
（1）

（文・写真：鳥取県間税会連合会）

広島局間連第45回通常総会開催……… 2
挨拶…………………………………… 3
祝辞………………………………… 4〜5
平成29年度収支決算・活動報告…… 6
平成30年度収支予算・活動計画…… 7
総会を終えて…………………… 8〜10

単位会の動き………………………… 11
全間連委員会報告…………………… 12
広島国税局長および消費税課職員の紹介…… 13
会長就任にあたって…………… 14〜15
ご当地グルメ（鳥取県間連）………… 16

〈 目　次 〉

消 費 税  活 か す み ん な の  間 税 会

三朝の陣所（みささのジンショ）
三朝町の三朝温泉街の中心で毎年5月4日に開催されている行事です。
山から切り出した藤カズラを使い、2本合わせて全長150ｍ、綱の胴周りが1.5ｍほどもある大綱をつくり、東西
に分かれて大勢で引き合う勇壮な行事で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。
1ケ月前から準備を行い、前日には地区の人々が総出で東西に分かれて綱をなう「綱からみ」が行なわれ、当
日の夜、温泉街で東の雄綱と西の雌綱を結合させ、提灯の合図で観光客も参加し一斉に引きあう迫力ある綱引
きです。
綱引きは1回勝負で、東が勝てば豊作、西が勝てば商売繁盛といわれています。
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　平成30年5月28日㈪ANAクラウンプラザホ
テル広島において、第45回通常総会を81名の
出席のもと開催致しました。
　各間税会会長、来賓として広島国税局の重
藤局長、清友課税第二部次長、瀧口消費税課
長、全国間税会総連合会河村常務理事、山田
常務理事に出席頂きました。
　平成29年度（第44期）事業活動報告及び収
支決算報告、平成30年度（第45期）事業計画
（案）及び収支予算（案）も承認されました。
　平成29年度事業活動において、会員増強並
びに組織拡充について、平成29年度会員数
9,200人社を目標に取組んで来ましたが、結
果は前年4月対比マイナス44人社8,975人社に
終わりました。
　「消費税申告におけるチェックシート」を
活用した「研修会・講演会」の開催は、全50
単位会のうち30単位会で開催されるなど、充
実した活動となっております。
　平成30年度の事業計画において、会員増強
並びに組織拡充では、平成30年度の会員数

9,600人社を目標とし、会員増強期間の設定
や、青年部・女性部の結成促進並びに育成強
化を図ることを計画するとともに、「消費税
申告におけるチェックシート」の有効活用を
図り、所管税務署等と連携し「研修会・講演
会」を計画的に実施し、また「事業承継セミ
ナー開催」に向けた取組強化を図ることなど、
決定いたしました。
　総会に先立ち重藤哲郎氏（広島国税局長）
による「わが国の経済社会の変化と平成30年
度税制改正等」の演題で、講演をいただきま
した。

第45回通常総会

広島局間連第45回通常総会開催

　通常総会当日、瀧口消費税課長、及び
全間連の河村常務理事、山田常務理事を
お迎えし、会長他25名で、常任理事会を
開催致しました。
　常任理事会では、瀧口消費税課長及び
河村常務理事からご挨拶を頂き、通常総
会で審議される議案が協議され、常任理
事会の承認を得ました。

常任理事会

全間連 平成 29 年度「税の標語」最優秀作品

「使い方　知ろう　学ぼう　わたしの税」
鳥 取 県間税会連合会

鳥 取 間 税 会 倉 吉 間 税 会 米 子 間 税 会
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会長の⻆廣でございます。
本日は、皆さま何かとご多用のなか、通常
総会にご出席いただき、誠にありがとうござ
います。開会にあたり、一言ご挨拶申し上げ
ます。

まずは、広島国税局の重
しげ

藤
とう

局長様、全国間
税会総連合会の河

かわ

村
むら

常務理事様、山
やま

田
だ

常務理
事様をはじめ、ご来賓の皆さま方におかれま
しては、公務ご多忙のなか、遠方からも局間
連通常総会にご臨席を賜りまして、誠にあり
がとうございます。
平素より、局間連および各単位会の運営に
対し、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上
げます。

重
しげ

藤
とう

局長様におかれましては、先ほど非常
に有意義で示唆に富むご講演をいただき、局
間連を代表し、重ねて厚く御礼申し上げます。

さて、間税会活動の活性化に向けた重要施
策である会員増強については、昨年度、米子
間税会で青年部が、下関間税会で女性部が発
足されるなど、各単位会のご尽力のおかげで
一定の成果がありました。
半面、退会会員に歯止めがかからず、４月
１日現在の会員数は、前年比▲44人者の8,975
人者となり、課題を残す結果となりました。

本年度は、昨年度に続き各税務署との連携
による「消費税申告におけるチェックシート」
を活用した研修会の実施や、本年度の主要施
策である「事業承継セミナー」の開催など積
極的な活動を通じて、会員増強に努めていた
だきますようお願いいたします。

また、消費税率の引き上げについて、2019
年10月に実施されることが示されるなか、消
費税についての理解を啓蒙する団体として、
われわれ間税会の役割はますます重要になり
ます。

皆さま方におかれましては、引き続き会員
の増強を通じた間税会活動の活性化と積極的
な活動に向け、ご協力を賜りますようお願い
いたします。

これからの通常総会では、平成29年度の活
動を振り返り、平成30年度の活動方針をご協
議いただきます。今年度の活動が実り多いも
のとなるよう、活発な議論をお願い申し上げ
ます。

結びに、本日ご列席の皆さまのご健勝とご
活躍、並びに局間連の今後ますますの発展を
祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただ
きます。
ありがとうございました。

広島国税局間税会連合会　会長

⻆廣　勲
（平成30年6月27日付退任）

〈 挨 拶 〉
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広島国税局長

重藤　哲郎
（現　国税庁課税部課税部長）

〈 祝 辞 〉

本日ここに、広島国税局間税会連合会「第
45回通常総会」が関係者多数のご臨席のもと、
かくも盛大に開催され、すべての議事が滞り
なく終了されましたことを心からお慶び申し
上げます。

また、⻆廣会長をはじめご臨席の役員の皆
様、並びに会員の皆様方には、平素より税務
行政全般にわたり、深いご理解と多大なるご
協力を賜っており、本席をお借りして厚くお
礼申し上げます。

広島国税局間税会連合会は、昭和48年4月
の創設以来、間接税に関する唯一の団体とし
て、税の標語の募集、e-Taxの普及促進、「世
界の消費税」のクリアファイルの配布活動な
ど、消費税をはじめとする間接税の啓発活動
を積極的に展開してこられました。

加えて、中学生や高校生による消費税等を
テーマとしたディベート大会の開催や、幼稚
園・保育園に対する税の紙芝居の贈呈など、
日本の将来を見据えた租税教育活動に熱心に
取り組んでおられます。

さらに、昨年度新たに作成された「消費税
申告におけるチェックシート」を活用した研
修会を積極的に開催されるなど消費税の適正
申告の推進とともに、会活動を通じた会員増
強や組織の活性化にも積極的に取り組まれ着
実に成果を挙げておられると伺っておりま
す。

これらの間税会の活動は、私ども税務行政
に携わる者にとりまして、誠に心強いもので

あり、改めて⻆廣会長をはじめとする役員並
びに会員の皆様方のご熱意とご努力に対し、
深く感謝の意を表する次第です。

消費税は現行の社会保障制度を維持してい
くための安定財源として極めて重要な位置付
けにあり、消費税の啓発・広報を第一に掲げ
る間税会の役割は益々重要なものになると考
えておりますので、税務行政に対し、より一
層のご理解とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

さて、ご承知のとおり、来年10月には、消
費税率の10％への引上げと同時に、軽減税率
制度が実施されます。
私どもとしましては、軽減税率制度の円滑

な実施に向けて、事業者の皆様に制度の内容
を十分理解していただき、自ら適正な申告と
納税を行っていただけるよう、関係省庁や間
税会をはじめとする関係民間団体の皆様と緊
密に連携を図りながら、着実な制度の周知・
広報や丁寧な相談対応に取り組んでまいりま
す。
間税会の皆様におかれましても、特段のご

配意をいただきますよう、よろしくお願い申
し上げます。

終わりに当たり、広島国税局間税会連合会
の益々のご発展と、本日ご臨席の皆様をはじ
め会員の皆様方のご健勝並びに事業のご繁栄
を祈念いたしまして、私のお祝いの言葉とさ
せていただきます。

平成30年5月28日
広島国税局長　重藤　哲郎
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ただ今、広島国税局間税会連合会第45回通常
総会の全議案の審議が滞りなく終了され、誠に
おめでとうございます。
広島局間連の皆様には、平素から全間連の会

務運営につきまして、深いご理解とご協力をい
ただいておりますことに、心から感謝を申し上
げます。
また、広島国税局長の重

しげ

藤
とう

様をはじめ国税ご
当局の皆様には、間税会に対しまして、深いご
理解とご指導・ご支援を賜っております。この
機会に改めて厚く御礼を申し上げます。
さて、私ども間税会に関わりが深い消費税に

つきましては、来年10月から税率が更に10％に
引き上げられることとされておりますが、私た
ち間税会は、消費税の税率引上げに積極的に賛
同したり、推進する団体ではありません。
しかしながら、少子高齢化の進展に伴う社会

保障財源の確保の必要性や、厳しい財政事情な
どから見て、消費税率の引上げは、避けて通れ
ないやむを得ない措置であると受け止めており
ます。
また、消費税率10％への再引上げに併せて低

所得者対策として、飲食料品と新聞を対象にし
た軽減税率制度が導入されることとなっており
ます。
全間連では、消費税率の引上げの際に問題と

なる低所得者対策につきましては、軽減税率制
度はその対象選定に合理的な基準を見出すこと
が困難であることや、本来の低所得者対策には
ならないこと、更には事業者の事務負担も増加
するなど様々な問題があります。したがって、
従来から消費税率は単一税率として、低所得者
対策につきましては「給付付き税額控除制度」
によるよう提言してきたところであり、本年度
においても「単一税率の維持」を強く求めてい
くこととしております。
その一方で、全間連は、税務関係民間団体と

して、円滑な税務運営に協力することを基本理
念として活動している団体であります。した
がって、税制等に関する提言活動とは別に、軽
減税率制度が予定どおり導入された場合、会員
の皆様を始めとする事業者の皆様が誤りなく適
正に適用していただくため、軽減税率制度の説
明会等を積極的に開催していく必要があると考
えておりますので、会員の皆様のご理解とご協
力をお願い申し上げます。
また、軽減税率制度の説明会等の開催に当た

りましては、国税ご当局と前広に協議・相談し
ながら、一層の連携・協調を図っていただき、
実り多いものとなりますよう、よろしくお願い
致します。
なお、軽減税率制度の周知活動の一環として

この度、全間連として「軽減税率制度のポイン
ト解説」という書籍を発行することとしており
ますので、より多くの方々にご購入していただ
きますようお願い申し上げます。
また、全間連では、来年10月からの消費税率

の10％への再引上げと、軽減税率制度の導入を
控え、消費税の会である間税会の果たすべき役
割が、益々、高まってくることを踏まえ、会活
動を活性化し、財政基盤の強化を図る観点から、
平成26年4月以降の「最重点施策」に引き続き、
平成29年度以降も「最重点施策」を3点決定し
ました。
「最重点施策」の1点目は「消費税完納運動の
更なる推進」であり、第2点目は「消費税の啓
発活動等の拡充」であり、第3点目は「会員増
強による組織拡大等」であり、いずれも消費税
の関係団体である間税会の活動としては、極め
て重要な活動方針であると考えております。
したがって、これまでの取組状況などを分析・

検証し、最重点施策の実現に向けた、より実効
性のある取組みを積極的に展開していただきま
すよう、よろしくお願い申し上げます。
また、従来から大変好評を博しております「世

界の消費税」図柄刷込みクリアファイル等につ
きましては、平成30年度においても、少なくと
も100万枚の作成枚数を確保したいと考えてお
りますので、引き続き、増刷に取り組んでいた
だきますとともに、クリアファイル等のDVD版
による「ミニ租税教室」の開催にも、積極的な
取組みをお願い申し上げます。
そして「税の標語」の募集活動につきまして

は、本年2月から国税庁の後援名義の使用許可
をいただきましたので、これを励みとして、応
募点数の更なる増加と、より多くの間税会が取
組みに参加していただきますよう、よろしくお
願い致します。
さらに、いわゆるｅ-Ｔａｘ（イータックス）

の利用促進や、マイナンバー制度の適正利用と
周知活動にも取り組んで参りたいと考えており
ますので、ご理解の上、ご尽力を賜りますよう
お願い申し上げます。
最後になりましたが、広島局間連及び傘下各

会の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝と事
業のご繁栄を祈念いたしております。
また、国税ご当局の一層のご指導・ご支援、

友誼団体のご厚誼をお願い申し上げますととも
に、ご臨席の皆様のご健勝とご多幸を心から祈
念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただ
きます。
平成30年5月28日

全国間税会総連合会会長　大谷信義

全国間税会総連合会　会長

大谷　信義

〈 祝 辞 〉
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自　平成29年4月 1日
至　平成30年3月31日

自　平成29年4月 1日
至　平成30年3月31日

1　一般会計
⑴　収支予算・実績
収入の部� 単位：円

科　　目 予　算 実　績
会 費 7,896,700… 8,219,900…
… （一般） 7,215,200… 7,215,200…
… （業種別） 273,500… 272,700…
… （賛助） 150,000… 150,000…
… （特別） 258,000… 582,000…
広 告 料 500,000… 419,784…
雑 収 入 46,000… 16,015…
① 収 入 合 計 8,442,700 8,655,699

活　動　実　績
行事名等 内　　容

会員増強ならび
に組織の拡充

⑴…平成29年度における会員数を局連は
9,200人社を目標とする

　…平成30年4月1日現在の会員数は8,975人
社（前年対比▲44）
⑵…会員数100者未満の単位会は4月1日現在
20単位会
⑶…会員増強期間（H29．7からH29．9まで）
の成果　176人社（別紙　参考資料　1・2）
⑷…青年部設立（米子間税会：29．6．7）
　女性部設立（下関間税会：29．9．2）

総会 ・H29.5.18開催
役員会 ・正副会長会議　H29.4.21/11.28

・常任理事会　H29.5.18
専門委員会 ・広報委員会　H29.7.21/11.21/

H30.3.19
・総務・会務運営合同委員会　H29.12.21
・総合同委員会　H30.2.9
（総務・財務・会務運営・税制・広報）

・委員長会議　H30.3.23
業種別部会ごと
の活動

・印紙税部会　通常総会　　　 H29.6.9
・石油ガス部会講演会　　　　 H29.11.8
・飲料部会税務講習会　　　　 H30.2.27
・揮発油部会　水島税務懇話会 H29.9.25
・揮発油部会　山口税務懇話会 H30.1.24
・揮発油部会　芸防税務懇話会 H30.1.23

税を考える週間
の関連行事

⑴…単位会・県間連・業種別部会ごとに「税
を考える週間」中に行事等を開催
⑵…平成29年度…「税の標語募集」
　…広島局間連応募総数　15,262点（前年
比＋4,304点）
　全間連入選なし、その他入選11作品

（別紙　参考資料　3−1，3−2）
研修会・講演会
の積極的開催

・…『消費税申告におけるチェックシート』
活用による研修会開催状況
・30単位会で研修会を開催

（別紙　参考資料　4）
行政協力に対す
る活動

⑴e-Taxの普及促進・租税教室の推進
⑵…消費税の適正申告・期限内納税の実践
及び広報

行政に対する提
言活動

⑴消費税に関するアンケート実施
（実施日H29.4.1　配布枚数1,450枚）813
枚/1,450枚　 回 収 率56.1%（ 全 間 連
11,186枚/15,000枚）74.6%
⑵全間連を通じて財務大臣等に提言

全間連関係行事 ・広報委員会… （H29.5.26）
・揮発油税中央セミナー… （H29.6.9）
・税制委員会　　 （H29.6.27、H30.1.22）
・財務委員会… （H29.7.6）
・会務運営委員会… （H29.7.7）
・総務委員会… （H29.7.8）
・事務局長会議… （H29.9.1）
・通常総会（岡山大会）… （H29.9.22）
・青年部…・…女性部通常総会… （H29.9.22）
・正副会長会議… （H30.1.22）
・常任理事会… （H30.1.22）
・納税功労表彰受彰祝賀会… （H30.1.22）
・賀詞交歓会… （H30.1.22）
・モデル会会同… （H30.2.9）

⑵　貸借対照表� 単位：円
資　産　の　部 負　債　の　部

科 目 金　　額 科 目 金　　額
普通預金 653,643 次期繰越金 653,643
合 計 653,643 合 計 653,643

支出の部� 単位：円
科　　目 予　算 実　績

会 議 費 800,000… 1,198,401…
分 担 金 1,895,000… 1,895,000…
事 業 費 2,100,000… 2,322,653…
会員増強奨励金 200,000… 191,000…
印 刷 費 70,000… 159,615…
事 務 委 託 費 1,684,800… 1,684,800…
通 信 費 600,000… 695,503…
旅 費 交 通 費 等 700,000… 859,064…
事 務 用 品 費 70,000… 68,983…
慶 弔 費 90,000… 60,000…
全間連行事参加助成金 120,000… 26,000…
諸 雑 費 10,000… 0…
② 支 出 合 計 8,339,800 9,161,019
③ 前 期 繰 越 金 1,158,963… 1,158,963…
④当期収支①−② 102,900 △505,320
⑤繰越金③＋④ 1,261,863… 653,643…
⑥特別会計へ繰入 0…
⑦次期繰越金⑤＋⑥ 1,261,863 653,643

平成29年度（第44期）収支決算 平成29年度（第44期）活動報告

2　特別会計（全間連：通常総会開催用）
⑴　収支予算・実績
　実績なし
⑵　貸借対照表� 単位：円

資　産　の　部 負　債　の　部
科 目 金　　額 科 目 金　　額
普通預金 2,232,370… 次期繰越金 2,232,370…
合 計 2,232,370 合 計 2,232,370
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自　平成30年4月 1日
至　平成31年3月31日

自　平成30年4月 1日
至　平成31年3月31日

1　一般会計
⑴　収支決算書
収入の部� 単位：円

科　　目 前年実績 予　算
会 費 8,219,900… 8,182,700…
… （一般） 7,215,200… 7,180,000…
… （業種別） 272,700… 272,700…
… （賛助） 150,000… 150,000…
… （特別） 582,000… 580,000…
広 告 料 419,784… 500,000…
雑 収 入 16,015… 45,000…
① 収 入 合 計 8,655,699… 8,727,700…

活　　動　　計　　画
行事名等 内　　　容
会員増強
ならび
に組織の
拡充

⑴…平成29年4月1日から平成32年4月1日
までの3年間に広島局間連で10％の
純増を図る
⑵…平成30年度における会員数9,600人社
を目標とする
⑶…会員数100者未満の単位会は毎年10
者の純増を図る
⑷…青年部・女性部の結成促進並びに育
成強化を図る（別紙　参考資料　5）
⑸…会員増強期間の設定
　（H30.7 〜 H30.9）増強期間の獲得
　…目標は、各単位会4月1日現在、会員
数の7％増とする

総会 ・H30.5.28開催
役員会 ・正副会長会議　H30.4.20/H30.11

・常任理事会　　　H30.5.28
専門委員
会

・委員長会議　H30.6/H31.3
・総務委員会　H30.10/H31.3
・財務委員会／会務運営委員会
　　　　　　H30.10/H31.3
・税制委員会　H30.5/H30.12
・広報委員会　H30.7/11/H31.3

業種別部
会ごとの
活動

・各部会の特性を生かし､積極的に活
動する（引続き消費税の説明会等を
開催する）

税を考え
る週間の
関連行事

⑴…単位会・県間連・業種別部会ごとに「税
を考える週間」中に行事等を開催する
⑵…平成30年度の「税の標語募集」をす
る（国税庁後援となる）

研修会・
講演会の
積極的開
催

⑴…『消費税申告におけるチェックシー
ト』の有効活用を図り、所管税務署
等と連携し「研修会・講演会」を計
画的に開催する
⑵…『事業承継セミナー開催』に向けた
取り組みの強化を図る
　①…各県事業引継ぎ支援センターの活用
　②…「平成30年度事業承継税制の改正」

研修会の開催
行政協力
に対する
活動

⑴…e-Taxの普及促進・租税教室を推進する
⑵…消費税の適正申告・期限内納税の実
践及び広報を推進する
⑶…軽減税率制度及び事業者支援制度に
関する説明会等の開催

行政に対
する提言
活動

消費税に関するアンケートを実施する
（実施日　H30.4.1　配布枚数　1,450枚)
全間連を通じて財務大臣等に提言をする。

全間連関
係行事

・広報委員会… H30.5.25
・揮発油税中央セミナー　H30.6.13
・税制委員会… H30.6.29/
… H31.1
・財務委員会… H30.7.6
・会務運営委員会… H30.7.5
・総務委員会… H30.7.9
・正副会長会議… H30.7.25/
… H31.1
・事務局長会… H30.8.3
・通常総会（東京大会）… H30.9.11
・青年部･女性部通常総会… H30.9.11
・…納税功労表彰受賞祝賀会及び賀詞交
歓会… H31.1
・モデル会会同… H31.2

⑵　貸借対照表� 単位：円
資　産　の　部 負　債　の　部

科 目 金　　額 科 目 金　　額
普通預金 665,543 次期繰越金 665,543
合 計 665,543 合 計 665,543

支出の部� 単位：円
科　　目 前年実績 予　算

会 議 費 1,198,401… 1,100,000…
分 担 金 1,895,000… 1,925,000…
事 業 費 2,322,653… 2,100,000…
会員増強奨励金 191,000… 150,000…
印 刷 費 159,615… 150,000…
事 務 委 託 費 1,684,800… 1,684,800…
通 信 費 695,503… 650,000…
旅 費 交 通 費 等 859,064… 800,000…
事 務 用 品 費 68,983… 60,000…
慶 弔 費 60,000… 60,000…
全間連行事参加助成金 26,000… 26,000…
諸 雑 費 0… 10,000…
② 支 出 合 計 9,161,019… 8,715,800…
③ 前 期 繰 越 金 1,158,963… 653,643…
④当期収支①−② △505,320 11,900
⑤繰越金③＋④ 653,643… 665,543…
⑥特別会計へ繰入 0 …
⑦次期繰越金⑤＋⑥ 653,643… 665,543…

平成30年度（第45期）収支予算（案） 平成30年度（第45期）活動計画（案）

2　特別会計（45周年記念事業関連）
⑴　収支決算書
収入の部� 単位：円

科　　目 前年実績 予　算
各単位会拠出金 0 530,000
特別会計から繰入 0 1,750,000
合 計 0 2,280,000
支出の部� 単位：円

科　　目 前年実績 予　算
45周年記念事業 0… 530,000…
特 別 報 奨 金 0… 1,750,000…
合 　 　 　 計 0… 2,280,000…
次 期 繰 越 金 0… 0…
合 　 　 　 計 0… 0…
⑵　貸借対照表� 単位：円

資　産　の　部 負　債　の　部
科 目 金　　額 科 目 金　　額
普通預金 0 次期繰越金 0
合 計 0 合 計 0
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総 会 を 終 え て総 会 を 終 え て

　この度、平成30年の通常総会に
おきまして、局間連青年部長を拝
命いたしました西本愼一と申しま
す。皆様どうぞよろしくお願いい
たします。
所属は広島東間税会です。
　間税会の組織を多くの皆様に
知っていただき、更なる青年部の
活性化をはかってまいります。ま

た会員増強を柱として普及活動に力をいれていき
ます。
　各単体の会長をはじめ役員の皆様におかれまし
ては、青年部の新設等も含め青年部活動にあたた
かいご協力ご指導をお願い申し上げます。
　１年間頑張ってまいります。

　この度、会長を拝命いたしまし
た池田でございます。
　⻆廣会長の後を受け、新会長と
して身が引き締まる思いです。
　今後は皆様方の先頭に立ち、微
力ではございますが、会の活性化
に努力してゆく所存ですので、当
局をはじめ、役員並びに会員の皆
様のご支援のほどよろしくお願い

申し上げます。
　はなはだ簡単でございますが、就任の挨拶とさ
せていただきます。

新会長
池田　晃治

局間連青年部長
西本　愼一

局間連新会長挨拶 局間連青年部新部長挨拶

広島県間税会連合会
第30回通常総会開催
　去る6月20日㈬ホテルセンチュ
リー 21広島において、広島県間

税会連合会第30回通常総会が開催され、広島国税
局から竹本課税第二部長をはじめ、県内の各税務
署長16名並びに各税務協力団体から6名のご来賓
をお迎えいたしました。
　総会では、29年度事業報告並びに30年度事業計
画などが承認され、引き続き、①正しい税知識の
普及　②納税道義の高揚　③適正な申告などに努
めていくとともに、次世代を担う生徒たちへの租
税教育にも重点的に取り組むことを決議しました。
　なお、30年度に向けて、会の活性化に資する目
的で次の施策に重点的に取り組むこととしました。
　○新規施策
　①…会報誌を発刊した単位会へ助成金を支給する。
　②「事業承継」セミナーへの積極的な取組み。
　などにより会員増強を図る。
　○継続施策
　　①…組織の拡大・強化の一環として「特定の企

業の取引先で構成する協力会」をターゲッ
トとした新規会員（賛助会員）の獲得を図る。

　　②…単位会への資金援助として「講演協賛金」
及び「会員増強援助金」など、積極的な助
成を図ることにより、会員増強意識を更に
高める。

　　③…県内16単位会を4ブロック（東・西・南・
北部）に分けるとともに、各ブロック長を
任命し、常任理事会を持ち回りで開催する。

　　④…税務署長表彰を受賞された会員の方を、引
き続き表彰する。

　　⑤…著名人の講演会、研修会（特に「消費税申
告におけるチェックシート」の活用等）、
園児への租税教室（紙芝居）及び山陰地区

等の交流会などを積極的に開催する。
　また、県内の税務署長表彰を受けられた7名の
方には、会長並びに秀里会（佐々木秀隆前広島県
間税会連合会長）から表彰状並びに金一封が贈ら
れました。
　総会終了後は、懇親会にて有意義な情報交換が
図られました。

広島県間税会連合会
会長　久保弘睦
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岡山県間連総会について

　去る6月27日㈬メルパルク
OKAYAMA（岡山市）において、

広島国税局…竹本隆亮…課税第二部長をはじめ岡山
県下13税務署長、岡山県税務課…中村陽介…課長を
御来賓としてお迎えし、第30回通常総会を実施し
ました。
　総会では、29年度の事業報告、30年度の事業計
画が承認され、岡山県間連の重点施策を「会員増
強と租組織の拡充」「消費税完納運動の推進」「申
告納税制度の推進」とし、税の標語や租税教室と
あわせて、一層実りある会となるよう努めていく
こととなりました。
　総会終了後は、岡山大学医学部教授…那須保友…
様を講師にお招きし、「人生80→100年　シニア
（カップル）ライフを健やかに過ごすために」と
題し、第30回記念講演会を行いました。お酒の話
やユーモアを交えながらの講演で、出席者全員楽
しい時間を過ごしました。
　講演会後は会場を移し、懇親会となりました。
　懇親会では、大森雅夫岡山市長が来賓としてご
出席され御挨拶を頂いた後、岡山東税務署…小林
重道…署長の「日本酒で乾杯」で始まり、大いに
盛り上がりました。

『総会を終えて』

　消費税の会である間税会としては、消費税の重
要性が今まで以上に増し、平成31年10月からの消
費税10％増税と軽減税率制度の周知などで、会の
役割も一層大きくなったと強く認識しており、岡
山県間連としては納税意識の高揚はもとより会員
の皆様に役立つ税務情報の提供、消費税について
の税務研修会、他間税会との交流や、税務関連団
体との連携を強化して、実りある会となるよう努
めていきたいと考えています。
　そのためにも会員の皆様の御協力を頂きたく、
よろしくお願い申し上げます。

会長　浅野益弘
岡山県間税会連合会

山口県間税会連合会
第30回通常総会開催

　山口県間税会連合会、各単位会
設立30周年記念総会を6月6日（水曜日）ホテルサ
ンルートに於いて午後2時より、国税局より竹本
隆亮課税第二部長、田原伸太郎消費税課総務係長、
並びに各税務署長をお招きし開催致しました。
主な議題としましては、
第1号議案　…平成29年度事業活動報告、収支決算報

告を事務局より説明をして頂き、続い
て監査報告があり承認致しました。

第2号議案　…平成29年度各単位会、活動報告を各
会長から発表、報告が、ありました。

第3号議案　…平成30年度事業計画、収支予算の報
告、承認

　事業計画の中で会員増に向けては、女性会員を
各単位会で10人ずつ増やし山口県間税会全体女性

部を作る目標を設定しました。
　終わりにあたり、竹本課税第2部長様に来賓祝
辞を頂き閉会致しました。
　第2部としまして、午後5時半より懇親会を開催
致しました。
　皆さん和やかに歓談、楽しく過ごされ午後7時
半に全日程、終了致しました。

山口県間税会連合会
会長　村谷太洋

間税だより148号.indd   9 2018/09/03   18:19



（10）

〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目 9-16 

TEL（082）923-1111（代） FAX（082）923-1124

http://www.yuiyama.com/ E-mail:info@yuiyama.com 

唯 山 会 計 事 務 所
㈱ 唯 山 会 計 セ ン タ ー
㈲ ド リ ー ム プ ラ ニ ン グ
㈱ ひ ろ し ま 相 続 相 談 室

鳥取県間税会連合会総会
　6月4日㈪ANAクラウンプラ
ザホテル米子（米子市）におい
て、鳥取県間税会連合会第

30回通常総会を開催いたしました。
　当日は、広島国税局より竹本課税第二部長、草
場米子税務署長、山内鳥取税務署長、船越倉吉税
務署長、米原米子税務署法人課税第一部門統括国
税調査官、田原広島国税局課税第二部消費税課総
務係長にご臨席いただきました。
　総会では、平成29年度事業報告、収支決算報告
ならびに平成30年度事業計画、収支予算案の承認、
及び新役員の選出が行われました。
　総会終了後の懇親会では、青年部、及び女性部
メンバーも多数加わり情報交換等大いに盛り上が
りました。今後も円滑な税務運営が行なわれるよ
う協力し活動していきます。
～総会を終えて会長挨拶～
　引き続き会長を拝命しました。よろしくお願い
いたします。ご来賓の皆様、遠方よりご参加の会
員の皆様ありがとうございます。
　さて米子間税会では昨年青年部を立ち上げまし
たが、その青年部メンバーを中心に初の試みとし
て、「消費税増税の是非」をテーマに米子北斗高等

学校でのディベート大会を開催しました。開催ま
での準備が短期間でしたが、当日は白熱した議論
となり、論戦を交わした生徒達に大いに感心され
ていました。今後も次代を担う若者達に税制につ
いて関心を持ってもらえる機会として、取り組み
を継続していただきたいと思います。また、同間
税会は今年度より2年間「モデル間税会」の指定が
予定されており、更なる会員増強、活動活性化に
向け皆様の取り組み推進をお願いいたします。
　私も、引き続き会の発展に向け全力で邁進して
参りますので、税務当局の皆様をはじめ、役員並
びに会員の皆様のご協力をいただきたくよろしく
お願い申しあげます。

鳥取県間税会連合会
会長　杉原弘一郎

島根県間連総会を終えて
　平成30年6月7日、松江市内の
ホテルにおいて第30回通常総会
を開催。ご来賓に広島国税局課

税第二部次長の清友貢氏を始め、松江、出雲、益
田の税務署長をお招きし、平成29年度事業及び収
支の報告、平成30年度事業計画及び収支予算案に
ついて審議。また、総会前の役員会において松江
間税会大谷会長の退任、足達明彦氏の会長就任が
報告され、県間連の役員改選がおこなわれました。
改選の結果、益田間税会の山崎　純が県間連の会
長を拝命することとなりました。益田間税会は女
性部、青年部を擁し、料理教室や税金クイズ、税
の標語の募集等の啓蒙活動に力を入れております。
各単位会におきましても青年部・女性部を立ち上
げていただき、組織の活性化を進めていければと
考えております。大谷会長の後、微力ではござい
ますが県間連発展のため努力して参りますので皆
様方のご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

『総会を終えて新会長挨拶』
　本総会で会長を拝命いたしました山崎　純でご
ざいます。
　大谷会長の後を受け、新会長として責任の重さ
を痛感し身が引き締まる思いです。微力ではござ
いますが、会員増強をはじめ、研修会・講演会の
開催等、積極的な活動を通じ、間税会の更なる発
展に向け邁進してまいりますので、税務当局の皆
様をはじめ、役員並びに会員の皆様にご協力を頂
きますようよろしくお願い申し上げます。

島根県間税会連合会
会長　山崎　純
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　福山間税会は、去る5月22日㈫ふなまちベイ
ホールにおいて、広島国税局　課税第二部　消
費税課長ほか来賓ご臨席のもとに、青年部・女
性部設立総会を開催しました。
　設立総会は、親会会長である岡野会長より、
設立に踏み切った経緯について説明、続いて、
青年部・女性部代表発起人による設立趣意及び
経過報告後、「福山間税会青年部・女性部規約
承認の件、平成30年度事業計画（案）承認の件、
役員選出の件」について諮り、いずれも異議な
く承認可決されました。

福山間税会　青年部・女性部設立

福山間税会…青年部・女性部設立総会
（平成30年5月22日開催）
１列目右から
岡野会長、内海女性部長、博多青年部長
２列目右から岡﨑副会長、織田副会長

単位会の動き
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全国間税会総連合会税制委員会　
出席報告

　去る平成30年6月29日㈮に全国間税会総連合会事
務局において、税制委員会が開催され、出席してま
いりました。今回の税制委員会では、春に行いまし
た全国の間税会会員へのアンケート調査並びに税制
及び執行並びに歳出に関する意見要望書を踏まえ、
この秋に全間連が政府・自民党税制調査会等に出す、
平成31年度税制及び執行に関する要望書の内容を協
議し、素案を作る作業を行いました。この素案は、
この後に開催される全間連の常任理事会で審議・承
認されて、提出されます。この要望書の内容は、後
日各間税会に送られてまいりますので、ご確認して
ください。また、平成30年度以降の全間連の最重要
施策について、本部吉田専務理事より説明を受けま
した。1．消費税完納運動の更なる推進　2．消費税
の啓発活動等の拡充　3．会員増強による組織拡大
等　です。国税庁からの2名の出席もいただき、毎
回そうですが充実した会合となりました。

全国間税会総連合会青年部役員会 
出席報告

　平成30年6月14日㈭全間連青年部役員会が東京の
全間連事務局において開催されました。内容をご報
告いたします。
　役員会の開催の前に、研修会として国立印刷局東
京工場の見学をしました。
　日本のお札の歴史などについて学び、大変勉強に
なりました。
　その後全間連事務局に移動し、青年部役員会が開
催されました。今年の全間連青年部長の萩原東京局
青年部長の挨拶の後、消費税を含む間接税を取り巻
く状況と、親会である全間連の現状などのご報告を
受けました。
　また9月11日㈫開催の第40回全間連青年部通常総
会での運営について、議論されました。それぞれの
部長の役割分担も決定され、ほぼ内容は確定いたし
ました。その後、各局連の青年部長より、現状の活
動報告があり、情報の共有化・交換がなされました。
今後の各局連での青年部の活動に対し、大きな手助
けとなる活動報告でした。会議にはご来賓として、

税制委員
委員長　土岡正和

局間連青年部
部長　西本愼一

国税庁の方の出席もあり、ご意見やご指導も頂戴い
たし、大変有意義な会議となりました。
　また、同日に東京プリンスホテルで開催される全
間連創立45周年の記念式典の内容について全間連の
吉田専務理事より詳細な説明がありました。世界の
消費税のクリアファイルの改定、税の標語の募集に
ついての情報等、現状のくわしい説明もいただき大
変参考になりました。

全国間税会総連合会総務委員会の
出席報告

　平成30年7月9日、全間連において総務委員会が開
催され、次のような議題を審議した。
１．…第45回通常総会・創立45周年記念式典が9月11

日東京プリンスホテルで開催されるが、小泉純
一郎元総理の講演や女優岩下志麻氏による乾杯
の音頭があるため、盛会が予想される。

２．…平成29年度収支決算では、全間連会務制度委員
長白子英男氏から100万円のありがたい寄付収
入があり、支出ではクリアファイル及び保険普
及費が予算より増加した。また、クリアファイ
ルの単価引上げ案も出たが従来通りとなった。

３．…平成30年度予算編成方針では、45周年記念事業
費として200万円計上し、クリアファイル等製
作費150万円、保険普及費220万円増額した。

４．…間税会員は、91,844名で前年より622名増加し
たが、広島局間連は44名のマイナスであった。

　　…　なお、300名以上のベスト89単位会に、広島西、
徳山、広島東、岡山東、岡山西、福山、広島南、
益田、津山が入った。

５．…会員増強に顕著な事績をあげた川口、宇都宮、
竜ケ崎、葛飾間税会が7月25日の常任理事会で
事績発表をする。　

６．…平成29年度以前の最重点対策として、⑴消費税
完納運動の更なる推進、⑵消費税の啓発活動等
の拡充、⑶会員増強による組織拡大等があげら
れ、今後3年間は会員増強を図る絶好の機会な
ので、傘下間税会等においては、具体的な会員
増強に関する数値目標を必ず策定し、計画的な
取組みを行うとした。

　　…　また、①会長交代時には新会長が会員増強の
方針を定めるべきとし、②消費者も加入勧奨の
対象とし、③退会防止策を検討し、④100名未
満の会は100名以上の会員確保、⑤青年部・女
性部の創設等に留意すべきとしている。

総務委員
総務委員　唯山重夫

全 間 連 委 員 会 報 告全 間 連 委 員 会 報 告
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広島国税局では、平成30年7月27日付で局長の異動がありました。

消費税課の7月10日付の定期人事異動は次のとおりです。

消費税課長

福
ふく

場
ば

　賢
さとし

前任部署： 広島国税局総務部
事務管理課長

出　　身：広島県
趣　　味： ウオーキング

消費税課課長補佐

武
たけ

田
だ

　正
まさ

義
よし

前任部署： 児島税務署　
総務課長

出　　身：岡山県
趣　　味：陶芸

昭和63年3月… 東京大学法学部卒
昭和63年4月… 大蔵省入省
平成6年7月… 尾道税務署長
平成7年6月… …IMF（国際通貨基金）派遣

職員
平成10年7月… …理財局資金第一課資金企画

室課長補佐
平成11年7月… …理財局総務課課長補佐（総

合資金・資金調整・調査）
兼　国債課課長補佐（短期
国債・外債）

平成12年7月… …主税局国際租税課課長補佐
平成13年7月… …主税局税制第二課課長補佐

（法人税）
平成14年7月… …在マレーシア日本国大使館

一等書記官
平成17年7月… 理財局総務課企画官

平成18年1月… 理財局総務課調査室長
平成20年7月… …主計局司計課予算執行調査

室長
平成21年7月… 主計局給与共済課担当参事官
平成21年9月… 行政刷新担当大臣付参事官
平成22年6月… 内閣官房長官秘書官事務取扱
平成23年8月… 主計局主計官（防衛係担当）
平成24年7月… …理財局計画官（内閣・財務、

厚生労働・文部科学、経済
産業、国土交通係担当）

平成25年6月　理財局国債企画課長
平成26年7月　…原子力規制庁参事官（会計

担当）
平成27年7月　…原子力規制庁長官官房総務

課長
平成29年7月　東北財務局長
平成30年7月　現職

広島国税局長

松
まつ

浦
うら

　克
かつ

巳
み

昭和40年4月5日生
出　　身：北海道

事 務 局 の 介紹事 務 局 の 介紹
笠岡間税会

　笠岡間税会は会員数89名で、岡山県南西部の井笠地域2市1

町を活動エリアとして、事務局を笠岡商工会議所内に置いて

運営しております。

　毎年、「笠岡税務署長講演会」を開催するほか、法人会の

主催する税をテーマとしたディベート事業「白熱教室 in 岡

山龍谷高校」や、納貯連の「税の作文・習字募集事業」など、

他の租税協力団体と連携協力して積極的

に租税教育の推進や税に対する理解を深

める活動につとめています。

　来年は消費増税も控えていることもあ

り、更に関連組織と連携をはかりながら

スムーズな税制導入がはかれるよう事業

展開をすすめてまいります。

萩間税会

　萩間税会は、萩税務署管内の阿武地区と萩地区の主に事業

所会員により組織構成されております。平成元年創立で今年

30年を迎えました。昨年から「税の標語」を中学生対象に夏

休み課題として募集しております。今月9月はその審査を税

務署長はじめ職員の皆様と当会役員全員で行います。

　最後に町のPRですが、本年度は明治維新150年で秋もいろ

いろなイベントを当市で行います。どう

ぞ、秋の萩にお越しくださいませ。お待

ちしております。

【事務局】

〒758-0047

萩市東田町87　㈱山下時計店内

TEL…0838-22-0615　FAX…0838-26-6330

広島国税局長および消費税課職員の紹介
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本年度業種別部会・単位会の会長交代がありました

会長就任にあたって会長就任にあたって
　この度の西日本を中心とした豪雨により、被災された皆様ならびにご家族の皆様に、心よ
りお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復旧と被災された皆様のご平安をお祈りいた
します。
　平成30年4月より揮発油部会長に就任しました小瀬でございます。
　当揮発油部会におきましては、石油精製および石油化学関係の業務を営む有志をもって構
成する水島税務懇話会を通じ、税務当局との連絡を密にし、揮発油税税務知識の向上に努め
ております。
　会員の皆様のご協力をいただき、会の更なる活性化、発展に向け努力する所存でございます。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

揮発油部会
会長　小瀬智之

　石油ガス部会長を務めます石井幸治と申します。石油ガス部会の会員は中国地区のオート
ガススタンド事業（主にタクシーにLPガスを充填するもの）を営む者でありますが、充填し
たLPガスには「石油ガス税」が課せられることになり、その関係で永年にわたり間税会にお
世話になっております。
　また、毎年、春・秋と2回税に関する研修会を開催しておりますが、広島国税局課税第二部
様には、ご講演いただくなど会の運営にご協力いただいております。これからも、広島国税
局様、また間税会の皆様のより一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

石油ガス部会
会長　石井幸治

　今年度より、溝口洋隆前会長より会長職を引き継ぎました大工幸宏と申します。人口3万4
千人の長門市に長門間説会は有り会員数も70名と規模は小さく事務局員もいない会です。長
門市は、元の隅稲成神社（油谷町）のフィーバーに続き、本年4月にグランドオープンしたセ
ンザキッチン（仙崎）が観光客で賑わしていますが、会は、会員数も減少し予算も儘ならず、
主な活動としては「税の標語」の募集と、昨年より各税務団体と連携して租税教室の開催に
参加しました。地道では有りますが、こうした子供たちに対する税の啓蒙活動が、将来、納
税の高揚に繋がると信じて活動して参りたいと思います。こんな長門間税会では有りますが、
宜しくお願い致します。

長門間税会
会長　大工幸宏

　平成30年4月より、真庭間税会会長に就任しました岡田　健です。どうぞよろしくお願いし
ます。
　当会規約の目的に「間税会は、消費税に関する税務知識の普及、適正納税に対する理解及
び納税思想の向上を図り…」とあります。
　この目的達成に向けて、税務当局及び税に関する関係団体並びに役員・会員皆さまのご協
力をいただき、会の活性化を図っていきたいと思います。
　特に、税に関する関係団体との共催により、管内の小学生を対象とした「租税教室」にお
ける消費税に関する学習や「税を考える週間」に合わせた税金クイズを地元紙に掲載するな
ど税に関する知識の普及啓発に努めて参ります。
　今後ともよろしくお願いします。

真庭間税会
会長　岡田　健

　平成30年5月より福山間税会会長に就任いたしました岡﨑でございます。
　当福山間税会は、会員の皆様及び福山税務署署長様をはじめ関係各位のご支援・ご協力の
もと、税務研修会の開催、租税教室への講師派遣等により積極的な活動を行っております。
　また、会の活性化を図るため、今年度から女性部と青年部を設立し、会員増強についても
役員を中心に、積極的な活動を展開しております。現在、504名の会員数を有しており、更な
る会員増強に向けて鋭意対応しているところであります。
　今年度も、更なる活動の活発化や会員増強を通じて会の発展に向け努力して参りますので、
皆様のご協力をよろしくお願い申しあげます。

福山間税会
会長　岡﨑雅廣
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　会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　平成30年総会におきまして、光間税会会長に選任されました原田健久です。
　私は、光間税会設立時より理事を務めてまいりましたが、改めて会長の責任の重さを痛感
しているところです。
　もとより浅学菲才ではありますが、会の発展に全力を尽くして参る所存でございます。
　さて、来年10月1日には消費税が10％に引き上げられると同時に、軽減税率制度が実施され、
この国の税収の有りようの大きな変化が訪れようとしております。
　地方の一単位会として消費税の啓発活動に尽力するとともに、組織基盤の強化に努めて参
る所存ですので、今後一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

光間税会
会長　原田健久

　平成30年度通常総会で廿日市間税会の会長に就任いたしました山本でございます。会員の
皆様の御協力のもと老体に鞭打ってがんばってみる気持ちですので、どうぞよろしくお願い
致します。
　当会の目的に間税会は消費税に関する税務知識の普及と適正納税に対する理解及び納税思
想の向上を図るとあります。この目的達成の為に、役員の皆様と手を取り合って会員増強を
計り、会の活性化をしてより充実した会にすべく努力して行く所存ですので、今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

廿日市間税会
会長　山本繁生

　昨年の5月の総会にて、西大寺間税会会長をお引き受けすることになりました長瀬一成でご
ざいます。まずもって、このたびの西日本豪雨災害により、甚大な被害を受けられた皆さま
に対して、心よりお見舞い申し上げます。
　さて、平成31年10月に消費税率10％の引上げと同時に軽減税率制度の導入が予定されてお
ります。今年度は、消費税を中心とした活動を展開している間税会らしく、会員や管内事業
所に対し消費税の改定に関連する研修会・広報活動を行い、円滑な準備が進むよう活動を展
開して参ります。
　最後になりますが、西大寺間税会に対してこれまで以上のご理解とご協力をお願い申し上
げるとともに、皆様方の益々のご発展を祈念いたしまして、就任のあいさつとさせていただ
きます。

西大寺間税会
会長　長瀬一成

　この度、大谷前会長から松江間税会会長の職に就くこととなりました足達でございます。
どうぞ宜しくお願いいたします。まずは、本年7月の西日本豪雨により被災されました皆様方
に対し、心よりお見舞い申し上げます。この災害の早急な復興に関しましても、消費税増税
による効果を期待するところは大きいものと考えます。また間税会は、消費税を中心とした
間接税の唯一の協力団体でありますから、その活動並びに会員組織の拡充を図っていくこと
が必要であると考えております。会員の皆様方のご理解とご協力を得ながら、運営してまい
りたいと思っておりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

松江間税会
会長　足達明彦

株式会社 オンリーワン

〒730－0004 広島市中区東白島町13－7佐伯ビル2F　TEL（082）511－7825　FAX（082）511－7820
代表取締役　西本　愼一

〇相続・贈与について　〇生命保険のコンサルティング

〇福利厚生プラン　　　〇企業退職金積立プラン

〇資産運用のご相談　　〇企業年金コンサルティング等

（事業内容）
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町屋清水庵「名物　餠しゃぶ」
　倉吉市の白壁土蔵群の近くにあって、明治時代に建
てられた古風な町屋の建物。
　創業から百余年、餠一筋に商ってきました。
　ここでしか味わえない、餠屋ならではの名物「餠しゃ
ぶ」は、カツオだしの鍋に薄く切った餠をしゃぶしゃ
ぶとくぐらせ、口のなかでお餠がとろりと溶ける食感
が味わえます。
　色鮮やかな餠は12色で見た目もきれいで、味もとちの実、ゆず、よもぎ、ごまなど
いろいろの味が楽しめ、地元客や観光客にも愛される人気のご当地グルメです。

提供　鳥取県間税会連合会

ワインの表示ルールについて
～広島国税局酒税課～

　国内で製造される果実酒（ワイン）には国産ぶどうのみから醸造されたいわゆる「日本ワ
イン」のほか、輸入濃縮果汁・ワインを原料としたものなど様々なものがある中、これまで
はワインに関する公的な表示ルールがなく、消費者にとって日本ワインとそれ以外のワイン
との違いが分かりにくい状況にありました。
　そこで、消費者の商品選択が容易になるよう、表示を分かりやすくすることなどを目的と
して、平成27（2015）年10月に「果実酒等の製法品質表示基準」が制定されました。
　この表示ルールは本年10月30日から適用が始まります。概要は次のとおりです。
　現在、各ワイナリーでは新たなルールに従ったラベルの検討が進められています。秋の夜
長、ワインを味わわれる際には、ラベルにも注目してみてはいかがでしょうか？

《概要》
⇨…　果実酒を、日本ワイン（国産ぶどうのみを原料とし、国内で製造された果実酒）、
国内製造ワイン（国内で製造された果実酒等）、輸入ワイン（海外から輸入された果
実酒等）の 3つに分類

⇨…　日本ワインに限り、①「日本ワイン」の表示のほか、一定のルールに従い、②地名、
③ぶどうの品種名、④ぶどうの収穫年の表示が可
【地名を表示できる場合】
ワインの産地名 …⇒… …地名が示す範囲にぶどうの収穫地（85％以上使用）と醸造地

がある場合
ぶどうの収穫地名… ⇒…地名が示す範囲にぶどうの収穫地（85％以上使用）がある場合
醸 造 地 名…⇒… …地名が示す範囲に醸造地がある場合（併せて表示した地名が

ぶどうの収穫地ではない旨の表示が必要）

国内製造ワイン
（日本国内で製造された果実酒・甘味果実酒）

日本ワイン
（国産ぶどうのみを原料とす
る果実酒）
⇒…ぶどう産地（収穫地）や品
種等の表示が可能

濃縮果汁などの海外
原料を使用したワイン

①表ラベルに、
　・濃縮果汁使用
　・輸入ワイン使用
　などの表示を義務付け
②…表ラベルに地名や品種等
の表示ができない

輸入ワイン

ボトルワイン…等

海外原料

濃縮果汁
バルクワイン

（原料ワイン）等
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