
 

＜子供たちに税の使途について考える機会を提供した好事例＞ 

大垣法人会①（岐阜） 

＜活動対象＞ 小学3年生から中学生までの児童・生徒及び家族 

＜活動の概要＞

＜参考資料＞

税金探偵団実施状況

活動写真

＜摘要＞

特になし

＜出典＞

同会からの情報提供。

※「同会からの情報提供」「過去の事例発表よりピックアップ」等の出典を表示します。

夏休み親子税金探偵団 

・税知識の普及と納税意識の高揚を目的として、国や地域において税金が

どのように徴収され、活用されているかを親子で学んでいただくために

夏休み親子税金探偵団を実施。

・大垣税務署及び大垣市役所にて、税金の種類の説明や、税金の使途を決める

議場を見学。

・移動にはバス3台（約120名）を利用し、バス内では租税教育ＤＶＤ上映。

見学先は税金を使用して建てられた公共施設等。

平成30 年 1 月 31 日掲載  



日  時 見 学 先 会  費 参加人数
大垣税務署  大人 ２９

平成１２年 大垣市役所  子供 ５５
第１回 ８月２２日(火) 徳山ダム建設現場 なし  青年部会    ８

藤橋城(西美濃プラネタリウム)  事務局 ３
   計 ９５名

大垣税務署  大人 ２６
平成１３年 大垣市役所 大人￥１０００ 子供 ３９

第２回 ８月２４日(金) 河川環境楽園（自然発見館） 子供￥５００  青年部会    ８
各務原航空宇宙博物館  事務局 １
各務原航空自衛隊岐阜基地    計 ７４名
大垣税務署  大人 ４８

平成１４年 大垣市役所 大人￥１０００ 子供 ７０
第３回 ８月２０日(火) 財務省 印刷局 彦根工場 子供￥５００  青年部会    ９

龍潭寺  事務局 ２
彦根城 キャッスルロード    計    １２９名
大垣税務署  大人 ５０

平成１５年 大垣市役所 大人￥１０００ 子供 ７１
第４回 ８月２１日(木) 中部国際空港建設地 子供￥５００  青年部会  １０

セントレア館  事務局 ２
常滑（やきもの散歩道）    計    １３３名
大垣税務署  大人 ４０

平成１６年 大垣市役所 大人￥１０００ 子供 ５６
第５回 ８月２４日(火) ＭＡＧロード館 子供￥５００  青年部会  １４

トヨタ自動車  事務局 １
トヨタ会館    計    １１１名
大垣税務署  大人 ５２

平成１７年 大垣市役所 大人￥１０００ 子供 ７６
第６回 ８月２３日(火) 名古屋税関 子供￥５００  青年部会  １３

イタリア村  事務局 １
   計    １４２名

大垣税務署  大人(中学生以上)３１
平成１８年 大垣市役所 大人(中学生以上)  子供      ４５

第７回 ８月２４日(木) 岐阜県警察本部新庁舎     ￥１０００ 青年部会  １４
中日新聞社 子供￥５００  事務局 １

   計 ９１名
大垣税務署  大人 ２７

平成１９年 大垣市役所 大人￥１０００ 子供 ５５
第８回 ８月２１日(火) 国立印刷局 彦根工場 子供￥５００  青年部会  １７

彦根城築城400年祭  事務局 １
   計    １００名

大垣税務署  大人 ３８
平成２０年 大垣市役所 大人￥１０００ 子供 ６４

第９回 ８月２０日(水) 中部国際空港(セントレア) 子供￥５００  青年部会  １５
税関  事務局 １

   計    １１８名
大垣税務署  大人 ３４

平成２１年 大垣市役所 大人￥１０００ 子供 ６３
第１０回 ８月１９日(水) 河川環境楽園 子供￥５００  青年部会  １６

博物館 明治村  事務局 １
   計    １１４名

(一社)大垣法人会  青年部会

夏休み親子税金探偵団実施状況



日  時 見 学 先 会  費 参加人数
大垣税務署  大人 ６２

平成２２年 大垣市役所 大人￥１０００ 子供 ９１
第１１回 ８月１９日(木) 名古屋港税関 子供￥５００  青年部会  １５

名古屋市科学館
   計    １６８名

大垣税務署  大人 ５４
平成２３年 大垣市役所 大人￥１０００ 子供 ６９

第１２回 ８月２３日(火) 中部国際空港(セントレア) 子供￥５００  青年部会  １１
税関

   計    １３４名
大垣税務署  大人 ４２

平成２４年 大垣市役所 大人￥１５００ 子供 ６２
第１３回 ８月２１日(火) 愛知県陶磁資料館 子供￥５００  青年部会    ９

(絵付け体験)
   計    １１３名

大垣税務署  大人 ４２
平成２５年 大垣市役所 大人￥１５００ 子供 ６５

第１４回 ８月２３日(金) エアーパーク 子供￥５００  青年部会  １０
(航空自衛隊 浜松広報館)

   計    １１７名
大垣税務署  大人        ４２

平成２６年 大垣市役所 大人￥１５００ 子供(中学生)  ７
第１５回 ８月２６日(火) 岐阜県警察本部 (中学生以上)  子供(小学生)５０

リニア鉄道館 子供￥５００  青年部会  　  ９
(小学生)    計    １０８名

大垣税務署  大人        ４２
平成２７年 大垣市役所 大人￥１５００ 子供(中学生)  ４

第１６回 ８月２５日(火) 名古屋市港防災センター (中学生以上)  子供(小学生)５５
名古屋市科学館 子供￥５００  青年部会  　１０

(小学生)    計    １１１名
大垣税務署  大人        ３２

平成２８年 大垣市役所 大人￥１５００ 子供(中学生)  ７
第１７回 ８月２４日(水) 中部国際空港 (中学生以上)  子供(小学生)４３

子供￥５００  青年部会  　１０
(小学生)    計 ９２名

大垣税務署  大人        ３６
平成２９年 大垣市役所 大人￥１５００ 子供(中学生)１０

第１８回 ８月２４日(木) 岐阜県警察本部 (中学生以上)  子供(小学生)４２
名古屋市科学館 子供￥５００  青年部会  　  ７

(小学生)    計 ９５名
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＜参考資料＞
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