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消 費 税  活 か す み ん な の  間 税 会

高津川
　高津川は、島根県吉賀町から津和野町、益田市を経て日本海に注ぐ全長81ｋｍの一級河川です。
国土交通省の水質調査では「水質日本一」に6度も輝いており、ダムが無い一級河川は日本では非常に珍しい
とされています。また、出雲市出身の錦織監督による映画「高津川」でも清らかな映像が紹介されています。
高津川には鮎やウナギ、ギギ、モクズガニなどさまざまな魚介類や甲殻類が棲息しています。高津川がもたら
す恵みと自然の豊かさを是非ご体験下さい
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《謹んで新年のご挨拶を申しあげます》

池
い け
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こう

治
じ

広島国税局間税会連合会　会長

　令和２年の年頭にあたり謹んで新年のご挨
拶を申しあげます。
　会員の皆さま方には、広島国税局間税会連
合会の運営に対し、格別のご協力を賜り、…………
誠に有難うございます。
　また、国税ご当局の皆さま方には、平素か
ら多大なるご支援とご指導、ご鞭撻を賜り…………
厚く御礼申しあげます。

　さて、昨年は、「平成」というひとつの時
代が終わり、「令和」時代が幕を明けた、大
きな節目となる年でありました。特に印象に
残るのは、日本人アスリートの目覚ましい活
躍が日本中に感動を届け、大いに盛り上がっ
たことです。
　８月、ゴルフのメジャー大会である全英女
子オープンにおいて、地元岡山出身の渋野日
向子選手が、実に日本人42年ぶりの見事な優
勝を果たしました。これを機に「しぶこフィー
バー」が広がり、若手黄金世代の活躍や最終
戦までもつれた賞金女王争いと相まって、そ
の後の女子プロゴルフが大いに盛り上がりま
した。
　そして９月、ラグビーワールドカップ日本
大会において、日本代表が世界の強豪を連破
し、見事全勝で予選リーグを突破、史上初と
なるベスト８進出を果たしました。体を張っ
たひたむきなプレーに日本中が熱狂し、感動
に包まれました。にわかラグビーファンの増
殖や、チームスローガンの「ワンチーム」が
新語・流行語年間大賞に選ばれるなど、ラグ
ビーが大きな注目を集めた年となりました。
　一方で、自然の脅威に翻弄された年となり
ました。９月、10月には大型の台風が立て続

けに襲来し、主に東日本で甚大な被害に見舞
われました。
　海外に目を向けますと、米国と中国との貿
易戦争の行方が予断を許さない状況にあり、
日本への影響が懸念されます。

　間税会の関連で申しますと、昨年10月、い
よいよ消費税率の10％への引上げと軽減税率
制度が実施されました。事前の周知活動が奏
功し、大きな混乱無くスタートしたと感じて
おります。間税会に関わりの深い消費税の財
政面での重要性はますます高まっており、同
時に消費税の会である間税会の役割もますま
す重要になってまいります。
　当連合会では、「税を考える週間」の恒例
行事である『税の標語』の募集について、応
募総数が前年比521件増加し21,738件となり
ました。件数、募集単位会ともに着実に増加
しております。
　会員の皆さま方におかれましては、会員増
強による組織の拡大や、消費税の啓発活動等
の拡充を積極的に展開するなど、間税会活動
の活性化に更なるご協力を賜りますようお願
い申しあげます。

　結びに、本年も会員の皆さま方にとりまし
て輝かしい年となりますよう心からお祈り申
しあげます。
… …また、国税ご当局の皆さま方のご健勝とご
活躍を祈念いたしますとともに、当連合会の
運営について一層のご理解とご支援を賜りま
すようお願い申し上げ、新年のご挨拶と…………
させていただきます。

年頭所感
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太郎
広島国税局長

《謹んで新年のごあいさつを申し上げます》

　令和２年の年頭にあたり広島国税局間税会
連合会の皆様方に謹んで新年の御挨拶を申し
上げます。
　間税会及び会員の皆様方には、平素から税
務行政に対し、格別の御理解と御協力を賜り
厚く御礼申し上げます。
　間税会におかれましては、消費税をはじめ
とする間接税に関する唯一の団体として創設
され、永年にわたり税知識の普及と納税道義
の高揚を図るための啓発活動に積極的に取り
組んでこられました。
　近年では、女性部を中心に幼稚園児を対象
とした「税の紙芝居」の実演や贈呈活動が全
国に展開されておられるほか、中学生等に対
する「税の標語」の募集においては、年々応
募数を増やされるなど、日本の将来を見据え
た租税教育活動に熱心に取り組まれ、着実に
成果を挙げておられます。
　これらの活動の成果は、間税会及び会員の
皆様方の御尽力の賜物であり、心から敬意を
表する次第でございます。
　近年の税務行政を取り巻く環境は、社会経
済のグローバル化・ＩＣＴ化などに伴い大き
く変化しております。こうした中、私どもは
「納税者の自発的な納税義務の履行を適正か
つ円滑に実現する」という国税庁の使命を果
たしていくために、環境の変化を的確に捉え、
納税者の皆様方の税務行政への理解と信頼を

得ることとが重要と考えております。
　さて、消費税につきましては、昨年10月か
ら消費税率の引上げと同時に軽減税率制度が
実施されました。これまで、軽減税率制度の
円滑な実施と定着に向け、区分経理に関する
記帳指導や説明会の開催、パンフレットの配
布等による周知・広報などに取り組んできた
ところです。
　間税会及び会員の皆様方におかれまして
も、制度実施前から説明会の開催など、周知・
広報に積極的に取り組んでいただいており厚
く御礼申し上げます。
　また、令和元年分の確定申告は、軽減税率
制度が実施されてから初めての確定申告とな
ります。
　私どもとしましては、今後も区分経理や記
帳の仕方に関する周知・広報、丁寧な記帳・
申告指導など、事業者の皆様方が適正な申告
を行っていただけるよう取り組むとともに、
制度定着のため事業者団体等を通じた注意喚
起などにも取り組んでまいります。
　間税会及び会員の皆様方におかれまして
も、引き続き、御協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　新しい年が、間税会の益々の御発展と会員
の皆様方の御健勝と御多幸につながる良い年
でありますように、心から祈念いたしまして、
新年の御挨拶とさせていただきます。

年頭のご挨拶
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県間連会長からの年賀状

「知ろう学ぼう考えよう  日本を支える  消費税」
島 根 県 間 税 会 連 合 会

全間連　令和元年度「税の標語」最優秀作品

各間税会

松 江 間 税 会
雲 南 間 税 会
隠 岐 島 間 税 会

出 雲 間 税 会
浜 田 間 税 会

石 見 大 田 間 税 会
益 田 間 税 会
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納税表彰おめでとうございます
　令和元年度納税功労者表彰式が令和元年10月28日に東京・三田共用会議所で、広島国税局納
税表彰式が令和元年11月6日にホテルセンチュリー 21広島で挙行されました。
　間税会関係では、財務大臣表彰を山本靜司氏、国税庁長官表彰を唯山重夫氏が表彰されました。
　また、広島国税局長表彰を、江本芳史氏、佐藤明寛氏、石井英太郎氏、島津博行氏が受彰さ
れました。
　このほか、各税務署においても税務署長表彰が行われ、13名が受彰されました。

税 務 署 長 表 彰
山田　　隆氏（岡山東間税会）
岡﨑美智子氏（岡山東間税会）
森　　　徹氏（岡山西間税会）
永山　　司氏（児島間税会）
末澤　由博氏（津山間税会）

平山　寿男氏（高梁間税会）
佐々木　崇氏（広島東間税会）
松浦　尚海氏（広島西間税会）
占部　圭祐氏（府中間税会）
和田ひとみ氏（三次間税会）

古田　正貴氏（廿日市間税会）
新造健次郎氏（徳山間税会）
原田　健久氏（光 間 税 会）

国 税 局 長 表 彰
江本　芳史　氏

広島国税局間税会連合会� 常任理事
広島県間税会連合会� 理　事
広島東間税会� 副会長

佐藤　明寛　氏
広島国税局間税会連合会� 理　事
広島県間税会連合会� 副会長
三次間税会� 会　長
公益社団法人三次法人会� 理　事

石井　英太郎　氏
広島国税局間税会連合会� 理　事
広島県間税会連合会� 常任理事
東広島間税会� 会　長
公益社団法人東広島法人会� 理　事

島津　博行　氏
山口県間税会連合会� 理　事
厚狭間税会� 副会長
公益社団法人厚狭法人会� 会　長

財 務 大 臣 表 彰 国税庁長官表彰
山本　靜司　氏

広島国税局間税会連合会� 理　事
広島県間税会連合会� 常任理事
竹原間税会連合会� 会　長

唯山　重夫　氏
全国間税会総連合会� 理　事
広島国税局間税会連合会� 専務理事
廿日市間税会� 理　事
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第41回全国間税会総連合会青年部通常総会　報告
広島国税局間税会連合会　青年部長　西本愼一

第38回全国間税会総連合会女性部通常総会　報告
広島国税局間税会連合会　女性部長　前　京子

　去る、令和元年9月20日　大分県中津市ヴィラ
ルーチェ中津において、全国間税会総連合会青年
部の第41回通常総会が開催されました。会場には
全国各地より50名を超える部員が集まり、活発な
討論もある中、すべての議案が承認され、総会は
スムーズに進行いたしました。全間連青年部長は
南九州間税会連合会の山本部長から、次年度総会
開催地の仙台国税局間税会連合会青年部の佐竹部
長に代わり、新体制でスタートする事になりまし
た。近年、全国的に青年部の活発な活動報告がさ
れてきており、間税会の中での青年部の役割・存
在感は、重要かつ大きなものになってきておりま
す。広島局間連傘下の各単位会青年部も、今後益々
の活発な活動が期待されております。みんなで力
を合わせ、共に頑張っていきましょう。

　令和元年9月20日、全国間税会総連合会女性部第
38回大会が大分県中津市ヴェラルーチェ中津にお
いて、開催されました。
　全国各地より多数の部員が集まり、中島女性部
長より「女性部の強化と組織拡大に努めてゆきま
しょう」と力強い大会挨拶をいただき、総会の全
ての議案が原案通り承認されました。大きな節目
となる、令和元年10月1日からの消費税増税を前に
して、記念すべき大会になりました。
　広島局間連女性部からは7名が、総会に出席し、
活発な意見交換、「税の紙芝居」の話に花が咲き、
大変な盛り上がりとなりました。
　また、総会後の懇親会では、大分県中津市発祥の
鶏のから揚げなど、美味しくいただき、次回の仙台
大会には、今から多くの参加者が名乗りを上げら
れるなど、来年の大会を待ち遠しく思っております。
　今後も、間税会の中での女性部の役割・存在感
は重要なものになってきております。
　広島局間連傘下の各単位会においても、組織力
の向上にむけ、新たな女性部設立を促すとともに、
ますます活発な
活動を展開して
参りますので、
ご協力とご支援
を何卒よろしく
お願い致します。

全間連第46回通常総会開催
　全国間税会総連合会第46回通常総会が、令和元
年9月20日（金）大分県中津市の「ヴィラルーチェ
中津」で開催されました。広島局間連からは34名
が出席しました。
　総会では、平成30年度の事業報告・決算報告、
令和元年度事業計画・収支予算案が、いずれも満
場一致で承認可決されました。
　また、総会に先だち、グランプラザ中津におい
て、第41回青年部通常総会、第38回女性部通常総
会が開催されました。
　引き続き、記念講演が行われ、株式会社 加賀
屋 代表取締役社長 小田與之彦氏による講演、「お
もてなしのすすめ」と題した講演が行われました。
　広島局間連から出席した役員、会員は、会を通

じて他の間税会会員の方々と意見交換ができ、大
変有意義な時間を過ごすことが出来ました。
　次回は仙台間税会連合会の担当で、宮城県仙台市
で開催されます。皆様の参加をお待ちしています。



（7）

局　　　　間　　　　連

広島県間税会連合会女性部へ、国税庁長官感謝状贈呈される

【委員長会議】
　令和元年11月5日（火）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、各専
門委員会委員長及び同副委員長出席により、①正副会長会議議案について②各委員会報告について、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。
●正副会長会議
　令和元年11月20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。
　会議では、令和元年度上期の事業報告及び決算報告
の後、令和元年度納税表彰者の紹介、令和元年度「税の
標語」優秀・入選作品等について報告がなされました。
　また令和2年5月26日（火）、「第47回通常総会」開催
について協議がなされ、鳥取県での開催が承認されま
した。また、来年度以降の通常総会開催地の各県間連
持ち回りも協議され、同じく承認されました。

　国税庁では、昨年度から、納税思想の高揚や税務行政の円滑な運営
等に資する活動において、特に顕著な功績があった団体・法人・個人
に対し、国税庁長官より感謝の意をお伝えする観点から、「国税庁長
官感謝状」を新設し、贈呈されております。
　この度、広島県間税会連合会女性部の「税の紙芝居」を幼稚園や保育
園へ贈呈を行う、地道な租税教育活動などが、税務行政に多大な貢献
をしたことから、感謝状贈呈が決定したものです。
　広島県間税会連合会女性部の皆様、誠におめでとうございます。

局間連・業種別部会・単位会の動き



（8）

単　位　会　の　動　き
●�広島県間税会連合会女性部「広島キッズシティ
2019（広島県立産業会館）」参加報告書

広島県間税会連合会　女性部長　田中岳子
　去る10月5日（土）広島県間税会連合会女性部は、
広島キッズシ
ティ会場（広
島県立産業会
館）において、
会員による手
作りの劇を加
えての租税教
室を開催しま
した。
　「税の紙芝
居（あきくん
ともみじちゃ
んのくらしと税金・しごとと税金）」の2作品で、税
の仕組みと大切さを分かりやすく上演しました。
　令和元年10月1日から、消費税10％増税とともに
導入された「軽減税率制度」についても劇を通して
分かりやすく伝え会場は大変盛り上がりました。
　当会場は、小学生による職業体験のイベントで、
多くの参加者の下、広島キッズシティでの開催が第
8回目となる租税教室は盛会のうちに終了しました。
●�広島県間税会連合会青年部ボッチャ大会

ボッチャ実行委員長　新田信雄
　間税会の活動を広く知ってもらうために、広島
県間税会連合会青年部ではボッチャ大会を開催し
ました。子どもから高齢者まで楽しめるパラス
ポーツのボッチャを通じ、幅広い年齢の参加者が
交流を深めま
した。また、冒
頭では女性部
による「税につ
いて」の紙芝居
を開催し、消
費税について
知ってもらう
機会になりま
した。
　参加者は64
人で、参加者
からは「税金

がどのように社会に役立っているのかを知る機会
になった」、「間税会の活動を知ることができた」
という声が聞けました。
　来年度の開催を期待される声も上がっており大
変盛大に開催できました。
●�広島県間税会連合会青年部青年部大会

広島県間税会連合会　青年部長　平尾圭司
　令和元年11月11日に広島県間税会連合会青年部
の毎年1度の大事業である青年部大会が開かれま
した。
　本年度の主
幹は各単位会
青年部の内、
廿日市間税
会、広島東間
税会、海田間
税会の3単位
会合同で行わ
れました。
　青年部大会
の目的は、1、
間税会の周知、
2、間税会の会
員増強であり
ます。
　その為に多
くの聴衆を招
いて魅力ある
大会を開催し
なしといけません。
　今回は2部構成で行われ、第一部は廿日市間税会
長谷川青年部長と廿日市税務署長市木光夫様に依
る間税会の活動についてトークセッションで紹介
して頂きました。
　そして第二部は講演会が行われ、広島東洋カー
プOB木下富雄様と同じくOBの天谷宗一郎様、そし
て進行役は広島ホームテレビのスポーツキャス
ター吉弘翔アナウンサーに『カープと野球そして
消費税』と題してお話をして頂きました。講演会
は総勢142名の参加者を募ることができました。
　多くの方に講演会で間税会の活動と懇親会では
青年部の楽しい雰囲気を味わって貰いました。今
後更に会員増強へ繋げて行きたいと思います。
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　全国間税会総連合会が募集した、令和元年度「税
の標語」には全国から507,026点の応募がありました。
広島局間連からは、21,738点の応募があり、下記の
通り、全間連「優秀賞」1名、「佳作」3名、「入選」15名

の方が選ばれました。おめでとうございます。
　今年度の応募数は昨年比521点、応募単位会も昨
年比1単位会と増加しております。来年度は50単位会
すべてが応募されますことを期待しております。

令和元年度「税の標語」入選作品（広島局間連分）

　　　　（広島西間税会）� �
教育も　福祉も　支える消費税� �
… 広島市　小山　重孝
　　　　（福山間税会）� �
あなたの税　社会動かす　エネルギー� �
… 福山市　中末　公喜
　　　　（宇部間税会）� �
知っておこう　社会のための税知識　正しく納めて　明るい未来へ��
… 宇部市立黒石中学校　松井　環季
　　　　（広島東間税会）� �
社会をつくる消費税　私達にも出来ること� �
… 安田女子中学校　長尾　春香
　　　　（広島西間税会）� �
ひとりひとりの税金が国を動かすエネルギー��
… 梶村　和恵
　　　　（海田間税会）� �
被災地をみんなで救う税金で� �
… 片山　綾乃
　　　　（吉田間税会）� �
お買いもの　わたしたちも　納税者� �
… 平川　愛恵
　　　　（府中間税会）� �
税金は　社会を守る　宝物� �
… 河津　帆美
　　　　（三次間税会）� �
税金で成り立つ社会！夢！希望！� �
… 大槻　星歌

佳　作

佳　作

佳　作

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

　　　　（庄原間税会）� �
大きな支え　子育て福祉に　みんなの税� �
… 津田　ほのか
　　　　（厚狭間税会）� �
支えよう日本！一人一人の納税で� �
… 河本　遥斗
　　　　（長門間税会）� �
消費税　小さな私も　納税者� �
… 岡山　明日咲
　　　　（岡山東間税会）� �
知っている？あなたの税の　使い道� �
… 岡山市立宇野小学校　田中　里奈
　　　　（岡山西間税会）� �
納税は　みんなができる　助けあい� �
… 岡山市立陵南小学校　廣瀬　一豊
　　　　（西大寺間税会）� �
ありがとう　誰かに寄り添い生きる事　税の力が　お手伝い��
… 三角　梨々華
　　　　（児島間税会）� �
税金は　国を支える　大黒柱� �
… 倉敷市立郷内小学校　藤原　大和
　　　　（玉島間税会）� �
安全と暮らしを支える　みんなの税� �
… 齋藤　祥瑛
　　　　（津山間税会）� �
税を知り　きちんと納め　支えあう� �
… 小椋　晴矢

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

【全間連】

　　　　（宇部間税会）� �
学びましょう　税のゆくえと使い道　知ったら変わる　税への思い… 宇部市立藤山中学校　本田　夏海
優秀賞
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表彰者：…優秀賞1名、入選3名
内　容：全国間税会総連合会の
主催で「税に関する標語」を募
集し、236点の応募があり、それ
ぞれの中学校にて他団体と合同
で表彰式を行いました。

　11月7日、「税を考える週間」の行事として広島北間税会と
広島北納税貯蓄組合連合会の共同開催で、「実践的事業承
継」と題して広島北税務署会議室にて開催しました。
　会員の中でも関心の高いテーマとして開催しましたとこ
ろ、反応も良く34名の参加者があり、資産課税第一部門の
山下統括官による司会進行で、良く工夫された質疑応答型
の解り易い内容で会員にもとても好評でした。納税貯蓄組
合との合同会合も今回で4回目となりましたが、税務5団体
の中でも最も協力体制が組める組織同士であると言う認識
が相互に芽生え和気あいあいとした雰囲気の中で開催する
事が出来ました。勉強会後の合同懇親会も大変盛り上がり
ました。

【女性部「税の紙芝居」贈呈式】
11月11日（月）
大竹保育園　参加者10名（うち会
員6名、事務局2名、税務署2名）
11月12日（火）
知恩保育園　参加者10名（うち
会員7名、事務局1名、税務署2名）
　税の紙芝居の披露を行った。
当日は廿日市税務署より1億円の
レプリカを持参頂き、園児に重
さを体験して頂いた。その後、
紙芝居の贈呈式を行った。
【PR活動】
11月16日（土）
ゆめタウン廿日市店　参加者2名
　税務署関係他団体とともに
オープニングイベントを行った。
催しとして、五日市高校の生徒に
よる書道パフォーマンスのほ
か、ティッシュ配りを行った。
【税の標語　表彰式】
11月13日（水）
金剛寺小学校　参加者2名（副会
長、事務局）
11月15日（金）
五日市高等学校　参加者2名（会
長、事務局）
　税の標語の応募を行い、優秀
作品に対して、表彰式を実施し、
賞状と賞品を贈呈した。

を表彰。

　令和元年11月10日（日）に11
日から1週間「税を考える週間」
を迎えるにあたり、呉市の蔵
元通りで行われた「くれ食の
祭典」において呉間税会（呉
消費税会）は、呉税務団体連絡
協議会と共に呉市文化ホール

広島北間税会

廿日市間税会

【大竹幼稚園】

【知恩幼稚園】

【金剛寺小学校】

【五日市高等学校】

呉間税会

　広島東間税会女性部は、
令和元年11月11日広島市中区
の中心地ヤマダ電機LABI広
島店正面玄関前に、全間連最
優秀作品の税の標語を看板に
掲示し、税の啓発・啓蒙のた
め街頭キャンペーンを実施し
ました。
　この看板は、11月11日から
11月17日まで掲示しました。
　まず、間税会・局署・神戸
税関広島税関支署・県・市の
幹部参加のもと、看板（税の標
語）の除幕式を行ないました。
　その後、中心地本通りパル
コ前に移動し、横断幕を先頭
に会員並びに関係民間団体
（税理士会・納貯・青申会・法人会）の参加のもと、本通
り内を「手をつないで」の音楽を流しながらパレードし、
クリアーファイル、ポケットティッシュを通行人へ約400
セット配布し、PR活動を展開しました。

【街頭キャンペーン】
　11月11日にアルパーク天満
屋東棟連絡通路において、会
員20名、広島西税務署からは
岡本署長他幹部の皆様方が
加わり「世界の消費税」ファ
イルや「国の財政と消費税の
役割」などのパンフレット各
300部を市民に配布し、街頭
PRを実施しました。
【税金展・表彰式】
　税務団体連絡協議会との共
催で、アルパーク天満屋で開
催された「税金展」に「税の
標語」などを展示しました。
　本年は、500件以上の応募が
あり、優秀作品には「広島西
間税会長賞」を授与しました。

【「税に関する川柳・標語」優秀
作品表彰式】
日　時：11月12日（火）
場　所：税務大学校
内　容：広島南税務団体連絡協
議会との共催で「税に関する川
柳・標語」の募集をし、川柳60点、
標語31点の応募がありました。
また、川柳の部において間税会
より2名表彰を受けました。

【「税の標語」表彰式】
日　時：11月27日（水）
場　所：段原中学校
表彰者：…優秀賞1名、入選1名
日　時：12月3日（火）
場　所：翠町中学校
表彰者：…優秀賞1名、入選1名
日　時：12月11日（水）
場　所：宇品中学校

広島東間税会

広島西間税会

広島南間税会

【翠町中学校】

【段原中学校】

【宇品中学校】

「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、街頭広報活動や「税の標語」
の表彰式、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。
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　尾道間税会では、「税を考
える週間」の事業として、中
学生による租税作品のうち
習字入賞作品を11月7日から
13日まで尾道福屋へ展示。
　また、㈱フジグラン尾道へ
11月14日から24日までの間、
税の標語、作文入賞作品、習
字入賞作品と共に中学3年生の習字と、税務協力団体の（公
社）尾道法人会の小学生の絵はがきを展示し、多くの方に
ご覧いただきました。

【「税を考える週間」行事内容
及び写真】
　11月9日福山税務署主催の
「くらしを支える税」をテー
マとしたイベントに協賛し、
ポートプラザ日化において消
費税に関するポスターの展示
やクリアファイル等の配布を
行った。更に、今年は女性
部が主催となって「高校生
による書道パフォーマンス」
を開催し、来場者に税への理
解を呼びかけた。
　また、「小学生の税に関する
絵はがきコンクール」出展作品
のうち、87作品を広島銀行福山営業本部ロビーへ展示し、来
店者に鑑賞いただくと共に、啓発を行った。（11月20日〜 27日）

【税金クイズ】
　10月27日（日）府中学びフェ
スタ会場にて、小学生・中学
生を対象に三択で出題、生き
残り方式で実施をし、正解者
には図書カードを贈呈いたし
ました。
【街頭宣伝】
　11月13日（水）午前7時〜 8時
20分府中駅前において、各団
体が作成している税について
の啓発ツールを通勤・通学者に
配布いたしました。
【税の標語募集及び表彰式】
　府中市内及び神石高原町の
中学3年生を対象に募集を行
い、全国間税会総連合会会長賞の他に広島県間税会連合会
会長賞や府中間税会会長賞など合わせて12の賞を決定いた
しました。11月13日（水）に、府中商工会議所において「令
和元年度 租税教育推進校 税に関する優秀作品等表彰式」
が行われ、そのなかで、府中間税会が募集した『税の標語』
の優秀作品の表彰を行いました。当日は各団体の長（一部
代理）が直接受賞者に表彰状を授与いたしました。

【「税に関する絵はがき、作文、
習字コンクール」への協力参
加】
主催：山口法人会、山口納貯
組合連合会、山口間税会
日時：令和元年11月17日（日）
午前10時30分より
場所：山口市中市町…中市コ
ミュニティーホール…Nacにて
内容：子どもたちに税を正し
く認識してもらうとともに、
税金が生活にどのように役に
立っているかを学習する租税
教育の一環として山口市内の
小学生を対象として「絵はが
き」、中学生を対象として「作文、習字、標語」を募集。
絵はがき161点の応募があり優秀作品12点、習字473点の応
募があり優秀作品10点、作文213編の応募があり優秀作品

尾道間税会

福山間税会

府中間税会

山口間税会

前の広場にブースを設け、「税の寸劇」「税金クイズ」「税の
紙芝居」を行いました。そして、市民に対しクリアファイ
ル・ティッシュ・改正消費税軽減税率制度の周知レジメ等
も400セット配布をいたしました。当日は税を考える週間
を広報する横断幕や幟も掲示し、呉間税会のメンバーも約
15名参加致しました。好天にも恵まれ数万人の非常に多く
の市民も集まっており、非常に盛り上がったイベントにな
りました。来年度以降も続けていきたいと考えています。

　税を考える週間」（11月11
日〜17日）が始まる前の11月
6日に、安芸税務連絡協議会
（広島安芸法人会、海田間税
会、青色申告会、中国税理
士会、安芸地区納税貯蓄組
合連合会の5構成団体）、海
田税務署の役職員により海
田町のJR海田市駅南口で税
を考えようと街頭キャン
ペーンを実施し、消費税の仕組みと国税の財政を説明した
パンフレットなどを通勤、通学者に配布しました。

【合同作品展示】
　庄原税務署の指導によ
り、法人会､ 納貯連、間税
会が合同で作品展示
（11/11〜17・於：ジョイフル）
【合同表彰式】
（11/16・於：ジョイフル）
　1549作品の応募があった。
　今回幹事役の為、司会進
行、主催者挨拶担当。
【くらしと税金の紙芝居】
（11/16　表彰式終了後・於：
ジョイフル）
　くらしと税金の紙芝居を
公演。終了後、紙芝居の中
であき君ともみじちゃんが
買えなかったポテトチップ
スと広報のポケットティッ
シュを配った。又保護者、
関係者方にも童心に戻って
最後までご覧頂いた。尚、ポ
テトチップスは軽減税率で
あることも公演中に説明し
た。
【広報活動】
（11/16・於：ジョイフル）
　庄原税務署、間税会会員
総勢12名でお買い物中のお
客様に、ポケットティシュを配
り、税を考える週間をPRし
た。
【感謝状拝受】
（11/11・於：庄原税務署）
　山本庄原税務署長様から
法人会役員2名と共に三宅
副会長（右2番目）、久保監事
（右端）感謝状を拝受。

　吉田間税会では「税を考
える週間」の事業として、
11月10日に、税務協力５団
体の共同開催で｢税の書道
パフォーマンス｣を実施い
たしました。
　幅広い年代の市民を対象
に、税知識の普及と啓発を目的として、税を考える週間に
合わせた広報イベントで、管内にある全ての高等学校の書
道部に出演依頼して参加校は2校合同での開催となりまし
た。
　｢税の標語｣の表彰式前のアトラクションで、初開催いた
しました。

海田間税会

庄原間税会

吉田間税会

令和元年11月6日 海田市駅前 22名
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寺店で、当会のほか税務署、民間税務団体と職場体験中の
中学生と協力し広報活動を行った。買い物客らに「税を考
える週間です。」と呼びかけながら、税の標語が入った
ティッシュを手渡した。職場体験中の中学生の活躍で、買
い物客への周知ができた広報活動となった。今後も、税知
識の普及と税の理解を求める広報活動を行っていきたい。

【税の標語募集事業】
　瀬戸間税会は、税を考える週間に合わせ「税の標語」と
法人会女性部会主催「税の絵はがきコンクール」、納税貯
蓄組合主催「税の作文、習字」の租税作品の啓発活動を税
務3団体で開催しています。今年度（R1）は7名、14点の応募
があり、会長賞1点、税務署長賞1点、入選5点を選出。11月
15日（金）には、備前市立三石中学校で表彰式を行いました。
瀬戸税務署重廣署長より、税務署長賞を受賞した3年岡﨑
虎太郎さん、瀬戸間税会増永会長より会長賞を受賞した3年
末廣南帆さん他、入選の方々に賞状と記念品が贈られまし
た。また、税を考える週間に合わせ11月11日〜 11月17日
まで、商業施設や公民館、市民センターや郵便局での展示
も行いました。

★瀬戸税務署長賞
「納税で築く安心
　　　価値ある社会」
　備前市立三石中学校3年 岡
﨑 虎太郎さん

★瀬戸間税会会長賞
「明るい社会 支えるための そ
の10％
　納めて私も 社会の一員」
　備前市立三石中学校3年 末廣 南帆さん

【消費税軽減税率導入対
策と支援措置 セミナー開催】
　いよいよ10月1日から消費税
率増税と軽減税率制度が実施
されました。　当会では、法
人会、税務団体協議会と共催
により消費税軽減税率導入対
策と経過措置について、6月19日（水）、7月3日（水）、12日
（金）に軽減税率対策に向けての準備として、備前商工会館
にて全3回シリーズでセミナーを開催しました。中小企業診
断士 安藤覺氏を講師にお招きし、軽減税率制度の概要、
事業者に求められる事務処理、経過措置、インボイス制度
についてわかり安く解説いただきました。

【瀬戸税務署が行った税の啓発活動への協力】
①備前焼祭り会場での税のPR活動
　令和元年10月19日（土）　於：伊部駅周辺

②備前市産業フェスタ会場での税のPR活動
　令和元年11月10日（日）　於：備前商工会館周辺

瀬戸間税会

12編、標語50点の応募があり優秀作品2点、以上36作品を
選出し、表彰並びに募集作品の展示を行いました。私たち
大人が学ぶべき点も多大にあり、改めて子供の教育と税金
の大切さを実感しております。よってこれからもこの啓蒙
広報には、山口間税会として最大の理解と協力体制をもっ
て、活動して参ります。

　12月1日午前10時から周南市徳山保健センターで租税作
品合同表彰式をしました。
　租税作品は、下松市 ゆめタウン下松と徳山駅新幹線改札
口前で2回に分けて展示しました。

　11月10日（日）に、地場産フェア
会場内にて街頭キャンペーンを
行いました。防府税務署の板垣
署長をはじめ、各税務団体より
参加した21名でe-taxのチラシと
野菜の種、ポケットティシュを配
り啓蒙活動を行いました。当日
は快晴の中でのイベントだった
事もあり、多くの方に税金につい
て考えて頂く機会となりました。
　また、12月1日（日）に、防府市
の天神ピアにて中学生の税につ
いての作文・習字入選作品表彰
式が開催され、沢山の応募作品
の中から優秀作品が表彰されま
した。

　厚狭間税会主催で税の紙芝居
（国税庁作成の「ダナの森 ものが
たり」）を令和元年10月30日（水）
美祢幼稚園（山口県美祢市）に
於いて、幼稚園児37名（年長22名、
年中15名）に聞いてもらいまし
た。園児のみなさんと一緒に、
税の大切さを楽しく学び、【税金】
という言葉を知ってもらうこと
が出来ました。園長先生をはじ
め先生方には、難しい話かとお
もったけど、紙芝居の内容は非
常にわかりやすかったと好評を
得ました。他にも、9月28日（土）同市の美祢ランタンナイト
フェスティバル開催会場にて、来場者を対象に税の紙芝居
を上演しました。

⑴…街頭広報活動と宣伝カーによる
広報
　岡山東間税会では「税を考え
る週間」の間（11月11日〜 17日）、
岡山東税務署管内の納税者にPR
するために、11月11日（月）に街頭
広報活動と宣伝カーの出発式を
行いました。
　街頭広報では岡山東税務署、備前県民局、岡山東納貯連、
岡山東青申会の皆様と当会の役員・会員合わせて50名が、
表町商店街を通行されている方々に広報グッズを配布しま
した。
　街頭広報終了後、出発式に移り、岡山東間税会青年部の
和氣部長が出発宣言を行い、宣伝カーに乗り込み大勢の皆
さんの拍手に見送られ、出発しました。

　11月14日にゆめタウン邑久店、天満屋ハピータウン西大

徳山間税会

防府間税会

厚狭間税会

岡山東間税会

西大寺間税会
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約35,000人を対象に消費税
クイズおよび1億円レプリカ
の体験をしていただきまし
た。併せて消費税引き上げに
伴う軽減税率制度の概要主
要品目の区分けなどパネル
設置による広報も実施。
　税務署員の協力もあり、当
ブースは家族連れで大賑わいとなり準備していた500個の
景品お菓子、広報用チラシも品切れ状態となり予定時間よ
り早い店じまいとなりました。

　出雲間税会では、税を考え
る週間にあたり、11月15日
「“世界の消費税” 図柄刷り
込みクリアファイルを内田
会長より出雲市教育委員会
の槇野教育長に贈呈しまし
た。贈呈したクリアファイル
とパンフレット1730部は教
育委員会を通じて、出雲市
内の小学校34校の6年生全員
に配布し、租税教室等の授
業に活用していただきます。
　また、間税会は税務署と
法人会の共催事業として、
税を考える週間初日の11月
11日にJR出雲市駅及びゆめ
タウン出雲で街頭啓発キャ
ンペーンを実施しました。
当日は、出雲税務署の幹部
職員や間税会と法人会の正
副会長らが、税を考える週間
のポケットティシュや消費税
の完納、e-Taxの推進チラシ
などを駅の乗降客や大型店
の来店客らに配布しました。

　石見大田間税会では、「第
23回税を考える週間事業」の
一環として、恒例の税の標
語や税金クイズを実施しま
した。
　税の標語は、会員企業や
一般の方を対象に文書や大
田商工会議所のホームペー
ジ等で募集をしたところ、
今年度は36作品の応募があり、役員会で選出した最優秀作
品を11月17日に大田商工会議所で開催された「租税作品合
同表彰式」において「石見大田間税会会長賞」として表彰
しました。
　税金クイズは、軽減税率の問題を含めて全3問を葉書に記
載して配布したところ、今年度は154通の応募があり、正解
者から抽選で20名を選出し、会員事業所で使用できる商品
券を発送しました。

【第8回租税作品合同表彰式
を開催】
　「税を考える週間（11月11
日から17日）」行事として第8
回目となる租税作品合同表彰
式が、11月16日（土）ゆうひ
パーク浜田のアトリウムに
おいて開催されました。
　浜田法人会が主催、浜田
間税会は後援して実施しま
した。
　今年度の租税作品の参加
校は、36校で応募作品829作
品の応募をいただき、優秀作品39名と租税教育推進校1校
の表彰が行われました。
　この租税作品合同表彰式は、一般に公開する形での表彰
式として、市民の皆様にも祝福される恒例行事となってお
ります。

出雲間税会

石見大田間税会

浜田間税会

⑴�広報P R活動並びに税金
キャッシュレスアンケート
　11月10日（日）に、玉島市
民交流センター及び駐車場
を会場に開催された「玉島
ふるさとふれあい物産展」
に参加しました。当日は、天
候に恵まれ多くの人出で賑
わいました。
　会場では、玉島税務署・（公社）玉島法人会・玉島青色申
告会と連携し、玉島税務署からは、水田聡美署長ほか幹部
の皆様や各会の役員・会員の皆様が参加して、キャッシュ
レスについてアンケート調査を行いました。多くの親子連
れ一般市民の方の参加をいただき、盛況のうちに終了しま
した。
　また、本年度は「税の標語」の作品募集を実施し、7校
から720点の応募がありました。優秀作品については、会
場で展示し多くの方が観覧されました。
　今後も継続して税の啓発・PRに努めていきたいと思い
ます。

⑴�「税に関する作文・習字」
作品の選考と展示
　笠岡間税会は、笠岡税務
署管内納税貯蓄組合連合会
主催の「税に関する作文・
習字」に協賛しております。
　今回は、管内16の中学校
から作文270点、習字31点の
応募があり、9月17日には審
査会が開催され厳正な審査
の結果、作文9点と習字9点
が選ばれました。
　応募作品は、笠岡シーサ
イドモールをはじめ井原駅
ややかげ文化センターなど
で税を知る週間に合わせて管内の各地域で展示されました。
　なお、表彰式は12月7日に他の租税協力団体と合同で行わ
れます。

　税を考える週間にあわせ
て11月14日（木）高梁税務署
管内納税貯蓄組合連合会と
共同で「消費税の期限内完
納」を呼びかける花壇を高
梁税務署に寄贈いたしまし
た。また、同日高梁市役所
1F市民ホールにおいて租税
作品表彰式を開催し、『税の
標語』の最優秀作品2点を高
梁税務署長賞、高梁間税会
会長賞として、『税に関する
作文』においても優秀作品
を、高梁間税会会長賞とし
て表彰並びに副賞を贈呈い
たしました。

【消費税クイズ】
日時
令和元年11月3日（日）
午前11時〜午後2時30分
場所
鳥取駅前　
若桜街道歩行者天国
間税会 青年部部長他7名
鳥取税務署 署長他5名
【内容】
　例年同日開催される「第42
回 鳥取市 木のまつり」に本
年も鳥取間税会ブースを設
置し、メインストリート歩行
者天国での開催、当日来場者

玉島間税会

笠岡間税会

高梁間税会

鳥取間税会
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ご相談内容に応じて、以下のお問合せ先にご連絡ください。

（転嫁・価格表示・便乗値上げ等に関する政府共通の相談窓口）

【フリーダイヤル】 【受付時間】９ ００～１７ ００（土日祝除く）

（軽減税率制度に関する相談窓口）

【フリーダイヤル】 【受付時間】９ ００～１７ ００（土日祝除く）

（キャッシュレス・消費者還元事業に関する問合せ窓口）

【ナビダイヤル】 【受付時間】 ００～１ ００（土日祝除く）

（軽減税率制度の実施に伴う価格表示の方法に関する相談窓口）

（代表）

〈令和元年１ 月〉広島国税局

国税庁ホームページ内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」では、軽減税率制

度等に関する各種情報を掲載しています（随時更新中）。

主な項目の概要とポイントをご紹介します。

区分経理の留意点、申告の基本的な流れや申告の手引き、各種様式等を掲載しています。

「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除

の考え方」、「確定申告に関する情報」など、申告に関する情報を掲載しています。

各署で開催する説明会の日程を掲載しています。

説明会に参加できない事業者の方は「国税庁動画チャンネル」をご覧ください。

軽減税率制度等に関する各種情報（リーフレット、Ｑ＆Ａ、

、様式等）を掲載しています。

「Ｑ＆Ａ等目次一覧」からＱ＆Ａの各問をご覧いただけます。

従業員研修等として「 」をご利用いただけます。

軽減税率制度実施後における消費税申告に関する各種情報

消費税軽減税率制度説明会の開催

消費税軽減税率制度実施に関する各種情報

消費税価格転嫁等総合相談センター

令和 年 月に公開予定の国税庁ホームページの「確定申告書等作成

コーナー」では、「課税取引金額計算表」の内容を画面の案内のとおり

に入力することにより、消費税確定申告書を作成することができます。

消費税軽減税率電話相談センター

消費者庁表示対策課

ポイント還元問合せ窓口
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事 務 局 の 介紹事 務 局 の 介紹
三次間税会
　三次間税会（会長 佐藤明寛）は現在12名の役員を
中心に126名の会員の皆様と共に地元高校生への租
税教室、幼稚園や保育園への「税の紙芝居」配布
や会員を中心とした税務研修などの開催による税
知識の高揚や啓発活動事業を行っています。
　事務局は会長の会社内に置き、法人会や青色申告
会、納税貯蓄組会、小売酒飯組合等「三次税務団体協
議会」の一員として他団体とも協調し、より広域に税
に関する広報活動や啓発活動に頑張っております。
　今後は、三次間税会独自の活動が出来るよう、
また会員の皆様が楽しん参画
して頂けるような事業を計画
して行きたいと思っています。

【事務局】
〒728-0021
三次市三次町1312-1…㈱東洋広告内
TEL… 0824-63-5108
FAX… 0824-63-5104

全国２００万世帯への通販企業です
美味しい食品やおもしろい雑貨など生産者・メーカー様からの商品提案を
お待ちしています
www.yamaki.co.jp

尾道間税会
　尾道間税会は会員数227件で、尾道税務署管内の
尾道市・世羅郡の事業所会員により組織構成され
ております。2019年度より「税の標語」に取り組
み　学生を対象とした「税についての作文・習字」
募集事業にも力を入れております。
　今後とも尾道税務署や税務関係協力団体と連携
し、当会役員・会員の皆様のご協力もいただきな
がら租税教育の推進や税に対する理解を深める活
動をおこなって参りたいと思います。

【事務局】
〒722−0035
広島県尾道市土堂
2-10-3
尾道商工会議所内
TEL… 0848-22-2165
FAX… 0848-25-2450
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芋　煮
　炙り鯛で出汁をとり、里芋
を鯛のほぐし身とともに煮て
頂きます。薬味に柚子皮や春
菊をそえますが、炙り鯛の香
ばしい出汁の旨味と里芋本来
の味が楽しめるシンプルな芋
煮です。

提供　島根県間連

～事務局からのお知らせ～
広島国税局間税会連合会のホームページを是非ご覧ください！！

【アドレス】
www.hiroshima-kanzeikai.jp

【主なコンテンツ】
１．ご挨拶
２．間税会組織図
３．活動報告・お知らせ
４．会報等

ホームページは
こちら！

ぜひ見に来て
くださいね！


