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11月5日（金）、本郷税務署にお
いて、関東リーグ1部で活躍する東
京ユナイテッドFCが、本郷税務署と
小石川税務署の広報大使に就任し
ました。

東京ユナイテッドFCは昨年から
本郷税務署・小石川税務署の広報
大使となり、「動画 de 税金クイズ」 

（YouTube国税庁動画チャンネル
で公開中）をはじめとした税知識の
普及や、税に関する広報など、様々
な活動に協力いただいております。

当日は、チームを代表してDF椿
選手とFW川越選手に本郷税務署
と小石川税務署の両署長から委嘱
状等を交付しました。

▲（左から）本郷税務署横矢署長、東京ユナイテッドFC川越選手、
　同椿選手、小石川税務署青木署長、イータくん

本郷税務署・小石川税務署の広報大使に
東京ユナイテッドFCが就任しました！！

本郷税務署Topics

�税を考える週間�
署長講演会を開催
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“税を考える週間” 協賛行事の一環として「署長講演会＆特別講演会」を11月８日（月）、

午後１時30分から東京ガーデンパレス「天空の間」において開催し、第一部の署長講演

会では、「日本の財政について」と題して、本郷税務署横矢寿彦署長に講演をいただきま

した。

講演では、まず我が国の財政状況について、①我が国の令和３年度の歳出約106兆円

のうち、社会保障関係費、国債費及び地方交付税交付金等が大部分を占めており、このう

ち社会保障関係費と国債費が年々増加していること、②税収のうち、所得税や法人税の税

収は景気動向に左右されやすい一方、消費税の税収は税率によって変動はあるものの、比

較的安定していること、③国の借金である国債残高は年々増え続け、令和３年度末には約

990兆円に達する見込みであり、日本の公的債務残高は GDP の 2 .5倍以上に達し、主

要先進国の中で最悪の水準となっていること、④今後、我が国の少子高齢化はさらに進行

し、社会保障給付費が増加していくことが見込まれるなどのお話がありました。

次に、税務行政の取組について、我が国は納税者自身が、一年間の所得金額とその所得

金額に対する税額を計算して申告を行い、確定させた税額を納税者自ら納付する申告納税

制度を採用していることから、国税庁では「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ

円滑に実現する。」ことを使命として掲げ、納税環境の整備と適正・公平な税務行政の推進

に取り組んでいるとのことでありました。

具体的には、税務行政のデジタル化を推進しており、現在、所得税申告で約６割、法人税

申告で約９割が e-Tax による提出となっているが、今後も利便性の向上を図っていくこと

で、さらに利用率を高めることを目標としていること、また適正・公平な税務行政を推進す

るため、調査において重点的に取り組んでいる事項として、消費税の不正還付、富裕層に対

する適正課税、シェアリングエコノミー等新分野の経済活動等に対する適正課税、国際的

な課税・徴収逃れへの対応などの取組についてお話をいただきました。
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▲本郷税務署 横矢署長

▲開会あいさつを述べる法人会・五十嵐会長
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tax offi  ce message税務署だより

確定申告は
スマホで

確定申告書等作成コーナーに
アクセス！

スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を
撮影すれば、金額や支払者情報などが自動
で入力されます！

本郷税務署 （ ） 代表

画面の案内に沿って入力
すれば税額まで自動計算

マイナポータル連携や
過去の申告データを
利用して自動入力

マイナンバーカード
とスマホで ！

書き方や計算が分からない…

会社が休めない…

入力がめんどう…

自 動 計 算 

自 動 入 力 

自 宅 か ら
0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

さらに、令和３年分（令和 年 月以降）からはより便利に！

確定申告
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都税事務所だより metropolitan tax offi  ce message

 

６月にお送りした納付書により、１２月２７日（月）までに、納付書に記載されている

金融機関、コンビニエンスストア等でお納めください。

納税には安心で便利な口座振替がご利用いただけます。また、金融機関・郵便局のペイ

ジー対応のインターネットバンキング、モバイルバンキング及びＡＴＭのほか、パソコン

やスマートフォン等からクレジットカードでも納付できます｡

さらに、スマートフォン決済アプリでも納付できるようになりました。

ぜひご利用ください。詳細は、主税局ＨＰ「税金の支払い」をご覧ください。

【口座振替のお問い合わせ先】

主税局徴収部納税推進課

 
 

          

 
 

 💡💡 いつでもどこでもスマホで簡単に納付ができます。 

 💡💡 スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」で 

納付書のバーコードを読み取るだけで納付ができます。 

 💡💡 手数料はかかりません。 

 

で

都税を納付できるスマートフォン決済アプリが増え、さらに便利になりました。 

利用できるアプリ 注意事項 

■領収証書は発行されません。 

■納付手続完了後に、納付を取り消すことはできません。 

■バーコードのない納付書や汚損によりバーコードが 

読み取れない納付書はお使いいただけません。 

主税局 HPで詳細をご確認の上、ご利用ください。 

（令和 3年１１月１日時点） 

１２月は固定資産税・都市計画税 第３期分 の納期です

地方税共通納税システムでのｅＬＴＡＸ電子納税が大変便利です。

インターネットバンキング等での納付に加えて、事前に登録した口座から引き落としが

できるダイレクト納付ができます。

さらに、全国の自治体に一括で納付することが可能です。

また、令和３年１０月から都民税利子割・都民税配当割・

都民税株式等譲渡所得割の納入が可能となりました。

詳しくはｅＬＴＡＸホームページをご確認ください。

 

ｅＬＴＡＸ電子納税が大変便利です
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本郷地区

湯島地区

1

本駒込地区

向丘地区

西片地区

千駄木地区

根津地区

和菓子
御菓子処 扇屋

東京都文京区本郷 5-26-5
TEL. 03-3811-1120
URL. https://www.oogiya.co.jp

東大赤門前において和菓子の製造販売をいたしており
ます。
本郷といえば、鴎外、漱石、啄木、一葉など多くの文
豪や歌人が愛した街。
そんな文教の街、史跡の街、本郷にふさわしい登録商
標「赤門もち」、本郷銘菓集「文学散策」、江戸本郷銘菓「加
賀鳶」、季節の上生菓子など地域文化や季節を大切にし
た手作りの和菓子を作り続けております。
現在、四代目も新商品開発、インスタでの情報発信な
ど頑張っています。

法 人 会 会 員 店 特 集

❹

❶

❸ ❷
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2 お弁当
味の店 後楽

東京都文京区本郷１-33-7
東京都文京区本郷 2-34-4（工場・事務所）
TEL. 03-3812-6733
URL. https://www.kouraku.tokyo

皆さまに愛されて 60有余年、本郷の地で美味しいお弁当を製造販
売しております。
お昼にお手頃な日替わり弁当を工場直売し、近隣の皆さまにご好評
頂いております。
他にもお祭りやイベントなどでご利用
いただけるお弁当のご注文も承ってお
ります。お気軽にご相談ください。

3

4

洋菓子
TAVERN

イタリアン
Bistro GRASSO
ビストロ・グラッソ

東京都文京区千駄木 3-36-8
TEL. 03-3821-0214
URL. https://www.tavern-sendagi.com

東京都文京区湯島3-9-11エムビル（旧増田ビル）1F
TEL. 03-3835-1184
URL. https://www.facebook.com/yushimabistrograsso
　　  https://r.gnavi.co.jp/a718100
       （ホームページは現在作成中です）

1983 年、団子坂下に開業して以来
お客様のお陰でここまでやってま
いりました。当初より、良い材料
を使いお菓子を作ってまいりました。
ケーキ・クッキ－・チョコレート・
アイスクリ－ム、どれも丹精込めて
作っております。ご贈答・お寛ぎの
折りにご使用頂ければ幸いでござい
ます。これからもよろしくお願いし
ます。

大正浪漫溢れる雰囲気と高知直送の
食材を使った地中海料理で皆様をお
もてなししております。創業16年目、
ランチはパスタを中心としたイタリア
ン風、ディナーは高知の美味しい食材
をおつまみにワインや日本酒、焼酎ま
で楽しめる居酒屋スタイルで気軽に
お楽しみいただけます。高知出身の
店長の厳選食材とお酒をどうぞ！

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間等が変更になっている場合がありますので、各店にご確認ください。

ホームページ　　　ツイッター
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相手に伝わる「伝え方」をしていますか
産業カウンセラー　柏木 勇一

◆顔が見えない上司からの指示、困惑する若手社員
新型コロナ感染者が減少、緊急事態宣言も解除されました。一方で新しく取り入れたテレワー

クを継続している企業も目立ちます。業種次第ですが、経費節減や、働き方改革の一環として、こ
のスタイルが定着する可能性があります。
テレワーク継続を決めた製造業の総務部門で働く M さんから電話相談を受けました。声が低

く、やや聞き取りにくい話し方でした。入社2年目、20代の若い社員でしたが、電話口の応対か
ら、悩みの深さを読み取りました。
M さんの業務は、全国の工場の生産計画と工程をまとめて工場に送ることが中心で、事務職な

ので在宅での業務も可能でした。会社全体の生産目標、過去の実績を把握していなければできま
せん。新人だから分からない点は多く、相談相手もいません。上司からのメールや電話での指示
は、社内用語（略語や独特の言い回し）、専門用語が多く戸惑っている、という訴えでした。上司
からの指示が伝わらないので、仕事が停滞している状況と言えます。M さんの努力も大事ですが、
上司や先輩の態度に課題があることも浮き彫りになりました。

◆「相手に伝わる」ことを忘れないように
コミュニケーションの基本は、自分が「伝えた」ことではなく、相手に「伝わった」ことがすべ

てと言われています。「伝えたつもり」にならないで、相手の立場に立って、曖昧さをなくし、明確
に言葉にすることを心がける必要があります。M さんの上司の普段の言葉は、つきあいの長い部
下や同僚には伝わっていると思いますが、経験の浅い部下、特に新人には、相手が分かってくれる
言葉や用語で伝えることが望まれます。そこが欠けていたから M さんが相談してきたと言えるで
しょう。
つけ加えれば、電話でも直接でも、話す時は相手の理解を確認しながら話すことが大事です。重

要な情報は繰り返して伝えるようにしましょう。

◆職場での会話、置き換えてほしい事例を示します
①今日は何をやっていた ?　⇒　今日締め切りの○○はどこまでできている ?
　（テレワークの会話では多く聞かれる例です。ここは具体的に。）
②今回は少し多めに発注しておいて。　⇒　150個、発注してください。
　（ちゃんと数量を伝えることでミスも防げます。）
③早く済ませてね。　⇒　今日の 15時までにやってください。
　（具体的な時間や時刻を指定することで相手も安心します。）
またテレワークでの会話で「こんな感じでまとめて」と言うだけではなく、自分のイメージに

近い写真や図をオンラインで見せるのを心がけることで、分かりあえる関係につながります。
「伝える・伝わる」コミュニケーションは、それぞれの職場で工夫してみてはいかがでしょう。こ
こでもコロナ禍から学ぶことがあります。　　　　　　　　　　　　

【筆者紹介】
柏木勇一（かしわぎ・ゆういち）大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在 EAP 企業でカウンセラーと
して活動。産業カウンセラー、家族相談士、交流分析士。
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令和3年10月4日付 日本経済新聞 朝刊 全国版掲載
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Activities
法人会の活動

　10月17日（日）、本郷台中学校グラウンドにお
いて「本郷百貨店祭り」が開催されました。当日は
肌寒い天気でしたが多くの方が来場され、模擬店
やフリーマーケットなど様々な催しが行われまし
た。法人会では税金コーナーを出展し、来場者に
税金クイズをしていただいたり、税に関するパンフ
レットなどを配布したほか、「あしながおじさん」募
金箱を設置し、14 ,053円ご寄付いただきました。
募金にご協力いただきました皆さま、ありがとうご
ざいました。

　11月8日（月）、東京ガーデンパレスにおいて、
“税を考える週間”協賛行事の一環として「署長講
演会＆特別講演会」を開催しました（署長講演会の
要約は 2ページ目ご参照）。
　署長講演会に続き、「ストレス時代を生きるため
の～心と身体の健康術～」と題し、医学博士・心療
内科医・産業医である海原純子氏からストレスの知
識や心の健康のサインなどについてご講演いただ
きました。

　女性部会（飯村早苗部会長）では、10月8日
（金）本郷税務署会議室において、絵はがきコン
クールの選考会を実施しました。今年は７～８月
にかけて小学生でもコロナが流行し作品が集まる
か心配されましたが、管内の小学校5・6年生から
435枚の応募がありました。
　当日は選考基準に基づき税務署長賞、法人会会
長賞などの最優秀賞、優秀賞、入選の選考が行わ
れました。

　10月29日（金）、源泉部会の主催による令和3
年分年末調整説明会を医科器械会館セミナーホー
ルにおいて開催しました。本郷税務署法人課税第
二部門の今福上席調査官、管理運営部門の木下上
席徴収官が講師を務め、DVDを使用しながら年
末調整事務の仕方や法定調書などについて説明い
ただきました。

「本郷百貨店祭り」に税金コーナーを出展

“税を考える週間”「署長講演会＆特別講演会」を開催

女性部会が「絵はがきコンクール選考会」を実施
－応募総数435枚－

令和3年分 年末調整説明会を開催
－源泉部会主催－

▲当日お手伝いいただいた真島理事（左）と上田理事（右）

▲講師の海原純子氏

▲慎重に選考する女性部会の役員

講師の今福上席調査官▶ 
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令和4年新春講演会・新年賀詞交歓会のご案内
●日　時：令和4年1月21日（金）16:30～18:00
●会　場：東京ガーデンパレス「高千穂の間」（文京区湯島1-7-5）
●テーマ：「笑いと笑顔で商売繫盛」

　落語家　柳家三之助 師匠
　※講演会のみは無料

※感染症拡大状況により、変更等になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

事務局だより
HOJIN HONGO vol.500

■ 令和 3年 11月号（No.500）発行所 公益社団法人 本郷法人会　　発行人 : 広報委員長 鵜野 眞理子
　 〒113-0033　文京区本郷 3-26-8 数寄屋ビル2階　電話3812-0595　FAX 3815-2401
　 URL：https://www.hongohojin.or.jp/

11 月号編集後記
　本郷法人会とのお付き合いは “割烹かねこ” さんで開催された支部役員会に出席して以来27年になりますが、由緒ある本郷法人
会の会長を拝命するとは夢にも思いませんでした。その本郷法人会は本年創立70周年という節目を迎えます。今年は開催出来ませ
んでしたが、事情が許せば来年改めて式典、懇親会を開催出来ればと思っています。人と人が顔を突き合わせて話をし、時にはお
酒も飲み交わして会を盛り立てていくことこそが会の存在意義だと思います。そのような状況になることを願うばかりです。

広報委員兼会長　五十嵐

新規会員様、ぜひご紹介ください！
　法人会では、税務や企業経営に関する各種研修会の開催、社会貢献事業、異業種間の交流など、
幅広い事業活動を積極的に展開しています。
　また、若手経営者等による青年部会、女性会員による女性部会では、小学6年生を対象とした租
税教室や、税に関する絵はがきコンクールなど活発な活動を行っています。

たくさんのメリットがあります！
■税務署や専門家と協力し、実施している税と経営に関する研修会、講習会、説明会等に参加でき
ます。
■「インターネットセミナー」、「宅配セミナーDVDレンタル」サービスが無料です（一般経営、税務、
人材育成等、様々なＤＶＤをご用意しております）。また、インターネットセミナーはログインすれ
ば無料で視聴できます。社員研修用プログラムとしてもご活用いただけます。
■経営に関する課題・問題について、専門家（社会保険労務士、税理士、弁護士等）による各種相談
を受けることができます（無料）。
■大同生命・AIG損保・アフラックとの提携による、経営者大型保障制度や企業をリスクから守る保
険、従業員の皆さまもご加入いただける個人の保障制度まで、法人会割引制度で通常より低額
でご加入いただけます。
■ラフォーレ倶楽部、プリンスホテルなどの保養施設を会員価格でご利用いただけます。
　このほかにも経営に役立つメニューや、会員価格でご利用いただける福利厚生制度を取り揃え
ています。

本郷法人会事務局
TEL：03-3812-0595　　FAX：03-3815-2401

e-mail：info＠hongohojin.or.jp

新規入会は随時受け付けております。会員の皆様の知人やお取引先の経営者の方で、法人会に
未加入の方がおりましたら、ぜひご紹介ください！
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■お申し込みは簡単！
①ネットで申し込み
②オフィス・ご自宅へお届け
③ポストにご返却

■豊富なテーマから選べます！
一般経営、税務、人材育成、実務家、
健康・ライフスタイル等々

http://www.svrent.com/svr/tohoren/h1378/svrinfo.html

検索本郷法人会　セミナーDVDレンタルサービス

セミナーDVDレンタルサービス！
会社や自宅にいながら、インターネットから見たいDVDの予約ができます。

忙しくてセミナーや研修会に参加できない方などに最適。お気軽にご活用ください。

会員だけの特典！
料金無料！


