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令和４年度 中学生・高校生の税の作文応募状況

中学生・高校生の作文は、税を題材とした作文を書くことを通じて、税に対する関心を一層深めてい

ただきたいという趣旨で、毎年実施しているものです。

多くの教育関係者の皆様のご理解とご協力により、大勢の生徒の皆様から税の作文の応募をいただ

きました。ご協力いただきました先生方に深く感謝いたします。

令和４年度 租税教室の開催状況 （令和５年３月末見込）

「租税教室」とは、次代を担う児童・生徒・学生の皆さんが、主権者として、社会や国を支える「税」

について、その意義や役割を正しく理解し、税を通じて社会や国の在り方について考えることを目的と

した「税の出前授業」です。

～はじめに～

関係者の皆様方には、租税教育の推進及び租税教育推進協議会の運営に格別のご理解とご協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。

兵庫県下租税教育推進協議会では、租税教育の推進を図ることを目的として、各税務署、兵庫県、各

市町、各教育関係機関、各納税協会、各納税貯蓄組合連合会及び近畿税理士会各支部等が協力し、租税

教室の開催をはじめ様々な取組を行っております。

この「租推協だより」は、各協議会が令和４年度に実施した主な活動状況を紹介したものです。

今後とも、租税教育の積極的な推進を図っていきたいと考えておりますので、皆様方のより一層のご

支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

兵庫県下租税教育推進協議会会長一同

応募校数 応募編数 応募校数 応募編数 応募校数 応募編数 応募校数 応募編数

兵庫県
合　計

295 24,680 282 22,746 77 8,697 91 12,772

近　畿
合　計

1,184 105,231 1,133 99,739 255 28,066 293 36,836

高校生の作文中学生の作文
令和３年度令和４年度 令和３年度令和４年度

管内校数 開催校数 受講者数 管内校数 開催校数 受講者数 管内校数 開催校数 受講者数 管内校数 開催校数 受講者数

兵庫県
合　計

748 383 19,951 378 78 7,118 204 29 3,947 139 22 2,024

小学校 中学校 高等学校 大学・専修学校
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令和４年度 中学生の「税についての作文」作品紹介

題名 『 フードロスと税金 』

学校法人関西学院関西学院中学部 ３年 洪 奕婷

ある日、私が冷蔵庫を開けるとそこには賞味期限が一ヶ月切れた納豆三パックが置いてあっ

た。母に見せると母はすぐにゴミ箱にそれを捨てた。別の日、食卓にとうに賞味期限が切れ、酸

っぱくなったキムチが出された。父が一口食べるとすぐにキムチはゴミ箱に消えていった。こん

な風に私の家では手もつけられずに廃棄された食品が多々あった。

私は廃棄された食品を処理するのにどれほどの費用がかかるのかが気になりウェブで調べて

みると、そこには衝撃の内容が記載されていた。食品ロスの発生場所は主に二つある。一つは小

売店での売れ残りや、飲食店での食べ残し、規格外品の廃棄といった「事業系食品ロス」。もう

一つは家での食べ残しや使わずに捨てられるなどの「家庭系食品ロス」。この二つ目の家庭系食

品ロスの処理費用は私たちの納めている税金から年間八千億円使用されているというのだ。よ

く、周りの大人たちが「税金が上がるのは困る」「これ以上負担をかけないでほしい」と言って

いるのを耳にする。私はこんな言葉に疑問を持たずにはいられない。税金が上がる理由は少なか

らず私たちの生活が関係しているからだ。私は食品ロスの問題を取り上げたが、その他にも私た

ちの行為が税金に影響を及ぼしていることは多々ある。逆にいうと、様々なロスを減らすなど私

たち自身が生活を見直すことで、その分の税金を別の目的に当てることができるのだ。

税金はいろいろな場面で私たちの生活が豊かになるように使われている。公立の小中学校の

教科書やパソコンなどは税金によって買われている。また、医療費や消防、警察の活動、ゴミの

回収、さらにはＯＤＡの活動や宇宙開発、科学技術の研究のためにも税金は活用されているの

だ。税金がなくなれば、私たちは悪状況の中で生活しなければならなく、世界が良い方向へと進

化していくこともなくなってしまう。それほど税金は私たちの暮らしには欠かせない存在であ

るのだ。私の家ではフードロスと税金の現状を知ってから、買ったものはできるだけ早くに食べ

きり、スーパーやコンビニに売っている商品は前から取るようにしている。このように税金を守

り、より社会のために役立てていくには、私たち一人一人の意識と少しずつの努力が必要だ。そ

れにより税金を身近に感じ、税金が私たちの生活にもたらす利益もより深く知ることができる

と思う。

財務大臣賞

令和４年度 「税に関する高校生の作文」作品紹介

題名 『 税で支える 』

兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 １年 齋藤 若颯

「どうしよう。右耳が聞こえない。」

受験を控えた昨年の冬、私は泣きそうになりながら母に言った。普段は聞こえるテレビや換気扇

の音がよく聞こえず、不思議に思って両耳に触れると、右側で音がしなかったのだ。

耳鼻科を受診した私は、「突発性難聴」と診断された。この病気は、治療の開始が早いほど治

る可能性が高いらしく、私もすぐに治療を開始した。

毎日の点滴と何種類もの薬の服用、週一回の診察や聴力検査、、。これらを支えてくれたのは家

族や友人、医師、看護師の皆さんだった。しかし、彼らだけではない。

私が暮らす丹波篠山市には、「子ども医療費助成制度」がある。この制度は、市内の小学四年

生から中学三年生を対象に、市が医療費を助成するというものだ。この制度があることによっ

て、保険に加えて税金で医療費を負担してもらっていた。そのため、私は医療費を支払うことな

く治療を受けられた。治療を支えてくれたのは税金でもあり、納税してくださっている方々でも

あった。高校生になってから、治療のためには一回の診察と薬の受け取りで三千円から四千円が

かかる。通院の頻度は減ったものの、決して安いとは言えない。中学生の頃は医療費負担が無い

ことが当たり前だと感じていたが、今は税金による医療費助成があることに感謝している。

子ども医療費助成制度について調べてみると、一つの課題が見えてきた。それは、自治体によ

って受けられる助成に差があることだ。例としては、助成の対象年齢や助成額、所得制限の有無

などが挙げられる。最も良いのは、全ての自治体で助成の基準や金額を一律にすることであると

考える。どこに住んでいても、怪我をしたり風邪を引いたりして医療を必要とする子どもはいる

だろう。そんなとき、どの子どもも公平に安心して受診できることは重要なことである。

診断を受けてから数か月経った頃、私は市役所でヘルプマークを受け取った。ヘルプマークと

は、義足だったり、難病だったりする人など、外見からは分からないが、支援を必要とする人の

ためのマークである。ストラップになっているこのマークをかばんなどに付けることで、必要な

ときに支援を受けやすくする。これは税金で作られており、受け取る際にお金を払う必要はな

い。ヘルプマークがあることで、私は安心な生活を送れている。

私は今、税に支えられて生きている。納税をするということは、自分や自分の大切な人、会っ

たこともない誰かなど一人一人の安心をつくり、守ることではないだろうか。皆が納税の義務を

果たすこと、それが正しく使われることで、少しずつ、誰もが安心し笑って過ごせる社会になっ

ていく。私も納税で誰かを支える大人になりたい。また、もし私のように病気や難聴に悩む子ど

もがいるのなら、納税という形でほんの少しでも安心を届け、力になりたい。

国税庁長官賞
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令和４年度 中学生の「税についての作文」優秀賞の紹介

賞　　　　名
管轄
署名

学　校　名 学年 氏　　名 題　　名

財務大臣賞 西宮
学校法人関西学院
関西学院中学部

３年 洪　奕婷 フードロスと税金

国税庁長官賞 加古川 加古川市立浜の宮中学校 ３年 毛利　優那 明るい未来のために

一般財団法人大蔵財務協会
理事長賞

西宮
学校法人神戸女学院
神戸女学院中学部

３年 山口　紗来野 生活と自然を守る税へ

加古川 加古川市立加古川中学校 ３年 北尾　大珠 「税金」という形に変えて

加古川 加古川市立平岡南中学校 ３年 阪上　友里 税は未来

尼崎 尼崎市立南武庫之荘中学校 ３年 川西　凛子 増税で明るい未来を

明石 明石市立江井島中学校 ３年 内田　真緒 税という支え

加古川 加古川市立浜の宮中学校 ３年 柿埜　千尋 税と女性

灘
学校法人海星女子学院
神戸海星女子学院中学校

３年 加藤　綾子 包み紙の文章を読んで

須磨 神戸市立塩屋中学校 ３年 川名　莉央 一人ひとりの力で

芦屋
学校法人灘育英会
灘中学校

３年 高田　拓人 お金じゃない価値を税金が支える

近畿税理士会
会長賞

兵庫 神戸市立大池中学校 ３年 籠谷　咲穂 納税に対する考え

公益財団法人納税協会連合会
会長賞

尼崎 尼崎市立武庫東中学校 ３年 谷重　若菜 私を助けてくれている税金

灘 神戸市立原田中学校 ３年 松本　栞帆 税と父の店

長田 神戸市立西代中学校 ３年 高山　遼希 命を等しく救う税金

須磨 神戸市立垂水中学校 ３年 平澤　里桜 税に支えられる私達の学び

尼崎 尼崎市立中央中学校 ３年 永井　志歩 発展途上国への税金

尼崎 尼崎市立立花中学校 ３年 大坂　奈々恵 それは、助け合いの手段。

明石 神戸市立桜が丘中学校 ３年 垣本　咲優 「税に感謝」

明石 神戸市立桜が丘中学校 ３年 西山　嘉哉 交通税と存廃に揺れる公共交通

芦屋
学校法人灘育英会
灘中学校

３年 伊藤　将太郎 見えないところで京都を支える税

豊岡 豊岡市立港中学校 ３年 山田　実々 消費税のあり方

和田山 朝来市立和田山中学校 ３年 門

柏原 丹波篠山市立丹南中学校 ３年 酒井　侑李 命の選択にならない為にも

兵庫県知事賞 姫路 姫路市立東中学校 ３年 栫　佳凛 「税」の役割

近畿納税貯蓄組合総連合会
会長賞

全国納税貯蓄組合連合会
優秀賞

大阪国税局長賞

全国納税貯蓄組合連合会
会長賞
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尼崎 尼崎市立南武庫之荘中学校 ３年 川西　凛子 増税で明るい未来を

明石 明石市立江井島中学校 ３年 内田　真緒 税という支え

加古川 加古川市立浜の宮中学校 ３年 柿埜　千尋 税と女性

灘
学校法人海星女子学院
神戸海星女子学院中学校

３年 加藤　綾子 包み紙の文章を読んで

須磨 神戸市立塩屋中学校 ３年 川名　莉央 一人ひとりの力で

芦屋
学校法人灘育英会
灘中学校

３年 高田　拓人 お金じゃない価値を税金が支える

近畿税理士会
会長賞

兵庫 神戸市立大池中学校 ３年 籠谷　咲穂 納税に対する考え

公益財団法人納税協会連合会
会長賞

尼崎 尼崎市立武庫東中学校 ３年 谷重　若菜 私を助けてくれている税金

灘 神戸市立原田中学校 ３年 松本　栞帆 税と父の店

長田 神戸市立西代中学校 ３年 高山　遼希 命を等しく救う税金

須磨 神戸市立垂水中学校 ３年 平澤　里桜 税に支えられる私達の学び

尼崎 尼崎市立中央中学校 ３年 永井　志歩 発展途上国への税金

尼崎 尼崎市立立花中学校 ３年 大坂　奈々恵 それは、助け合いの手段。

明石 神戸市立桜が丘中学校 ３年 垣本　咲優 「税に感謝」

明石 神戸市立桜が丘中学校 ３年 西山　嘉哉 交通税と存廃に揺れる公共交通

芦屋
学校法人灘育英会
灘中学校

３年 伊藤　将太郎 見えないところで京都を支える税

豊岡 豊岡市立港中学校 ３年 山田　実々 消費税のあり方

和田山 朝来市立和田山中学校 ３年 門

柏原 丹波篠山市立丹南中学校 ３年 酒井　侑李 命の選択にならない為にも

兵庫県知事賞 姫路 姫路市立東中学校 ３年 栫　佳凛 「税」の役割

近畿納税貯蓄組合総連合会
会長賞

全国納税貯蓄組合連合会
優秀賞

大阪国税局長賞

全国納税貯蓄組合連合会
会長賞

兵庫県下の各地区租税教育推進協議会の取組状況

兵庫県下には、24 の地区租税教育推進協議会があり、各地域と協力・連携して租税教室の開催や税の
作文・作品募集等の活動を継続的に行っています。
各地区租税教育推進協議会の活動・取組について、紹介します。

令和４年度 「税に関する高校生の作文」優秀賞の紹介

賞　　　　名
管轄
署名

学　校　名 学年 氏　　名 題　　名

国税庁長官賞 柏原 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 １年 齋藤　若颯 税で支える

大阪国税局長賞 豊岡 近畿大学附属豊岡高等学校 １年 池上　十和子 反抗期の弟と税

公益財団法人納税協会連合会
会長賞

長田 兵庫県立長田高等学校 １年 轟　千桜音 社会を見つめる、税を学ぶ

兵庫 兵庫県立三田祥雲館高等学校 １年 原田　知海 未来への貯金

姫路 兵庫県立姫路東高等学校 １年 梶本　千紗姫 税は排除すべき悪者なのか

西宮 武庫川女子大学附属高等学校 １年 関　佑香 未来へバトンを繋げ

洲本 兵庫県立洲本高等学校 ３年 廣田　和花奈 私がもし政治家だったら

加古川
学校法人三木学園
白陵高等学校

１年 小松　陽太 人と地域と税金に支えられて

兵庫県
租税教育推進連絡協議会賞

当協議会では、近畿税理士会灘支部、灘納税

協会青年部会及び灘税務署から講師を派遣し、

小学校 11 校、中学校４校、大学２校で租税教室

を開催しました。

○ 税についての作品展示

小学生の書道、中学生及び高校生の作文

を神戸市立灘区民ホールに展示しました。

○ 「税に関する作文表彰」

中学生及び高校生の「税に関する作文」表

彰を行いました。

応募していただいた生徒の皆さん、学校関

係者の皆様方に厚く御礼申し上げます。

学校のニーズに応じた租税教室を開催しま

すので、お気軽にお問合せください。

神戸市灘区租税教育推進協議会 （事務局：灘税務署）

○ 租税教室の開催

神戸市立原田中学校 神戸海星女子学院中学校・高等学校

神戸大学 神戸市立成徳小学校
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神戸市兵庫区・北区租税教育推進協議会

三 田 市 租 税 教 育 推 進 協 議 会 （事務局：兵庫税務署）

兵庫税務署管内の各租税教育推進協

議会では、管内の小学校 23 校、中学校

５校の計 28 校で租税教室を開催しまし

た。

三田市立上野台中学校が、租税教育に

対する顕著な功績が認められ、兵庫

税務署長から感謝状を贈呈されました。

中学校 25 校から 1,783 編、高等学校

３校から 180 編の応募があり、中学校

40 編、高校８編を優秀作品として各校

において表彰状を授与しました。

税を考える週間に、管

内３ヶ所で展示しまし

た。

租税教室の開催・租税教育推進校等表彰

税に関する作文

税に関する書道・作文展

〇 租税教室の開催

令和４年度は、小学校 10 校、中学校３校、高校１校及び大学１校

に、税理士、長田納税協会青年部役員及び長田税務署職員を派遣し、

租税教室を開催しました。

〇 税に関する作品の展示

11月 11 日（金）から 17日（木）の「税を考える週間」に地域人材支援センターである「ふた

ば学舎」及び「新長田合同庁舎」において、税に関する小学生の習字 14 点、中学生の作文 12 編

及び高校生の作文 10 編を展示しました。

〇 一日税務署長を委嘱

中学生の「税についての作文」で近畿納税貯蓄

組合総連合会会長賞に輝いた西代中学校３年生の

高山遼希さんに一日税務署長を委嘱し、署長訓示

として作文の朗読や模擬決裁を体験していただい

たほか、長田区長を表敬訪問し、スマホ申告によ

る確定申告についての周知・広報を実施しました。

神戸市長田区租税教育推進協議会 （事務局：長田税務署）

（西代中学校における租税教室）

（模擬決裁を体験） （長田区長を表敬訪問）
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須磨納税協会、近畿税理士会須磨支部、税務署、地方庁等から講師派遣

対象：小学６年生、高校３年生、専門学生、大学生 回数：33 回 受講者：約 2,100人

納税表彰式及び各学校で優秀作品の表彰式を行いました

多数の応募ありがとうございました（応募総数 56 校 2,953 作品）

また、優秀作品の作品展を須磨海浜水族園、須磨区役所及びレバンテ垂水の３施設で開催しました

Zoom を使用した
租税教室
in 神戸総合医療

専門学校

税務署若手職員による
租税教室 in 乙木小学校

税理士会、年金事務所、税務署
コラボ授業 in 神戸商業高校

白川小学校 歌敷山中学校 須磨学園中学校・高等学校

Zoom 及び対面の
ハイブリッド方式
で署長講演会
in 神戸女子大学

〇租税教室の状況

〇税に関する書道,ポスター,作文表彰

塩屋中学校（納税表彰式）

神戸市須磨区垂水区租税教育推進協議会 （事務局：須磨税務署）

○ 租税教室の開催

オンライン授業やオンデマンド授業を積極的に取り

入れ、小学校５校、中学校４校で租税教室を開催し、児

童からは「国民の生活において税が必要不可欠であるこ

とがよく分かった。」などの感想をいただきました。

○ 税の作文表彰

中学校９校から 714編、高等学校６校から 1,017 編の作

文が寄せられ、この中から優秀作品として中学校 29 編、高

等学校 16 編が選ばれました。

なお、今年は湊川神社の楠公会館において、３年ぶりに

税の作文表彰式を開催し、受賞者を表彰させていただきま

した。

○ 小学生の税に関する作品展

神戸納税貯蓄組合連合会が募集した「小学生の税に関

する作品」の入選作品を三宮インフォメーションギャラ

リーに展示させていただきました。

神戸市中央区租税教育推進協議会 （事務局：神戸税務署）
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〇 租税教室の開催

当協議会では、姫路税務署、姫路納税協会、税理士会姫路支部、県税事務所、姫路市、神河町、

市川町、福崎町と連携して、小・中・高校、大学、専門学校 62 校に対して延べ 115 人の講師を派

遣し、租税教室を開催しました。

〇 税に関する書道・ポスター・作文の表彰

姫路市及び神崎郡の小学校 84 校から書道 1,124 点、ポスター45 点、中学校 30 校から 2,400

編、高等学校６校から 586 編の税に関する作文の応募があり、優秀作品の受賞者に表彰を行った

ほか、納税表彰式において、「兵庫県知事賞」を受賞された方に作文を朗読していただきました。

姫 路 租 税 教 育 推 進 協 議 会 （事務局：姫路税務署）

【小学校の書道・ポスター】 【中学生の作文表彰】 【高校生の作文表彰】

≪ おめでとうございます！！ ≫

○ 租税教室の開催状況

令和４年度は、尼崎税務署職員、近畿税理士会尼崎支部の税理士及び尼崎納税協会青年部会員

が講師となり、尼崎市内の小学校から高校まで５校で租税教室を開催しました。

今後も学校のニーズに応じた租税教室を開催していきますので、お気軽にご連絡ください。

○ 税に関する作品の募集及び展示活動

尼崎市内の小・中・高校から多数の作品の応募をいただきました。

なお、優秀作品について、税務署長等から表彰を行ったほか、尼崎市役所や確定申告相談会場

（尼崎リサーチ・インキュベーションセンター）に展示を行いました。

また、表彰を受けられた生徒のうち特に優秀であった方に、一日税務署長の委嘱、納税表彰式

での作文朗読など、納税道義の高揚にもご協力をいただきました。

小 学 生 中学生

作 文

高校生

作 文書道 絵はがき ポスター

応募校 39/42 校 34/42 校 2/42 校 16/20 校 5/13 校

応募数 3,035 点 2,505 点 2 点 2,211 編 578 編

尼崎市租税教育推進協議会 （事務局：尼崎税務署）
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○ 租税教室の開催・租税教育推進校等表彰

明石税務署、近畿税理士会明石支部と明石

納税協会青年部会から講師を派遣し、小学校

33 校、中学校７校、高等学校４校、大学２校

で租税教室を開催しました。租税教育推進校は、

明石税務署長賞を「明石市立谷八木小学校」

「神戸市立高和小学校」が受彰されました。

○ 税についての作文表彰

令和４年度の中学生の「税についての作文」

は 22 校 2,148 編、「税に関する高校生の作文」

は４校 411編の応募があり、優秀作品について

は各校において表彰状の授与式を行いました。

○ 税に関する書道及び作文の展示

主に「税を考える週間」の期間において管内

６ヶ所の商業施設などで、税に関する書道及び

作文を展示しました。

明 石 租 税 教 育 推 進 協 議 会

神戸市西区租税教育推進協議会
（事務局：明石税務署）

明石市立明石商業高等学校明石市立江井島中学校

明石市立

谷八木小学校

神戸市立

高和小学校

JR 大久保駅

橋上市民ギャラリー

明石市立王子小学校

講師 近畿税理士会 明石支部

神戸市立枝吉小学校

講師 納税協会 青年部

【租税教室の開催】

令和４年度は、コロナ禍で落ち込んだ租税教室の開催

希望数が伸びない中で、前年と同数の 11 校（小学校６、

中学校３、大学２）に税務署及び近畿税理士会から講師

を派遣し、租税教室を開催しました。

今後も、学校のニーズに応じた租税教室を開催してい

きますので、遠慮なく事務局までお問合せください。

【未就学児に対する紙芝居・租税教育を実施】

税を考える週間の行事として実施している「税に関

する作品展」とのコラボ企画として、西宮納税協会女

性部会及び青年部会による未就学児に対する紙芝居

及び租税教育を実施しました。

紙芝居や租税教室は、クイズを交えながら実施し、

訪れた子供たちからは「楽しかった」、「また、やって

ほしい」など大変好評でした。

西宮宝塚租税教育推進協議会 （事務局：西宮税務署）

（宝塚市立文化芸術センターでの紙芝居）

（関西学院大学における租税教室）
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（事務局：兵庫税務署）

淡路地区租税教育推進協議会 （事務局：洲本税務署）

令和４年 10 月 26 日、

洲本市立洲浜中学校に

おいて、洲本市の上崎

勝規市長による租税教

室を開催しました。

令和４年 11月２日、南

あわじ市立南淡中学校

において、南あわじ市

の守本憲弘市長による

租税教室を開催しまし

た。

税に関する作品の募集及び展示活動

島内各所で入賞作品の展示を行いました。

今年も多数のご応募を頂きました。

ありがとうございました。

洲本市長による租税教室 南あわじ市長による租税教室

書 道 ポ ス ター
応 募 校 36/39校 12/39校 13/16校 4/6校
応 募 数 669点 41点 436編 299編

小 学 生 中 学 生
作 文

高 校 生
作 文

租税教室

令和４年度は、小学校や大学 16 校で租税教室を開催しました。開催に当た

っては、芦屋税務署職員のほか、会社経営者（納税協会の会員）や税理士（近

畿税理士会芦屋支部）から各業界の経験豊富な実務家を講師として派遣し、実

社会に即した内容となるよう心掛けました。

令和５年度においても、各学校のニーズに応じた租税教室を開催していき

ますので、引き続き、御理解と御協力をお願いします。

税に関する作品の表彰・展示

小学校から高校までの 35 校から、作文や習字、ポスターなど、税に関する作品を全 1,792 点と

多数ご応募いただきました。優秀作品については、各学校で表彰状の授与式を行ったほか、ＪＲ住

吉駅のリブ、芦屋市役所及び東灘区文化センターで展示し、たくさんの方にご覧いただきました。

令和５年中は芦屋税務署内で展示していますので、近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

芦 屋 市 租 税 教 育 推 進 協 議 会

神戸市東灘区租税教育推進協議会 （事務局：芦屋税務署）

（リブ） （芦屋市役所） （東灘区文化センター）（本庄小学校）

（租税教室：芦屋大学）
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伊丹市・川西市・猪名川町租税教育推進協議会 （事務局：伊丹税務署）

学校に税務職員や税理士など、税務に精通した講師を派遣

し、「身近な税の使い道」などのテーマで講義するほか、１億

円の重さ体験やグループディスカッションなど、学校からの

ニーズも取り入れた内容で租税教室を開催しました。

【小学校】書道：663 点、ポスター：54 点【中学校】作文：2,405 編【高等学校】作文：355 編

税に関する作品・作文募集

展示会（書道・ポスター） 作文表彰式（中学校・高等学校）

租税教室

学校等のニーズに応じた租税教室の開催、「税に関する作文・作品」の募集・表彰・

展示など、幅広い租税教育活動を行っています。

相生税務署管内租税教育推進協議会 （事務局：相生税務署）

地方庁、教育機関、税理士会及び納税協会と連携

し、小・中・高校計28校において租税教室を開催

しました。

管内中学校 14 校から 740 編、管内高校３校から 562 編の応募があり、優秀作品の受賞者を

各校において表彰しました。

租税教室の開催 税を考える週間

（赤穂高校）

税の作品を地域のスーパーに展示

（県立大附属中学校）

「税に関する作文」の表彰

（上郡高校）

（坂越小学校） （中央小学校）

（相生産業高校）
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北但地区租税教育推進協議会 （事務局：豊岡税務署）

租税教室の開催

「税に関する作文」表彰

中学校 15校から 923編、高等学校７校から 507

編の「税に関する作文」の応募があり、この中か

ら優秀作品として、中学校 23 編、高等学校 11 編

が選ばれました。

税金展の開催

小学校 30 校から 614 作品の「税に関する書

道・ポスターの作品」の応募があり、町役場や

商業施設など、計 13 か所で「税金展」を開催

しました。

令和４年度においては、「租税教室の再建

と拡充」をテーマに開催校の回復を目指し、

地方庁、税理士会、納税協会及び教育機関

と連携し、小・中・高等学校 38 校で租税教

室を開催しました。

小学校から大学まで 34校で実施しました。開催にあたり、ご協力いただき

ました教育関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。 （受講者感想）

感染症対策に配意し、参加人数を絞り３年ぶりに表彰式を開催しました。

また、表彰式出席者以外の受賞者の学校に訪問し、表彰状を授与しました。

優秀作品は、イオン高砂・但陽信用金庫等において展示を行いました。

（事務局：兵庫税務署）

加古川税務署管内租税教育推進協議会 （事務局：加古川税務署）

租 税 教 室

小学生の書道・ポスター、中学生・高校生の税の作文

おめでとう！
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申し込みは、随時受け付けておりますので、

お気軽にご連絡ください！

揖龍・宍粟租税教育推進協議会 （事務局：龍野税務署）

○ 税に関する作品の募集及び展示活動

令和４年度 税に関する作品の募集に当たっては管内

の各学校から、多数の応募をいただきました。

【小 学 校】 書道：1109 点 ポスター：96点

【中 学 校】 作文： 961 編

【高等学校】 作文： 209 編

優秀作品は、公共施設などに展示するほか、該当者

に賞状等を贈呈しました。

関係者の皆様方本当にありがとうございました！

○ 租税教室の開催

税の意義や役割を正しく理解していただくた

め、各学校のご要望を踏まえ、地元企業の方、

税理士や国、市町の税務関係者を講師に租税教

室を開催しています。

租税教室の開催状況

小学校高学年向けの租税教室を 10 校、低学年

向けの紙芝居を６校、また、中学校６校、高等学

校２校に対し開催いたしました。

特に、西脇納税協会女性部「うららの会」が講

師となって小学校低学年向けに行った紙芝居は

大変好評であり、児童が税に対して興味を持つ良

いきっかけとなりました。

税に関する作文の表彰

西脇市及び多可町の高等学校から 226 編、中学校か

ら 382 編の応募があり、優秀作品のうち、令和４年 11

月 11 日に開催した納税表彰式において、「兵庫県納税

貯蓄組合総連合会会長賞」を受賞された多可町立八千

代中学校３年の杉山奈菜さんに受賞作品を朗読してい

ただきました。

応募いただきました生徒の皆さん、学校関係者の皆

様方に厚く御礼申し上げます。

西脇多可地区租税教育推進協議会 （事務局：西脇税務署）
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〇 租税教室の開催

三木税務署、加東県税事務所、近畿税理士会三木支部から講師を派遣し、小学校 11 校、中学校

３校、高等学校１校、大学１校において租税教室を開催し、「税金の大切さ」について講義を行い

ました。

〇 税に関する作品・作文の募集事業

書道・ポスターについては、三木市内の小学校 13 校から

合計 302 点、作文については、中学校６校から 411 編、

高等学校１校から 111編の応募がありました。

応募していただいた生徒の皆さん、学校関係者の皆様へ厚く御礼申し上げます。

また、優秀賞の受賞者には各学校を訪問して表彰状を授与したほか、小学生の優秀作品につい

ては、三木市役所など三木市内４か所の施設へ展示をしました。

三木地区租税教育推進協議会 （事務局：三木税務署）

平田

小学校

自由が丘

中学校

三木

市役所

○ 租税教室の開催状況

小学校は高学年向けの租税教室を 13 校、低学年

向けの紙芝居を 10 校、中学校は６校、高等学校は

１校、大学は 1 校開催いたしました。

児童からは、「税と自分とのつながりが分かった」

「税の大切さや税の使い道が分かり、勉強になった」

等の感想がよせられました。

○ 書道・ポスター展

小野・加西・加東地区の小学校より、書道 621

点、ポスター73 点の応募がありました。

10月 27 日（木）～11 月 10 日（木）の間、応募

作品すべてが各市のイオンにおいて展示されま

した。

小野・加西・加東地区租税教育推進協議会 （事務局：社税務署）
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〇 中学生・高校生の税の作文表彰式

税の作文について、管内中学校８校から 378 編、高校２校から

54 編の応募があり、優秀作品の受賞者を各校にて表彰しました。

〇 地域イベントで「税金クイズ・税の作品展」ブースを出展

「但馬まるごと感動市」が朝来市のイオンにて、３年ぶりに開

催され、関係民間団体との共催による「税金クイズ」等のブース

を出展しました。当日は、但馬内外から約３万人が訪れ、租税教

育の推進に大変有意義なイベントとなりました。

〇 小学生の税に関する書道展示会

税の作品（書道）の優秀作品について、「税を考える週間」に

合わせて、養父市役所とイオン和田山店において書道展示会を行

いました。

南但地区租税教育推進協議会 （事務局：和田山税務署）

〈南但地区租税教育推進協議会長賞の受賞者〉

養父市立広谷小学校 ５年 小野山 悠乃 兵庫県立但馬農業高校 ２年 川濱 未夢

朝来市立東河小学校 ６年 藤原 絢斗 兵庫県立生野高校 １年 清水 諒

養父市立養父中学校 ３年 太田垣 唯菜

【租税教室】

丹波地区租税教育推進協議会では、管内学校 39 校

（小学校 33校、中学校３校、高等学校３校）において、

租税教室を開催いたしました。

上記以外に中学生の職場体験学習に合わせて、認定こ

ども園における租税教室を初めて開催し、当該体験に参

加した中学生がデジタル版紙芝居を実演するとともに、

園児に税を分かりやすく説明しました。

【租税教育推進校等表彰】

積極的な租税教室の開催など租税教育の推進及び当

該推進のための基盤整備等について、特に功績のあった

学校等の団体を表彰する「租税教育推進校等表彰」を受

彰した「丹波市立前山小学校」及び「丹波市立山南中学

校」に柏原税務署長より感謝状を贈呈いたしました。

【中学生及び高校生の税の作文】

本年度は、中学生 404 編、高校生 195 編の応募がありました。ご応募ありがとうございました。

丹波地区租税教育推進協議会 （事務局：柏原税務署）
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兵庫県下租税教育推進協議会では、税の意義や役割を正しく理解していただくために、ご要望に

応じ、①Web教材など租税教育用教材の提供、②税金のプロ等によるオンライン授業や出前授業をし

ています。日程や内容など、できる限りご要望にお応えしますので、お気軽にご連絡ください。

国税庁ホームページの「税の学習コーナー」では、税についてもっと詳しく学びたいという児童・

生徒の皆さんや、先生方が授業で税を取り上げるときに活用していただける資料・教材を提供して

います。

租税教室に関するお問い合わせ、開催のお申し込みは次の協議会内事務局までご連絡ください。

各地区協議会名 電話番号 各地区協議会名 電話番号

神戸市灘区租税教育推進協議会 078-861-0971 芦屋市租税教育推進協議会
0797-31-2131

神戸市兵庫区・北区租税教育推進協議会
078-576-5132

神戸市東灘区租税教育推進協議会

三田市租税教育推進協議会 伊丹市・川西市・猪名川町租税教育推進協議会 072-779-6122

神戸市長田区租税教育推進協議会 078-691-5152 相生税務署管内租税教育推進協議会 0791-23-0380

神戸市須磨区垂水区租税教育推進協議会 078-731-4334 北但地区租税教育推進協議会 0796-22-2102 

神戸市中央区租税教育推進協議会 078-391-7160 加古川税務署管内租税教育推進協議会 079-421-1301

姫路租税教育推進協議会 079-282-1136 揖龍・宍粟租税教育推進協議会 0791-62-0282 

尼崎市租税教育推進協議会 06-6416-1381 西脇多可地区租税教育推進協議会 0795-22-3172

明石租税教育推進協議会
078-921-2261

三木地区租税教育推進協議会 0794-82-0502 

神戸市西区租税教育推進協議会 小野・加西・加東地区租税教育推進協議会 0795-42-0224 

西宮宝塚租税教育推進協議会 0798-34-3930 南但地区租税教育推進協議会 079-672-3172 

淡路地区租税教育推進協議会 0799-24-1213 丹波地区租税教育推進協議会 0795-72-4980

事務局からのお知らせ

アニメや Web 番組の動画はこちら！

中学生・高校生の税の作文

募集要項や優秀作品を紹介

動画教材も！

◆ 租税教育用教材と税の授業のご案内

◆ 国税庁ホームページのご案内

◆ お問い合わせ先
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