
租税教育推進部

令和３年度租税教室実施報告

　令和３年度、本会13支部において小・中学校153件、高等学校・大学26件、その他２件、計181件
の租税教室が開催され、受講した児童、生徒、学生等の人数は15,392人にのぼった。
　教材としては、主に日税連の租税教室講義用テキスト2021とパワーポイント等を使用し、リモー
ト時においては、ウェブ会議システムを用いて開催された。
詳細は以下のとおり。

令和３年度租税教育実施支部一覧表
支部名 主催者名 開催場所 開催日時 人数 講師氏名（敬称略）

千葉東 千葉市租税教育推進協議会

千葉経済大学 令和３年11月26日（金）　14：40 ～ 16：10 50

石毛　利和

足達　直人

太田　敬子

岡野　敦之

竹山　百代

長谷川陽介

水谷　孝之

千葉県立千葉商業高等学校

令和３年７月16日（金）　 9：00 ～ 9：50 40 植松　高志

令和３年７月16日（金）　 9：00 ～ 9：50 40 水谷　孝之

令和３年７月16日（金）　 9：00 ～ 9：50 40 長谷川陽介

令和３年７月16日（金）　 9：00 ～ 9：50 40 石𣘺　建一

令和３年７月16日（金）　10：00 ～ 10：50 40 廻　辰一郎

令和３年７月16日（金）　10：00 ～ 10：50 40 太田　敬子

令和３年７月16日（金）　10：00 ～ 10：50 40 石毛　利和

令和３年７月16日（金）　10：00 ～ 10：50 40 片岡　雄彦

千葉市立新宿中学校

令和３年６月22日（火）　 8：40 ～ 9：30 36 長谷川陽介

令和３年６月22日（火）　 9：40 ～ 10：30 36 太田　敬子

令和３年６月22日（火）　10：40 ～ 11：30 35 石毛　利和

令和３年６月22日（火）　11：40 ～ 12：30 35 水谷　孝之

千葉市立椿森中学校

令和３年６月23日（水）　14：00 ～ 14：45 31 水谷　孝之

令和３年６月23日（水）　14：00 ～ 14：45 34 竹山　百代

令和３年６月23日（水）　14：00 ～ 14：45 32 太田　敬子

千葉市立千草台中学校

令和３年７月14日（水）　14：10 ～ 14：55 28 足達　直人

令和３年７月14日（水）　14：10 ～ 14：55 28 竹山　百代

令和３年７月14日（水）　14：10 ～ 14：55 27 水谷　孝之

千葉市立葛城中学校

令和３年11月25日（木）　10：35 ～ 11：25 32 水谷　孝之

令和３年11月25日（木）　10：35 ～ 11：25 32 長谷川陽介

令和３年11月25日（木）　11：35 ～ 12：25 32 髙橋　　功

令和３年11月25日（木）　11：35 ～ 12：25 30 植松　高志

令和３年11月25日（木）　11：35 ～ 12：25 32 添田　正美

千葉西

習志野市租税教育推進協議会 習志野市立第六中学校

令和３年６月22日（火）　 8：45 ～ 9：35 40 霞　　晴久

令和３年６月22日（火）　 9：45 ～ 10：35 35 松本　敦子

令和３年６月22日（火）　10：45 ～ 11：35 35 望月　　順

令和３年６月22日（火）　11：45 ～ 12：35 37 根本　幹哉

八千代市租税教育推進協議会 秀明八千代中学校 令和３年12月13日（月）　10：00 ～ 11：50 101 根本　幹哉

千葉市租税教育推進協議会 千葉市立打瀬小学校
令和３年４月26日（月）　11：20 ～ 12：05 29 松本　敦子

令和３年４月26日（月）　11：20 ～ 12：05 32 有田　　努

八千代市租税教育推進協議会 八千代市立睦小学校 令和３年５月18日（火）　14：30 ～ 15：15 31 有田　　努
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支部名 主催者名 開催場所 開催日時 人数 講師氏名（敬称略）

千葉西 習志野市租税教育推進協議会 習志野市立大久保小学校

令和３年６月10日（木）　 8：40 ～ 9：25 37 石川　曜子

令和３年６月10日（木）　 9：30 ～ 10：15 37 隅田　容代

令和３年６月10日（木）　10：40 ～ 11：25 36 望月　　順

令和３年６月10日（木）　11：30 ～ 12：15 37 根本　幹哉

千葉南 市原市租税教育推進協議会

千葉県立市原緑高等学校 令和３年11月８日（月）　11：00 ～ 11：50 115 鈴木　竜之

市原市立五井小学校
令和３年６月１日（火）　 9：35 ～ 10：20 94

石川　恵一
令和３年６月１日（火）　10：40 ～ 11：25 63

市原市立牧園小学校

令和３年６月29日（火）　 9：20 ～ 10：05 36 鈴木　竜之

令和３年６月29日（火）　10：25 ～ 11：10 36 中山　藤男

令和３年６月29日（火）　11：20 ～ 12：05 37 鈴木　竜之

市原市立八幡小学校

令和３年７月２日（金）　 9：20 ～ 10：05 26 鈴木　竜之

令和３年７月２日（金）　10：25 ～ 11：10 27 中山　藤男

令和３年７月２日（金）　11：20 ～ 12：05 27 鈴木　竜之

市原市立ちはら台桜小学校 令和３年７月12日（月）　 9：45 ～ 10：30 117 鈴木　竜之

市原市立千種小学校 令和３年７月14日（水）　13：35 ～ 14：20 120 石川　恵一

成　田
印旛郡市租税教育推進協議会

（千葉県税理士会 成田支部）

愛国学園大学附属四街道高等学校 令和３年６月22日（火）　 8：20 ～ 12：10 47 池田　光徹

東京学館高等学校 令和３年10月14日（木）　13：25 ～ 15：15 395 池田　光徹

千葉県立富里高等学校 令和３年11月15日（月）　14：25 ～ 15：15 242 中村　　隆

千葉県立佐倉西高等学校 令和４年１月17日（月）　13：30 ～ 15：20 200 池田　光徹

千葉県立八街高等学校 令和４年２月16日（水）　13：30 ～ 15：15 151 池田　光徹

成田市立大栄中学校 令和３年７月７日（水）　 8：30 ～ 10：50 74 植木　裕子

印西市立船穂中学校 令和３年７月14日（水）　14：55 ～ 15：45 66 池田　光徹

成田市立成田小学校 令和３年５月11日（火）　 9：20 ～ 11：10 125 池田　光徹

四街道市立山梨小学校 令和３年５月13日（木）　13：30 ～ 14：15 21 小野寺浩一

栄町立竜角寺台小学校 令和３年５月14日（金）　11：10 ～ 11：55 19 中村　　隆

成田市立公津の杜小学校 令和３年５月21日（金）　 8：25 ～ 10：05 148 ローソンかおり

成田市立美郷台小学校 令和３年６月22日（火）　10：00 ～ 12：00 44 横山久美子

佐倉市立南志津小学校 令和３年７月１日（木）　 9：30 ～ 10：10 65 長谷川希味子

成田市立玉造小学校 令和３年７月２日（金）　10：35 ～ 12：15 53 山下　恭司

四街道市立八木原小学校 令和３年７月２日（金）　10：35 ～ 11：15 69 横畑　方記

四街道市立四街道小学校 令和３年７月６日（火）　10：30 ～ 11：15 113 藤井　郁八

印西市立原小学校 令和３年７月16日（金）　 9：10 ～ 11：45 148 山下　恭司

成田市立久住小学校 令和３年11月26日（金）　10：20 ～ 12：00 57 山下　恭司

佐倉市立王子台小学校 令和３年12月１日（水）　13：40 ～ 15：05 57 古名　太郎

富里市立富里小学校 令和３年12月10日（金）　 8：35 ～ 10：15 120 髙橋　順子

成田市立下総みどり学園 令和４年１月18日（火）　14：10 ～ 14：55 46 斎藤　忠弘

松　戸
松戸税務署管内租税教育推進
協議会

流山市立北部中学校 令和３年５月12日（水）　13：20 ～ 14：05 167 玉川　貴康

松戸市立栗ヶ沢中学校 令和３年５月18日（火）　14：30 ～ 15：20 108 瀧澤　富夫

松戸市立小金北中学校 令和３年６月24日（木）　14：25 ～ 15：15 98 髙木　信明

流山市立東深井中学校 令和３年７月７日（水）　10：35 ～ 11：20 131 玉川　貴康

松戸市立第二中学校 令和３年７月９日（金）　11：45 ～ 12：35 186 荒木智恵子

松戸市立高木小学校 令和３年10月14日（木）　10：30 ～ 11：15 29 荒木智恵子

鎌ケ谷市立中部小学校 令和３年11月２日（火）　 9：30 ～ 10：15 142 瀧澤　富夫

流山市立東深井小学校 令和３年12月６日（月）　10：25 ～ 11：10 99 髙木　信明

柏
柏・我孫子・野田地区租税教
育推進協議会

千葉県立柏陵高等学校 令和４年１月20日（木）　12：50 ～ 15：00 355 大金　広典

柏市立手賀中学校 令和３年10月14日（木）　14：30 ～ 15：20 36 横尾　一徳

柏市立風早南部小学校
令和３年４月27日（火）　10：25 ～ 12：05 62

横尾　一徳
令和３年５月11日（火）　９：25 ～ 11：15 57

我孫子市立我孫子第三小学校 令和３年４月27日（火）　９：25 ～ 12：10 120 武元　康一

柏市立土小学校 令和３年５月７日（金）　９：20 ～ 11：20 64 大金　広典
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柏
柏・我孫子・野田地区租税教
育推進協議会

柏市立手賀西小学校 令和３年５月12日（水）　10：30 ～ 11：15 27 武元　康一

野田市立二ツ塚小学校 令和３年６月１日（火）　14：40 ～ 15：25 43 深田　真吾

野田市立中央小学校 令和３年６月２日（水）　 8：35 ～ 12：10 117 大金　広典

柏市立柏第六小学校 令和３年６月７日（月）　 9：30 ～ 12：15 97 武元　康一

柏市立光ヶ丘小学校 令和３年６月18日（金）　 8：30 ～ 12：10 149 大金　広典

柏市立松葉第一小学校 令和３年９月８日（水）　 8：35 ～ 11：55 118 横尾　一徳

柏市立風早北部小学校 令和３年９月14日（火）　 8：20 ～ 12：00 141 深田　真吾

柏市立田中小学校 令和３年10月５日（火）　 8：25 ～ 12：00 144 横尾　一徳

野田市立柳沢小学校 令和３年10月19日（火）　10：35 ～ 12：15 55 大金　広典

我孫子市立第一小学校 令和４年１月12日（水）　 9：25 ～ 12：00 95 武元　康一

柏市立土南部小学校 令和４年１月26日（水）　 8：40 ～ 12：05 133 横尾　一徳

柏市立第一小学校 令和４年１月28日（金）　 9：20 ～ 12：00 112 横尾　一徳

市　川
市川税務署管内租税教育推進
協議会

浦安市立日の出中学校 令和３年７月２日（金）　14：10 ～ 15：00 145 中村　剛士

浦安市立美浜中学校 令和３年11月19日（金）　 9：40 ～ 10：30 93 疋田　憲雄

市川市立稲荷木小学校 令和３年４月26日（月）　 9：30 ～ 11：25 53 疋田　憲雄

市川市立福栄小学校 令和３年４月27日（火）　10：40 ～ 12：15 51 中村　剛士

市川市立大野小学校 令和３年５月18日（火）　 8：30 ～ 12：05 116 疋田　憲雄

浦安市立美浜北小学校 令和３年５月19日（水）　 9：30 ～ 11：30 54 中村　剛士

浦安市立東小学校 令和３年５月25日（火）　13：50 ～ 14：35 112 疋田　憲雄

浦安市立美浜南小学校 令和３年５月26日（水）　 9：35 ～ 10：20 47 中村　剛士

浦安市立日の出南小学校 令和３年５月31日（月）　 9：20 ～ 12：10 99 中村　剛士

市川市立信篤小学校 令和３年６月１日（火）　 8：30 ～ 12：10 136 中村　剛士

市川市立鶴指小学校 令和３年６月10日（木）　13：40 ～ 14：20 70 疋田　憲雄

市川市立妙典小学校 令和３年６月14日（月）　 8：40 ～ 12：15 121 中村　剛士

浦安市立見明川小学校 令和３年６月17日（木）　 9：35 ～ 12：15 88 中村　剛士

市川市立行徳小学校 令和３年６月18日（金）　10：40 ～ 12：15 142 疋田　憲雄

市川市立行徳小学校 令和３年６月18日（金）　10：40 ～ 12：15 142 堀田　京子

市川市立宮久保小学校 令和３年６月23日（水）　 8：25 ～ 11：55 120 疋田　憲雄

市川市立大和田小学校 令和３年６月24日（木）　 9：30 ～ 12：10 77 疋田　憲雄

日出学園小学校 令和３年10月27日（水）　 9：30 ～ 12：10 102 疋田　憲雄

昭和学院小学校 令和３年12年２日（木）　10：45 ～ 11：25 82 疋田　憲雄

船　橋 船橋市租税教育推進協議会

千葉県立船橋古和釜高等学校 令和３年11月30日（火）　 9：55 ～ 10：45 34 鈴木　康雄

千葉県立船橋古和釜高等学校 令和３年11月30日（火）　10：55 ～ 11：45 34 鈴木　康雄

千葉県立船橋二和高等学校 令和３年12月２日（木）　13：25 ～ 13：45 313 新谷美千代

千葉県立船橋二和高等学校 令和３年12月２日（木）　14：25 ～ 14：45 307 新谷美千代

船橋市立高根中学校 令和３年11月12日（金）　13：25 ～ 14：15 132 新谷美千代

船橋市立飯山満中学校 令和３年11月16日（火）　14：25 ～ 15：15 104 竹内　　修

船橋市立八木が谷中学校 令和３年11月18日（木）　13：15 ～ 14：05 228 古川　　彰

船橋市立七林中学校 令和３年11月24日（水）　13：30 ～ 14：20 183 吉良　安代

船橋市立金杉台中学校 令和３年11月30日（火）　14：25 ～ 15：15 19 新谷美千代

船橋市立三田中学校 令和３年12月２日（木）　14：25 ～ 15：15 220 小島　紀子

船橋市立二宮中学校 令和３年12月10日（金）　13：15 ～ 14：05 259 竹内　　修

船橋市立芝山西小学校 令和３年４月30日（金）　14：15 ～ 15：00 44 新谷美千代

船橋市立船橋小学校 令和３年５月10日（月）　10：30 ～ 11：15 95 藤代　浩司

千葉日本大学第一小学校 令和３年６月14日（月）　10：45 ～ 11：30 63 名手　芳隆

船橋市立芝山東小学校 令和３年６月17日（木）　10：40 ～ 11：25 47 吉良　安代

船橋市立市場小学校 令和３年10月19日（火）　 9：30 ～ 10：15 92 土田佳代子

船橋市立夏見台小学校 令和３年10月28日（木）　10：40 ～ 11：25 115 吉良　安代

船橋市立高根台第三小学校 令和３年11月１日（月）　13：35 ～ 14：20 67 土田佳代子

船橋市立高根東小学校 令和３年11月４日（木）　10：40 ～ 11：25 106 田村　典子
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船　橋 船橋市租税教育推進協議会

船橋市立中野木小学校 令和３年11月５日（金）　13：30 ～ 14：15 200 藤代　浩司

船橋市立大穴北小学校 令和３年11月10日（水）　13：25 ～ 14：10 119 吉良　安代

船橋市立行田東小学校 令和３年11月11日（木）　13：20 ～ 14：15 95 山本　憲明

船橋市立習志野台第一小学校 令和３年11月16日（火）　13：50 ～ 14：35 125 田村　典子

船橋市立南本町小学校 令和３年11月19日（金）　10：45 ～ 11：30 86 土田佳代子

船橋市立若松小学校 令和３年11月25日（木）　13：20 ～ 14：10 208 田村　典子

船橋市立飯山満南小学校 令和３年11月25日（木）　10：45 ～ 11：30 88 古川　　彰

船橋市立咲が丘小学校 令和３年12月６日（月）　13：25 ～ 14：10 34 新谷美千代

船橋市立坪井小学校 令和３年12月７日（火）　10：40 ～ 11：25 185 土田佳代子

船橋市立三山小学校 令和３年12月９日（木）　10：35 ～ 11：20 97 小島　紀子

船橋市立塚田南小学校 令和３年12月９日（木）　10：35 ～ 11：20 42 新谷美千代

船橋市立高郷小学校 令和３年12月14日（火）　11：35 ～ 12：20 75 伊藤　節子

船橋市立湊町小学校 令和３年12月16日（木）　10：40 ～ 11：25 90 伊藤　節子

船橋市立法典東小学校 令和３年12月17日（金）　14：10 ～ 14：55 139 矢部　丈敏

船橋市立丸山小学校 令和４年１月14日（金）　14：30 ～ 15：15 60 名手　芳隆

船橋市立薬円台南小学校 令和４年１月18日（火）　13：40 ～ 14：25 88 大畑　俊信

船橋市立二宮小学校 令和４年１月21日（金）　13：25 ～ 14：10 116 土田佳代子

船橋市立薬円台小学校 令和４年１月27日（木）　13：50 ～ 14：35 104 角田セツ子

船橋市立西海神小学校 令和４年１月28日（金）　 9：30 ～ 10：30 151 名手　芳隆

ふなばし市民大学校
令和３年12月１日（水）　13：30 ～ 14：15 100 名手　芳隆

令和３年12月１日（水）　13：30 ～ 14：15 100 角田セツ子

佐　原 香取郡市租税教育推進協議会

千葉萌陽高等学校 令和４年１月28日（金）　10：45 ～ 11：30 27 本宮　弘子

香取市立小見川中学校 令和３年７月１日（木）　14：25 ～ 15：15 180 佐藤　公彦

香取市立佐原第五中学校 令和３年７月13日（火）　10：35 ～ 11：20 50 佐藤　公彦

香取市立北佐原小学校 令和３年５月19日（水）　13：10 ～ 13：55 28 佐藤　公彦

香取市立新島小学校 令和３年６月２日（水）　10：30 ～ 11：15 24 佐藤　公彦

香取市立津宮小学校 令和３年６月22日（火）　10：35 ～ 11：20 10 佐藤　公彦

香取市立竟成小学校 令和３年６月28日（月）　10：20 ～ 11：05 20 郷古　明子

銚　子

匝瑳市租税教育推進協議会 匝瑳市立平和小学校 令和３年６月８日（火）　10：35 ～ 11：20 37 浪川　　浩

銚子市租税教育推進協議会 銚子市立高神小学校 令和３年６月11日（金）　13：45 ～ 14：30 24 石坂　好識

旭市租税教育推進協議会
旭市立矢指小学校 令和３年６月25日（金）　13：25 ～ 14：10 24 古田　竜也

旭市立萬歳小学校 令和３年11月30日（火）　10：15 ～ 11：00 13 石坂　好識

東　金 山武郡市租税教育推進協議会
山武市立蓮沼中学校 令和３年７月８日（木）　14：15 ～ 15：05 28 小林　壽史

東金市立北中学校 令和３年10月19日（火）　11：40 ～ 12：30 28 若山　宏之

茂　原

長生郡市租税教育推進協議会 千葉県立茂原高等学校
令和３年11月１日（月）　14：25 ～ 15：15

200 八木　　剛
令和３年11月１日（月）　15：25 ～ 16：15

夷隅郡市租税教育推進協議会
千葉県立大原高等学校 令和３年11月29日（月）　13：25 ～ 14：15 140 地引　久貴

千葉県立大多喜高等学校 令和３年12月２日（木）　13：15 ～ 15：05 150 地引　久貴

木更津 君津地区租税教育推進協議会

千葉県立君津商業高等学校 令和３年７月16日（金）　10：00 ～ 10：50 197 安藤　雅彦

木更津市立木更津第二小学校 令和３年４月30日（金）　10：25 ～ 11：10 72 渡辺　雅彦

富津市立飯野小学校 令和３年５月28日（金）　10：30 ～ 11：15 36 安藤　雅彦

君津市立大和田小学校 令和３年６月４日（金）　10：30 ～ 11：15 54 渡辺　雅彦

君津市立周南小学校 令和３年６月30日（水）　10：15 ～ 11：00 64 嶋野奈津子

木更津市立祇園小学校

令和３年７月９日（金）　 9：20 ～ 10：05 30 森山　　久

令和３年７月９日（金）　10：25 ～ 11：10 30 山田　真司

令和３年７月９日（金）　11：20 ～ 12：05 29 林　　和枝

富津市立青堀小学校

令和３年12月14日（火）　 9：25 ～ 10：10 34 森山　　久

令和３年12月14日（火）　10：30 ～ 11：15 34 林　　和枝

令和３年12月14日（火）　11：25 ～ 12：10 35 渡辺　雅彦
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