令和４年３月発行
大阪府下租税教育推進協議会各事務局

～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
御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
大阪府下租税教育推進協議会では、各税務署、大阪府、各市区町村、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、租税教育の推進及び租税教育
の充実のための環境整備を目的として、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３年度に実施いたしました主な活動状況を御
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御
支援・御協力を賜りますようお願い申し上げます。
大阪府下租税教育推進協議会会長一同

租税教室の活動状況
「租税教室」とは、次代を担う児童や生徒等の皆さんが、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
ることを目的として開催しています。
令和３年度の租税教室の開催は、新型コロナウイルス感染症の影響により、困難な状況であ
りましたが、教育関係者をはじめ多くの方々の御理解と御協力をいただき、十分な感染症対策
を実施の上、開催しました。
大阪府下租税教室開催状況

（単位：校、％）

小学校
管内
学校数

開催
学校数

中学校
開催
割合

管内
学校数

開催
学校数

高等学校
開催
割合

管内
学校数

開催
学校数

開催
割合

令和３年度
（見込）
令和２年度

◎ 租税教室の模様 ◎

（出前型授業）
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租税教育推進校等表彰
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ついて、他の模範となる活動を行う
など、特にその功績が認められた学校及び関係民間団体等に対して表彰制度を設けています。
表彰区分

管轄署

学校名・団体名

国税庁長官

泉佐野

田尻町立小学校

門真

大東市立泉小学校

天王寺

大阪教育大学附属天王寺中学校

岸和田

岸和田市立光陽中学校

枚方

近畿税理士会枚方支部

大阪国税局長

◎国税庁長官表彰（田尻町立小学校）◎
受彰校は、
平成25年４月以降、
租税教育モデル校に指定されており、
「リモート形式での租税教室」
「
、教師による租税教室」等の公開授業を
実施するなど、
租税教育の推進に大きく貢献されました。
【租税教室公開授業の模様はこちら】
ＹｏｕＴｕｂｅ国税庁動画チャンネル⇒⇒⇒

◎大阪国税局長表彰◎

大東市立泉小学校

大阪教育大学附属天王寺中学校

岸和田市立光陽中学校

近畿税理士会枚方支部

納税表彰（租税教育関係者）
多年にわたり、継続的な租税教室の開催のほか、各種会合等を通し、他校に対して租税教室
の開催を積極的に働きかけるなど、租税教育の推進及び租税教育の充実のための環境整備等の
活動を熱心に取り組まれた等、顕著な功績を挙げられた方々が表彰されます。
令和３年度、大阪府下では、次の方々が受彰されました。
表彰区分

管轄署

国税庁長官

氏名

学校名等

上田 久和

泉南市立東小学校 校長

池本 勝利

田尻町立小学校 校長

◎表彰状授与の模様◎

泉佐野
大阪国税局長

泉南市立東小学校 上田久和校長
２
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租税教育モデル校
学校教師による租税教室が充実している学校や租税教室の開催に積極的で今後、学校教師に
よる租税教室が見込まれる学校について、租税教育モデル校として指定しています。
令和３年度、大阪府下では、次の学校が指定されました。
管轄署

学校名

泉佐野

田尻町立小学校

門真

守口市立錦小学校

令和３年度 税の作文応募状況
高校生・中学生の作文は、学校教育の中で学習したことや自分自身の体験などを通じて税に
ついて考えたことを作文の形で発表することで、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ます。
（単位：校、編）
高校生
応募校数

中学生
応募編数

応募校数

応募編数

大阪府下
大阪国税局管内
全国

令和３年度 税の作文 優秀賞
≪高校生の部≫
受 賞 名
大阪国税局長賞
公益財団法人納税協会連合会会長賞

大阪府租税教育推進連絡協議会賞

氏名

学校名

題名

山家 由貴

大阪府立泉陽高等学校

幸福度と税金の関わり

出口 瑛梨

大阪府立豊島高等学校

租税教室が繋ぐ架け橋

荒木 桜子

大阪府立清水谷高等学校

納めてもらう立場から納める立場へ

高橋 紗香

学校法人常翔学園常翔学園高等学校

きっと救われるわかめスープ

小林 千泰

大阪信愛学院高等学校

助け合いの社会保障

田中 千絢

学校法人大阪学芸大阪学芸高等学校

税金の大切さ

橋本 まあや

大阪教育大学附属高等学校平野校舎

多様化少子高齢化に備えバリアフリー税導入を

前田 結衣

大阪府立北野高等学校

幸せを運ぶ税金

清水 心喜

大阪府立大手前高等学校

若者のための税金

吉田 愛望

学校法人泉州学園近畿大学泉州高等学校

税金で買う「当たり前」

浅野 正義

関西創価高等学校

これからの時代を担う者として

川原 大樹

学校法人上宮学園上宮太子高等学校

税に助けられた僕の命

中村 水姫

大阪商業大学高等学校

社会と税金

３
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≪中学生の部≫
受 賞 名

氏名

学校名

題名

佐野 明莉

大阪市立淡路中学校

「在ること」への感謝

齋藤 佳歩

大阪市立花乃井中学校

世界へ広がる日本の税金

松井 菜々美

大阪市立大桐中学校

社会への参加費

的馬 結咲

大阪市立高倉中学校

税の力

泉

豊中市立第十二中学校

平和を繋いでいくために

大阪市立野田中学校

少子高齢化社会と税金について

柏本 美海

大阪市立佃中学校

見えた税の輪

梁川 美心

大阪市立阿倍野中学校

税があることで

瀧本 明日珂

羽曳野市立河原城中学校

未来へ繋ぐ聖火

山本 侑佳

大阪市立上町中学校

納税の大切さ

大鶴 祈人

堺市立陵西中学校

誓いの言葉

古家 若葉

貝塚市立第三中学校

税というバトン

近畿税理士会会長賞

梶野 千晴

大阪市立梅香中学校

税について

公益財団法人納税協会連合会会長賞

上田 麻裕

清風南海中学校

税金は生後１日から！？

国税庁長官賞

全国納税貯蓄組合連合会会長賞
一般財団法人大蔵財務協会理事長賞

浅野
全国納税貯蓄組合連合会優秀賞

大阪国税局長賞

小雪
優

◎表彰状授与の模様◎

◎作品展示の模様◎

大阪府下の各地区租税教育推進協議会の取組状況
大阪府下には、29 の地区租税教育推進協議会があり、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。
４
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福島・此花租税教育推進協議会
租税教育推進校表彰
《学校法人 西口学園 英風女子高等専修学校》
へ感謝状を贈呈しました。

租

税

教

室

各学校の先生方のご協力をいただき、税務署が
窓口となって、市・府の職員、関係民間団体会員
等を講師として派遣し、租税教室を開催しまし
た。
【小学校 ６校 専修学校 １校】
また、
オンデマンドDVDによる授業を小学校・
高等学校各１校で開催していただきました。

中学生・高校生の税に関する作文
中学校８校 850 編、高等学校・高等専修学
校各１校 257 編の応募をいただき、優秀作品
には表彰状及び記念品を授与しました。
【中学校 18 名 高等学校・高等専修学校 各 1 名】

小学生の税に関する習字
福島区７校 816 点、此花区６校 451 点の応
募をいただき、優秀作品は、各区役所内及び税務
署内に展示して、表彰状及び記念品を授与しまし
た。
【会長賞・優秀賞：福島区 33 作品 此花区 18 作品】
また、その他の作品には参加賞を贈呈しまし
た。

西区租税教育推進協議会
〇租税教室の開催状況
西納税協会青年部及び近畿税理士会西支部の協力のもと、本年度も多数の学校に対して租税教
室を開催しました。
（単位：校、人）
小学校

中学校
受講者

９

高等学校
受講者

専修学校
受講者

受講者

５

〇税に関する作品の応募状況
本年度も多数の応募があり、優秀作品については大阪市立中央図書館等で展示を行いました。
（単位：校、点・編）
小学校

中学校

習字

作文

高等学校
標語

作文

９

〇職業講話の実施
中学生の皆さんに、税務署の仕事の内容や魅力について紹介しました。
〇職場体験学習の実施
中学生の皆さんが西税務署を訪れ、税務署の仕事を体験していただきました。

５
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港・大正地区租税教育推進協議会
●租税教室の開催状況
税務署職員、近畿税理士会港支部の税理士、市
及び府の職員が講師となり、小中高含め 15 校で
租税教室を開催しました。
●租税教育推進校等表彰受彰校
大阪市立三軒家東小学校及び近畿税理士会港支部に、税務署長から表彰を行いました。

●税に関する作品の募集表彰
項 目
習字（小学生）
作文（中学生）
作文（高校生）

応募校数

作品数

８
２

天王寺租税教育推進協議会
小学生の税の書道展
「税に関する作品（書道）」に区内小学校３校から247
作品の応募をいただき、天王寺税務署・大阪府なにわ南
府税事務所に展示しました。

中学生・高校生の税に関する作文表彰
区内中学校・高等学校から「税に関する作文」の応
募をいただき、優秀作品の表彰を行いました。
（中 学 校）応募９校 1,535 編 優秀作品 19 編
（高等学校）応募８校 1,130 編 優秀作品 14 編

天王寺区民まつりオンラインへの参加
「税に関する作文」の優秀作品を中学生本人が朗読し、
税の大切さをアピールしました。

６
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浪速区租税教育推進協議会
小学生の税に関する習字
浪速区内の小学６年生を対象に、
「税に関する習字」
の募集を行ったところ、4 校から 160 点の応募があ
りました。
また、
「税に関する作文」については、浪速区内の全
中学校 3 校から 122 編、高等学校 1 校から 231 編
の応募がありました。
多くのご応募を頂き、ありがとうございました。

入賞した児童・生徒の皆さんには、租税教育推
進協議会の構成員である、浪速税務署長、浪速区
長、浪速納税協会会長、浪速区納税貯蓄組合連合
会会長及び近畿税理士会浪速支部長が各校を訪問
し、表彰を行いました。
入賞作品については、作文は「税を考える週間」
に、習字は「確定申告期間中」に、浪速区役所１階
にある「区民ギャラリー」にて展示しました。
来年度も、多数の応募をお待ちしております。

税に関する作文

大阪市西淀川区租税教育推進協議会
小学生の税に関する習字
西淀川区内のすべての小学校から 1,328 点の応募があり、
優秀作品については、
「税を考える週間」に合わせて、区役所
の区民ギャラリーに展示しました。
税に関する作文
西淀川区内の中学校から４５４編、高校から８０編の応募
がありました。
その中で、大阪市立佃中学校の柏本美海さんが、全国納税

貯蓄組合連合会優秀賞を受賞されました。
租税教育推進校に対する表彰
租税教育の推進に特に顕著な功績のあった大阪市立出来島
小学校に対して、感謝状を贈呈いたしました。

７

270033祖推協だより_大阪府.indd 7

2022/02/18 13:03

東成区租税教育推進協議会
子どもたちの「税について」の作品展
「税を考える週間」（11/11～17）に合わせ、東成税務署内で子どもたちの
税に関する作品展を開催しました。
保育園児の絵画、小学生の書道及び中学生の作文と多くの作品が寄せられ、開催
期間中、多数のご来署をいただきました。
作品以外にも、子どもたちが税に触れるきっかけとしてもらうよう、
“世界のおも
しろ税金クイズ”や“うんこ税金ドリル”など、趣向を凝らして展示を行いました。

租税教室（小学校）

租税教室（保育園）

租税教育用アニメやグループワークを通じ、税の

税に関するオリジナル紙芝居を教材に、
「街
がきれいで安全なのは、みんなが何を払ってい

大切さや役割を伝えています。

るから？」などクイズ

１億円のレプリカを実際に

を通じて税の大切さを

手に取ってもらい、より

伝えています。

興味を惹くよう工夫を凝ら
した授業を行っています。

租税教室（保育園～専門学校）は年間を通じて開催しています。ぜひお問合せください。

生野租税教育推進協議会
租税教室の開催

納税協会の
会員による
租税教室の様子

緊急事態宣言の度重なる発出がありまし
たが、本年度も関係者の皆様の多大なる御
協力の下、租税教室を開催することができ
ました。
今後も、租税教室への講師派遣要請には
積極的に対応してまいりますので、是非、
当協議会までお問合せください。

高校↑
←小学校

税に関する作品の募集

毛筆書写の優秀作品を展示

税に関する各種作品の募集を行った結果、
次のとおり多数の作品を応募していただき
ました。応募していただいた児童・生徒の
皆さん、ありがとうございました。
小学生の毛筆書写
応募校数
６ 校
作品数
点

中学生の作文
校
編

高校生の作文
１ 校
編

確定申告
ポスター

確定申告ポスター
２ 校
点

８
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旭・都島租税教育推進協議会
租税教室の開催状況
小学校５校 中学校２校 大学１校 専修学校１校

租税教育推進校の表彰
大阪市立清水小学校
税に関する作品の募集・表彰
小学生の「税についての習字」 応募総数 15校 1,973 点
中学生の「税についての作文」 応募総数 8 校 1,054 編
239 編
高校生の「税に関する作文」
応募総数 3 校

城東・鶴見地区租税教育推進協議会
税に関する作文（中学生・高校生）

職場体験学習
中学生の生徒さんが城東税務署を訪れ、２
日間の日程で、税の仕組みや役割等を学ぶと
ともに、署長室体験やプチ調査体験等、盛り
だくさんの体験学習を行いました。
また、体験学習終了時には、署長から修了
証書が授与
されました。

中学生の「税についての作文」の募集
には、12 校から 1,917 編の応募があり、
33 編の作品を表彰しました。
また、
「税に関する高校生の作文」の
募集には、５校から 398 編の応募があり、
７編の作品
を表彰しま
した。

租税教室シンポジウム
パネルディスカッションを通じて、租税教室のより良
い実施方法について情報共有を行いました。
今後の租税教室の充実や開催の拡大策等について、登
壇者を中心に活発な意見交換を行い、大変有意義なシン
ポジウムとなりました。

９
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阿倍野地区租税教育推進協議会
〇 税に関する作文表彰
阿倍野区内の中学校及び高等学校から計1,323編の作文をご応募いただきました。
優秀作品15編については、各学校にて賞状及び副賞の贈呈を行いました。
〇 税に関する書道展
阿倍野区内の小学校６校から応募があった作品355点を、あべのハルカス近鉄本店の近鉄
アート館及びあべのキューズモールで展示しました。
〇 租税教室の開催
本年も新型コロナウイルスの影響で開催が困難視されておりましたが、阿倍野区内の小学校、
中学校及び高等学校計１１校で開催できました。近畿税理士会阿倍野支部の税理士、阿倍野納
税協会所属の会員及び阿倍野税務署の職員が講師を務め、税の意義や必要性などについて、
児童・生徒自身に考えてもらえるように、独自の教材等を活用して分かりやすく説明しました。

書

租
税

道

教

展

室

住吉・住之江地区租税教育推進協議会
租

税

教

室

の

開

催

コロナ禍で、租税教室を開催できる機会が減少した
ものの、関係者の皆様の多大なる御協力の下、十分な
感染拡大防止策を講じて租税教室を開催しました。

税

に

関

す

る

作

文

表

彰

本年度も「税に関する作文」の募集を行ったところ
中学校1８校１,４８１編、高校３校7７０編の応募
をいただきました。
入賞者には、各学校にて表彰を行い、記念品の贈呈
を行いました。

租税教育推進校に対する感謝状の贈呈
租税教育の推進について、顕著な功績のあった
「帝塚山学院小学校」に、感謝状の贈呈を行いました。
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小学生の税に関する習字
19 校から 1,036 作品の応募があ
り、30 作品の優秀作品を選出しまし
た。
優秀作品については、
「税を考える週
間」
（11/ 11～11/17）の期間中、駒
川商店街のアーケードに展示しました。

税に関する作文
中学校 15 校から 1,424 編、高等学校２校か
ら 155 編の応募があり、計 28 編の優秀作品を
選出しました。
例年開催されている作文表彰式は中止となり
ましたが、入賞者には、各学校を通じて賞状及び
記念品を贈呈しました。

来年度も、多数のご応募をお待ちしています。

税に関する作品の募集・表彰
西成区内の小学校から習字（606 点）
、中学校から作文（302 編）
と標語（332 点）の応募をいただきました。
このうち、優秀作品の受賞者には賞状と記念品の贈呈を行ったほか、
区役所、地元スーパー、各金融機関などに協力をいただき、区内 13
か所に作品の展示を行いました。
租税教室
区内９校において、納税協会青年部会会
員、市税事務所、税務署の職員が講師を務め
て開催しました。
児童や生徒が、
社会を支える税の
必要性や役割につ
いて考える良い機
会となりました。
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職場体験学習
中学校の生徒２名が２日間の日程で税務
署を訪れ、各事務系統の仕事の学習や、eTax の模擬体験
のほか、地元保
育所の園児たち
に紙芝居を用い
た租税教室を行
いました。
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淀川・東淀川租税教育推進協議会
〇 中学生の税についての作文
管内の中学校９校から１，５３０編の応募があり
ました。そのうち優秀作品２１編を、淀川区役所、
東淀川区役所、東淀川区役所淡路出張所及び東淀川
図書館に展示しました。また、本年は、署内展示も
行ったところ、立ち止まって熱心に読まれている納
税者の姿がしばしば見かけられました。

〇 職場体験学習
税を考える週間の前後に新東淀中学校及び中島中学校の２年生が東淀川税務署を訪れました。
生徒たちは、各事務系統の職員からの説明を熱心に聞き、積極的に質問をしていました。徴収系
統の実習では、チームワークを発揮し、疑似滞納者の捜索を無事完遂しました。
最後に、生徒たちによる模擬租税教室が実施されました。
「今まで関係がないと思っていたことにも税が関係していると知ることができた」
、
「税について
深く考える機会になった」といった声も聞かれ、大変好評なものとなりました。

〇 租税教室
本年度は、北区内の小学校３校、中学校２校、高校１校、専門学
校２校において租税教室を開催しました。
講師は、税理士、納税協会会員、市税事務所職員及び税務署職員
が担当し、税の必要性や役割について DVD や工夫を凝らした独
自の教材、更には、１億円のレプリカを用いて説明しました。

〇 税に関する作文（中学校・高校）
本年度は、北区内の５つの中学校から400編、２つの高校から
129編の応募がありました。
中学生の「税についての作文」では、19編の作品を表彰し、
「税
に関する高校生の作文」では、４編の
作品を表彰しました。
また、新しい取組として、大阪市北
区役所の区民交流プラザにおいて、
「税を考える週間」に合わせて優秀作
品の作品展を開催しました。
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中央区租税教育推進協議会
作文表彰を実施（令３.12.15）

租税教室を開催（令３. ９. 1 6 ）

高津理容美容専門学校において、税理士が
講師を務め、３コマの租税教室を開催し、
211 名の生徒の皆様に参加していただきま
した。

府立大手前高等学校において、
「税に関する
高校生の作文」の優秀作品（東税務署長賞、東
納税協会長賞、大阪府租税教育推進連絡協議会
賞）の表彰式を行いました。

堺租税教育推進協議会
租 税 教 室

「税に関するクリアファイル」を配付

新型コロナウイルス感染症の影響により、

開催希望校に対し、感染対策を徹底した上で

例年と同様の租税教室の開催が困難となる

租税教室を実施しました。

中、児童の皆さんに税の大切さを身近に感じ

【開催状況】

てもらうため、公益社団法人堺納税協会の優

小学校 ２２校

良申告法人会に作成いただいた「税に関する
クリアファイル」を市内の全小学生に配付し
ました。

中学校

2校

高 校

１校
税に 関す る 作文

中学生及び高校生から、昨年度を上回る作文
の応募をいただきました。
【応募校・編数】
中学生
２６校・1,877 編
高校生
５校・ 734 編
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～税に関する絵はがきコンクール～
岸和田・貝塚両市内の次代を担う小・中学校の児童・生徒の皆さんが、日常生活の中で税
金がどのように役立っているのかを知っていただき、税に対する理解と関心を深めていただく
ために「税に関する絵はがきコンクール」を実施しています。
本年度は６回目を迎え、27 校・1,175 点（昨年度は 19 校・1,009 点）の応募作品の中か
ら、厳正な審査を行った結果、16 点を入賞作品として賞状並びに記念品の贈呈を行うととも
に優秀作品 116 点を｢税を考える週間｣に合わせて、
『岸和田カンカンベイサイドモール』に展
示しました。
岸和田・貝塚地区租税教育
推進協議会長賞

当協議会は、平成 9 年 10 月に設立して以来、豊能税務署管内（池田市、豊中市、箕面
市、豊能町及び能勢町）における国・府・市町の税務及び教育関係機関が協力し、次代を担
う児童・生徒の皆さん方が税の意義や役割などを正しく理解していただくことを目的とし
て、租税教室への講師の派遣や税に関する作文の募集活動等に取り組んでおります。
中学生・高校生の税の作文
中学生・高校生から応募いただいた
「税についての作文」2,648 編から、
35 編を優秀作品として、学校にお伺
いして表彰しました。
租 税 教 育 推 進 校 等 表 彰
租税教育の推進に向けて、租税の役割や正しい税知識の普及に
尽力されました、池田市立秦野小学校に、税務署長から表彰を行
いました。
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吹田・摂津地区租税教育推進協議会
当協議会では、学校関係者の皆様のご協力を賜り以下のとおり活動を実施いたしました。ありがとうございました。

作文・書道の優秀作品の表彰
中学生・高校生から応募いただいた「税に
ついての作文」（中学生1,235編、高校生
173編）から27編を、小学生から応募い
ただいた「税に関する書道」137作品から
10作品を優秀作品として選考し、学校に伺
い、表彰しました。

租税教育推進校の表彰
租税教育の推進について、
顕著な功績のあっ
た「吹田市立山田第五小学校」に感謝状を
贈呈しました。

租税教室の開催
地方庁職員、税理士及び納税協会青年部の会員が講師とな
り、小学校 17 校・中学校１校・高校１校の生徒達へ税の大
切さや役割について DVD を用いて説明しました。

すいタックス☆2021 の初開催
11 月 13、14 日、大阪モノレール万博記念公園駅において、
「すいタックス☆2021」を初開催しました。
会場では、多くの家族連れの方々に、税金クイズへのチャレ
ンジや１億円の重さ体験をしていただき、子どもたちがリクエ
ストしたバルーンアートを手渡しました。
税についての作文や書道を展示しました。

「税に関する書道」と「租税教育推進校」の表彰

すいタックス☆2021の様子

当協議会では、平成８年６月に設立して以来、泉北地区（泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町）
の地域の実情に沿った租税教育の推進と租税教育の充実のための環境整備を行い、広く租税教育
に関する正しい知識と理解を深めることを目的に、当協議会及び学校関係者の皆様のご協力によ
り様々な活動に取り組んでいます。

税についての作文
本年度は、管内の中学校 17 校から 1,654 編の作文をご応募いただき、その中から選
ばれた優秀作品 24 編には、表彰状及び記念品が贈呈されました。

租税教室の開催
本年度も新型コロナウイルス感染症の影響により「中
学生による出身小学校での租税教室」が中止となるなど、
租税教室を開催できる機会が減少しましたが、中学校や
大学の開催希望校に対して、オンラインでの講義や感染
予防対策を講じた上での租税教室を実施しました。
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【租税教室】
近畿税理士会枚方支部においては、次代を担う児童・生徒の皆さんに対し、毎年多くの租
税教室を開催しており、コロナ禍の本年度も 10 校で 36 コマの教室を開催しました。
なお、当支部は、長年の租税教育推進への取組に対し、本年度、租税教育推進校等局長表
彰を受彰しました。
【小学生の習字】
税に関する小学生の習字は、
点と
非常に多くの応募があり、
名の方が入
賞されました。
市長賞等の優秀作品については、税を考
える週間（11/11～17）に、枚方市・寝

【中学生、高校生の作文】
中学生の税についての作文は、31 校から
3,643編（大阪国税局管内で第２位）の応
募があり、20名の方が入賞されました。
税に関する高校生の作文は、２校から
編の応募があり、８名の方が入賞され
ました。

租税教室の開催

税に関する作文（中学生・高校生）
今年度は、中学校 27 校から 2,872 編、高等学校 4
校から 568 編の応募を頂きました。
優秀作品については、賞状と副賞を贈呈したほか、
「税
を考える週間」
（11/11～11/17）において、市役所の
ロビー等に展示しました。
来年度もたくさんのご応募をお待ちしています！

税務署、市の職員、税理士等を
講師として派遣し、管内の小学校
35 校、中学校 4 校にて租税教室
を行いました。
コロナ禍においては、オンライ
ンによる租税教室も実施してい
ます。
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当協議会では、平成８年２月の設立以来、次代を担う児童・生徒・学生の皆さんに、税の大切さ
や役割を正しく理解していただくため、様々な活動に取り組んでいます。
租税教室

本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で租税教室の開催校数が減少する中、地方庁
職員、近畿税理士会八尾支部、八尾納税協会青年部役員及び八尾税務署職員が講師となり、
パワーポイント、DVD などの視聴覚教材のほか、税金クイズや１億円のレプリカを使用す
る等、児童・生徒が興味を持てるよう工夫を凝らして授業を行いました。

税についての作文
本年度は、八尾税務署管内の中学校・高校から合わせて 3,302 編の「税に関する作文」
の応募があり、優秀作品について表彰状及び副賞の贈呈を行いました。

泉南地区租税教育推進協議会
租税教室
近畿税理士会泉佐野支部の税理士及び泉佐野
納税協会青年部役員等が講師となり、小学校33
校、中学校１校、看護専門学校１校において、
租税教室を開催しました。

租税教育推進校等表彰
租税教育推進のため多大な功績があった田尻
町立小学校及び泉南市立東小学校に対し、感
謝状が贈呈されました。

税に関する作品の応募状況
小学生の税に関する習字 19校 1,404 点
中学生の税に関する作文 18校 1,430 編
高校生の税に関する作文 1 校
１編
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富田林税務署管内租税教育推進協議会
当協議会では、次代を担う児童・生徒・学生の皆さんが税への関心を深め、税の役割やその仕
組みについて正しく理解していただくことを目的に、富田林税務署管内の自治体と関係民間団体
が一体となって様々な活動に取り組んでいます。

租 税 教 室
税務を担当する地方庁職員、近畿税理士会富田林支部の
税理士、富田林納税協会青年部の会員及び富田林税務署の
職員が講師を務め、小学校、中学校及び大学で開催してい
ます。
（大学での租税講演会の風景）

税についての書道・作文
南河内納税貯蓄組合連合会が中心となり、
「中学生の税に
関する書道」と「中学生の税についての作文」を募集し、
書道については10校から414編の応募があり、作文に
ついては 32 校から 2,765 編の応募がありました。
また、国税庁が主催する「税に関する高校生の作文」に
ついては、４校 386 編の応募がありました。

（
「中学生の税に関する書道」の展示）

租 税 教 室
今年度はコロナ禍のため租税教室の開催は減少しましたが、地方庁
職員、近畿税理士会門真支部の税理士及び税務署職員が講師を務め、
小学校、中学校及び大学で租税教室を開催しました。
今後は、ICT を活用した租税教室の開催にも、積極的に取り組んで
いきたいと考えています。

租税教育推進校表彰
コロナ禍により対面式の租税教室の開催が困難な中、前年度において、文部科学省の GＩＧＡス
クール構想に沿った双方向のオンライン授業による租税教室を開催するなど、これまでの功績
により大東市立泉小学校に大阪国税局長感謝状が贈呈されました。
泉小学校は、感謝状の贈呈を受けたこと及び今後も租税教育を推進することを学校のホームペー
ジに掲載しており、児童の保護者にも租税教育活動に関心をもっていただく良い機会となりました。

税に関する作文
今年度は、中学生 18 校 1,343 編、高校生 4 校 140 編の優良な作文の応募がありました。
中学生の部では 26 名、高校生の部では 4 名の方が入賞され、賞状と記念品が授与されました。
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東大阪租税教育推進協議会
税に関する作文への取組
税に関する作文について、中学生の作文 2,359 編、高校生の作文 703
編と多数の応募をいただき、中学生 33 編、高校生６編の優秀作品を表彰
するとともに、東大阪市役所市民ギャラリーにおいて優秀作品の展示を実
施しました。表彰状の贈呈を署長室において実施することで、少しでも生徒
の記憶に残る表彰の実施に努めました。

租 税 教 室 へ の 取 組
新型コロナウイルス感染症拡大前の実施状況とはいかな
いものの、昨年度を大きく上回る開催校数となりました。
コロナ禍という状況であるものの、対面による開催を希
望する小学校が多かったことから、適切な感染症対策を図
りながら、対面であることをうまく生かし、楽しく学ぶこ
とに配意した租税教室を実施しました。
その他、署幹部による大学生に対するオンライン講演会
を実施するなど、コロナに負けない租税教育の推進に取り
組みました。

国税庁ホームページの御案内
国税庁ホームページでは「税の学習コーナー」を設け、学校での授業や家庭学習等で活用し
ていただけるコンテンツを開設しています。

アニメやＷｅｂ番組の動画はこちら！

。
動画教材も！

中学生・高校生の税の作文募集要項、
優秀作品を紹介

税の学習コーナー
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租税教室開催の御案内
大阪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、できる限り御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】
小学校（45分）

中学校（50分）

【テーマ】
税の大切さを知る
時間
５分

内容
導入～税金って何？～

【テーマ】

税の役割を知り税の在り方を考える

日本の財政上の課題と持続可能な
社会の在り方を主体的に考える

時間

時間

内容

10分 導入～身近な税金～

アニメ視聴
17分 「マリンとヤマト不思議な日
曜日」
10分

高等学校（50分）

【テーマ】

ワークシート「税金って何だろう」

５分

グループ討議
「公平な課税方法の検討」
30分 ワークシート
「国民から3,000万円の税金
を集めよう」

８分

税の使い道

５分

税の種類と使い道

５分

まとめ～税のしくみと役割～

５分

まとめ～税の役割を知り、税
の在り方を考える～

10分

内容
導入～税金の種類～
日本の財政の現状と課題
グループ討議
「財政上の課題の問題点と解決

30分 策の検討」
ワークシート
「日本の将来を考えよう」

5分

まとめ～主権者として税及び
財政の在り方を考える～

お問い合わせ先
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。
租税教育推進協議会

事務局（税務署総務課）

租税教育推進協議会

福 島 ・ 此 花 大阪福島 06-6448-1281

大 阪 市 北 区

西

中

区

西

06-6583-4624

港 ・ 大 正 地 区

港

06-6572-3901

央

区

堺

事務局（税務署総務課）
北
06-6313-3371
大 淀 06-6372-7221
東
06-6942-1101
南
06-6768-4881
堺

072-238-5551

天

王

寺 天王寺

06-6772-1281

岸 和 田 ・ 貝 塚 地 区 岸和田

072-438-1341

浪

速

区 浪 速

06-6632-1131

豊

区 豊 能

072-751-2441

大 阪 市 西 淀 川 区 西淀川

06-6472-1021

吹田・摂津地区 吹 田

06-6330-3911

東

区 東 成

06-6972-1331

泉

区 泉大津

0725-33-5601

野 生 野

06-6717-1231

枚方税務署管内 枚 方

072-844-9521

島

06-6952-3201

茨木税務署管内 茨 木

072-623-1131

城東・鶴見地区 城 東

06-6932-1271

八尾税務署管内 八 尾

072-992-1251

阿 倍 野 地 区 阿倍野

06-6628-0221

泉

区 泉佐野

072-462-3471

住吉・住之江地区 住 吉

06-6672-1321

富 田 林 税 務 署 管 内 富田林

0721-24-3281

東住吉・平野地区 東住吉

06-6702-0001

門真税務署管内 門 真

06-6909-0181

西成税務署管内 西 成

06-6659-5131

東

06-6724-0001

淀 川 ・ 東 淀 川 東淀川

06-6303-1141

成

生
旭

・

都
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旭

能

地

北

地

南

地

大

阪 東大阪
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