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春日大社（奈良）

又兵衛桜（桜井）

一言主神社（葛城）

高見山の樹氷（吉野）

～はじめに～
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響から、教育現場では本来の授業時間の
確保が優先される状況の中、皆様方には、奈良県下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。
当協議会では、国・県・市町村の税務関係者と教育関係者並びに関係協力団体が連携・
協調し、教育現場を通じて租税教育の充実を図るため、租税教室開催の働き掛けや中学
生・高校生の作文募集・表彰など、次代を担う児童・生徒や地域の皆様方に、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、様々な活動に取り組んでおります。
租税教育の推進のためには、こうした様々な活動を御紹介し、御理解いただくことが不
可欠と考えており、令和２年度に実施した主な活動を「奈良県下租推協だより」として発
行することとなりました。
先行きが見通しづらい状況ですが、租税教育の更なる充実を図ってまいりたいと考えて
おりますので、引き続き御支援・御協力を賜りますようお願い申し上げます。
奈良税務署管内租税教育推進協議会会長
葛城税務署管内租税教育推進協議会会長
桜井税務署管内租税教育推進協議会会長
吉野税務署管内租税教育推進協議会会長

平
杉
大
中

松
山
野
川

千
泰
行
友

二（奈良税務署長）
敏（葛城税務署長）
雄（桜井税務署長）
和（吉野税務署長）

税に関する作文受賞者
国税庁などがが募集している「税に関する作文」に、奈良県下の中学校から72校6,494編、高等
学校から32校2,947編の応募をいただき、優秀作品として、次の皆さんが各賞を受賞されました。
なお、各租推協単位での応募状況は、以下のとおりです。
・奈良租推協 ～ 中学校〔33校3,342編〕、高等学校〔16校1,734編〕
・葛城租推協 ～ 中学校〔19校1,584編〕、高等学校〔 8校 712編〕
・桜井租推協 ～ 中学校〔14校1,290編〕、高等学校〔 5校 407編〕
・吉野租推協 ～ 中学校〔 6校 278編〕、高等学校〔 3校
94編〕

中学生の作文受賞者
（敬称略、順不同）
<国税庁長官賞>
寺中 栞（上中学校 ３年）
<全国納税貯蓄組合連合会会長賞>
鷲谷 春空（上牧中学校 ３年）
<全国納税貯蓄組合連合会優秀賞>
古川 裕貴（田原本中学校 ３年）
<大阪国税局長賞>
西井 百花（西大和学園中学校 ３年）
西本 伊吹（桜井西中学校 2年）
喜良 はづき（天川小中学校 9年）
<近畿税理士会会長賞>
山本 更紗（奈良教育大学附属中学校 3年）

<公益財団法人納税協会連合会会長賞>
飯干 聖七（斑鳩中学校 ３年）
<近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞>
古田 小春（平城中学校 1年）
坂下 華（奈良女子大学附属中等教育学校 ３年）

南田 遥（八木中学校 ３年）
<奈良県納税貯蓄組合総連合会会長賞>
佐野 七泉（富雄南中学校 ３年）
岡田 実華（西中学校 ２年）
グリンドル テレサ七海（生駒中学校 ３年）

明田 七海（上中学校 ３年）
山田 海由良（奈良教育大学附属中学校 ３年）

吉井 ほのか（青翔中学校 ３年）
米田 音葉（聖徳中学校 ３年）
深谷 七実（河合第二中学校 ３年）
山本 陽大（桜井東中学校 ２年）
長岡 美空（大三輪中学校 ２年）
岡 咲良（桜井西中学校 ３年）
中西 琴葉（東吉野中学校 ３年）
<奈良県知事賞>
道上 桜子（平城西中学校 ３年）
坂口 心晴（新庄中学校 ３年）
濟木 志帆（榛原中学校 ３年）
植村 美音（大淀中学校 ２年）
<各税務署長賞>
田中 胡珀（北中学校 ３年）
野村 明生（登美ヶ丘中学校 ３年）
米原 理子（五條西中学校 ３年）
大森 優衣（西大和学園中学校 ３年）
西山 紗和（桜井中学校 ３年）
松浦 由征（田原本中学校 ３年）
大石 琴々奈（吉野中学校 １年）

羽田 成希（大淀中学校 １年）
<近畿税理士会各支部長賞>
豊田 光貴（西中学校 ２年）
江口 美季（河合第二中学校 ３年）
大西 晴斗（東吉野中学校 ３年）
<公益社団法人各納税協会会長賞>
中村 有佑（平城中学校 ３年）
浅野 真央（西大和学園中学校 ３年）
植田 華奈（智辯学園中学校 ３年）
田仲 梨乃（智辯学園奈良カレッジ中学部 ３年）

野間 遙翔（大淀中学校 ２年）
<奈良県租税教育推進連絡協議会会長賞>
山田 大貴（奈良学園中学校 ３年）
中川 咲良（青翔中学校 ３年）
稲葉 柚月（榛原中学校 ３年）
南 日菜（大淀中学校 ２年）
<各税務署管内租税教育推進協議会会長賞>
氏野 桜子（奈良学園登美ヶ丘中学校 ３年）
塩見 斗吾（智辯学園奈良カレッジ中学部 ３年）

萩原 柚愛（田原本中学校 ２年）
小澤 里奈（室生中学校 ３年）
羽根 大登（大淀中学校 １年）
<各市・町・村長賞>
岸村 晃成（平城中学校 １年）
高木 諒人（奈良学園中学校 ３年）
井上 謙佑（天理中学校 １年）
藤澤 麗空（大瀬中学校 ３年）
山本 紗智那（平群中学校 ３年）
山﨑 美空（三郷中学校 ３年）
谷殿 蒼（斑鳩南中学校 ３年）
辻 希々美（安堵中学校 ２年）
中林 美緒（八木中学校 ３年）
中西 桃香（五條中学校 ３年）
谷垣 菜々子（葛上中学校 ３年）
濵田 菜緒（香芝西中学校 ３年）
平村 萌愛（新庄中学校 ３年）
関本 希実（聖徳中学校 ３年）
守屋 音（上牧中学校 ３年）
六反 栞奈（王寺中学校 ３年）
小川 真央（西大和学園中学校 ３年）
藤本 莉緒（大三輪中学校 １年）
植田
葵（大宇陀中学校 ２年）
玉垣 真咲（田原本中学校２年）
田中 ひかり（式下中学校 １年）

大向 悠冬（曽爾小中学校 ９年）
今西
伶（御杖中学校 １年）
南
大地（山添中学校 ２年）
押部 仁美（吉野中学校 １年）
上畑 遼太（大淀中学校 １年）
木村 綾音（大淀中学校 ２年）
前田 蓮恩（天川小中学校 ９年）
倉岡 虹弥（野迫川中学校 ３年）
福本 柑寧（川上中学校 ２年）
冨永 真生（東吉野中学校 ２年）
<各納税貯蓄組合連合会会長賞>
吉江 杏璃（若草中学校 ３年）
奥 晴輝（伏見中学校 ３年）
中西 凜（興東館柳生中学校１年）
名迫 龍之介（富雄第三中学校 ３年）
伊藤 大輔（富雄南中学校 ３年）
乾井 陽生（都跡中学校 ３年）
南 大和（月ヶ瀬中学校 ２年）
佐々木 希華（都祁中学校 １年）
林 愛結（郡山中学校 ３年）
藤森 美花（郡山西中学校 ３年）
長岡 凌太（郡山東中学校 ３年）
松尾 祐佳里（生駒中学校 ３年）
見 明音（生駒北中学校 ３年）
島崎 空（鹿ノ台中学校 ３年）
五味 弘騎（光明中学校 ３年）
森 悠大（斑鳩南中学校 ３年）
木村 香凜（奈良育英中学校 ３年）
岩井 優（育英西中学校 ３年）
尾種 季布（天理中学校 １年）
佐藤 宏樹（天理中学校 １年）
植本 音色（白鳳中学校 ３年）
市川 慈人（河合第二中学校 ３年）
南 いとり（葛中学校 ３年）
東浦 好花（御所中学校 ３年）
本間 芙香（五條東中学校 ３年）
川端 亮斗（桜井東中学校 ２年）
塩野 祐衣（大三輪中学校 ２年）
的場 ひなの（桜井西中学校 ２年）
池田 悠乃（北中学校 ３年）
佐々岡 千紘（大宇陀中学校 ３年）
鐘田 紫月（菟田野中学校 ２年）
梶井 綾太（吉野中学校１年）
中居 穂希（川上中学校１年）

田原本町立 田原本中学校（桜井）

生駒市立 上中学校（奈良）

天川村立 天川小中学校（吉野）
上牧町立 上牧中学校（葛城）

桜井市立 桜井西中学校（桜井）

高校生の作文受賞者
（敬称略、順不同）
<公益財団法人納税協会連合会会長賞>
鈴木 琴絵（帝塚山高等学校 １年）
<奈良県知事賞>
川上 紗和（奈良北高等学校 １年）
志村

美乃里（西大和学園高等学校 １年）

神田 海玖（榛生昇陽高等学校 １年）
齊藤 匠吾（十津川高等学校 １年）
<奈良教育長賞>
瀬川 華花（奈良学園高等学校 ２年）
中田

優希（奈良大学付属高等学校 １年）

中西 満優（橿原学院高等学校 ２年）
市川 紗葵（磯城野高等学校 １年）
楠 七海（大淀高等学校 １年）
<各税務署長賞>
岡本 和子（育英西高等学校 ２年）
上野 智子（帝塚山高等学校 １年）
河原 知里（奈良学園高等学校 ２年）

東 はるか（生駒高等学校 １年）
熊田 颯馬（生駒高等学校 １年）
西俣 優花（添上高等学校 ３年）
山本

真侑加（法隆寺国際高等学校 １年）

東田 晴花（奈良女子高等学校 １年）
亀野 輝人（西大和学園高等学校 １年）
木村 花（青翔高等学校 ２年）
市川 瑠唯（榛生昇陽高等学校 ２年）
山本 恋（奈良情報高等学校 １年）
<近畿税理士会奈良支部長賞>
土橋 由愛（育英西高等学校 ２年）
<公益社団法人奈良納税協会会長賞>
小鍛冶

勇輝（奈良学園登美ケ丘高等学校 ２年）

<奈良県租税教育推進連絡協議会会長賞>
小崎 直斗（高円高等学校 １年）
山下
大澤

今阪 依舞己（大淀高等学校 １年）
<各税務署管内租税教育推進協議会会長賞>
窪田 翔太（奈良朱雀高等学校 １年）
三木 咲果（奈良文化高等学校 １年）
川坂 優奈（磯城野高等学校 １年）
深瀬 亮太（十津川高等学校 １年）
<奈良税務署管内租税教育推進協議会優秀賞>

杉川 友香（帝塚山高等学校 １年）
栫 壮太（郡山高等学校 ２年）
森田

美生（奈良大学付属高等学校 １年）

志岐内 萌香（生駒高等学校 １年）
田中 大智（山辺高等学校 １年）
市江 優里（育英西高等学校 ２年）
<奈良納税貯蓄組合連合会会長賞>
安達 柑那（生駒高等学校 １年）

真由子（西大和学園高等学校 １年）
奏人（奈良情報商業高等学校 １年）

学校法人奈良育英学園
育英西中学校・高等学校（奈良）

奈良県立 榛生昇陽高校（桜井）

奈良県立 十津川高校（吉野）
学校法人西大和学園
西大和学園中学校・高等学校（葛城）

奈良県立 奈良情報商業高校（桜井）

租税教室等の開催状況
児童、生徒、学生の皆さんに税の意義や役割を正しく理解していただくため、税理士、納税協会及
び納税貯蓄組合の会員、地方庁、財務事務所及び税務署職員が講師となって租税教室・講演会を開催
しています。小・中・高校の開催状況は以下のとおりです。
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小・中・高校別開催割合の推移
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奈良県下租税教育推進協議会では、税の意義や役割を正しく理解していただくために、
学校のご要望に応じ、
① Web教材など租税教育用教材の提供
② 税金のプロ等によるオンライン授業や出前授業をしています。

租税教室

オンライン授業

アクティブラーニング

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等に対して租税教育推進校の表彰制度を設けています。
奈良県下では、今年度、以下の学校が租税教育推進校として署長表彰を受けました。

奈良県立 生駒高等学校（奈良）

大和高田市立 高田西中学校（葛城） 十津川村立 十津川第二小学校（吉野）

租税教室等の風景

大和郡山市立 治道小学校（奈良）

イオンモール橿原（葛城）
（中学生の作文展示）

山添村立 山添中学校
職業講話（桜井）

学校法人奈良学園
奈良学園中学（奈良）

学校法人聖心学園
橿原学院高等学校（葛城）

曽爾村立 曽爾小中学校（桜井） 奈良県立 奈良情報商業高校（桜井）

吉野町立 吉野中学校（吉野）

下北山村立 下北山中学校（吉野）

事務局からのお知らせ
租税教室等のご案内
次代を担う児童、生徒、学生さんに税の意義や役割などを正しく理解していただくた
め、各協議会では、税務署職員、税理士、納税協会員、県市町村職員、財務事務所職員
を講師派遣し、学校のニーズに合わせた租税教室（出前授業・オンライン授業）を開催
しています。
また、社会科副教材等の配付や租税教育用ＤＶＤ等の無料貸し出しも行っています。

国税庁HPのご案内
「国税庁HP」では、「税の学
習コーナー」を開け、税金の重
要性や必要性、身近な税の使い
道などが分かりやすく学べる教
材等を掲載しています。また、
租税教室用のパワーポイント教
材や講師用マニュアル等の資料、
ビデオライブラリーもあります

租推連HPのご案内
奈良県租税教育推進連絡協議会
（県租推連）ＨＰでは、税の基
礎知識や租税教育用教材のほか
奈良県下の租税教育に関する情
報が掲載されています。
税の作文入賞者や特に優秀な
作文についてはその全文を掲載
しています。また、各租推協の
活動内容も紹介していますので、
是非ご覧ください。

〔事務局窓口〕
・奈良署管内租税教育推進協議会
〒630-8567 奈良市登大路町81

奈良税務署 総務課内 ℡（0742）26-1201

・葛城署管内租税教育推進協議会
〒635-8503 大和高田市西町１-15

葛城税務署 総務課内 ℡（0745）22-2721

・桜井署管内租税教育推進協議会
〒633-8555 桜井市粟殿185-４

桜井税務署 総務課内 ℡（0744）42-3501

・吉野署管内租税教育推進協議会
〒639-3194 吉野郡吉野町丹治200-1 吉野税務署 総務課内 ℡（0746）32-3385

※電話については、音声案内に従って、はじめに「２」番を選択してください。

