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宇野港のチヌ（瀬戸内国際芸術祭2019　展示作品）
　瀬戸内国際芸術祭は、3年毎に瀬戸内海の12の島、2つの港を舞台に開催される現代アートの祭典で、岡山県
の宇野港・犬島、香川県の高松港・直島・豊島・小豆島などでも作品が展示されています。
　宇野港周辺では、表紙の作品の他にも展示作品があり、JR宇野みなと線アートプロジェクト、宇野港「連絡
船の町」プロジェクトも展開しています。
　また犬島では犬島精錬所美術館の他、犬島「家プロジェクト」、犬島楽茶を展開しています。
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局間連の動き
【局間連正副会長会議】
　平成31年4月18日（木）、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。
　広島国税局から福場消費税課長、光井消費税係長をお招き
し、第45期の活動報告ならびに決算報告の後、第46期の事業
計画（案）、収支予算（案）、役員選任（案）、「平成30年度7月
～ 9月会員増強期間」の特別表彰制度制定などについて協議、
報告いたしました。
　特に7月～ 9月の会員増強期間での福山間税会の287人社の会員獲得実績に、賞賛の声と伴に、

「特別表彰制度」を総会に上程することに意見が一致しました。

【広島局間連青年部・女性部の意見交換会】
　平成31年3月6日（水）ひろしまハイビル21において、
広島局間連青年部・女性部の合同意見交換会を総勢約70
名で開催致しました。
　今年は第一部、広島国税局幹部と局間連青年部・女性
部との意見交換会、第二部、研修会・懇親会の二部構成
で会議を開催致しました。
　第一部は、まず出席者の自己紹介が行われ、各単位会
の活動内容について、青年部・女性部それぞれ部長より
報告がありました。各単位会とも地域ごとに特色ある活動報告が行われ、各単位会の今後の活
動に参考となる貴重な意見交換が行われました。
　第二部の研修会は、講師に課税第二部消費税課の福場 賢様をお迎えし「軽減税率制度につい
て」を開催しました。その後の懇親会では、参加者各自が積極的に情報交換を行い、会場は大
変盛り上り、大変有意義な会議となりました。

【専門委員会「総合同委員会」開催について】
　平成31年2月18日（月）に第1回の総合同委員会を開催し、議題として各専門委員会より、懸案・
報告事項の説明がありました。
　総務委員会より、①「45周年記念事業」表彰式開催について②各県間連主催の「45周年記念
事業」助成金支給について③会員増強特別表彰について④全間連からの災害支援金の対応につ
いてなどが説明され、税制委員会からは、1月24日開催の全間連「税制委員会」報告があり、広
報委員会からは、「間税だより」発刊に係る経費及び「ホームページ」活用状況の提案がありま
した。
　それぞれの項目について、活発な議論がなされ、3月開催の「委員長会議」への議案協議がな
されました。

【委員長会議】
　平成31年3月20日（水）に広島銀行本店1階会議室にお
いて広島国税局消費税課光井係長臨席のもと、専門委員
会委員長及び同副委員長出席により、各議案について活
発な意見交換が行われ、「正副会長会議」の上程議案が決
定しました。
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【飲料部会】
●飲料部会　税務講習会開催
　平成31年2月21日（木）、ホテルセンチュリー 21広島にお
いて、本年度の税務講習会を開催いたしました。
　講習会では講師に広島国税局課税第二部消費税課長の福
場賢様をお招きし、「消費税の軽減税率制度…事業者の皆様、
準備はお済でしょうか？」を演題に講習をいただきました。

【印紙税部会】
●印紙税研修会開催
　本年度も、以下のとおり、地区別で「印紙税部会研修会」を開催いたしました。
　印紙税等に関する知識啓発を図るため、広島国税局課税第二部消費税課の藤原主査を講師に
お迎えし、地区別研修会において金銭の受取書等に係る印紙税の取扱いについてご講義いただ
きました。
地　　　　　　　区 開　　　　催　　　　日 場　　　　所

広 島 地 区 平成31年2月  6日（水） 広島銀行　本店  （広島市）

岡 山 地 区 平成31年2月13日（水） 中国銀行　岡山駅前支店  （岡山市）

山 陰 地 区 平成31年2月15日（金） 山陰合同銀行　本店  （松江市）

山 口 地 区 平成31年3月  6日（水） 山口銀行　本店  （下関市）

県間連の動き

業種別部会の動き

【広島県間連活動報告】
●税の紙芝居の贈呈について
　今年度は、女性部活動として、各単位会のうち14単位
会の21団体へ贈呈致しました。
【贈呈先一覧】
①広島西：あい保育園
②広島東：ソフィアインターナショナルキンダーガーテン
③広島南：元宇品保育園
④廿日市：宮島保育園、佐伯津田保育園
⑤　呉　：至心保育所、昭和保育所

＊（くれ食の祭典に於いて税の紙芝居上演）
⑥海　田：海田さいわい保育園、熊野初神保育園

＊（熊野筆祭り、三世代交流広場に於いて税の紙芝居上演）
⑦広島北：レガロ・バンビー二保育園
⑧東広島：にじ色保育園
⑨尾　道：世羅町立図書館
⑩福　山：福山市立大学附属こども園
⑪吉　田：吉田幼稚園
⑫三　原：あんず認定こども園
⑬府　中： たま保育園、リョービ保育園、広谷保育所、
　　　　　下川辺保育所、栗生保育所
⑭三　次：みゆき保育園
〇その他

　広島県間連以外に、米子間税会、大宮間税会、高松間税会へも贈呈
致しました。
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単位会の動き

【広島北間税会】
●軽減税率制度講習会
　平成30年11月6日に広島北税務署大本統括官による「軽減
税率制度講習会」を開催しました。「軽減税率」に関しては
食品を扱っていない企業の方々の関心が低く、参加者が少
ない状況が予想されましたので、広島北納税貯蓄組合連合
会と共催で実施することに決め案内しましたところ、平日
の日中にもかかわらず36名参加の盛会となりました。只、軽減税率の制度内容はその後予定さ
れているインボイス制度へとつながるものである事から、1時間の講習では参加企業の皆様から
「解り難い」との事でした。そこで来年の実施前までに最低でも2回くらいの講習を予定してお
ります。今後も税務署・税務団体連絡協議会と協力を行い、様々な取り組みを行っていきます。

【東広島間税会】
　東広島間税会は、さる1月21日（月）西条HAKUWAホテ
ルにおいて、広島国税局課税第二部消費税課長、西条税務
署長、広島県間税会連合会会長ほか来賓ご臨席のもと、青
年部設立総会を開催しました
　設立総会は、親会会長である石井会長のあいさつ、青年
部発起人代表による設立趣意及び経過報告後「東広島間税
会青年部規約（案）・平成30年度事業計画（案）・平成30年度収支予算（案）の承認について」
を諮り原案通り承認可決されました。
　議事終了後竹下青年部長あいさつと来賓からの祝辞をいただき盛会裡に終了しました。

【広島南間税会】
「e−taxの利用促進に向けて」
　平成31年2月6日に、広島市南区の協同組合タクシーセン
ターにて、広島南間税会が所属する税務5団体で構成される
広島南税務団体連絡協議会で、地域社会貢献活動の一環と
して作成した「使って実感！　ネットで申告　e−Tax」の
メッセージ入りのマグネットシートを交付し、出発式を開
催しました。
　協同組合の3社約100台のタクシーの車体に貼って周知を促す広島県内で初めての取り組みで、
広島の街を「走る広告塔」としてe−Taxの利用促進を呼び掛けました。
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《各単位会の会員加入状況》	 （平成31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 379 5.3 三　次 126 10.0 山口県（計） 1,642 5.5 岡山県（計） 1,803 4.0
広島西 529 6.0 庄　原 82 9.1 岡山東 347 4.3 鳥　取 268 5.5
広島南 332 8.4 広島県（計） 4,157 6.0 岡山西 340 3.7 倉　吉 86 3.5
廿日市 238 4.5 山　口 119 3.1 西大寺 76 3.2 米　子 229 4.7

呉 402 8.0 岩　国 186 6.0 瀬　戸 57 2.6 鳥取県（計） 583 4.8
海田 266 6.9 柳　井 55 5.1 玉　野 92 7.6 松　江 225 4.3

広島北 186 2.3 徳　山 445 10.2 児　島 95 4.5 雲　南 62 4.5
吉田 59 6.9 光 95 5.9 倉　敷 113 1.3 出　雲 248 6.6

東広島 217 6.3 防　府 182 7.9 玉　島 84 4.1 石見・大田 88 10.0
竹　原 161 13.2 厚　狭 77 4.7 笠　岡 88 4.1 浜　田 103 4.9
尾　道 221 5.4 下　関 175 3.0 高　梁 74 8.3 益　田 327 22.8
三　原 47 2.3 宇　部 157 3.9 新　見 70 10.7 隠岐島 69 11.6
福　山 599 5.8 長　門 66 6.4 真　庭 61 5.2 島根県（計） 1,122 7.3
府　中 313 12.2 萩 85 7.0 津　山 306 7.4 局間連（計） 9,307 5.4

※　単位：会員数は人社（個人または法人の会員数）、組織率は％である。
　　組織率：会員数÷消費税課税事業者数（個人または法人で消費税の申告をしなければならない者）

☆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31年4月1日現在）
�（消費税課税事業者数は公表ベースにて作成）

順　位 間　 税　 会 増加数（人社）
1 福　山 275
2 呉 47
3 米　子 29

順　位 間　 税　 会 組 織 率（％）
1 益　田 22.8
2 竹　原 13.2
3 府　中 12.2

会員増強と組織基盤の強化

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 21 岩 　 国 青年部 Ｈ24.3.22 15
女性部 Ｈ3.4 17

徳 　 山
青年部 Ｈ11.4.15 10

広 島 西
青年部 Ｈ21.5.20 50 女性部 Ｈ11.4.15 20
女性部 Ｈ19.5.21 69 宇 　 部 女性部 Ｈ25.9.17 13

広 島 南
青年部 Ｈ16.4.27 5 下 　 関 女性部 Ｈ29.9.6 19
女性部 Ｈ16.4.27 23

岡 山 東
青年部 Ｈ21.12.8 23

廿 日 市
青年部 Ｈ15.7.24 30 女性部 Ｈ21.12.8 27
女性部 Ｈ17.7.26 10

岡 山 西
青年部 Ｈ20.6.17 6

呉
青年部 Ｈ13.10.24 30 女性部 Ｈ21.12.16 13
女性部 Ｈ15.6.4 15

津 　 山
青年部 Ｈ21.6.10 94

海 　 田
青年部 Ｈ20.2.12 15 女性部 Ｈ21.6.10 22
女性部 Ｈ22.11.11 17 児 　 島 青年部 Ｈ26.11.26 36

広 島 北
青年部 Ｈ3.4.20 6

益 　 田
青年部 Ｈ27.3.19 19

女性部 Ｈ19.11.12 1 女性部 Ｈ23.9.7 16

東 広 島
青年部 Ｈ31.1.21 24 松 　 江 女性部 Ｈ24.8.24 24
女性部 Ｈ23.4.11 80

米 　 子
青年部 Ｈ29.6.7 20

竹 　 原 青年部 Ｈ24.6.21 21 女性部 Ｈ28.5.11 37
尾 　 道 女性部 Ｈ25.3.18 21 鳥 　 取 青年部 Ｈ22.4.14 40

福 　 山
青年部 Ｈ30.5.22 44

局 間 連
青年部 Ｈ3.4 509

女性部 Ｈ30.5.22 58 女性部 Ｈ3.4 502

《青年部・女性部の組織状況》	 （平成31年4月1日現在）
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　平成30年12月18日（火）崇徳中
学校において、今年で13回目とな
る税に関するディベートが開催さ
れました。
　崇徳中学校3年生53名参加によ
り、「消費税の軽減税率は必要か」
をテーマに、「賛成派」8名、「反対
派」8名、「審判」に分かれ、本年
10月に導入される同制度について、
討論が行われました。
　酒類や外食を除く飲食料品など

に8％の軽減税率を適用することについて、賛成派は「低所得層の負担が軽くなるの
で必要」と主張する一方、反対派は、「イートインコーナーがあるお店の業務が大変
になる」などと反論を主張するなど、両者とも活発な討論が重ねられました。
　最後に審判役の生徒31人の投票により「反対派」が過半数の支持を集め勝利しま
した。

広島東間税会　女性部長　前　京子

崇徳中学校で、税に関するディベート開催される

　平成31年2月15日、広島県立呉三
津田高等学校において税の有効性
を討論すべく、公開ディベートが
おこなわれました。
　呉間税会としては、日本の財政、
消費税、軽減税率制度の基礎知識
等の事前学習会を2度にわけて実施
致しました。
　テーマを「日本で今年10月施行
の新消費税制において低所得者対

策として導入される軽減税率制度は、有効である」とし、当日は、大人顔負けの意
見続出で、白熱したディベートとなり、広島国税局、呉税務署の方々に高い評価の
講評をして頂くことができました。結果は2クラス中、肯定派、否定派の1クラスず
つの勝利となりましたが、どの生徒さんも深く学習され、知識及び思考力が深まっ
たように思われます。将来を担う彼らに、税に対して正しく理解してもらう手助け
ができるよう、今後も呉間税会としてできるかぎり努力をしていきたいと考えてお
ります。

呉間税会副会長　土岡　正和

広島県立呉三津田高等学校でディベート開催
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　平成31年2月22日（金）安田女子
高等学校において、ディベートを
開催いたしました。
　これは、中国税理士会広島東支
部所属の税理士による事前租税教
室を2月8日に受け実施されたもの
です。
　今年度は、同校1年生6クラスの
生徒全員（272名）によるクラス対
抗形式により、①学校のグラウン
ドは芝生にするべきである。是か

非か。（2組対3組）②日本は消費増税をするべきである。是か非か。（4組対1組）③
お墓はデジタル化をするべきである。是か非か。（6組対5組）の3テーマでそれぞれ、
「肯定」と「否定」に分かれ討論を行いました。
　相対する2組が、決められた時間内に、事前に学習した内容や、いろいろな資料を
駆使し、それぞれ「肯定側」「否定側」の主張を活発に行いました。そして、参加し
た生徒による判定が行われ、以下の結果となり、勝者と敗者に分かれました。
　第一のテーマについて、「否定側」の3組の勝利。第二のテーマについては、「否定
側」の4組の勝利。第3のテーマについては、「否定側」の5組の勝利。

広島東間税会　女性部長　前　京子

安田女子高等学校でディベート開催
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情報交換のひろば
レクリエーション活動

　広島南間税会では、活動の一環として女性部で毎年「税についての研修会」
を開催し、同日に会員同士の交流を図る目的で親睦会を開催しております。
　本年度は、11月7日（水）に広島アンデルセンにて研修会を開催しました。
　広島南税務署から講師をお招きし、研修会後にお
食事をし、おりづるタワーへ移動し館内を見学しま
した。次に広島県民文化センターに移動し、神楽を
観劇しました。
　このような企画を毎年行いながら会員同士の親睦
を図り、会員増強へと発展したいと考えております。

　広島西間税会青年部では広島西税務署との親睦を深めるため、平成30年9
月12日「ラウンドワン」にて交流ボウリング大会を開催しました。
　参加者は広島西間税会青年部から18名、広島西税
務署からは、署長を始めとして幹部の方々 18名、総
勢36名で大変盛況に開催することができました。
　参加者からも「大変楽しかった。」「次回の企画を
お願いする。」などの声を聞き、充実した交流会とな
りました。

▲平成30年9月12日（水）
ボウリング大会　ラウンドワン

　会員同士の親睦と
しての一番は、毎年
恒例4月に実施して
おりますゴルフコン
ペです。今年で11
回 目。4月13日(土)
に予定しておりま
す。
　間税会会員の中須ゴルフ倶楽部に於いて総組数
18～22、会員以外の方たちも入れて90名近い皆
様と交流しております。
　副会長2名がゴルフ幹事兼務で世話をしてお
り、景品は事務局長が段取りをし、全員に参加賞
として大きなバナナの房を持って帰って頂きま
す。恒例になり、孫が大喜びすると言って参加者
が増えております。
　当初の目的としては、成績発表、表彰迄の時間
を利用して間税会栞、入会申込書、葉書等を配っ
て新会員勧誘目的で開催しましたが、今では、親
睦向上が主な目的になっております。
　他、8月に間税会理事皆さんと税務署新幹部さ
ん達との顔合わせ交流会、1月の新年交流会を実
施して意思疎通、懇親を図っております。

▲おりづるタワー内での記念撮影

【徳山間税会】

【広島南間税会】

【広島西間税会】

　当会は、会員増強
策として、何か楽し
い企画は出来ないも
のかと…
　会員増強委員会と
企画運営委員会に呼
びかけました。
　そして、協議の結果、5年前より毎年9～11月
の間に会員増強（委）は親睦ゴルフ大会を開催し、
組合せや景品等の工夫で会員相互の親睦は勿論、
新しいメンバー候補の方にも参加を頂き入会へと
呼びかけています。
　又、企画運営（委）は研修旅行を毎年企画し、
バスの1日コースで5年目のこの度は、奥出雲の
可部屋集成館の桜井家累代にわたり伝えられてき
た、たたら製鉄の歴史館を見学しました。
　その後、金屋子神
社を参拝し、刀剣館
と博物館の他、日本
刀の鍛錬場も見学出
来、各工程の説明を
受け、大変有意義な
一日でした。

【府中間税会】
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【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 令和元年5月27日（月） ホテル一畑  （松江市）
鳥 取 県 間 連 令和元年6月 5日（水） 米子高島屋5階ローズダイニング （米子市）
山 口 県 間 連 令和元年6月 3日（月） ホテルサンルート徳山  （周南市）
島 根 県 間 連 令和元年5月29日（水） ホテル一畑  （松江市）
広 島 県 間 連 令和元年6月18日（火） センチュリーホテル21広島  （広島市）
岡 山 県 間 連 令和元年6月24日（月） サンピーチOKAYAMA  （岡山市）

　平成30年度は、各単位会の皆様には、積極的に「研修会」を開催していただきました。
本年10月には消費税の軽減税率制度がスタートします。
　引続き積極的な「研修会の開催」をお願い致します。
　なお、≪国税局からのおしらせ≫にもありますが、2019年6月10日から14日まで、中
国5県の全ての税務署で、消費税の軽減税率制度説明会が開催されますので、ご活用
くださいますようお願い致します。

局間連からのお願い

　今回、各単位会で実施されている、会員の親睦を目的としたレクリエーション活動等について、投稿をお願いし
ましたところ、6単位会から情報提供をしていただきました。
　今後も引続き、単位会活動のお役に立てるような情報提供を行ってまいりたいと考えておりますので、積極的な
投稿をお願い致します。

　平成31年1月16日　廿日市間税会女性部主催の新年会を徳川 廿日市店で開催しました。当会員のほか
に、来賓としていつもお世話になっている広島県間税会連合会の方々にもお越し頂き、会場はとても賑や
かでした。
　ご参加頂いた方々から当会の活動を高く評価して下さる言葉を頂き、大変嬉しく思いました。ご来賓の
皆様には当会の日頃の活動を改めて知って頂き、会員の皆様には4月からの活動を振り返る事で、今後の
活動への意識向上に繋がったのではないかと感じました。
　普段中々話せる機会がない人とも交流を深めることができ、出席者全員の親睦
を深める事ができたと思います。
　最後に、この年末年始のお忙しい時期にも関わらず、ご参加下さいました会員
を始め、ご来賓の方々に感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。

　「親睦と知識を深めるための広島研修バス旅行」の開催
　平成30年6月、施設見学等を通じて税に関する知識を深めることと、会員
相互の親睦を深めることを目的とし、一泊二日の広島研修バス旅行を開催致
しました。
　参加人数は7名と少な目でしたが、広島国税局や(独)酒類総合研究所など
普段なかなか訪問できない施設の視察を通じて、税に関する知識を深めまし
た。
　また、呉間税会との意見交換座談会では、呉間税会の活発な活動状況を拝
聴し、宇部での間税会活動の啓発に大変役立ちました。
　2日目は、大和ミュージアムなど広島の名所見学も行い、会員同士の親睦を深める事が出来ました。

【廿日市間税会】

【宇部間税会】

を始め、ご来賓の方々に感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。

　平成31年1月16日　廿日市間税会女性部主催の新年会を徳川 廿日市店で開催しました。当会員のほか
に、来賓としていつもお世話になっている広島県間税会連合会の方々にもお越し頂き、会場はとても賑や
かでした。
　ご参加頂いた方々から当会の活動を高く評価して下さる言葉を頂き、大変嬉しく思いました。ご来賓の
皆様には当会の日頃の活動を改めて知って頂き、会員の皆様には4月からの活動を振り返る事で、今後の
活動への意識向上に繋がったのではないかと感じました。
　普段中々話せる機会がない人とも交流を深めることができ、出席者全員の親睦
を深める事ができたと思います。
　最後に、この年末年始のお忙しい時期にも関わらず、ご参加下さいました会員

【廿日市間税会】

　2日目は、大和ミュージアムなど広島の名所見学も行い、会員同士の親睦を深める事が出来ました。

　「親睦と知識を深めるための広島研修バス旅行」の開催
　平成30年6月、施設見学等を通じて税に関する知識を深めることと、会員
相互の親睦を深めることを目的とし、一泊二日の広島研修バス旅行を開催致
しました。
　参加人数は7名と少な目でしたが、広島国税局や(独)酒類総合研究所など
普段なかなか訪問できない施設の視察を通じて、税に関する知識を深めまし
た。
　また、呉間税会との意見交換座談会では、呉間税会の活発な活動状況を拝
聴し、宇部での間税会活動の啓発に大変役立ちました。
　2日目は、大和ミュージアムなど広島の名所見学も行い、会員同士の親睦を深める事が出来ました。

【宇部間税会】
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軽減税率制度実施に向けた準備はお済みですか？ 

各税務署において、上記の日程で軽減税率制度説明会を開催します！ 

 帳簿・請求書・レシート等を税率ごとに

区分して記載する必要があります。 

 

飲食料品の販売がない事業者についても、飲食

料品等の購入がある場合、対応が必要です！ 

 レジや受発注・請求書管理システム等の 

導入や改修等が必要になることがあります。 

軽減税率対策補助金が拡充されました！ 

※参加をご希望される方は、事前にご連絡ください（(代)と表示されている税務署については、音声ガイダンスに沿って『２』を選択してください。）。

県 税務署名 所在地 電話番号 県 税務署名 所在地 電話番号

鳥取
鳥取市富安2丁目89番地４
鳥取第一地方合同庁舎

0857-77-2274 広島西 広島市西区観音新町1丁目17番3号 082-218-0642

米子
米子市東町124番16号
米子地方合同庁舎

0859-57-3334 広島北 広島市安佐北区亀山2丁目25番10号 082-814-2249

倉吉 倉吉市上井587番１号 0858-26-5561 呉
呉市中央3丁目9番15号
呉地方合同庁舎

0823-55-3978

松江
松江市向島町134番10
松江地方合同庁舎

0852-21-7711(代) 竹原 竹原市中央3丁目2番12号 0846-22-0517

浜田 浜田市殿町1177番地 0855-22-0361 三原 三原市宮沖2丁目12番１号 0848-62-3186

出雲
出雲市塩冶善行町13番地3
出雲地方合同庁舎

0853-21-0508 尾道 尾道市古浜町27番18号 0848-22-2174

益田 益田市元町12番11号 0856-22-0636 福山 福山市三吉町4丁目4番8号 084-922-1350(代)

石見大田 大田市大田町大田イ289番地2 0854-82-0930 府中 府中市鵜飼町555番地40 0847-45-2592

大東 雲南市大東町飯田86番7号 0854-43-2360(代) 三次 三次市十日市東1丁目13番5号 0824-62-2721(代)

西郷
隠岐郡隠岐の島町城北町55番地
隠岐の島地方合同庁舎

08512-2-0378 庄原 庄原市三日市町667番地5 0824-72-0476

岡山東 岡山市北区天神町3番23号 086-897-3640 西条 東広島市西条昭和町16番8号 082-422-2191(代)

岡山西 岡山市北区伊福町4丁目５番38号 086-941-8890 廿日市
廿日市市新宮1丁目15番40号
廿日市地方合同庁舎

0829-32-1223

西大寺 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号 086-942-3898 海田 安芸郡海田町大正町1番13号 082-823-2449

瀬戸 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地 086-952-1399 吉田 安芸高田市吉田町吉田3604番地1 0826-42-0210

児島 倉敷市児島小川5丁目１番66号 086-472-2630(代) 下関
下関市竹崎町4丁目6番1号
下関地方合同庁舎

083-265-2044

倉敷 倉敷市幸町2番37号 086-422-6440 宇部 宇部市常盤町1丁目8番22号 0836-21-3135

玉島 倉敷市玉島阿賀崎2丁目１番50号 086-522-3199 山口
山口市中河原町6番16号
山口地方合同庁舎2号館

083-966-1051

津山 津山市田町67番地 0868-22-3109 萩 萩市唐樋町3番7号 0838-22-1273

玉野 玉野市宇野2丁目4番12号 0863-31-2132 徳山 周南市今宿町2丁目35番地 0834-51-1115

笠岡 笠岡市五番町5番48 0865-62-3470 防府 防府市緑町1丁目2番12号 0835-22-1400(代)

高梁 高梁市向町13番地 0866-22-2582 岩国 岩国市麻里布町7丁目9番37号 0827-22-0977

新見 新見市新見721番1号 0867-73-1009 光 光市虹ヶ浜3丁目10番1号 0833-71-0683

久世 真庭市鍋屋8番地1 0867-42-0498 長門 長門市東深川964番地1 0837-22-2454

広島東 広島市中区上八丁堀3番19号 082-227-1343 柳井 柳井市柳井3745番地1 0820-22-9392

広島南 広島市南区宇品東6丁目1番72号 082-205-5036 厚狭 山陽小野田市大字鴨庄111番地1 0836-72-0162

鳥
取

広
島

島
根

岡
山

山
口

広
島

✓ ✓ 

を開催します！ 
広島国税局 

税 務 署 軽 減 税 制 説 明 会 率 度 

●開催日程、場所等については 

軽減税率説明会 検索 

各税務署 

15:30～17:00 
（質疑応答又は個別相談時間を含む） 

日 4 1 ～ 日 0 1 月 ６  年 9 1 月 金 

※定員になり次第、受付を終了させていただきます。 

0 2

 
いずれの税務署・開催日でも参加できます。 

※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。 

消費税の 

全ての事業者に 

関係があります！ 

中国５県の全ての税務署で 

軽減税率対策補助金に対するお問合せ先 

軽減税率対策補助金事務局 http://kzt-hojo.jp/ URL 

【専用ダイヤル】 0120-398-111 または 0570-081-222 

軽減税率制度に関するお問合せ先 

【専用ダイヤル】 0120-205-553 または 0570-030-456 

消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター） 

《受付時間》9：00～17：00（土日祝除く） 《受付時間》9：00～17：00（土日祝除く） 

その他にも説明会を

開催しています。 

国税局からのおしらせ
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国税局からのおしらせ

消費税　活かすみんなの　間税会
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　梁・新　見・真　庭・津　山� 各間税会

事 務 局 の 介紹事 務 局 の 介紹
津山間税会
　岡山県下13単位会の一つであります津山

間税会（会長　末澤　由博）事務局は、津

山商工会議所のある津山商工会館4Ｆにあ

り、3名で運営しております。

　300名を超える会員の皆様とともに、租

税教室等での社会貢献、税務研修により税

知識を豊富にすることはもちろん、青年部・

女性部の活動により楽しい間税会目指して

頑張っております。

真庭間税会
　真庭間税会は（会長：岡田　健）は、久

世税務署管内をエリアとして、平成元年10

月に設立され、会員は現在61名です。事務

局は、真庭商工会館内に置き、事務局員1

名で当会と公益社団法人真庭法人会を兼務

しております。

　当会の事業活動は、小規模会のため、商

工会・青色申告会・税理士会・法人会・納

税貯蓄組合・小売酒販組合と「真庭税務団

体協議会」を設置し、相互に連携を図りな

がら、税金クイズの実施や税の情報誌「税

のしおりまにわ」を発

行しております。また、

租税教室の開催時に、

消費税啓発用クリア

ファイルを児童・生徒

に配布しております。

【事務局長】高原　清隆
〒708–0022　津山市山下30–9　津山商工会館4階
　　　　　　TEL 0868–22–3479　FAX 0868–22–3539
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栗栖三知子税理士事務所
〒732－0057　広島市東区二葉の里１丁目１番72号

GKDビル601号
TEL（082）567－0775　FAX（082）567－0776

税理士　栗栖　三知子

『A級食材使い13店でダムカレー提供』
　高梁川源流域に位置する岡山県新見
市には、堰堤の高さ40mを超えるダム
が6基もあります。豊かな自然と水はピ
オーネ、千屋牛、キャビアなど自慢の
A級の食材を育みました。ダムとA級食
材を生かし、にいみライスカレー協会
は「にいみダムカレー」のまちづくり
を進めています。ご飯で築く堰堤の高
さ6㎝、堰堤直下にA級食材をトッピングした独創的な「にいみダムカレー」は現在、
市内13店で提供され、市内外の多くの方に喫食いただいています。

提供　岡山県間税会連合会

▲神郷温泉　チョウザメ・キャビアダムカレー
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