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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 石蔵尚之委員長 
       
            国 歌「君が代」 
            
            Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会･進行   宮原和広ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員 
 
来訪者紹介  延岡研一会長   
              
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  人吉税務署 

           署長     指原  勉  様 

    〃  法人課税部門統括国税調査官  

              日高 康司 様 
 
               芦北ＲＣ  川尻 成美 会員  

 

 

      

 

 

 

 

   会長 延岡研一 
 

 本日は、先ほど紹介致しました、人吉税務

署長の指原勉様に、後程、卓話をして頂きま

す。 

 指原署長は、大分県のご出身ではあります

が、大阪国税局から、この７月に人吉税務署

長として着任されました。経歴等の詳細は卓

話の中で自己紹介でお願いしたいと思いま

す。 

 納税は、勤労と子供に教育を受けさせる義

務と共に、国民の三大義務です。人吉球磨で

は、堤会員と下田会員の所で納めている、酒

税が最大の税源です。我々も、節税をしっか

りしながらも、たくさん納税できるように仕

事に励んでいきましょう。 

 税務署は、警察署と同じ「署」という漢字

ですが、部署によって司法警察職員として、

税に関係する違反者を逮捕することができる

という事です。消防署や労働基準監督署も同

様ですが、あまり知られていないのですが、

営林署もそうで、今は森林管理署といいま

す。それぞれに、それぞれの管轄で違反や違

法な行為があった時には、司法警察権を行使

するという事です。 

 という事で、指原署長には、大阪国税局で

あった事件といいますか、事案を交えてお話

をして頂く予定となっております。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 また、芦北ＲＣの川尻パスト会長には、10

月18日に芦北で開催される第６グループＩＭ

のご案内という事で、おいで頂いておりま

す。久し振りの芦北でのＩＭうたせ船を楽し

みにみんなで参加しましょう。 

 さて、今月は「基本的教育と識字率向上月

間」です。 

 日本の識字率は世界最高レベルという事は

周知の事ですが、江戸時代においても世界の
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トップだったと言われており、これは寺子屋の

お陰だそうです。 

 明治16年に関係者の記録や記憶に頼って調べ

た寺子屋数は正確さや網羅性は定かではないも

のの、全国で15,560校の存在を確認していま

す。平成25年度の全国小学校数は21,131校です

ので庶民レベルまで基本的教育が行き届いてい

た証しであり、その国民性が現在まで受け継が

れているのではないでしょうか。 

 今日は、ちょっと視点が変わりますが、日本

語の危機について話したいと思います。 

戦後日本の教育改革を検討するために、GHQ民

間情報教育部の指導管理の下に米国の教育専門

家らで構成された「対日教育使節団」が派遣さ

れ、教育勅語の廃止、6－3－3制の採用、教育

委員会・PTA制度の導入、師範学校の廃止など

が勧告されました。実は、これら制度改革のみ

ならず、「国語の改革」の項目において、とん

でもない勧告を行っていました。 

書き言葉の改革です。 

 「日本語の漢字は覚えるのが大変で、生徒に

とって過重な負担となり、広範な分野に亘る知

識の習得に捧げられるべき時期に苦痛と浪費を

与える。」として、書き言葉に三つの提案が検

討されました。①漢字の数を減らす。②漢字の

全廃、仮名使用の採用③漢字・仮名とも全廃、

ローマ字の採用の三つですが、使節団の判断で

は、「仮名よりもローマ字の方が利が多いと思

う。さらにローマ字は民主主義的市民精神と国

際的理解に大いに役立つ。」というものです。 

GHQ民間教育情報部当局者の間でも、実際に難

しすぎて負担になっているかを調査・検証しよ

う、という事になり、全国の15～64歳の男女約

17,000人を対象に無作為抽出調査を行いまし

た。 

 調査結果は、識字率としては97.9％という高

い識字率として現れ、前述したような生徒への

負担や苦痛と浪費といった考えは払拭されるの

みならず、日本では、現行の書き言葉に何ら問

題はない。という結論から、日本語ローマ字化

が免れた訳です。（なお、本稿は、国立教育政

策研究所、齋藤靖雄様の文献「識字能力・識字

率の歴史―日本の経験」を参考に纏めさせてい

ただきました。） 

 最後に、日本語は漢字によってその意味合い

が変わります。また、同じ漢字でも様々な読み

があります。ローマ字化され、美しい日本語が

無くならなくて本当に良かったと思います。そ

して、昨今日本語が荒れてきているようです

が、生き残った日本語の書き言葉に感謝をし

て、漢字・ひらがな・カタカナをこれからも大

切にしていきたいし、していかなければならな

いと思いました。 

 

     幹事 水野虎彦 

 

【連絡事項】 

・野田ガバナー・青少年交換委員会永田委員 

 長より台湾3510地区との短期青少年交換留 

 学生募集の文書 

  留学期間：H27.12/20～H28.1/12（3週間） 

  募集人員：若干名 

  募集締切：9/30 

  費用：航空運賃＋保険費用 

     約4万5千円～5万5千円   

・第１期会費未納の方は今月中納入下さい 

【回覧物】 

・指宿ＲＣ創立５０周年記念誌 

 【例会の変更・取り止め】 

八代南ＲＣの９月２２日(火)例会は取止め 

 

【ＩＭ案内】  

 芦北ＲＣ 川尻成美会員 
  
 ＩＭの案内に参りました。 

多くの参加をお待ちしており

ます。 

    

 

   期日；１０月１８日（日）９時受付 

       基調講演（未定） 

       9時30分～11時30分 

   場所；芦北町女島活力推進センター 

  その後、うたせ船観光 15時終了予定 

 

 

  副委員長 大久保勝人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の出席率 

会   員   数   64名   66.67% 

出 席 免 除  5名 8 / 2 1 出 席 率 79.60% 

欠 席 者 数 20名 補 填 数     12名 

出 席 者 数  40名 修 正 出 席 率   100% 

＊届け出欠席 新掘・下田・堤正・内藤・中村・岩井・有村 

       漆野・友永・村山・有馬・馬場・戸高・小林祐 

       田上・竹長・外山・大賀・尾上・小林清 

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

＊メークアップ  

 芦北ＲＣ；水野・葉山・有馬・鳥井 

 会報.出席.ニコニコ合同家庭集会；青木・漆野・永尾・大野 

                村山・山賀・大久保・平田  
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報告と案内          渡辺洋文会員 

 RID3360地区(タイ）チェンライＲＣ原田義之

パスト会長から手紙が届きましたのでお伝えし

ます。 

『 いつもフェースブックを通し私の「北タイ

子供貧困支援」活動に関心を抱いて頂き、心よ

り感謝申し上げます。またこれまでに私の奉仕

活動にも多額のご支援を賜りましたことに心よ

り感謝申し上げます。私は８年前に自らの信念

で一ロータリアンとして北タイ貧困地に足を踏

み込み子供支援に対し奉仕行動に出ました。そ

の行動動機や、支援行動の数々、ご奉仕頂いた

数々、更に３年間全国で致しました講演の数々

を小冊子「北タイの子供達との絆を育んだ奉仕

の物語」としてまとめとして発刊致しました。

ここに送付申し上げます。改めてミャンマー、

ラオス、タイ国境近に住む少数、民族・アカ族

子供たちへの理解と、地道かつ微力ながらのこ

の奉仕活動が世界平和の道に繋がる事にご理解

頂けましたら幸いです。 』 

 案内：10月３日(土）「輝く瞳の会」開催 

           東京目黒 雅叙園にて 

      11月７日(土) 「JAPAN DAY」開催 

           タイ チェンライにて    

行ってみたいと思われる方は渡辺までご連絡下

さい。 

 

【広報委員会】     委員長 塚本哲也 

 ９月のガバナー月信が地区ホームページに掲

載されております。紙ベースで欲しいという会

員がいらっしゃれば事務局でプリント致します

ので広報委員会までお申し出下さい。モノクロ

になります。他にも色々と地区のホームページ

にUPされております。各クラブより「ガバナー

公式訪問を終えて」と題して報告がなされてお

ります。人吉クラブからも報告しました。地区

のホームページ「今週の卓話」に各クラブの卓

話予定が掲載されています。利用しているクラ

ブは我が人吉クラブを含めて数えるだけしかな

いようです。ご覧ください。 

 

【親睦ゴルフ愛好会】  担当委員 塚本哲也 

      ９月ゴルフ案内 

  日 時:９月２７日 (日) １０時ｽﾀｰﾄ 

  場 所:球磨カントリー倶楽部  

 

【社会奉仕委員会】   委員長 中川貴夫 

  11/1(日）知的障がい者陸上競技大会 

     会員参加協力のお願い 

 人員が必要です。これから何度もお願いする

と思いますが宜しくお願いします。 

 

【ローターアクト員会】 委員長 平田フク 

    人吉ＲＡＣ９月例会案内 

        第１例会 

   日時：９月１０日（木）19時30分～ 

   例会：人吉スポーツパレス 

   内容：バドミントン例会 

   担当：クラブ奉仕委員会 

        第２例会 

   日時：９月２４日（木）19時30分～ 

   場所：ひまわり亭  

   内容：世界の鍋について（仮） 

   担当：国際奉仕委員会 

 

【親睦委員会】      委員 安達玄一 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プログラム委員会】  

       

         卓    話 
 

         人吉税務署長  指原 勉 氏       

 

  人吉税務署の指原でご

ざいます。 

  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。 

  また、平素は税務行政に対しまして、多大

な御協力・御支援をいただきありがとうござ

います。 この揚をお借りしてお礼申し上げま

す。 

 さて、最初に｢卓話｣を依頼された時に、初

めて聞いた言葉でしたので、「卓話」という

言葉をインターネットで調べてみましたら 、

「この言葉は主にロータリークラブで用いら

              ９月の誕生祝い 

 大久保 勝人会員  7日   丸尾 孜会員   ９日 

 安達 玄一会員    16日   井手 富浩会員  24日 

 中川 貴夫会員    29日   

９月の結婚祝い  

         尾上 暢浩会員  10日  
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れる言葉で、会合などで参加者全員を前にして

自身の意見を発表すること。 主に、業界の事

情に関して深く知覚している者が担当している

ため、聴く側にとっては、日頃接することがで

きない業種に属している人の話を聞くことがで

きる。 聞くことで、自身の世界に対する視野

が広がり、人生においての大きな糧となること

が期待できる。」とありました。今日、卓話を

させていただきますが、それで皆様方の世界に

対する視野が広がって、人生においての大きな

糧になることが期待できないかも知れませんが

よろしくお願いいたします。 

 まずは、簡単ではございますが、 自己紹介

をさせていただきます。 

  出身地は大分県の大分市でございまして、こ

こ人吉球磨は同じ九州であり、大変親近感を抱

いております。  

 ところで、大分は「焼酎」と言えば、「いい

ちこ」 や「二階堂」といった「麦焼酎」 、人

吉球磨は「米焼酎」、こちらに赴任してから

は、もっぱら「球磨焼酎」を愛飲し、美味しく

いただいております。  

 これまでの略歴を簡単に申し上げますと、昭

和55年に熊本国税局に採用され、すぐに大阪国

税局への出向を命じられました。大阪国税局で

は、大阪、京都の税務署を経験した後、平成７

年から東京の国税庁に5年間在籍し、その後

は、大阪国税局と管内税務署を行ったり来たり

して、今年の7月に人吉税務署に転勤してまい

りました。前任は大阪国税局総務部の情報処理

管理官をしておりました。 

 自宅は、兵庫県の川西市というところで、皆

さんがよく御存知の宝塚歌劇団のある宝塚市の

隣になるんですが、そこに妻と息子を残し、現

在、初めての単身赴任を満喫しております。 

 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す。 いわゆる申告に

より算出された税金を管理し、納めていただく

という仕事でございます。 

 徴収事務では、何の反応もない滞納者に対し

て、銀行の当座預金や取引先の売掛金を差し押

さえしてまいりましたが、普のように赤い紙を

テレビや家財道具にペタペタと張って差し押さ

えするということは、今はほとんどしておりま

せん。 

 

  次に、実際に私が携わった仕事のうち印象

に残っている話を披露させていただきます。 

平成19年の10月頃、大阪局の京都にある左京税

務署におきまして、50歳になるべテラン職員が

国税の還付金約2億6千万円を詐取するという事

件がございました。 この事件は、マスコミに

も大々的に報道され、 国税局、国税庁に激震

が走ったわけですが、この時、私は大阪国税局

の徴収部管理課という部暑の課長補佐で、事

件の対象となった還付金の担当もしておりま

した。 

 まず、還付金を詐取した方法ですが、簡単

に言いますと 、実在の法人名を騙り、還付金

の請求書が提出されたと偽って、自ら還付金

の処理をして詐取していました。詐取した金

額については、国税庁派遣の監察官と京都地

検と 協力して解明を進めて行った結果、約2

億6千万円という膨大な金額が判明いたしまし

た。その後 

、事件の詳細については、会計検査院に対す

る説明もしなければなりませんので、拘置所

に本人への面会も行きましたし 、裁判も傍聴

いたしました。また、詐取した還付金は取り

戻さないといけませんので、 裁判所の執行官

と自宅に赴き、目ぼしい財産を差し押さえい

たしましたが、当然、全額は回収できません

でした。国に対する債務というのは、自己破

産しても消滅することはありませんので、一

生をかけて償っていくこととなります。 

 この事件を機に、還付金事務につきまして

は、一人ですべての処理ができないよう、指

の指紋認証装置を導入し、複数の者でないと

処理ができないようチェック機能が強化さ

れ、事件の未然防止を図っています。 

 管理者や リーダーに期待される役割という

のは、部下を動かして組織として成果を上げ

るということではないかと思います。皆様方

は職場においては、管理者となられるわけで

すが、部下に仕事を任せるのはいいのです

が、管理者として、ポイントポイントで

チェックするとか、何らかのチェック機能が

必要なのではないかと思います。事務管理の

難しさ、そしてそれがいかに大事なのかを痛

切に感じさせられた事件でした。 

 話が長くなりますが、平成 27 年度一般会

計の歳入うち約 57%は所得税、消費税、法人

税などの「租税及び印紙収入」で賄われ、

38.3%  は将来世代の負担となる国の借金 

「 公債費」に依存しております。このように

国の歳入の約57% を占める税金ですが、納税

者の方が自ら税務署へ所得などの申告を行う

ことによって税額を確定させ、この確定した

税額を納税者が自ら納付する申告納税制度が

採用されています。 

 この申告納税制度が適正に機能するために

は、第一に納税者が高い納税意識を持ち、憲

法、法律に定められた納税義務を自発的かつ

適正に履行することが必要となってまいりま

す。 

そのために、国税庁では、「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。」 ことを使命としております。そして、
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この使命を達成するために、国税庁の任務とし

て、「 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収

の実現」を掲げ、「納税環境の整備」と「適

正・公平な税務行政の推進」を柱として取り組

んでいます。 

 現在、全国に12の国税局、524の税務署が設

置されていますが 、税務署といえば、税務調

査が恩い浮かぶと思います。納税者の申告内容

を帳簿などで確認し、そしてさまざまな角度か

ら資料情報を分析して申告内容に誤りがあれば

是正を求めていくわけです。 税務署の実地調

査でいくらくらいの申告漏れがあるかと言いま

すと、平成24事務年度においては、申告所得税

（個人の事業者）で1件当たり839万円、法人税

は1,071万円となっています。これは、あくま

でも税務署の任意調査で、査察が行う強制調査

は入っておりません。 

 現在、税務調査において特に重点的に取り組

んでいるのは、①資産運用の多様化、国際化を

念頭に置いた調査② 消費税の不正還付申告の

防止になります。具体的に申し上げますと 、

例えば、インターネットを利用した取引です

が、近年、著しく拡大しております。 電子マ

ネーや電子決済も急速に増加し、電子商取引の

形態は多様化しております。これに対処するた

めに、全国の国税局に「 電子商取引専門調査

チーム」を設置しており、無申告者などに対応

しております。 

 ちなみに、先ほどは申告書を提出された者

（社）への税務調査における申告漏れの所得金

額を申し上げましたが、無申告の者(社）に対

する調査も実施しています。追徴した税額は、

これも平成24年度の数字となりますが、無申告

法人 3,956 社に対して、法人税56億円、消費

税44億円の追徴課税を行っております。そのう

ち、借名口座を使って利益を隠すといった手法

等により意図的に申告をしていなかったのが約

300件となっています。個人の無申告者につき

ましては、7,873件調査を行って、140億円を追

徴課税しております。 

 ところで、電子商取引も複雑化しているわけ

ですが、国際的な取引についても目を光らせて

おります。近年、国外財産の保有が増加傾向に

ありまして、 国外財産に係る所得税や相続税

の課税漏れが増加しておりますので、平成24年

度の税制改正によりまして「国外財産調書の提

出制度」が創設されました。この制度は、年末

時点において 、その価額の合計額が5,000万円

を超える国外財産を有する方は、その財産の種

類、数量、価額やその他必要事項を記載した調

書を翌年の3月15日までに所轄の税務署長に提

出する制度で、平成26年1月以降、提出が始

まっています。この調書を故意に提出しなかっ

たり、 虚偽の記載をした場合は罰則がありま 

して、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

が適用されることになりますので、御注意く

ださい。 

 また、国際基準に基づきまして、税務当局

間で銀行の機密情報を含む納税者情報の交換

が活発に行われています。日本もこの情報交

換規定を含む租税条約、租税協定の締結が進

んでおりまして、平成26年7月現在で、日本の

発効済みの租税条約の適用対象国・地域は84

カ国に及んでおります。 

 このように国税庁、国税局、税務署は時代

に沿った調査、徴収を行い 、 国税庁の使命

であります、「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 。」ために努

力しております。 

 今日ご出席の皆様は適正な申告、そして期

限内納付をしていただいておりますが、今後

ともよろしくお願いいたします。 

 

 最後にマイナンバーの話をさせていただき

ます。 

 既に御存知のとおり、社会保障・税制度の

効率性、透明性を高め、国民にとって利便性

の高い公平・公正な社会を実現することを目

的として、社会保障・税番号制度、いわゆる

マイナンバー制度が導入されます。来月から

個人番号、法人番号が通知され、来年1月から

順次利用が開始されます。税の分野では、今

後、申告書や申請書に個人番号 ・法人番号を

記載していただくことになりますが、皆さん

が一番懸念されているのが、セキュリティ対

策なのではないかと思います。 

 事業者の方は、従業員の方や顧客の方の個

人番号を取り扱うことになりますが、番号法

では、個人番号の取り扱いに関して、厳しい

保護措置を求めています。 従来から 、事業

者の皆様は、個人情報の取り扱いには十分な

保護措 置を取っておられることと思います

が、その内容に個人番号が追加されますと、

更に厳しい保護措置が求められます。 

 保護措置として、ひとつが 「組織的・人的

安全管理措置」があります。これは、個人番

号を取り扱う担当者を明確にし て、担当者以

外が個人番号を取り扱わないようにするとい

うものです。 

 二つ目が、「技術的 ・物理的安全管理措

置」です。これは、特定個人情報が記載され

た書類は、施錠可能な棚などに保管する。そ

して、個人番号を取り扱う担当者以外の人が

情報にアクセス出来ない措置を講じるという

ものです。 

 昨日、共通番号制度関連法案の修正案が成

立されましたが、この中で、日本年金機構の

個人情報流出問題を受けて、マイナンバーと
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基礎年金番号の連結を延期するということにな

りました。日本年金機構の情報漏えいについて

は、今年の6月に公表されましたが、約125万件

の個人情報が漏洩いたしました。これは、職員

のパソコンに標的型メールが送られ、それを職

員が開封してウィルスに感染してしまったもの

です。原因は、仕事で使うパソコンが イン

ターネット回線に接続されていたためです。 

国税庁では、そもそも 、通常、仕事で使って

いるパソコンは、インターネット回線に接続さ

れていませんので、 このようなことは起こり

得ません。インターネットを利用する場合は、

専用のパソコンがありまして、当然、納税者の

個人情報も入っておりませんので、万一、ウイ

ルスに感染したとしても 、情報が漏えいする 

ことはありませんので、御安心ください。  

 これは、私の私的な考えですが、例えば、会

社などでマイナンバー を保存 する とき は、

マイ ナンバー専用の外付けのハードディスク

に保存し、パソコンでインターネットを利用す

る場合などは、ハードディスクとつながってい

るケーブルを抜くといった方法がよいのではな

いかと思います。 

 冒頭に申し上げた、卓話の目的であります、

皆様の人生において大きな糧となる話は出来ま

せんでしたが、人吉ロータリークラブのますま

すのご発展と、本日御臨席の皆様方の御健勝と

御繁栄を祈念しまして、私の卓話を終りたいと

思います。 

本日はありがとうございました。 

 

 

【ニコニコ箱委員会】  委員長 永尾禎規 

・芦北ＲＣ川尻会員 10月18日(日）開催のＩ 

 Ｍのご案内に伺いました。多くの登録を望 

 みます。貴クラブの発展を祈念申し上げま 

 す。                

・延岡会長 指原署長、生々しい話しでした 

 が、私達も社内から犯罪者を出さない為に 

 もしっかりチェックしないといけないと思 

 いました。自己紹介でお話しありませんで 

 したが、署長はあの有名なＡＫＢ総選挙第1 

 位のサッシ―のおじさんです。    

・中川会員 川尻パスト会長、ようこそ人吉 

 ＲＣにお越しいただきました。ＩＭ(10/18) 

 には参加させていただきます。10/18(日) 

 は、ＤＬ研修会が大分でありますが？ 

・伊久美会員 指原人吉税務署長様、卓話あ 

 りがとうございました。       

・浅野会員 納涼家族会には家族大勢で参加さ 

 せていただきひとつテーブルを占有してし 

 まい申し訳ありませんでした。来年も来た 

 いと言っていました。9月1日エレワイズが 

 熊本市のものづくり大賞を受賞しました。 

 お祝いのメールありがとうございました。 

                   

・葉山会員 今月の進行を宮原委員にお願い 

 し、お世話になりました。会務報告が３つ 

 も急に入り大変な思いをさせ申し訳ありま 

 せんでした。くれぐれも会務報告のある方 

 は水曜日の打ち合わせまでにお願いしま                       

 す。                          

【Ｒ財団委員会】 

・葉山会員 指原税務署長卓話を頂きありが 

 とうございました。         

・延岡会長 同上           

【米山記念奨学委員会】 

・山賀会員 お盆より肺炎に罹り大変苦しい 

 経験をしました。米山委員会本田会員には 

 セミナー出席等ご迷惑をおかけしましたの 

 で米山カードをします。        

・伊久美会員 米山特別寄付をいたします。 

                                     

・延岡会長 同上                    

 

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】                    

・浅野会員 同上                    

 

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 
                     

 

 

 

 

 

 

～Ｒ情報委員会よりミニＲ情報～    

 

 ＩＭ （Intercity Meeting）  

  インターシティーミーティング。 

 グループ、分区単位で、ガバナー補佐が主

催して開かれることが多いようです。 

 テーマはロータリーのこと、そして一般社

会のことで、そのときに話題になっているこ

と、考えなければならない問題点など、多岐

にわたります。形式も講演、フォーラムなど

いろいろあります。この会合では、知識を広

め深めるとともに、グループ、分区内の会員

の親睦も重要な目的ですから、懇親会も併せ

て開催されます。 
  (ロータリーの友より）   


