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国際ロータリー第 2790地区 第 7グループ  

 
東金ロータリークラブ会報 
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第 61 巻第 7 号 通巻第 2838 号 

第 2867 回 例会 

2019 年（令和元年）9 月 3 日 

基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 

12:30 点鐘 商工会議所 4 階例会場 

 

2019～2020 年度 

国際ロータリーテーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

国際ロータリー会長 

     マーク・ダニエル・マローニー 

第 2790 地区ガバナー  諸 岡 靖 彦 

第７グループ 

ガバナー補佐  堤   正 広 

会長 中 村 隆 則 

〃      幹事 小 林 清 益 

 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

WEB  http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL  0475-52-1101(代) 

FAX  050-3730-2559 

E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

開会宣言・点鐘   

歌 

 

 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

誕生日祝い 

 

記念例会打合せ 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

 

「君が代」 

「奉仕の理想」 

 

小林 清益 幹事 

みつはし 

 

小林 清益 幹事 

長尾 邦俊 会員 

 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 
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会長挨拶 

古川秀夫直前会長  

本日は中村会長お休みのため、直前会長で

ある私が会長代行を仰せつかりました。よろ

しくお願いします。また本日は東金税務署長

渡邉信夫様においで頂いております。後ほど

卓話をお願いしておりますのでよろしくお願

いします。この夏猛暑が続いておりました

が、ここ数日朝夕涼しい風が吹いてくるよう

になりました。皆様には季節の変わり目です

ので体調には十分ご留意いただきたいと思い

ます。 

 さて、この夏の甲子園大会は履正社の優

勝で終了しました。例年ですと千葉代表の習

志野が敗退した時点で私の甲子園も終了なの

ですが、今年は星稜高校奥川投手など話題が

多く決勝戦を観戦しました。春の選抜では星

稜が完封勝ちでしたが、その後履正社は雪辱

を期して日々練習を重ねたそうです。それに

しても僅か数ヶ月で日本トップクラスの投手

を、しかも甲子園大会の決勝戦で攻略できる

ものでしょうか。そういった常識外の結果な

どが日本の高校野球の人気の要因になってい

るのかもしれません。人気は国内のみではな

く、海外でも興味を持っている高校生が多

く、沖縄尚学の崔選手等は甲子園大会に出場

するためにわざわざ沖縄尚学に留学し今回甲

子園大会出場を果たしました。 

このあと60周年記念例会の話など幹事から

あると思います。また10月21日には地区の

ゴルフ大会がありますので奮ってご参加くだ

さい。 

 

幹事報告 

  小林清益幹事 
本クラブではこれまで名誉会員が三宅英雄

さんと椎名千収さんがいらっしゃいます。し

かし椎名さんは山武市長を退任された時点で

名誉会員が終わったというご認識であり、今

年度以降辞退されたいとのことですのでご報

告いたします。また、規定により功績のあっ

た退会会員に記念品を贈ることができます。

今回30数年の在籍があり、これまで当クラブ

の発展にご尽力いただいた菅原實元会員に記

念品を贈ることが理事会で承認されました。

次に６０周年記念例会関係ですが、次回９月

３日実施の例会で各会員の役割等詳しく打合

せをしたいと考えています。最後に今月29日

夕刻に炉辺会議が予定されていますがその前

に新千葉カントリークラブで１組のゴルフが

予定されておりますことをご報告いたしま

す。 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2866 回 RC 例会の記録 ＜8 月 27 日＞ 
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誕生祝い  

 

古川秀夫直前会長と並木孝治会員 

 

卓話  

 
渡邉信夫 東金税務署長 

本日は国税の徴収制度と滞納整理について

お話しさせていただきます。 

【国税の徴収制度】 

税法の整備とともに納税者間の公平を保つ

ために統一的指導が必要となったことから、明

治 29 年に大蔵省直轄の機関として税務管理局

とその下部組織として税務署が創設されまし

た。その後、管理局に代えて税務監督局を設置

して監督と執行の分離が明確にされ、税務署は

監督局の支所ではなく、独立した官庁として執

行実務を担当することとなりました。そして、

この徴税機構の体制は、戦後の改革まで引き継

がれます。戦後、歳入確保のため徴税機構の抜

本的改革の必要性が痛感され、昭和 24年 6月

に国税庁が設けられ、国税庁・国税局・税務署

という一元的な税務行政機構が確立して今日

まで引き継がれています。 

【滞納整理】 

 戦後の滞納整理は、滞納発生割合が4割以上

という異常な状態であったため、差押物件の引

揚や公売などの強制徴収処分を柱とした強力

な滞納整理を推進しました。その後、租税制度

の合理化や社会情勢の変化により、強制徴収一

本やりの建前を修正し、滞納の未然防止、新規

発生の早期整理、滞納者個々の実情に応じた滞

納整理を行うこととなり、滞納整理の基本法で

ある「国税徴収法」を昭和 34 年に全文改正し

ました。滞納額は昭和 34 年度末に国税庁発足

以来最低額を記録しましたが、高度経済成長、

バブル経済による徴収決定額の増加、オイルシ

ョック、バブル崩壊の不況による滞納の増加で、

昭和 59 年度には年度末滞納額が年間処理済額

を上回り、昭和 62年度末には滞納額が 1兆円

を突破してしまいました。このような状況下に

至り、「厳正・的確な滞納整理」を再確認して滞

納整理を推進した結果、平成 10 年度の 2 兆

8149億円をピークに、平成30年度の8118億

円まで連続20年滞納額を減少させています。   

【最後に】 

時代は変化しても、税が国家財政の礎であり、

「納税者の自発的な納税義務の履行を適正か

つ円滑に実現する。」が国税庁の使命であるこ

とに変わりはありません。そして、国（徴税機

関）には自力執行権が認められており、徴収、

滞納整理は、納税者の生活に直接影響するため、

国税庁開庁式でGHQ歳入課長のハロルド・モ

ス氏から贈られたスローガン「正直者には尊敬

の的、悪徳者には畏怖の的」を忘れずに、謙虚

かつ毅然とした対応で、「信頼される税務行政」

を推進する必要があります。私ども東金税務署

としましては、今後も納税者の視点に立って仕

事を行い、「適正公平な賦課及び徴収の実現」に
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向けて努力してまいる所存です。東金ロータリ

ークラブの皆様には引き続きご支援ご協力を

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

古川秀夫前会長  渡邉信夫東金税務署長 

 

炉辺会議 

   鈴木康道親睦活動委員長 

 先日ご案内しましたところ、多くの方に参

加していただけることになり感謝申し上げま

す。明後日29日午後6時より八鶴亭にて開催

いたしますのでよろしくお願いします。 

       当日参加の皆様 

委員会報告 

    宇野英雄社会奉仕委員長 

 去る２４日やっさフェスティバル終了後の

清掃ボランティアに多くの会員が参加いただき

ありがとうございました。今後12月ぐらいに

清掃のボランティアを予定していますので引き

続きご協力をお願いいたします。 

                                                                                                                                   
 

8月27日 

出席会員数    14名 

修正出席率      87.5% 

コインBOX           1,610円           

ニコニコBOX     

                      

9月・10月の予定 

9月 
10日 創立６０周年記念例会(エストーレホテル18:00) 

17日 祝日週休 

24日 ロータリー情報研修会 

10月 
1日 理事会、例会、誕生祝い・結婚祝い 

8日 祝日週休 

15日 例会 

22日 祝日週休(即位の礼) 

29日 例会 

 


