
今月の特集は

わたしたちの暮らしと税

東京都主税局
TAX

お問い合わせ先：主税局総務部総務課相談広報班　☎03-5388-2924

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！検索東京都　主税局

11月11日〜11月17 日は「税を考える週間」です。
住まいと税を考えるキャンペーン2017　11月12日（日）実施！
１　日　時：平成29年11月12日（日）　10：00 〜 16：00
２　場　所：東京都新宿住宅展示場（東京都新宿区西新宿４-36）
３　内　容：住まいと税を考えるセミナー（※要事前予約）14：00 〜15：00
　　　　　　※予約専用ダイヤル　☎03-5351-6718
　　　　　　こども税金教室、住まいに関する税の情報コーナー
４　実施団体：＜主催＞東京都主税局　　＜協力＞東京納税貯蓄組合総連合会

都税事務所のイベント情報を、主税局ホームページでご紹介しています。

東京芸術劇場　都民のための音楽・演劇・
舞踊・演芸等の芸術文化の振興とその国際交
流を図るため、平成２年に池袋に開館しまし
た。世界最大級のパイプオルガンを有するコ
ンサートホールのほか、展示やワークショップ
等、公演以外の芸術活動を行えるスペースも
併せ持つ複合的な芸術文化施設です。
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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？

タク
ちゃん

わたしたちの暮らしと税

特集教えて!

限られた財源を重点的・効率的に配分して、「福祉
と保健」（右ページ参照）をはじめとする各分野で

施策の充実を図り、都民生活の質の向上に努めているよ。

タクちゃん

都政は都民のみなさま一人ひとりに
支えられています

税金は、国で扱っているもの、東京都（そのほか道
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50種類以上にもなるわ。身近な税金に
ついて、下の表を参考にしてみてね。

ノンちゃん

税金について、どこに聞けばいいの？

平成 29年度　主税局長表彰等受賞者について
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

【感謝状受賞者】租税教育の推進に貢献された方
・元 東京税理士会　租税教育推進部長　林　正巳
（現 東京税理士会　経理部長）

　一般会計における歳入総額の約73％（５兆911億円）
は、みなさまに納めていただく都税が占めています。

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

・東京税理士会板橋支部
・（公社）目黒法人会 青木　茂
・芝納税貯蓄組合連合会 池田　宏
・（公社）荒川法人会 伊澤　英敏
・（一社）豊島青色申告会 井上　榮一
・（公社）立川法人会 岩﨑　五六
・（公社）青梅法人会 岩浪　都成
・（一社）上野青色申告会 魚津　光久
・（一社）中野青色申告会 遠藤　弘
・（公社）板橋青色申告会 大戸　孝宏
・（一社）立川青色申告会 岡部　晴夫
・日本橋納税貯蓄組合連合会 小川　文男
・（公社）東村山法人会 尾林　長一
・（一社）北沢青色申告会 神山　吉八郎
・（公社）日野法人会 川　秀武

・武蔵野納税貯蓄組合総連合会 木村　浩三
・北沢納税貯蓄組合連合会 吉良　明彦
・荏原納税貯蓄組合連合会 工藤　健二朗
・神田納税貯蓄組合連合会 小暮　敞士
・東京税理士会江戸川北支部 小島　一元
・（一社）江戸川北青色申告会 小原　忠一
・渋谷納税貯蓄組合連合会 小谷野　浩治
・麻布納税貯蓄組合連合会 齋藤　德子
・（公社）本所法人会 佐生　勝英
・江東西納税貯蓄組合連合会 佐野　スミ子
・大森納税貯蓄組合連合会 清水　かほる
・（一社）練馬東青色申告会 伹木　康時
・（一社）京橋青色申告会 髙木　邦男
・東京税理士会葛飾支部 髙野　力
・（一社）新宿青色申告会 竹内　武徳
・荻窪納税貯蓄組合連合会 田中　健次
・練馬西納税貯蓄組合連合会 田中　裕

・北区納税貯蓄組合連合会 月田　務
・（一社）品川法人会 豊川　秀康
・（一社）雪谷青色申告会 長澤　とし子
・（公社）杉並法人会 秦　正男
・（一社）麹町青色申告会 早速　晴邦
・足立納税貯蓄組合連合会 原島　正光
・（公社）蒲田法人会 伴　良二
・（公社）玉川法人会 坂東　義治
・（公社）四谷法人会 藤井　俊明
・（一社）本郷青色申告会 藤野　髙弘
・（一財）八王子青色申告会 本郷　藤雄
・足立青色申告会 松本　安司
・浅草納税貯蓄組合連合会 丸山　眞司
・（公社）江東東法人会 三浦　繁夫
・（一社）町田青色申告会 守屋　毅
・小石川納税貯蓄組合連合会 山本　冨司安
・向島納税貯蓄組合連合会 米川　達次

平成29年度　東京都一般会計歳入予算

都税
5兆911億円

(73.2%)

地方譲与税
2,346億円

(3.4%)

国庫支出金
3,854億円

(5.5%)

繰入金
3,807億円

(5.5%)

都債
2,983億円
(4.3%)

その他
5,641億円

(8.1%)

歳入総額
6兆9,540億円



わたしたちの暮らしと税

　平成29年度の東京都予算６兆9,540億円のうち、17.3
％にあたる１兆2,017億円が福祉先進都市の実現に向け
た「福祉と保健」に活用されています。
　みなさまに納めていただいている都税が、この分野でど
のように使われているのか、その一部をご紹介します。

問 福祉保健局健康安全部環境保健衛生課 ☎03-5320-4493

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　☎03-5320-4356

災害医療の充実
　大震災等の自然災害をはじめ、大規模交通事故等の都市
型災害の現場に、消防隊とともに救急・災害医療の知識を
持つ専門医療チームが出動し、一刻も早い救命処置を実施
します。また、大震災の時などに自己完結型の活動が行え
るよう、食糧、生活必需品、通信機器等の装備を搭載した東
京DMATカーを配備しています。

問 福祉保健局医療政策部救急災害医療課 ☎03-5320-4427

「福祉と保健」予算は、都民の健康を守
り、地域での自立を支える福祉、誰も
がいきいきと活躍できる都市の実現
に向けた取組に活用されています。

子育て環境の充実

　 　子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適
切な不妊治療を開始することができるよう、不妊検査及
び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用に
ついて、５万円を上限に助成します。

　　※助成回数は夫婦１組につき、１回に限ります。

１　不妊検査等助成

健康づくり

　 　日常生活で負担感なく生活習慣の改善が行えるよう、食
生活や身体活動・運動等に関する普及啓発を行うほか、野
菜たっぷりのメニューを提供する飲食店の整備や都内のウ
ォーキングマップを集約したポータルサイトの充実を図る
など、都民の生涯を通じた健康づくりを推進しています。

１　生活習慣病の予防

　 　アレルギー疾患に関する都民向け講演会や保育施設な
どの職員に対する研修を実施しています。４月に開設し
た「東京都アレルギー情報navi．」では、疾患別の基礎知
識や自己管理の方法、医療機関などに関する情報を分か
りやすく掲載しています。

２　アレルギー疾患対策

問 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課 ☎03-5320-4371

　 　乳幼児を連れた方が安心して出かけられるよう、授乳
やおむつ替え等ができるスペース「赤ちゃん・ふらっと」
を整備しています。「赤ちゃん・ふらっと」には、「赤ちゃ
ん・ふらっとマーク」（適合証）が提示されています。

　 　また、子育て応援とうきょう会議HP「とうきょう子育
てスイッチ」にて設置施設を紹介しています。

　国立・都立施設、区・市役所、児童
館等の公共施設や、百貨店等の民間
施設に1,460か所（平成29年３月
31日現在）設置されています。

２　子育て親子の外出環境の整備

（左）赤ちゃん・ふらっとマーク

妻が35歳未満の夫婦を対象に早期治療に着手する環境を整備

東日本大震災時の活動の様子

ポータルサイト「東京都アレルギー情報navi．」

ポータルサイト「TOKYO WALKING MAP」

【平成29年度一般会計予算】

（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。



　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。

　今月のポスターは今から13年前の平成16年に作成したも
のです。これまでご紹介してきた昭和のポスターと比べると
新しいですが、見覚えのある方はいらっしゃるでしょうか。
　この年のポスターでは税の豆知識を掲載しています。トラ
ンプのスペードマークだけが大きいのは、税が関係している
のですね。17世紀にイギリスでトランプが流行した際、政府
が税金を課税し、納税証明のスタンプをトランプの中で一番
上にあるカード、スペードのエースのマークの上に押しまし
た。ところが偽造されるようになったため、デザインを複雑
にし大きくすることでそれを防止したそうです。
　このポスターをご覧いただいた方に「なるほど」と思って、
楽しんでいただけていたら幸いです。

懐かしのポスター展
平成 16（2004）年

石油系溶剤を含まないインキ
を使用しています。

お知らせ

11月は個人事業税第２期分の納
期です
　11月30日（木）までにお近くの金
融機関・郵便局または都税事務所・都
税支所・支庁の窓口等でお納めくだ
さい。
問 課税について　所管都税事務所
の個人事業税班または支庁
　 納税について　所管都税事務所
の徴収管理班または都税支所・支庁

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（水）
13時〜11月21日（火）23時
入札期間（不動産）：
11月28日（火）13時〜
12月5日（火）13時
せり売り期間（動産・自動車）：
11月28日（火）13時〜
11月30日（木）23時
　自動車について、下見会（右記と

◉編集後記
　11月中、都内各所で納税キャンペーン
等を行います。主税局HPで情報を紹介し
ています。ぜひお出かけください！（K）

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（28）62　平成29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。

は別日）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

合 動同 産 下 見 会 の ご 案 内

左記の公売対象の動産について、都
と区市町村が合同で下見会を行いま
す！
会場：都政ギャラリー（都議会議事
堂１階北側）
日時：11月17日（金）10時〜15時
問 主税局徴収部個人都民税対策課
☎03-5388-3039

ご案内

便利な電子申告をご利用くだ
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
・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

平成30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。
申請後、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




