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は じ め に 

皆様方には、平素から伏見区租税教育推進協議会の運営並びに租税教育の推進につきまして、格別の御理解

と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

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

（小学校・中学校・高等学校）並びに民間協力者が相互に協力し、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おります。 

当協議会が平成 30 年度中に実施した主な活動について、「伏見区租推協だより」として取りまとめました

ので、租税教育の推進に更なる御理解をいただければ幸いです。 

今後とも、租税教育の更なる充実を図っていきたいと考えておりますので、皆様方の御支援と御協力をよろ

しくお願い申し上げます。                                    

伏見区租税教育推進協議会会長    

伏見税務署長 三村 菊博 

 

 
 
 

 

平成 30 年 10 月３日、京都教育大学附属桃山小学校にお 

いて、伏見区租税教育推進協議会の「租税教室」と近畿財務 

 局京都財務事務所の「財政教育プログラム」とのコラボ授業 

を京都市内で初めて実施しました。 

これは、「（自分の将来のために）日本の未来を考える」 

というテーマで、国の税金及び財政の現状や課題を知った上 

で、自分たちの将来、日本の未来を考えてもらうことを目的 

としています。 

当日は、租税教室で税金や財政について講義を行った後、 

日本の国を一つの村に置き換え、タブレットで日本村の予算 

を作成・検討し、発表するグループワークを行いました。 

児童からは、「税金や財政が身近に感じられた」「自分の将 

来の問題して考えていきたい」などの声が聞かれました。 

 
 
 
                 

 

 

 

 

 

 

伏見区租税教育推進協議会事務局（伏見税務署総務課内）075-641-5111 

京都財務事務所とのコラボ授業を実施！（新規施策） 

租税教室を開催してみませんか！ 
 

 
伏見区租税教育推進協議会では、伏見区内の学 

校及び社会人を対象とした租税教室を実施してお

ります。 

 租税教室には、税務署・府税事務所・市税事務

所の職員や納税協会役員、税理士等を派遣し、Ｄ

ＶＤやその他の教材を活用しながら、児童・生

徒・受講者の皆さんが楽しみながら「税金の大切

さや役割など」についての学習をしていただける

ようなカリキュラムをご用意しております。 

 

他にも職場体験学習（税務署見学）の受入れも

行っています。 

 ご希望の方は、お気軽に事務局までご連絡くだ

さい。 

 

伏見区租税教育推進協議会 

 （事務局） 伏見税務署 総務課内    

  〒612-0084  京都市伏見区鑓屋町 

℡ 075-641-5111（内線 202） 

租税教室 

グループ 

ワーク 

 

 



 
  

当協議会では、租税教育の一環として、各学校の先生方のご協力をいただき、租税教室を開催しております。 

平成 30 年度は、次のとおり開催しました。 

【大学開催状況】 

学校名 開催日 学年（人数） 講師 

龍谷大学 経済学部 30.12.４ 3、4 回生（100 名） 伏見税務署 署長 

京都教育大学 

教育学部 社会科学科 

30.11.29 

ほか 
３回生（40 名） 

上京税務署 税務広報広聴官 

地方庁 税務課 職員 

地方庁 教育委員会 職員 

近畿税理士会 

【高等学校開催状況】                                   

学校名 開催日 学年（人数） 講師 

京都府立京都すばる高等学校 

30.10.16 

ほか 
会計科１年生（120 名） 

  近畿税理士会伏見支部 

伏見税務署 職員 

30.11.12 企画科３年生（40 名） 近畿税理士会伏見支部 

京都府立東稜高等学校 30.10.19 ２年生（269 名） 
近畿税理士会伏見支部 

京都府選挙管理委員会 

【中学校開催状況】                                    

学校名 開催日 学年（人数） 講師 

京都市立桃陵中学校 30.11.28 3 年生（58 名） 伏見税務署 職員 

京都市立伏見中学校 30.12.3 ３年生（209 名） 
伏見納税協会青年部会 

京都市選挙管理委員会 

京都市立深草中学校 31.3.7 ３年生（127 名） 
伏見納税協会青年部会 

伏見税務署 職員 

【小学校開催状況】 

学校名 開催日 学年（人数） 講師 

京都教育大学附属桃山小学校 30.10.３ ６年生（72 名） 
伏見税務署 職員 

近畿税務局京都財務事務所 職員 

京都市立伏見南浜小学校 30.10.26 ６年生（93 名） 伏見税務署 職員 

京都市立桃山東小学校 30.11.14 ６年生（65 名） 伏見税務署 職員 

京都聖母学院小学校 30.12.13 ４年生（122 名） 伏見税務署 職員 

京都市立醍醐小学校 30.12.17 ６年生（68 名） 京都南府税事務所 職員 

京都市立竹田小学校 30.12.20 ６年生（62 名） 伏見税務署 職員 

京都市立美豆小学校 31.１.９ ６年生（56 名） 伏見税務署 職員 

京都市立池田小学校 31.１.11 ６年生（53 名） 伏見税務署 職員 

京都市立向島藤の木小学校 31.１.16 ６年生（25 名） 京都南府税事務所 職員 

京都市立藤ノ森小学校 31.１.17 ６年生（105 名） 伏見税務署 職員 

京都市立日野小学校 31.１.22 ６年生（117 名） 伏見税務署 職員                                          

京都市立北醍醐小学校 31.１.23 ６年生（37 名） 伏見税務署 職員 

京都市立春日野小学校 31.１.24 ６年生（41 名） 伏見税務署 職員 

京都市立久我の杜小学校 31.１.25 ６年生（119 名） 伏見税務署 職員 

京都市立石田小学校 31.１.29 ６年生（25 名） 京都南府税事務所 職員 

京都市立神川小学校 31.２.１ ６年生（116 名） 伏見税務署 職員 

京都市立向島小学校 31.２.８ ６年生（50 名） 伏見税務署 職員 

京都市立稲荷小学校 31.２.20 ６年生（33 名） 伏見税務署 職員 

【社会人開催状況】 

学校名 開催日 学年（人数） 講師 

京都障害者高等技術専門校 30.12.14 総合実務科 他（34 名） 上京税務署 税務広報広聴官 

京都高等技術専門校 30.12.18 1、2 年生（81 名） 伏見税務署 職員 

 

租 税 教 室 の 開 催 状 況 



 
 

 

高校生・中学生の「税に関する作文」は、国税庁及び全国納税貯蓄組合連合会がそれぞれ全国で募集して

いるものです。本年度、伏見区内では、高等学校から 579 編、中学校から 1,476 編の作品が寄せられ、平

成 30 年 12 月 18 日、優秀な作文を提出した生徒の皆さんの表彰式が行われました。 

 

 

                            

 

 

 

 

 

          

 

 

 

   
 

 

  高校生の部 
   【大阪国税局長賞】 

京都教育大学附属高等学校 一年 中村 文乃 

【京都府租税教育推進連絡協議会賞】 

京都教育大学附属高等学校  一年 秋山 彩葉 

【伏見税務署長賞】 

京都教育大学附属高等学校  一年 島田 莉沙 京都府立京都すばる高等学校  一年 小寺 那奈 

【近畿税理士会伏見支部長賞】 

京都教育大学附属高等学校  一年 竹本 春妃 

【伏見区租税教育推進協議会会長賞】 

京都府立京都すばる高等学校  一年 溝添 楓香 京都聖母学院高等学校 二年 木村 真奈実 

京 都 橘 高 等 学 校 二年 小田 優月    

 

中学生の部 

【京都市長賞】 

京 都 市 立 大 淀 中 学 校 三年 大野  藍 

【京都府納税貯蓄組合総連合会会長賞】 

京都教育大学附属桃山中学校  三年 岸野 仁登 京都教育大学附属桃山中学校  三年 三浦  桜 

京 都 市 立 桃 山 中 学 校 三年 杉本 麻衣子    

【伏見税務署長賞】 

京都教育大学附属桃山中学校  三年 矢野 花歩 京都市立藤森中学校 三年 畑 美也子 

【近畿税理士会伏見支部長賞】 

京都市立深草中学校 三年 野上 彩香 京都市立醍醐中学校 三年 木村 綾奈 

【伏見納税貯蓄組合連合会会長賞】 

京都市立藤森中学校 三年 田村 美鈴 京都市立醍醐中学校 三年 西本 麗央 

【公益社団法人伏見納税協会会長賞】 

京都市立伏見中学校 三年 井上 こころ 京都市立藤森中学校 三年 姉嵜 愛夢 

【伏見区租税教育推進協議会会長賞】 

京都聖母学院中学校 三年 大津 双葉 京都市立伏見中学校 三年 山下 るみ 

 

作 文 受 賞 者 

税 に 関 す る 作 文 

（敬称略・順不同） 

＜作文表彰式（高校生の部）＞ ＜作文表彰式（中学生の部）＞ 



 
 
 
 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伏見区の小学６年生を対象とした「税に関する習字展」を、伏見区役所本所、 

醍醐支所及び深草支所にて開催しました。 

 【応募小学校】（順不同）                 

                          

                                                                  
                                     
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

税金について学ぶきっかけとして、京都府租税教育推進連絡協議会 

との共催により、小学６年生を対象とした５問の税金クイズを実施し、 

参加者全員に記念品をプレゼントいたしました。 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

学校名 応募数 学校名 応募数 

京都市立伏見板橋小学校 32 京都市立桃山小学校 8 

京都市立向島藤の木小学校 23 京都市立小栗栖宮山小学校  7 

京都市立向島南小学校 83 京都市立日野小学校 115 

京都市立向島二の丸小学校 34 京都市立春日野小学校 39 

京都市立明親小学校 60 京都市立石田小学校 24 

京都市立深草小学校 99 応募総数 524 

【国税庁ホームページアドレス】 

http://www.nta.go.jp 

学校での授業等で活用していただけるコンテンツのご紹介 

○応募校数     25 校 

○応募者数   1,488 人 

○全問正解者数   71 人 

小学校６年生の「習字展」 

小学校６年生の「税金クイズ」 

伏見区役所醍醐支所 
30.11.21～11.28 

伏見区役所深草支所 
30.10.31～11.６ 

伏見区役所本所 
30.11.９～11.16 

国税庁ホームページでは、「税の学習コーナー」を設け、

租税教育用の学習資料などを提供しています。 

学校での授業や家庭学習で活用していただけるコンテン

ツとして制作していますので、お気軽にご利用ください。 

租税教育推進校等感謝状の贈呈 納税表彰（租税教育関係者）の贈呈 

納税表彰（租税教育関係者）とは、租税

教育の推進を通じて、納税道義の高揚等に

功績のあった学校教師等に対し、表彰状を

贈呈するものです。 

 

【大阪国税局長納税表彰】 

京都府立京都すばる高等学校 

北川 博士 教諭 

 

租税教育推進校等感謝状とは、児童・

生徒に対する租税教育の推進及び租税教

育推進のための基盤整備等に特に功績の

あった学校等に対し、感謝状を贈呈する

ものです。 

 

【全国納税貯蓄組合連合会会長感謝状】 

 京都市立神川中学校 

【伏見税務署長感謝状】 

 京都聖母学院小学校 

                     

税の学習コーナー 検索

クリック 

http://www.nta.go.jp

