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あります。多くの日本人の活
躍を期待し、明るい年となる
ことを願っております。
今後も、マイナンバー制度
の本格的な運用や、消費税率
の引き上げなど、会員の皆様
への広報を行い、皆様に信頼

28

される会を目指して努力をし
てまいります。
終わりに当たりまして、会
員皆様の事業の御繁栄と御健
勝を祈念いたしまして、新年
のご挨拶とさせていただきま
す。

新年のご挨拶



永島

宏一

新年あけましておめでとう くお願い申し上げます。また、
月 日から社会保障・税番
ございます。会員の皆様にお
（マイナンバー）
制度の運用
かれましては、輝かしい新年 号
をお迎えのこととお慶び申し が開始されました。今回の確
神田税務署長
定申告書にはマイナンバーを
上げます。
旧年中は、会の運営に格別 記載することはございません
のご協力を賜り心より感謝申 が、各種届出や申請などには
し上げます。会員皆様の御協 個人番号の記載と本人確認が
平成 年の年頭に当たり、 ておりますが、経済取引の多
力により、会運営も会員数の 必要となりますのでご注意く
減少などで厳しい状況ではご ださい。
一般社団法人神田青色申告会 様化・国際化等に加え、本年
昨年を振り返りますと、関 の皆様方に、謹んで新年のお １月から社会保障・税番号（マ
ざいますが、順調に推移して
東・東北の豪雨被害等の自然 慶びを申し上げます。
おります。
イナンバー）制度の運用開始
さて、間もなくすると会員 災害や、海外でのテロ等悲し
角谷会長様をはじめ役員並 のほか、消費税率の引き上げ
の皆様にとっても重要な所得 いニュースもありました。一 びに会員の皆様方には、旧年 やそれに伴う軽減税率の導入
税並びに個人事業者の消費税 方、日本人のノーベル賞受賞 中、税務行政全般にわたり深 の検討など、税務行政を取り
の確定申告の時期となります。 やラグビー日本代表の活躍な い御理解と多大な御協力を賜
巻く環境は大きく変化してお
当会では、確定申告期間中に ど明るい話題も多くみられま
り、厚く御礼申し上げます。 ります。
東京税理士会神田支部の先生 した。国の税収も 年ぶりの
特に、
﹁税を考える週間﹂期
このような状況下において、
方にご協力いただき、会員の 高い水準となる見通しとのこ
間中に開催された﹁税の広場﹂ ﹁納税者の自発的な納税義務
指導並びにｅ︱Ｔａｘの代理 とで、日本の経済も良い方向
における街頭広報、各種研修 の履行を適正かつ円滑に実現
送信にご協力をいただくこと に向かっているようではあり
会の開催や租税教室への講師 する﹂という国税庁の使命を
となっております。会員の皆 ますが、我々個人事業者には
様も是非この機会をご利用い まだ実感がないのが現実であ 派遣など当署の各種取組に格 達成するためには、納税者の
ただき、税理士先生のご指導 ります。会員の皆様の事業が 別の御協力を賜り、心から感 皆様の理解と信頼を得ながら
税務行政を行っていくことが
のもと、間違いのない計算を 好転することが、会にとって 謝申し上げます。
お陰さまをもちまして、当 極めて重要であると考えてお
し、ｅ︱Ｔａｘで確定申告を も良いこととなります。平成
年はオリンピックの年でも 署の事務運営は順調に推移し ります。本年も﹁申告納税制
していただきますようよろし
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栗原

哲治

私ども千代田都税事務所に
おきましても、これらの課題
の解決に向けた様々な施策の
財源となる都税収入を着実に
確保するとともに、公正・公
平な賦課徴収と、納税者サー
ビス向上に本年も全力で取り
組んでまいります。
また、納税者の利便性の向
上と税務行政の一層の効率化
を目指しましてｅＬＴＡＸの
利用を今年度も引き続き促進
して参ります。
さらに、本年１ 月より東京
都主税局でもマイナンバーの

取扱いを開始しております。
皆さんのご理解・ご協力を賜
りますようお願い申し上げま
す。
会員の皆様におかれまして
も、本年も都の税務行政に一
層のご協力をお願い申し上げ
ます。
結びにあたり、神田納税貯
蓄組合連合会の益々のご発展
と、役員・会員の皆様のご健
勝並びにご事業のご繁栄を心
から祈念いたしまして、私の
新年の挨拶とさせていただき
ます。

新年のご挨拶

千 代 田 区 長

雅己
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石川

く御礼申し上げます。
さて、千代田区では昨年
月に今後 年間の施策の方向
性を示した﹁ちよだみらいプ
ロジェクト﹂を策定しました。
これに基づき、地域に住み、
働き、学び、集うすべての方
が、
互いに尊重し合う﹁共生﹂
の理念のもと、﹁豊かな地域社
会﹂の実現をめざし、子育て
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新年、あけましておめでと
うございます。
神田青色申告会の皆様にお
かれましては、健やかに新年
をお迎えのことと、心からお
慶び申し上げます。
昨年は、角谷会長をはじめ
会員の皆様には、税務行政を
始め区政全般にわたり格別の
ご理解・ご協力をいただき厚
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また、確定申告書の作成に 協力いただいているところで
度の確立﹂に努めておられる
青色申告会の皆様方のより一 つきましては、納税者の利便 すが、本年もＩＣＴを利用し
層のお力添えを賜りますよう、性の向上等を図るため、自宅 た申告に御理解と御協力を賜
よろしくお願い申し上げます。等からのｅ︱Ｔａｘや国税庁 りますよう、引き続きよろし
さて、まもなく、平成 年 ホームページ﹁確定申告書等 くお願い申し上げます。
分の所得税及び個人事業者の 作成コーナー﹂などＩＣＴを
結びに当たりまして、一般
消費税の確定申告並びに贈与 利用した申告書の作成・提出 社 団 法 人 神 田 青 色 申 告 会 の
税の申告の時期を迎えること の一層の普及に取り組むこと 益々の御発展と会員の皆様方
となります。本年は築地に移 としております。会員の皆様 の御健勝並びに事業の御繁栄
転した東京国税局（新庁舎）の 方には、これまでもＩＣＴを を祈念いたしまして、新年の
１ 階において、神田、麹町、日 利用した確定申告書の早期提 挨拶とさせていただきます。
本橋、京橋、江東西及び江東 出・送信及び期限内送付に御
東税務署の ６ 署合同で、確定
申告書作成・提出会場を開設
し、申告相談を行うこととし
ております。
千代田都税事務所長
確定申告期は、多くの納税
者の皆様が税務行政に接する
数少ない機会であり、確定申
告期の事務運営を円滑に行う
新年明けましておめでとう 啓発活動を積極的に展開され
ことは、税務行政に対する納
ており、これらの活動に対し
税者の皆様からの信頼と評価 ございます。
一般社団法人神田青色申告 ましても、改めて深く感謝申
を得る上でも不可欠であると
会の会員の皆様には、謹んで し上げます。
考えております。
例年、役員の皆様方には﹁青 新年のお慶びを申し上げます。 さて、都は、 年オリンピ
色コーナー﹂において青色申 角谷会長をはじめ、役員、会 ック・パラリンピック開催準
告制度の説明等を行っていた 員の皆様には、日頃より東京 備をはじめ、災害に強いまち
だいております。本年も、皆 都の税務行政に多大なご理解、づくりやインフラ整備、また
様のご協力をいただきながら、ご協力を賜り、厚く御礼申し 少子高齢化対策や中小企業支
援などの多様な施策を積極的
確定申告期の事務を円滑に進 上げます。
舛添知事の言う
﹁世
また、税を考える週間にお に展開し、
めてまいりたいと考えており
ますので、よろしくお願い申 ける街頭広報の実施などを通 界一の都市・東京﹂を実現し
じまして、都税に関する広報・ ていくこととしています。
し上げます。
2020
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や福祉、環境、まちづくりな
ど様々な分野において、参画
と協働により、地域の特性を
踏まえた施策展開を図ってま
いります。
また、東京オリンピック・
パラリンピック大会を契機に、
千代田区の魅力をより一層高
め、風格のあるまち、誇りや
繋がりを実感できるまち、安
全で安心して暮らせるまちの
実現にも精力的に取り組んで
まいります。
さらに、将来世代に負担を
先送りしないという決意から、
徹底した経費の縮減、行財政
改革のための内部努力に取り
組み、効果的な事業への財源
投入を続け、健全な財政運営
に務めてまいります。
今後とも皆様からお預かり
した貴重な﹁税﹂を有効に活
用し、質の高い行政サービス
として還元してまいりますの
で、一層のご支援をいただき
ますよう、よろしくお願いい
たします。
結びに、神田青色申告会の
ますますのご繁栄と会員皆様
のご健勝を祈念いたしまして
新年のご挨拶とさせていただ
きます。

平成27年分確定申告期におけるマイナンバー（個人番号）について
平成２７年分の所得税・消費税の確定申告書にはマイナンバー（個人番号）の記
載は必要ありません。平成２８年分以降の申告にはマイナンバー（個人番号）の
記載が必要となります。なお、平成２８年１月１日以降に税務署に提出する申請
書・届出書には、マイナンバー（個人番号）の記載及び本人確認書類（通知カード
等＋運転免許証等）の提示又はその写しの添付が必要です。

決算・確定申告個別指導会のご案内
本年も東京税理士会神田支部の御協力をいただき、２月１６日より３月１５日
までの確定申告期間中に税理士先生の応援をいただくこととなっております。決
算・確定申告の指導とｅ－Ｔａｘの代理送信を行っていただきますので、是非こ
の機会にご利用ください。
現在、事務局は２名の職員にて運営しております。事務局にお越しの際は事前
に予約してください。会員の皆様にはご迷惑をおかけすることも多いかと存じま
すが、ご理解のうえご協力いただきますようよろしくお願いいたします。また、
会計ソフトをご利用の方につきましては、指導に時間がかかることも予想されま
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すの、早めにお越しいただきますようお願いいたします。
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償却資産税の申告についてのお知らせ
都税事務所に提出する償却資産税の申告書につきましては平成２８年１月１日
以降提出する申告書にマイナンバー（個人番号）の記載欄が新設されました。申告
書を提出いただく場合はマイナンバー（個人番号）を記載してください。窓口また
は郵送で申告の際は通知カード等＋運転免許証等での本人確認資料の提示か郵送
場合写しを添付してご提出ください。

昨年ｅ−Ｔａｘをご利用いただいた皆様へ
昨年、ｅ－Ｔａｘをご利用いただき申告された皆様には、税務署から確定申告
書、決算書等の書類は郵送されません。各種用紙や手引き等が必要な方は、郵送
いたしますので、事務局までご連絡下さい。また、当会では引き続きｅ－Ｔａｘ
の利用拡大を図ってまいります。まだご利用でない方につきましても、税理士先
生の代理送信や住基カードを利用した本人送信も行えますので、是非ご利用くだ
さいますようお願い申し上げます。

青色共済にご加入ください！
会員相互の助け合い制度として幅広い保障があります！会費は青色申告会の
会費と同様に必要経費となります。会員、専従者、従業員が加入できます。平成
２８年５月１日からは６５歳６か月以下の方が加入いただけます。
新規加入者にはＱＵＯカードを進呈しております！是非この機会にご加入くだ
さい！
お問い合わせは事務局までお願いいたします。

2016の1月482号.indd 4

2016/01/21 17:01

