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うべ常盤公園「彫刻野外展示場」
「UBEときわミュージアム」は、常盤公園の豊かな自然の中で、季節ごとに違った表情を見せる植物と彫刻
が調和した博物館です。全国でも例のない複合博物館として、2007年9月にオープンしました。施設内にある
「彫刻野外展示場」は昭和36年から隔年で開催されている「UBEピエンナーレ（現代日本彫刻展）」の舞台であ
り、近年では、国際的な知名度の高まりから、国内の新進彫刻家の登竜門になっているだけでなく、海外作家
の出品も増えてきています。
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ていくためには、事務の効率化・合理化、

広島国税局長

経費削減などの更なる業務の最適化を図り
つつ、行政の透明性や納税者の利便性の向

うじかね

ひろゆき

氏兼 裕之

上に努めるとともに、悪質な納税者に対し
ては厳正な対応を行うことにより、国民の
皆様の負託に応え、その理解と信頼を確か
なものとしていく必要があると考えており

平成22年の年頭にあたり広島国税局間税
会連合会の皆様に謹んで新年のご挨拶を申
し上げます。

ます。
会員の皆様方におかれましては、税務行
政を取り巻く環境の変化に伴う諸施策の趣

会員の皆様方には、平素から税務行政全

旨を十分ご理解いただき、適正な申告と期

般に対しまして、格別のご理解とご協力を

限内納税に向け、今後とも税に対する良き

賜り厚くお礼申し上げます。

理解者として、なお一層のご協力を賜りま

間税会におかれましては、消費税をはじ

すようお願い申し上げます。

めとする間接税に関する唯一の団体として

また、国税庁の当面の最重要課題のひと

創設され、税知識の普及と納税道義の高揚

つである「e−Taxの利用促進」につきまし

に多大な貢献をされてこられました。

ては、間税会として、役員並びに役員企業

最近では、中学校・高校において消費税
に関するディベートや小論文発表会の開催
にも取り組まれ、租税教育の面でも、着実
にその成果を挙げられております。

の積極的な利用促進に取り組んでいただい
ておりますことに感謝申し上げます。
私どもといたしましては、国民に広く利
用されている国税関係重点対象15手続きに

これも、間税会の役員、会員の皆様方の

ついては、オンライン利用率を、平成25年

ご努力の賜物であり、ご労苦に対し、敬意

度末までに65％、そのうち、法人税、消費

を表する次第でございます。

税の申告、法定調書の提出等の先行11手続

さて、最近の税務行政を取り巻く環境を

きについては、オンライン利用率を平成23

みますと、我が国社会の少子・高齢化の進

年度末までに70％という目標の達成に向け、

展や急速なグローバル化・ＩＴ化に伴う社

利用促進に取り組むこととしておりますの

会経済の変化という大きな流れに加え、直

で、ご協力賜りますようお願い申し上げま

近では内外の経済情勢が急激な変化を見せ、

す。

様々な新しい課題が生じております。
こうした中で、「納税者の自発的な納税義

新しい年が、間税会の更なるご発展と会
員の皆様方のご繁栄につながるよい年であ

務の履行を適正かつ円滑に実現する」とい

りますように、心から祈念いたしまして、

う私どもに課せられた使命を適切に果たし

新年の挨拶とさせていただきます。
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広島国税局間税会連合会会長
たかはし

しょう

闍橋

正

新年明けましておめでとうございます。

発になっています。一方で、民主党が税率の

会員の皆様方におかれましてはお健やかに

４年間据え置き方針を出している消費税は、

新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げま

今のところ議論の主役にはなっていないよう

す。

です。しかしながら、消費税は税収の約２割

平素は広島国税局間税会連合会の運営に対

を占める重要な財源であり、
昨今の景気状況、

しまして、格別のご協力を賜り、誠にありが

財政状況を考えると、近い将来、税率の引上

とうございます。また、国税ご当局様には、

げについての議論が再び活発化する可能性は

多大なるご指導、ご鞭撻を賜り、厚く御礼を

高いのではないかと思います。間税会といた

申し上げます。

しましても、これからの議論の行方を見守っ

さて、昨年を振り返ってみますと、４月の
終わりにメキシコで発生した新型インフルエ

て参りたいと思います。
広島国税局間税会連合会でも大きな
『変化』

ンザが世界各国で流行し、国民生活、企業活

がありました。５月の総会におきまして、こ

動に大きな影響を及ぼした１年でした。

れまで約20年間会長を務められた米田会長が

また、政治の世界では、８月の衆議院選挙

名誉会長に就任され、私がその後を受け、会

で自民党が歴史的大敗を喫し、民主党を中心

長を拝命致しました。もちろん会長の交代は

とする内閣への『政権交代』が起こりました。

政治の世界の『政権交代』とは全く異なるも

1955年から50年以上続いた自民党から政権が

のです。会長は変わりましたが、間税会の意

変わるという、日本にとって大きな変化の年

義・活動方針には何ら変化はありません。私

となりました。

は会長として、これまで同様、会員の皆様方

アメリカ合衆国では、１月にオバマ大統領

にご協力いただき、会の円滑な運営に務めて

が就任し、一足早く政権交代が行われました。

参りますので、何卒ご理解とご協力を宜しく

オバマ大統領が選挙期間中に掲げたスローガ

お願い申し上げます。

ン、『ＣＨＡＮＧＥ！（変化）
』という言葉が

最後になりましたが、本年が皆様にとりま

流行語になりましたが、昨年は本当に『変化』

して輝かしい年となりますよう心よりお祈り

の年になったと思います。

申し上げます。

民主党新政権は選挙公約「マニフェスト」

また、国税ご当局様にはこれまで同様、ご

に基づく政策実施に向け、国会等でさまざま

指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

な議論を行っていますが、政策実現に必要な

して、年頭にあたっての私のご挨拶とさせて

財源確保の観点から、税制に対する議論も活

いただきます。

（3）

全間連平成21年度「税の標語」最優秀作品

「安心な

暮らし支える

消費税」

岡 山 県 間 税 会 連 合 会
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岡山東・岡山西・西大寺・瀬

戸・玉

野・児

島・倉

敷

玉

見・真

庭・津

山

各間税会

島・笠

岡・高

梁・新

納税表彰おめでとうございます
平成21年度国税庁長官納税表彰式が平成21年10月28日に三田共用会議所で、また、広島国税
局長納税表彰式が11月5日にホテルセンチュリー２１広島で挙行されました。
間税会関係者では、財務大臣表彰を浅野益弘氏
（岡山東）、国税庁長官表彰を大谷厚郎氏
（松江）
が受彰されました。また、広島国税局長表彰を櫨山陽介氏（浜田）、山崎純氏（益田）、須江英典
氏（津山）
、久保弘睦氏
（広島西）の各氏が受彰されました。
この他、各税務署においても税務署長表彰式が行われ、7名の方々が受彰されました。

財 務 大 臣 表 彰

国 税 庁 長 官 表 彰

浅野 益弘 氏

大谷 厚郎 氏

全間連 常任理事
局間連 副会長
岡山県間連 会長
岡山東間税会 会長

国

税

全間連 理事
局間連 副会長
島根県間連 会長
松江間税会 会長

局

長

表

彰

櫨山 陽介 氏
島根県間連
浜田間税会

山崎

副会長
会長

純 氏

局間連 常任理事
島根県間連 理事
益田間税会 会長

須江 英典 氏

久保 弘睦 氏

局間連 理事
岡山県間連 副会長
津山間税会 会長

広島県間連 理事
広島西間税会 副会長

税 務 署 長 表 彰
伊原木隆太氏（岡山東）
岡田
巧氏（岡山西）
塩見
貢氏（高梁）
小椋 裕二氏（真庭）

前
京子氏（広島東）
笠井 健一氏（西条）
鐡岡 文朗氏（廿日市）
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中学生の税に関する租税作品
平成21年度に中国納税貯蓄組合連合会が募集

◆ 習字◆

した「中学生による租税作品（作文・習字）」

広島国税局間税会連合会会長賞

に対して作文16,869編、習字32,690点応募があ
りました。その中から選ばれた優秀作品につい

〜郷土を創る税〜
倉吉市立西中学校３年 森本

知愛

ては、国税庁長官賞をはじめ数々の賞が授与さ
れました。間税会関係では、平成15年度に創設
された広島国税局間税会連合会会長賞に庄原市
立高野中学校２年生の山闢望さんの作文と、倉
吉市立西中学校３年生の森本知愛さんの習字が
選ばれました。受賞おめでとうございます。
また、全国間税会総連合会が募集した平成21年
度「税の標語」には、全国から82,000点強の応
募がありました。広島局間連からは、広島西間
税会の森信男さんの作品が全国の最優秀賞に選
ばれたほか、合計10名の方々が入選されました。
おめでとうございます。

平成21年度「税の標語」入選作品（中国地方分）

入 選

最優秀賞

安心な 暮らし支える 消費税
広島西間税会
佳
作
知らぬ間に

社会に貢献 消費税
崇徳中学校 渋川

智寛

佳
作
学ぼうよ 税の役割 使い方
安芸高田市立甲田中学校 竹島 聡伺
入
選
考えよう みんなの笑顔と 消費税
崇徳高校 上本 和哉
入
選
考えよう 市民の税の 使い方
安田女子中学校 筒井 華子
入
選
ありがとう あなたの税で よりよい社会
安田女子高校 森本久紗理
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森

入
選
消費税 等しく分かつ 国造り
広島南間税会
入
選
納税は 豊かな社会の 第一歩
厚狭間税会
入
選
将来を 守る税制 消費税
海田間税会
入
選
消費税 納めて国の 基礎づくり
広島西間税会

信男

徳永

幸雄

福本

一雅

井上

篤恵

田中

茂樹

◆ 作文◆

広島国税局間税会連合会会長賞
〜税金の使い道〜
庄原市立高野中学校２年

山闢

望

税金。それは、たくさん種類があります。

ゴミは、環境を汚してしまうだけではありま

国に納める税金は、所得税や法人税などで、

せん。不法投棄されたゴミの回収には、多額

都道府県に納める税金は、（都）道府県民税、

の費用を使います。この費用は、何と、国民

事業税などがあり、
市区町村に納める税金は、

が納めた税金を使うのです。どうして、他人

市
（区）町村民税、固定資産税など。税金、と

が勝手に捨てたゴミの回収費用に、大切な、

一口に言っても、色々あります。

大切な税金をあてなくてはならないのか。そ

私は、税金の使われ方に興味を持ち、資料

んなお金があるのなら、もっと他のことに役

を読んでみました。すると、税金は、私たち

立ててくれればいいのに……。私は、そう思

の生活にとても役に立っていることが分かり

いました。そのようなことにまで、税金が使

ました。社会保障の充実や、住宅や道路の整

われているのを知った私は、何だか腹立たし

備、教育や科学技術の振興。色々な所で、税

いような気分でした。これでは、まるで、

金が有効に使われているのを知り、私は「税
金ってスゴい！」と、すごく感心しました。

「税金のムダ遣い」をしているような感じが
したからです。

今までの私の税金に対するイメージは、あま

私は今回、税金というものは、様々な所で

り良いものではありませんでした。納めるの

役立てられている、ということが分かりまし

は大変そうだし、どのようなことに使われて

た。なかには、「あんな所にも、税金が使わ

いるのか、よく分からないし…‥といった感

れていたんだなあ。」と、すごく驚いたこと

じでした。しかし、資料を読んでみて、その

もありました。しかし、「どうして、こんな

イメージが変わりました。大人になったら、

ことにまで、税金を使わないといけないんだ

きちんと税金を納めたい、と思いました。

ろう。」と、すごく疑問に思ったこともあり

資料を読み終えて、私は、以前見た、ある

ました。税金は、国民が納めた貴重なお金で

ニュースを思い出しました。それは、確か環

す。だから、大切に使って、もっと私たちの

境問題についてのものでしたが、税金に関す

暮らしに役立てて欲しいと思います。でも、

ることでもありました。テレビに映されてい

私たちも、その税金の使い道について、理解

たのは、山の中に捨てられている、たくさん

を深め、考えていかなくてはならないのでは

の「ゴミ」でした。冷蔵庫や電子レンジなど

ないか、と思います。税金をムダに使ってし

の家電が、山の中にたくさん転がっていまし

まうことが、無くなるようになればいいな、

た。いわゆる不法投棄です。不法投棄された

と思います。
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全間連第 36 回通常総会 （ 関東信越大会 ） が開催
全国間税会総連合会第36回通常総会が、昨
年９月28日（月）、埼玉県さいたま市の大宮ソ

れ、広島局間連からは竹原間税会が、前年に
続き連続で表彰されました。

ニックシティで開催されました。関東信越間
税会連合会の担当で、全国各地から788名の

また、総会に先立ちまして、同じく大宮ソ

会員が出席しました。広島局間連からは、闍

ニックシティにおいて、第31回青年部通常総

橋会長、米田名誉会長を含む総勢23名が出席

会、第29回女性部通常総会が行われ、それぞ

しました。

れ平成21年度の事業計画案・収支予算案等が
承認されました。
総会に合わせて記念講演が行われ、テレビ
番組「笑点」等でおなじみの三遊亭楽太郎さ
んの楽しい話で大変盛り上がりました。また、
総会後の懇親会では、女性のイリュージョン
グループ「プリマベーラ」が登場。歌やダン
スを交えなが

さいたま市は、平成13年５月に浦和、大宮、

ら次々を繰り

与野の３市が合併して誕生した市で、埼玉県

出されるマジ

の県庁所在地です。平成17年４月に岩槻市が

ックで会場を

加わり、人口120万人を超える大都市になり

大いに沸かせ

ました。昨年のNHK朝の連続テレビ小説

ました。

「つばさ」の舞台となった川越市のとなりに
位置する首都圏のベッドタウンです。

広島局間連から参加された役員、会員のみ
なさまは、通常総会、青年部総会、女性部総

総会では、平成20年度の事業報告・決算報

会を通じ、他の間税会の方々と積極的に情報

告、平成21年度事業計画案・収支予算案が、

交換を行うことができ、大変有意義な活動と

いずれも満場一致で原案通り承認可決されま

なりました。次回は四国間税会連合会が担当

した。次いで、役員改選が行われ、闍橋会長

となり、香川県高松市で開催される予定です。

の全間連副会長への就任が可決されました。

みなさまのご積極的なご参加をお待ちしてい

総会終了後、組織増強功労者の表彰が行わ

ます。

広島LPG物流センター
〒736-0056 広島県安芸郡海田町明神町2番118号
TEL082-821-3600
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局間連・業種別部会・県間連・単位会の動き
昨年９月から12月にかけて、局間連、同業種別部会及び県間連において会議等が開催さ
れ、さまざまな協議がなされましたのでご紹介します。
局間連も、昨年は闍橋会長を会長に迎え、新たなスタートを切りました。
更なる組織拡充を目指しましょう。

局間連
●局間連正副会長会議

●中国税務団体連絡協議会と広島国税局との協議会開催

平成21年11月４日（水）、ホ

税を考える週間中の去る11月16日、中国税務団体連絡

テルセンチュリー21広島（広島

協議会第５回総会が開催され、広島国税局間税会連合会

市）において正副会長会議が開

からは佐々木副会長と唯山専務理事が出席しました。

催されました。

総会終了後、広島国税局との協議会が開かれ、国税局

広島国税局から中村消費税

から、e−Taxへの取

課長のご臨席をいただきまし

組、web-TAX-TV等の

た。上期の事業活動及び決算

新しい視点に立った広

報告の後、組織増強、e−Tax

報、税務調査の現状等

の利用促進等に向けた今後の

について説明があった

活動について協議がなされま

後、意見交換が行われ

した。

ました。

業種別部会
石油ガス部会
平成21年11月10日（火）、岡山プラザホテル（岡山市）において石油ガス部
会研修会が開催されました。
当日は、浅野会長のあいさつの後、広島国税局の齋川課税第二部長から
「税務行政の現状と課題」と題し、ご講演をいただきました。
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揮発油部会
●芸防税務懇話会

●水島税務懇話会

平成21年10月15日（木）、三井化学譁岩国大竹

平成21年10月22日（木）、水島国際ホテル（倉

工場（山口県玖珂郡）において第46回芸防税務懇

敷市）において第98回水島税務懇話会が開催さ

話会が開催されました。広島国税局、廿日市税

れました。

務署及び岩国税務署からご臨席をいただきまし
た。また、国税局の住永消費税課長補佐を講師
にお迎えし、「バイオエタノール等揮発油に係
る特例制度について」と題した研修会も開催し
ました。

広島国税局、倉敷税務署、児島税務署、玉島
税務署からご臨席をいただきました。
また、国税局の田邉主査を講師にお迎えし、
「バイオエタノール等揮発油に係る特例制度に
ついて」と題した研修会を開催しました。研修
会に続いて、倉敷税務署法人課税部門谷口統括
官から、e−Taxについて説明がありました。

県間連
●広島県間連〜常任理事会開催

●広島県間連青年部〜第１回青年部大会開催

平成21年10月19日（月）、ホテルセンチュリー

平成21年10月27日（火）、ひろしま国際ホテ

21広島（広島市）において常任理事会が開催され

ル（広島市）において、広島国税局より中村消

ました。

費税課長と住永消費税課長補佐を来賓としてお

広島国税局から
中村消費税課長の
ご臨席をいただき

迎えし、第１回青年部大会が開催されました。
広島県下の間税会青年部員69名が出席しまし
た。

ました。上期の事

まず、青年部臨時総

業活動の報告とと

会では、青年部規約と

もに、下期の活動

青年部役員が承認され、

に向けた意見交換がなされました。

活動報告が行われまし
た。続いて、中村消費

●山口県間連〜役員会開催
平成21年12月16日（水）、ホテルみやけ（山口
市）において役員会が開催されました。
広島国税局から中村消費税課長のご臨席をい
ただきました。上期の事業活動の報告の後、今
後の活動等について意見交換がなされました。
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税課長から「IT化、国際化と税」をテーマに講
演をいただきました。
最後に、安田県間連青年部長から、青年部が
中心となって間税会を盛り立てて行くことを約
束して会を締めくくりました。

単位会の動き
【ディベート大会開催：松江間税会】
平成21年11月30日
（月）
、

「増税は医療等公共サービスの充実につながる」

松江税務署協力もの

等様々な意見が発表されましたが、どの小論文

と、松江間税会主催に

も簡潔で、要点を得たものばかりで、大人顔負

より、松江市の開星中

けの素晴らしい意見が述べられました。これか

学校において、消費税

らの日本を支える若い世代に、深く税金につい

の税率アップについて賛否を議論するディベー

て考えてもらう良い機会となりました。

ト大会が開催されました。消費税について中学
生が討論するのは、島根・鳥取両県では初めて

【女性部・青年部設立：岡山東間税会】

ということもあり、山陰中央新報等メディアに
も取り上げられました。討論会は同校の３年生

平成21年12月8日（火）

８名が消費税増税肯定派と否定派に分かれ、残

岡山東間税会の女性

りの３年生がどちらの主張が優れていたかを審

部・青年部の設立総会

査しました。「国の借金解消」「医療費の財源と

が、岡山市のえきまえ

して必要」として税率アップを訴える肯定派に

ミヨシノにおいて、盛

対し、否定派は「増税が更なる経済悪化を招く」

大に開催されました。当日は、広島国税局中村

「低所得の家庭の負担を増やす」として反対意

消費税課長をはじめ多数のご来賓をお迎えし、

見を述べる等、それぞれデータを使って分かり

初代部長には石井美津枝女性部長、佐々木篤青

易く意見を展開しました。審査の結果、増税反

年部長が選任されました。今後は会員の拡充、

対派の意見が多くの賛同を得た結果となりまし

イータックスの普及促進、部員相互間の研鑚・

たが、あらためて消費税を考える良い機会とな

親睦を図ることを目的として、これからの事業

りました。

活動の推進に努めていくことを皆で確認しまし
た。

【小論文発表会開催：広島東間税会
（女性部）】
平成21年12月2日（水）、

【女性部設立：岡山西間税会】

広島東間税会、同女性部

平成21年12月16日（水）

共催により、広島市の安

岡山西間税会の女性部

田女子高校において、消

設立総会が、岡山市の

費税をテーマにした「小

ホテルサンルート岡山

論文発表大会」を開催いたしました。同校での

において、盛大に開催

小論文発表大会は今回で２回目となります。大

されました。当日は広島国税局住永消費税課課

会に先立って、事前学習会として11月に広島東

長補佐、岡山西税務署原署長他多数のご来賓を

税務署の末成税務広報広聴官が税金の種類や、

お迎えし、まず岡山西間税会安部会長より女性

税の仕組みなどについて生徒に大変わかりやす

部設立に至るまでの経緯を述べられ感謝の意を

く話されました。その事前学習会をベースにし

表されました。続いて、梶原美砂子女性部長よ

て、「財政と消費税の未来を考える」をテーマ

り決意表明が行われ、各議案も満場一致で可決

に、同校２年生が小論文を提出し、その中から

されました。税知識の向上、会員相互の親睦を

６名が代表として、当日壇上で発表しました。

図り、地域貢献活動への参加等が提案され、盛

「消費税を大都市で増税し、地方は減税する」

会の内に設立総会は終了いたしました。
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「税を考える週間」行事に参加
昨年の11月11日から17日までの間、「税を考える週間」行事の一環として、私たちの生活に欠かせ
ない税についてより深く考えていただくため、各地で色々な催しが開催されました。
間税会においても、国税局・税務署及び他の関係民間団体等と協力して、税務研修会や講演会など
を開催しましたのでご紹介します。

広島東間税会
女性部は、中区八丁堀
天満屋前交差点において、
平成21年度「税の標語」
最優秀作品を記したPR看
板を設置し、除幕式を行
いました。
その後、紙屋町で、イータ君と共に街頭キャ
ンペーンを行い、クリアーファイル、「e−Tax」
の周知、各種リーフレット、広報用ポケットテ
ィッシュ等各500セットを配布しました。

広島西間税会
税務団体連絡協議会の
共催で、天満屋アルパー
ク店で開催された税金展
では、消費税に関する
「税の標語」の入選作品を
展示しました。
また、連絡通路では、クリアーファイルに各
種リーフレットを入れ、配布しました。

廿日市間税会
一日税務署長として、
元サンフレッチェ選手で
サッカー解説者の吉田安
孝氏に委嘱状が手渡され
ました。
税務署での座談会の後、廿日市市役所を表敬
訪問され租税教育普及のお願いをされました。
さらに、同市内廿日市小学校６年生を対象に講
演。その後、山陽女子高校サッカー部の指導と
多忙な公務をこなされました。
当日は、各種リーフレットの入ったクリアー
ファイル、ボールペンを参加者全員に配布し、
大変盛り上がった大会となりました。

呉間税会
そごう呉店・呉駅周辺
において、イータ君と共
に街頭キャンペーンを行
い、クリアーファイル、
「e−Tax」の周知リーフレ
ット等各1,000セットを配布しました。

広島南間税会
税務団体連絡協議会の
共催で、税に関する標
語・川柳・習字等を募集
し 、 大 型 ス ー パー 等に 展
示して税のPRを行い、ク
リアーファイルに各種リーフレットを入れ配布
しました。

海田間税会
局間連・広島県間連青年部主催の広島駅南口
における街頭キャンペーンに参加しました。ま
た、税務団体連絡協議会との共催で、海田税務
署長を招き、「IT化・国際化と税」をテーマに
座談会を行いました。

東広島間税会
吉田間税会
他の税務協力団体と共
催で、大型スーパー店で
「税について考えよう！」
キャンペーンを実施しま
した。税金に関する問
題・ヒントをパネルで展示し、全問正解者には
抽選で景品を贈りました。また、税に関する作
品展（中学生の習字）を同会場で実施しました。
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東広島法人会主催の
「税に関する絵はがき」コ
ンクールがフジグラン東
広島店において開催され、
これに協賛しました。
このコンクールは東広島市立の小学校６年生
が対象で、37校1,738点の応募があり、入選作品
には会長賞が授与されました。

防府間税会

出雲間税会

デザインプラザ広場で
開催された「地場産フェ
アー」に協賛し、
「e−Tax」
及び税に関するチラシに
花の種を添えて各1,500セ
ット配布しました。

他の税務協力団体と共
催で、市内大型店におい
て、税に関する冊子等を
買い物客に配布しました。
また期間中、商工会議所
他にＰＲ看板を設置しました。

石見大田間税会

玉島間税会
玉島商工会議所主催の
「2009玉島ふるさとふれあ
い物産展」に協賛し、玉
島税務署と連携の上、ク
リアーファイル、リーフ
レット等を配布しました。また、税金クイズ及
びパソコンを利用して「e−Tax」の利用方法を
説明しました。

津山間税会
アルネ津山東広場で開催されたタックスウォ
ークラリー会場にて、「e−Tax」利用促進と間
税会の普及ＰＲを行いました。

会員企業への来訪者等に、税金に関する問題
と、解答用の返信はがきを配布し、返信された
全問正解者の中から、20名に記念品を送付しま
した。
（153名の応募がありました。）

浜田間税会
管内各地のイベント会
場で、税金クイズを開催
しました。また、「e−Tax」
のチラシをイベント会場、
スーパー、年末調整説明
会会場で配布しました。

益田間税会
松江間税会
米国出身の若だんなが
一日税務署長。松江市の
老舗旅館「大橋館」の若
だ ん な 、 ジ ェー ムス ・フ
ィティセマヌさんが松江
税務署の一日税務署長に任命され、委嘱状交付
式の後、島根大学教育学部附属小学校で租税教
室の講師を務められました（法人会と共催）。

益田市内のスーパーマーケッ
ト８店舗の買物袋に「e−Tax」
の周知と間税会名の入ったチラ
シを入れ、４万枚を配布しまし
た。

雲南間税会
クリアーファイルに税に関する各種リーフレ
ットを入れ、会員に配布しました。

至紙屋町

ワゴン車・RV車OK
300台収容

八丁堀電停

福屋●

至広島駅

●天満屋 ●三越

中
央
パルコ● 通
り
ヤマダ電機●
●新天地
派出所

広島銀行●
三川町支店

ヒロシマ
パーキング

100m道路
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平成21年分の確定申告のご案内

税務署外に確定申告会場を開設している署では、署内には会場を設けておりません
ので、ご注意ください。

【平日以外における確定申告の相談等について】
平成21年分の所得税の確定申告期間は、平日（月〜金曜日）
以外でも、広島国税局管内の次の
税務署では、2月21日と2月28日に限り、日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
県名

対応する税務署名等

鳥取県

鳥取署

島根県

松江署（会場：くにびきメッセ）

岡山県

岡山東署、岡山西署、西大寺署、瀬戸署（合同会場：岡山コンベンションセンター）

広島県

広島東署、広島南署、広島西署、広島北署（合同会場：ＮＴＴクレドホール）

山口県

山口署（会場：中市コミュニティホール）

※ 対応業務は、申告書用紙の配布、申告相談及び申告書の収受等です。
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シャープ株式会社
通信システム事業本部

シャープ譁は1912年創業で、社名は当時発明したシャープペンシルが由来で
す。1967年に東広島市へ進出し、現在は携帯電話の研究開発・生産拠点となっ
ています。環境への取組みとしては、2003年に「シャープグリーンクラブ」を
発足、当社・協力会社の社員と家族による社会貢献活動を実施しています。

『シャープの森』植樹活動（2004年〜2008年）
県内にある福山、三原、東広島の３事業所が
「シャープグリーンクラブ」の活動として、水源を
守り森林を保護することを目的に2004年度より東
広島市八本松吉川で『シャープの森』植樹活動を
行いました。ひのき、スーパー松や山さくらの苗
木を毎年1,500本づつ、2008年までの５年間で7,500
本植樹しました。

『東広島市きれいなまちづくりキャンペーン』（6月14日）
東広島市が行う、全市一斉「きれいなまちづく
りキャンペーン」に、毎年120名以上が参加し西条
駅前や市役所周辺を清掃しています。
これらのボランティア活動を通じて、地域
の環境活動に積極的に貢献すると共に、従
業員の環境に対する意識の向上を図ってい
ます。

年頭あいさつ
新年明けましておめでとうございます。会員のみなさまにおかれましては、良い新年をお迎えのこと
と、お慶び申し上げます。昨年の漢字に「新」が選ばれました。新型インフルエンザや新政権の発足な
ど新しいできごとがあった年でした。私たち広報委員会も、昨年は『読みやすい広報誌』を新しいテー
マとして取り組みました。文字を大きくし、読みやすい紙面を心がけて編集しています。今年も、委員
一同頑張ってまいりますので、引き続きみなさまのご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
平成22年元旦

（16）

広報委員 植田啓介、村上俊二、 岡文朗、土岡正和、常川律子、
栗栖三知子、唯山重夫、廣江裕治、沖光達也

