

保険料 医療費

封筒を送っていますが
返送がありません。
期限を過ぎていますが

今なら特別に手続きができますよ。

具体的な課を名乗り信ぴょう性を
高めます。

【特殊詐欺の手口】区役所の職員を名乗りATMに向かわせます！

千代田区役所給付課の
〇〇と申します。

近くのATMはどこですか？
説明するので

携帯電話を持って
ATMに行ってください。

自然な流れでATMに向かわせます。「期限が過ぎている」などと焦らせ、
考える時間を与えません。

ATMでの携帯電話! いずれの手続きも
電話で連絡がくることは絶対にありません！
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information事務局だより

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

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。 

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』

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！

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）

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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