
11月は個人事業税第２期分の納期です。
第２期分を11月30日（金）までにお納めください。
●ご利用になれる納付方法
①金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口
②口座振替（現在ご利用中の方は、11月30日（金）が振替日ですので、
　前日までに振替税額のご入金をお願いいたします。）
③コンビニエンスストア
④金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング
⑤クレジットカード（インターネットを利用した専用サイト）
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主税局イメージキャラクター
タックス・タクちゃん

Twitter アカウント
@tocho_syuzei

Facebook アカウント
東京都主税局都税の情報発信中！

お問い合わせ先：所管の都税事務所

今月の特集は

税について考えてみませんか？

検索都税の納付方法

東京2020大会 都市ボランティア募集
　東京都では、東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会で主要駅や競技会場周辺、ラ
イブサイトにおいて観光・交通案内を行う東京
2020大会の都市ボランティアを募集中です。募
集期限は12月５日（水）正午まで。詳細はホーム
ページ「東京ボランティアナビ」をご覧ください。
写真は、リオ2016大会、平昌2018大会で活躍
した都市ボランティア・大会ボランティアの様子。
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タク
ちゃん

税について考えてみませんか？

特集教えて!

11月11日から11月17日は「税を考える週間」です。
この機会に、家庭や職場などでわたしたちの暮らしと税について考えてみませんか？

「税を考える週間」って何を行っているのかしら？

ノンちゃん

まず、家を購入した場合は、不動産取得税がかか
るよ。有償、無償にかかわらず、贈与や交換で入

手した場合も対象になるんだ。ほかには、不動産を所有し
ていることに対して、固定資産税・都市計画税がかかるよ。
そして、これらの税金は、道路や公園、教育など生活に欠か
せないものに使われているんだ。

タクちゃん

税金は、国で扱っているもの、東京都（都道府県）
で扱っているもの、区市町村で扱っているものを

合わせると約50種類もあるからね。身近な税金について
は右上の表のとおりだよ。

タクちゃん

そうなのね。税金は、私たちの暮らしの役に立っ
ているのね。「税を考える週間」をきっかけに、税

金のことをもっと知りたいわ。

ノンちゃん

「税を考える週間」には、税の仕組みや意義を考え
てもらうために様々なキャンペーンを行っている

よ。例えば、各会場で、東京都の予算や税金の使い道に関
するパネル展示や税金を説明したチラシや都税PRグッズ
の配布を行っているよ。
　主税局ホームページや最後のページにキャンペーン情報
が掲載されているから、見てみてね。

タクちゃん

税を考える週間ってなに？

税金のことはどこに聞けばいいの？

平成30年度　主税局長表彰受賞者について
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団体及び個人の方々に主税局長から授与されました。
受賞者の方（団体、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！！

【表彰受賞者】税務行政の推進に尽力され、優れた功績をあげられた方

課税主体 所管 税金の種類

国 税務署 所得税、法人税、消費税、酒税、
相続税、贈与税、自動車重量税　など

東京都

都税事務所
都税支所、支庁
都税総合事務センター
自動車税事務所
（※税金の種類により、所管が
異なります。）

自動車税、自動車取得税、
固定資産税・都市計画税（23区内）、
不動産取得税、軽油引取税、都民税（法人）、
事業税（個人・法人）、事業所税（23区内）
など

区市
町村

区役所
市役所
町村役場

住民税（個人）、市町村民税（23区外の
法人）、固定資産税・都市計画税（23区
外）、事業所税（23区外）、軽自動車税、
国民健康保険税　など

・品川納税貯蓄組合連合会
・（一社）日本橋青色申告会 赤川　進
・（一社）江戸川南法人会 井桁　秀夫
・（一社）北沢青色申告会 石塚　一信
・葛飾納税貯蓄組合連合会 石出　久代
・（一社）神田青色申告会 井出　武甫
・（公社）大森法人会 井上　雅雄
・（公社）渋谷法人会 岩田　利延
・本郷納税貯蓄組合連合会 上田　清

・（公社）向島法人会
　　　　　　　大木　将史
・四谷税務署管内納税貯蓄
  組合連合会
　　　　　　　大熊　勝
・（一社）豊島青色申告会
　　　　　　　大野　静子
・麹町納税貯蓄組合連合会
　　　　　　　小野里　耕作

・八王子納税貯蓄組合連合会 串田　九二男
・（公社）中野法人会 髙野　允雄
・（一社）東村山青色申告会 小山　利家
・北沢納税貯蓄組合連合会 宍戸　平和
・本所納税貯蓄組合連合会 柴田　重俊
・（公社）荻窪法人会 柴田　豊幸
・（公社）青梅法人会 島田　弘道
・（公社）武蔵府中青色申告会 荘司　信芳
・上野納税貯蓄組合連合会 菅田　榮子
・（一社）王子青色申告会 鈴木　聖二
・（一社）荏原法人会 鈴木　敏明
・江東東納税貯蓄組合連合会 瀬下　裕子
・（公社）浅草法人会 髙橋　敏弘
・（公社）練馬西法人会 髙橋　利充
・（一社）大森青色申告会 田中　信壽
・板橋納税貯蓄組合連合会 田中　良幸
・（一社）麻布青色申告会 谷口　泰子
・杉並納税貯蓄組合連合会 筒井　弘

・（一社）江戸川南青色申告会 中里　信一
・まちだ納税貯蓄組合連合会 中澤　一浩
・蒲田納税貯蓄組合連合会 中野　章
・（一社）芝青色申告会 野口　章二
・（一財）めぐろ青色申告会 橋本　良子
・（一社）日野青色申告会 原田　優子
・玉川納税貯蓄組合連合会 廣部　雅子
・（一社）新宿青色申告会 前田　冨美子
・（公社）京橋法人会 松﨑　宗仁
・武蔵野納税貯蓄組合総連合会 三森　五郎
・（一社）小石川青色申告会 村田　央子
・荒川納税貯蓄組合連合会 持丸　恵子
・練馬東納税貯蓄組合連合会 八重田　茂
・（一社）西新井青色申告会 大和　猛
・（公社）立川法人会 吉田　唯一
・（公社）江東西法人会 渡邊　省吾
・西新井納税貯蓄組合連合会 渡邉　豊子
・品川納税貯蓄組合連合会 渡部　偉一

私のいとこのお兄さんが新しく家を買うって言っ
ていたの。でも、税金の種類が多くて、どこに問

い合わせたらいいか分からないって言っていたわ。

ノンちゃん



税について考えてみませんか？

　平成30年度の東京都予算７兆460億円のうち、12.5％
にあたる8,839億円が道路や街の整備などの「都市の整
備」に活用されています。
　今回は都市の整備分野の中で空き家対策を中心にみなさ
まに納めていただいている都税が、どのように使われている
のか、ご紹介します。

東京都内の空き家とその対応
　2013（平成25）年の都内の空き家は、５年前に比べて約
７万戸増加し、約82万戸になっています。また、高齢単身
者又は高齢夫婦のみが居住する持家は、約80万戸あり、将
来空き家になることが危惧されます。
　適正に管理されない空き家は、周辺の生活環境に深刻な
影響を及ぼします。そのため、都は空き家の有効活用、発
生抑制、適正管理や空き家所有者等への意識啓発・相談体
制の充実について、区市町村の取組を積極的に支援してい
ます。
　また、放置することが不適切な状態であることに対する
措置の勧告を空き家を所有する方が受けると、固定資産
税・都市計画税の住宅用地の軽減が受けられなくなる場合
もあります。空き家の適正な管理をお願いします。

問 都市整備局住宅政策推進部住宅政策課
☎03-5320-5056

問 都市整備局住宅政策推進部住宅政策課
☎03-5320-5056

区市町村の取組への支援
　空き家の対策を進めるためには、地域の実状を把握して
いる区市町村の役割が重要です。東京都は、実態調査、計
画作成、空き家の利活用や除却への支援や相談体制の整備
など、区市町村が取り組む効果的な空き家施策を促進して
おります。
　各区市町村の窓口は、東京都のホームページ「東京都空
き家情報サイト」に掲載しております。空き家に関するお
困りごとがございましたら、まずはお問い合わせくださ
い。

平成30年度東京都空き家利活用等
普及啓発・相談事業

　東京都は、空き家の発生抑制・有効活用・適正管理に関す
る普及啓発の取組と、空き家所有者等からの相談に無料で
応じるワンストップ相談業務を一体的に実施する「東京都
空き家利活用等普及啓発・相談事業」を実施しています。
■空き家のワンストップ相談窓口
　空き家の相続・売却・賃貸・管理に関するワンストップ相
談窓口を設置しています。お気軽にご相談ください。

①　特定非営利活動法人空家・空地管理センター
☎0120-336-366

②　東京急行電鉄株式会社� ☎03-3477-9524
③　東京都行政書士会� ☎03-3477-2881
④　ネクスト・アイズ株式会社� ☎0120-406-212
⑤　ミサワホーム株式会社� ☎0120-727-330

■空き家に関する普及啓発イベント等
　各事業者による空き家に関するセミナーやフォーラム、
イベント等を随時開催いたします。イベント内容等の詳細
はホームページをご覧ください。
問 都市整備局住宅政策推進部住宅政策課
☎03-5320-5148

検索東京都空き家情報サイト

（注）各計数については、表示単位未満を四捨五入しているため、
合計と内訳が一致しない場合があります。

【平成30年度一般会計歳出予算】

福祉と保健
1兆2,048億円

教育と文化
1兆1,270億円

労働と経済

4,649億円

生活環境

1,961億円
都市の整備

8,839億円

警察と消防
9,087億円

企画・総務

3,968億円

　公債費・
税連動経費等
1兆8,639億円

歳出総額
7兆460億円



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11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。専用の読上げ装置やアプリで読み取ると、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。

都政はみなさまからの貴重な都税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。

行きます！みなさまの街へ
タックス・タクちゃん
生誕25周年

　11月11日から17日は税を考える週間です。この期間は、
皆様に税についての知識と理解をより深めてもらうため、集
中的にさまざまな広報活動を行っております。
　「みなさまに税を伝える」という使命を持ったタクちゃん
も、もちろん全力で活動していきます！タクちゃんはみなさ
まに直接お会いするため、都内各所に訪問予定です。
　詳しくは、主税局ホームページ〈秋のキャンペーン　イベ
ント情報〉をご覧ください。

公売情報

インターネット公売（不動産、 
動産・自動車）を実施します！
公売参加申込期間：11月８日（木）
13時〜11月21日（水）23時
入札期間（不動産）：
11月29日（木）13時〜
12月6日（木）13時
せり売り期間（動産・自動車）：
11月29日（木）13時〜
12月2日（日）23時
　動産・自動車については、下見会
を実施予定です。詳細は主税局ホー
ムページをご確認ください。
問 主税局徴収部機動整理課公売班
☎03-5388-2986

お知らせ

大法人の電子申告が義務化 
されます
　平成30年度税制改正により、大
法人（事業年度開始時点で資本金が
１億円超の法人等）が行う平成32

（2020）年４月１日以後に開始する
事業年度の法人事業税・法人都民税
の申告は、eLTAXにより提出しなけ
ればならないこととされました。電
子申告の義務化の制度
の概要等については、
東 京 都 主 税 局 ホ ー ム
ページをご覧ください。

ご案内

便利な電子申告等をご利用 
ください！
　 以 下 の 都 税 は、eLTAX（ 地 方 税
ポータルシステム）から電子申告や
電子申請・届出、電子納税をご利用
いただけます。
・法人事業税・地方法人特別税・法人
都民税

◉編集後記
　11月は、都内各地で税を考える週間の
キャンペーン、イベントが開催されます。
詳細は、主税局ホームページにも掲載され
ていますので、ぜひ足を運んでみてくださ
い。（M）

・23区内の事業所税
・23区内の固定資産税（償却資産）※

※電子申告のみ利用可能
オフィスやご自宅から手続きがで
き、とても便利です！

 http://www.eltax.jp/
問 利用手続　eLTAXヘルプデスク
☎0570-081459　または
☎03-5500-7010
申告内容・納税　所管の都税事務所
☆国税の電子申告・電子納税等につ
いては、e-Taxホームページ（http:// 
www.e-tax.nta.go.jp/）を ご 覧 く
ださい。

平成31年の確定申告を、 
e-Taxで行う予定の方へ

　マイナンバー制度施行に伴い、
住基カードの電子証明書の更新
はできません。新規で電子証明
書を発行するには、マイナンバー
カードの取得が必要となります。
マイナンバーカードの交付通知
書は、申請後、お住まいの区市町
村からお手元に届くまでに１か
月程度かかります。
問 総務局行政部振興企画課
☎03-5388-2469

●タクちゃんの予定表（11月分）●


