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青年部会の活動青年部会の活動
迎
春 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。
新型コロナウイルス感染症もまもなく三年を経過し、皆様も 4 回以上ワク
チンを打たれた方も多いと思いますが、感染症はいまだに収まらない状況
が続いております。しかし制限のない行動が実施されたことにより、世間
に明るい兆しが見えてきました。当会も、赤坂プリンスクラッシックハウ
スにて加来耕三（歴史家・作家）先生の講演、通常総会、懇親会を開くこ
とができました。しかし、千代田租税リバークルーズは、台風の影響で残
念ながら中止になりました。「税を考える週間」の行事として、麹町税務署
長の芦田氏による講演会と、麹町納税貯蓄組合連合会との共催事業、シン
ポジウム「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は、
オンライン配信をしました。お蔭様で行事が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とご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。

公益社団法人 麹町法人会
会長 出井久幸 氏

千代田区長
樋口 高顕 氏

麹町税務署長
芦田 眞一 氏

東京都千代田都税事務所長
三浦 仁 氏

納税者の視点に立ち
公正・公平な税務行政の実現と
納税者サービスの向上に
全力で取り組みます。

本年の干支うさぎの長い耳は
福を集めると言われています。
うさぎのように皆様が

御多幸な1年となりますよう
お祈り申し上げます。

区民生活の更なる向上に向けて、
新たな事業や試みに

積極的に挑戦してまいります。
今年もよろしくお願いいたします。

暑気払い暑気払い

開催日 ８月２５日（木） 場　所 ニユートーキヨービヤホール数寄屋橋本店

青年部会の暑気払い兼新入部会員歓迎会が、ニユー
トーキヨービアホール数寄屋橋本店にて開催されまし
た。感染対策を施したうえ当日は新入会員含め14名が

参加され、事業の話しや新入会員との交流など盛会の
うちに終えることができました。

青年部会創立40周年記念祝賀会青年部会創立40周年記念祝賀会

開催日 １０月１２日（水） 場　所 日本工業倶楽部

青年部会の創立40周年記念祝賀会が、日本工業倶楽
部にて開催されました。当日は部会員に加え、歴代青
年部会長や東法連第一ブロックの法人会青年部会長

など、多くの方にご参加いただきました。記念アトラク
ションではサプライズ演出のライブショーも行われ、賑
やかな40周年祝賀会となりました。

ライブショー

西部会長の挨拶 青年部周年事業実行委員 歴代青年部会長

ライブショー

さて、卯年（みずのと・う）は跳ねると考えられ、過去の卯年の出来事を見ても1975年、第2次ベビーブーム、
1987 年国鉄民営化で JR グループの発足など、時代の始まりや終わりを告げる出来事が多く起こっています。
2023 年の癸卯年は、ここ 3 年の閉塞感から大きく「飛躍」し、私たちの生活を大きく「向上」する年になっ
てほしいと期待したものです。
年頭にあたり、会員各位のご事業のご繁栄と、皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。
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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。

会員企業紹介会員企業紹介会員企業紹介会員企業紹介

業種：ペット事業
神奈川県横浜市中区元町 1-38-2Le Noir( ル・ノワール )横濱元町 2階
045-512-2538          https://www.ultimate-plus.com/

Ultimate Plus+

弊社はIT事業とペット事業を営む少しユニークな会社です。
ITでは主にお客様のニーズに合わせたシステムやアプリ開発、WEBサ
イト制作を最適なクオリティーにてご提供しています。
ペットでは、MADE in JAPANに拘ったドッグウェアを企画・製造・販
売し、また横濱元町にサロンを構え、予約の取れづらいお店として業界
では一目置かれています。飯田橋本社ではそれらのショール－ムも装
備していますので、ワンコ好きな方はぜひ遊びにいらして下さいませ。

㈱アスタリスク
業種：IT事業
東京都千代田区飯田橋 3-3-11 ばんらいビル 3F
03-3265-5185      　https://www.aster-isk.co.jp/

飯田橋・富士見地区会

※アルティメットナーバス
https://www.ultimatenervous.com/

※ZIPANG～日本犬の祭典～
https://zipang-dog.com/

番町地区会㈱朝日写真ニュース社
業種：広告事業

千代田区六番町 13-6AS ビル
03-3264-7384          http://www.asahi-photonews.com/

番町地区会アセットリアルティ㈱
業種：不動産鑑定・管理事業

千代田区一番町 4-22 プレアデ一番町 602号
03-6261-4265          http://www.assetrealty.jp/

飯田橋・富士見地区会AMEC㈱

東京都千代田区九段南 4-3-11
03-6268-9019 　　　http;//www.amec.co.jp/

有楽町日比谷地区会アルプスカード㈱
業種：クレジットカード事業

千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビル 11F
03-6550-8203          https://alpscard.co.jp/

大手町丸の内地区会ALSOK東京㈱

東京都千代田区大手町 1-3-1　JAビル 5F
03-6364-0990          https://www.tokyo.alsok.co.jp/

九段一ツ橋地区会㈱アドバンスドシステムテクノロジー
業種：IT事業

千代田区九段南 2-3-27 あや九段ビル
03-3237-1631          https://www.ast-net.co.jp/

650件以上の現場安全衛生指導実績と、死亡・
重傷災害も含む労災対応経験で得た「血と汗と
涙の結晶」で転倒、挟まれ、墜落転落等、職場の
災害要因撲滅します！

セキュリティのご提案はもちろん、お客様に合
わせた警備とサービスを提供しております。
また、物販商品の中ではAED、監視カメラシス
テム、緊急キット等を好評販売中です！
詳しくはHPをご覧ください。

東京証券取引所へ3社上場を成功させた実務経
験に基づき、会社の起業から株式公開までベン
チャー企業を支援するコンサルティング会社
です。太陽光やバイオマス発電等の再生可能エ
ネルギー事業をサポートしています。

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

有楽町日比谷地区会㈱安全衛生推進センター

女性部会の活動女性部会の活動
神田法人会女性部会との合同会議神田法人会女性部会との合同会議

神田法人会女性部会との合同会議を初めて開催！
両部会共催の「税に関する絵はがきコンクール」につい
て、展示会場や表彰式会場の変更等、会議とまでは言

わずとも、フリーディスカッションという形で開催しまし
た。その後の懇親会では、当会の松浦参与の進行によ
り活気に満ちた楽しい会になりました。

開催日 10月6日（木） 場　所 KKRホテル東京

時代に即したセキュリティサービスを―

「税に関する絵はがきコンクール」審査会「税に関する絵はがきコンクール」審査会

女性部会では、租税教育の一環として、我が国の将来
を担う子供たちに「税」を正しく認識してもらうため、
区内の小学校の児童（小学５年生～６年生）を対象に

「税に関する絵はがきコンクール」実施しました。
応募枚数３１２枚の中から１６点を選ぶ「審査会」を税務
署幹部の方々と開催いたしました。

開催日 １０月６日（木） 場　所 富士見区民館

各賞

麹町法人会会長賞 1点

1点東京都千代田都税事務所長賞

1点女性部会長賞

1点麹町税務署長賞

千代田区長賞 1点

審査員特別賞 1点

入賞 10点

「税に関する絵はがきコンクール」 
作品展示

ご応募いただいた作品、312点を
千代田区役所1階区民ホールに展示しました。

11/11（金）～11/17（木）展示期間 千代田区役所1階区民ホール展示場所
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千代田区一番町 9-14 ユニパソス一番町 703
03-6261-2413

番町地区会㈱テミスプロダクション
業種：ソフトウェア業

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

千代田区麹町 2-14-1            
03-5210-1355   　　  

麹町地区会㈱パッション
業種：毛皮輸入卸業

千代田区紀尾井町 4-1 ニューオータニガーデンコート 8F　エクラコンサルティング内
03-6432-5767    　　  

平河永田地区会合同会社スリーオークス
業種：不動産業

千代田区麹町 3-7-7 セット東京ビル 4階
03-6256-9230　  　  https://www.nphoenix.com/index.html

麹町地区会日本フェニックス㈱
業種：情報処理サービス業

千代田区丸の内 2-7-2　JP タワー 32F
03-6777-2702　　　 https://www.mtlo-office.co.jp/

大手町丸の内地区会㈱メタルワンオフィス
業種：事務代行サービス業

千代田区麹町 5-7-2
03-3230-9411　　　 https://www.sanseido-publ.co.jp/

㈱三省堂
業種：出版業

麹町地区会

千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F

業種：コンサルティング業

九段一ツ橋地区会IG&Company

業種：経営コンサルティング業

千代田区九段北 4-1-1 九段一口坂ビル 6階
03-6268-9495　　　  https://www.principal.jp/

九段一ツ橋地区会㈱プランシパル

けんたくんと行く！～麹町エリアの坂～ vol.10

社会文化会館の西横を国立国会図書館
を右手に見ながら上る坂です。
『江戸紀聞』に「梨の木坂、井伊家の屋舗の

裏門をいふ。近き世までも梨の木ありし
に、今は枯れて其の名のみ残れり。」とあ
ります。

梨木坂
昔は梨の木が
あったらしいワン

第66回 「簿記教室」 閉校式第66回 「簿記教室」 閉校式
第６６回「簿記教室」を８月２日から９月12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１８名の参加者全員が、廣瀬公益事
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。

新入会員歓迎会新入会員歓迎会

本来であれば、飲食を含めた懇親を目的に会場にて開催をしておりますが、今回は
新型コロナウイルス感染症が拡大している現状を踏まえ、出席者の皆さまの健康面・
安全面を考慮し、オンラインで開催といたしました。
法人会の事業活動などの説明後、新入会員企業様のPRや個人の趣味など、リラッ
クスした雰囲気の中開催されました、写真は有限会社安田総合の大村様です。
会場での開催が可能になりましたら、新入会員の皆さまにはあらためてご案内させ
ていただきます。

法人会全国大会法人会全国大会

全法連主催による「第38回法人会全国大会」が千葉市
幕張メッセにて開催されました。コロナ禍により、今年は
3年振りの集合型開催となりましたが、当日は全国から
1,600名の企業経営者が集結し、令和5年度税制改正
に関する提言の報告や青年部会による租税教育活動
の事例発表等が行われました。また式典前の記念講演
(女性がテレビで働くということ　安藤優子氏)は一般
公開もされました。
大会宣言では、「中小企業の活性化に資する税制」「事
業承継税制の抜本的改革」等を中心とする「税制改正
に関する提言」の実現が強く求められました。

開催日 9月12日（月）
場　所 石油製品販売健康保険組合

開催日 9月29日（木） 場　所 オンライン（Zoom）

開催日 10月13日（木） 場　所 千葉県（幕張メッセ）
法人会をご存じない方、ご加入をご検討いただける方にお声がけを
お願いいたします。
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！
麹町法人会のご紹介や
お声がけお願いします
麹町法人会のご紹介や
お声がけお願いします
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Beaujolais nouveau
ボジョレー ヌーヴォー

令和4年度　納税表彰・祝賀会令和4年度　納税表彰・祝賀会 地区活動地区活動

麹町税務署長納税表彰式が、昨年１１月１６日（水）ホテ
ルメトロポリタンエドモントにおいて、各官公庁、納税協
力団体から多数の来賓のご列席のもと盛大に開催され
ました。受彰された皆様は、いずれも永年にわたり、そ

～受賞された皆様～

出井 久幸（公益社団法人麹町法人会会長）
国税庁長官表彰受彰者

川村 真志（公益社団法人麹町法人会副会長）
国税局表彰受彰者

上田 勝則（公益社団法人麹町法人会理事）
田中 哲夫（公益社団法人麹町法人会理事）
古山 芳宏（公益社団法人麹町法人会理事）

麹町税務署長表彰受彰者 麹町税務署長感謝状受彰者
浜名 　一（公益社団法人麹町法人会理事）
細内 滋之（公益社団法人麹町法人会理事）
益田 尚志（公益社団法人麹町法人会理事）
水野 珠貴（公益社団法人麹町法人会常任理事）

（順不同・敬称略）

飯田橋・富士見地区会文化研修会（ワイン会）飯田橋・富士見地区会文化研修会（ワイン会）

開催日 11月17日（木） 場　所 ホテルメトロポリタンエドモント

ボジョレー ヌーヴォーの解禁日（11月の第3木曜日）に合
わせ、「ワイン初級講座11」として日常にも活かせるワイ
ンの知識や、美味しい飲み方をホテルのソムリエに伝授
していただきました。
当日は、市川副地区会長の司会に始まり、青柳地区会
長、芦田麹町税務署長、出井会長の挨拶等があり、久し
ぶりの開催ということもあり大いに盛り上がりました。飯
田橋・富士見地区の皆様、次年度は是非ご参加ください。

有楽町日比谷・大手町丸の内地区会合同教養文化研修会有楽町日比谷・大手町丸の内地区会合同教養文化研修会

開催日 11月17日（木） 場　所 第一部：三菱一号館美術館
第二部：ニユートーキヨービヤホール数寄屋橋本店

有楽町日比谷地区会と、大手町丸の内地区会合同によ
る、教養文化研修会が開催されました。
第1部では会員でもある三菱地所株式会社様の協賛に
より、三菱一号館美術館の鑑賞会が行われました。第2
部では、シニアソムリエによる解禁直後のボジョレー 
ヌーヴォーの基礎知識などを学びながら、美味しい料
理とともにワインを楽しまれ、盛会のうちに終えること
ができました。

「ボジョレー ヌーヴォー」とは、フランス・ボジョレー地区で、その
年に収穫したブドウを醸造した新酒ワインです。
ボジョレーは、フランス・パリの東南に位置するブルゴーニュ地方
の南部、美食の町リヨンからは北部に広がる地区。 なだらかな丘陵
地帯です。 その名は、「美しい高台」を意味するボージュBeaujeuに
由来しています。 ぶどう畑は起伏に富んだ丘の東から南斜面に位
置するため、標高が高い割に気候は温暖で日当たりもよく、上質な
ワインづくりに適しています。 花崗岩質、石灰粘土層の土壌で、黒
ぶどう「ガメ種」との相性が非常によい土地です。この地では白ワ
インやロゼワインもつくられていますが、ほとんどがガメ種から
つくられる赤ワインです。 ボジョレー ヌーヴォーとしては白ワイ

ンは認められていません。 またワインのつくりかたも他の地区の
ワインとは、違います。通常は、発酵の前にぶどうを破砕しますが、
ここでは収穫した「ぶどうの房」を、そのままタンクにいれて発酵
させます。 こうすることで、ぶどうの重さでぶどうが潰れ果汁が流
れ出て自然に発酵が始まり、タンクの中に炭酸ガスが充満します。
そして、ぶどうの実の内部でさまざまな成分が生成され独特の風
味が生まれます。 一般的にタンニンが多いボジョレーは色が濃く
て渋い味わいになりますが、収穫されたばかりのぶどうでできた
ボジョレーヌーヴォーは、渋みが少なく、フレッシュでフルーティ
な味わいになります。

 
SUNTORY　ジョルジュ デュブッフより

出井 久幸 氏 川村 真志 氏 上田 勝則 氏 古山 芳宏 氏田中 哲夫 氏

水野 珠貴 氏浜名 一 氏 細内 滋之 氏 益田 尚志 氏

ボジョレー ヌーヴォー
とは

れぞれの団体における要職にあって納税道義の高揚、
税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 11月16日（水） 場　所 ホテルメトロポリタンエドモント
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令和4年度「税を考える週間」行事令和4年度「税を考える週間」行事

税制改正要望活動税制改正要望活動
「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21日（水）

千代田区内の２法人会（麹町法人会・神田法人会）が集ま
り、過日開催の第３６回法人会全国大会にて決議され
た「税制改正に関する提言」を千代田区長及び千代田
区議会議長へ提出しました。

法人会では、このような陳情活動を継続することによ
り、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。

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

開催日 １２月１日（木） 場　所 アルカディア市ヶ谷（私学会館）

第2部第1部

講　 師

演　題税務上の
留意いただきたい事項

講　 師

演　題

調査第一部  部長
原田 憲 氏

調査第一部調査審理課 主査
石井 孝 氏

令和４年度税制
改正について

講　 師

演　題

課税第二部消費税課 実務指導専門官
橋場 良江 氏

インボイス作成時及び
消費税申告の注意点

講　 師

演　題

調査第一部調査開発課 情報技術専門官
米谷 貴子 氏

電子帳簿保存法の
実務について

税を考える週間協賛　税務研修会/シンポジウム税を考える週間協賛　税務研修会/シンポジウム

開催日 11月14日（月） 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）

「納税で持続可能な日本に」 ～コロナ後の納税の意義と自覚と～
（麹町納税貯蓄組合連合会主催・麹町法人会共催）

廣瀬 正之 氏
適格請求書保存方式（インボイス制度）について
電子帳簿保存法の実務対応

麹町税務署 法人課税第１部門 上席調査官

税務研修会

第１部：シンポジウム 第２部：懇親会・フリーディスカッション　

講　 師 演　題

パネリスト
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市民ネットワーク理事）
山田 美樹氏（衆議院議員 環境副大臣）
鈴木 克徳氏（NPO持続可能な開発のための教育推進会議
（ESD-J）共同代表理事・日本 ESD学会副会長）

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）

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11日（金） 場　所 東京トラック事業健保会館

講　 師

演　題

廣瀬 正之 氏
公益法人等に係る法人税

麹町税務署 法人課税第１部門 上席調査官
講　 師

演　題

佐々木 武 氏
公益法人等に係る消費税

麹町税務署 法人課税第２部門 上席調査官

第1部 第2部

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 10月5日（水） 場　所 東京トラック事業健保会館

はじめての単身赴任

講　 師

演　題

芦田 眞一 氏
麹町税務署長

社会保険実務セミナー社会保険実務セミナー

開催日 10月25日（火）/11月1日（火） 場　所 東京トラック事業健保会館

社会保険労務士事務所 椎野事務所　椎野 太朗 氏講　 師

１日目

2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～

育児介護休業法等の直近の法改正情報
～直近の労働・社会保険関係の法改正及び実務上の改正情報～

● 社会保険労務士とは
● 社会保険制度の仕組み
● 知っておきたい話

● 育児・介護休業法の改正
● 社会保険の適用拡大
● ６０時間超え割増賃金率の引き上げ
● パワハラ防止措置の義務化
● 雇用保険料率の変更
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information都税だよりinformation税務署だより

information区税だより
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5年1月1日現在、千代田区に住所があり、令和4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 

■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5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

03-5211-4191・4192（直通）
税務課課税係（住民税の申告、税証明）

03-5211-4193(直通）
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5年3月15日（水）までに申告してください。

～23区内に償却資産をお持ちの方へ～

１月は固定資産税（償却資産）の申告月です（23区内）

償却資産とは 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

申告が必要な方

令和５年１月１日現在、
償却資産を所有している方

申告先

償却資産が所在する区にある
都税事務所の償却資産班

申告期限

令和５年1月31日（火）

◆ 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。

◆ また、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。

eLTAXイメージキャラクター
エルレンジャー

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
https://www.eltax.lta.go.jp/エルタックス 検索

東京都主税局　償却資産 検索

自宅からe-Tax が便利！
～申告書の作成・送信は国税庁ホームページをチェック～

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

（全国一律市内通話料金）0570-01-5901
所轄の税務署へお電話ください

←スマホはこちらe-Taxなら早期還付されます！

相談はチャットボットや電話でもできます

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。

税務職員ふたば

▼ チャットボットでの相談 ▼ お電話での相談
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
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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

申告が必要な方

令和５年１月１日現在、
償却資産を所有している方

申告先

償却資産が所在する区にある
都税事務所の償却資産班

申告期限

令和５年1月31日（火）

◆ 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。

◆ また、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。

eLTAXイメージキャラクター
エルレンジャー

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
https://www.eltax.lta.go.jp/エルタックス 検索

東京都主税局　償却資産 検索

自宅からe-Tax が便利！
～申告書の作成・送信は国税庁ホームページをチェック～

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

（全国一律市内通話料金）0570-01-5901
所轄の税務署へお電話ください

←スマホはこちらe-Taxなら早期還付されます！

相談はチャットボットや電話でもできます

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。

税務職員ふたば

▼ チャットボットでの相談 ▼ お電話での相談
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
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information麹町警察署だより

information麹町消防署だより

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　防犯係問い合わせ先 03-3234-0110
（内線2612）

詐欺被害を防ごう！

「ATMで
お金の手続き」
と言われたら…

ATMでの携帯電話のご使用はご遠慮ください。

「医療費の還付」「税金の還付」千代田区内でも多発しています。

詐欺
全部

です！

― 防災とボランティア週間 ―
令和5年 1月 15日から 1月 21 日

麹町消防署 予防課防火管理係問合せ先 03-3264-0119

平成 7年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災を契機に「防災とボランティアの日」及
び「防災とボランティア週間」が創設されました。これは、災害における自主的な防災活
動やボランティア活動の認識を深めるとともに、災害への充実強化を図ることを目的とし
ています。

麹町消防署では、災害時支援ボランティア
を募集しています。震災や大規模な自然災
害、事故が発生した場合に、応急救護活動
や消防署での後方支援活動、防災訓練等で
の都民指導を行います。
皆さんで地域の安全を守りましょう！

アプリのダウンロードは
こちらのQRコードから
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公益社団法人 麹町法人会
www.koujimachi.or.jp
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法人会キャラクター
けんたくん

青年部
暑気払い・創立40周年記念祝賀会

税に関する絵はがきコンクール 令和4年度納税表彰・祝賀会
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