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～はじめに～ 

関係各位の皆様方には、平素から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。 

京都府下租税教育推進協議会では、各税務署、京都府、各市区町村、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が協力し、児童・生徒の皆さんを中心に、税について 

正しく理解していただくため、租税教室の開催をはじめ様々な活動に取り組んでいます。 

この「租推協だより」では、各協議会が令和４年度に実施した主な活動状況をご紹介しております。 

今後とも、租税教育の更なる充実と発展を図ってまいりますので、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。 

京都府下租税教育推進協議会会長一同 

 
 
 
 
 
 

 
小学校 中学校 高等学校 大学・専修学校 

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 

京都府合計 369 192 9,488 196 50 4,707 106 26 2,750 85 20 1,402 

 
 
 
 
 

  

 
 

令和５年３月発行 

京都府下租税教育推進協議会 

各事務局 

令和４年度 租税教育推進校等表彰 

 

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。 

租税教育の一層の充実を図るため、児童・生徒に対する租税教育の推進のための基盤整備等に特

に功績のあった学校等に表彰されます。 

表彰区分 管轄署名 学校名等

上京 京都市立乾隆小学校

左京 京都市立近衛中学校

下京 京都つくば開成高等学校

右京 向日市立第４向陽小学校

伏見 　　京都教育大学附属高等学校

福知山 京都府立福知山高等学校附属中学校

宇治 宇治市立北宇治中学校

宮津 京都府立海洋高等学校

京丹波町立瑞穂小学校

京都府立須知高等学校

税務署長表彰

園部
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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 『おいしい？ふるさと納税』 

同志社女子中学校  三年  齋喜 亜佳里 

 毎月定期便でお米が届き、肉やハンバーグ、いくらなどが冷凍庫に保存してある。北海道へスキー

に行った時は、スキー場で割引券を使った。これらは全てふるさと納税のお礼の品である。 

 故郷ではなくても好きな自治体を選んで寄附をすることができる制度、ふるさと納税。 

手続きをすれば、実質自己負担額二千円のみで、その地域の名産品などをもらえる、とてもうれしい

制度である。つまり、たった二千円で米や肉を食べられ、スキーのリフトに乗ることができたという

ことだ。 

 なぜ、こんなにおいしい思いができたのだろうか？ 

 ふるさと納税とは、二〇〇八年五月から開始された、地方と大都市の格差是正・人口減少地域にお

ける税収減少対応・地方創生を主目的とした寄附金税制の一つである。手続きをすると、一定額の所

得税の還付や住民税の控除が受けられる。さらに、寄附のお礼として、その地域の農産物や工場があ

る企業の製品、その自治体で使える旅行券・宿泊券などが送られてくる。そうすることで、農産物な

どの販路を広げたり、雇用を拡大することにもつながっている。 

 このお得感が話題となり年々受入額、受入件数は共に大幅に増加している。地方では税収が増え、

寄附する側は寄附先を自由に選べて、好きなお礼の品をもらうことができる。 

win-win の関係に見えるが、本当にそうなのだろうか。実際には、地方を応援するという意識よりも

どのお礼の品を欲しいか、という点を重視しているのではないか。その結果、自治体間でのお礼品競

争が激化し、大きな格差が生じることにもなった。 

 さらに、本来納められるはずであった自分が住んでいる自治体では税収が減少してしまい、東京な

どの都市部では、行政サービスの低下につながりかねないと危惧されている。 

 おいしい特産品を食べることができても、日々の生活の基盤となる行政サービスを受けられなく

なっては、元も子もない。 

 もちろん、地方と都市部の格差是正も必要なことであり、それぞれの自治体がアイデアを出して魅

力的な特産品を紹介することも大事なことだと思う。 

 しかし税とは社会保障や公的サービスを受けるための財源であり、寄附とは違う。 

 日本は欧米と比べて「寄附」の文化が根付いていない。今後は、ふるさと納税の制度を利用しつつ

 地方にも興味や関心を持って応援し、地方の抱える問題を理解しなければならない。 

 ふるさと納税ができた二〇〇八年は私が生まれた年であり、来年で一五年になる。何が「おいしい

？」のかということを納税者自身がきちんと理解して、本来の目的を再認識する時になっているのだ

と思う。 

国税庁長官賞 

令和４年度 中学生・高校生の税の作文 

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、多数の応募（中学生 149 校 10,612 編、高校

生 35 校 3,290 編）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。 
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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

国税庁長官賞 上京 同志社女子中学校 3年 齋喜　亜佳里 おいしい？ふるさと納税

全国納税貯蓄組合連合会
会長賞

上京 平安女学院中学校 3年 杉浦　希歩 自然を守る税

全国納税貯蓄組合連合会
優秀賞

左京 京都府立洛北高等学校附属中学校 3年 山本　奏慧 支え、支えられて生きる

東山 京都市立開晴小中学校 9年 山本　華廉 みんなで納める税

左京 京都市立近衛中学校 3年 舟木　資 古都の未来を考える

宮津 宮津市立栗田中学校 3年 神田　恭志 持続可能な日本のために

宇治 宇治市立東宇治中学校 3年 最上　絢矢 私たちの税が見える社会

福知山 福知山市立日新中学校 3年 山本　彩乃 SDGsと軽減税率の関係性

右京 長岡京市立長岡第三中学校 3年 中井　陽菜 税金から学べた国民の義務

近畿税理士会会長賞 左京 東山中学校 3年 杉本　真之介 権利と義務のバランス

納税協会連合会会長賞 下京 洛南高等学校附属中学校 3年 木野　紗綾香 私の街の駅が変わります

京都府知事賞 上京 同志社女子中学校 3年 木村　笑菜 世界と税金

京都市長賞 中京 京都市立京都御池中学校 9年 明　渚彩 いい国、日本

京都府教育長賞 峰山 京丹後市立弥栄中学校 3年 森戸　美沙 つながっていく支え合い

京都市教育長賞 下京 京都市立九条中学校 3年 高橋　空七 税金の与えるもの

京都府租税教育推進連絡協議会
代表幹事賞

園部 京丹波町立和知中学校 3年 野間　温陽 私の野望とまちおこし

中京 京都市立西ノ京中学校 3年 深海　凛 幸せをつくる税

舞鶴 舞鶴市立青葉中学校 3年 川北　真奈美 税という名の互助

下京 京都市立洛南中学校 3年 金繁　菜月 世の中と税金のつながり

宇治 八幡市立男山第二中学校 3年 中元　雪帆 祖父を救ってくれた税金

右京 長岡京市立長岡第二中学校 1年 能勢　百花 コロナ禍の学校教育を支える税

伏見 学校法人京都橘学園　京都橘中学校 3年 西村　陸 数字のマジック

右京 京都市立大原野中学校 3年 見邨　昊輝 税金という「柱」

舞鶴 舞鶴市立城南中学校 3年 江幡　紗羅 今知り、考えるべき税金の事

宇治 宇治市立南宇治中学校 3年 高鍬　芽生 税金で命が救える

東山 京都市立安祥寺中学校 3年 辻　七輝 私たちの生活とつながる税金

宇治 城陽市立東城陽中学校 3年 原田　友暖 コロナとその先へ

右京 京都市立梅津中学校 3年 牟田口　未来 未来につながる「税」

福知山 京都府立福知山高等学校附属中学校 3年 山口　未緒理 姿を変えた私の中の所得税

宇治 城陽市立南城陽中学校 3年 田中　望愛 税の大切さ

園部 南丹市立美山中学校 3年 石田　美羽子 税

伏見 学校法人京都橘学園　京都橘中学校 3年 川嶋　悠樹 日本と海外の消費税の差

伏見 京都市立大淀中学校 3年 外園　結唯 家族を守る税金

大阪国税局長賞

近畿納税貯蓄組合総連合会
会長賞

京都府納税貯蓄組合総連合会
会長賞
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京都府下の各地区租税教育推進協議会の取組状況 

令和４年度 「税に関する高校生の作文」優秀賞の紹介 

京都府下には、１３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。 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（事務局：兵庫税務署） 

京都市上京・北区租税教育推進協議会 （事務局：上京税務署） 

当協議会では、関係機関が相互に協力し、次代の担い手である若い世代を対象に租税教室等の様々

な活動を実施しています。関係者の皆様のご協力に心から感謝申し上げます。 

 

租税に加えて、 

財政についても学 

習し、日本村の予 

算を作成・発表す 

るグループワーク 

を実施       【京都市立大将軍小学校】 

 

 国税庁長官賞を 

はじめ、優秀作品 

について、表彰し 

たほか、納税表彰 

式において作文朗 

読を実施      【京都ブライトンホテル】 

  

秋の上京区民まつりにおいて、人形劇を上演 

 

上京署内で 15 の優秀作品の作品展を実施 

◎税に関する作文 

◎小学生の税に関する習字作品展 

 

◎租税教室 

 

◎税金の大切さをＰＲするための人形劇の上演 

 

賞　　名 管轄署名 学　校　名 学年 氏　名 題　　名

大阪国税局長賞 舞鶴 国立舞鶴工業高等専門学校 3年 　田　千晴 税金による恩恵

公益財団法人納税協会連合会会長賞 宇治 京都廣学館高等学校 1年 定形　一樹 納税が開く未来

京都府知事賞 下京 京都産業大学附属高等学校 2年 吉川　実那 税金で守る祇園祭のバトン

上京 同志社女子高等学校 3年 松本　麻由 学びたい願い

左京 京都府立洛北高等学校 1年 井上　侑宇人 祖父の最期を支えてくれた税金

中京 学校法人洛陽総合学院洛陽総合高等学校 3年 岡本　文太 税の意義と役割について考えたこと

東山 京都市立日吉ケ丘高等学校 2年 佐藤　はる子 未来のための税金

下京 京都産業大学附属高等学校 2年 笹山　美咲 「旅行」が教えてくれた税の意味

右京 京都明徳高等学校 1年 中島　萌 税金をたくさん払える人になりなさい

伏見 京都教育大学附属高等学校 1年 杉原　慶亮 犬の幸せをつくる税

福知山 京都共栄学園高等学校 2年 木野本　淑恵 税金と幸せ

舞鶴 京都府立西舞鶴高等学校 1年 村田　奈々香 持続可能な自治体を目指して

宇治 京都府立莵道高等学校 1年 武市　太陽 命の税金

宮津 京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎 1年 尾﨑　梨有 未来そして笑顔を

園部 京都府立須知高等学校 1年 松尾　みのり 税金について

峰山 京都府立丹後緑風高等学校網野校舎 1年 大野　イチカ 税を知ること

京都府租税教育
推進連絡協議会賞
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◎租税教室 

 

◎税金の大切さをＰＲするための人形劇の上演 

 

賞　　名 管轄署名 学　校　名 学年 氏　名 題　　名

大阪国税局長賞 舞鶴 国立舞鶴工業高等専門学校 3年 　田　千晴 税金による恩恵

公益財団法人納税協会連合会会長賞 宇治 京都廣学館高等学校 1年 定形　一樹 納税が開く未来

京都府知事賞 下京 京都産業大学附属高等学校 2年 吉川　実那 税金で守る祇園祭のバトン

上京 同志社女子高等学校 3年 松本　麻由 学びたい願い

左京 京都府立洛北高等学校 1年 井上　侑宇人 祖父の最期を支えてくれた税金

中京 学校法人洛陽総合学院洛陽総合高等学校 3年 岡本　文太 税の意義と役割について考えたこと

東山 京都市立日吉ケ丘高等学校 2年 佐藤　はる子 未来のための税金

下京 京都産業大学附属高等学校 2年 笹山　美咲 「旅行」が教えてくれた税の意味

右京 京都明徳高等学校 1年 中島　萌 税金をたくさん払える人になりなさい

伏見 京都教育大学附属高等学校 1年 杉原　慶亮 犬の幸せをつくる税

福知山 京都共栄学園高等学校 2年 木野本　淑恵 税金と幸せ

舞鶴 京都府立西舞鶴高等学校 1年 村田　奈々香 持続可能な自治体を目指して

宇治 京都府立莵道高等学校 1年 武市　太陽 命の税金

宮津 京都府立宮津天橋高等学校加悦谷学舎 1年 尾﨑　梨有 未来そして笑顔を

園部 京都府立須知高等学校 1年 松尾　みのり 税金について

峰山 京都府立丹後緑風高等学校網野校舎 1年 大野　イチカ 税を知ること

京都府租税教育
推進連絡協議会賞
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京都市左京区租税教育推進協議会 （事務局：左京税務署）

京都市中京区租税教育推進協議会 （事務局：中京税務署）

皆様方には、平素から当協議会の運営につきまして、格別のご理解・ご協力を賜り、厚くお礼

申し上げます。当協議会は、中京税務署、京都府、京都市、教育関係機関、公益社団法人中京納税

協会、中京納税貯蓄組合連合会、中京青色申告会連合会、近畿税理士会中京支部が相互協力し、次

代の担い手である児童・生徒の皆さんに、税の意義や役割を理解していただくことを目的として、

様々な活動に取り組んでいます。

租税教室 作文表彰式

「租税教室」については、納税協会

会員、税理士の方々を講師に迎え

開催しております。

朱雀第六小学校

朱雀第一小学校

朱雀第四小学校

洛中小学校

今年度は、以下の学校で租税教室（講演会）を開催しました。

【租税教室】

京都文教短大付属小学校 同志社小学校 市原野小学校 岩倉北小学校 鞍馬小学校

錦林小学校 下鴨小学校 八瀬小学校 養正小学校 大原小中学校

洛北高校附属中学校 近衛中学校 東山中学校

【講演会】

京都ノートルダム女子大学 京都工芸繊維大学 京都府立大学 京都府立医科大学 京都芸術大学

錦林小学校 洛北高校附属中学校 京都工芸繊維大学

（租税教室） (選管模擬選挙コラボ授業) （署長講演会）

【租税教室（講演会）開催校】

【租税教室（講演会）の様子】



- 6 - 

当協議会では、税務署、京都府、京都市、近畿税理士会下京支部、公益社団法人下京納税協会、下

京納税貯蓄組合連合会など、たくさんの方々の御支援により、次代を担う児童及び生徒並びに社会人

に対し、税の意義や役割を正しく理解していただくことを目的として、租税教室の開催をはじめ、

様々な活動に取り組んでいます。

税に関する作文については、中学生 1,101作品（10 校）、高校生 300 作品（３校）と多数応募いた

だき、入賞者に対して表彰状及び記念品の授与を行いました。

当協議会は、東山税務署、京都府、京都市、教育関係機関、公益社団法人東山納税協会、東山納税

貯蓄組合連合会及び近畿税理士会東山支部が協力し、次代を担う若い世代に、税の役割や必要性を正

しく理解していただけるよう、主に児童・生徒の皆さんを対象とした租税教室の開催、税に関する作

文の募集、ハロータックスクイズの実施など、様々な活動を行っております。

京都市東山区・山科区租税教育推進協議会 （事務局：東山税務署）

租税教室の様子

高校生の作文表彰中学生の作文朗読

京都市下京区・南区租税教育推進協議会（事務局：下京税務署）

【租税教室】 【税の作文表彰式】 【租税教育推進校感謝状贈呈】

洛南高等学校・附属中学校

京都市立八条中学校

租税教育推進の観点から、

特に顕著な功績のあった京都

つくば開成高等学校に、内藤

税務署長から感謝状を贈呈し

ました。

京都市立七条小学校

京都産業大学附属高等学校・中学校
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右京・西京・乙訓地区租税教育推進協議会 （事務局：右京税務署）

あ管内の中学生・高校生か

ら税に関する作文の応募を

いただき、優秀作品につい

て作文表彰式を開催し表彰

しました。

租税教育推進の観点から、特に顕著な功

績のあった学校に対して、串部署長から感

謝状を贈呈しました。

税に関する作文表彰式の開催 租税教育推進校感謝状贈呈（第４向陽小学校）

小学生の税に関する書道展

管内の小学生から税に関する

習字の応募をいただき、優秀作

品について各地区の書道展にお

いて展示を行いました。

伏見区租税教育推進協議会 （事務局：伏見税務署）

伏見区租税教育推進協議会の活動

平成７年 10 月の設立以来、京都市伏見区における国税・地方税関係機関、教育関係機関及び

民間協力団体が相互に協力し、特に次世代を担う児童・生徒の皆さんに税の大切さや役割の理解を

深めていただくことを目的に、様々な活動に取り組んでいます。

税に関する習字展の開催

伏見区内の小学校 16 校から計 789 作品の応募

を頂き、各校の優秀作品は、税を考える週間の時

期に合わせて伏見区役所等で展示を行いました。

積極的な租税教室の実施

講義形式やグループワーク、選挙管理委員会や

財務局とのコラボ授業など様々なスタイルの

租税教室を積極的に実施しました。

中でも、京都すばる高等学校の租税教室の取組

みは、新聞などにも取り上げられました。
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租税教室は、各学校の先生方のご協力の下、
納税の意義や役割を正しく理解していただくこ
とを目的に開催しております。

令和４年度は、小学校 14 校、中学校５校、高
等学校２校の開催実績でした。

講師につきましては、近畿税理士会福知山支
部の税理士、公益社団法人福知山納税協会の会
員及び福知山税務署の職員を派遣しました。

【大正小学校】 【三和小学校】

【志賀小学校】 【吉美小学校】

（事務局：兵庫税務署）

福知山租税教育推進協議会 （事務局：福知山税務署）

税の作文 中学校 高等学校

応募校数 14 校 ５校

応募編数 645 編 154 編

受賞者数 26 名 ８名

租 税 教 室 税 の 作 文

両丹日日新聞（令和４年 12 月 24 日掲載）

舞鶴地区租税教育推進協議会 （事務局：舞鶴税務署）

◎ 租税教育（みつる幼稚園） ◎ 租税教室（舞鶴税務署・近畿財務局共催）

◎ 小学生の税に関する書道展 ◎ 中学生・高校生の税に関する作文

舞鶴市内の中学校７校

から519作品、高校・高等

専門学校から316作品の

応募があり、各校におい

て大阪国税局長賞を含む

優秀作品17点に賞状を贈

呈しました。

みつる幼稚園の園児た

ちが来署し、職員が「助け

合い」の大切さを伝える

紙芝居を上演しました。

園児たちからは、手作り

メダルと元気な歌声のプ

レゼントがありました。

「小学生の税に関する

書道展」に、舞鶴市内16校

から227点の応募があり、

全作品を大型商業施設に

展示するとともに、各校

において優秀作品17点に

賞状を贈呈しました。

舞鶴市内の高校・高等

専門学校３校で特別授業

を行いました。自分たち

で国の予算を考えるグル

ープワークは大いに盛り

上がり、税と国の財政へ

の関心が高まりました。
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（事務局：兵庫税務署）

宮津・与謝地区租税教育推進協議会 （事務局：宮津税務署）

管内の大型商業施設において、

税の作文の優秀作品や小学生の

税に関する書道のほか、幼稚園

児の絵画を展示しました。

管内の小・中・高校（全 25 校）の

全校開催を目指した結果、全 24 校

に対し租税教室を実施しました。

※ 令和５年３月末見込

租税教育推進校と税の作文の表彰状の

贈呈を実施しました。

租税教育税金展の開催

租税教室の開催

表彰状の贈呈

【加悦中学校】 【宮津小学校】

【海洋高校】 【橋立中学校】

当協議会では、次代を担う子供たちに、国の基本となる税の意義や役割を正しく理解し、健全な納

税意識を身に付けて、税を通じて社会や国の在り方について考えていただくため、税務署・地方公共

団体・関係民間団体等が相互に協力し、租税教室をはじめ様々な活動に取り組んでいます。

山城地区租税教育推進協議会 （事務局：宇治税務署）

租税教室 税に関する小学生の絵画展 税に関する作文表彰
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当協議会では、園部税務署管内の小・中・高校と税務関係機関が相互に協力し、次代を担う児童や

生徒の皆さんに、税の大切さや役割をより深く理解していただくことを目的として、様々な活動に取

り組んでいます。

（事務局：兵庫税務署）

口丹波租税教育推進協議会 （事務局：園部税務署）

【税に関する作文】

各賞を受賞された方に対して、園部税務署髙橋

署長又は口丹波納税貯蓄組合連合会楠会長から

賞状を授与しました。

〔上記以外の受賞校〕

育親中学校、亀岡川東学園、亀岡中学校、蒲生

中学校、詳徳中学校、園部高等学校附属中学校、

園部中学校、大成中学校、東輝中学校、殿田中

学校、南桑中学校、別院中学校、美山中学校、

八木中学校

【租税教育推進校】

租税教室の開催の

ほか、担当教員によ

る税の授業を行うな

ど、租税教育の推進

に尽力されたため、

園部税務署髙橋署長

から感謝状を贈呈し

ました。

【租税教室】

園部税務署、園部

納税協会及び近畿税

理士会園部支部から

講師を派遣し、租税

教室を開催しまし

た。

瑞穂小学校 須知高校 和知中学校

当協議会では、感染症対策を徹底した上で、租税教室の開催（小学校８校、中学校５校、高等学校

２校）、中学生・高校生の作文表彰（中学生 306 編中 10 編、高校生 102 編中６編）を行うほか、優秀

作文の朗読を納税表彰式やＦＭたんごで行いました。

（事務局：兵庫税務署）

京丹後地区租税教育推進協議会 （事務局：峰山税務署）

租 税 教 室 の 様 子 作 文 表 彰 の 様 子 作 文 朗 読 の 様 子

7/1 峰山中学校

6/21 網野南小学校 12/12 大宮中学校

12/16 丹後緑風高等学校（網野学舎）

11/11 ＦＭたんご

11/21 納税表彰式
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当協議会では、園部税務署管内の小・中・高校と税務関係機関が相互に協力し、次代を担う児童や

生徒の皆さんに、税の大切さや役割をより深く理解していただくことを目的として、様々な活動に取

り組んでいます。

（事務局：兵庫税務署）

口丹波租税教育推進協議会 （事務局：園部税務署）

【税に関する作文】

各賞を受賞された方に対して、園部税務署髙橋

署長又は口丹波納税貯蓄組合連合会楠会長から

賞状を授与しました。

〔上記以外の受賞校〕

育親中学校、亀岡川東学園、亀岡中学校、蒲生

中学校、詳徳中学校、園部高等学校附属中学校、

園部中学校、大成中学校、東輝中学校、殿田中

学校、南桑中学校、別院中学校、美山中学校、

八木中学校

【租税教育推進校】

租税教室の開催の

ほか、担当教員によ

る税の授業を行うな

ど、租税教育の推進

に尽力されたため、

園部税務署髙橋署長

から感謝状を贈呈し

ました。

【租税教室】

園部税務署、園部

納税協会及び近畿税

理士会園部支部から

講師を派遣し、租税

教室を開催しまし

た。

瑞穂小学校 須知高校 和知中学校

当協議会では、感染症対策を徹底した上で、租税教室の開催（小学校８校、中学校５校、高等学校

２校）、中学生・高校生の作文表彰（中学生 306 編中 10 編、高校生 102 編中６編）を行うほか、優秀

作文の朗読を納税表彰式やＦＭたんごで行いました。

（事務局：兵庫税務署）

京丹後地区租税教育推進協議会 （事務局：峰山税務署）

租 税 教 室 の 様 子 作 文 表 彰 の 様 子 作 文 朗 読 の 様 子

7/1 峰山中学校

6/21 網野南小学校 12/12 大宮中学校

12/16 丹後緑風高等学校（網野学舎）

11/11 ＦＭたんご

11/21 納税表彰式
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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 所在地 事務局 

京都市上京･北区租税教育推進協議会 075-441-9172 京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町 358 上京税務署 

京都市左京区租税教育推進協議会 075-761-5372 京都市左京区聖護院円頓美町 18 左京税務署 

京都市中京区租税教育推進協議会 075-842-1602 京都市中京区西ノ京笠殿町 38 中京税務署 

京都市東山区･山科区租税教育推進協議会 075-561-1132 京都市東山区渋谷通大和大路東入下新シ町 339-5 東山税務署 

京都市下京区･南区租税教育推進協議会 075-351-9162 京都市下京区間之町五条下ル大津町 8 下京税務署 

右京･西京･乙訓地区租税教育推進協議会 075-311-6367 京都市右京区西院上花田町 10-1 右京税務署 

伏見区租税教育推進協議会 075-641-5111 京都市伏見区鑓屋町 伏見税務署 

山城地区租税教育推進協議会 0774-44-4142 宇治市大久保町井ノ尻 60-3 宇治税務署 

口丹波租税教育推進協議会 0771-62-0341 南丹市園部町小山東町平成台 1-11 園部税務署 

福知山地区租税教育推進協議会 0773-22-3122 福知山市篠尾新町 1-37 福知山税務署 

舞鶴地区租税教育推進協議会 0773-75-1616 舞鶴市字上安久 240 舞鶴税務署 

宮津･与謝地区租税教育推進協議会 0772-22-3451 宮津市字鶴賀 2070-14 宮津税務署 

京丹後地区租税教育推進協議会 0772-62-0461 京丹後市峰山町杉谷 147-12 峰山税務署 

  

 

京都府下租税教育推進協議会では、税に関する授業などのお手伝いをさせていただきます。 

税を身近なものとして、その意義や役割を正しく理解していただくために、学校、会社などあらゆ

る団体へ講師（税務職員、市・府税職員、税理士、納税協会役員等）を派遣させていただきます。 

日程や内容などは、できる限りご要望にお応えしますので、お気軽に各事務局までご連絡ください。 

 

 

【モデルプラン】 
 

租税教室のご案内 

お問い合わせ先 

時間 内容 時間 内容 時間 内容

５分 導入～税金って何？～ 10分 導入（ワークシートを使用）

17分 DVD視聴「マリンとヤマト」 ５分
個別検討～公平に税を集
めるには～

10分 DVDのまとめ 15分 グループ討議

８分 税の使い道 10分 税の種類と使い道

５分 まとめ～税のしくみと役割～ 10分
まとめ～選挙による社会
参画の重要性～

10分
まとめ～選挙による社会参
画の重要性～

40分

租税教室
　暮らしの中の税
　納税の義務と税の役割
　財政の現状

40分
模擬選挙
　選挙制度とは
　候補者演説、模擬選挙

小学校（45分）

【テーマ】
税について考えよう

中学校、高等学校（50分）

【テーマ】
公平な税制を考えてみよう

選挙管理委員会とのコラボ授業（90分）

【テーマ】
主権者として社会のあり方を考える

主権者教育を視野に 
入れた授業 

アクティブラーニングも取り
入れた授業を実施します。 
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京都府租税教育推進連絡協議会ではホームページを開設しています。租税教室の案内、教材の

紹介、税金クイズなどを掲載しています。ぜひアクセスしてみてください。 

 〇ホームページアドレス ： https://www.kyoto-sosuiren.com  

 

京都府の税の情報は「京都府租税教育推進連絡協議会」 で！ 

こちらからもご覧になれます ⇒ 

※ 掲載画像は、令和 4 年 12 月現在のものです。 


