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◆点  鐘  12：30

◆体  操  自律神経強化体操

◆Ｒ  Ｓ  別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱  歌  通りゃんせ

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ  「天満敦子の望郷のバラード」から

ベートーベン・メヌエット長調

ゴセック・ガボット

ブラームス・ハンガリア舞曲 他

◆ゲ ス ト  上園博幸氏（別府税務署長）

フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）

◆ビジター  宮本 洋（福井西ＲＣ）

高宮伸雄（別府北ＲＣ）

会長の時間 会長 平野 英壽

 今日は税を考える週間が11月11日～17日まで

の期間開催されるという事で、別府税務署の上園

博幸署長さんにお越し頂いていますので、会長の

時間は、今日は割愛させて頂きます。

 我々は税を知れば知る程、頭が痛くなります。

今日は署長さんの卓話の時間をたっぷり取りたい

と思いますので、どうか署長さん、あまり頭の痛

くならない税のお話をお願いしたいと思います。

幹事報告 幹事 亀井  孝

―ロータリー財団月間―

１．本日の卓話

『税務行政の課題への主な取組状況について』

別府税務署 署長 上園 博幸氏

２．本日のゲスト

上
うえぞの

園 博
ひろゆき

幸氏（別府税務署 署長）

フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）

◆出席報告       委員長 中島　澄人
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３．ＲＩ第2720地区『2008－2009年度地区大会』

開催のお知らせ

平成21年２月６日（金）大会前日

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 18:30～20:30

《会 場》ホテル日航熊本

《会 費》12,000円

平成21年２月７日（土）地区大会

会長・幹事・ガバナー補佐会議８：30～

本会議10：00～ ・記念講演13：00～

《会 場》グランメッセ熊本

《登録料》会員：8,000円／ご家族：5,000円

希望交流会 18：30～20：30

《会 場》 ホテル日航熊本 

《会 費》会員／ご家族：8,000円

平成21年２月８日（日）エクスカーション

熊本城「本丸御殿」９:30～

登録締切 12月20日（土）

４．（財）日母おぎゃー献金基金より大分県産婦人科医

師会を通じて「日母おぎゃー献金基金」協力への

感謝状が届きましたので、本日ご披露いたします。

５．本日、例会終了後、「第２回臨時理事・役員会」

を開催いたします。関係の方は、ご出席をお

願い致します。

６．第５回定例理事・役員会報告

（平成20年11月４日（火）13：40～トキハ別府店 例会場 ７名）

審議事項

１）ＲＩ2720地区2009-2010年度地区委員会

委員選出の件 ※承認

２）例会変更の件。※承認

①忘年会

日時 平成20年12月16日（火）18：30～

場所 ホテル山水館

会費 10,000円

②定款休会

・平成20年12月30日（火）

・平成21年１月６日（火）

③新年家族会（※例会前に「第７回定例理事

・役員会」を開催致します。）

日時 平成21年１月13日（火）18：30～

場所 割烹旅館ゆめさき

会費 会員9,000円／ご夫人5,000円／

   ご家族3,000円

※会費は、出欠にかかわらず全会員徴収

※プレゼント交換 1,000円程度

３）11月・12月例会予定の確認

 11月４日 「Ｒ財団に因んで」髙宮勝美会員

 11日 「税務行政の課題への主な取り組み状況について」

  別府税務署 署長上園博幸氏

 18日 「会員卓話」中島澄人会員

 25日 「会員卓話」森 宗明会員

 12月２日 「会員卓話」木村きぬゑ会員

 ９日 「年次総会」

 16日 「忘年会」

 23日 「法定休日」

 30日 「定款第５条第１節（Ｃ）に基づき休会」

７．例会変更のお知らせ

大分キャピタルＲＣ 11月19日（水）の例会は、佳肴

例会の為、同日18：30～壷中の

天地時間・場所変更

別府ＲＣ 11月21日（金）の例会は、シニ

アとの夕べの為 同日18：30～

つるみ荘に時間・場所変更

中津中央ＲＣ 11月25日（火）の例会は、100万

ドルの食事の為 同日12：30～

中津商工会議所へ場所変更

大分城西ＲＣ 11月26日（水）の例会は、野外

家族例会の為 11月30日（日）

臼杵に日時・場所変更

大分東ＲＣ 11月27日（木）の例会は、夜例

会の為 同日18：30～欧風料理

ウエダに時間・場所変更

宇佐ＲＣ 11月27日（木）の例会は、ガバナー

公式訪問２クラブ合同例会の為 

同日12：30～かんぽの郷宇佐に

場所変更

大分南ＲＣ 11月28日（金）の例会は、職場

訪問例会の為 同日12：30～第

一生命に場所変更

８．次週の予定

「会員卓話」中島澄人会員

「会員コラム」椛田健治会員

９．本日の回覧

①くにさきＲＣ 週報

10．本日の配布

①週報 No.934

宮本 洋氏
（福井西ＲＣ）



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

E-mail:info@beppu4rc.jp

スマイルボックス 委員長 後藤  隆

○平野会長

 今日は上園署長さん、ようこそ。税が楽しく

払えるお話を期待しています。

 又、福井よりお越しの宮本さん、今日は別府

中央ＲＣを楽しんで帰って下さい。又別府へお

帰りの折はお寄り下さい。

○近藤会員

 先週、久しぶりにホーム例会を欠席したの

で、メイキャップに行こうと思っていたところ、

ソフトボール大会出席でメイキャップになって

いますと事務局に言われました。足腰痛めて頑

張ったご褒美でした。

○亀井会員

 会員の皆様、国民の義務は何ですか？ それ

は“納税”です!!

 河村先生によ～く習って“しんし”に納税を

しましょう。

○後藤（隆）会員

 早退します。お詫びしてスマイル。

○森会員

 「なしか」の吉田寛氏の話を聞きました。ど

うしても忘れられない「なしか」をご披露。

 夫婦で高崎山に行った時のこと。メスザルが

ご主人の目を見つめて、まんじりともしない。

ご主人が「あのメスザルはわしを好いちょんご

たる」と言うと、奥方がいわく「あんたん気持

はどうなんかえ」。なしか!!

○森園会員

 先週は結婚記念日にお花をありがとうござい

ました。結婚して11年、早いものだなぁーと

思いながら、私の誕生日もかねて、結婚前の思

い出の場所に行ってきました。来年も行けるよ

うに夫婦仲良く頑張ります。

○大野会員

 別府税務署長さん、本日はようこそおいでに

なりました。

○赤嶺会員

 上園別府税務署長様、お忙しい中、中央ＲＣ

にお越し下さり、ありがとうございます。本日

の卓話、しっかり聞いて勉強します。そして又、

遠方より宮本様ようこそおいで下さいました。

ごゆっくりお過ごし下さい。

○梅津会員

 本日は別府税務署長 上園様、ゲストのフィ

ン・フォン・ミンさん、遠方よりのビジターの

方々、ようこそいらっしゃいました。上園様の

卓話を聞いて勉強させていただきます。

 スマイルさせていただきます。

○河村会員

 上園署長さん、ようこそ我が中央ロータリー

クラブへ。本日は卓話を楽しみにしております。

 また、宮本さん、福井県からようこそいらっ

しゃいました。どうぞ楽しんで下さい。

○大島会員

 別府税務署署長の上園様、ようそこお越し下

さいました。私の夢は利益を沢山だして、税金

を沢山納めることです。頑張ります。

○村津会員

 別府税務署、上園署長さん、本日は卓話をあ

りがとうございます。

 別府出身の宮本様、亀川小学校から北部中学

校を昭和32年に御卒業の由、承りました。福

井からようこそ。また里帰りの節は、是非、この

例会場にお越し下さい。ありがとうございます。

○鳴海会員

 去る11月９日に開催された別府市医師会創

立90周年記念式典において、当クリニックの

従業員の５名全員が永年勤続従業員（１名は

20年以上、４名は10年以上）として表彰され

ました。ご苦労に感謝してスマイル致します。

卓  話

税務行政の課題への主な取組状況について（要旨）

別府税務署長 上園博幸氏

 本日は、税務行政の課

題への主な取組状況につい

て、お話したいと思います。

 まず、大きなテーマのひ

とつであります「ＩＴを利

用した申告・納税の推進」

についてであります。

 国税庁では、申告納税制

度が円滑に機能するように、国税電子申告・納税

システム（通称ｅ－Ｔａｘ）や国税庁ホームペー

ジの「確定申告書等作成コーナー」などＩＴを活

用した申告・納税を推進することにより、納税者

の利便性の向上を図っています。

 ｅ－Ｔａｘですが、これは、これまで書面で
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中化などの施策を進めており、行政コストの削減

を図っています。

 内部事務の一元化とは、窓口事務をはじめ税務署

の部署別に行っている内部事務について、部署や税

目といった垣根を取り払い、同種の事務を統合して

一つの部署で具体的に処理することをいいます。

 例えば、現在、納税証明書を請求するときは、

その種類に応じ各部門に請求書を提出し、それぞ

れの窓口で交付を受けていますが、内部事務の一

元化により、これらの請求等が一つの窓口で行え

るようになります。

 納税証明書の請求のほか、申告書・申請書など

の受付、税金の納付、税に関する一般的な相談に

ついて、一つの窓口で対応することとなりますの

で、納税者の利便性が高まることが期待されます。

 この内部事務の一元化は、現在、全国61の税

務署で試行を実施中ですが、来年の夏頃には全国

の全税務署で実施予定となっています。

 次に、税務相談の集中化についてでありますが、

これまで国税局税務相談室や税務署がそれぞれ個

別に対応していた電話相談について、本年11月

４日から国税局電話相談センターで集中的に対応

することとなりました。

 電話相談センターには、各種税法に精通した税

務相談官が配置されており、均一で、質の高い、

迅速なサービスを提供することができ、納税者の

利便性の向上が図られるものと考えられています。

 また、電話では対応が難しい複雑で個別の事実

確認が必要な相談は、管轄の税務署で予約の上、

面接により対応することとなっています。

 終わりに、国税庁においてはホームページを中

心に広報活動を実施しており、平成19年度のア

クセス件数は、約１億１千万件となっております。

ｅ－Ｔａｘと併せて、是非、御利用いただきます

ようお願い申し上げます。

行われていた所得税、法人税、消費税などの申告

や法定調書の提出、青色申告の承認申請、納税地

の異動届出などの各種手続きについて、インター

ネットを通じて行うものです。

 また、納税についても、全税目についてペイジー

対応のインターネットバンキングやＡＴＭなどを

利用して行うことができます。

 ｅ－Ｔａｘを利用することにより、税務署や金融

機関の窓口に赴くことなく、自宅やオフィス等から

申告や納税などの手続きを行うことが可能となり、

更に、ｅ－Ｔａｘに対応した納税・会計ソフトを利

用すると、会計処理や申告などのデータ作成から提

出までの一連の作業を電子的に行えるため、事務

の省力化やペーパーレス化につながります。

 なお、ｅ－Ｔａｘを利用して平成20年分の所

得税の申告をすると、①最高5,000円の税額控除、

②第三者作成添付書類の提出省略、③還付申告の

早期処理などの特典があります。

 詳しくは、ｅ－Ｔａｘのホームページを御覧い

ただきたいと思います。

 次に、「確定申告書等作成コーナー」について

であります。

 このコーナーでは、パソコンの画面上に示され

た手順に従って入力すれば、所得金額や税額など

が自動計算され、所得税、個人の消費税、贈与税

の申告書や青色申告決算書などを作成することが

できます。

 更に、贈与税を除き、当コーナーからは作成し

たデータを直接ｅ－Ｔａｘを利用して電子申告を

することができ、また、プリンターを使って申告

書などを印刷すると、そのまま転送などにより提

出することもできます。

 次のテーマは、「事務の簡素化・効率化の推進」

についてであります。

 具体的には、内部事務の一元化、税務相談の集

60の坂と70の坂
 「人生50年」と言われた時代は、人夫々の健康
管理より、戦争や災害から身を守る事の方が関心
事であった。
 ありがたい事に、日本では平和が60年以上も
続き、「人生80年」の時代到来である。免疫力の
衰える年令まで生かされるのであるから、「心身
共に元気」には工夫が要る。
 足腰の衰えは如何ともし難い。因に、私のゴ
ルフのスコアを見ると、50才代はグロス80台、
60才代はグロス90台、70才の坂を越える頃から

100台超である。
 今、２箇月毎に血液検査でチェックをしている
が、心臓、腎臓、肝臓、共に健全。血糖値100、
血圧は上120、下60である。
 但し、50才代に１工夫、60才代には３工夫、
70才の坂を越す前頃から５工夫、80才の坂を目
前にした今は18工夫を毎日精進して、体内をコ
ントロール中。
 ただ一度の人生です。大切に生きたいと思いま
す。
 次回は、椛田健治会員です。

会員コラム 村津 忠久


