
はじめに 

 平素は、租税教育の推進並びに当協議会の運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼 

申しあげます。 

 当協議会は、平成７年の設立以来、教育関係機関、近畿税理士会右京支部、公益社団法人右京納税協会、

右京納税貯蓄組合連合会及び地方公共団体など、たくさんの方々のご支援を得て、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、各種取組を行っており

ます。 

この度、平成30年度の活動内容を「右京・西京・乙訓地区租推協だより」として取りまとめましたので、

ご覧いただき、租税教育の更なる推進にご理解を深めていただければ幸いです。 

 今後とも、当協議会における租税教育の充実・推進に向け、皆様方のご支援と 

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

         右京・西京・乙訓地区租税教育推進協議会 

               会長（右京税務署長） 上田 隆司 
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  税税にに関関すするる小小学学生生のの習習字字をを展展示示！！  

 今年度は、29校から1,177点のご応募をいただきありがとうございました。 

優秀作品については、税を考える週間（11月11日～11月17日）に合わせて、右京区役所、西京図書館、長

岡京市立総合交流センター、向日市役所、向日市まつりで展示しました。 

また、確定申告期に合わせて、２月にはイオンモール京都五条とイオンモール京都桂川でも展示しました。 

 

 

竹本 冬哉（京都市立太秦小学校６年） 荒木 里衣（向日市立第４向陽小学校３年） 

市川 多弥（京都市立京北第二小学校６年） 佐藤 愛真（向日市立第６向陽小学校１年） 

藤原 寧々（京都市立西院小学校４年） 小林 未旺（長岡京市立長岡第五小学校５年） 

藤岡 玲菜（京都市立西院小学校４年） 山本 陽愛（長岡京市立長岡第六小学校５年） 

伊東 香奈（京都市立嵐山東小学校５年） 出井 悠羽香（長岡京市立長岡第六小学校５年） 

川口 光翔（京都市立川岡小学校５年） 山本 美緒（長岡京市立長岡第六小学校５年） 

前田  翔（京都市立川岡小学校５年）  

森  彩華（京都市立川岡小学校５年）  

井  歩（京都市立川岡小学校５年）  

田中 寛人（向日市立第２向陽小学校１年）  

中川 愛麻（向日市立第２向陽小学校３年）  

小野 綾香（向日市立第４向陽小学校３年）  
 

 

租税教育推進協議会会長賞（金賞）受賞者（順不同・敬称略） 



 

  租租税税教教室室のの開開催催状状況況～～税税のの役役割割ととはは？？～～  

  

  

 今年度、当協議会では、管内の小学校から社会人までの租税教室を合計54校(社)で開催しました（前年度

34校(社)）。講師は、主に近畿税理士会右京支部の税理士に務めていただきました。 

 当協議会では、租税教室の開催を希望する学校等に講師を派遣しておりますので、お気軽にご相談くださ

い（詳しくは、末尾の「事務局からのお知らせ」をご覧ください。）。 

 

【小学校 ３６校】 

・光華小学校 ・京都市立常磐野小学校 ・向日市立第２向陽小学校 

・京都市立京北第一小学校 ・京都市立南太秦小学校 ・向日市立第５向陽小学校 

・京都市立京北第二小学校 ・京都市立梅津北小学校 ・向日市立第６向陽小学校 

・京都市立京北第三小学校 ・京都市立川岡東小学校 ・長岡京市立神足小学校 

・京都市立太秦小学校 ・京都市立桂坂小学校 ・長岡京市立長法寺小学校 

・京都市立宕陰小中学校 ・京都市立松尾小学校 ・長岡京市立長岡第五小学校 

・京都市立広沢小学校 ・京都市立大原野小学校 ・長岡京市立長岡第六小学校 

・京都市立嵯峨野小学校 ・京都市立上里小学校 ・長岡京市立長岡第七小学校 

・京都市立西院小学校 ・京都市立新林小学校 ・長岡京市立長岡第八小学校 

・京都市立西京極小学校 ・京都市立大枝小学校 ・長岡京市立長岡第九小学校 

・京都市立西京極西小学校 ・京都市立嵐山東小学校 ・長岡京市立長岡第十小学校 

・京都市立安井小学校 ・向日市立向陽小学校 ・大山崎町立第二大山崎小学校 

【中学校 ９校】 

・京都光華中学校 ・京都市立桂川中学校 ・向日市立勝山中学校 

・京都市立蜂ヶ岡中学校 ・京都市立松尾中学校 ・長岡京市立長岡第二中学校 

・京都市立西京極中学校 ・京都市立大原野中学校 ・大山崎町立大山崎中学校 

【高等学校 ５校】 

・京都光華高等学校 ・京都府立北桑田高等学校 ・京都府立乙訓高等学校 

・京都明徳高等学校 ・京都府立北嵯峨高等学校 

【大学 ２校】 

・京都光華女子大学 ・京都経済短期大学 

【社会人 ２社】 

・都タクシー株式会社 ・日東薬品工業株式会社 
 

 

  租租税税教教育育推推進進校校感感謝謝状状  贈贈呈呈  
   

 

 【右京税務署長感謝状】 

京都市立京北第一小学校 

 正しい税知識の普及に多大な貢献を
されるなど、租税教育の推進に特に顕
著な功績のあった学校に対して、右京
税務署長から感謝状が贈呈されまし
た。 



 

  税税にに関関すするる高高校校生生・・中中学学生生のの作作文文表表彰彰式式をを開開催催！！  

 今年度は、高校生は４校313編、中学生は24校1,656編のご応募をいただきありがとうございました。 

 応募された作品のうち、優秀作品については、12月12日に挙行した表彰式において表彰いたしました。 

 

 

 

◆右京税務署長賞◆ 

奥村 寿佳（京都明徳高等学校１年） 

村田 怜可（京都明徳高等学校１年） 

◆右京・西京・乙訓地区租税教育推進協議会会長賞◆ 

 小田 萌香（京都明徳高等学校１年）     中﨑 麻鈴（西乙訓高等学校３年） 

 

 

 

◆近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞◆  

 田  翔（京都市立蜂ヶ岡中学校３年） 

◆京都府納税貯蓄組合総連合会会長賞◆  

 犬島 沙耶（京都市立四条中学校３年） 

栗城 芽依（京都市立蜂ヶ岡中学校３年） 

辰巳  碧（大山崎町立大山崎中学校２年）  前田 友陽（大山崎町立大山崎中学校２年） 

◆右京税務署長賞◆ 

 森村 咲葉（京都市立嵯峨中学校３年）    津田 虹星（京都光華中学校３年） 

◆右京・西京・乙訓地区租税教育推進協議会会長賞◆ 

 武市 皐多（京都市立西京極中学校３年） 

◆公益社団法人右京納税協会会長賞◆ 

 川嶋 舞花（京都市立西院中学校３年）    野上 ほのか（京都市立周山中学校３年） 

 石橋  咲（京都市立蜂ヶ岡中学校３年）   越智  恵（京都市立大原野中学校３年） 

 筒井 優菜（京都市立大原野中学校３年）   西岡 夢斗（京都市立桂川中学校３年） 

 森原  碧（京都市立松尾中学校１年）    今泉 裕翔（長岡京市立長岡第三中学校２年） 

 中村 みのり（向日市立勝山中学校３年）    

◆右京納税貯蓄組合連合会会長賞◆ 

 手島 歩美（京都市立高雄中学校３年）    中野 美咲（京都市立双ヶ丘中学校３年） 

 宮下 正行（京都市立西京極中学校３年）   岩永 美来（京都市立樫原中学校３年） 

 岩村 咲良（京都市立西陵中学校３年）    大島 紗季（京都市立洛西中学校３年） 

 髙月 真優（長岡京市立長岡中学校１年）   田 麻緒（長岡京市立長岡第二中学校３年） 

 濵中  晃（京都学園中学校３年）       
 

  税税務務署署でで職職場場体体験験をを実実施施！！  

 今年度は、京都市立蜂ヶ岡中学校及び京都明徳高等学校の生徒の皆さんが右京税務署を訪れ、職場体験学

習を行いました。各担当部門から税の役割や仕組みを学ぶとともに、路線価からの土地評価計算、確定申告

書の作成など様々な体験をしていただきました。 

 
開催日 学校名 学年 人数

H30.９.５～９.７ 京都市立蜂ヶ岡中学校 ２年生 ３名

H30.11.６～11.８ 京都明徳高等学校 １年生 ４名

高校生の部（敬称略） 

中学生の部（敬称略） 

【蜂ヶ岡中学校】 【京都明徳高等学校】 



 

  市市民民ままつつりりでで『『税税金金ククイイズズ』』をを実実施施！！  

 平成30年11月17日に開催された「2018向日市まつり」において税金クイズを実施し、小学生からお年寄り

まで、たくさんの方がクイズにチャレンジされました。参加賞（花の種など）も大好評でした。 

 また、近畿税理士会右京支部の税理士による無料税金

相談も実施したほか、向日市役所の職員も応援に駆け付

けていただきました。 

 準備していた500部のパンフレットは、あっという間に

なくなるほどの盛況ぶりでした。 

 
 
 
 
 
 

  国国税税庁庁ホホーームムペペーージジ「「税税のの学学習習ココーーナナーー」」ををごご利利用用くくだだささいい  

 国税庁ホームページ（www.nta.go.jp） 

の「税の学習コーナー」には、租税教

育用教材をはじめ、クイズやゲームを

通して税を学習できるコンテンツを掲

載しています。 

 また、ビデオライブラリーでは、動

画をご覧いただくことも可能ですの

で、ぜひ一度ご覧ください！！ 

 学校の授業で使用する際のパワーポ

イント等も掲載しておりますので、先

生方もご利用ください！ 

 

  租租税税教教育育用用ＤＤＶＶＤＤのの貸貸出出しし  
  

社会科の授業などの補助教材として使用できる税に関するＤＶＤを無料で貸し出しています。ご希望の方

は、お気軽に事務局までお申し出ください。 

 

 

  租租税税教教室室のの開開催催希希望望ををおお待待ちちししてていいまますす！！！！  
 

 当協議会では、児童・生徒の皆さんに税の仕組みや役割を正しく理解していただくため、各学校に講師を

派遣して租税教室を開催しています。 

 児童・生徒だけでなく、先生や保護者など社会人に対する租税教室も開催できますので、まずはお気軽に

お電話ください（講師の派遣料、交通費などの費用は発生しません。）。 

 

≪お問い合わせ≫ 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 総務課内 075-311-6367 

 公園で不思議な妖精を助けた小

学生の姉弟、マリンとヤマトが毎

日の暮らしのなかで「税金」がど

のようなところで使われているの

かを知り、税の役割や必要性を学

んでいく。      （約 17 分） 

小
学
生
用 

中
・
高
校
生
用 

 主人公の会社員が「税金なんて

無くなればいいんだ！」と言った

瞬間から、彼を取り巻く世界が一

変します。 
 彼が見た世界とは一体！？ 

（約 16 分） 

事 務 局 か ら の お 知 ら せ 


