
皆さん、こんにちは。 

 三条クラブの斎藤様、丸山様、ようこそいらっしゃいました。本日はゲストス

ピーカーとして三条税務署の署長、宇佐田様にお越し頂いております。後程、卓

話をどうぞ宜しくお願いします。 

先週 15 日に退院して自宅療養していました。長らく例会を欠席しまして大

変ご心配、ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 

 そして、大渓先生には、私の不在中、都合５回の例会に会長代行をして頂きあ

りがとうございました。 

 南クラブが地区大会のコ・ホストを務める時期に、２ヶ月間クラブ会長が不

在となり、大渓先生、永桶幹事、石山SAAや各奉仕委員会メンバーそして事務

局はじめ、多くの方にご負担をおかけして申し訳ありませんでした。 

 私が脚立から落ちてケガをした経緯ですが、9月18日（火）朝、倉庫のシャ

ッターの具合が悪いと現場から報告があり、簡単な故障なら自分でもなんとか

出来るかなと思ってシャッターボックスを覗こうとしたのが、間違いの元でし

た。 

 専門業者にお任せすればよいことを、たまたま時間が空いたので自分で様子

を見ようと軽く考え、更に脚立の使い方をいつもより注意を欠いて扱ってしま

いました。まったく自分の不注意です。 

 脚立から落ちて救急車で運ばれたのが、幸いにも草野先生の病院でした。先

生のご判断で新潟市民病院へ転送となり、市民病院では10月 18日まで入院。

その後再び、草野先生のところへ転院させて頂きました。 

 富永草野病院ではリハビリを目的とした入院ですが、県内トップクラスの理

学療法士のスタッフ揃いで、安心してリハビリに専念できました。大変感謝し

ております。 

 また、市民病院と富永草野病院に入院中にはクラブのメンバーの方がお見舞

いに来てくださいました。ありがとうございました。 

まだ完治まで暫くかかりそうですが、今後の例会は休むことなく出席するつ

もりです。皆さんどうぞ宜しくお願いいたします。 

会長挨拶を終わります。 
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三条 RC 

斎 藤 君

丸 山 君

川瀬年度の地区大会にはご協力いただき

ありがとうございました。無事終了しました。

感謝申し上げます。

田 代 君 長らく例会を欠席しまして、ご心配ご迷惑

をおかけして申し訳ありませんでした。お

陰様で約２ヶ月で退院することができまし

た。私の不在中の皆さまの御協力に感謝

いたします。 

永 桶 君 地区大会のご参加ありがとうございました。 

受付等、ご協力感謝します。 

馬 塲 君 本日の卓話に、宇佐田三条税務署長さん

がお出掛けくださいました。大変ありがとう

ございました。 
坂 井 君 三条税務署長宇佐田さん、よくお出で下さ

いました。ありがとうございます。 
野 島 君 宇佐田税務署長さん、きょうはよくいらっし

ゃいました。よろしくお願いいたします。 
西 潟 君 齋 藤 君 渡 辺（和）君

宇佐田一雄税務署長様、本日はよろしく

お願い致します。 

野 崎 君 宇佐田三条税務署長様、お世話になっ

ております。出張のため出席することが

できなくなりました。誠に申し訳ありませ

ん。本日は宜しくお願い致します。 
木 村 君 無事に記念誌が出来上がりました。約１

年半かかりました。もし、誤字などを見つ

けた方は、次の記念誌をつくる 10年後ま

で憶えておいてください。 
丸山（征）君 昨日は快晴で冬囲いに精を出しました。

車が汚れていたので洗車しようかと思っ

たが今日は雨、洗車しなくて良かったあ。 
銅 冶 君 BOX に協力します。 

平 松 君 本日の BOX 担当です。ご協力ありがとう

ございました。 

会員48名中27名

三条税務署　署長　宇佐田 一雄 様

三条RC　斎藤弘文君（地区大会実行委員長）　丸山行彦君（同副委員長）

11/12 事務局にて 　 佐々木常行 　銅冶康之　 永井篤利　 西潟精一　 野島廣一郎

11/13 三条北RCへ    坂本洋司　 佐々木常行 　佐藤秀夫　 野島廣一郎 　星野健司

11/14 三条東RCへ    坂本洋司 　坪井正康  　 渡辺俊明

11/15 燕 RCへ　   　坂本洋司　 佐々木常行

11/17 米山奨学生学友会総会（新潟市へ）    　松﨑孝史

85.11%（11/5） 出席率

ゲスト 

先週のメークアップ 

先々週の出席率 

ヴィジター 

五十嵐川を愛する会より 「五十嵐川クリーン作成」 作業従事に対する御礼
  11 月４日（日）午前７時～８時 五十嵐川河川敷にて  （参加者:5名） 

長岡東ロータリークラブより 「創立 60周年記念式典」 出席の御礼

  式典：10月27日（土） 於:ホテルニューオータニ長岡 （出席者:2名）  

直江津ロータリークラブより 「創立 60周年記念誌」 送付 

式典： 4月 14日（土）  於:デュオ・セレッソ （出席者:5名） 

日本ボーイスカウト新潟連盟より 「日本ジャンボリー参加協賛」 に対する御礼と報告
スマイルＢＯＸより１万円を協賛金として

永桶 俊一 幹事 

川瀬ガバナー事務所より  「地区大会」 の御礼

  11 月 10～11日  出席者10日:8 名（受付３名）11日:26名

議事１： 「グローバル補助金プロジェクト」への参加協力について  ・・・・・・・・承認 
    → 新潟中央RC主宰プロジェクトに３度目の参加。R財団会計より500＄＋手数料。

議事２： ロータリー財団、米山記念奨学への寄付送金について ・・・・・・・・・・承認 
→ 各々100＄、10,000円（会員一人当たり）を年内に送金。 

その他： 後期会費を 12月初旬に請求する 

2018年11月19日12:00より 

於：例会場ロビー 出席：9名（16名中）

11月 19日 ￥25,000 
今年度累計 ￥243,000



「税務行政の現状と課題」

宇 佐 田 一 雄 様

三条税務署

１．はじめに 

 三条税務署長の宇佐田と申します。 

 本日は、三条南ロータリークラブ例会にお招きいただき、感謝申し上げます。

クラブ会員の皆様には、日頃から税務行政の円滑な運営にあたり、深いご理解

と多大なご協力を賜っており、本席をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。

簡単に自己紹介をさせていただきます。前任は、関東信越国税局の課税第一

部で国際・電子商取引担当の統括国税実査官として、国際取引やいわゆる富裕

層、インターネット取引に関する調査事案の情報収集、企画・立案等を担当し

ておりました。出身地は見附市で、新潟県内の税務署勤務は、平成 27 事務年

度に長岡署副署長とこの度の三条税務署長と、2回目となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

２．本日のお話の内容 

税務行政を取り巻く環境は、経済活動の国際化やＩＣＴ化等が急速に進展するなど、大きく変化しています。

これらの変化に的確に対応し、「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」という国税庁の

使命を果たすことができるよう、また、納税者の皆様から税務行政に対する理解と信頼が得られるよう、取り

組んでいます。 

そこで本日は、「税務行政の現状と課題」というテーマで、お話しさせていただくこととしました。

（１）租税の現状 

・税の分類 

・税収の推移 

・消費税の軽減税率制度 

（２）適正・公平な税務行政の推進 

・税務行政の運営の考え方 

・調査において重点的に取り組んでいる事項 

・富裕層に対する適正課税の取り組み 

・記帳・帳簿等の保存制度 

・無申告事案への対応 

・高度情報化への対応 

・国際的な取引への対応 

（３）納税環境の整備 

・e-Tax（国税電子申告・納税システム）の概要 

・e-Taxのメリット 

・個人納税者に係る e-Tax 利用のイメージ 

・ID/パスワード方式を利用した所得税申告の流れ 

・ダイレクト納付 

（１）租税の現状 

税の分類１

税の分類２
税収の推移 

～項目別税収の推移グラフ～ 

署 長



適用開始日 平成９年４月１日 平成26年４月１日 平成31年 10月１日

消 費 税 率

（内訳：国＋地方）

５．０％

（4.0％ ＋1.0％）

８．０％

（6.3％ ＋1.7％）

標準税率 １０．０％

（7.8％ ＋ 2.2％）

軽減税率  ８．０％

（6.24％ ＋ 1.76％）

消費税の軽減税率制度 
～軽減税率の対象品目等～ 

2.適正・公平な税務行政の推進
税務行政の運営の考え方 

調査において重点的に 

取り組んでいる事項

富裕層に対する適正課税の 

取り組み
記帳・帳簿等の保存制度

無申告事案への対応

消費税率の引上げ

消費税の軽減税率制度

消費税率の引上げに伴う低所得者対策として、平成31年10月に

消費税の軽減税率制度が実施されます。



高度情報化への対応 
～電子商取引に対する取り組み～

国際的な取引への対応 
「国際戦略トータルプラン」に基づく取組方針 

納税環境の整備 
e-Tax（国税電子申告・納税システム）の概要

e-Tax のメリット 

個人納税者に係る e-Tax 利用のイメージ
（2019年１月以降）

ダイレクト納付 

ID/パスワード方式を利用した所得税申告

の流れ（2019年1月以降）

出典：国税庁ホームページより 資料から抜粋して作成しました

https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/irasutodemiru.htm



Sunday Monday  Tuesday    Wednesday  Thursday  Friday  Saturday
11/25  ２６

◆南ＲＣ 

『公式訪問事前訪問』

第四分区ガバナー補佐 

久住 勲夫 様 

２７ 
◆北ＲＣ 

『公式訪問事前訪問』

第四分区ガバナー補佐 

久住 勲夫 様 

２８ 
◆三条ＲＣ 

『公式訪問事前訪問』

第四分区ガバナー補佐 

久住 勲夫 様 

２９ 
◆東ＲＣ 

「年次総会」 

遠藤 和秀 会長 

３０ 12/1 

２ ３
◆南ＲＣ 

「年次総会」 

田代徳太郎 会長

4 
◆北ＲＣ 

『ガバナー公式訪問』 

※記帳ができます 

5 
◆三条ＲＣ 

「年次総会」 

松永  一義 会長 

６
◆東ＲＣ 

『ガバナー公式訪問』 

※記帳ができます

7 8 

９ １０ 
◆南ＲＣ 

『ガバナー公式訪問』

12：30～14：45

於:三条ロイヤルホテル

１１ 
◆北ＲＣ 

「年次総会」

高橋  研一 会長 

１２ 
◆三条ＲＣ 

『ガバナー公式訪問』 

※記帳ができます

１３ 
◆東ＲＣ 

「社会奉仕事業 

クリスマス慰問」
於:グッデイいきいき 

サポートセンター

※記帳ができます

１４ １５ 

１６ １7 
◆南ＲＣ 

「忘年家族会」

18：30～ 

於:ジオ・ワールドVIP

１８ 
◆北ＲＣ 
「クリスマス 

パーティー」 

於:餞心亭おゝ乃

※記帳ができます

１９ 
◆三条ＲＣ 

「忘年家族会」 
於:ジオ・ワールドVIP

※記帳ができます

２０ 
◆東ＲＣ 

「クリスマス家族例会」
於:0256bistro&meats

※記帳ができます

２１ ２２ 

23 天皇誕生日 ２４ 振替休日 
◆南ＲＣ 

休 会

※通常例会はございません

２５ 
◆北ＲＣ 

会員卓話 

山中 正 会員 

２６ 
◆三条ＲＣ 

休 会 

※記帳ができます

２７ 
◆東ＲＣ 

休 会 

※記帳ができます

2018.11.19

＊近隣RC例会変更のお知らせ 　記帳場所

●加茂RC 12月20日（木）クリスマス家族忘年会 加茂産業会館　２F

●燕　RC 12月13日（木）振替 27日（木）振替 燕三条ワシントンホテル

●吉田RC 12月14日（金）振替 燕市吉田公民館窓口  ※10時～15時 No.2294 No.16


