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（文・写真：岡山県間税会連合会）備中松山城（国指定重要文化財）
　標高430ｍの臥牛山頂上に建つ天守は、国の重要文化財に指定され、現在天守を持つ山城としては最も高い
所にあります。登城坂の周囲は、高さ10ｍを超える巨大で切り立った岸壁がそびえ、難攻不落の名城の面影
をうかがい知ることができます。近年、幻想的な雲海に浮かぶその姿から、『天空の山城』として注目を集め、
2018年7月下旬から備中松山城に住み着いた元飼い猫 “さんじゅーろー” が登場、その愛くるしい姿がSNSで
瞬く間に広がり、多くのマスコミでも報道されました。同年12月には正式に猫城主に就任、午前10時と午後
2時に行われる猫城主の「城内見回り」が大人気を呼んでいます。
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《謹んで新年のご挨拶を申し上げます》

池
い け

田
だ

　晃
こう

治
じ

広島国税局間税会連合会　会長

年頭所感

　令和３年の年頭にあたり謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。
　先ずは、新型コロナウイルス感染症により
影響を受けられている皆さまに心からお見舞
いを申し上げます。また、日夜最前線で治療
や看護に力を尽くされている医療従事者の皆
さまに心よりの感謝と敬意を表します。
　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
にありがとうございます。
　また、国税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
く御礼申し上げます。
　昨年を振り返ってみますと、「新型コロナ
ウイルス感染症」一色に染まった一年であっ
たように思います。当該ウイルスが世界的に
猛威を振るう中、我が国でも感染拡大の影響
から、４月には初の緊急事態宣言も発出さ
れ、経済活動や国民生活において一定の制限
や自粛が強く求められるなどした結果、飲
食・観光を始め国内経済は大きな打撃を受け
る事態となりました。また、国を挙げた一大
イベントとして昨夏に予定されていた東京オ
リンピック・パラリンピックの開催が延期す
るなど、大きな影を落とすこととなりました。
　今もなお、予断を許さない状況にはありま
すが、本年中には国内でもワクチンの接種が
開始される見通しであり、事態の早期収束を
祈るばかりです。
　一方では、宇宙航空研究開発機構が開発し
た、小惑星探査機「はやぶさ２」による小型
惑星リュウグウへの着陸・サンプル回収が成

功し、惑星誕生や生命の起源の解明におい
て、大きな足掛かりとなり得る成果を上げた
という明るいニュースもありました。
　さて、間税会の関連で申しますと、令和元
年 10 月から消費税率 10%への引き上げと軽
減税率制度の導入が併せて実施されました
が、大きな混乱もなく一年余りが過ぎまし
た。さらに、令和５年 10 月からは仕入れ税
額控除の仕組みとして「インボイス制度」が
導入される予定であるなど、消費税制度も新
たな時代を迎えようとしており、消費税につ
いての理解を啓蒙する団体としての間税会の
役割もますます重要になってまいります。か
かる中、「税を考える週間」の恒例行事であ
る『税の標語』の募集においては、当連合会
管内で 20,357 点の応募があり、コロナ禍に
ありながらも着実な活動が実を結んでいるも
のと感じております。
　会員の皆さま方におかれましては、各税務
署との適切な連携のもと、会員増強による組
織の拡充や、消費税の啓発活動に積極的に努
めていただき、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上げます。
　結びに、本年も会員の皆さま方におかれま
して輝かしい年となりますよう、心からお祈
り申し上げます。
　また、国税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、新年の挨拶とさせて
いただきます。
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広島国税局長

《謹んで新年のご挨拶を申し上げます》

年頭の御挨拶

　令和３年の年頭に当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。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症が世界
的に流行し、我が国の国民生活や経済活動に
も甚大な影響がありました。この度の新型コ
ロナウイルス感染症による影響を受けられた
皆様に対し、心からお見舞い申し上げます。
　年が明けましたが、新型コロナウイルス感
染症の影響については予断を許さない状況が
続いています。当局においては、納税者の皆
様の実情に耳を傾けつつ、今後も丁寧な対応
に努めてまいります。
　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、中学生等に対する「税の標語」
の募集に積極的に取り組まれるなど、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
頼を得ることが重要と考えております。
　さて、インボイス制度について、消費税の
仕入税額控除の方式として令和５年 10 月か
ら導入される予定であり、本年 10 月には適
格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始
されます。
　インボイス制度の円滑な導入に向けては、
事業者の皆様に制度の理解を深めていただい
た上で、それぞれの事業の実態に応じた対応
や準備を進めていただくことが重要です。
　当局としましては、引き続き関係民間団体
の協力も得ながら、関係省庁と緊密に連携の
上、周知・広報などに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。
　また、e － Tax の利用推進につきまして
も、令和２年６月から利用可能となった揮発
油税及び地方揮発油税、石油ガス税の申告手
続での御利用をお願い申し上げます。
　結びに、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。
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県間連会長からの年賀状

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



（5）

叙勲表彰・納税表彰おめでとうございます
　令和2年春の叙勲受賞者表彰で、久保弘睦氏が受章されました。
　令和2年度納税功労者表彰式・広島国税局納税表彰式は、新型コロナ感染防止の為、開催中止と
なりました。
　間税会関係では、財務大臣表彰を土岡正和氏、国税庁長官表彰を豊田弘光氏、中西巧氏の両名
が受彰されました。
　また、国税局長表彰を、福濱秀利氏、河内正晴氏、西上至氏、石井千之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、14名が受彰されました。

国 税 庁 長 官 表 彰

国 税 局 長 表 彰

豊
とよ

田
た

　弘
ひろ

光
みつ

　氏
広島国税局間税会連合会 理事
山口県間税会連合会 副会長
厚狭間税会 会長

福
ふく

濱
はま

　秀
ひで

利
とし

　氏
広島国税局間税会連合会 理事
島根県間税会連合会 副会長
浜田間税会 会長

西
にし

上
かみ

　至
いたる

　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
庄原間税会 会長

中
なか

西
にし

　巧
たくみ

　氏
広島国税局間税会連合会 常任理事
岡山県間税会連合会 副会長
岡山西間税会 会長

河
こ

内
うち

　正
まさ

晴
はる

　氏
広島県間税会連合会 理事
広島西間税会 副会長

石
いし

井
い

　千
ち

之
ゆき

　氏
広島県間税会連合会 理事
東広島間税会 副会長 

叙勲受彰者
旭日小綬章

納税功労表彰受彰者
財務大臣表彰

久
く

保
ぼ

　弘
ひろ

睦
のぶ

　氏
全国間税会総連合会 常任理事
広島国税局間税会連合会 副会長
広島県間税会連合会 会長
広島西間税会 会長

土
つち

岡
おか

　正
まさ

和
かず

　氏
広島国税局間税会連合会 専務理事
広島県間税会連合会 専務理事
呉間税会 副会長

税 務 署 長 表 彰
森　紳二郎氏（米子間税会）
山本　圭子氏（松江間税会）
内藤　隆志氏（益田間税会）
土屋　直人氏（岡山東間税会）
西尾源治郎氏（岡山西間税会）

薮井　良樹氏（瀬戸間税会）
古谷　健一氏（児島間税会）
猪木洋二郎氏（玉島間税会）
吉永　　篤氏（三原間税会）
眞田　洋平氏（府中間税会）

山本　繁生氏（廿日市間税会）
城本　健司氏（海田間税会）
澤井　政一氏（光 間 税 会 ）
湯城　明彦氏（厚狭間税会）
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全間連第47回通常総会開催中止
　令和2年9月10日（木）開催予定の、全国間税会総連合会「第47回通常総会（仙台大会）」は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の観点から、会議を中止し、「書面審査」により、議案処理を行うこととなりました。
　また、第42回青年部通常総会及び第39回女性部通常総会についても、同様に、「書面審査」により議案
処理が行われました。

【正副会長会議】
　令和2年11月20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。
　会議では、令和2年度上期の事業報告及び決算報告の後、令和2年度
納税表彰者の紹介、令和2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3年5月27日（木）、「第48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。

局間連・業種別部会・単位会の動き 局間連
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　全国間税会総連合会が募集した、令和2年度「税の標
語」には全国から373,115点の応募がありました。広島
局間連からは、20,357点の応募があり、下記の通り、全
間連「佳作」1名、「入選」16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▲1,381点、応募単位会は、
昨年と同じく34単位会となっております。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2年度「税の標語」入選作品（広島局間連分）

　　　　（山口間税会）� �
納税の　初めの一歩は　消費税� �
… 松重　真治
　　　　（広島東間税会）� �
税金は、自分の老後への　未来投資� �
… 崇徳高校　加美　光太
　　　　（広島西間税会）� �
消費税　みんなで築こう　豊かな未来� �
… 田島　久子
　　　　（海田間税会）� �
税金は、未来にわたす　おくりもの� �
… 熊野第二小学校　米田　晴海
　　　　（府中間税会）� �
学んでみよう　税が支える　みんなのくらし��
… 府中明郷学園　森本　杏莉
　　　　（三次間税会）� �
税金は　社会を支える　大黒柱� �
… 吉迫　希美
　　　　（庄原間税会）� �
緊急事態　活躍するのは　皆の税� �
… 荒木　陽成
　　　　（徳山間税会）� �
税を知る　未来の社会へ　続く道� �
… 多田　悠人

佳　作

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

　　　　（厚狭間税会）� �
税金に　思いは一つ　住みよい社会� �
… 久保　遼空
　　　　（宇部間税会）� �
税のこと親子で話して考えよう　より良い未来と　自分のために��
… 藤井　京子
　　　　（長門間税会）� �
税金で　未来の暮らし支え中　私も消費税で参加中��
… 長門市立仙崎小学校　吉津　紅羽
　　　　（岡山東間税会）� �
チョコを買う　ぼくも小さな　納税者� �
… 岡山市立操南小学校　久戸瀬　旭
　　　　（岡山西間税会）� �
なぜ必要　どう使われる　税を知ろう� �
… 松尾　仁稔
いつまでも　未来へつながる　消費税� �
… 坪内　芹奈
　　　　（西大寺間税会）� �
税金で　未来に笑顔を　創り出す� �
… 森本　晃永
　　　　（倉敷間税会）� �
税金で　コロナに負けない　国づくり� �
… 中島　依楓
　　　　（玉島間税会）� �
消費税　みんなのための　未来貯金� �
… 倉敷市立玉島東中学校　小川　心暖

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

【全間連】
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… 役員…4名…鈴木…会長、山下…副会長、
… 深田…副会長、沢谷…理事
… 事務局…2名
　11月9日（月）、廿日市税務署を訪問。署長を含め、
4名の上席の方と面談の席を設けていただいた。
上記の期間、贈呈した生花を、税務署ロビーに飾
らせていただいた。

　去る11月17日火曜日に呉間税会女性部が
税を考える週間の事業として、呉市栃原町
にある昭和保育園及び幼稚園において、税
の紙芝居の読み聞かせと贈呈式を開催した。
当日は水野女性部長、土岡副部長外間税会
役員計4名のほか呉税務署より、今村久子副署長並びに木吉俊之
法人一統も同行され、園児約100名に税の大切さを伝えることがで
き有意義な時間となった。
　また、世界の消費税刷り込みクリアファイルを租税教育に使う
ために呉税務署に3000枚、市民に対しての啓蒙活動として、呉市
に500枚を寄贈し市役所窓口等で配布していただくことになった。
　本年度はコロナ禍の影響で、呉間税会として近年「呉の食の祭典」
での税を考える週間の事業として行ってきた街頭広報活動も中止
となったが、次年度以降はコロナ禍の状況に拠るが、是非開催し
たいと考えている。

　海田間税会では、税を考える週間に合わ
せて2つの活動を行いました。
①…税の標語については、1873点の応募があ
りました。表彰式を11月10日の海田町織
田スクエア―を皮切りに4か所で開催し
11名の小学生を表彰致しました。
②…税の紙芝居について、海田税務署の協力
を得て動画を作成しユーチューブにア
ップしています。1回目は9月23日から始
まった熊野バーチャル筆祭りで、2回目は海田間税会として11
月からアップしています。

　去る11月12日、広島北税務署の納税表彰
式がコロナの感染拡大予防を目的として
税務署での全体開催が中止になった事を
受け、納税貯蓄組合と間税会の二団体合同
の小規模な表彰式を広島北間税会事務局
の会議室で開催しました。
　広島北間税会からは、すでに褒章をいた
だかれている税理士の杉山筆頭副会長と真
木青年部長が署長感謝状を受賞されました。
　今年はコロナの影響で会費未納者の退会申出が増え、未納分の
催促合戦も惨敗に終わり、多くの退会者を出してしまいました。
今までは未納者に何とか退会だけは思いとどまってもらっていま
したが、コロナによる打撃はかなり深刻ですが、再度会員獲得に
向かって行く所存です。

　尾道間税会では、「税を考える週間」の事業と
して、11月5日から26日までの間、㈱フジグラン
尾道へ税の標語入賞作品・中学生の税の作文入賞
作品、習字入賞作品及び、応募いただいた中学
3年生の習字を展示いたしました。
　また、税務協力団体の（公社）
尾道法人会の小学生の絵はがき
も展示し、多くの方にご覧いた
だきました。

呉間税会

海田間税会

広島北間税会

尾道間税会

　広島東間税会女性部は、令和2年11月11
日広島市中区の中心地ヤマダデンキ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。
　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。
　例年であれば、式終了後、中区本通りパ
レードとクリアファイル他の配布を行っ
ておりましたが、本年は新型コロナウイル
ス感染拡大防止の為、中止と致しました。

● 「税に関する川柳・標語」優秀作品表彰式
日　時：11月12日（木）　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29点、標語16点の応募がありました。また、
間税会より川柳の部より2名、標語の部より2名、表彰を受けました。
●「税の標語」表彰状・記念品授与
日　時：12月14日（月）　場　所：宇品中学校
表彰者：優秀賞…2名、入選…4名
日　時：12月14日（月）　場　所：翠町中学校
表彰者：優秀賞…1名、入選…1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、229点の応募がありました。今年度は新
型コロナウイルス感染対策防止の観点から表彰式は行わず、各学
校担当者様宛に授与致しました。
●女性部「税の紙芝居」贈呈
　今年度は新型コロナウイルス感染防止
対策の観点から、11月11日（水）第二みみょ
う保育園様へ、郵送による贈呈とさせてい
ただきました。

● 税の標語 表彰式
11月11日（水）… ①金剛寺小学校……授与者4名（会長、事務局）
… ②原小学校……授与者1名（会長、事務局）
11月12日（木）… ①富士企業株式会社（会長、事務局）
… ②五日市高等学校……授与者2名（会長、事務局）
11月16日（月）… ①平良小学校……授与者6名（会長、事務局）
… ②村上産業株式会社…授与者1名（会長、事務局）
11月17日（火）… ①阿品台西小学校……授与者5名（会長、事務局）
税の標語を募集し、優秀作品は、賞状と賞品をもって表彰した。

● 女性部 廿日市税務署への生け花贈呈
期　間：11月9日（月）〜11月17日（火）
出席者：…廿日市税務署…4名
… 税務署長…足立…道夫…様、
… 副署長…毛利…徹…様、
… 法人課税第一部門…統括…作野…和教…様、
… 総務課長…寺本…泰久…様

広島東間税会

広島南間税会

廿日市間税会

「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。
　昨年は、コロナ禍にも関わらず、間税会において、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」の表彰式などを開催しましたのでご紹介します。

写真：広島南間税会
会計理事・青年部長

杉原 雅文

【村上産業株式会社】【平良小学校】 【阿品台西小学校】

【金剛寺小学校】 【原小学校】 【五日市高校】
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対象および参加者：宇部市内中学校の入賞者およびご父兄の皆様、
宇部税務懇話会…所属団体の代表者などご来賓の皆様、宇部税務署…
署長および担当職員の皆様、宇部税務署管内納税貯蓄組合連合会…
会長および担当役員の皆様、宇部間税会…会長および担当役員、お
買い物等の目的で会場にお立ち寄りくださった市民の皆様、以上、
推計約50名
内　容：「中学生の税に関する優秀作品表彰式」
昨年度から「税の標語」募集について宇部
間税会独自の賞を設け、宇部税務署管内納
税貯蓄組合連合会様との共催で合同表彰
式を行っています。今年度は、全生徒数の1
割を超える380名より517作品の応募があり、
全間連入選1作品、宇部税務署署長賞1作品、
宇部間税会会長賞1作品を表彰しました。
新型コロナ対策で昨年より規模を縮小し
ましたが、多数のご来場を頂きました。当
日ご欠席の生徒さんおよび他の入賞作品
については、後日学校を訪問し個別に表彰しています。

　コロナ禍で夏休みが短縮された中、長門
市管内11小学校に募集した「税の標語」は、
心配もよそに656点と昨年を大きく上回る、
多数の応募を頂いた。その中より「全間連
会長賞」「長門税務署長賞」をはじめ、優秀
な作品36点を選別し、表彰した。特に「長門
税務署長賞」は中野署長に直に児童に手渡
して頂いた。優秀作品36点は、法人会の「絵
はがき」・納貯連合会の「作文・習字」と11月
11日〜24日の2週間、長門市役所ロビーとショッピングセンター…
フジ長門店において合同で展示を行い、市民の皆さんにも見て頂
いた。こうした地道な活動が納税の高揚に繋がれば幸いである。

●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」（11
月11日〜17日）のPRために、週間初日の11
月11日（水）に街頭広報活動と広報車の出発
式を行いました。
　街頭広報では感染対策を行い、岡山東税
務署よりイータ君を始め、備前県民局、当
会の役員・会員…合わせて40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。
　また、広報車の出発式では、濵村署長・浅野会長の挨拶のあと、川
口女性部長が広報車に広報プレートを貼付し、和氣青年部長が出発
宣言後、広報車に乗り込み出席者の拍手に見送られ、出発しました。

●税の標語
「なぜ必要…どう使われる…税を知ろう」
全国間税会総連合…入選作
岡山西間税会…最優秀賞
学校法人朝日学園…朝日塾小学校6学年
松尾…仁稔（まつお…のりとし）君
　税金の大切さをよく考えながら、「なぜ
税が必要なのか、税がどう使われるのか」
を自ら積極的に知ろうとし、また、周囲の人たちにも知ってもら
いたいとの思いが込められている良い作品です。
　令和2年11月25日、朝日塾校長室にて当会中西…巧会長から全間
連表彰状と記念品を贈呈。その後FM79.0MHｚ…Radio…MOMOに
おいて12月2日「〜朝刊ラジオ〜元気！おかやま」に出演収録（12
月24日放送）した。
　当会における税の標語の応募数は、3,966編。昨年より1,225編増
加し、学校の先生方や保護者の方からの応募もあり、間税会活動
に定着している。

●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（R2）は28名、48点の応募があり、会長賞1点、税務署長
賞1点、入選4点を選出。11月13日（金）には、備前市立三石中学校で
表彰式を行いました。瀬戸税務署新美署長より、税務署長賞を受
賞した1年島津虹瑚さん、瀬戸間税会増永会長より、会長賞を受賞

長門間税会

岡山東間税会

岡山西間税会

瀬戸間税会

　女性部主催の税への理解を呼びかける
書道パフォーマンスとして、広島県立大門
高等学校書道部の皆様に作品を書き上げ
ていただいた。その様子の映像を「第20回
絵はがきコンクール表彰式」（11月8日）でご
覧いただき、作品はゆめタウン福山に展示
した。（11月7日〜30日）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
一部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16日〜27日）。

日　時：…令和2年11月9日…16時〜16時30分
場　所：ショッピングセンター…「ジョイフル」
内　容：「ティッシュ配り」　人　数：9名
　新型コロナの影響もあり、例
年の表彰式、税の紙芝居の中止。
　庄原税務署長をはじめ間税
会役員で平日の夕方、買い物客
に税の啓蒙を呼びかけました。

　「税に関する絵はがき、作文、習字、標語
コンクール」への協力参加租税教育の一環
として山口市内の小学生・中学生を中心に
各作品を募集。その中から絵はがき12点、
習字11点、作文3編、標語5点の優秀作品を選出し、表彰並びに募集
作品の展示を市内5か所にて行いました。改めて子供の教育と税
金の大切さを実感し、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。

　令和2年11月10日ホテルサンルート徳山
にて、徳山周南法人会と共催して、「税の講
演会」を46名の参加で開催しました。
　講師は、広島国税局　課税第二部長　木阪隆一様で、「もっと知
りたい税のこと」の演題で約一時間の講演をしていただきました。

　11月7日（土）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。例年で
は、花の種と一緒にe-taxのチラシを配布
するところですがコロナ禍の影響により
規模を縮小し、ブース出展での啓蒙活動を
行いました。
　また、11月9日（月）〜18日（水）に、防府市
のルルサス防府にて中学生の税について
の作文・習字入選作品が展示され、沢山の
応募作品の中から優秀作品が表彰されました。

【PR活動】
日　時：11/9（月）〜11/15（日）
場　所：厚狭駅構内
内　容：コロナ禍のため、活動自粛が求め
られるなか少しでも多くの方に、財政・税
制のあり方等を考えるきっかけになれば
と思い管内駅構内に全間連統一ポスター
を掲示しました。

【税の標語　受賞作品展示】
日　時：11/7（土）〜11/15（日）
場　所：おのだサンパーク
内　容：管内中学校へ税の標語を募集し、418作品の応募がありま
した。このうち優秀作品2作品を他の租税作品（絵はがきコンクー
ル・習字・作文）と一緒に展示しました。

実施事項：…中学生の税に関する優秀作品表彰式
主催者：…宇部税務懇話会、宇部税務署管内納税貯蓄組合連合会、宇

部間税会共催
開催月日：…11月15日（日）
場所：…フジグラン宇部…1階（宇部市明神町三丁目1番1号）

福山間税会

庄原間税会

山口間税会

徳山間税会

防府間税会

厚狭間税会

宇部間税会
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した3年市原琉良さん他、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16日〜12月24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
　「税金で　豊かな暮らし　明るい未来」
　備前市立三石中学校1年　島津…虹瑚（しまづ…にこ）さん
○瀬戸間税会会長賞
　「皆が豊かに暮らすために　皆で考えよう　税について」
　備前市立三石中学校３年　市原…琉良（いちはら…るい）さん

【広島国税局間税会会長賞を受賞】
　納税貯蓄組合主催による「中
学生の税の習字」での租税作品
の中から、このたび赤磐市立赤
坂中学校3年…清野…未裕（きよの…
みゆう）さんが、広島国税局間税会会長賞を受賞されました。それ
に伴い、令和2年11月18日（水）赤磐市立赤坂中学校の全校集会に
於いて、瀬戸間税会増永会長より表彰状の授与が行われました。

　令和2年11月7日（土）玉野市宇野のショッ
ピングモール・メルカにて、13時より役員7
名と、玉野税務署、玉野税務協力団体協議
会とともに、恒例となっている「税を考え
る週間」のPR活動を行いました。例年と同
様、ご当地キャラ「東児ライダーエイト」の
怪獣たちと玉野市出身の漫画家いしいひ
さいちさんの作品の主人公「ののちゃん」
も参加しました。メルカを訪れた人に、税の啓発活動のティッシ
ュとマスク入れを500セット受け取っていただきました。今年は
コロナ対策として手渡しの配布はやめて、受け取っていただく形
にしたので、配布しきれるかが心配されましたが、無事全てのセ
ットを配布する事ができました。

　令和2年度の「税の標語」は玉島税務署
管内の中学校5校から804点の応募があり
ました。
　9月16日に、玉島税務署で玉島税務署長
と玉島間税会役員で最終審査が行われ玉
島間税会会長賞、玉島税務署長賞を含む16
点が選ばれました。11月6日に受賞された
中学校を玉島間税会野田会長が訪問し、表
彰式を行い、受賞者には賞状と記念品が贈られました。
　優秀作品は「税を考える週間」にあわせて他の租税協力団体の
作品と一緒に11月7日〜17日まで玉島市民交流センターに展示さ
れ多くの方が観覧されました。
　また、11月12日には玉島税務協力会役員会に出席し所属団体及
び関係機関と活動報告、意見交換を行いました。

　税を考える週間にあわせて11月13日（金）
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すると共に、税の
標語の優秀作品を花壇後方部に掲示しま
した。また、同日高梁市図書館4F多目的室
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。

玉野間税会

玉島間税会

高梁間税会

　出雲間税会では、税を考える週間に先立ち、10
月29日に“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杉谷教育
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1740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、
教育長からは「毎年
継続して寄贈してい
ただきありがたい。
社会科の授業に活用
させていただきます」と、謝意が示されました。
　また、税を考える週間には例年間税会役員による街頭キャンペ
ーンを実施しておりますが、今年は新型コロナウイルス感染症に
関する影響により中止し、イベント会場などに「税を考える週間
のPRコーナーを設置し、来場者にティッシュ等を配布しました。

　石見大田間税会では、「第24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41作品の応募があり、一点の最優秀作品を選出いたしま
した。
　税金クイズは、消費税や国債の発行に関する問題など、全3問を
葉書に記載して配布したところ、今年度は181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。
　租税作品合同表彰式は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影
響で中止となったため、各学校や事業所にて表彰を実施いたしま
した。

　「税を考える週間（11月11日から17日）」
行事として今年で第9回目となる租税作品
合同表彰式は、新型コロナウイルス感染症
対策等を考慮して中止となりました。今年
度は、合同表彰式を実施しないで、賞の贈
呈は学校単位の個別対応（学校に出向いて
の表彰式、又は郵送による送付）としました。
　今年度の租税作品は、参加校小中高36校
で816作品の応募をいただき、優秀作品35
名と租税教育推進校1校の表彰を行いまし
た。作品展示は、ゆめタウン浜田他11会場
で展示しました。

　租税教育の一環として、世界各国の消費税率
などを紹介したクリアファイル（全国間税会総
連合会作成）を令和2年度も、益田市、津和野町
及び吉賀町一市二町の全中学生1446名に贈呈し
ました。当該事業は、3年毎に実施しており、当
日は益田市役所を訪れ柳井教育長、税務課
長、松浦益田税務署長同席のもと、山崎会
長から山本浩章市長に贈呈致しました。ク
リアファイルが子供たちの租税教育の一
助になることを願っております。

出雲間税会

石見大田間税会

浜田間税会

租税作品の展示（11月11日
から11月17日）

11月24日浜田間税会会長か
ら浜田間税会会長賞を授与

益田間税会
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事 務 局 の 介紹事 務 局 の 介紹
隠岐島間税会
　隠岐島間税会（会長　髙梨礼三）は日本海にある
4つに分かれている有人島、隠岐諸島を管轄する島
根県西郷税務署管内の事業所会員・個人会員により
構成されています。事務局は（公社）隠岐法人会内
に設置されており、2名が事務局員として会員の皆
様のお手伝いをさせて頂いております。
　会員が各島に分かれて存在していますので、事業
を実施していく上で大変な面もありますが、今後

も創意工夫をしながら講演会や研修会他、税に関す
る啓発活動を実施していきたいと思います。
【事務局】
〒685－0013
島根県隠岐郡隠岐の島町
中町目貫の二…54 -1
隠岐法人会内
Tel：08512-2-2824
Fax：08512-2-2460

１．ご挨拶
２．間税会組織図

３．活動報告・お知らせ
４．会報等

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 ! !

www.hiroshima-kanzeikai.jpア ド レ ス

主なコンテンツ

事務局
からの
お知らせ

　倉敷市西部の玉島には、書の達人・良寛和尚が
若い頃修行した「円通寺」があります。

　円通寺の行事の時に食べていたのが「しのうどん」。幅2㎝、長さ1ｍ
以上の麺が特徴です。
　「一筋一椀」と言われ、お椀の中に一本のうどんが、円を描くように
盛り付けされており、「心まーるくまーるく」唱えながら感謝の心で美
味しいうどんを頂いていたそうです。祝い事の歳に食したことから祝麺とも呼ばれています。

提供　岡山県間税会連合会

しのうどん

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

会　　長	 浅野益弘（浅野産業㈱）
副	会	長	 坂手計之（㈱トマト銀行）、木住勝美（㈱天満屋）、石村勝治（関屋琴三絃店）
	 石井美津枝（㈱アイスライン）、佐々木篤（㈱岡山ランドリー）
専務理事	 福武義修（福武観光㈱）

岡 山 東 間 税 会 　 令 和 ２ 年 度 「 税 の 標 語 」 最 優 秀 作 品

「チョコを買う　ぼくも小さな　納税者」


