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２０１４－２０１５年度 第２７回目 例会

１月２９日 １８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

ロータリーソング 我等の生業

お客様紹介 親睦委員長 宮 前 美 穂 子

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

ロータリーの友 紹 介 難 波 竜 太 郎

次年度幹事報告 次年度幹事 宮 前 美 穂 子

卓話 堺フラワーRC 高 山 勝 成 様

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第２８回
２月７日（土）

例会変更
堺かるた大会

熊野小学校
12：30～

第２９回
２月１２日（木）

交通安全
堺警察署 橋本功様

ホテル第一堺
18：30～



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年1月22日（木）例会の記録（第841回）

ゲイリー・C・K・ホアンRI会長は1月のメッセー

ジで『ロータリーについて話そう』というテーマ

をあげておられます。今年度の初めには、ロータ

リーデーを開催して「ロータリーに輝きを」与え

るようにとおっしゃっておられました。時間や場

所、やり方は自由、『奉仕プロジェクトでもお祭

りでも、皆さんが望むものならどんなイベントで

もよい、地域社会に開かれ、ロータリー家族を受

け入れ、楽しくさえあれば、それがロータリーデ

ーなのです。』と言っておられます。今年度の堺

フェニックスRCでは家族例会やクリスマス会など

にロータリーファミリーの方をご招待しておりま

す。

本日の税務副署長の卓話や来週のボクシング4団

体の世界チャンピオン高山さんの卓話など、普通

では聞けないようなお話を聞くチャンスがたくさ

んあります。

ご家族、お友達、地域の方など、興味のある方に

ご参加頂くことで、ロータリーを知り理解を深め

て頂けるのではないかと思います。

2/7には堺かるた大会がございます。多くの皆様

に参加して頂けるよう、皆様にロータリーについ

て話をして頂きたいと思います。ご協力よろしく

お願い致します。

そして、本日は先にも申し上げましたように、こ

れから確定申告が始まるという時期にタイムリー

なお話が聞けると思いますので、本日の卓話も楽

しみにお待ちください。

第85会互輪会ゴルフ大会ご案内

日時 2015年3月17日（火）

場所 天野山カントリークラブ

TEL 072-284-1919 堺市南区別所1549-46

集合時間 各組スタート30分前にお願いします。

スタート 第一組8：07～

参加費 1万円

クラブ内受付締め切り 2015年1月29日例会内

参加希望の会員様は参加費をご持参のうえ、御連

絡ください。競技方法等詳細はご案内にてご覧く

ださい。

クラブ例会変更ご案内

平成２７年２月５日例会は

⇒平成２７年２月７日堺かるた大会

熊野小学校 へ変更となっております。

近隣クラブ例会変更ご案内

堺泉ヶ丘ロータリークラブ

平成２７年２月１０日の例会はクラブ定款第６条

第一節の規定により休会とさせていただきます。



堺税務署 副署長の中川 猛と言います。

本日は、卓話にお招きいただき、ありがとうございます。

国税について、税務署について、少しでも身近に知って

いただけたらと思い、簡単にご紹介させていただきます。

さて、昨年、消費税の税率が８％に上がり、昨年の

「今年の漢字一文字」に「税」の文字が選ばれました。

消費税の税率が５％から８％になると 消費者の実質の

負担は100分の3上がったわけではなく、その負担は1.6倍

となり、四捨五入すると２倍の負担が掛かることになる

わけです。消費税のほか、いろいろと税というのはみなさん

の身近にあるものです。

租税の意義について、一般的には、「国及び地方公共団体がその経費に充てる目的をもって

、無償で一般国民から強制的に徴収する財貨である。」とされていますが、学者の先生が言わ

れるには、東京大学名誉教授である金子宏先生は、著書『租税法』において、租税について「

国家が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サｰビスを提供するための資金を調

達する目的で、法律の定めに基づいて私人に課する金銭給付である」(「租税法(第5版)」金子

宏著9頁、弘文堂）と定義されています。一方で、我が国の租税法規において、租税の意義を規

定しているわけではありません。つまり、税金は、国や地方公共団体が活動するための大切な

財源であり、共同社会を維持するためのいわば会費であるということです。

国税庁は、内国税の賦課・徴収を担当する行政機関であり、昭和24年に大蔵省（現、財務省

）の外局として設置されました。国税庁の下には、全国に12の国税局（沖縄国税事務所を含む

。以下同じ。）、524の税務署が設置されており、国税庁本庁は、税務行政の執行に関する企画

・立案等を行い、国税局と税務署の事務を指導・監督しています。

国税局は、国税庁の指導・監督を受け、管轄区域内の税務署の賦課徴収事務について指導・監

督を行うとともに、大規模・広域・困難事案等について、自らも賦課徴収を行っています。



税務署は、国税庁や国税局の指導・監督の下に、国税の賦課徴収を行う第一線の執行機関であ

り、納税者と密接なつながりを持つ行政機関です。そのほか、税務職員の教育機関である税務

大学校、また、特別の機関として、納税者の不服申立ての審査に当たる国税不服審判所があり

ます。

埼玉県和光市に税務大学校があり、私自身、そちらにお世話になっておりました。研修生だ

けでも1300人、約200人のスタッフがいます。

堺税務署は、職員約300人で、524の税務署中、全国で3番目の規模です。堺税務署は、明治29

年に設置されて118年目となります。

税務は、個別の事情で結果が変わってきます。そして、国税にも地域性があります。これか

らの日本社会と税について考えてみると、少子高齢化社会の進行に伴い、例えば高齢者が増え

ることによる社会保障関係費が増える一方で、その費用である社会保険料を負担する働き手が

減り、国民の税等による負担が増えるかもしれません。

このように、今後、豊かで安心して暮らせる未来のために、私たち一人一人が租税負担と給

付の関係について考えることが大切であるということです。ご清聴ありがとうございました。



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １６ 名

出席計算会員 ２３ 名 欠席者 ７ 名

出席免除会員 ７ 名
（山田会員・片木会員
・猿田会員・石田会員
・松本会員・林 会員

吉住会員）

免除出席者 ２ 名
猿田会員
片木会員

先々週修正出席率
12月18日 69.57 ％

本日の出席率
１月８日 69.57 ％

欠席報告

メイクアップ報告

ニコニコメッセージ

会長 中井 崇嗣 会員
税務副署長、本日はお忙しい中、卓話ありがとう
ございます。

直前会長 中井 昭宏 会員
本日は堺税務署中川副署長様、お話ありがとうご
ざいます。
２月１日は当クラブ提唱しております帝塚山学院
中学高等学校インターアクトクラブがホスト校で
す。当クラブの会員皆様は、ご出席くださいます
ようにお願い致します。インターアクターが待っ
ています。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
こんばんは、中川様、よくお越し下さいました。
卓話よろしくお願い致します。

会長ノミニー 松田 香純 会員
本日は堺税務署副署長中川様、お忙しい中ありが
とうございます。

上好 まゆみ 会員
税金の話を勉強させてもらえてうれしいです。あ
りがとうございます。

幹事 内藤 絵梨奈 会員
今日は苦手な税金のお話をしっかりと勉強させて
頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

京谷 知明 会員 通夜の為

中田 聡 会員 仕事の為

中野 一郎 会員 卓話の為

仲峯 由美 会員 仕事の為

米田眞理子 会員 仕事の為

難波 竜太郎会員 仕事の為

掛水 義久 会員 仕事の為

京谷 知明 会員 1/17地区行事 クラブ雑誌

公共イメージ・広報委員会

米田眞理子 会員 1/17堺フラワー

KUMATORI向日葵

大阪千代田

合同ボーリング大会

中野 一郎 会員 1/17地区行事 クラブ雑誌

公共イメージ・広報委員会

2/1 国際ロータリー第2640地区

青少年交流会の御案内

１．日時：２０１５年２月１日（日）
１０：００ 登録開始
１１：００ ローターアクト活動発表
１３：００ インターアクトワークショップ
１５：００ 閉 会 式
２．場所：精華高等学校

〒599-8245 堺市中区辻之１５１７
※ 当日、送迎バスを運行します。詳しくは

申込用紙をご覧ください。

３．登 録 料：ロータリアン５,０００円






