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Interview
特  集 あえて忙しい仕事を 一緒に仕事をする職員がいたからこそ

私は生まれが大阪なのですが、小学校高学年頃には父の仕事
の関係で東京に引っ越しました。場所は吉原の近くで、当時は吉
原大門や見返り柳を通りながら学校に通っていました。小学校の
頃はまだ大阪弁が抜けず、いじられたりもしましたが、当時の先
生が庇ってくれていじめなどにはなりませんでした。その時の先
生とはいまだに年賀状のやり取りもしています。高校卒業後は税
務大学校に進学し、前署長の青木さんの1年後輩になります。
税務大学校に通うことになったのは、高校の先生に勧められ

たのがきっかけです。先生には公務員になることを勧められたの
ですが、当時の私は公務員のイメージがあまり良くありませんで
した。なんとなく暇そうな仕事といったイメージです。しっかりした
仕事をするならと思い、先生に公務員で一番忙しい仕事を聞き、
税務署の職員を目指すことになりました。
最初は京橋税務署で個人の所得税関係の部門に3年いまし

た。そこからずっと東京にいますが、4年ほど前に大阪局に出向
し、滋賀県の草津税務署の
署長をやらせてもらいまし
た。小学生以来の関西でし
たが、周りが関西弁のた
め、私もついつい関西弁に
なっていましたね。

30歳は下っ端⁉
忙しい公務員と教えてもらった通り、最初の京橋税務署からと

ても忙しかったですね。
麹町も同じですが、とても来客の多いところだったので先輩に
聞きながら頑張っていたのを覚えています。それから10年くらい
確定申告に携わりました。個人課税を担当しているうちに、思うと
ころあって、国税局の方で働きたいと考えるになりました。ただ、
国税局の方では希望する個人課税課には配属されず、総務課に
行ったのですが、そこもかなり忙しかったです。国税局で30歳くら
いはまだ下っ端で、2回目の新人のようなイメージでかなりハー
ドに仕事をしていましたね。当時二人目の子供が保育園に通うく
らいの時期でしたが、私は仕事ばっかりで育児は任せっきり。当
時を考えると妻には頭が上がりませんね。

釣りはまだまだ勉強中！
趣味は海釣りです。小さい頃は川で鮎を釣ったりしていました。

それからはやっていなかったのですが、20年くらい前に教えても
らってからは面白くてはまっています。食べたい魚、旬の魚を釣る
事が多いですね。釣った魚は自分で捌きますし、包丁も持っていま
すよ。月に1回くらいは行くようにしていて、1.2ｍくらいのドラゴ
ン級と言われるタチウオを釣ったこともあります。ただ、釣れない
こともあるのが釣りですから、仕掛けから色々と考えて、勉強し
て、釣れるシミュレーションをする。それで釣れれば、なお楽しい
ですね。

国税局で個人課税課を希望したのも東金税務署での経験から
だったのですが、なかなか自分の思うようにはいきませんでし
た。それが3年前に個人課税課長をやらせてもらった際には色々
なことが見えてきました。やりたいことをわかってくれる職員が周
りにいたお陰で上手くできたと感じています。また、コロナの出始
めであったことも関係して大変でしたが充実はしていました。

税務行政とは
入ったときに言われて、常に考えていることですが、国民の皆

さんに負託を受けて仕事をしているということでしょうか。この仕
事は皆さんから信頼されていないとできません。その負託に応え
るという使命があると思っています。職員個々が調査活動などあ
りますから、まずは信頼を得られるような人になり、信頼される仕
事が出来るようになる。もちろん厳しくしないといけない場面も
あります。GHQのハロルド・モス氏の「正直者には尊敬の的、悪
徳者には畏怖の的」というのをベースに、若手にもわかりやすく
教えていけたらと考えています。

初心忘れるべからず
私が先輩から学んだ、「信頼される」ということ、そして、向上心

や意欲が大切だと感じています。そういったことを忘れずに取り
組んでいます。これからもインボイスなど色々なことが変わって
いきます。変わっていくからこそ初心を忘れずに職員と一緒に協
力していければと思っています。
職員にはイキイキと仕事ができる職場を提供したい。悩みなど
気軽に相談できる環境にできればと思っています。
麹町法人会の皆さんとはまずはコミュニケーションを取りたい

と思っています。私達だけでは出来ないことがたくさんありますの
で、ぜひともお互いに協力しあえればと考えていますので、よろ
しくお願いいたします。

芦田署長、
よろしくお願いします！

新税務署長インタビュー

“信頼される”
 　　　　仕事とは

麹町税務署長

芦田眞一 氏
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ご出身は?

ご経歴は? 仕事におけるモットーは? 麹町法人会に
期待することは?

ふるさと自慢を一言！
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千葉県船橋市です。

アンデルセン公園、ららぽーと、ふなっしーと衣食住＋話題に事欠きません！

麹町署は１年目です。
前任は国税庁調査課で調査担当の主査をしておりました。

「履道応乾」
麹町法人会の皆様には、税務行政に関しこれまでも多大なる御支援と御協力をいた
だいており、厚くお礼申し上げます。引き続き皆様と共に励んでいきたいと考えて
おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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大分県由布市です。

大分県と言えば「おんせん県」として有名で、子供の頃は別府での公営浴場でも無料
で温泉に入っていました。また、私の出身も温泉宿で有名な「湯布院」と合併して、
今に至っています。

麹町署は１年目です。
前任は単身赴任で札幌国税局査察課において２年間統括官をしておりました。

「堅実、そして、確実に」
麹町法人会の皆様には、常日頃から税務行政に対して多大なる御支援、御協力を賜
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、引き続きe‐Taxの利
用拡大及びキャッシュレス納付等の推進に御支援、御協力をお願いいたします。
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福岡県福岡市です。

博多どんたくや博多山笠等のお祭りです。

麹町署は２年目です。前任は京橋署の法人１統括です。

「一騎当千」
麹町法人会の会員の皆様には、日頃から税務行政に対しまして、多大なる御支援と
御協力を賜り感謝申し上げます。
本年もよろしくお願いします。

麹町税務署
法人担当副署長

小澤 聡司 氏
おざわ　　さとし

麹町税務署
法人調査担当副署長

山元 伸治 氏
やまもと　 しんじ

麹町税務署
法人1部門統括官

太田 光俊 氏
おおた　 みつとし

麹町税務署法人課税関係等職員

令和 4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

※敬称略

令和 4 事務年度 令和 3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

芦田　眞一 総務部 次長 署　長 青木　幸弘 退職

柳澤　義則 留任 （総管徴） 副署長 柳澤　義則 留任

渡邊　尚之 留任 （個資） 副署長 渡邊　尚之 留任

小澤　聡司 庁 調査課 主査 （法内） 副署長 佐藤　一輝 庁 国際業務課 企画調整官

山元　伸治 札幌局 査察３ 統括官 （法調） 副署長 石川　雅美 江東西 副署長

太田　光俊 留任 法人１ 統括官 太田　光俊 留任

谷口　亮介 柏 法人１ 連調官 法人１ 連調官 稲澤　心 調査第四部 調査52 主査

大森　賢一 新宿 法人５ 統括官 法人２（主担） 統括官 川口　美香 課税第二部 調査1 総括主査

齋藤　律子 麻布 法人３ 統括官 法人３（源泉） 統括官 立山　賢 武蔵野 法人１ 統括官

齋藤　生子 留任 法人４（源泉） 統括官 齋藤　生子 留任

才田　貴之 留任 法人５ 統括官 才田　貴之 留任

淺野　謙一郎 庁 審理室 係長 法人６ 統括官 樋口　浩介 課税第二部 消費税 連調官

今澤　幸久 八王子 法人５ 統括官 法人７ 統括官 西尾　秀文 王子 法人４ 統括官

竹内　稔雄 留任 法人８ 統括官 竹内　稔雄 留任 　　

吉田　裕平 豊島 特情官 特情官 法人９ 統括官 人吉　崇行 査察部 査察32 主査

大江　章 横浜南 法人６ 統括官 法人 10 統括官 石井　清 品川 法人６ 統括官

山口　雄一 大月 法人１ 統括官 審専官（法人） 審専官 富山　吉徳 総務部 税相 相談官

坂本　智寛 江戸川北 審専官 審専官（法人） 審専官 鎌田　兼司 葛飾 法人 審専官

白戸　秀周 留任

審専（法人）

審専官（源泉） 審専官 白戸　秀周 留任

廣瀬　正之 課税第二部 消費税 実査官 上席調査官 法人審理 財津　由美子 麹町 法人２ 上席

松本　義徳 留任 調査官 法人審理 松本　義徳 留任

岡田　知己 留任 調査官 法人審理 岡田　知己 留任

大上　将吾 鰍沢 法人 調査官 調査官 法人審理 杉村　香菜子 川崎北 総務 総務長

伊藤　展敏 留任 上席調査官 源泉審理 伊藤　展敏 留任

榎本　綾子 留任 上席調査官 源泉審理 榎本　綾子 留任

北野　千恵 留任 上席調査官 源泉審理 北野　千恵 留任

和田　克幸 千葉南 総務 総務課長 総務課 課　長 磯　勝利 甲府 副署長

梅澤　貴則 浅草 法人１ 統括官 納支援官 支援官 高山　みさき 武蔵府中 総務 総務課長

高田　美帆 留任 広報官 広報官 宮原　一孝 調査第一部 調査審理 国際調査審理官

星　康之 甲府 広報官 広報官 広報官 広報官 高田　美帆 留任

森久保　健吾 江東西 総務 課長補佐 総務課 課長補佐 齊藤　誠聡 課税第一部 統実官 主査

中窪　亮太 留任 総務課 総務係長 中窪　亮太 留任

三浦　晃 銚子 総務 会計長 総務課 会計係長 田口　寿也 徴収部 徴収 実査官
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ご出身は?

ご経歴は? 仕事におけるモットーは? 麹町法人会に
期待することは?

ふるさと自慢を一言！
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前任は国税庁調査課で調査担当の主査をしておりました。

「履道応乾」
麹町法人会の皆様には、税務行政に関しこれまでも多大なる御支援と御協力をいた
だいており、厚くお礼申し上げます。引き続き皆様と共に励んでいきたいと考えて
おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

11
22

55
44
33

大分県由布市です。
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麹町署は１年目です。
前任は単身赴任で札幌国税局査察課において２年間統括官をしておりました。
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小澤 聡司 氏
おざわ　　さとし

麹町税務署
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やまもと　 しんじ
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おおた　 みつとし

麹町税務署法人課税関係等職員

令和 4年度人事異動のお知らせ
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※敬称略
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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4年4月1日～令和4年6月21日）（令和4年4月1日～令和4年6月21日）

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

けんたくんと行く！～麹町エリアの坂～

九段南四丁目と五番町の境界に位置する坂
です。怪談「番町皿屋敷」のお菊が、髪をふり
乱し、帯をひきずりながらここを通ったと

vol.9

いう伝説から、帯坂の名がつけられたといわ
れています。市ヶ谷御門へ抜ける切通しとし
て作られたので、切通し坂の名もあります。

帯坂
帯をひきずりながら
なんて怖いワン！

本店：千代田区内幸町 1-6-8　銀座オフィス：中央区銀座 1-8-8 三神ALビル 3F
03-5524-5391    　　  http://webstarjapan.com/

有楽町日比谷地区会㈱ウェブスタージャパン
仮想通貨マイニング機器の販
売、ホスティング事業（福井
県）、マイニング機器修理メン
テナンス、飲食店経営全般

有楽町日比谷地区会㈱ラクレ

千代田区内幸町 1-6-6
03-6271-0929
https://www.clubghq.com/

CLUB　G.H.Q
タッカンマリ劇場

江東区新砂 2-2-11
0570-01-0279　　　  https://www.sagawa-exp.co.jp/

管外佐川急便㈱ 関東支店千代田営業所
物流に関するお悩み・ご相談な
どをお気軽にご連絡ください。
専門の物流コンサルチームがお
応えいたします。

番町地区会小野不動産㈱

千代田区一番町 21-3
03-5276-3155　　　  

業種：不動産管理

千代田区平河町 2-7-5 砂防会館本館 3階
050-5808-5500　  　  https://comdesign.co.jp/

平河永田地区会㈱コムデザイン
コールセンター運営に不可欠な CTI
機能を、クラウドサービスでご提供。
1 席、1 か月から利用可能。企業の
コールセンターをサポートします。

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。

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

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。
人と組織の可能性を最大限に引き出す仕組
みづくりをサポートします。

大手町丸の内地区会㈱アイ・コミュニケーションズ

千代田区麹町 3-1　麹町 311 ビル 6階
03-3265-0971
https://www.asahi-kohsan.com

1961年の設立時から麹町、メカトロニクス
機器の専門商社です。
メカトロニクス部品、モーション部品、セン
サー部品を提供し、幅広い角度からイノベー
ションをサポートします。

麹町地区会旭日興産株式会社

有楽町日比谷地区会（一社）エデュコ

千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9階
03-6205-7025　　　   https://educo-j.or.jp/

管外㈱かんぽ生命保険 東京中央法人支店
業種：金融・保険

港区虎ノ門 3-17-1 TOKYU REIT 虎ノ門ビル 9階
03-6402-6515　　　   https://www.jp-life.japanpost.jp/

管外西武信用金庫飯田橋支店
業種：金融

新宿区下宮比町 3-2 日本精鉱ビル 3階
03-3269-5711　　　　 https://www.shinkin.co.jp/seibu/

①PCB汚染物の処理費用削減のご提案
②大容量ポータブル型蓄電池の販売
③企業向け Webｻｲﾄの構築･ﾃ ｻ゙ ｲ゙ﾝの
　ご提案

千代田区九段北 1-4-5 北の丸グラスゲート 6階A
03-3221-1116　　　  https://www.j-profix.co.jp/

九段一ツ橋地区会㈱日本プロフィックス・エンジニアリング

管外㈱農協観光

大田区平和島 6-1-1 TRCアネックス 1階
03-6436-8203　　　   https://ntour.jp/

業種：旅行

千代田都税事務所長 着任のごあいさつ千代田都税事務所長 着任のごあいさつ
麹町法人会会員の皆様には、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
４月１日付で、千代田都税事務所長に着任いたしました三浦でございます。今般の新型コロナウイルス感染症

対策等の関係から、ご挨拶が大変遅れましたことを心よりお詫び申し上げます。
さて、貴法人会の役員・会員の皆様におかれましては、都の税務行政に加え、法人事業税や事業所税の適正な

申告・納付など、都税事務所の運営にも多大なお力添えを賜り厚く御礼申し上げます。
また、次世代教育のための「税に関する絵はがきコンクール」の主催をはじめ、「千代田租税リバークルーズ」

の実施、また税務支援活動として各種説明会の開催など、納税道義の高揚に資する活動にも積極的に取組まれて
おり、こうした会員の皆様の真摯なご尽力に心から敬意を表します。
さて、東京都の行財政運営の状況について見ますと、令和４年度当初予算における都税収入は、企業収益の持

ち直しによる法人二税の増などにより、前年度比 11.6%増の 5兆 6,308 億円を見込んでおります。これは３年ぶ
りの増収となる他、令和元年度決算に次ぐ規模となっております。
一方、一般会計の歳出では、新型コロナウイルス感染症や気候変動への対策強化をはじめ、ポストコロナを見

据えた経済社会の再生・回復のため、「サスティナブル・リカバリー」への取組みを積極的に推進する結果、前年
度比 5.1%増の 7兆 8,010 億円で過去最大となっております。
ところで、私ども千代田都税事務所では、これらの施策を着実に実施していくための財源となる都税収入の確

保とともに、適正・公平な税務行政の推進と納税者サービスの更なる向上に努めて参る所存です。
また、納税者の利便性の向上と税務行政の一層の効率化を目的として、キャッシュレス納税の拡大や各種証明

書の電子申請導入等のデジタル化に取り組むとともに、地方税ポータルシステム eLTAX の利用を引き続き促進し
て参ります。
皆様におかれましては、都の税務行政に対する一層のご理解とご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
結びに当たり、麹町法人会の益々のご発展と役員・会員の皆様方のご多幸、ご健勝を祈念いたしまして、着任

のご挨拶とさせていただきます。

三浦  仁 氏
千代田都税事務所長

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

よろしくお願いしま
す！
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千代田都税事務所長 着任のごあいさつ千代田都税事務所長 着任のごあいさつ
麹町法人会会員の皆様には、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
４月１日付で、千代田都税事務所長に着任いたしました三浦でございます。今般の新型コロナウイルス感染症

対策等の関係から、ご挨拶が大変遅れましたことを心よりお詫び申し上げます。
さて、貴法人会の役員・会員の皆様におかれましては、都の税務行政に加え、法人事業税や事業所税の適正な

申告・納付など、都税事務所の運営にも多大なお力添えを賜り厚く御礼申し上げます。
また、次世代教育のための「税に関する絵はがきコンクール」の主催をはじめ、「千代田租税リバークルーズ」

の実施、また税務支援活動として各種説明会の開催など、納税道義の高揚に資する活動にも積極的に取組まれて
おり、こうした会員の皆様の真摯なご尽力に心から敬意を表します。
さて、東京都の行財政運営の状況について見ますと、令和４年度当初予算における都税収入は、企業収益の持

ち直しによる法人二税の増などにより、前年度比 11.6%増の 5兆 6,308 億円を見込んでおります。これは３年ぶ
りの増収となる他、令和元年度決算に次ぐ規模となっております。
一方、一般会計の歳出では、新型コロナウイルス感染症や気候変動への対策強化をはじめ、ポストコロナを見

据えた経済社会の再生・回復のため、「サスティナブル・リカバリー」への取組みを積極的に推進する結果、前年
度比 5.1%増の 7兆 8,010 億円で過去最大となっております。
ところで、私ども千代田都税事務所では、これらの施策を着実に実施していくための財源となる都税収入の確

保とともに、適正・公平な税務行政の推進と納税者サービスの更なる向上に努めて参る所存です。
また、納税者の利便性の向上と税務行政の一層の効率化を目的として、キャッシュレス納税の拡大や各種証明

書の電子申請導入等のデジタル化に取り組むとともに、地方税ポータルシステム eLTAX の利用を引き続き促進し
て参ります。
皆様におかれましては、都の税務行政に対する一層のご理解とご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
結びに当たり、麹町法人会の益々のご発展と役員・会員の皆様方のご多幸、ご健勝を祈念いたしまして、着任

のご挨拶とさせていただきます。

三浦  仁 氏
千代田都税事務所長

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

よろしくお願いしま
す！
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秋季特別講演会秋季特別講演会

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!

※詳細は別紙にてご案内いたします

日 時

10月5日（水）10：30～11：30

東京トラック事業健保会館　2階大会議室
会 場

麹町税務署
署長　芦田眞一 氏

講 師

「はじめての単身赴任」演 題

お知らせ

「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
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１４日（月）に開催いたします。
ぜひご参加ください。

日 時

内 容

11月14日（月）18：30～
会 場 日比谷図書館/日比谷コンベンションホール（大ホール）

「コロナの後の納税の意義と自覚と」

お知らせ

※写真は2021年度の様子

社会保険実務セミナー社会保険実務セミナー
本年度も社会保険の実務セミナーを開催することと
なりましたので、ご案内申し上げます。
社会保険は、社員の生活に直接影響します。
社会保険実務担当者として備えておくべき知識や手
続きのポイントを、膨大な法体系から必要な部分だけ
を抽出して整理し、新任担当者にも分かりやすく、実
務上発生しやすい事例を交えながら解説します。

会 場 東京トラック事業健保会館　2階大会議室
講 師 社会保険労務士法人 レガリテート

椎野 太朗 氏

日 時

第１回
第２回

10月25日（火）　１４：００～１６：００
11月  1日（火）　１４：００～１６：００

お知らせ

WEB写真コンテストWEB写真コンテスト
好評いただいております「写真コンテスト」は、今年度
より、WEBで簡単に応募できるよう「ＷＥＢ写真コン
テスト」に変更いたします。
今回から画像データのみの受付となります。データを
お送りください。

お知らせ

応募受付

10月17日（月） ～ 11月11日（金）
※詳細は別紙にてご案内いたします

第11回通常総会第11回通常総会
第11回通常総会が６月22日（水）に赤坂プリンスク
ラッシックハウ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11期目の事
業年度でした。
今年度は、新型コロナウイルスも終息に向かっている
中、会場での感染防止を徹底していくことを前提に講

演会、通常総会、懇談会を開催いたしました。
規定により、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。
来賓として麹町税務署 青木署長、千代田都税事務所 
三浦所長、千代田区 樋口区長からそれぞれご祝辞を
いただきました。

第3部　懇親会

西脇理事の司会により盛会な懇親会になりました。
麹町税務署 佐藤副署長の乾杯を合図に懇談が始
まりました。
懇親会のなかでは名刺交換も活発に行われ、賑や

かで楽しいものとなりました。ご参加の会員の皆
様、また税務署幹部の方々をはじめ、ご来賓の皆様
には、中締め閉会の最後までお付き合いいただき、
誠にありがとうございました。

第2部　通常総会

第1部　講演会

史家・作家　加来 耕三  氏 講 師

歴史に学ぶ ～大変革期に飛躍する経営～演 題

活動報告

千代田都税事務所　三浦所長麴町税務署　青木署長麹町法人会　出井会長

千代田区　樋口区長 総会の様子① 総会の様子②
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令和3年度 麹町法人会 会員増強功労表彰令和3年度 麹町法人会 会員増強功労表彰
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

番町地区会・・・・・・・・・・・・・・会員勧奨実積   5社
麹町地区会・・・・・・・・・・・・・・会員勧奨実積   8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 11社
飯田橋・富士見地区会・・・・・会員勧奨実積   8社
大手町丸の内地区会・・・・・・会員勧奨実積   9社
九段一ツ橋地区会・・・・・・・・・会員勧奨実積   8社
管外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・会員勧奨実積   3社

青柳　守人・・・・・・・・・・・・・・会員勧奨実積 2社

大同生命保険㈱ 東京支社 推進員
　赤井　淑乃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実積 3社
　岩本　梨佳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実積 ２社
　齊藤　優希・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実積 1社
　岩見　郁美・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実積 1社
AIG損害保険㈱ 
　推進員及び代理店・・・・・・・・・・・・・・実積 6社

受託会社の部地区会の部

個人の部

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。

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！

活動報告

※上記「地区会の部実積」に含む

名刺交換会・意見交換会名刺交換会・意見交換会
活動報告7月19日（火）

大手町サンケイプラザ

麹町管内税務連絡協議会では、名刺交換会・意見交換会を開催しま
した。麹町税務署からは、芦田署長と新任幹部含め7名、税務連絡協
議会からは納税協力7団体の会長および支部長の他、各団体の役
員が出席しました。
午後6時からは、麹町税務署人事異動の幹部職員を招いての意見交
換会が開催され、麹町法人会 出井会長から納税協力団体を代表し
て挨拶があり、麹町税務署芦田署長からもご挨拶がありました。本
年は感染防止対策により、懇談会の前に、参加された皆様と、来賓
の方々全員による名刺交換をしていただきました。その後、和やかな
懇談のうちに意見交換を終え、午後7時30分に閉会いたしました。

厚生共益事業委員会・組織委員会・受託会社

３者合同推進会議
厚生共益事業委員会・組織委員会・受託会社

３者合同推進会議
主な議題は「会員勧奨について」
現在当会は約１，５００社の会員で構成されているが、
年々会員の退会が入会より上回る現象にあります。
退会の理由を新型コロナウイルスや不景気などの時
代の流れにしてしまうと、自然に減少していくと思わ
れます。
ここで改めて当会を見直す機会をもうけ、今一度会員
の増強に力を入れて行く！退会防止にばかり力をい
れ、会員増強の努力を怠る事は長い目でみた場合、当
会にとってマイナスが大きく、退会防止には会員増強
がキーポイントで、新しい会員が増えてくると、委員会
や活動も活性化し、当会自体も盛り上がり、やめたい

と考えていた会員も当会の魅力に気付いてくれるの
ではないか。このような理由から、今年度は、会員増
強に力を入れるため年間目標入会数を設置し、一丸
となって進めていくことになりました。

6月17日（金）開催日

九段上集会室場 所

活動報告

女性部会役員会＆懇親会女性部会役員会＆懇親会
女性部会では、4月の定時総会が関係者に新型コロナウイルス濃厚接触
者が出たため、急遽書面表決に変更いたしました。
例年ですと、定時総会後役員会が開催され「今年度の事業計画につい
て」話し合いがもたれますが延期になり、2か月遅れで役員会が開催され
ました。

6月28日（火）開催日

富士見区民館（役員会）・アロハテーブル飯田橋店（懇親会）場 所

活動報告

夏季特別講演会夏季特別講演会
日本橋法人会、京橋法人会共催で夏季特別講演会を開催。

7月13日（水）開催日

日本橋公会堂場 所

講 師 心療内科 本郷赤門前クリニック院長、医学博士、心療内科医 

吉田 たかよし氏
演 題 「新型コロナ感染症対策のメンタルケア

とストレスに負けない脳のマネージメント」

活動報告

第67回 簿記教室を開催！第67回 簿記教室を開催！
毎年皆様のご好評いただいております「簿記教室」
を、本年も開催いたしました。
新しく入社された方、経理事務初心者の簿記の研修
を希望する方などを対象として、帳簿計算から決算書
の作り方・見方までの実務に役立つ簿記の知識の習
得を主な内容としています。

日 時 8月2日（火）8月2日（火）
場 所 石油製品販売健康保険組合石油製品販売健康保険組合

活動報告

女性部会・青年部会  合同社会貢献事業

「いちごプロジェクト（節電）」～うちわ配布～
女性部会・青年部会  合同社会貢献事業

「いちごプロジェクト（節電）」～うちわ配布～
活動報告

8月5日（金）
丸の内丸ビル１階 丸キューブ

開催日

場 所

開催日

場 所

女性部会の事業であります「いちごプロジェクト（節
電）」を青年部会と合同で開催しました。
青年部会員および税務署幹部の方々と一緒に節電の
うちわとコロナウイルス感染症感染対策用にマスク配
布しました。
本来は、日比谷公園での盆踊りで配布予定でしたが、
今年度も中止になり、代替案として会員企業様にご
協力いただき開催にいたりました。ご協力いただきま
した皆様、会員企業様、ありがとうございました。※敬称略
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令和3年度 麹町法人会 会員増強功労表彰令和3年度 麹町法人会 会員増強功労表彰
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

番町地区会・・・・・・・・・・・・・・会員勧奨実積   5社
麹町地区会・・・・・・・・・・・・・・会員勧奨実積   8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 11社
飯田橋・富士見地区会・・・・・会員勧奨実積   8社
大手町丸の内地区会・・・・・・会員勧奨実積   9社
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　岩本　梨佳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実積 ２社
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受託会社の部地区会の部

個人の部

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。

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！

活動報告

※上記「地区会の部実積」に含む

名刺交換会・意見交換会名刺交換会・意見交換会
活動報告7月19日（火）

大手町サンケイプラザ
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年は感染防止対策により、懇談会の前に、参加された皆様と、来賓
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6月17日（金）開催日
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活動報告
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活動報告
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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

麹町消防署からの
お知らせ

納税証明・評価証明は 電子申請 をご活用ください

住民税（特別区民税・都民税）
第3期分の納期限は10月31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
からお電話またはSMS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
10月31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

「まず行動 救える命 あなたから」
（東京消防庁救急標語）作者＝ 岡本　純一 さん ＜府中市在勤＞

おかもと じゅんいち

―　救急週間　―
令和4年9月4日から9月10日まで

自宅やオフィスのパソコンから
「 東京共同電子申請・届出サービス 」を利用して申請・手数料納付が出来ます！

※納税義務者本人からの申請が対象です。（代理人申請不可）

・ パソコンから申請してください。（Windowsのみ、スマートフォン・タブレット端末不可）
・ 個人申請では、マイナンバーカードとＩＣカードリーダーが必要です。
法人申請では、各種電子証明書とＩＣカードリーダー（ＩＣカード型証明書の場合）が必要です。

・ 証明は普通郵便にて送付します。（速達・書留等の郵送オプションには対応しておりません）

・ 納税証明（車検用納税証明は除きます） ・ 滞納処分を受けたことのないことの証明
・ 酒類製造販売の免許申請のための証明 ・ 23区内の固定資産(土地・家屋)評価証明

申請可能な証明の種類や詳細な手続Q&Aについては、
主税局ホームページをご確認ください。

■ 注意事項

■ 交付申請が可能な証明

主税局ホームページは
こちらのQRコードから
ご覧ください。

令和３年中、東京消防庁管内の救急出場件数は、74万3726
件で、救急車は42秒に1回の頻度で出場しています。
救急車の需要が増加している中、命の危険が迫っている人

のもとへ救急車の到着が遅れることが予想され、救命率の低
下が危惧されています。
そこで大切になるのが、急病人のもとに立ち会った皆さん

の協力です。救急車到着までの間に応急手当を実施した場合
としない場合では救命率が大きく変わります。

少しでも救命率を上げるために皆さんの力が必要です！！
東京消防庁では救命講習を随時開催しています！一人でも

多くの命を救うため、一緒に命の救い方を学びましょう。
ご参加お待ちしております！！

麹町消防署 予防課防火管理係問合せ先 03-3264-0119

東京消防庁  公式アプリ
ダウンロードはこちら！

納税案内センター電話：03-5211-4195
SMS発信番号：070-1837-1521（発信専用）

令和５年10月から消費税の適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が実施され、適格請求書（インボイス）
を発行できる「適格請求書発行事業者」となるための登録申請の受付は、令和３年10月から開始されています。

説明会の主な内容 Ⅰ  インボイス制度の基本的な仕組み
Ⅱ  消費税の基本的な仕組みとインボイス制度の概要

インボイス制度に関するお問合せ先
インボイス制度に関する一般的な御質問や御相談は、専
用ダイヤルで受付けています。

0120-205-553
受付時間 9：00～17：00（土日祝除く）

内 容 日 時 開催場所 定 員 連絡先

オンライン説明会
インボイス制度の基本的な事項や留意すべき点などを解
説しています。また、インボイス特設サイトでは、チャッ
ト機能を利用した質疑応答も行っております。

インボイス
特設サイト

説明会
サイト

事前予約制説明会の参加に当たって
●参加希望の方は連絡先まで申込みをお願いします。
●税務署の代表電話にお問い合わせいただく際は、自動
音声案内にしたがって、「２」を選択してください。
●マスクの着用をお願いします。
●御来場には、公共交通機関を御利用ください。
●新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中
止する場合がございます。

30名

50名

30名

各回
50名

各回
30名

各回
50名

各回
30名

９/13 ㈫
13:30～14:30
９/26 ㈪

10:30～11:30
９/28 ㈬

13:30～14:30
10/5 ㈬

10:00～11:00
10/5 ㈬

13:30～14:30
10/17 ㈪
10:30～11:30
11/10 ㈭
13:30～14:30
11/16 ㈬
13:30～14:30
11/16 ㈬
15:30～16:30
12/19 ㈪
13:30～14:30

12/20 ㈫
10:00～11:00
12/20 ㈫
13:30～14:30

神田税務署4階会議室 神田税務署　法人課税第2部門
☎03－4574－5596（代表）（内線21269）

神田税務署　法人課税第2部門
☎03－4574－5596（代表）（内線21269）

神田税務署　法人課税第2部門
☎03－4574－5596（代表）（内線21269）

神田税務署　法人課税第2部門
☎03－4574－5596（代表）（内線21269）

麹町税務署　法人課税第2部門
☎03－3221－6011（代表）（内線5721）

麹町税務署　法人課税第2部門
☎03－3221－6011（代表）（内線5721）

麹町税務署　法人課税第2部門
☎03－3221－6011（代表）（内線5721）

神田税務署4階会議室

神田税務署4階会議室

神田税務署4階会議室

九段第2合同庁舎
14階共用会議室

九段第2合同庁舎
14階共用会議室

九段第2合同庁舎
14階共用会議室

インボイス制度
説明会の御案内
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をご利用ください。
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き落としになります。
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●マスクの着用をお願いします。
●御来場には、公共交通機関を御利用ください。
●新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中
止する場合がございます。

30名

50名

30名

各回
50名

各回
30名

各回
50名

各回
30名

９/13 ㈫
13:30～14:30
９/26 ㈪

10:30～11:30
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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

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！ 
1,600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

痴漢撃退! 電車内で被害者は、
後方から犯人に痴漢行為をされて声を
出せなかったが…
そっとスマホのアプリを起動した。

車内に痴漢撃退機能の音声が鳴り響いた。

みんなでなくそう！ちかん被害

〈警察相談ダイヤル〉
110 番または＃9110

警視庁防犯アプリ
55万人

突破‼

登録者「痴漢撃退機能」って何？

痴漢被害の通報、悩みや対策の相談は

相談されたら、警察への後押しを
保護者、先生、同僚、友達 etc

この画面を見せて
助けを求めること
ができます

この画面を見せて、
助けが必要か確認
できます

デジポリスデジポリス
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公益社団法人 麹町法人会
www.koujimachi.or.jp

法人会キャラクター
けんたくん

特集

千代田都税事務所長
着任のごあいさつ 第11回通常総会 3者合同推進会議

新税務署長インタビュー
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