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　草津温泉は、群馬県吾妻郡草津町草津界隈（江戸時代における上野国吾妻郡草津村界隈、
幕藩体制下の上州御料草津村界隈)に所在する温泉である。草津白根山東麓に位置する。 
　毎分3万2300ℓ以上の自然湧出量は日本一。日本を代表する名湯の一つであり、万里集九と林
羅山は日本三名泉の一つに数えた。 江戸時代後期以降、何度も作られた温泉番付の格付では、
当時の最高位である大関が定位置であった。　
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　あけましておめでとうございます。
　会員の皆様には、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、平素より当連合会の会
務運営につきまして、深いご理解とご協力を頂いておりますことに、改めて感謝申し上げます。
　令和元年9月20日(金)、南九州間税会連合会の担当により、大分県中津市「ヴィラルーチェ中津」におい
て開催された「全国間税会総連合会第46回通常総会(中津大会)」には、遠路にも係わらず各県間連より
参加を頂き誠にありがとうございました。
　さて、間税会では、「単一税率の維持」を求め提言活動を行ってきておりましたが、昨年10月から消費税
率の10％への再引き上げに併せて、「軽減税率制度」が導入されました。また、令和5年10月1日からは、間
税会が反対している適格請求書等保存方式を導入するとされております。これらの制度は、我が国にとっ
て初めて導入される制度であり、国民にとって馴染のない制度でありますので、本年も当連合会では、これ
らの制度に適切に対応できるよう、引き続き消費税等の周知・啓発活動を積極的に取り組んで参る所存で
あります。今後もご協力を宜しくお願い致します。
　当連合会では、これまで間税会の３大事業である『世界の消費税』図柄刷り込みクリアファイルの配布
や、『税の標語』の募集と活用、また、「消費税等に関するアンケート調査の回収率の向上」そして「組織の
増強」等に、積極的に取り組んでおります。
　「クリアファイル」及び「税の標語」につきましては、消費税の周知啓蒙のみではなく、租税教育の視点か
らも重要な施策となっているところであります。令和元年度では、「クリアファイル」の作成枚数は168,069枚
を達成し、「税の標語」の募集点数も92,098点となりました。今後も本年度の実績を上回れるようご協力を
お願い致します。
　また、「アンケート調査」につきましては、「100％以上の回収を」との掛け声のもとで取り組んだ結果、その
回収率は、100.3％で全国一が続いております。さらに、「組織の増強」につきましては皆様のご協力のお蔭
をもちまして７年連続で会員数が増加しておりましたが、本年度は、21,062人社となり若干減少しました。し
かし、全国でみますと昨年に引き続き12局連中１位に輝きました。令和2年4月1日現在の会員増強目標は、
無理をせず21,500人社と致しております。
　今後ともこれらの方針を維持し、新たな目標に向かって各県間連と緊密な連携をとりながら間税会活動
の活性化に努め、更なる目標を達成し、これからも間税会を発展させていきたいと考えておりますので、一
層のご協力をお願い致します。
　結びに、各県間連ならびに傘下各単位会の益々のご発展と、会員皆様のご繁栄を祈念いたしまして年
頭のご挨拶とさせて頂きます。

　　　　

　あけましておめでとうございま

　　　

関東信越間税会連合会 
の ぶ お

小 暮  進 勇
こ ぐ  れ

会 長
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　令和２年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　関東信越間税会連合会の皆様には、健やかに新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　旧年中は税務行政に対しまして、深いご理解と格別のご支援とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　昨年、東日本の広範囲に渡り甚大な被害をもたらした台風第19号など災害の影響により当局管内でも多くの
被害が発生しました。被災された方々には心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り
申し上げます。
　当局といたしましては、引き続き、被災した方々の復旧・復興に向けたニーズの把握に努め、申告・納付期限の
延長、納税の猶予、税額の軽減などの制度周知を行い、各々の納税者の置かれた状況や心情に十分配意して
対応してまいりたいと考えております。
　さて、税務行政を取り巻く環境は、経済活動のグローバル化やＩＣＴの急速な進展に伴い、様 な々制度改正が
行われるなど、大きく変化しております。こうした状況の下、「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十分に果たしていくためには、引き続き間税会をはじめとする関係民間団体
の皆様のお力添えが必要不可欠であると考えております。
　特に、令和元年10月から消費税率の10％への引上げと軽減税率制度が実施されており、間税会の皆様に
は、制度の円滑な実施のために、研修会の開催など様 な々周知・広報活動にご協力いただき、心より御礼申し上
げます。この消費税法の改正は、多くの事業者の皆様に影響を及ぼすものであり、事業者の皆様自らが改正内
容や消費税の仕組みを十分に理解して適正な申告・納付ができるよう、私どもといたしましては、引き続き、きめ細
かな説明会の実施等に一層取り組んでいくこととしておりますので、今後ともご支援・ご協力をお願いします。 
　間税会の皆様におかれましては、研修会の開催をはじめ、消費税期限内完納運動の推進、「世界の消費税」
図柄入りクリアファイルの配布活動、国税庁後援事業である「税の標語」の募集活動など、消費税等に関する啓
発、広報等の推進に積極的に取り組んでいただいております。また、会員増強による組織拡大にも取り組まれ、３
年連続で全国一位を達成するなど、会員皆様の活発な活動の成果であると敬意を表する次第です。こうした取
組は、適正・公平な課税・徴収の実現に大いに貢献するものであり、これまでのご尽力に改めて感謝申し上げます。
　間もなく令和元年分の確定申告が始まります。
　令和元年分の確定申告期は、引き続き、納税者サービスの向上に配意するとともに、ＩＤ・パスワード方式やスマ
ホ申告などの自宅等からのｅ－Ｔａｘを推進し、適切な申告相談体制の構築・運営に取り組むこととしております。
　特に、スマホ申告につきましては、「スマホ専用画面」の利用対象者が、２か所以上の給与所得や公的年金等
の雑所得、全ての所得控除へ対応するなど大幅に拡大され、その利便性が更に向上しましたので、給与、年金
所得者を中心に、スマホ申告をご利用いただけるよう、周知と利用勧奨等に積極的に取り組んでおります。
　また、台風第19号をはじめとする災害の影響により被害を受けた方々に対しましては、被災者の方々の立場に
立って、親切・丁寧な対応に努めることとしております。
　間税会の皆様におかれましては、確定申告の円滑な実施に向け、引き続き、局署の取組について、ご支援とご
協力をいただきますようお願いいたします。
　結びに当たり、新しい年が間税会の皆様にとりまして、幸多き年となりますよう、心から祈念いたしまして、新年の
ご挨拶といたします。

　　　　　　　

関 東 信 越 国 税 局

局 長  栗 原  一 福
くり　はら　　かず  とみ

令和２年の年頭に当たり、謹んで
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関東信越間税会連合会 
事業委員長　種 家 寿 雄

　明けましておめでとうございます。
　税務研修会の当面の課題は、適正申告に向けた区分記載請
求書等保存方式、区分経理等の周知です。
　また、e-Taxについては、大法人の法人税及び消費税等の申
告書について、令和2年4月から、その添付書類も含め電子申告
が義務化されます。納付の方法についてもダイレクト納付があり、
地方税共通納税システムもスタートしました。これらについても、
ぜひ研修等で取り上げ、周知を図ってください。

関東信越間税会連合会 関東信越間税会連合会 
総務委員長　田辺　　實
関東
総務

関東信越間税会連合会 
中 川 律 子女性部長小 坂 雅 彦青年部長

関東信越間税会連合会 

関東信越間税会連合会 
広報委員長　森 　 　 裕

地方税共通納税シス
ぜひ研修等で取り上げ

関東
広報

組織委員長　五十嵐智勇

関東信越間税会連合会 
税制委員長　大 沢 　 守

記載請

関東
税制

　明けましておめでとうございます。
　昨年4月1日現在における当会の会員数は21,062人社でした。
残念ながら前年同期よりも減少しましたが、依然として、全国一
の会員数を有する局間連です。これも皆様のご協力の賜物と感
謝申し上げます。
　本年4月1日現在の増強目標は21,500人社です。昨年10月に
消費税率が10％に引き上げられました。それに伴い間税会の役
割はますます高まっています。消費税の周知と会員の増強をお
願い致します。

　あけましておめでとうございます。令和元年10月、消費税が10％
に上がり、様々なところでシステムの不具合が発生しました。会員の
皆様方の事務所ではトラブル等はいかがでしたでしょうか？ 
　当社でも、しばらくの間売上が合わなかったり、請求書の区分がハ
ッキリしなかったりと、人によって解釈の仕方にバラつきがあり落ち着
くまでに時間がかかりました。今後は、益々私達の提言が重要となっ
てまいります。是非、今まで以上に会員増強に力を入れ、スムーズに
受け入れて頂けるよう努めてまいりたいと思います。今後も皆様方の
お力添えとご協力をよろしくお願い致します。

　明けましておめでとうございます。昨年10月には、消費税率が
10％に引き上げられ、軽減税率制度が導入されました。大きな混
乱は見受けられませんでしたが、これからは、適正申告に向けて
区分記載請求書等保存方式や区分経理（記帳）の広報が必要
となります。また、令和5年10月1日には、間税会が反対しているイ
ンボイス制度（適格請求書等保存方式）の導入が予定されてい
ます。これからも反対であることは変わりませんが、実施されるに
当たっては納税者が適切に対応できるよう、広報に努めていきた
いと考えています。

　 明けましておめでとうございます。皆様には、お健やかに新年
を迎えられたことと謹んでお慶び申し上げます。
　昨年度は、新しい女性部も複数立ち上がり、間税会にも上昇
気流が吹き込んでいます。平成時代の30年間、女性達は様 な々
分野で努力しながら活躍し、社会的な地位や制度を確立してき
ました。
　日本の国のために協力出来ることに誇りと喜びを持って、令和
の時代を切り拓いていく女性が輝く間税会を目指します。

　あけましておめでとうございます。
　昨年は消費税が10％に引き上げられ、基幹税の中で消費
税が重要な役割を担うこととなります。
　間税会といたしましては組織体制の強化に努め活動財源
の確保を図り、単位会の活動が活発化するための企画を検
討する総務委員長会議を開催したいと思っておりますので、
よろしくお願い致します。

　新年おめでとうございます。
　昨年10月から消費税率10％への引上げと軽減税率制度が
導入され、間税会の役割もますます重要なものとなっております。
「クリアファイルの配布」「税の標語募集」「街頭広報」などの広
報活動に積極的に取り組んでいただきたいと思います。
　「税の標語」は、全間連には全国から507,026点の応募があ
り、300点の作品が表彰されました。当連合会でも、各単位会で
応募者の励みになるよう表彰しましょう。　

関東
事業

明けましておめでとう
税務研修会の当面

求書等保存方式 区分

討す 務委員長会
よろしくお願い致します

関東
組織委

明明けまけまけまししておめでとう
　昨年4月1日現在にお
残念ながら前年同期よ

様方の 　日本の国のために協
の時代を切り拓いていく

で消費

関

女

が10％
会員の

　 明けましておめでと
を迎えられたことと謹ん
昨年度は 新し 女

青年部
関東信

あけましておめでとうご
に上がり、様々なところで
皆様方の事務所ではトラ
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第３０回定期総会を開催

浦和間税会　　井上　義夫 様　埼玉縣信用金庫浦和支店
浦和間税会　　渡邉　英行 様　武蔵野銀行浦和支店
大宮間税会　　貝沼　　勤 様　武蔵野銀行本店営業部
川口間税会　　小林　政氏 様　税理士法人 小林合同会計
川口間税会　　野田　一郎様　武蔵野銀行川口支店　
行田間税会　 田上　　清 様　㈱大利根造園
越谷間税会　 天田　　裕 様　武蔵野銀行越谷支店
下館間税会　  野口　仁一 様　野口建設工業㈱
高崎間税会　  高見澤恭子 様　㈱荻野屋
新潟間税会　  片桐奈保美 様　㈱イシカワ　

　令和元年6月12日(水)、さいたま市のワシントンホテルに
おいて、小暮進勇会長のもとで、来賓として垣水純一関東
信越国税局長（当時）、樋山忠則課税第二部長（当時）
及び各友誼団体の会長等の多くの方をお迎えし、第30回
定期総会が開催されました。
　総会では、中島群馬県間連会長が議長に、伊巻理事
が副議長に就任され、平成30年度事業報告、収支決算、
令和元年度事業計画、収支予算案等を審議し、各議案と
も満場一致で可決承認されました。
　特に、事業報告では、平成31年4月1日現在の会員数
は、前年同期よりも若干減少したが、全国一の会員を有す
る局間連であることが報告されました。事業計画では、令
和2年4月1日現在の会員数の増強達成目標を21,500人社
に据え置きました。

大宮間税会　　杉野　一美 様　功建業㈱
所沢間税会　　鴨井　保夫 様　㈱カモイ
高崎間税会　　狩野　昭子 様　上毛電業㈱
吾妻間税会　　青木　　靖 様　㈲あおき
佐渡間税会　　松柴　尚治 様　佐渡ホンダ販売㈱　

祝 辞 　垣水関東信越国税局長

関東信越国税局長に
「世界の消費税」図柄刷り込み
クリアファイルの贈呈

小暮会長挨拶

川口間税会

祝 辞 　垣水関東信越国税局長

クリアファイルの贈呈

関東信越国税局幹部との協議会を開催
　令和元年10月17日（木）、関東信越国税局幹部との協議会が、国税局からは栗原一
福局長、細井一明課税第二部長、宮田忠厚課税第二部次長及び藤井誠消費税課
長が、また、当会からは小暮会長、副会長、専務理事及び各県連事務局長が出席して
大宮サンパレスにおいて開催されました。
　当会からは、当会及び各県連の組織や活動の現状、軽減税率制度導入後の状況
等について説明をし、意見交換が行われました。
　栗原局長は、間税会のクリアファイルの配布、「税の標語」の募集、アンケート調査等
の税に関する啓発活動に感謝をされるとともに、「間税会におかれましては、これまでも、
研修会の開催や会報誌による改正内容の周知など、会を挙げてご協力をいただき、」
「心よりお礼申し上げます。」と述べられました。
　また、国税局からは「軽減税率制度定着に向けた周知・広報等の協力」、「e-Taxの
更なる普及への取り組み」及び「ダイレクト納付及び地方税共通納税システムの活用」
についての3項目について依頼があり、積極的に取り組んでいく旨の回答をしました。



関信越間連だより

6

　全間連が募集した令和元年度の「税の標語」には、全国から507,026点の応募があり、そのうちから
最優秀作品1点、優秀作品4点、佳作10点、入選作品285点の合計300点が表彰されました。
当連合会関係では63間税会で募集し、92,098点の応募がありしました。
【全国間税会総連合会 最優秀賞】　
知ろう学ぼう考えよう　日本を支える　消費税　　　　　　 　名古屋市立冨士中学校　辻野そよ香（名古屋東間税会）
【全国間税会総連合会 　優秀賞】　（当連合会作品）
小さな手　レジで支払う　消費税　　　　　　 　　　　　　　　　栃木県宇都宮市　鈴木　俊江（宇都宮間税会）
【全国間税会総連合会 　佳　作】　（当連合会作品）
変わりゆく　時代と共に　見直そう　みんなの意識と消費税　　所沢市立小手指中学校　上浦　みう　 （所沢間税会）
消費税　納めて築く　令和の時代　　　　　　　　　　　　　　　  新潟県村上市   小池　　隆   （村上間税会）
世代間　越えて支える　消費税　　　　　　　　　　　 埼玉県立浦和商業高等学校　吉田　清香 　(浦和間税会）

【関東信越間税会連合会長賞】

消費税　明るい未来を　きりひらけ　　　　　　　　　　　 埼玉県立浦和商業高等学校　濱野妃芽奈　   (浦和間税会)
未来への　虹の架け橋　消費税　　　　　　　  　　　　　　　　 　　　㈱木下製饀　 木下　信次　　 (大宮間税会)
税金が　みんなの笑顔を　守っている　　　　　　　　　　　　　川口市立岸川中学校　大畠　桃佳　  (川口間税会)
税金で　上の世代に恩返し　次は僕らが支える番　　　　　　 飯能市立飯能西中学校　　村　さくら　   (所沢間税会)
税金は　私達を支える　大きな土台　　　　　　　　      　　 ときがわ町立玉川中学校   立石千央里　  (東松山間税会)
税金が　あって成り立つ　この社会　　　　　　　　  　　　　　寄居町立城南中学校   三友　滉太　   (熊谷間税会)
生活を　陰で支える　消費税　　　　　　　　　　　　　　本庄東高等学校附属中学校   恩田悠太朗   　 (本庄間税会)
９年間　税金で無償支給　ありがとう　　 　　　　　　　　　　春日部市立武里中学校　笹原　　優　　(春日部間税会)
消費税　社会福祉の　礎に　　　　　　　　　　   　　　　　  　　　　　　　　  　小菅　俊夫　  (越谷間税会)
消費税　わたしたちでも払える　一つの税　　 　                       　下館第一高等学校　武藤　　結 　  (下館間税会) 
考えよう　未来のための　消費税      　　　　　　　　　　　　茨城県立藤代高等学校　  越智　雅恵 (竜ヶ崎間税会)
納税で　築く未来と　優しい社会　　 　                        　　　　水戸市立内原中学校　菅原　彩実 　  (水戸間税会) 
あなたの納めた税金が　今日もどこかで　役に立つ      　　　　　　　　宇都宮市立旭中学校　  髙橋　　咲 (宇都宮間税会)
税を学び　僕らがつくる　明るい未来　　 　                       　　さくら市立熱田小学校　関　　志生 　  (氏家間税会)
ぼくたちも　知ろう学ぼう　税のこと　　　　　　　　　　　　　　足利市立富田小学校　酒田　了輔　 (足利間税会)
深めよう　＂税＂の知識　生かそう＂税＂の役割を　　　　　　　藤岡市立鬼石中学校　新井　美優　 (藤岡間税会)
消費税　みんなの生活　守っている　　　　　　　　　　　　  沼田市立沼田東中学校　 加藤　琉衣　 (沼田間税会)
納税で　支えあい築きあう　豊かな社会　　　　　　　　  館林信用金庫　岡部　雅志         (館林税務署管内間税会)
国の為　自分の為に　納税を　　　　　　　　                                   　　　長野市　　本田　佳代　　  (長野間税会)
安心と　平和の為に　納税を　　　　　　　                  　　　上田市立真田中学校　金井　愛茉　　  (上田間税会)
税金で　笑顔をつなぐ　未来へと　　　                          　 　　芽野市立永明中学校　 細山　萌枝　  (諏訪間税会)
令和時代　良い国作ろう　税金で　　　　　　　                   　　　　　泰阜中学校　 清水　千滉  　  (飯田間税会)
まず知ろう　税金のこと　使いみち　　 　 　　　　              　　　　　 　　 中野市　  市川竜之介(信濃中野間税会)
税金で　支えてもらい　感謝して　次は私が支える番　　　　　  新潟市立横越中学校    仲村　夢果　   (新潟間税会)
みんなの税　一人一人の　未来へと　　　　　　　　　   　　　 五泉市立川東中学校　松本　　葵　   (新津間税会)
納税は　１人ひとりの　未来へと　　　　　　　　　   　　　 　　　　  株式会社コロナ　酒井　稔明　   (三条間税会)
税金を　納めて守ろう　暮らしと笑顔　　 　                     小千谷市立東小千谷中学校　佐野かおり      (小千谷間税会)
「住みやすい」　そう思えるのは　税のおかげ　　　　　　　　　 上越市立川牧中学校　金井　　歩　   (高田間税会)
税金が　あるから学べる　義務教育　　　　　　　　　   　 妙高市立妙高高原中学校　岡田　陽色　   (高田間税会)
消費税　豊かな未来　第一歩　　　　　　　　　   　　　 　  糸魚川市立能生中学校　笠原　希優　   (糸魚川間税会)
ありがとう　みんなの税が　被災地に　　　　　　　　　   　　　 　　  村上信用金庫　鷲尾　いづみ   (村上間税会)

関信越間連だより

全間連が募集した令和元年度の「税の標語」には、全国から507,026点の応募があり、そのうちから
最優秀作品1点、優秀作品4点、佳作10点、入選作品285点の合計300点が表彰されました。

令和元年度　税の標語

土
口
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関東信越間税会連合会女性部長会・懇親会を開催

税のこと　話してつながる　家族の和　社会の輪　　　   埼玉県立浦和商業高等学校　小林真南斗　　　(浦和間税会)
夢のある　社会作りは　納税から　　　　　　　　　　　     クラーク記念国際高等学校   小河原悠雅　　　 (大宮間税会)
あら！簡単　申告、納税　e-Tax　　　　　　　 　　　　　　埼玉福祉保育専門学校　市川　友美　　  (大宮間税会)
ぼくたちも　役に立つりっぱな　納税者　　　　　　　　  　　　　 川口市立岸川中学校　三嶋　那奈　　 (川口間税会)
税を知り　納めて明るい　日本の暮らし　　　　　　　　　　    飯能市立原市場中学校　海老根明心　   (所沢間税会)
税金で　つくる未来は　君しだい　　　　　　　　　　        　　　小川町立東中学校　宮寺　佳蓮   (東松山間税会)
one for all　１人の税金が　みんなの笑顔　　 　　　 　　　　　熊谷市立荒川中学校　岡村　悠希　     (熊谷間税会)
１人１人の　意識で変わる　「税」の重み　　 　　　　　             深谷市立川本中学校　大澤　凜紗　　 (熊谷間税会)
納税で　生まれる笑顔　豊かな社会　　　 　　　　　　　          本庄市立本庄南中学校　磯野　拓夢　   (本庄間税会)
税金で　つながる幸せ　確かな未来　　　　 　　　　　 春日部市立江戸川小中学校    横井　月野　   (春日部間税会)
子どもでも　買い物したら　納税者      　　　　　　　　　　　　松伏町立松伏中学校　 鈴木　龍正   (越谷間税会)
税金は　暮らしを支える　根っこです      　　　　　　　　　　　下妻市立東部中学校　寺田　音王 　(下館間税会)
国づくり　税から始まる　物語　　 　                 　　　　　　茨城県立藤代高等学校　 栃折　一徹     (竜ヶ崎間税会) 
税金に　たくす未来の　設計図　　 　　　　　　　　　　　　　　　  茨城大学教育学部附属中学校  松田　直子　    (水戸間税会)
令和も支える消費税　未来へつなごう　明るい社会　　 　       宇都宮市立清原中学校　 沢村　采里    (宇都宮間税会)
納税で　みんなでつくる　豊かな未来　　　　 　　　　　　  高根沢町立中央小学校   出口  ここ菜        (氏家間税会)
税金は　社会のための　エネルギー　　　　 　　　　　　  　 足利市立富田小学校    相良　悠成　    (足利間税会)
税金は　未来をつくる　エネルギー　　　　 　　　　　　   　  　佐野市立西中学校　新井　翠月　  　 (佐野間税会)
税金は　くらしを支える　恩返し　　　　 　　　　　　   　  　 藤岡市立小野中学校    堀口　咲智       (藤岡間税会)
消費税　未来をつくる　８から１０　　　　 　　　　　　   　　沼田市立沼田南中学校   樋之口功秀      (沼田間税会)
もう一度　見つめてみよう！　くらしを支える　税のこと　   　　　　　　　 青木　幸枝           (館林税務署管内間税会)
守ろうよ　みんなの暮らし　税金で　　　　 　　　　　　   　　 新潟市立石山中学校   横田　瑛士      (新潟間税会)
育てよう　未来の国を　税金で　　　　 　　　　　　   　　 　 新潟市立葛塚中学校   武者　恋奈      (新潟間税会)
広めよう　税をおさめる　大切さ　　　　 　　　　　　   　新潟市立新津第二中学校   遠藤　聖波      (新津間税会)
税を知る　国に貢献　第一歩　　　　 　　　　　　   　　新発田市立佐々木中学校   坂井　雅喜    (新発田間税会)
守ろうよ　令和の時代を　税金で　　　　 　　　　　　   　　魚沼市立堀之内中学校   岡元　祢音   (小千谷間税会)
税がある　だから暮らせる　今がある　　　　 　　　　　　    妙高市立新井中学校   余野　歩実      (高田間税会)
税金で　創る未来と　守る未来　　　　 　　　　　　    　　 上越市立柿崎中学校   布施　遼治      (高田間税会)
納税で　未来を明るく　安心に　　　　 　　　　　　 　  糸魚川市立糸魚川中学校   田原　涼雅   (糸魚川間税会)
税金を　学んで創ろう　明るい未来　　　　 　　　　　　  　　　　 村上信用金庫   齋藤　大進      (村上間税会)

【税務署長賞】

　令和元年11月15日、女性部長会と昼食・懇親会を20名の参加者を得て新橋演舞場隣の料亭「金田中本店」で開催
しました。女性部長会では、活動報告を中心に 新しい試みへの発案や改善の為の問題点などが提議され、昼食時にも
活発な意見交換と懇親を深められるなど、実りのある交流の場となりました。
　その後に、周辺の築地場外市場や銀座を散策する自由時間を経て新橋演舞場で スーパー歌舞伎オグリを観劇しま
した。女性部の牽引役として関東信越各地から集まった女性部長の皆様と、益々間税会女性部の為に尽力しようと誓い
合っての解散となりました。   （中川律子 女性部長）
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間税会活動の功労により、14名の方が令和元年度納税功労表彰を受けられました。
受章されました皆様に対しまして、関東信越間税会連合会会員一同、心よりお祝い申し上げます。

小暮　進勇
全国間税会総連合会副会長
関東信越間税会連合会会長　
埼玉県間税会連合会会長
越谷間税会会長

田辺　　實
全国間税会総連合会常務理事
関東信越間税会連合会理事
埼玉県間税会連合会常任理事
所沢間税会理事

近藤　新一郎
関東信越間税会連合会理事
群馬県間税会連合会副会長
桐生間税会会長

大沢　　守
全国間税会総連合会常務理事　
関東信越間税会連合会理事
埼玉県間税会連合会理事
大宮間税会名誉会長

竹内　　功
関東信越間税会連合会理事
群馬県間税会連合会副会長
群馬県間税会連合会会長
高崎間税会会長

名古谷　誠
全国間税会総連合会常任理事　
関東信越間税会連合会理事
埼玉県間税会連合会常任理事
浦和間税会副会長

税間税会活会活動動の功労功労により、14名名の方方が令和令和 年元年度納度納税功税功労表労表彰彰を受受けられました。
受章されました皆様に対しまして、関東信越間税会連合会会員一同、心よりお祝い申し上げます。

令和元年度 納税功労表彰受彰者

逆井　光雄
茨城県間税会連合会理事
古河間税会副会長

鶴野　郁子
栃木県間税会連合会理事
宇都宮間税会副会長

小林　政氏
関東信越間税会連合会理事
埼玉県間税会連合会副会長　
川口間税会会長

杉野　一美
関東信越間税会連合会元理事
埼玉県間税会連合会常任理事
大宮間税会参与

五十嵐　智勇
全国間税会総連合会常任理事
関東信越間税会連合会理事
埼玉県間税会連合会副会長
所沢間税会会長

高野　幹也
全国間税会総連合会常任理事　
関東信越間税会連合会副会長
新潟県間税会連合会会長
新潟間税会会長

高橋　正明
関東信越間税会連合会元理事
新潟県間税会連合会副会長
長岡間税会副会長

荻原　　好
関東信越間税会連合会理事
長野県間税会連合会副会長
上田間税会会長

新潟県間税会連合会副会長
長岡間税会副会長

長野県間税会連合会副会長
上田間税会会長

青年部長会等開催
　令和元年11月22日（金）、さいたま市の大宮サンパレスにおいて
来賓として藤井誠消費税課長及び山崎淑子課長補佐をお招きし
て青年部長等会議が開催されました。
　会議では、青年部長から全国の青年部の活動状況の説明が
なされると共に、各間税会青年部からは、各青年部が創意工夫を
しながら税の標語の募集活動・租税教室への参加、講演会の開
催等を行っている活動状況が紹介されました。
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埼玉県間税会連合会
　　　　       (単位会数15間税会 会員数7,578名)  H31年４月１日現在

会員増強!！
　本年４月１日現在での会員増強達成目標は、関東信越間税会連合
会21,500人社、埼玉県間税会連合会8,000人社です。目標達成に向
かって取り組んでまいりましょう。

小暮進勇会長

会

会
か

小暮進勇会長

川口間税会 会長 小林政氏

春日部間税会 会長 横井英明

大宮間税会　会長 昼間孝一

　第11回会員親睦ゴルフ大会が宇都宮サンヒルズカントリークラブで開催され
ました。40名の参加者で行われ、親睦と会員増強になりました。税の標語では、
応募件数が、昨年度の2,736点から、本年度の7,297点へと一気に増加しまし
た。税務当局のご指導により、審査方法もスムーズに行われ、各賞が決定しまし
た。女性部事業では、10月3日路地裏散策が日本橋、人形町界隈で行われ、昼
食は玉ひでにて親子丼に舌鼓。参加者全員満腹、次回もお楽しみに。

　20周年のソウル税務署訪問に続きシンガポール研修旅行を令和元年
11月17日（日）～21日（木）に実施しました。
　11月19日にシンガポール国税庁を訪問。現地スタッフの案内でシンガポ
ール税の資料館の見学。見学時にシンガポールの税制について参加者と
現地スタッフとで質疑応答。その後、隣接する確定申告会場を見学。

川越間税会 会長 吉﨑秀夫
　川越税務署では、管内にある東京国際大学の学生を対象に租税教室を行っ
ております。今年は私共川越間税会と共催で、１１月１日（金）に消費税を含めた
税に関する講義を行いました。学生達には「世界の消費税クリアファイル」を配
布し、消費税についての知識を深めていただくことが出来ました。なお、年度内
の今後の予定として造幣局等の視察研修会を実施する予定です。会の魅力を
高め、会員増強にも努めて参ります。

（1）平成30年スタートした女性部会の第3回部会が、本年
9月地元川口市領家にある㈱大泉工場洋館見学とバー
ベキューで楽しみました。この洋館は1938(昭和13年)ごろ
に建てられたもので、大谷石を使った地上2階地下1階建
て12室の建物で国の登録録有形文化財に登録され、本
社事務所として使われています。

（2）免税事業者に対する経過措置及び適格請求書等保存方式(インボイス
制度)の導入についてを主テーマとし、ポイント還元モバイルPOSレジ導入等6
月、9月、10月と3回セミナーを開催いたしました。

　もう１つの研修旅行の目玉はTVでもよく特集されるマリーナベイサンズへの宿泊。屋上
プールやホテル施設を満喫しました。研修旅行中に標語作成を行いました。

　朝霞間税会では、令和元年9月3日、本年度税の研修会を実施しました。
参加者は、総勢20名の参加となりました。行きの車中で、軽減税率制度・査察
のDVDを見ながら、いざ秩父長瀞へ。ライン下りを堪能したのち、昼食、温泉
へ。時間的に余裕を持った工程で参加した皆さん満足そうでした。
　帰りの車中で「税の標語」を参加者の方々に作成していただき、無事研修
会を終えることができました。また、今年度は新座市内中学校の生徒さんたち
に税の標語作成を学校の先生方協力のもと、2180もの作品が集まりました。
来年度もまた、別の市に協力をお願いする予定です。

朝霞間税会 会長 山下逸郎
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茨城県間税会連合会
　　　　　　    (単位会数８間税会 会員数3,515名) H31年４月１日現在

　茨城県間税会連合会では、会員増強による組織拡大を主軸とした活動を推
進しており毎年堅調に増加しております。また、各単会の管轄税務署との連携を
図りながら税に対する研修会、啓発活動等を実施しております。

　日立間税会では、9月9日(月)日立税務署のご協力のもと、日立地区産業支援センターにて「消費税軽減税率説明会」を
実施いたしました。また、11月9日(土)には、日立市・さくらアリーナにて日立税務署並びに関係団体と共に「税を考える週
間」街頭キャンペーンに参加し、「日立市産業祭」にご来場された方 に々、啓発品の配布を行いました。

　水戸間税会は、中学生の「税の標語」募集活動を重点的に行い、前年より参加校が３校増加して、提出件数も1.5倍となり
ました。また、1月17日(金)には、水戸税務署長講演及びインボイス制度の研修会を行います。

　去る9月24日(火)土浦市・ホテルローブにおいて市野沢徹也税務署長をお迎えし、
『税金よもやま話』をテーマに講演会を開催致しました。講演では、10月から導入され
る軽減税率制度について、概要・ポイントを解説していただきました。また、国税局勤務
時のお話や税金に関するトピックスなどを披露し、ユーモアを交えながらお話いただ
き、有意義な研修会となりました。

　鹿行間税会では、11月14日に鹿島市「鹿島勤労文化会館」において、潮来税務署管内税務関係連絡協議会の一員
として納税表彰式を開催いたしました。当日は各団体の功労者や中学生・高校生の税の作文等の受賞者の表彰が執り
行われました。

　下館間税会では、毎年の「税の標語」の募集活動を展開する中で、応募作品が平成30年度は2,578点、令和元年度が
4,012点と主に小学生から中学、高校生より年々多くの応募をいただいております。今年も優秀作品への全国間税会総連合
会から2点の「入選」をはじめ下館税務署長賞、関東信越間税会連合会、下館間税会の会長賞を表彰することが出来まし
た。

水戸間税会 会長 岡村　浩  

鹿行間税会 会長 塚本誠一

日立間税会 会長 益子　進

下館間税会 会長 広瀬陽一

 竜ケ崎間税会では、毎年8月に恒例行事であります竜ケ崎税務署上席国税調査官による「税に関す
る研修会」並びに「納涼会」をアサヒビール茨城工場施設内で開催。今年度は総勢84名の参加者が
あり懇親を深めることが出来ました。また、青年部によるゴルフコンペ、女性部による視察研修ツアー等
の行事活動も開催しております。更に各地域（支部）による会員増強運動の活動を展開しております。

竜ヶ崎間税会 会長 安達　實

　（一社）太田法人会及び太田税務署との共催により、4半期ごとに決算期別説明会を実施いたしました。また、新たに設立さ
れた法人を対象として、法人税消費税及び源泉所得税の申告や手続き、取扱いなどについて、説明会を実施いたしました。
　税の普及活動として、10月13日（日）～11月23日（土）まで、太田間税会管轄の各地区内のイベント会場にて、税務連絡協
議会主催の税の普及活動に協力しました。内容は、一万円札一億円分のレプリカの展示や税に関する様 な々チラシの配
布、税に関する絵はがきコンクールのテッシュの配布等を実施しました。さらに、毎年1月と9月に当会の機関誌「太田間税会
だより」を発行しました。

太田間税会 会長 伊村智安

　古河間税会は、旧市町村を基礎とした７つの支部を構成し、活動等を行っております。全体での活動は、各支部、女性
部から選任された総務委員会が、日帰り研修旅行、総会等の記念講演等を毎年行っております。また、各支部から選任
された委員により会員拡大委員会を組織して各支部の目標を決めて、キャンペーンを行い、お陰様で毎年会員拡大が出
来ております。これからも、会員の要望等を踏まえて、会員の為のなる間税会を目指していきたいと考えております。

古河間税会 会長 斉藤一恵

土浦間税会　会長 横山和裕  

市野沢税務署長講演

進
図

水戸間税会 会長 岡村　浩
安達　實会長

　去る11月9日（土）、秋の新そばの収穫時期に合わせて会員間の交流を目的に、恒例となりましたそば打ち体験を行いました。そば粉
は地元産の常陸秋そばを使い、経験を積んだ名人からそば打ちの基本を教えていただき、わかりやすく丁寧な指導のもと楽しく体験
できました。最後は、打ちたてのそばを地元で採れた季節の山菜天ぷらと一緒に堪能。自分で打ったそばの味は、格別で絶品でした。

そば打ち体験

幸崎上席国税調査官
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栃木県間税会連合会
　　　　　　　(単位会数8間税会　会員数1,818名)Ｈ31年4月１日現在

中島　理 会長

宇都宮間税会　　 会長 田嶋章夫

中島 理 会長

宇都宮間税会 会長 田

　栃木県間税会連合会では、税務御当局と連携し、世界の消費税クリアファイ
ル・税の標語・税金クイズ・租税教育等の間税会活動を通じ、消費税の啓蒙に努
めています。又、消費税の10％への増税と軽減税率の導入についても説明会を
開催するなど、周知広報を行なっています。

村上栃木税務署長・森川栃木間税会会長

　宇都宮間税会の活動としましては、「税の標語」の募集活動を行ない
2,045点の応募がありました。
　また、今年度で６年目となる「消費税期限内完納推進キャンペーン」で
は、宇都宮税務署・納税貯蓄組合の皆様と市内の商店街を回りながら、消
費税の期限内完納の呼びかけを行ないました。
　また、宇都宮間税会は今年度、創立30周年を迎え、その記念式典を11
月11日に行い、多くのご来賓の皆様のご出席をいただきました。

真岡間税会　　 会長 石田順一
　令和元年11月13日「税を考える週間」のおいて、実
務者講演会を開催いたしました。内容は①真岡税務署
長高市智恵子氏に「税務行政のこらから」②㈱青木製
作所代表青木圭太氏に「青木製作所の働き方改革」
についての講演をいただきました。

栃木間税会　　 会長 森川　武
①令和元年８月27日、平成31年度税制及び
執行に関する要望書を栃木税務署長に提
出しました。
②令和元年11月13日、納税表彰式で「税に関
する高校生の作文」応募者に、世界の消費税
図柄刷込みクリアファイルを贈呈しました。

足利間税会　　 会長 蓼沼浩司

栃木県間税会連合会女性部 部長 田中和美

　足利間税会では、毎年、全間連主催の「税の標語」の募集に際して、市内
３ヵ所の小学校に対して募集活動を行なっています。
　今回も、４名の小学生の優秀作品について、税を考える週間行事等の中で
各小学校に出向いて表彰を行ないました。この３校の小学校については、毎
年、間税会が６年生を対象とした租税教室を担当している学校でもあります。
　本年も、蓼沼会長が、税の役割、必要性について間税会からの視野に立っ
た自らの事業・経験に基づく生きた授業を行い好評をいただいております。

　11月19日、女性部研修会を開催しました。日光市田母沢
御用邸記念公園にて、鹿沼税務署長伊東様に講演をいた
だきました。
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長野県間税会連合会
　　　     (単位会数10間税会　会員数3,195人/社)平成31年4月１日現在

　会員増強による組織と財政の充実を主軸とし、消費税など間接税について
の正しい知識の普及、自主的な申告納税をしてもらうための活動など、各構成
単会それぞれが実のある取り組みを実施してまいります。

倉石和明会長

　創立30周年を迎え、上田間税会として、令和元年度の事業計画を幾つか掲げました。
①先ず会員の増強をいかにするか、組織の拡充強化と財政の確立のため会員増強プロジェクト
　チームを立ち上げ、各支部より委員が抜擢され、13人の精鋭メンバーで発足会を開催、それぞ
　れが地元戻り、会員増強に走り新たに70名近い増強に至りました。
②「税を考える週間」行事に講演会の開催。税理士会からの声かけもあり、協賛事業として、11月
　11日（月）にテレビキャスターとして有名な辛坊治郎氏を講師としてお迎えし、特別講演会「混迷
　日本がスッキリわかる話」辛坊治郎のそこまで言っていいんかいーと題して、一般の方々へも参
　加チラシを配り、当日は500名近い聴講者となりました。
③「税の標語」の募集活動の強化。3市町の中学校、会員から1500程の句が集まりました。ご多忙
　の中、学校側・担当諸先生・応募していただいた生徒の皆様に感謝をし、クリアファイルと共に表
　彰に来校いたしました。
　他にも、記念ゴルフ大会、視察研修旅行など、会員の協力により盛り沢山な、行事をやってまいり
ました。今後も益々活発な上田間税会でありたいと願っております。

　令和元年10月26日「第16回クイズ税金百科」が開催されました。松本税務署管内の納税関係団体11団体で構成する連絡協議会
主催による、松本税務署管内の中学生を対象とした税金に関するクイズ大会を実施、租税の役割や重要性を理解してもらうことを目
的としたクイズ大会です。
　併せて、テレビ松本の協力の下、大会の様子を「税を考える週間」期間中に放映し、租税教育の重要性を管内の納税者の皆様に
広く認識してもらうとともに、納税関係団体連絡協議会の各構成団体の業務内容について周知を行いました。今回で16回目、管内の
中学生3人１チームで6チーム参加、ゲストのゆるキャラグランプリのアルクマをはじめイータ君、みずん、かもし課長、松本山雅FCのガン
ズくんも登場し、大会が大いに盛り上がりました。

　「税を考える週間」行事の一環として当間税会では伊那税務署・伊那市・伊那
地区納税貯蓄組合連合会・伊那法人会等の納税関係団体と連携して消費税の
期限内完納の推進や軽減税率制度の周知を図ることを目的にキャンペーンを実
施しました。
　このキャンペーンでは、各役員が30名ほど参加して、管内三カ所の大型店舗で
3日間の日程で開催しました。伊那市のイメージキャラクターの「イーナちゃん」と、
ご当地アイドルグループのパラレルドリームのメンバーが、チラシが入ったクリアファ
イル（全間連の世界の消費税）の配布を行いました。

の
単

倉石和明会長

伊那間税会　会長 唐木　和世

上田間税会　会長 荻原　好

松本間税会　会長 　奉邦

写真提供：みのわ新聞社
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群馬県間税会連合会
　　　　　  (単位会数９間税会 会員数2,559人/社) H31年４月１日現在

　本年も9単会に各税務署のご協力を頂きながら、税に対する啓発活動・広報活動を実
施し間接税、特に消費税の重要性をお伝えし、その活動の基本となる「組織拡大」に努
め、仲間を増やしてまいります。

中島　祥博会長

前橋間税会　会長 　石川直美

　前橋間税会女性部（石川直美部長）では、「税を考える週間」にあわせて税に関する研修会を毎年行っていま
す。24回目となる今回は、200名の参加を頂き前橋税務署長による「これからの税務行政」の講話に続いて「軽減
税率制度について」のDVDを拝聴しました。また音楽家　守時タツミさんに、「景色の見える-音楽会-」を公演いた
だき研修会を盛り上げて頂きました。

伊勢崎間税会 会長 森田高史

本
施し
め、

中島　祥博会長

前橋間税会 会長 石川直美

　伊勢崎間税会は、毎年、春の定期総会において、｢クラシックコンサート｣を開催し、好評を頂いております。また、
11月7日には、関東信越国税局の消費税課長さんのご講演を頂き、｢創立30周年記念式典｣を開催いたしました。
当日は、｢ジャズ演奏会｣も開催し、30周年の歩みを振り返るとともに、会員一同大いにエンジョイいたしました

藤岡間税会 会長 橋谷　徹
　藤岡間税会への出席は平成5年4月より始まり、藤岡間税会の理事を平成12年4月から平成19年3月まで7年間
お引き受けし、さらに副会長を平成19年4月から平成24年3月まで5年間お引き受けし、最後に会長及び事務局長
を平成24年4月から平成31年3月まで7年間お引き受けし、これでお役御免だと思っていましたら、さらに今期承認
されましたので、さらに平成31年4月から令和3年3月までの2年間会長を務める予定でおります。今まで藤岡間税
会一筋にがんばってまいりましたが、その任期が終了次第、退任させていただく意向であります。

高崎間税会 会長 竹内　功
　高崎間税会では、７月に着任した郷間税務署長に「税の閑話」というテーマで講演をいただきました。非常に幅
広く興味深い話でよかったと思います。
　組織状況など拡大強化の取組みですが、会員470人以上で安定したと思われます。かねてからの目標の500人
もあと一歩のところです。
　消費税研修会も、年３～５回程度行い「税を考える週間」で予定している行事は主に女性部、青年部主催と本
会ご支援の講習会も企画中です。会員増強の年度として500人達成したいと考えております。

富岡間税会 会長 荻野匡史

　富岡間税会は税務署と連携を取りながら広報活動や税の研修会などに取り組んでおります。また、会員相互の
親交を深めるため定期的な交流会や研修旅行なども行っております。最近は「中学生の税の作文コンクール」や
小学校の「租税教室」などにも積極的に取り組んでおります。

吾妻間税会 会長 町田　護
　今年度役員改選があり、総会で会長を拝命致しました町田でございます。よろしくお願いいたします。
当会は、納税意識の向上および社会の健全な発展に貢献すること、及び税務行政が行う施策に協力することを
目指して、以下の活動を実施してまいります。税の標語の募集活動・「世界の消費税」図柄刷り込みクリアーファイ
ルの配付、令和元年10月実施された軽減税率制度の周知活動、会員相互の連帯と協調を図り、新規会員の募
集を行う為の交流会の開催を実施いたします。
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新潟県間税会連合会
　　　　 (単位会数13間税会 会員数2,397人/社) H31年４月１日現在

高野幹也会長

　昨年は元号が、平成から令和に代わり、消費税が、８％と１０％が共存する複数税率制度が始まりまだ
まだこれからも混乱が予想されます。又、新潟県においては県内人口が10年前に比べて20万人減となり
少子高齢化に歯止めが掛からない状態となっております。その様な中で新潟県間税会連合会といたし
ましては、県連会員間税会と共に消費税の相談窓口としてまた、税の標語の募集活動を通じて広報活
動を活発にして間税会連合会の会員増に力点を置いて本年は活動してまいりたいと存じます。高野幹也幹也会長

　昨年
まだこれ
少子高
ましては
動を活

　本年、新潟間税会といたしましては、昨年に引き続き中学生税の標語の募集を昨年以上に参加中学校を増やし6千言を目指して頑
張って行く所存です。昨年からは新聞やTVのニュースでも取り上げられ新潟間税会の存在も少しずつではありますが世間に認識さ
れてきており皆様の会員募集の助けになって頂ければ幸いです、消費税の完納の為にも複数税率制度をより理解して頂くためにも引
き続き講習会も開催して参りますのでご協力をお願い致します。

群馬県間税会連合会

沼田間税会 会長 金井則夫

　当会では11月に沼田税務署前野署長講演会を関係団体の共催で開催いたしました。また、毎年恒例の沼田市
内の「えびす講」における歩行者天国で関係団体の共催でティッシュ配布による街頭広報を実施しました。本年は、
沼田法人会との共催で「中学生の税の標語の募集」も行い、沼田税務署長をお招きし表彰式も盛大に実施しまし
た。

桐生間税会 会長 近藤新一郎

　当会は間税会の理念に賛同される会員にて、税務知識の習得・税務行政への協力を通して、税務知識の普及
提言を行い、親睦を深めつつ活動しております。また、税を考える週間に合わせ、納税表彰式の挙行、各種税務研
修会開催・視察、管内小中学生への世界の消費税ファイルの配布等活動中です。

館林税務署管内間税会 会長 小暮高史
　当会は令和元年度「税の標語」「クリアファイル活性化」並びに「会員組織活性化」モデル会となっており、「税務
４団体合同研修会・署幹部との懇談会」「役員年末税務研修会・懇談会」「消費税に係る研修会」「商工祭・産業
祭でのクリアファイル配布」等の活動に加え、商工会議所・商工会・税務署と連携して「消費税軽減税率制度説明
会」を実施いたしました。

新潟間税会  会長 高野幹也

　新津間税会では本年度も「税の標語」を募集し、2081点の応募をいただきました。入選された方には11月20日に
開催された表彰式で賞状をお渡ししました。
　その活動以外にも、税に対する啓発と広報活動を税務署と連携を図りながら進め、併せて会員拡大にも努めて
参りたいと考えております。

新津間税会 会長 齋藤俊太郎

　「税の標語」募集に新発田税務署の支援もあり、市内中学校・金融機関にご協力いただきました。11月13日の納税
表彰式では、新発田税務署長賞を設け、賞状の授与がとり行われました。
　また、税を考える週間では、他の税務団体と協力して世界の消費税図柄刷込みクリアファイル等の配布を行いまし
た。今年度は組織強化に重点をおき、特に女性会員の増強を図っております。

新発田間税会 会長 荻野秀介
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　今年の「税を考える週間」の納税表彰式は、11月13日（水曜日）に行われました。村上税務署長表彰は、村上法
人会から1名と村上間税会からは事務局長の合計2名でした。
　また、各種団体及び税務署長からは中学生及び高校生の「税についての作文」に応募した中から選ばれた14
人の生徒が表彰されました。
　最後に、全国納税貯蓄組合連合会優秀賞を受賞した村上中等学校3年の方の「税の恩恵」の朗読は、6月に経
験した地震と、災害復興に役立てられる税金について考えをめぐらせた経験から、納税への気持ちを綴ったもの
で、一同感銘を受けました。　

村上間税会 会長 舩山由喜男

新潟県間税会連合会

　小千谷間税会では、管内の中学１年生を対象に「税の標語」の募集を行い、１４校より８６０点のご応募をいただき
ました。「税を考える週間」においては１１月１３日（水）に納税表彰式を開催し、優秀作品について表彰を行いました。
　また、本年度は軽減税率制度の導入に備えて、８月と９月に小千谷商工会議所との共催で軽減税率制度対策セミ
ナーを開催しました。

小千谷間税会 会長 小宮山佳秀

　三条間税会は、11月15日に税務団体等で構成される税務団体協議会と三条税務署との共催で合同納税表彰式を
開催し、中高生の「税についての作文」の優秀作品表彰等を行いました。
　また、11月12日に「税を考える週間」の広報活動として、消費税期限内完納推進運動の街頭広報を県央地区のスー
パーマーケットの一角をお借りし、税務団体協議会と三条税務署で行いました。　
　三条間税会では、若い世代を中心に多くの皆様に税について考えて頂ける活動を進めていきたいと考えておりま
す。

三条間税会 会長 及川良文

　最後に、全国納税貯蓄組合連合会優秀賞を受賞した村上中等学校3年の方の「税の恩恵」の朗読は、6月に経
験した地震と、災害復興に役立てられる税金について考えをめぐらせた経験から、納税への気持ちを綴ったもの
で、一同感銘を受けました。　
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