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R03.8.27 14:00 14:43 広島合同庁舎１号
館共用１号会議室

広島国税局長
外2人

中国国税職員組合 委員長、副委員長、
書記長
外2人

・機構・定員について
・職員等の処遇改善について
・人事異動について
・事務運営の改善について
・勤務時間管理について
・職場環境の整備について
・健康管理について
・労使関係について

～1

R03.7.1 16:00 16:30 鳥取税務署署長室 鳥取税務署長 中国国税職員組合鳥取支
部

支部長 ・人事異動について～2

R03.9.29 16:00 16:30 倉吉税務署署長室 倉吉税務署長
外1人

中国国税職員組合倉吉支
部

支部長、副支部長、
書記長

・人事異動について
・事務運営の改善について
・職場環境の整備について

～3

R03.7.7 16:30 17:00 松江税務署署長室 松江税務署長
外3人

中国国税職員組合松江支
部

支部長、副支部長、
書記長

・人事異動について～4

R03.9.27 16:00 16:50 浜田税務署署長室 浜田税務署長
外1人

中国国税職員組合浜田支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について
・労使関係について

～5

R03.7.1 16:00 16:05 出雲税務署署長室 出雲税務署長
外1人

中国国税職員組合出雲支
部

支部長 ・人事異動について～6

R03.7.12 10:10 10:15 出雲税務署署長室 出雲税務署長
外1人

中国国税職員組合出雲支
部

支部長 ・人事異動について～7

R03.7.1 10:30 10:40 益田税務署署長室 益田税務署長
外1人

中国国税職員組合益田支
部

支部長、書記長 ・人事異動について～8

R03.9.30 15:00 15:45 益田税務署署長室 益田税務署長
外1人

中国国税職員組合益田支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～9
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R03.7.9 10:30 10:40 石見大田税務署署
長室

石見大田税務署長
外1人

中国国税職員組合石見大
田支部

支部長、書記長 ・人事異動について～10

R03.9.21 15:30 15:50 石見大田税務署署
長室

石見大田税務署長
外1人

中国国税職員組合石見大
田支部

支部長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～11

R03.7.2 16:00 16:30 大東税務署署長室 大東税務署長
外1人

中国国税職員組合大東支
部

支部長、書記長 ・人事異動について～12

R03.8.3 16:00 16:30 大東税務署署長室 大東税務署長
外1人

中国国税職員組合大東支
部

支部長、書記長 ・労使関係について～13

R03.9.24 15:00 15:30 大東税務署署長室 大東税務署長
外1人

中国国税職員組合大東支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～14

R03.7.2 15:00 15:15 西郷税務署署長室 西郷税務署長
外1人

中国国税職員組合西郷支
部

支部長 ・人事異動について～15

R03.8.4 16:00 16:10 西郷税務署署長室 西郷税務署長
外1人

中国国税職員組合西郷支
部

支部長、書記長 ・労使関係について～16

R03.7.6 16:00 16:30 岡山西税務署署長
室

岡山西税務署長
外2人

中国国税職員組合岡山西
支部

支部長 ・人事異動について～17

R03.9.29 16:00 17:00 岡山西税務署署長
室

岡山西税務署長
外3人

中国国税職員組合岡山西
支部

支部長、副支部長、
書記長

・人事異動について
・職場環境の整備について

～18

R03.7.2 14:00 14:30 瀬戸税務署署長室 瀬戸税務署長
外1人

中国国税職員組合瀬戸支
部

支部長 ・人事異動について～19
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R03.7.9 15:00 16:00 児島税務署署長室 児島税務署長
外1人

中国国税職員組合児島支
部

支部長、書記長 ・人事異動について～20

R03.7.30 15:00 15:30 児島税務署署長室 児島税務署長
外1人

中国国税職員組合児島支
部

書記長 ・賃金・制度等の改善について～21

R03.9.27 16:00 16:30 児島税務署署長室 児島税務署長
外1人

中国国税職員組合児島支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～22

R03.9.30 11:00 11:50 倉敷税務署署長室 倉敷税務署長
外3人

中国国税職員組合倉敷支
部

支部長
外2人

・人事異動について
・職場環境の整備について

～23

R03.7.2 15:00 15:30 玉島税務署署長室 玉島税務署長
外1人

中国国税職員組合玉島支
部

支部長、書記長 ・人事異動について～24

R03.8.5 15:00 15:25 玉島税務署署長室 玉島税務署長
外1人

中国国税職員組合玉島支
部

支部長、書記長 ・職場環境の整備について
・労使関係について

～25

R03.9.29 16:00 16:20 玉島税務署署長室 玉島税務署長
外1人

中国国税職員組合玉島支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～26

R03.7.2 15:00 15:10 津山税務署署長室 津山税務署長
外2人

中国国税職員組合津山支
部

支部長 ・人事異動について～27

R03.7.6 15:00 15:10 玉野税務署署長室 玉野税務署長
外1人

中国国税職員組合玉野支
部

支部長、書記長 ・人事異動について～28

R03.9.27 14:30 15:00 玉野税務署署長室 玉野税務署長
外1人

中国国税職員組合玉野支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～29
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R03.8.6 15:00 15:30 笠岡税務署署長室 笠岡税務署長
外1人

中国国税職員組合笠岡支
部

支部長 ・労使関係について～30

R03.7.1 11:45 12:00 新見税務署署長室 新見税務署長
外1人

中国国税職員組合新見支
部

支部長、書記長 ・人事異動について～31

R03.9.16 10:00 10:15 新見税務署署長室 新見税務署長
外1人

中国国税職員組合新見支
部

支部長 ・人事異動について～32

R03.9.27 15:30 15:45 新見税務署署長室 新見税務署長
外1人

中国国税職員組合新見支
部

支部長 ・職場環境の整備について～33

R03.7.5 16:00 16:15 久世税務署署長室 久世税務署長
外1人

中国国税職員組合久世支
部

支部長、書記長 ・人事異動について～34

R03.9.8 15:00 15:20 久世税務署署長室 久世税務署長
外1人

中国国税職員組合久世支
部

支部長、書記長 ・職場環境の整備について
・労使関係について

～35

R03.7.5 16:00 16:20 広島東税務署署長
室

広島東税務署長
外4人

中国国税職員組合広島東
支部

支部長 ・人事異動について～36

R03.7.2 10:00 10:15 広島南税務署署長
室

広島南税務署長
外2人

中国国税職員組合広島南
支部

支部長、書記長 ・職員等の処遇改善について
・人事異動について

～37

R03.8.6 13:30 14:00 広島南税務署署長
室

広島南税務署長
外1人

中国国税職員組合広島南
支部

支部長、副支部長 ・事務運営の改善について
・労使関係について

～38

R03.7.6 9:30 9:50 呉税務署署長室 呉税務署長
外1人

中国国税職員組合呉支部 支部長、副支部長 ・人事異動について～39
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R03.7.2 15:00 15:20 竹原税務署署長室 竹原税務署長
外1人

中国国税職員組合竹原支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～40

R03.9.27 15:00 16:00 竹原税務署署長室 竹原税務署長
外1人

中国国税職員組合竹原支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・事務運営の改善について
・勤務時間管理について
・職場環境の整備について
・健康管理について

～41

R03.7.9 14:00 14:45 三原税務署署長室 三原税務署長 中国国税職員組合三原支
部

支部長 ・人事異動について～42

R03.9.30 9:00 10:00 尾道税務署署長室 尾道税務署長
外1人

中国国税職員組合尾道支
部

支部長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～43

R03.7.6 15:00 15:30 福山税務署署長室 福山税務署長
外2人

中国国税職員組合福山支
部

支部長 ・人事異動について～44

R03.9.9 15:45 16:00 三次税務署署長室 三次税務署長
外1人

中国国税職員組合三次支
部

支部長、書記長 ・労使関係について～45

R03.9.14 14:00 14:30 庄原税務署署長室 庄原税務署長
外1人

中国国税職員組合庄原支
部

支部長、書記長
外1人

・人事異動について
・職場環境の整備について

～46

R03.7.7 16:00 16:25 西条税務署署長室 西条税務署長
外1人

中国国税職員組合西条支
部

支部長、副支部長、
書記長

・人事異動について
・事務運営の改善について

～47

R03.7.7 10:00 10:30 廿日市税務署署長
室

廿日市税務署長
外2人

中国国税職員組合廿日市
支部

支部長、副支部長、
書記長

・人事異動について～48

R03.7.12 10:00 10:30 廿日市税務署署長
室

廿日市税務署長
外2人

中国国税職員組合廿日市
支部

支部長、副支部長、
書記長

・人事異動について～49
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R03.8.4 16:00 16:30 廿日市税務署署長
室

廿日市税務署長
外2人

中国国税職員組合廿日市
支部

支部長、副支部長、
書記長
外1人

・事務運営の改善について～50

R03.9.22 15:00 16:00 廿日市税務署署長
室

廿日市税務署長
外2人

中国国税職員組合廿日市
支部

支部長、副支部長、
書記長

・勤務時間管理について
・職場環境の整備について

～51

R03.7.7 16:00 16:15 海田税務署署長室 海田税務署長
外1人

中国国税職員組合海田支
部

支部長、副支部長 ・人事異動について～52

R03.7.6 16:00 16:20 吉田税務署署長室 吉田税務署長
外1人

中国国税職員組合吉田支
部

支部長、書記長
外1人

・人事異動について～53

R03.8.2 9:30 10:00 吉田税務署署長室 吉田税務署長
外1人

中国国税職員組合吉田支
部

支部長、書記長
外1人

・労使関係について～54

R03.9.27 10:00 11:00 吉田税務署署長室 吉田税務署長
外1人

中国国税職員組合吉田支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～55

R03.7.7 16:00 16:30 下関税務署署長室 下関税務署長
外2人

中国国税職員組合下関支
部

支部長、副支部長、
書記長
外1人

・人事異動について～56

R03.7.7 16:30 16:45 宇部税務署署長室 宇部税務署長
外1人

中国国税職員組合宇部支
部

支部長、副支部長、
書記長

・人事異動について
・労使関係について

～57

R03.7.2 16:00 16:15 山口税務署署長室 山口税務署長
外2人

中国国税職員組合山口支
部

支部長 ・人事異動について～58

R03.8.4 16:00 16:15 山口税務署署長室 山口税務署長
外2人

中国国税職員組合山口支
部

支部長、書記長 ・労使関係について～59
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R03.9.13 9:30 10:00 山口税務署署長室 山口税務署長
外2人

中国国税職員組合山口支
部

支部長、副支部長、
書記長
外1人

・労使関係について～60

R03.7.6 16:30 16:45 萩税務署署長室 萩税務署長
外1人

中国国税職員組合萩支部 支部長 ・人事異動について～61

R03.8.2 16:15 16:45 萩税務署署長室 萩税務署長
外1人

中国国税職員組合萩支部 支部長 ・職場環境の整備について～62

R03.9.30 16:00 16:30 萩税務署署長室 萩税務署長
外1人

中国国税職員組合萩支部 支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～63

R03.7.1 15:00 15:30 徳山税務署署長室 徳山税務署長
外2人

中国国税職員組合徳山支
部

支部長、副支部長 ・人事異動について～64

R03.8.6 11:00 11:27 徳山税務署署長室 徳山税務署長
外2人

中国国税職員組合徳山支
部

支部長、副支部長、
書記長

・労使関係について～65

R03.7.6 11:00 11:30 防府税務署署長室 防府税務署長
外1人

中国国税職員組合防府支
部

支部長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～66

R03.8.4 15:00 15:10 防府税務署署長室 防府税務署長
外1人

中国国税職員組合防府支
部

支部長 ・職場環境の整備について
・労使関係について

～67

R03.9.27 13:55 14:15 防府税務署署長室 防府税務署長
外1人

中国国税職員組合防府支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～68

R03.7.8 16:00 16:15 岩国税務署署長室 岩国税務署長
外1人

中国国税職員組合岩国支
部

支部長、副支部長、
書記長

・人事異動について
・職場環境の整備について

～69
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R03.9.27 9:30 9:55 岩国税務署署長室 岩国税務署長
外1人

中国国税職員組合岩国支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～70

R03.7.1 16:30 16:50 光税務署署長室 光税務署長
外1人

中国国税職員組合光支部 支部長、副支部長、
書記長

・人事異動について～71

R03.9.29 16:00 16:30 光税務署署長室 光税務署長
外1人

中国国税職員組合光支部 支部長、副支部長、
書記長

・人事異動について
・職場環境の整備について

～72

R03.8.2 10:00 10:05 長門税務署署長室 長門税務署長
外1人

中国国税職員組合長門支
部

支部長
外1人

・労使関係について～73

R03.7.30 16:02 16:24 厚狭税務署署長室 厚狭税務署長
外1人

中国国税職員組合厚狭支
部

支部長、書記長 ・健康管理について
・労使関係について

～74

R03.9.30 15:03 15:22 厚狭税務署署長室 厚狭税務署長
外1人

中国国税職員組合厚狭支
部

支部長、書記長 ・人事異動について
・職場環境の整備について

～75


