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平成 30 年度「税を考える週間」行事実施状況
　毎年 11 月 11 日から 17 日までの期間が「税を考える週間」です。国民一人ひとりに税の仕組みや目
的等を考えてもらい、国の基本となる税に対する理解を一層深めてもらうとともに、税務行政に対す
る理解や納税道義の高揚を図ることを目的としています。平成 30 年度の「税を考える週間」のテーマ
は「くらしを支える税」です。
　この趣旨を踏まえ、平成 30 年度も講演会、研修会、街頭広報など間税会が単独で、又は中心となっ
て多彩な行事が実施されましたので、その一部を紹介します。

実施事項 主催者等 月 日 場　所 対　象 内　　容
租税教室 ◎ 福岡間税会 11/28 大原学園福岡校 学生 「税の標語」表彰式
研修会 ◎ 西福岡間税会 11/14 五　福 会員 「消費税の軽減税率制度に

ついて」
「私とそろばん人生と

からおけ」
研修会 ◎ 博多間税会 11/19 TKP 博多駅前

シティセンター
会員 「消費税軽減税率制度等」

街頭広報 ◎ 博多間税会 11/19 JR 博多駅前広場 一般 税務広報チラシ、クリアファイ
ル、シャボン玉をセットし配布

税法説明会 ○ 筑紫間税会 11/21 太宰府市商工会 会員・一般 「消費税軽減税率制度」
パネル展 ○ 八幡間税会 11/13 黒崎コムシティ

マーメイド　広場
一般 パネル展・税金クイズ

バスハイク ◎ 若松間税会 10/21 南阿蘇 会員 税金クイズ

研修会 ◎ 若松間税会 11/12 若松税務署 青年・女性部 署長講話、軽減税率 DVD

「税の標語」
　　　

◎ 田川間税会 11/21 田川市郡中学校
　　　　　　7 校

生徒 賞状の授与、副賞の進呈
参加賞配付

「税の標語」 ◎ 飯塚間税会 11/15 各中学校 生徒 賞状の授与

説明会 ○ 飯塚間税会 11/15 飯塚コミュニティ－セ
ンター

会員 「消費税軽減税率制度」

研修会－
講演会

◎ 久留米間税会 11/15 ハイネスホテル
久留米（60 名）

会員・一般 「経営と税」
「久留米市のまちづくりに

ついて」
セミナー ○ 甘木朝倉間税会 11/12 朝倉商工会議所 会員・商工会 「消費税軽減税率制度」

セミナー ○ 甘木朝倉間税会 11/20 筑前町商工会 会員・商工会 「消費税軽減税率制度」

研修会 ◎ 大川間税会 11/12 大川署 会員 署長講話

研修会 ◎ 八女間税会 11/12 広川町 会員 八女署長による講演会

表彰式（総会） △ 八女間税会 11/15
11/19

筑後市
八女市

会員・租税
教育推進部

税の作文表彰

展示 ◎ 大牟田間税会 11/11
～ 17

大牟田市・柳川市
みやま市

一般 書道作品の展示

まるごとみやま
収穫祭

△ 大牟田間税会 11/25 みやま市 一般 「税金クイズ」で正解者に
景品プレゼント

講演会 ○ 小倉間税会 11/9 ステ－ションホテル
小倉

女性部
納推協団体

福岡国税局課税第一部長
　　　　　　　鈴木敏充様
吉丸純一小倉税務署長

親睦旅行 ◎ 小倉間税会 11/18
～ 19

熊本県 会員 税金クイズ、大江天主堂
熊本城、天草四郎ロザリオ館

（注）◎～間税会主催行事　　○～他団体との共催行事　　△～他団体主催行事へ参加
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実施事項 主催者等 月 日 場　所 対　象 内　　容
街頭広報 ○ 門司間税会 11/12 栄町商店街 一般

税金展
コンサート

◎ 行橋間税会 11/16 京都ホテル 会員・一般 税金展、コンサートと
税金クイズ

研修会 ○ 佐賀間税会 11/15 佐嘉神社記念館 会員・一般 「消費税軽減税率制度」

研修会 ◎ 佐賀間税会 11/26 佐賀税務署 会員 公営事業のための消費税法に
ついて

税金展
タックスフェアー

○ 鳥栖間税会 11/10 フレスポ鳥栖 一般 各種パネル展示、税金相談
税金クイズ、税の作文コンクー
ル表彰・展示、

「税に関する絵はがき」展示、
キッズミュージカル TOSU
公演

講演会 ○ 唐津間税会 11/13 唐津シーサイドホテル 会員・一般 ケント ･ ギルバート氏講演会

「税の標語」 ◎ 唐津間税会 11/30 各中学校 生徒 表彰式、地方紙・ケーブル TV
より取材あり

研修会 ◎ 武雄間税会 11/16 武雄温泉ハイツ 会員 「消費税軽減税率制度」
利き酒会 ◎ 武雄間税会 11/16 武雄温泉ハイツ 会員 利き酒

街頭広報 ○ 長崎間税会 11/12 浜町アーケード 一般 間税会資料・消費税の軽減税率
資料・クリアファイル等配布

講演会 △ 長崎間税会 11/14 ホテルニュー長崎 会員・一般 「私のシンクロ人生」

研修会 ○ 諫早間税会 10/18 長崎インター
ナショナルホテル

会員 「消費税軽減税率制度」

説明会 ○ 佐世保間税会 11/27 交通会館 会員・一般 「消費税軽減税率制度」

地酒の集い ◎ 佐世保間税会 12/4 佐世保玉屋 会員 利き酒、税金クイズ

街頭広報 △ 平戸間税会 10/20 平戸市街地商店街 一般 消費税チラシを配布

税金クイズ ○ 壱岐間税会 11/10
～ 11

JA 壱岐市家畜広場 一般 税金クイズを実施

配布 ◎ 対馬間税会 各中学校・高校 生徒 「国の財政と消費税の役割」パ
ンフレット、ポスター
クリアファイル配布

（注）◎～間税会主催行事　　○～他団体との共催行事　　△～他団体主催行事へ参加

平成 30 年分の確定申告期における税務署の閉庁日対応について
1　閉庁日対応を行う日
　平成 31（2019）年 2 月 24 日（日）及び 3 月 3 日（日）とします。なお、両日ともに、受付時間は
午前 9 時から午後 4 時までとなります。

3　対応業務
　  対応業務は、確定申告書用紙の配付、申告相談、確定申告書の収受及び納付相談となっております。

2　閉庁日対応を行う税務署
署　名 　 　 　 　 　 　 申 告 会 場

門司・若松
小倉・八幡

AIM（アジア太平洋インポートマート）ビル 3 階
（北九州市小倉北区浅野 3-8-1）

博多・福岡 西鉄ホール（ソラリアステージビル 6 階）
（福岡市中央区天神 2-11-3）

香　椎 香椎税務署（福岡市東区千早 6-2-1）
西福岡 福岡タワーホール（福岡市早良区百道浜 2-3-26）
佐　賀 佐賀税務署（佐賀市駅前中央 3-3-20　佐賀第二合同庁舎）
長　崎 NBC 別館（長崎市上町 1-35）

※門司、若松、小倉、八幡、博多、
福岡、西福岡及び長崎税務
署の申告会場は税務署庁舎
外の会場となっております

（税務署庁舎での申告相談は
行っておりません）。


