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『古代出雲歴史博物館』
　出雲大社のすぐ東隣りにある博物館。358本という全国最多の出土数を誇る銅剣をはじめとす
る国宝の荒神谷遺跡出土の青銅器群や、やはり一カ所からの出土数が全国最多の39個を誇る加
茂岩倉遺跡から出土した銅鐸（国宝）の本物を一堂に展示。古代にはその高さが48mあったと
される出雲大社を1/10で再現した模型や出雲大社境内遺跡出土の鎌倉時代の大杉を3本束ねた宇
豆柱など出雲大社の歴史についてダイナミックに紹介しています。さらに出雲国風土記の世界
や出雲神話を映像で分かりやすく紹介する神話シアターなど島根の歴史を丸ごとご覧いただけ
ます。
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局間連の動き

【局間連正副会長会議】
　本年4月19日（金）、ひろしまハイビル21において正副会長
会議を開催しました。
　広島国税局から清友消費税課長のご臨席をいただき、40期
の活動報告並びに決算報告の後、41期の事業計画（案）、収
支予算（案）、役員補選（案）について協議しました。

局間連・県間連・単位会の活動報告

【広島局間連】
　本年2月12日（火）、広島局間連と庄原間税会との意見交換会
を実施しました。広島局間連からは、唯山専務理事・久保常
任理事・土岡常任理事・事務局から新見理事の4名が庄原間
税会を訪問しました。
　庄原間税会からは、片島会長のほか、副会長2名・理事2名
の計5名に参加をいただき、庄原税務署から井上統括官のご臨席をいただきました。
　議題は、庄原間税会が抱えている問題点等の把握並びに会活動への今後の取組等で、有
意義な意見交換となりました。

【局間連青年部・女性部の意見交換会】
　本年3月1日（金）、ひろしまハイビル21において、局間連青
年部・女性部の意見交換会を広島国税局から児島課税第二部
長、清友消費税課長をお招きし、総勢32名で開催しました。
　意見交換会では、当日参加された部長・副部長の自己紹介
の後、各単位会の活動報告が行われ、どの単位会も、その地
域にあった活動を積極的に展開されており、参加された他の単位会の今後の活動の参考と
なりました。
　また現在、広島県連の女性部長が空席であることから、部長を選出する会議を意見交換
会前に開催し、広島西間税会女性部長の田中岳子さんが広島県間連女性部長に選出されま
した。

【飲料部会】
　〜研修会において広島国税局消費税課長講演会開催〜
　本年2月19日（火）、広島県立総合技術研究所・食品工業技
術センターにおいて、「飲料部会研修会」を開催しました。
　研修会では、広島国税局清友消費税課長による「適正・公
平な税務行政の推進」と題した講演会を開催し、「税務行政
を取り巻く環境の変化に対する国税当局の対応状況」につい
て説明いただきました。
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岡 山 県 間 税 会 連 合 会

岡山東・岡山西・西大寺・瀬　戸・玉　野・児　島・倉　敷
玉　島・笠　岡・高　粱・新　見・真　庭・津　山　　各間税会

全間連 平成24年度「税の標語」最優秀作品

日本の明るい未来担うのは若い力と消費税

【印紙税部会】
　〜印紙税研修会開催〜
　本年度も、以下のとおり、ブロック別に「印紙税研修会」を開催しました。
　各ブロックの研修会に広島国税局から消費税課の青木主査を講師としてお迎えし、印紙
税部会役員金融機関からの質問事項「金融機関が誤りやすい事例（印紙税の課税・非課税
の判定）」等を中心とした研修内容となりました。

【石油ガス部会】
　〜第1回研修会開催〜
　本年4月9日（火）、下関マリンホテルにおいて、「石油ガス部会研修会」を開催しました。
　研修会では、広島国税局から大本課税第二部次長をお招きし、「お酒のお話」と題した
講演をいただきました。
　日頃から慣れ親しんでいるお酒に関する内容ということでしたが、商品ラベルから読み
取れる様々な情報や都市別の消費数量・消費額、酒税の税率など、普段聞くことができな
い内容で大変勉強になりました。
　研修会終了後、会員同士で自らの酒税の負担額や教わったばかりの豆知識を題材に歓談
する様子が見受けられ、とても有意義な研修会となりました。

【委員長会議】
　本年3月25日（月）、広島銀行において委員長会議を開
催しました。
　広島国税局から菊島係長ご臨席のもと、5月開催の総
会議案等を協議しました。

地　　　　　　　区 開　　　　催　　　　日 場　　　　所

広 島 地 区 平成25年2月13日（水） ひろしまハイビル21	 （広島市）

山 口 地 区 平成25年2月15日（金） 山口銀行　本店	 （下関市）

岡 山 地 区 平成25年2月20日（水） 中国銀行　岡山駅前支店	（岡山市）

山 陰 地 区 平成25年2月22日（金） 山陰合同銀行　本店	 （松江市）
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〜尾道間税会　女性部設立〜
　本年3月18日（月）、尾道間税会の女性部設立総会が、尾道商
工会議所にて開催されました。
　当日は、広島国税局の清友消費税課長、鵜沼尾道税務署長を
はじめ、多数のご来賓をお迎えしました。
　桑田尾道間税会長から設立の経過報告があり、その後議案審
議も満場一致で可決され、尾道間税会女性部が誕生しました。
　清友課長と佐々木県連会長より祝辞をいただいた後に、広島西間税会の田中女性部長よ
り広島西間税会女性部の活動紹介をいただき、無事総会は閉会しました。

〜府中間税会〜
　本年1月23日（水）、岡山西間税会との意見交換会を岡山シティ
ホテルで開催しました。当日は、広島国税局の清友消費税課長
をはじめ、岡山西税務署の水戸署長、本川副署長、柚木法人一
統括官、府中税務署の中村署長、上本法人一統括官をお招きし
ました。
　意見交換会では、岡山西間税会の安部会長より、活発な活動
内容の説明を受けた後、府中間税会の井上会長から「府中の概要」、高橋理事から「府中
家具の現状」、更に、児玉副会長から「会員増強」の具体的な取組方法について説明を行い、
お互いに今後の活動の参考になりました。
　また、意見交換会後の懇親会では、和やかに意見を交わし、とても有意義な会となりま
した。

単位会の動き

【通常総会開催予定】
　次の日程で局間連・県間連の通常総会が開催されます。

地　　　　　　　区 開　　　　催　　　　日 開　　　　催　　　　場　　　　所

広 島 局 間 連 平成25年5月16日（木） ホテルセンチュリー 21広島	（広島市）

山 口 県 間 連 平成25年5月30日（木） 周南市市民交流センター	 （周南市）

広 島 県 間 連 平成25年6月10日（月） ホテルセンチュリー 21広島	（広島市）

岡 山 県 間 連 平成25年6月19日（水） メルパルク岡山	 （岡山市）

鳥 取 県 間 連 平成25年6月20日（木） ホテルセントパレス倉吉	 （倉吉市）

島 根 県 間 連 平成25年6月24日（月） ホテル一畑	 （松江市）
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《各単位会の会員加入状況》	 （平成25年4月1日現在）
間税会 会員数 組織率 間税会 会員数 組織率 間税会 会員数 組織率 間税会 会員数 組織率

広島東 402 5.9 三　次 106 8.1 山口県（計） 1，770 5.9 岡山県（計） 1，866 4.2

広島西 290 3.2 庄　原 50 5.5 岡山東 389 5.0 鳥　取 276 5.5

広島南 199 5.0 広島県（計） 3，135 4.6 岡山西 385 4.2 倉　吉 110 4.4

廿日市 299 5.5 山　口 130 3.4 西大寺 66 2.7 米　子 127 2.5

呉 288 5.5 岩　国 221 7.0 瀬　戸 58 2.5 鳥取県（計） 513 4.1

海　田 235 6.3 柳　井 72 6.3 玉　野 84 6.6 松　江 272 4.9

広島北 207 2.6 徳　山 427 9.5 児　島 65 3.3 雲　南 56 3.9

吉　田 43 4.9 光 116 7.5 倉　敷 120 1.4 出　雲 240 6.3

東広島 257 8.0 防　府 227 10.5 玉　島 86 4.0 石見大田 96 10.1

竹　原 137 15.8 厚　狭 67 4.0 笠　岡 60 2.7 浜　田 120 5.3

尾　道 208 5.0 下　関 184 3.0 高　梁 76 9.9 益　田 336 22.7

三　原 55 2.7 宇　部 154 4.1 新　見 86 12.8 隠岐島 79 12.9

福　山 158 1.5 長　門 76 8.4 真　庭 63 5.0 島根県（計） 1，199 7.4

府　中 201 7.8 萩 96 7.6 津　山 328 7.6 局間連（計） 8，483 4.9

※単位：会員数は者、組織率は％である。

☆増加数上位の単位会
（昨年及び本年の4月1日の会員数による）

☆組織率上位の単位会
（平成25年4月1日現在）

間 税 会 部　会 組織年月日 部 員 数 間 税 会 部　会 組織年月日 部 員 数

広 島 東
青年部 Ｈ３. ４ 10 尾　　道 女性部 Ｈ25. ３.18 32

女性部 Ｈ３. ４ 34 広島県連 青年部 Ｈ13. ５.25 205

広 島 西
青年部 Ｈ21. ５.20 49 岩　　国 青年部 Ｈ24. ３.22 17

女性部 Ｈ19. ５.21 100
徳　　山

青年部 Ｈ11. ４.15 11

広 島 南
青年部 Ｈ３. ４.24 21 女性部 Ｈ11. ４.15 26

女性部 Ｈ３. ４.24 23
岡 山 東

青年部 Ｈ21.12. ８ 23

廿 日 市
青年部 Ｈ15. ７.24 36 女性部 Ｈ21.12. ８ 36

女性部 Ｈ17. ７.26 25
岡 山 西

青年部 Ｈ20. ６.17 10

呉
青年部 Ｈ13.10.24 25 女性部 Ｈ21.12.16 15

女性部 Ｈ15. ６. ４ 15
津　　山

青年部 Ｈ21. ６.10 102

海　　田
青年部 Ｈ20. ２.12 29 女性部 Ｈ21. ６.10 25

女性部 Ｈ22.11.11 24 益　　田 女性部 Ｈ23. ９. ７ 16

広 島 北
青年部 Ｈ３. ４.20 10 松　　江 女性部 Ｈ24. ８.24 27

女性部 Ｈ19.11.12 15 鳥　　取 青年部 Ｈ22. ４.14 27

東 広 島 女性部 Ｈ23. ４.11 126
局 間 連

青年部 Ｈ３. ４ 395

竹　　原 青年部 Ｈ24. ６.21 25 女性部 Ｈ３. ４ 539

※網掛けは、平成24年度に設立したもの

順　位 間　 税　 会 増加数（者）

1 府　　中 78

2 鳥　　取 54

3 竹　　原 48

順　位 間　 税　 会 組織率（％）

１ 益　　田 22.7

２ 竹　　原 15.8

３ 隠 岐 島 12.9

会員増強と組織基盤の強化会員増強と組織基盤の強化

《青年部・女性部の設立状況》
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　本年2月6日（水）、昨年に続き、学校法人
崇徳学園崇徳中学校において、広島東間税
会女性部主催によるディベートを開催しま
した。
　本年は、消費税の増税が予定されている
ことから、メインテーマを「消費税の増税
は必要か」、サブテーマを「少子高齢化と財
政の現状」とし、事前に日本の財政や税が
抱える諸問題について、広島東税務署の職

員による租税教室を受講した上で、少子・高齢化に伴う社会保障給付などの増加や、その財源
である税の国民負担のあり方などについて、討論を行いました。
　当日は、進行役の合図で、肯定側が「増税により国の借金が返済でき、社会福祉の充実を行
える。」というメリットを立論（3分間）、その後否定側が「低・高所得者の税負担割合が不平等
になる。」というデメリットを立論（3分間）しました。
　その後、作戦タイムと双方の質問が行われ、5分間の作戦タイムを挟み前半戦が終了しました。
　後半戦は22分間の設定時間で、自由討論、最終弁論等が行われ、白熱した討論が展開されま
した。
　すべての討論が終了し、審判11名の審査の
結果、2対9で否定側が勝利しましたが、どち
らが勝っても遜色ない白熱したディベートと
なりました。
　最後に広島国税局清友消費税課長の講評が
あり、同校のレベルの高さを賞賛されていま
した。
　今回のディベートについては、消費税の増
税が予定されている中、話題性もあり、マス
コミに取り上げられました。（中国新聞）

広島東間税会　女性部部長　前　京子

崇徳学園崇徳中学校　ディベート開催
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　本年2月8日（金）、広島県立呉三津田高等学校において、呉間税会・広島局間連青年部主催で、
「日本は『地球温暖化対策のための税』を増税すべきだ。是か非か。」をテーマに公開によるディ
ベート大会を開催しました。
　当日は、事前学習を重ねた1年生が、肯定派6名、否定派6名に分かれ、次のような流れで試合
が行われました。

　約2ヶ月間（10時限程度）の準備期間で練られた理論武装は圧巻で、肯定側は、EU諸国のエ
ネルギー課税との比較を基に「増税分を環境関連技術の向上に充てることで、生態系への影響
を防ぐことができる。」という増税のメリットを主張しました。
　一方否定側は、「増税による経済悪化と失業率増加」を理由に反対意見を論じました。
　生徒20名による最終ジャッジは、肯定側4、否定側16と否定側が勝利しましたが、いずれも素
晴らしい意見が述べられ、白熱したディベート大会でした。
　次世代を担う高校生に、税について考えてもらえる機会を、今後も間税会活動の一環として
継続して行く所存です。

広島局間連　青年部長　土岡正和
呉間税会　　　会長　水野湛一

【ディベートの試合フォーマット（呉三津田高等学校版）】
①肯定側立論（6分）→作戦タイム（1分）→否定側尋問（3分）
②否定側立論（6分）→作戦タイム（1分）→肯定側尋問（3分）
③自由討論   （10分）→作戦タイム（2分）
④否定側最終弁論（3分）→肯定側最終弁論（3分）
⑤ジャッジ（観戦者による評価）→講評

呉三津田高校　ディベート大会の開催

ドンキホーテ

LABI
ヤマダ電機
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　本年1月16日（水）、広島市の安田女子高等学校において、広島東間税会女性部主催による「小
論文発表会」を開催しました。
　本年は、小論文の研究テーマを「消費税の増税を控えて」としており、生徒たちは、現代社
会の授業及び同会女性部主催による租税教室を受講した上で、グループ討議を行い、用意され
た6つのサブテーマの中から1つを選択し、自らの意見を小論文にまとめました。

【サブテーマ】
①消費税の増税は、必要である。
②消費税の増税は、必要ではない。
③増税分の使い道は、国が中央集権的に使うべき。
④増税分の使い道は、地方が地方分権的に使うべき。
⑤これからの日本は、高福祉高負担の福祉国家的な社会をめざすべきである。
⑥これからの日本は、低福祉低負担の自己責任型社会をめざすべきである。
　当日は、学年を代表する6名が1人5分の持ち時間により、収集したデータの分析結果や自身の
意見を基に堂々と発表しました。
　発表した小論文の中には、消費税の増税の良し悪しを「国民総幸福量」や「CDS（クレジット・
デフォルト・スワップ）」といった間接的な観点から検討したものや、「増税分の配分方法の違
いにより生じる今後の国と地方の役割やあり方」、「日本の社会福祉と財政に関する問題点」等
を様々な資料から分析したものがあり、大人顔負けのすばらしい小論文でした。
　発表終了後、広島国税局清友消費税課長から講評をいただき、同校のレベルの高さを賞賛さ
れました。
　同校では、今後も継続的に取り組んでいかれるということで、広島東間税会女性部としても、
これからの日本を支える若い世代のためにも、税について考えてもらう機会を作る活動を、さ
らに拡大していきたいと思います。

広島東間税会　　女性部部長　前　京子

安田女子高等学校　小論文発表会安田女子高等学校　小論文発表会
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【広島局間連女性部】〜全間連女性部役員会へ出席
　本年2月13日（水）、東京霞ケ関ビル東海大学校友会館において、
全間連女性部役員会が開催され、広島局間連から、前女性部部長と
田中委員が出席しました。
　役員会の議題は、①今後における女性部の運営について　②全間
連の最近の動向について　③その他当面の諸問題について協議しま
した。
　続く国税庁消費税室との意見交換会では、吉田室長、浜端補佐、古橋係長をお招きし、各局
間連の活動報告を中心に意見交換が行われました。
　各女性部が、その地域の実情を踏まえた活動に積極的に取り組まれており、大変参考になる
とともに、女性部が果たす役割が非常に大きなものと実感しました。
　その後の懇親会では、全国の女性部の方と交流を深めることができ、有意義な会議でした。

広島局間連女性部部長　前　京子

「モデル会」〜第12回モデル会会長会同について
　本年2月15日（金）、全間連事務局において、全間連第12回モデル
会会長会同が開催されました。国税庁から、浜端補佐　古橋係長を
お迎えし、専門委員長5名、全間連から2名、モデル会会長13名が参
加しました。広島局間連からは、井上府中間税会会長が出席しまし
た。
　会議は、各モデル会の実績発表から始まり、その後意見交換会等
が行われ、今後の活動のための情報収集が図れた有意義な会議でした。

府中間税会会長　井上　博昭

全間連税制委員会出席報告
　本年1月21日（月）、東京都港区の東京プリンスホテルにおいて、全国間税会総連合会の税制委
員会が開催され、出席してまいりました。当委員会は、東京局間連の鈴木泰夫税制委員長以下
各局連より輩出された委員で構成されており、全間連の税制に対する様々な考え方や方向性・
活動目標などを検討する会です。当日は、1．消費税の税率引き上げと残された検討課題につい
て　2．消費税の税率引き上げと逆進性対策について　3．消費税の円滑な転嫁等を推進するた
めの施策について　4．税制及び執行並びに歳出に関する提言活動について　5．消費税等に関
するアンケート調査について　の5つの議案について協議をいたしました。様々な意見が出され
検討いたしましたが、当日の会議で最も重要なものは、「今後消費税率が8％・10％と、上がる
のがほぼ確定的であるため、間税会としては、逆進性対策としての食料品等の軽減税を導入す
るにしても、複数税制の難しさを一番知っている間税会が、今までの単一税制の有利性を最大
限主張し、軽減税率の対象をできるだけ限定すべきであるとの主張をすべきである。」との意見
がまとまった事だったと思います。今後の消費税制に関しては、色々な紆余曲折の後に国会で
決定されていくと思いますが、最も消費税に対し関わりのある間税会としても、注視しながら
活動していかねばならないと思います。

広島国税局間税会連合会　税制委員長　土岡　正和

全間連会議の報告
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平成25年度　全間連活動計画
　本年1月21日（月）、東京プリンスホテルにおいて全間連常任理事会が開催
され、平成25年度の会議・行事計画が了承されました。
　その主な内容は次のとおりです。

　本年は創立40周年に当たるため、通
常総会に併せて、創立40周年記念式典
を開催することとなりました。9月19
日（木）、東京都千代田区東京會舘にて
開催される予定です。
　創立40周年記念式典において、全間
連の運営に携わり、全間連の発展に寄
与された功労者に対し、会長表彰が行
われます。

　平成24年度予算において、間税会の
事業活動等の活性化を推進するため、
活性化等推進費として300万円が計上
されています。本年度も継続する方向
で検討されています。

　税制及び執行に関する提言活動・消
費税に関する啓発・広報等の推進・ 
e−Taxの周知及び利用促進・組織の
拡大・強化と財務基盤の強化・公益社
団法人の資格取得に向けての検討・準
備に取り組むこととします。

　今年度も引き続き「組織の拡大・強
化」を重点施策に掲げています。内容
は次のとおりです。
・会員増強目標を定めての取組
・会員増強月間を設けての取組
・会員の取引先等に対する加入奨励
・公共・公益法人部会の創設推進
・モデル会制度の活用
・青年部・女性部の強化（未組織地区

の結成促進・部員増強及び本会役員

第40回通常総会

活性化等推進費の支給対象について

重点施策（共通事項）

組織の拡大・強化

の登用・本会との一体活動）
・研修会等の開催
・会員間・単位間税会の連携強化（各

種イベントの開催・単位会の積極的
交流）

　消費税、特に改正消費税についての
啓発・広報・早期適正申告・期限内完
納運動の推進・納税資金備蓄運動・振
替納税・ダイレクト納付等の推進に取
り組むこととします。

　街頭広報、税金展、研修会、講演会
等の開催・ポスターの作成と掲示・税
金クイズの実施
　「世界の消費税」図柄刷込みクリア
ファイル及び挿入用リーフレットの作
成活用

　本年度も募集期限は、9月10日とし
ます。
顕彰　最優秀作品1点　優秀作品4点
　　　佳作10点　入選185点
　　　合計200点　
　　　「税の標語」表彰式の開催
　　　11月東京

調査研究　 消費税に関するアンケート
調査の実施

提言活動　 税制・執行・歳出に関する
提言―7月、9月又は10月定
例提言

緊急提言　随時

消費税定着運動の推進

「税を考える週間」行事の実施

平成25年度「税の標語」募集と活用

税制関係
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事 務 局 の 介紹事 務 局 の 介紹
〜広島南間税会〜
　平素より広島南間税会事務局の運営につきましては、広島局間連をはじめ広島県間連事
務局の方々の格別のご高配とご指導を賜りながら、又、当間税会の理事の方々と200名を
超える会員の皆様方のご支援ご協力も賜りながら運営させて頂いていることに感謝してお
ります。
　当事務局は、平成21年5月から広島ガスプロパン工業株式会社内に置き、2名で運営させ
て頂いております。
　今年度も、会員増強と地域貢献を目標に活動を行っていく所存でございますので、今後
とも皆様からのご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

〒736−0056　広島県安芸郡海田町明神町2番118号
広島ガスプロパン工業株式会社内（電話：082−823−1386　FAX：082−823−5275）

広島南間税会事務局
氏　名 役 職 等

亀井　呂晃
広島ガスプロパン工業株式会社
管理部管理課　主任
広島南間税会　会計理事

秋津　峰子
広島ガスプロパン工業株式会社
管理部管理課
広島南間税会　スタッフ

〜山口間税会〜
　山口間税会事務局は、平成21年4月から担当し、事
務局は株式会社近江屋事務所内に設置されています。
当会では、あらゆる角度から税制を研究するととも
に、より良い税制となるように意見具申・要望・提
言を致して参りたいと思っております。
　今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。
〒753-0074
山口市中央1丁目4-11　株式会社近江屋内
TEL　083-924-0038　FAX　083-921-0250
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本年度も「税の標語」募集します。
① 全間連では、今年も「税の標語」を募集しています。
② 税のＰＲになるものであれば、内容形式は自由です。
但し未発表に限ります。

③ 単位会で300点以上応募すると、会に報奨金が支給されます。

　 　

（上記は24年度実績です。本年度も予定されています）

④ 応募先　広島局間連事務局（FAX 082-242-1318）
⑤ 締切り　平成25年9月10日(火)（広島局間連へ）

応募数　300～1,000点未満 2万円
　　　　1,000～2,000点未満 3万円
　　　　2,000～4,000点未満 4万円
　　　　4,000～5,000点未満 5万円
　　　　5,000点以上 6万円

「奥出雲バーガー」について
　それは奥出雲がいっぱい詰まったハンバーガーです。
　“奥出雲和牛肉”100％を使い、ジューシーな深い味わ
いの手作りパテイが魅力です。
　バンズは地元のパン屋さんと作りあげたもので、仁多
米の米粉を入れて噛みごたえがあって、口どけのいい仕
上です。
　また、おろちループ橋をイメージし、バンズの上の部分が渦巻き状になっ
ています。国産小麦使用・防腐剤不使用です。
　レタス・キャベツなどの野菜収穫期には地元農家産を使います。
　包装紙にもこだわり、奇抜なデザインで存在をアピールしています。

　奥出雲の「お」、おろちルー
プ橋の「お」、驚きの「お」を
表し、奥出雲町に初めて訪れた
このデザイナーが、奥出雲の印
象を表現したものです。
　味と品質・想い・デザイン力
が備わる「奥出雲バーガー」は、
新たな島根のお土産品として関
西・関東方面からの問い合わせ
があります。

提供　島根県間税会連合会


