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粉雪舞う仁風閣� （写真提供：鳥取自動車道活性化協議会）
　鳥取市は元鳥取藩主池田家の居城であった久松山を扇の要として発展した都市で、この城跡に明治40年
（1907）5月に建てられた、国の重要文化財「仁風閣」です。
　白亜の洋館と周りの自然とのコントラストは１枚の絵画のように映り、市民の憩いの場となっています。
雪景色の仁風閣　風情を感じていただければと思います。
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《謹んで新年のご挨拶を申し上げます》
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広島国税局間税会連合会　会長

年頭所感

　令和 4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。
　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。

　さて、昨年を振り返りますと、「新型コロ
ナウイルス感染症」が世界的に猛威を振る
い、我が国でも感染拡大の影響から、首都圏
を始めとして各地域で緊急事態宣言が発出さ
れ、以降、経済活動及び国民生活にも大きな
影響を与えました。ワクチン接種の拡大等に
より、感染者数も減少し、9月には緊急事態
宣言が全面解除になるなど、全国的には従前
の日常を取り戻しつつありますが、新型コロ
ナウイルス感染症の新たな「変異型株」への
感染拡大も懸念されており、早期の事態収束
を切に祈るばかりです。

　7月には静岡県の熱海市、8月には九州・
北陸・中国地方が豪雨災害に見舞われるな
ど、自然災害の脅威もありましたが、一方で
は、1年延期された東京オリンピック・パラ
リンピックが開催され、日本人選手の活躍
や、米大リーグ・エンゼルス大谷翔平選手の
リーグMVP選出、ノーベル物理学賞を真鍋

淑郎氏が受賞されるなど、世界で日本人が活
躍する明るいニュースに感動しました。

　さて、間税会の関連で申しますと、令和 5
年 10 月からは仕入れ税額控除の方式として
「インボイス制度」が導入される予定であ
り、昨年 10 月 1 日からは、適格請求書発行
業者の登録申請が開始されるなど、消費税制
度も新たな時代を迎えようとしております。

　こうした中、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 21,367 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

《謹んで新年のごあいさつを申し上げます》

　令和４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により、
一昨年に続いて我が国の国民生活や経済活動
に大き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、心から御見舞い申し上げます。
　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。
　とりわけ、「税の標語」の募集に積極的に
取り組まれるなど、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。
　さて、近年の新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により、行政全体のデジタル化の必
要性及び重要性が顕在化しております。
　当局としましては、国民にとって利便性が
高く、かつ、適正・公平な社会の実現に向け
て、「税務行政のデジタル・トランスフォー
メーション‐税務行政の将来像2.0‐（令和３
年６月国税庁公表）」の着実かつ継続的な実
施が必要であると考えています。

　税務行政のデジタル化は、納税者と国税当
局との事務の効率性及び正確性の向上が期待
されます。
　会員の皆様方におかれましては、デジタル
化の推進につきまして、引き続き、御理解と
御協力をお願い申し上げます。
　また、令和５年10月から実施されるインボ
イス制度につきましては、昨年10月から適格
請求書発行事業者の登録申請の受付が開始さ
れました。登録申請手続には、ｅ-Ｔａｘを
是非御利用ください。
　インボイス制度の円滑な開始に向けては、
事業者の皆様が制度の内容を十分に理解し、
必要な準備を早期に進めていただくことが重
要と考えています。
　当局としましては、引き続き、国税庁ホー
ムページのインボイス制度特設サイトを活用
し、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、積極的な周知・広報な
どに取り組んでまいります。
　間税会の皆様におかれましては、インボイ
ス制度についての周知や啓発活動に取り組ん
でいただいており、この場をお借りして厚く
御礼申し上げますとともに、会員の皆様が円
滑に準備を進められるよう、今後とも御協力
をお願いいたします。
　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。

年頭の御挨拶
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県間連会長からの年賀状

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
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納税表彰おめでとうございます
令和3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、国税庁長官表彰を山崎…純氏、俵…護氏、波田…兼昭氏、林田…昌吾氏の4名が受彰
されました。
また、広島国税局長表彰を、末澤…由博氏、吉本…秀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10名が受彰されました。

国 税 庁 長 官 表 彰
山
やま

崎
さき

　純
あつし

　氏
全国間税会総連合会 理事
広島国税局間税会連合会 副会長
島根県間税会連合会 会長
益田間税会 会長

波
は

田
だ

　兼
かね

昭
あき

　氏
広島国税局間税会連合会 常任理事
山口県間税会連合会 筆頭副会長
下関間税会 会長

俵
たわら

　護
まもる

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

林
はやし

田
だ

　昌
しょう

吾
ご

　氏
広島国税局間税会連合会 理事
岡山県間税会連合会 理事
新見間税会 会長

国 税 局 長 表 彰
末
すえ

澤
ざわ

　由
よし

博
ひろ

　氏
広島国税局間税会連合会 理事
岡山県間税会連合会 副会長
津山間税会 会長

吉
よし

本
もと

　秀
しゅう

　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
宇部間税会 会長

税 務 署 長 表 彰
杉原　幸江氏（益 田 間 税 会）
平松　丈始氏（岡山西間税会）
沼本　浩彰氏（玉 島 間 税 会）
　波　賢治氏（津 山 間 税 会）

水田　忠和氏（玉 野 間 税 会）
河野　泰文氏（広島東間税会）
鎌倉　英治氏（府 中 間 税 会）
三宅　弘人氏（庄 原 間 税 会）

山下　和美氏（廿日市間税会）
辻　　清憲氏（海 田 間 税 会）
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全間連第48回通常総会開催中止
　令和3年9月22日（水）開催予定の、全国間税会総連合会「第48回通常総会（松山大会）」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43回青年部通常総会及び第40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3年11月22日（月）、ひろぎんホールディングス本社において正副会長会
議を開催しました。
　会議では、令和3年度上期の事業報告及び決算報告の後、令和3年度納税
表彰者の紹介、令和3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4年5月26日（木）、「第49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
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　全国間税会総連合会が募集した、令和3年度「税
の標語」には全国から478,206点の応募がありました。
広島局間連からは、21,367点の応募があり、下記の
通り、「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　1,010点、応募単位会は、
37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3年度「税の標語」入選作品（広島局間連分）

　　　　（広島東間税会）
税金で　支える未来　作る安心
… 安田女子高校　沖野　真心

　　　　（広島南間税会）　　　　　　　　　　　　　
高めよう　税の知識と　納める意識
… 新田　稜真

　　　　（廿日市間税会）
税の意味　知ろう　学ぼう　身に付けよう
… 相野天之介

　　　　（海田間税会）　　　　　　　　　　　　　　
税金で　おうえんしたい　復興を
… 浜中　南緒

　　　　（三原間税会）
自分や大切なまわりの人を助け支えるみんなの税
… 山根　　碧

　　　　（府中間税会）
消費税　美しい町　豊かな未来のために
… 古森　　暖

　　　　（三次間税会）
納税で　未来へ架ける　笑顔の輪
… 三次市立君田中学校　濱口　優里

　　　　（庄原間税会）
消費税　私も関わる　身近な税… 竹森　　暖

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

　　　　（厚狭間税会）
義務果たし　未来の幸せ　手に入れる
… 吉村和果奈

　　　　（宇部間税会）
税金をよく知り学び納めよう　より良い未来築くために
… 上宇部中学校　早田拳士稜

　　　　（長門間税会）
私が植えた税金はいつかはみんなを支える花になる
… 長門市立深川小学校　古田わかな

　　　　（岡山東間税会）
知ることが　正しい税への　第一歩
… 上田　彩加

　　　　（岡山西間税会）
子どもでも　お菓子を買ったら　納税者
… 岡山市立東疇小学校　川上　眞央

みんなの税世の中ささえるだいこく柱
… 岡山市立津島小学校　櫻井　創介

　　　　（西大寺間税会）
みんなの暮らしみんなで守る　みんなの税
… 岡山市立西大寺小学校　池田蓮次郎

　　　　（玉島間税会）
税の意味　知って思う「ありがとう」
… 倉敷市立玉島西中学校　篠原　斡志

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

入　選

【全間連】

「インボイス　しっかり学んで　正しい納税」
全間連　令和3年度「税の標語」最優秀作品

鳥取県間税会連合会
会長　杉原弘一郎

鳥取間税会
会長　中井太一郎

倉吉間税会
会長　新藤　祐一

米子間税会
会長　森　紳二郎
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　11月26日広島北税務署に於いて、広島北間税会・広島北納
税貯蓄組合連合会共同で「ダイレクト納付普及推進会」を開
催しました。講師を小野将義統括官にお願いし、デジタル化
の進む社会情勢に対応した各法人企業の総務経理事務軽減
とその必要性について詳細にご説明いただきました。32名
の参加者からは具体的な導入プロセスについての質
問が多数あり、質問のあった企業には、早速翌週訪問
され小野統括官が直接指導導入されると言う熱の入
り様でした。世界的に言われている、日本企業の生産
性の低さは中小企業の管理業務改善の遅れも一因と
考えられる中、納税貯蓄組合との共同での活動としては大変意義のあるもの
となりました。今後、広島北間税会としても社会性の高さを認識し活動方針
の中心に据えて活動して行く意義を感じています。

●「税に関する絵はがき」コンクール　（公社）東広島法人
会主催
　東広島間税会もこれに協賛、令和3年11月16日〜11月
21日…フジグラン東広島の2階で1,885点の応募全作品を
展示。東広島間税会長賞2点を選定。
●「小中学生の租税入選作品展」 西条税務署管内税務
協力団体連絡協議会
　税務関係団体及び国税庁が募集した租税作品の展示。
令和3年11月9日〜11月12日…東広島芸術文化ホール…く
ららへ展示

　尾道間税会では、「税を考える週間」の事業とし
て、11月9日から25日までの間、㈱フジグラン尾道
3階に、税の標語入賞作品、中学生の税の作文入賞
作品、書写入賞作品を展示しました。また、中学3
年生の書写については応募全作品を展示いたし
ました。
　税務協力団体の（公社）尾道法人会が募集した小学生の絵はがきも同時に展
示され、多くの方にご覧いただきました。

　三原間税会では、市内中学校へ「税の標語」募集を行
い503点の応募を頂きました。その中から、三原税務署
長賞、三原間税会長賞を選出。また、全国間税会連合会
から1点の入選を頂きました。作品は大型ショッピン
グセンター内にて、その他税務協力団体と合同で税に
関する作品の展示を行いました。
　期間は、令和3年11月12日（金）から21日（日）の10日間行い、多くの市民の方
にご覧頂くことが出来ました。
　例年では、作品展示並びに税金クイズを実施し、間税会の広報にも努めて
参りましたが、コロナウイルス感染拡大防止のため、展示のみとなりました。

　11月14日、フジグラン神辺にて、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
立神辺旭高等学校書道部の皆様に作品を書き上げてい
ただいた。またその様子の映像を「第21回税に関する
絵はがきコンクール表彰式」（同日）でご覧いただいた。
　そして、同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25日〜12月3日）

●税の標語募集
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。新型コロナウイルス感染症防止のため表彰式は
実施しませんでしたが、665点もの素晴らしい作品が集まりました。
●租税教室
　11月4日（木）に、小学校にて租税教室を実施しました。

日時：2021年11月10日…16時より30分程度
人数：11名（役員9人、税務署長1名、統括官1名）
　ジョイフル（スーパー）の敷地内で、夕方の買い物客
を中心に啓蒙を図りました。新聞社の取材もあり税に
対する関心も年々高くなっていると感じました。

広島北間税会

東広島間税会

尾道間税会

三原間税会

福山間税会

府中間税会

庄原間税会

●「税を考える週間行事」について
　広島東間税会女性部は、令和3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23日（火）　場所：広島南税務署
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53点、標語35点の応募
がありました。また、間税会より川柳の部より3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8日（水）　場所：宇品中学校
表彰者：全間連入選1名、優秀賞1名、入選3名
日時：12月8日（水）　場所：翠町中学校
表彰者：優秀賞1名、入選2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、365点の応募がありました。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
の校長先生宛に授与致しました。

●税の標語 表彰式
　税の標語を募集し、平良、阿品台西、金剛寺、原の各
小学校及び五日市高等学校に赴き、優秀作品を表彰、
賞品を授与しました。
●女性部 廿日市税務署へ花贈呈・展示
　11月9日（火）廿日市税務署を訪問し、お花の贈呈。
期間中ロビーに展示し、来所の皆様に楽しんでいただ
くとともに、廿日市間税会女性部の周知を促す。
　贈呈後、税務署長をはじめ4名の方と懇談会（約30分）
を行い、女性部の活動等について説明し、理解を深め
ていただいた。
●女性部 保育園へ紙芝居贈呈
　11月11日（木）宮園保育園、串戸保育園を訪問し、
紙芝居を贈呈。コロナ禍のため、鈴木会長と事務局
1名のみの訪問とし、実演は取りやめ贈呈とした。

●『税を考える週間』においての活動報告
　呉間税会では、税を考える週間に関わる懸垂幕を期
間中呉地方合同庁舎壁面に掲げる事とし、『税を考え
る週間』がスタートする11月11日　呉合同庁舎におい
て、関係各位のご臨席を頂き、除幕式を開催いたしました。掲げた懸垂幕は①
税を考える週間が始まったことをお知らせするもの②全国間税会総連合会の
税の標語で令和3年度の最優秀賞を受章したものの2幕と致しました。当日は
ご来賓に呉税務署重廣署長様、呉市河野財務部長様、広島県西部県税事務所呉
分室高田室長様、広島県間税会連合会久保会長にご臨席を頂き、土岡会長、奥
川名誉会長をはじめ会員約20名と共に除幕の式典を行いました。その他の活
動としては、女性部がこの期間中に「税の紙芝居」を焼山こばと幼稚園に寄贈
致します。本年度は新型コロナ禍により、街頭にての世界の消費税刷り込みク
リアファイルや税に関するリーフレットの市民への配布は中止致しましたが、
次年度以降状況が許せば再開し、懸垂幕の掲示と共に行いたいと考えています。

　海田間税会では、令和3年度の「税の標語」の応募総
数が2610点となり昨年度より737点増加させることが
できました。
　海田税務署管内の「租税作品表彰式」は税を考える
週間の11月11日から17日までの間に地区ごとに6回に
分けてとり行われました。
　11月15日にイオンモール広島府中にある「イオンホ
ール」で行われた表彰式には入賞者9名、学校関係者6名、
保護者19名が参加し、西会長をはじめ、日吉田女性部
長と倉増青年部会長が入賞者に表彰状と記念品を手渡しました。会場のイオ
ンモール広島府中店には、海田税務署管内で入賞したすべての租税作品が展
示されており、「税の標語」は40点が展示されていました。入賞者は自分の入
選作品の前で家族と楽しそうに記念写真を撮っていました。

広島東間税会

広島南間税会

廿日市間税会

串戸保育園

呉間税会

海田間税会

「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、一昨年同様「新型コロナウイルス感染症」の影響を受けましたが、各間税会において、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。
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　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、小野青年部副部長が出発宣言後に、
広報車へ乗り込み、出席者の拍手に見送られ出発
しました。

　今年度における税の標語は、…3,713点もの応募があり、前年…3,966点には及ば
なかったが、岡山西税務署管内小学校数58校の内、43校（74.1％）2,260人もの多
くの学校・子供たちが参加していただいた。このことは、管内の教育委員会は
もとより各学校長、各先生方のご理解があってのこと。
　また、優秀作品選考にあたっては、岡山西税務署の湊和義署長をはじめ幹
部の皆さんにも多大なお力添えをいただきました。なによりも、今年度の募
集に当たっては、新たに女性部の皆さんが率先して各学校に赴いていただき
ました。
　このことが、女性部・青年部の
再結成の一助になり、会活動の活
性化になりますよう期待します。

　令和3年度の「税の標語」は西大寺税務署管内の小・
中学生924名より1,499作品の応募をいただきました。
　9月16日に岡山商工会議所西大寺支所にて西大寺税
務署長、当会役員による審査会を開催し、最優秀賞は
小学校・中学校より各1点、そのほか優秀賞3点、佳作8点
の計13点が選ばれました。最優秀賞及び優秀賞受賞者
の学校を西大寺間税会長瀬会長が訪問し、表彰式を行
い賞状と記念品を贈呈しました。
　また優秀作品は「税を考える週間」に合わせて他の租税協力団体の作品と
一緒に11月10日〜12月8日の期間、1週間ごとに天満屋ハピータウン西大寺店
をはじめとする4つの会場で展示。多くの方が観覧されました。

【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」
の租税作品募集を行っています。今年度（R3）は26名、
47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15日（月）には、備前市立三石中学校で表彰式を行いました。
また、税を考える週間に合わせ11月15日〜12月16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。

　10月13日（水）玉野市宇野のショッピングモール
メルカにおいて、毎年恒例の玉野税団協と共催の「税
を考える週間」の合同表彰式とPR活動を行いました。
今年はメルカ1階のセンターコートでの開催！玉野税務署のマ
イナンバーブースも設置されました。午前中に税の標語・絵はが
き、習字、作文の合同表彰式を開催。その後のPR活動は今年も
人気の東児ライダーエイトが参戦！加えて玉野マリン大使も参
加しました。用意したポケットティッシュとマスクケース500セ
ットは1時間半ほどで配り終えました。
　午後からは大川税理士（青申会会長）と法人会青年部の掛け合い漫才での租
税教室が開講。買物客からも注目を集めて、例年にない大いに盛り上がった
事業となりました。

①「税を考える週間」
　11月12日（金）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。玉島税務署からはスマホ申告やインボイス制
度について重点的に説明がありました。当会からは
野田会長が出席しインボイス制度が始まることに
より間税会の意義もより重要度を増すので今後も
制度普及に尽力すると報告されました。
②「税の標語」作品の選考と表彰
　令和3年度の「税の標語」は玉島税務署管内の中学校4校から957点の応募が
ありました。
　9月15日には、玉島税務署にて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13点が選ばれました。11月
9日に受賞された中学校を玉島間税会野田会長が訪問し、表彰式を行いました。
受賞者には賞状と記念品が贈られました。税の標語優秀作品は「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8日〜14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。

　全国間税会総連合及び笠岡間税会主催、笠岡税務団体協議会共催の「令和
3年度…税に関する標語」募集事業において今年度は高等学校2校及び一般
から226作品の応募があり、厳正な審査の結果、次のとおり入賞作品を決定
し表彰を行いました。

【笠岡間税会会長賞】
興譲館高校1年…田中…優真　「税金を　正しく使い　いい国へ」

【笠岡税務団体協議会会長賞】
県立井原高校2年…仕田原…慶和　「ありがとう　暮らしを良くする　みんなの税」

【優秀賞】
興譲館高校1年…興譲館高校　「税金を　みんな納める　明るい未来」
興譲館高校1年…徳永…百華　「税金で　暮らし広がる　助け合い」
県立井原高校2年…和田…美夏　「大切に　正しく使おう　みんなの税」

岡山西間税会

西大寺間税会

西大寺小学校

邑久中学校

瀬戸間税会

玉野間税会

玉島間税会

笠岡間税会

「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9点、作文
3編、標語2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。

　11月12日…周南市…遠石会館にて、（公社）徳山周南法
人会に協力して税の講演会を開催しました。
　広島国税局課税第二部次長…瀧口信雄氏に演題「こ
れからの税務行政」で講演して頂き、64名で聴講しま
した。
　その後、徳山税務署長による表彰式が行われ徳山間
税会副会長の山下圭三氏に感謝状が授与されました。

　11月13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10日（水）〜24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。

　下関税務署管内税務団体協議会の各団体主催で募集
した租税作品の優秀受賞者を一同に集め、令和3年11月
6日（土）下関駅前のショッピングセンターシーモール
下関2階シーモールパレスにおいて下関市長、下関市教
育委員会教育長を招き、合同表彰式を行いました。各
団体の長より36名の受賞者に表彰状と記念品を授与し
ました。また、優秀作品は、11月2日から10日まで市内
商業施設で、11月12日から12月初旬にかけて市内4ヶ所
の総合支所、公民館で展示し、税に関するPR活動を行いました。

【実施事項】中学生の税に関する優秀作品表彰式
【主催者】宇部税務署、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14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）
【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
宇部税務署　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80名
【内容】「中学生の税に関する優秀作品表彰式」
　「税の標語」について、宇部税務署管内納税貯蓄組合連合会様との共催で合
同表彰式を行いました。
　今年度は、358名の629作品と一人が複数の応募があり、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、山口県宇部県税事務所所長
賞１作品を表彰しました。表彰式会場に標語・書写・作文・絵はがきの入賞作品
を展示しており、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
個別に表彰しております。

　11月11日〜17日の「税を考える週間」に合わせて長門
税務署主導の下、間税会・法人会・納税貯蓄組合連合会
が募集した『税の標語』『絵はがきコンクール』『中学生
の税についての書写・作文』の優秀作品を長門市役所1
階市民ロビーに【税に関する作品展】として合同展示し
た。11日には、その出発セレモニーを江原長門市長、熊
本長門税務署長をお招きし挙行した。
　尚、管内11小学校より募集した『税の標語』は応募児童数438名、応募作品数
621点を数え、特別賞6点・入選9点・佳作20点を選び優秀作品として展示した。

（１）街頭広報活動と広報車出発式
　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（木）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・備前県
民局それぞれのマスコットキャラクター、イータ君、も
もっちと、当会の役員・会員…合わせて約40名が、表町商
店街を通行している方々に広報グッズを配布しました。
　広報車の出発式では、ご来賓の西川岡山東税務署長・
中村備前県民局税務部長にもご出席いただき、開会挨
拶で髙木会長は「今年の週間のテーマは『くらしを支
える税』。このコロナ禍で大変な思いをしておられる
事業者や国民の皆様のくらしを消費税等の税で支えよ
う」「この週間を機に『税と日々の暮らしの関り』につ
いて理解を深めてもらいたい。」と話しました。

山口間税会

徳山間税会

防府間税会

下関間税会

宇部間税会

入賞者と記念撮影

式典出席者

長門間税会

岡山東間税会

令和3年9月17日、会場一面に広げられ
た税の標語の優秀作品の中から最優秀
作品を選考している岡山西税務署長と
会役員の皆さん

税の標語の優秀賞伝達時
の校長室での集合写真
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北海道間連
1道連

30単位会

4542名

仙台局間連
6県連

52単位会

3532名

関東信越間連
6県連

63単位会

19751名

沖縄間連
1県連

6単位会

448名

北陸間連
3県連

15単位会

5925名

大阪間税
協力会連合会

下部組織無し

7名

広島局間連
5県連

50単位会

8510名

東京局間連
4都県連

84単位会

19548名

東海間連
4県連

48単位会

7280名
四国間連

4県連

25単位会

5607名

南九州間連
4県連

35単位会

2847名

福岡間連
3県連

31単位会

8608名

全間連
12局

439単位会

86598名

今さら聞けない

※全国国税局毎（12局）に間税会連合会（間連）を組織し傘下の県連を統括している。   
※都道府県別に間税会連合会（県間連）を組織し傘下の間税会を統括している。   
※税務署毎に間税会（単位会）を組織し、活動を行っています。全国に４３９あります。   
※全国12の国税局連合会が結集して、全国間税会総連合会（略称：全間蓮）を結成している。   

広島局間連
（8,510名）

広島県間連（16単位会） 3,774名

山口県間連（11単位会） 1,465名

岡山県間連（13単位会） 1,649名

鳥取県間連（3単位会） 559名

島根県間連（7単位会） 1,063名

業種別部会 
飲料部会・
揮発油部会・
印紙税部会

間税会・組織
R3.4.1現在

第2回
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『税の標語』・『税に関する習字・作文』の作品募集及び
表彰式の実施
　『税の標語』（小学生）及び『税に関する習字・作文』（中学生）作
品を募集し、審査の結果選ばれた優秀作品を、税を考える週間
にあわせて11月11日〜17日までの間、高梁市図書館4階多目的
室に展示いたしました。
　初日の11日（木）には、同会場において表彰式を開催し、『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、また、『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。

日時：2021年11月3日（水・文化の日）
場所：イオン米子駅前店…イベントスペース
内容：米子東高校の生徒らが、税を表現した書道
パフォーマンスを披露しました。
人数：50名〜100名程度

●税の標語表彰式参加
　11月17日　松江税務署にて当会の
会員が松江税務署長賞に該当し、その
表彰式に参加いたしました。
●税の標語展示協力
　「税を考える週間」の間、イオン松江
店1階で上記松江税務署長賞の標語と
弊会会長賞の標語が展示されました。

　出雲間税会は、税を考える週間を前に、11月1日税の
広告を掲出した出雲縁結び空港連絡バスの運行を開始
し、また出雲市役所前に懸垂幕の掲揚を行いました。
　バス広告と懸垂幕にはいずれも「この社会あなたの
税がいきている」の標語を掲げたほか、税を考える週間の期間や、
事業者へ消費税インボイス制度登録申請を受け中であることな
どを掲載しました。
　バスは、出雲縁結び空港とJR出雲市駅を1日5〜6往復する、出
雲一畑交通のバスで、広告掲載期間は1日から来年10月31日まで

高梁間税会

米子間税会

松江間税会

写真奥から鎌田松江
税務署署長、受賞者
の長谷川さん、松田
松江税務署副署長

向かって右が松江税
務署署長賞の標語
向かって左が松江間
税会会長賞の標語

出雲間税会

の1年間、懸垂幕は11月の期間中22日間掲載
しました。また、11月10日には“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、税務署主催の年末調整説明会が今後開催されなくなったことから、
出雲法人会と共催で、会員サービスの一環として、令和3年分年末調整説明会
と消費税インボイス制度説明会を同時開催しました。説明会は11月16日から
19日までの4日間、管内4地区で合計5回開催し、いずれの会場も定員に達する
など好評を得ました。

　石見大田間税会では、「第25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、中学生の部と一般の部で募集を行い、
中学生の部が7作品、一般の部が15作品、合計22作品の
応募があり、各部1点の最優秀作品を選考いたしました。
　税金クイズは、国債や酒税に関する問題など、全3問を葉書に記載して配布
したところ、今年度は184通の応募があり、正解者から抽選で30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。

租税作品表彰式を実施
　「税を考える週間（11月11日から17日）」行事と
して第9回目となる租税作品合同表彰式を、新型
コロナウィルス感染症対策の為、受賞者と家族な
ど関係者に限定し開催。
浜田法人会が主催、浜田間税会は後援し実施されました。
　今年度の租税作品は、参加校小中高32校で716作品
の応募があり、優秀作品の受賞者36名と租税教育推進
校1校の表彰が行なわれ、作品展示は、浜田税務署管内
12会場で展示されました。

石見大田間税会

浜田間税会

11月14日 租税作品合同表
彰式

租税作品の展示（11
月11日から11月17日）
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素ラーメン（すラーメン）
　素ラーメン（すラーメン）とは、鳥取県鳥取市で供されるご当地ラーメン。う
どんの汁に中華麺を入れた料理である。具には天かす、ネギ、カマボコ、モヤシ
などが使用され、特に昭和世代には「鳥取市民のソウルフード」としてお馴染です。

提供　鳥取県間連

（2021年12月9日現在）  2112

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

事 務 局 の 介紹事 務 局 の 介紹
鳥取間税会
　鳥取間税会 (会長　中井 太一郎) は、鳥取県下3単位会の一つであり、事務運
営は鳥取法人会事務局員が兼務し行っております。
　令和３年度も、税の広報事業イベント、集合型研修会、他会との会員交流事
業など主要事業が長引くコロナ禍により中止・延期を余儀なくされ大きく影響
を受けました。
　一個人として経済回復、国内企業の発展に向け、コロナとの共存の必要性も
理解しつつも、団体運営においては、会員事業者・関係者皆様の多様な意見が
あることも現実です。
　そんな中、租税教室への講師派遣は学校側のご理解もあり、例年同様実施で
きました。
　また、会員基盤の強化においては会員の減少に歯止めがかからず、私が着任
した８年前と比較し23会員の減少（Ｒ3.3末 253会員）となっています。
　引き続き、会員・税務当局、関係者、皆様方からのご
支援、ご協力をいただきながら事業運営して参ります。
　何卒宜しくお願い申し上げます。

【事務局】〒680-0031　鳥取市本町3-201　
鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル2Ｆ
(公益社団法人鳥取法人会事務所内)
TEL0857-27-1604　FAX0857-20-0555

松江間税会
　松江間税会（会長　足達明彦）は、現在会
員数が200名で、事務局は一畑電気鉄道株式
会社内にあります。
　事務局は2名で運営し、島根県間税会連合
会（７単位会）の経理事務も担当しておりま
す。
　税の標語の募集や租税教室への講師派遣、
税に関する紙芝居活動や税の絵はがきコン
クールへの後援を通じて、租税教育活動に取
り組んでおります。
　税務当局との連携や女性部の活動を維持発
展できるよう、これからも事務運営に携わっ
て参ります。

【事務局】〒690-0874
島根県松江市中原町49
一畑電気鉄道株式会社内
TEL0852-26-6151
FAX0852-25-0506

宇賀事務局長


