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■表紙写真について

　「税を考える週間」期間中の令和元年11
月16日土曜日に、イオンモール広島祇園に
て開催されました。今年も祇園北高等学
校書道部・吹奏楽部・放送部の皆さんが
迫力あるパフォーマンスを披露してくれま
した。（4ページに関連記事）

税に関する書道パフォーマンス



境谷　正昭

公益社団法人
広島北法人会会長

　新年明けましておめでとうございます。

令和２年の年頭に当たり謹んで新年の御祝詞

を申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、平素より広島

北法人会の運営につきまして、ご理解ご協力を

賜り厚く御礼申し上げます。

　また広島北税務署、管内税務団体、関係保険

会社の皆様のご指導ご協力に対しても厚く御礼

申し上げます。

　さて、昨年は日本全国で大きな自然災害があ

りました。一昨年の西日本豪雨災害を経験し、

復旧工事半ばである我々にとっても、まさしく他

人事と思えない災害で、被害を受けられた皆様

に心よりお見舞い申し上げます。

　法人会では税の普及、啓発活動の一環とし

て、青年部会の皆さんには広島北税務署管内

の小学校・中学校３５校で、「租税教室」を開催し

ていただくこととなっております。

　女性部会主催の「税に関する絵はがきコン

クール」では管内の小学６年生対象に、５４校３,

３６６点の応募作品から１３０点の入賞作品が選

ばれ、イオンモール広島祇園で作品の展示並

び表彰式が盛大に開催されました。

　またイオンモール広島祇園では、広島県立祇

園北高等学校の書道部、吹奏楽部、放送部の

皆さんのご協力で「税を考える週間」の活動とし

て、「書道パフォーマンス」が行われ、併せて青年

部会主催の「こども税金クイズ」には多くの子供

たちが参加してくれました。

　また、広島北法人会の９支部の皆様は、各支

部それぞれの特色を持って活動されています。

これからもより活発な支部活動を行っていただ

き、懇親を深めていただければと思います。

　また、各委員会の皆様には、規程整備、会員

増強、会報発行、講演会、研修会、税制提言、親

睦ゴルフ等、これからもご尽力ご協力の程宜しく

お願い致します。

　年頭、初めての試みとして「新年賀詞交歓会」を

開催しました。（第１部）講演会、（第２部）新入会

員紹介、自己PR、（第３部）懇親会というスケジュー

ルでした。今後も続けて参りたいと思います。

　さて、今年の日本の経済情勢ですが、消費税

率引き上げ、日米中韓の貿易問題にかかる日本

の製造業の足踏み等、景気への悪影響が懸念

されています。しかし、こういう時だからこそ法人

会のネットワークが、少しでも何かのお役に立つ

かもしれません。

　最後になりますが、新しい年が会員の皆様に

とりまして、一層の繁栄、飛躍の年となりますよう

祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただ

きます。

五丁　和夫
広島北税務署　署長

　令和２年の年頭に当たり、謹んで新年のごあ

いさつを申し上げます。

　公益社団法人広島北法人会の皆様方にお

かれましては、平素から税務行政の円滑な運営

につきまして、深いご理解と格別のご協力を賜っ

ておりますことを、紙上をお借りして厚くお礼を申

し上げます。

　広島北法人会は、税のオピニオンリーダーとし

て会員企業の発展を支援し、地域の振興に寄

与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団

体であるとの理念の下、今日まで様々な事業活

動を積極的かつ継続的に展開してこられまし

た。境谷会長をはじめとして、役員及び会員の

皆様の日頃からのご尽力に対しまして、心から敬

意を表す次第でございます。

　特に、地域の振興に寄与するため、次代を担う

地域の子供たちに対する租税教育の分野にお

きましては、青年部会及び女性部会が中心と

なって、それぞれ「租税教室への講師派遣」、

「税に関する絵はがきコンクールの開催」など積

極的に取り組んでいただいており、租税教室へ

の講師派遣回数及び絵はがきコンクールへの

応募児童数も年々増加してきております。

　とりわけ、１１月に開催された「第１回高陽・白木

こどもフェスタ」や「税を考える週間」におきまして

は、子供たちを対象とした税金クイズ、税をモ

チーフとした「書道パフォーマンス」を実施される

など、子供たちへの税知識の普及・啓蒙活動を

通じ、「税のオピニオンリーダー」としての責務を

十分果たしてきておられ、これまでの広島北法

人会並びに会員の皆様方の納税意識の高揚

に関するご熱意や税の普及・啓蒙活動を通して

の地域振興への取組に対しましては深い感銘

を受けているところです。

　さて、税務行政を取り巻く環境は、経済活動の

国際化やＩＣＴ化が急速に進み、大きく変化して

きておりますが、昨年１０月には消費税法の改正

により、消費税率が１０％に変更されるとともに、

軽減税率制度が導入されました。軽減税率制

度の導入に当たっては、大きな混乱はありませ

んでしたが、私どもとしましては、今後とも法人会

をはじめとする関係民間団体の皆様と綿密な

連携を図るとともに、丁寧な相談を行いながら、

初年度申告への対応や制度の定着に努めてま

いりたいと考えておりますので、更なるご支援、ご

協力をお願い申し上げます。

　終わりになりましたが、公益社団法人広島北

法人会の更なるご発展と、会員企業のご繁栄並

びに皆様方のご健勝を祈念いたしまして、新年

のごあいさつとさせていただきます。
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税 を 考 え る 週 間税 を 考 え る 週 間

こども
　税金クイズ
●日　　時　令和元年11月16日（土）

●場　　所　イオンモール広島　　園

●参加者　12名

　青年部会の租税教育活動の一環として、こども税金クイ

ズを今年も書道パフォーマンスの前に開催しました。

　昨年よりも50組も多い200組の親子連れの方に税金に関

するクイズと、お菓子のつかみ取りに挑戦してもらいました。

また、税金の使い道に関するアンケートにも、皆さん真剣に

答えていただきました。

　集計の結果を今後の租税教室などの活動に活かしていき

たいと思います。

「税に関する書道パフォーマンス」開催
　11月16日（土）14時より、イオンモール広島　

園１階スマイルコートにおいて広島県立　園北

高等学校書道部、吹奏楽部、放送部の皆さんに

よる「税に関する書道パフォーマンス」を開催し

ました。

　「税を考える週間」に合わせて税に関する理解

を深め、納税意識の高揚を図るため実施したも

のです。

　　園北高等学校放送部員による書道部員へ

のインタビューや吹奏楽部員の「ワタリドリ」「風

になりたい」の演奏に合わせて、書道部員が華

麗な演技で「税を考える」をテーマにひと筆、ひ

と筆、想いを込めて書きあげました。

　イオンモール広島　園に来られた買い物客

も、たくさんの人が足を止めて「書道パフォーマ

ンス」を見入っておられました。

　この「税に関する書道パフォーマンス」の開催

により、広く納税者の方に税の大切さ、納税意

識の高揚を周知することができました。

　「書道パフォーマンス」の作品の展示は、「NTT

クレドホール」基町クレド・パセーラ11階にて令

和2年2月17日から3月16日まで展示されます。

金賞

納税表彰令和元年度

広島北税務署において令
和元年度納税表彰が行わ
れました。永年にわたり、団
体の活動を通じて納税道義
の高揚に功績のあった方々
に贈られるものです。表彰
おめでとうございます。

広島北法人会からは、下
記の方々が表彰されました。

法人会では毎年、税制委員会で税制改

正要望事項を取りまとめ広島北税務署管

内、安佐南区・安佐北区の地元選出議員、

並びに安芸太田町・北広島町の町長、町

議会議長に税制提言を行っております。

税制提言活動

【地元選出議員】
衆議院議員　　河井克行 氏
参議院議員　　森本真治 氏

【町長】 
北広島町長　　箕野博司 氏
安芸太田町長　小坂眞治 氏

【町議会議長】
北広島町議会議長　宮本裕之 氏
安芸太田町議会議長　矢立孝彦 氏

令和元年11月7日（木）

税務署長表彰 税務署長感謝状

●（株）芸備不動産

鋤田　敬寛　理事
●（有）前岡技建

前岡　信枝　女性部会 副部会長

●財務サービス(有)

松中　義正　副会長

（広島北法人会関係分）
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広島北税務署において令
和元年度納税表彰が行わ
れました。永年にわたり、団
体の活動を通じて納税道義
の高揚に功績のあった方々
に贈られるものです。表彰
おめでとうございます。

広島北法人会からは、下
記の方々が表彰されました。

法人会では毎年、税制委員会で税制改

正要望事項を取りまとめ広島北税務署管

内、安佐南区・安佐北区の地元選出議員、

並びに安芸太田町・北広島町の町長、町

議会議長に税制提言を行っております。

税制提言活動

【地元選出議員】
衆議院議員　　河井克行 氏
参議院議員　　森本真治 氏

【町長】 
北広島町長　　箕野博司 氏
安芸太田町長　小坂眞治 氏

【町議会議長】
北広島町議会議長　宮本裕之 氏
安芸太田町議会議長　矢立孝彦 氏

令和元年11月7日（木）

税務署長表彰 税務署長感謝状

●（株）芸備不動産

鋤田　敬寛　理事
●（有）前岡技建

前岡　信枝　女性部会 副部会長

●財務サービス(有)

松中　義正　副会長

（広島北法人会関係分）
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　女性部会を中心に、広島北税務署管内の小学

6年生を対象に「税に関する絵はがき」を募集い

たしました。税の大切さや、使い道について勉強

し、税が私たちの生活にどのように役立っている

かを絵画に表現してもらい、税に関する教育活

動として実施したものです。広島北税務署管内

54校から3,366点の作品が寄せられました。

　9月13日（金）に審査会を開催し、法人会長

賞、広島北税務署長賞をはじめとした130作品

が選ばれました。11月1日（金）から11月16日

（土）までイオンモール広島　園の１階共用通路

で展示を行い、多くの方が足を止め児童の力作

に見入っていました。

　11月10日（日）イオンモール広島　園 3階イ

オンホールにおいて、11時より表彰式を行い入

賞者並びにご家族の参加をいただき、盛大な

表彰式を開催することができました。

広島北法人会長賞 安東小学校 細美 和希
さいみ かずき

広島北税務署長賞 川内小学校 盛川 舞央
もりかわ まひろ

女性部会長賞
しまだ

大朝小学校 島田 理央
りお

金賞 山本小学校 新出 祥大
しんで しょうた

大町小学校 田原 仁那
たはら にな

金賞
金賞
八木小学校 横田 海羽

よこた みう

金賞 梅林小学校 岩田 美織
いわた みお

金賞
みやにし ゆうだい

山本小学校 宮西 雄大

金賞
はやし けいすけ

原小学校  林 　圭介

金賞
やまだ おうか

落合小学校 山田 央佳

に関する
絵はがき
税
コンクール

第16回
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