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10月は不正軽油防止強化月間です！

ラグビーワールドカップ 2019TM

不正軽油に関する情報をお持ちの方は、不正軽油110 番へご連絡ください。
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ふ
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FAX 03-5388-1304

主税局

不正軽油

東京都はラグビーワールドカップ 2019TM の
開催都市の一つとして、大会に向けた気運を盛
り上げるため、様々なイベントを開催しており
ます。写真は、６月にベルサール秋葉原で実施
した
「ラグビーパブリックビューイング 2018 in
TOKYO」の様子。

（フリーダイヤル）

E メール S0000106@section.metro.tokyo.jp

検索

都税の情報発信中！

お問い合わせ先：東京都主税局課税部課税指導課

Twitter アカウント
@tocho_syuzei

☎03-5388-2958

Facebook アカウント
東京都主税局

教えて !

タク

特集

不正軽油ってなんだろう？
10月は不正軽油防止強化月間です。
不正軽油ってそもそもなんだろう？
軽油にかかる税の仕組みと不正軽油を防ぐ取組をご紹介します。

ちゃん
Ｑ１

Ｑ２

不正軽油ってなんだろう？
ノンちゃん

不正軽油はどういう影響があるの？
ノンちゃん

「不正軽油」ってニュースなどで見るけど、なんな

れ以外にどんな影響があるのかしら？

のかしら？
タクちゃん

タクちゃん

「不正軽油」っていうのは、灯油や重油などを軽油

不正軽油を使用すると、通常に比べ多くの汚染物

に不正に混ぜ、
「軽油」として販売、使用されてい

質を含んだ排気ガスが排出されるよ。また、不正軽
油を製造する段階でも環境破壊の原因となる副産物ができ

るものだよ。
ノンちゃん

不正軽油は脱税行為になるということだけど、そ

「不正」ってことは、悪いことなのよね。不正軽油
を使用するとどんな悪いことがあるの？

タクちゃん

軽油は僕たち消費者の手元に来るまでに、軽油引
取税が価格に上乗せされているんだ。この軽油引

るよ。
不正軽油の流通は、
環境汚染に大きな影響があるんだ。
さらに、車に不正軽油を使用すると、エンジンの故障の
原因となることがあるよ。不正軽油は環境にとっても、車
にとっても大問題なんだ。
Ｑ３

取税は、
国や都道府県に指定された軽油の販売店が軽油の代
金と一緒に預かって各都道府県に申告して納税するんだよ。
不正軽油は、軽油に軽油引取税が課税されない灯油・重

ノンちゃん

不正軽油を防止するために、東京都ではどんな取

油などを不正に混ぜ、軽油として流通させているものだか
ら、軽油引取税を脱税したこと

不正軽油防止のために、
どんな取組をしているの？

組をしているのかしら？
タクちゃん

になるんだ。これは犯罪行為

都内の幹線道路や工事現場のほか、高速道路のパ

で、不正軽油の製造、販売、購入

ーキングエリアなどで、ディーゼル車の燃料抜取

や運搬など、関係するすべての

調査を行っているよ。

人が罰則の対象となるんだ。

ノンちゃん

「不正軽油 110 番」と書いてあるチラシやポスタ
ーを見たことがあるけど、それも不正軽油を防止

するためのものなのかしら。
タクちゃん

そのとおり！
「不正軽油 110 番」は、不正軽油に関
する情報を集めるためのフリーダイヤルだよ。不
路上抜取調査等
様々な取組を
行っています

正軽油の製造・販売・使用に関する情報があったら、
「不正
軽油 110 番」に連絡してね。

【平成 30 年度不正軽油防止啓発ポスター】

不正軽油ってなんだろう？
軽油引取税の所管都税事務所・支庁

不正軽油防止強化月間の取組
毎年 10 月は「不正軽油防止強化月間」です。東京都
では、東京都不正軽油撲滅推進協議会※と連携し、不
正軽油に関する情報を受け付けている
「不正軽油 110
番」
を周知するため、各種ＰＲを実施しています。

＜今年度の主なＰＲ＞
●不正軽油防止を呼び掛けるスポットＣＭをＡＭ３
局で放送
●都内８箇所の映画館を対象とし、映画の予告編前

所管区域

所管都税事務所・支庁

千代田区、中央区、文京区、
台東区、荒川区、
都外に本店を有する場合

中央都税事務所

港区、品川区、目黒区、大田区、
渋谷区

港都税事務所

新宿区、世田谷区、中野区、杉並区、
豊島区、北区、板橋区、練馬区

新宿都税事務所

墨田区、江東区、足立区、
葛飾区、江戸川区

江東都税事務所

多摩の市町村全域

立川都税事務所

島しょ

各支庁

にＣＭを放映
●都内の主要幹線道路にある歩道橋に横断幕を設置
●ＰＲポスターを作成し、都内の路線バスの車内等
に掲出

情報をお寄せください！

不正軽油に関する次のような情報がありましたら、
ふ せ い なくそう

不正軽油 110 番
（☎ 0120-231-793 ）
さらに、全国 47 都道府県が連携して、幹線道路で燃
料の抜取調査を実施します。

「不審な施設に頻繁にタンクローリーが出入り

※「東京都不正軽油撲滅推進協議会」は、東京都と軽油の販売・
消費を行う民間４団体
（東京都石油商業組合、一般社団法人東
京建設業協会、一般社団法人東京都トラック協会、一般社団法
人東京バス協会）で構成され、不正軽油防止に関する広報・啓発
活動、不正軽油に関する情報・意見交換を行っています。

平成 30 年度

にご連絡ください。
不正軽油の している。」
「タンクローリーが出入りする場所に、大量の
製造
ドラム缶や廃棄物が積まれている。」

「怪しい業者から FAX や飛び込みで格安の軽
不正軽油の
油の売込みがあった。」
販売
「深夜・早朝に怪しげな給油現場を目撃した。」

不正軽油の
使用

「灯油や重油を自動車などの燃料として使用して
いる。」
「大量の白煙・黒煙を出す車両を見つけた。」

東京都功労者表彰（税務功労）受賞者について

納税協力団体の組織活動を通じて税務行政に貢献された方々に知事から授与されます。
受賞者の方（氏名 50 音順、敬称略）をご紹介します。受賞者のみなさま、おめでとうございます！！
・（公社）練馬東法人会会長

秋山

・豊島納税貯蓄組合連合会副会長

五十嵐

・渋谷納税貯蓄組合連合会会長

市野

・神田納税貯蓄組合連合会副会長

隠岐

・（一社）江戸川北青色申告会副会長
・（一社）江東東青色申告会会長

勉

・元（一社）向島青色申告会会長

中島

・（一社）雪谷青色申告会会長

仁井山

直春

・板橋納税貯蓄組合連合会副会長

福嶋

ヒロ

十子江

・（一社）中野青色申告会会長

堀地

正則

加藤

繁男

・（一社）本郷青色申告会会長

松本

正

北邑

明弘

・（公社）王子法人会会長

水越

乙彦

・上野納税貯蓄組合連合会副会長

木下

守康

・元（一社）四谷青色申告会会長

村瀬

陽一

・目黒区納税貯蓄組合連合会副会長

鈴木

國夫

・荒川納税貯蓄組合連合会副会長

望月

壽夫

・西新井納税貯蓄組合連合会会長

土屋

勝

・（一社）町田青色申告会会長

守屋

礼子

・（公社）杉並青色申告会会長

鶴見

日出夫

・（公社）世田谷法人会会長

師岡

孝

公昭

朝茂
勝信

タックス・タクちゃん
生誕 25 周年
Ｑ１

PART3

原作者の方に
お会いしてきました！

一番思い出に残っているイラストはありますか？

Ｑ２

「あなたと都税」2011 年 12 月号表紙のタクちゃんと
ノンちゃん。カラフルな色が華やかでとてもきれい。
この絵のように、１枚の
絵の中で２頭身のキャラク
ターと人間のイラストを描
くのはバランスがとても難
しいです。
Ｑ３

ここだけの話があれば教えてください！

タクちゃんの仲間に、実は
幻のキャラクターがいます。
企画案の段階で作成していま
したが、結局その企画が廃案
となってしまい、発表する機
会はありませんでした。

25 年目を迎えたタクちゃん。今後どのように活躍してほしいですか？

タクちゃんはイラストの中でどんなことでもできます。子供たちと歌った
り、踊ったり、ラジオ体操をしてみたり！？今後も皆様に末永く愛されるキャ
ラクターでいてほしいです。

お知らせ

公売情報

渋谷先生
ありがとうございました♡

お願い

10 月は個人住民税「普通徴収」の
第３期分の納期です

インターネット公売（不動産、動
産・自動車）を実施します！

統計調査にご協力ください

納期内納税にご協力お願いいたし

公売参加申込期間：９月 28 日（金）

ご回答をお願いいたします。

統計調査員がお伺いいたします。
調査結果は、国民の共有財産とし

ます。

13 時〜 10 月 15 日（月）23 時

問 各区市町村の窓口

入札期間（不動産）
：

て、日本経済の発展や国民生活の向

10 月 22 日（月）13 時〜

上に活用されています。

10 月 29 日（月）13 時

〜調査内容〜

せり売り期間
（動産・自動車）
：

○労働力調査

個人住民税 PR キャラクター
ぜいきりん

自動車税の減免更新申立書の提
出をお忘れなく！
自動車税の減免を受けている自動
車の利用状況を確認するため、９月
28 日（金）に「自動車税減免の更新手
続について」
をお送りしています。
自動車税の減免を継続するために
必要な手続きですので、同封の
「減

10 月 22 日（月）13 時〜
10 月 24 日（水）23 時
動産・自動車については、下見会

就業状況や完全失業率など
「雇用」
○家計調査
世帯の収入・支出など「家計収支」
○小売物価統計調査

を実施予定です。
詳細は、主税局 HP をご覧くださ

商品の小売価格やサービスの料金

い。

など「消費者物価」

問 主税局徴収部機動整理課公売班

○個人企業経済調査
個人経営の事業所の「経営の実態」

☎ 03-5388-2986

免更新申立書」に必要事項を記入し

問 総務局統計部社会統計課

て 10 月 31 日（水）までにご提出く

☎ 03-5388-2551
詳 細 は、http://www/toukei.

ださい。
なお、ご提出のない場合は減免が

metro.tokyo.jp をご覧ください。

受けられなくなりますのでご注意く

◉編集後記

ださい。

秋はラグビーシーズンです。１年後に
控えたラグビーワールドカップもだんだ
んと盛り上がりを見せています。元ラグ
ビー部マネージャーとしては、熱い戦いを
見るのはもちろん、日本中がラグビー色に
染まるのが楽しみです。（ H ）

問 東京都自動車税コールセンター
☎ 03-3525-4066

都政はみなさまからの貴重な都に支えられています。
「都民ファーストでつくる『新しい東京』〜 2020 年に向けた実
行プラン」（都庁総合 HP http://www.metro.tokyo.jp/ か
らご覧いただけます。）では、都の主要政策を紹介しています。

石油系溶剤を含まないインキ
を使用しています。

東京都主税局総務部総務課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1
電話 03-5388-2924
印刷番号
（29）72 平成 30 年10 月１日発行

↑このマークは、目が不自由な方などのための「音声コード」です。専用の読上げ装置で読み取ると、記載内容を音声で聞くことができます。
ページの端には、触覚により「音声コード」の位置を把握できるよう、半円の切欠きを入れています。

