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平成３１年３月発行  ～第３９号～ 

発行：京都市下京区・南区租税教育推進協議会（下京税務署総務課内） 

～はじめに～ 

皆様方には、平素から京都市下京区・南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、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
 当協議会では、次代を担う児童・生徒並びに社会人の皆さんに、税の大切さや役割を

正しく理解していただくために、様々な活動に取り組んでいます。 
 この「租推協だより」では、当協議会が本年度に実施した租税教室や中学生・高校生

の税についての作文などの活動状況を紹介しております。 
 今後も、税に関する正しい知識を広めていくために、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。 

京都市下京区・南区租税教育推進協議会 
                      会長（下京税務署長） 猪俣 知也 



 
 

 

                      

 

 

当協議会では、税の意義や役割を正しく理解していただくために、税務署、京都府、京都市、近畿

税理士会下京支部及び下京納税協会から講師を派遣し、租税教室を開催しております。 

各学校の先生方にご協力をいただき、平成 30 年度は、小学校５校、中学校 10 校、高等学校３校、

専門学校２校、企業６社及び幼稚園１園で開催いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

京都府租税教育推進連絡協議会との共催により、税について考える機会を持っていただく趣旨で、

小学校６年生を対象とした５問の税金クイズ「ハロータックスクイズ 2018」を実施いたしました。 

京都市下京区及び南区の小学校 12校からは、343 名の応募をいただき、全問正解者は 33 名でした。 

全問正解者には「フリクションライト（イエロー）」を、参加賞として「色鉛筆６ｐｃｓシャープ

ナー付」を贈呈しました。 

【小学校】(平成29年度 ４校 ⇒ 平成30年度 ５校） 【高等学校】(平成29年度 １校 ⇒ 平成30年度 ３校） 

平成30年12月18日  京都市立西大路小学校 平成30年９月21日  京都つくば開成高等学校 

 平成31年１月11日  京都市立梅小路小学校  平成31年１月11日  洛南高等学校 

 平成31年１月31日  京都市立九条弘道小学校  平成31年２月14日  京都府立鳥羽高等学校 

 平成31年２月26日  京都市立祥豊小学校 【専門学校】(平成29年度 １校 ⇒ 平成30年度 ２校） 

 平成31年３月１日  京都市立下京雅小学校  平成30年９月５日  大原学園京都校 

【中学校】(平成29年度 ６校 ⇒ 平成30年度 10校） 平成30年12月６日  京都ＩＴ会計法律専門学校 

平成30年７月９日  京都市立七条中学校 【企 業】(平成29年度 ６社 ⇒ 平成30年度 ６社） 

平成30年７月10～11日 京都市立下京中学校  平成30年４月６日  日本新薬株式会社 

平成30年７月12日  京都市立九条中学校 平成30年４月９日  株式会社美十 

平成30年12月３日  京都市立八条中学校 平成30年４月12日  株式会社日本ケイテム 

平成30年12月７日  京都市立凌風小中学校  平成30年４月13日  株式会社京都銀行 

 平成30年12月12日  京都市立久世中学校  平成30年５月22日  京都信用金庫 

平成30年12月13日  京都市立洛南中学校 平成30年11月12日  株式会社ナベル 

 平成31年１月７日  龍谷大学付属平安中学校 【幼稚園】(平成29年度 ２園 ⇒ 平成30年度 １園） 

 平成31年３月５日  洛南高等学校附属中学校  平成30年12月14日  高倉幼稚園 

 平成31年３月７日  京都産業大学附属中学校 ※ 下線は平成30年度に新たに租税教室を開催した学校等です。  

ハロータックスクイズ 2018 の実施 

租税教室の開催状況 
【開催校数（小、中、高等学校）】 

平成 29 年度 11 校 ⇒ 平成 30 年度 18 校 

○ 児童・生徒からの感想 
「税金はいらないと思っていたけど、私達の暮らしを支える大切なものだとわかった。」 
「数年後には、選挙に行くことになるので、税金の使われ方等もっと興味を持とうと思った。」 
「授業で学習したこと以外にも税金についてたくさん知れてよかった。」 
 

○ 先生からの感想 
「税金の具体的な使い道がわかったことで、私たちの生活に税金が欠かせないということを理解
できたようでした。」 
「わかりやすい資料や DVD、１億円の見本などがあったので、子供たちが税金を身近に感じるこ
とができたようでした。」 



 

 

１ 中学生の「税についての作文」 
全国 7,511 校から 593,795 編の応募がありました。京都市下京区・南区からは、10校から 1,106

編の応募があり、次の方には優秀作品として、賞状と副賞を贈呈しました（敬称略）。 

【公益財団法人納税協会連合会会長賞】 
 洛南高等学校附属中学校 ３年 山上 莉央 

 
【京都府納税貯蓄組合総連合会会長賞】 
洛南高等学校附属中学校 ３年 黒田 裕太郎  京都市立洛南中学校   ３年 田口 晃帆 

 
【下京税務署長賞】 
京都市立洛南中学校   ３年 梅村 陽世   京都産業大学附属中学校 ３年 後藤 優斉 

 
【下京納税貯蓄組合連合会会長賞】 
京都市立下京中学校   ３年 大橋 美里   京都市立洛南中学校   ３年 片岡 菜緒 

 京都産業大学附属中学校 ３年 鈴木 志和   龍谷大学付属平安中学校 ３年 堤 弥真人 
 
【公益社団法人下京納税協会会長賞】 

洛南高等学校附属中学校 ３年 折野 亜依   京都市立八条中学校   ３年 木村 巴南 
 

【近畿税理士会下京支部長賞】 

  洛南高等学校附属中学校 ３年 瀬川 えれな  京都市立下京中学校   ３年 伊達 樹里杏 
 
【京都市下京区・南区租税教育推進協議会会長賞】 

洛南高等学校附属中学校 ３年 猪木 杏実   洛南高等学校附属中学校 ３年 西尾 慶子 
  京都産業大学附属中学校 ３年 藤田 阿澄 
 

 【下京納税貯蓄組合連合会奨励賞】 
  京都市立凌風小中学校  ３年 小田 真也   京都市立九条中学校   ３年 北川 愛唯 
  京都市立洛南中学校   ３年 久世 晴希   京都市立洛南中学校   ３年 田川 結衣 

  京都市立下京中学校   ３年 古川 紫穂   洛南高等附属中学校   ３年 細川 優里恵 
  京都市立七条中学校   ３年 三神 伊織   龍谷大学付属平安中学校 ３年 南  美郁 
  龍谷大学付属平安中学校 ３年 椋  紀子   京都市立久世中学校   ３年 山本 実柚 

   
 
２ 「税に関する高校生の作文」 

全国 1,810 校から 219,163 編の応募がありました。京都市下京区・南区からは、３校から 365
編の応募があり、次の方には優秀作品として、賞状と副賞を贈呈しました（敬称略）。 

【京都府租税教育推進連絡協議会賞】 

洛南高等学校      １年 沖田 真輝 
 

【下京税務署長賞】 
洛南高等学校      １年 志村 優希 

  京都府立鳥羽高等学校  １年 井関 涼 

 
【公益社団法人下京納税協会会長賞】 
京都府立鳥羽高等学校  １年 竹内 万柚子 

 
【京都市下京区・南区租税教育推進協議会会長賞】 
洛南高等学校      １年 山口 映流 

京都府立鳥羽高等学校  １年 小牧 桜子 
京都市立塔南高等学校  １年 川勝 啓瑛 

税に関する作文の応募・表彰 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『寄付』という趣旨」 

洛南高等学校附属中学校 ３年  山上 莉央 

  

「あー、やっぱり高知の鰹は最高！」我が家の食卓ではふるさと納税の返礼品で届いた食べ物が大人気。

特に高知の鰹のたたきには目のない私だが、ふるさと納税の仕組みはいまいちよく分かっていなかった。

寄付した地域から特産品が貰えるんだ、しかも住民税や所得税が減額されるなんて、すごくお得な税金だ

な！という認識でしかなかった。そこで今回、この作文を書くにあたって色々と調べてみた。 

寄付文化を根付かせる目的で創始されたふるさと納税。自分の住んでいる自治体に納税する代わりに、

他の自治体に寄付することでその地域の特産品などの返礼品を受け取れる。また、複数の自治体に寄付出

来たり、寄付金の用途を指定できる自治体があったりもする。私の暮らす大阪市の返礼品は、大阪城や美

術館、博物館への招待券などがあった。正直、鰹の方がいいじゃないかと思ってしまったが、やはり魅力

的な税金であることは間違いない。 

しかし、この間新聞でふるさと納税により都市部の税収減が大きな問題になっているという記事を見た。

豪華な返礼品を用意する地方の自治体への寄付が増える一方で、東京や大阪などの都市部では税収が大幅

に減っているという。東京二十三区では二〇一八年の減収額は計三〇〇億以上にも達すると見込まれてい

るそうだ。 

「次は何が欲しい？」「これ美味しいからまた寄付してよ。」 

こんな会話をしていた私の心を見透かされたような記事に恥ずかしくなった。寄付、聞こえはいいがそこ

に言葉本来の優しさは込もっていなかった。 

 私は今年、修学旅行で鹿児島を訪れ、全校児童二十四人の小学校に行った。皆とても元気で、明るい学

校だった。家に帰ってこの話を母にすると、その地域にふるさと納税をしてくれた。子供たちの成長に役

立てて下さい、とメッセージを送ったそうだ。先日返礼品のマンゴーが届き、住所を見て皆のことを思い

出し、懐かしくなった。これこそがふるさと納税の趣旨であろう。自分のお世話になった地域にお礼を、

災害等の被害にあった地域に支援を。この気持ちを表せるのがふるさと納税なのだ。 

 豪華すぎる返礼品に政府が自粛を要請する事態もあったため、最近は初めに述べた大阪市のような体験

型のものも増えているという。指摘される問題点もあるが、返礼品によってリピーターが増えたり、観光

客が多くなったり、地域の活性化に繋がることは明らかだ。また、都市部とは反対に、以前よりも潤って

いる自治体が多いのも事実だ。私たちは、ふるさと納税の『寄付』という根本的な趣旨を理解し、都市部

にも目を向けたうえで、関わっていかなければならない。 

公益財団法人納税協会連合会会長賞 

「中学生の税についての作文」優秀作品の紹介 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「税について思うこと」 

洛南高等学校 １年  沖田 真輝 

  

私の母方の祖父は二年前から脊髄の手術後全く歩行が不可能となった。要介護認定３である。家の中

でも車椅子に乗せてもらっての移動である。週二回リハビリステーションに送迎してもらっている。 

身の周りの物は全て介護用品を使わねば体の不自由さには対応できない。経済的な負担は年金生活に

入ってから増大したと祖母の言い分である。祖父の「後期高齢者医療保険」と「介護保険」を見ると自

己負担は３割である。７割はどこから支払われているかというと、その半分が保険料からで、あとの半

分は国税からである。それでも祖母は、７割も支払ってもらえて有難いという。介護保険制度の財源の

半分は税金が支えているということである。百三十円のジュース一本買うと約十円の消費税を払ってい

るが、この十円の税金が介護保険料に入っていくのかな、祖父の介護費用に少しは役立っているのかな

と思ったりする。 

国税の三割以上が社会保障関係費に使われていて、その額は三十兆円以上になる現状である。この税

金のお陰で、高齢者や生活保護を必要とする人々が安心して生活できるなら「また税金が上がるんだ。

止めて欲しいわ。」と言っていたけど、来年消費税が 10％になっても仕方ない、悪くはないと思う。 

しかし、社会保障関係に使われる税金に関しては、その使途をよく考えて皆が明るく働き、命を守っ

てくれるように使ってもらいたいと思う。 

例えば祖母の話だが、いつも祖父の送迎車に乗ってきてくれる介護士が、「転職しますので、今日で最

後です。子どもが生まれるので、この職では生活できないので･･･続けたいのですが、もう少し給料の良

い所へ行きます。」と。信頼し感謝していた介護士さんはその職を辞めていったという。 

税金が介護士やホームヘルパー、ケアマネージャー、理学療養士の給料の援助に使われたり、介護施

設の設備の充実に使われるなら本当に生きた税金となるだろう。税金を支払う人も納得する。 

来年から消費税が２％上がり 10％になり、今まで以上に税金を払うことを実感することになるだろう。

私は「国の人々の役に立ちますように。」と願い込めて支払おうと思う。 

「税に関する高校生の作文」優秀作品の紹介 

京都府租税教育推進連絡協議会賞 



 

 
 

 

京都市下京区・南区租税教育推進協議会は、次の機関で構成されています。 

京都市立洛央小学校 

京都市立下京渉成小学校 

京都市立下京雅小学校 

京都市立梅小路小学校 

京都市立光徳小学校 

京都市立七条小学校 

京都市立西大路小学校 

京都市立七条第三小学校 

京都市立九条弘道小学校 

京都市立九条塔南小学校 

京都市立南大内小学校 

 京都市立唐橋小学校 

京都市立凌風小中学校 

 京都市立吉祥院小学校 

 京都市立祥栄小学校 

 京都市立祥豊小学校 

 京都市立上鳥羽小学校 

 京都市立大藪小学校 

 京都市立久世西小学校 

 京都市立下京中学校 

 京都市立七条中学校 

 

京都市立洛友中学校 

京都市立八条中学校 

京都市立九条中学校 

京都市立洛南中学校 

京都市立久世中学校 

京都産業大学附属中学校 

洛南高等学校附属中学校 

龍谷大学付属平安中学校 

京都府立鳥羽高等学校 

京都市立塔南高等学校 

 

京都産業大学附属高等学校 

洛南高等学校 

龍谷大学付属平安高等学校 

京都つくば開成高等学校 

公益社団法人下京納税協会 

下京納税貯蓄組合連合会 

近畿税理士会下京支部 

下京税務署 

京都府京都南府税事務所 

京都市市税事務所 

 

 

 

 

  

当協議会では、「次代を担う児童・生徒が、民主主義の根幹である租税の意義や役割を正しく理

解し、我々の生活に密接に関わりのある税に関心を持ち、税を通じて国や社会の在り方を主体的

に考える力を育てる」ことを目的に「租税教室」を開催しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】  京都市下京区・南区租税教育推進協議会 

〒600-8181 

京都市下京区間之町五条下ル大津町８（下京税務署総務課） 

電話  ０７５－３５１－９１６１（音声ガイダンスが流れますので「２」を選択してください） 
 

 

 

 

国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）では、税の学習コーナーを設けています。 

児童・生徒の皆さんが遊びながら学べるコーナーや、先生が授業の参考にしていただくため

の資料も提供しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。 

お知らせ 

 

○ 講師料や教材費は必要ありません。 

○ 税務職員、地方税職員、地元の税理士、地元企業の経営者など、ご要望に応じて多種多様な講

師を派遣いたします。 

○ クラス単位、集合講義など、あらゆるスタイルでの開催に対応いたします。 

○ 開催日時、内容等は可能な限り、ご都合にあわせて実施いたします。 

○ 租税教室として新たに１コマ設けるのではなく、通常の公民・社会の授業の進度にあわせて、

税金の授業のタイミングでゲストティーチャーとして講師を派遣することも可能です。 

○ 公民・社会に限らず、税に関係する授業があれば、講師を派遣し支援いたします。 

  例）家庭科（生活と消費税のかかわり）、ディベート、キャリア教育など 

http://www.nta.go.jp/

