
 
 
 
 
 
 
 

第 1645 回例会  

平成 23 年 1 月 31 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 ４F 

    ゲスト卓話 一瀬 圭子 様 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング    「手に手つないで」 

３．ゲスト紹介 

  海南税務署 総務課長 一瀬 圭子 様 

４．ビジター紹介 

      海南ＲＣ  中村 哲三 様 

５．出席報告 

会員総数 65 名 出席者数 41 名 

  出席率 63.08％ 前回修正出席率 76.92％ 

 

６．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹君 

みなさん今日は。本日は、

海南税務署総務課長の一瀬

さん、お忙しい所おいで下

さりありがとうございます。

このあと卓話よろしくお願

いします。海南ＲＣの中村

さん、ようこそ！ごゆっく

りしていって下さい。 

先週は年末のＩＤＭの各

組の報告を頂き、増強につ

いて今一度タガをというか、

ふんどしを締め直して頑張ってゆこうということ考

えています。 

皆様方も良き推薦者ありましたらよろしくお願い

します。増強には、会員の増強はもとより会員の維持

と新クラブ結成とあります。きびしい時代ですが、１

人でも２人でも我々の仲間が増えることを願いたい

と思いますので何卒よろしくお願いします。 
 

７．幹事報告        幹事 上野山 雅也君 
○例会臨時変更のお知らせ 

 那智勝浦ＲＣ 

2 月 3 日(木)→2月 5日(土)  １組 IM 会場 

コガノイベイホテル 

2 月 17 日(木)→2月 20 日(日)  8：00～ 

“南の国の雪まつり”会場 

ポリオプラス募金活動のため 

 和歌山北ＲＣ 

2 月 14 日(月)→2月 14 日(月)  19：00～ 

ルミエール華月殿 5F 

和歌山東南ＲＣ 

2 月 16 日(水)→2月 16 日(水)  12：30～ 

紀三井寺ガーデンホテル はやし 

40 周年記念事業（桜の植樹） 

○休会のお知らせ 

 和歌山西 RC    2 月 9 日（水） 

 高野山 RC     2 月 11 日（金・祝） 

 

８．ゲスト卓話 

海南税務署 総務課長 一瀬 圭子 様 

みなさん、こんにちは。

日頃は税務署の業務にご理

解、ご業力をいただき、有

難うございます。本日は、

貴重なお時間を頂戴し、税

金のお話しをさせていただ

き、誠に有難うございます。 

所得税の概要 

１．創設 

所得税は、明治 20 年

(1887)の創設当初は、国税

の収入の 1％～2％程度に過ぎませんでしたが、経

済の発達などに伴い大正時代には第 1 位の税収と

なり、以後国税の中心となりました。また、個人に

のみ課税されていた所得税は、明治 32 年の全面改

正で法人にも課税されることになり、昭和 15 年の

法人税の創設へとつながっていきます。 

こうした中、大正時代には、社会政策の必要性か

ら控除制度が創設され、昭和 15 年には扶養控除の

枠が拡大されています。 

このように昭和 22 年に申告納税制度が導入され

るまでの間に、所得税は時代に対応するため様々な

改正が行われてきました。明治時代の所得税の解説

書である「所得税法明辨」や大正時代の「所得金額

申告注意書」、昭和 15 年の「改正税法総まくり早わ

かり」、申告納税を伝えるポスターなどで説明され

ています。 
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２．税収 

平成22年度の租税及び

印紙収入予算額の合計額

は、394,623 億円になりま

す。所得税、法人税、相

続税、消費税、酒税、そ

の他の諸税や印紙収入を

合わせた額です。皆さん

から徴収した貴重な税収

を国の施策の財源として、

無駄なく予算措置して、

有効に活用していかなけ

ればなりません。 

３．今後の所得税 

平成 23年度の税制改正大綱が平成 22年 12月 16

日に公表されました。改正案は、昨年度改正の「控

除から手当へ」に加えて、デフレ脱却と雇用の維

持・拡大、格差是正のための所得及び富の再分配機

能の回復が主眼のようです。皆さんのご理解を得な

がら、社会構造に適した税制、税の意義と役割につ

いて、「公平」、「透明」「納得」を念頭に税務行政を

進めていかなければなりません。 

４．e-Tax 

  e-Tax とは、あらかじめ開始届出書を提出し、利

用者識別番号などを取得しておけば（オンラインで

取得できます。）、インターネットで国税に関する申

告や納税、申請・届出などの手続ができるシステム

です。「確定申告書等作成コーナー」で作成した申

告書等のデータは、e-Tax を利用し自宅から税務署

に送信できます。また、印刷した申告書は税務署に

郵送等でも提出できます。また、平成 22 年分の所

得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書

を付して、申告期限内に e-Tax で行うと、所得税額

から最高 5,000 円の控除ができます。医療費の領収

書や源泉徴収票などは、その記載内容（病院等の名

称、支払金額等）を入力して送信することにより、

提出又は提示を省略することができ、スピーディに

処理されます。e-Tax の受付時間は午前 8 時 30 分

から午後 10 時 30 分までで、平成 23 年 1 月 17 日）

から所得税の確定申告期限の 3 月 15 日まではメン

テナンス時間を除き、24 時間 e-Tax の利用が可能

です。 

９．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1646 回例会  平成 23 年 2 月 7 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 18:30～ 

夜間例会 お誕生・ご結婚記念日祝い 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
田村 健治君  通夜、告別式 会葬御礼 
岸  友子君  一瀬総務課長さん、本日は卓話あり

がとうございます。 
山名 正一君  一瀬総務課長さん、公務多忙の中ご

苦労様です。 
中村 文雄君  一瀬総務課長さん、本日卓話に来て

頂きありがとうございます。 
柳生 享男君  KF 会の皆様、昨日は寒い中お疲れ

様でした。おかげ様で優勝させて頂

きました。 
上野山 雅也君 昨日、KF 会でちょっといいことが

ありました。  
 
 
 
 
 
 
２０１１年 国際協議会 

「私たちは、

この地球上の

人々に、希望と

尊厳と自信をも

たらす上で、住

むところを与え

なければならない。住むところは、家庭の始まるとこ

ろです。そこには、母親と子どもたちが住んでいます。

そして、地域社会は、家庭によって築き上げられるも

のです。家族が同居することによって、生活を共にし、

リソースを共にして、共通の目的にたどり着くことが

できるのです。いい家庭があるからこそ、いい街がで

き、そこで地域社会がいいものになって、国がよくな

ります。ですから、第 1 の強調事項として、私は家族

を提示します。 そこから私たちは、安全な飲み水、

衛生設備、保健に目を向けることになります。これら

はすべて母親が子どもに対する影響をもたらすもの

です。世界に平和をもたらすためには、家庭から始め

なければいけません。 
 ここで新年度のテーマ「Reach within to Embrace 
Humanity  こころの中を見つめよう 博愛を広げ

るために」が発表されました。そして、「世界中の明

かりを集めても、私たちの心の内にひそむ光には及び

ません。ですから、愛と献身の灯が心を照らし理解の

光によって英知を

いだき、調和の灯

が皆さまの家庭を

照らすように、奉

仕の明かりが絶え

間なく輝くように

願っています」。 
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