
 

     令和４年度 第１３回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

          最優秀賞          稚内税務署長賞     

            

利尻町立沓形小学校６年生             猿払村立知来別小学校６年生 

             佐藤 あおい さん              東 美羽 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和４年度 第１３回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

     優秀賞            優秀賞           優秀賞 

 

利尻町立沓形小学校６年生          利尻町立沓形小学校４年生        利尻町立沓形小学校５年生 

      三浦 愛美 さん            石垣 隼汰 さん           渡邊 粋生  さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和４年度 第１３回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

優秀賞                優秀賞       

 

稚内市立宗谷小学校５年生               猿払村立知来別小学校５年生 

              岩泉 愛心 さん                  梅田 蒼生 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和４年度 第１３回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

 

稚内市立宗谷小学校４年生        稚内市立稚内中央小学校５年生       稚内市立稚内南小学校５年生 

名古屋 璃乃 さん           中村 結愛 さん            竹野 穂香 さん   

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和４年度 第１３回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

奨励賞 

稚内市立稚内港小学校５年生       稚内市立稚内東小学校４年生       稚内市立稚内東小学校６年生    

  上原 千佳 さん                 岩谷 信 さん            岩谷 乃亜 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 

猿払村立知来別小学校５年生      猿払村立知来別小学校５年生      猿払村立知来別小学校６年生 

   八百谷 結心 さん              谷口 蓮 さん                小玉 敬浩 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 

猿払村立知来別小学校６年生      猿払村立知来別小学校６年生      猿払村立知来別小学校６年生 

    沖野 誉 さん               佐藤 璃來 さん                若松 海璃 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 

幌延町立幌延小学校６年生         幌延町立幌延小学校６年生       幌延町立幌延小学校６年生 

    富樫 奏 さん               千葉 帆乃香 さん              植村 果音 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 
 

 

幌延町立幌延小学校６年生                     幌延町立幌延小学校６年生 

       大谷 心結羽 さん                        田村 燈真 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

  



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 
 

 

幌延町立幌延小学校６年生                     幌延町立幌延小学校６年生 

        小川 結衣 さん                         寺本 蘭 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 
 

 

幌延町立幌延小学校６年生                     幌延町立幌延小学校６年生 

        菅野 愛琉 さん                         鏑木 倖 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 

利尻町立沓形小学校６年生        利尻町立沓形小学校４年生       利尻町立沓形小学校６年生 

    江刺家 杏 さん             常盤井 美櫻 さん              今堀 航輔 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 

利尻町立沓形小学校６年生        利尻町立沓形小学校６年生       利尻町立沓形小学校６年生 

    尾形 桂歩 さん             高橋 晴空 さん               大平 青空 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 

利尻町立沓形小学校６年生        利尻町立沓形小学校６年生       利尻町立沓形小学校４年生 

    平野 仁菜 さん              松坂 日和 さん               渡邊 恵 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 

利尻町立沓形小学校５年生        利尻町立沓形小学校６年生      利尻町立沓形小学校５年生 

    廣島 海羽 さん              杉田 宗介 さん               鎌田 瑠華 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 

利尻町立沓形小学校５年生        利尻町立沓形小学校５年生       利尻町立沓形小学校６年生 

    髙橋 楓奈 さん              樗木 寧來 さん               高橋 大夢 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 

利尻町立沓形小学校５年生        利尻町立沓形小学校６年生       利尻町立沓形小学校６年生 

    松野 更美 さん              難波 大空 さん               吉田 理人 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 奨励賞 

 

利尻町立沓形小学校５年生 

                        松坂 日生 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 参加賞 

利尻町立沓形小学校４年生        利尻町立沓形小学校４年生       利尻町立沓形小学校４年生 

    坂東 愛望 さん              樗木 煌夢 さん              石垣 吏叶 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 参加賞 

利尻町立沓形小学校４年生        利尻町立沓形小学校４年生       利尻町立沓形小学校４年生 

    坂東 愛望 さん              樗木 煌夢 さん              石垣 吏叶 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 参加賞 

猿払村立知来別小学校６年生        幌延町立幌延小学校６年生        幌延町立幌延小学校６年生 

    菅原 心愛 さん              村元 慧白 さん                  早坂 樹 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 参加賞 

幌延町立幌延小学校６年生        幌延町立幌延小学校６年生       幌延町立幌延小学校６年生 

    野々村 歩 さん              王 紹輝 さん                門田 光環 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 参加賞 

幌延町立幌延小学校６年生    幌延町立幌延小学校６年生          幌延町立幌延小学校６年生 

    杉本 煌 さん             鈴木 玲音 さん                 小原 昇悟 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 



    令和３年度 第１２回「税に関する絵はがきコンクール」 

 入選作品のご紹介 

 参加賞 

  幌延町立幌延小学校６年生        稚内市立宗谷小学校４年生       稚内市立稚内東小学校５年生 

    清水 隆臣 さん             名古屋 太志 さん               西口 翔 さん 

（公社）稚内地方法人会女性部会 

 


