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１１月 ロータリー財団月間 

 

点 鐘           鳥井正徳会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 堀川匠太委員 

   

 

   国 歌「君が代」 

   Ｒ Ｓ「それでこそロータリー」 

 

 

 

 

司会・進行    水野ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介   鳥井正徳会長 

 

   

 

 

 

 

 

        人吉税務署 署長 平岡 弘行 様 

           〃       日高 康司  様   

 

 

 
 

   会長 鳥井正徳 

 

 昨日の夫人の集いには、多数

の方々の参加を得て、盛会裡に

無事終了したという事務局から

の報告がありました。御協力あ

りがとうございました。 

 近年、私達世代にはとても信

じられない凶悪な犯罪が多発しています。子供

を誘拐して殺害したり、人を殺してバラバラに

する。青少年が無差別に人を傷つけるなど、毎

年のように発生しています。私は、子供の教

育に長年携わってきて非常に気になっていた

ところでございます。その原因を特定するこ

とは非常に難しいと思いますが、本日は、現

代の人々が誰もが持っているといわれる「見

えない隠れた障害」といわれる発達障害につ

いて、私の経験と福島仁彦教授の寄稿を参考

に１～２回に分けて申し上げたいと思いま

す。本日は時間が短いですので、子供に関し

た発達障害児の現状についてだけ申し上げま

す。 

 現在人吉市の小学校低学年には、発達障害

児特別支援員の先生方が１５名配置されてい

ます。５年前と比べて２倍に増えています。

配置の要望はこれ以上あります。支援員の先

生方は、支援を要する子供の隣に座り指導し

ています。 

 それではどのような障害を持つのか、大き

く分けて３つあります。不注意、多動性そし

て衝動性の３つです。（別に能力がないわけ

ではない） 

 

不注意… 人の話を聞いていない。人の指示に 

    従えない。根気がない。物をなくす。 

多動性… 手足をそわそわする。椅子の上でも 

       じもじする。勝手に席を離れる。座っ 

       ていられない。走り回ったりする。高 

       い所に登る。 

衝動性（欲求を押さえきれない）… 人の話を 

      最後まで聞かない。順番を待てない。 

      他人を妨害する。邪魔をする 

                 ↓ 

これが直らないと将来、アルコール・たば

こ・ギャンブル、ネット誘惑に手を出す可能

性があります。 

 

 これらの障害は、本来であれば、成長と共に

身につくはずの社会性、感情のコントロール

等の未成熟、アンバランスのために起こると



考えられています。 

  従って幼少の頃、小学生低学年の時、指導者と

保護者が一体となって支援すれば７～８割は改善

できると言われています。しかし、家庭の状況、

保護能力の問題が大きくかかわっていることも事

実でございます。 

 これが直らないで中学、高校、成年になると二次

障害を起こし大変なことを起こす場合があるとい

うことです。（不登校、暴力、ひきこもり、犯罪

等） 

・なぜ発達障害が起こるのか。 

・管理職として発達障害について知っておいた方 

  がいいこと 等については次回に回します。 

 

 

 

                       

               幹事 有馬宏昭 
  
【連絡事項】 

①国際ロータリー第2720地区 ガバナー事務局か 

 ら2014年12月のロータリーレートが１ドル＝112 

 円になりますとお知らせが届きました。 

②国際ロータリー第2720地区Ｒ財団木村初部門長 

  から「地区・補助金管理セミナー開催のご案 

  内」が届いています。 

    日 時：平成27年2月1日（日） 

             受付開始10:30 

            点鐘11:00から16:00（予定） 

     場 所：「大分県立看護科学大学」ホール 

   →延岡会長エレクトへお渡しします。 
 
【回覧物】 

①指宿ＲＣから週報が届いています。 

②八代ＲＣから週報が届いています。 

③人吉商工会議所から人吉市新年名刺交換会の取 

 りまとめ依頼が届いています。締切12/10です。 

【例会の変更及び取り止め】 

①熊本城東RC12/15→18:30～年忘れ家族会の為 

            熊本ホテルキャスル 

②熊本東RC12/16→18:00～年忘れ家族会の為 

            熊本ホテルキャスル 

③熊本東南RC12/17→18:30～年忘れ・ｸﾘｽﾏｽ家族会           

            熊本ホテルキャスル 

 

 

   委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

【プログラム委員会】 
           講師紹介 延岡研一会員 
 
人吉税務署長 平岡弘行氏 プロフィール 

 

生年月日 昭和36年3月11日 

出 身 地 岐阜県高山市 

経  歴 

 昭和54.4 名古屋国税局 総務部総務課 

 平成 4.7 国税庁徴収部管理課国税実査官 

      7.4  東京国税局総務部総務課 

     10.7  国税庁徴収部管理課総務係長 

     21.7  豊橋税務署副署長 

     23.7  名古屋中税務署副署長 

     24.7  名古屋国税局総務部人事調査官 

     26.7  人吉税務署長 

趣  味 魚釣り、ゴルフ 

     アメリカンフットボール観戦 

家  族 名古屋に妻、子２人を残し、現在単身 

     赴任中。 

 

 

         卓   話 
 
            人吉税務署長 平岡弘行          
 

 本日は、人吉ロータリークラブ

の例会にお招きいただきありがと

うございます。人吉税務署長の平

岡でございます。 

 まずは、簡単でございますが、

自己紹介をしたいと思います。 

 出身地は、観光地で有名な岐阜

県の飛騨地方の高山市でございます。人吉市と非

常に似た山間部の町で、そういう意味でも此処人

吉球磨地方に大変親近感を抱いています。単身赴

任で来ていますので、休日には近郊を散策し、ま

た、球磨焼酎にも魅せられて機会あるごとに愛飲

しております。 

 これまでの略歴を紹介させていただきますと、

昭和54年に名古屋国税局に採用され名古屋国税局

及び管内の税務署勤務を経て、平成4年からは、税

務署・国税局の上級官庁にあたる国税庁に8年間在

籍しました。その後、名古屋国税局に戻り国税局

及び管内の税務署勤務を経て、今年7月に人吉税務

署に転勤して参りました。私の携わってきた主な

仕事は、国税の納付管理・徴収事務でございま

本日の出席率 

会   員   数   63名   68.42% 

出 席 免 除  6名 11/14出席率 78.94% 

欠 席 者 数 18名 補  填  数 12名 

出 席 者 数  39名 修 正 出 席 率 100% 

＊届け出欠席 村山・板井・尾上・本田・岩井・葉山・中川 

       堤正・小林祐・井手・中村・北・大久保 

       有村・齊藤・和田・友永・大賀 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾，赤池          

＊メークアップ  

人吉ＲＡＣ例会；延岡･安達･武末 

創造的奉仕部門セミナー；片岡･中島 

熊本第6グループＩＭ；伊久美･宮山･水野･中川･鳥井･塚本･渡辺 



す。いわゆる申告により算出された税金を納め

る、納めさせるという仕事です。決して、納税者

から喜ばれる仕事ではありませんが、納税しても

らって初めて申告が終結するわけですから重要な

職務だと思っています。これまでの勤務経験の中

で最も印象に残っているのは国税庁時代の仕事で

す。勤務時間14.5時間は当たり前で、3度の食事も

勤務先で食べ、家に帰るのは寝るだけという生活

でした。特に、国会が始まると連日徹夜で答弁書

を作らなければならず苦労しましたが、若かった

おかげでしょう、無事仕事を遂行できました。人

吉署長に赴任する直前の勤務先は、名古屋国税局

の人事課で「人事調査官」という仕事をしていま

した。当初、人事とは、単純な人物評価という認

識でしたが、『組織は人なり』と申しますとお

り、組織の能力を最大限に発揮するもしないも

「人」であります。本日おいでになりました皆様

も、各企業・組織の中で非常に重要なポストに就

いていらっしゃるので、人事の重要性については

十分にご承知かと思います。  

 

 さて、本日の卓話でありますが、皆様も少なか

らず興味をもたれている『相続税・贈与税』につ

いてお話しをさせていただきます。昨年の統計に

よると、全国規模の統計では、100人の死亡者に対

して相続税の申告をされた被相続人の数は、4人。

一方、人吉税務署管内では100人の死亡者に対して

相続税の申告をされた被相続人の数は、1人となっ

ています。しかし、来年27年1月1日からは、税法

の改正に伴い基礎控除額の変更、税率構造の見直

し等が行われますので増税傾向となります。当

然、死亡者100人に対する申告者の数も増加すると

見込まれています。それでは、配布した資料に

沿って説明していきます。 

 

１．贈与税 

 (1)贈与税には、次の二通りの課税方法がある。 

 ①「暦年課税」…1年(歴年）ごとの贈与行為に 

  対して課税する方法。年間110万円を超えた金 

  額に対して累進課税により税率を乗じて税額 

  が決定する。なお、この｢暦年課税｣方法につ 

  いては、税制の改正により、来年平成27年1月 

  1日以降の贈与から最高税率構造が上がり、税 

  率構成が6段階から8段階に変更される。 

 ②「相続時精算課税」…将来、相続人となりえ 

  る人「受贈者」が生前の「贈与者」から贈与 

  を受けた場合に課税する方法。ただし、この 

  方法を選択する場合には、一定の条件、要件 

  がある。税率は一律20％。一度、この「相続 

  時精算課税」を選択すると、その後「暦年課 

  税」を適用することはできない。 

 

２．贈与税には、一定の要件をクリアした場合に 

  優遇される特例がある。 

（1）教育資金に係る贈与税の非課税制度 

  1500万円を限度に非課税となる。 

（2）配偶者控除 

  婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産 

  の贈与があった場合、贈与税の申告により、 

  基礎控除のほかに最高2000万円の控除が受け 

  られる。 

（3）住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の 

  要件を満たせば非課税となる金額がある。 

（4）納税猶予（農地等・非上場株式等）を受けら 

  れるものがある。 

 

３．贈与税の申告と納税 

（1）申告期間 

  贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで 

（2）申告書の提出先 

  受贈者の住所地の所轄税務署長。 

  e－Ｔax（電子申告）での提出も可能。 

（3）納付期限 

  贈与を受けた年の翌年3月15日。  

（4）納税方法 

  現金で納付期間までに納付。 

 

４．相続税 

 相続税とは、相続または、遺贈により財産を 

取得した場合に、その収得した財産の価格を課税

標準として課される税金。 

（1）課税遺産総額とは…（相続や遺産によって取 

  得した財産＋みなし相続財産＋贈与により取 

  得した財産）－（債務＋葬式費用＋非課税財 

  産）＝（金額）のうち基礎控除額を上回って 

  いる金額 

（2）各種税額控除 

  ①配偶者の税額軽減（配偶者控除） 

  ②未成年控除 

  ③障害者控除 

  ④暦年課税に係る贈与税額控除 

  ⑤相続時精算課税に係る贈与税額控除 

（3）相続税の主な特例 

  ①小規模宅地等の特例 

  ②納税猶予 

（4）財産の評価 

 ①財産評価の原則は｢時価｣。｢時価｣とは、客 

  観的交換価値のこと 

 ②相続税法で、定期金や流木は評価方法が規定  

  されている。 

 ③財産の種類ごとに、評価方法を定めて公開し 

  申告の利便性を図っている。 

（5）相続税の申告と納税 

 ①申告期限は、相続の開始があったことを知っ  

  た日の翌日から10か月以内。 

 ②申告書の提出先は、被相続人の住所地の税務 

  署長。 

 ③納付期限は申告期限と同じ。 



 ④納付は現金で行うこと。一定の要件を満たせ 

  ば、延納・物納もできる。 

５．最後に 

 相続税・贈与税を始め、各種税金の計算におい

ては、細かい要件や規定があります。わかりにく

い点や疑問がある場合は、税務署までお尋ねくだ

さい。本日は、貴重な時間であるにも関わらずご

清聴ありがとうございました。皆様、各企業団体

様のますますのご繁栄を祈念しまして、私の話を

終了させていただきます。 

 

 

【11/21 ニコニコカード】 

・伊久美会員 本田節さんが会長候補に決定され 

 ました。協力をいたします。        

・鳥井会長 武末パスト会長、卓話有りがとうご 

 ざいました。40年前の人吉ロータリークラブの 

 様子がよく分りました。ロータリーの歴史を知 

 ることが楽しみになりました。またお願いしま 

 す。                  

・堤脩会員 同期の武末パスト会長のお話、あり 

 がとうございました。昔を思い出しました。 

                                       

・井手会員 武末パスト会長のまじめな卓話あり 

 がとうございました。                   

・延岡会員 上映延期になっておりました「天心 

 の譜」の上映会を11月16日無事開催されまし 

 た。チケット購入並びにご来場、感謝申し上げ 

 ます。                                 

・宮山会員 仕事の都合で早退します。宜しく。 

                      

・浦田会員 所用のため、早退します。    

・友永会員 検診のため早退いたします。   
 
【11/21 Ｒ財団カード】 

・延岡会員 同上                        
 
【11/21 米山カード】 

・延岡会員 同上                        
 
 
【本日のニコニコカード】 

・鳥井会長 平岡人吉税務署長、卓話有りがとう 

 ございました。税金ができるだけ安くなるよう 

 宜しくお願いします。                   

・延岡会員 平岡署長、難しい話を解りやすくお 

 話しいただきありがとうございました。日高様 

 もようこそお出で下さいました。今後とも宜し 

 くお願いします。                       

 

 

 

     点 鐘  鳥井正徳会長 

 

 

    

   

  

 

 

 “英国式アフタヌーンティーを楽しみましょう” 
        ご報告とお礼 

 

 ロータリー夫人の集いでは大変お世話になり

ました。 当日は薩摩英国館ティーワールドの 

田中京子館長、真紀副館長をお迎えして紅茶の

セミナーとアフタヌーンティーを楽しみまし

た。 

 おかげさまで紅茶について多くのことを学び

ながら和気あいあいの中で楽しいひとときを過

ごすことができました。ご協力有難うございま

した。 
 
            夫人の会  会長 鳥井佐智子 

                   幹事 有馬チエ 

夫人の集い夫人の集い    平成26年11月27日(木） 


