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会長挨拶：渋谷義徳会長  

皆さんこんにちは。 

2・8月は商売が暇な月と言われてい

ますが、業種によっては忙しい人も

いらっしゃるでしょうが、今週も例

会に出席いただきありがとうござい

ます。杉山幸英様、中條克俊様ようこそ三条北ロ

ータリークラブにお越しくださいました。 

ありがとうございます。 

本日の例会は、三条税務署 署長 廣瀬 隆様か

らお話をしていただきます。 

１年を２４に分けた二十四節気という季節を現

わす言葉があります。それによりますと、新暦で

2月 19日～3月 5日ごろまでを“雨水”と言って

います。降る雪が雨に変わり、積もっていた雪や

氷も解けて、植物の芽が顔を出す時期を意味して

います。当地でも、ようやく道路の雪も消えて、

時折、太陽が雲の合間から光を射し込むような穏

やかな日になりました。これから、三寒四温を繰

返して一段と春に近づくことでしょう。いくらか

気分も晴れやかになっています。 

さて、先週の例会で話したことですが、私に届い

たバレンタインチョコレートの数は孫娘からの

一個だけでした。これは例年のことですので、昨

年と変わったことはありませんでした。 

みなさんはいかがでしたか？何かの週刊誌で読

んだのですが“義理チョコ”に対して大企業の女

性社員からの対談で賛否いろいろの意見が出て 

いました。“義理”などといわず、“感謝”の心をこめて、職場や、友達、家族そして自分に贈って

もよいと思う。この手のイベントは楽しむことが大切です。そして楽しくできればそれでいいのだ

と思います。“義務チョコ”にならないように、ほどほどにすれば良いと思いますとまとめてありま

した。 

話は変わりますが、今まさに、ピョンチャン五輪開催真っ最中です。毎日熱戦が続いています。 

本日の行事：卓話 

「ふるさと納税制度について」 

◆本日の出席：６５名中３２名    

◆先々週の出席率：６５名中４６名 70.77％ 

          （前年同期 80.30％） 

 

◆本日のゲスト：三条税務署 

        署長 廣瀬 隆 様 

◆本日のビジター：三条ＲＣ 

 杉山幸英さん、中條克俊さん    

                

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ２月１４日三条ＲＣ 本間建雄美 

山崎 勲、高橋彰雄 

大野新吉、米山忠俊 

１５日加茂ＲＣ 岡田 健 

１５日三条東ＲＣ 田中耕太郎 

  岡田 健、山崎 勲、羽賀一真 

  早川瀧雄、米山忠俊、中條耕二 

  石川友意、樋口 勤 

   １７日ﾛｰﾀﾘｰ財団セミナー（新潟） 

高橋研一、佐藤秀一    

＊本日の配布書類等  

・週報№1489 

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ

　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」
　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　事務局：三条市本町3-5-25三条ロイヤルホテル内

　ＴＥＬ：0256-35-7160　　FAX：0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１８ ．２．２０      　　　　　　累計№１４９０ 　　当年№３１

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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日本人選手のメダル獲得数は過去最高の金２・銀５・銅３の合計 10個になりました。本県出身のフ

リースタイル女子小野塚彩那選手、スノーボード女子の藤森由香選手のメダル獲得が期待されてい

ます。皆さん！共に決勝戦の健闘を祈りましょうと挨拶をするつもりでしたが、今聞いた速報では、

小野塚彩那選手は 5位になり、残念な結果に終わったとのことです。この次の金メダル候補は女子

追い抜き戦「パシュート」です。初めて聞いた競技名ですが、NHKTVの特集番組を観ていますので、

大変関心をもっています。日本人選手の一層の活躍を祈って挨拶を終わります。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事 

・三条ローターアクトクラブより ３月第一例会のご案内 

     日時 3月 8日(木)19：30～21：00 会場 三条燕地域リサーチコア 4Ｆ 

・三条中央ライオンズクラブより 市内７クラブ現次期会長幹事会のご案内 

       日時 4月 13日(金)18:30～    会場 四季の宴 千翔 

・三条特別支援教育研究協議会より 「どんぐり」第４７週の送付について 

・三条市青少年健全育成ネットワークより 懇談会の開催について 

       日時 3月 7日(水) 午後 7時   会場 三条ものづくり学校 1階プレールーム 

・三条ＲＣより 次年度会長幹事会のご案内 

       日時 3月 15日(木)12：00～    会場 越前屋ホテル 

 

三条ＲＣ 川瀬年度ＰＥＴＳ実行委員長 杉山幸英様 

川瀬ガバナー年度のＰＥＴＳ実行委員長を仰せつかりました。 

日頃は色々おせわになっておりまして感謝申し上げます。 

3 月 24 日(土)ジオワールドＶＩＰで会長エレクトセミナー、５

月に地区研修協議会、その後、ゴルフ大会、地区大会と続きます。

本日はそのご支援ご協力のお願いにあがりました。また、北ＲＣ

からも各大会実行副委員長をお願いしておりますが、クラブのご

高配も宜しくお願い致します。重ねてではありますが皆様方のご支援ご協力宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２０日現在累計２５３,０００円＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２０日現在累計４２６,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

高橋 研一君 坂内委員に協力します。昨日月岡温泉、一緒に楽しんで来ました。又次回も近々楽

しみにしております。 

佐藤 秀一君 協力いたします。 

笹原 壯玄君   〃 

梨本 文也君   〃 

坂内 康男君 昨日、月岡温泉で一泊してきました。少しツヤがあると思います。いつも協

力頂きありがとうございます。 

 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２０日現在累計６３１,０００円＊＊＊＊＊＊ 

杉山幸英君（三条ＲＣ）会長エレクト研修セミナーのご案内とご支援、ご協力のお願いに伺いまし

た。宜しくお願い申し上げます。 

中條克俊君（三条Ｃ）本日はじめて三条北ロータリークラブ様の例会に参加させて頂きありがとう

ございます。来月に迫りました川瀬年度ＰＥＴＳのお願いに参りました。何卒よろ

しくお願い致します。 

渋谷 義徳君 三条税務署長 廣瀬 隆様、卓話有難うございます。宜しくお願い申し上げます。 
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米山 忠俊君 本日は三条税務署長 廣瀬 隆様ようこそお出で頂きました。卓話宜しくお願い致し

ます。三条ＲＣ杉山さん、中條さん本日はメークアップありがとうございます。 

石川 友意様 廣瀬署長の卓話に感謝して!! 

馬場直次郎君 三寒四温といいながら、漸く春が近づいてきたのか、まさしく春の淡雪かな？ 

森   宏君 昨年から確定申告はｅ-ｔａｘにしました。簡単で楽で、もっと早くやればよかった。 

岡田  健君 ＢＯＸに協力です 

落合 益夫君   〃 

外山 晴一君 スキーハーフパイプで小野塚彩那選手がメダルを取れなくて残念でした。 

石黒 隆夫君 三条税務署廣瀬様 本日は三条北ロータリークラブへようこそ。宜しくお願い致し

ます。三条クラブの杉山様、中條様ゆっくりしていって下さい。 

本間建雄美君 ニコニコＢＯＸにご協力ありがとうございます。以後もＢＯＸを宜しくお願い

します。私用で早退させて頂きます。 

羽賀 一真君 羽生結弦選手、小平奈緒選手の金メダルおめでとうございます！思わずもらい

泣きしちゃいました。新潟の平野歩夢選手も銀メダルおめでとうございます！

次こそ金メダルを期待します！ 

ごめんんさいＢＯＸ 

松山 浩仁君 先週、雪掻きに追われ３連休の後、曜日感覚が失われ例会日をすっかり忘れてしま

い、石川副ＳＡＡに大変ご迷惑をかけてしまいました。申し訳ございませんでした。 

 

本日の行事：卓話 「ふるさと納税制度について」 

三条税務署 署長 廣瀬 隆 様

本日は昨年に引き続き、

例会にお招きいただき

感謝申し上げます。 

皆様には日頃から税務

行政への深いご理解と

ご協力を賜っておりま

して厚くお礼申し上げ

ます。 

簡単な自己紹介をさせて頂きます。前任は関東

信越国税局特別整理部門で相続税滞納等の大口

滞納の整理を担当しておりました。三条税務署

は25年ぶり2回目の勤務で大変懐かしく思って

おります。 

税務署は今、確定申告の時期になりました。一

時は心配しましたが雪もどうにか落ち着き、今

年も 2 月 16 日～3 月 15 日リサーチコアで受付

を始めております。通常ですと初日は大変混み

合うのですが、今年は午前中はそこそこ来て頂

いたのですが、お昼頃からピタッと誰も来なく

なりました。 

先ほどからお話しが出ていますが、オリンピッ

ク男子のフィギアスケートの最中でした。 

羽生選手は金メダルで、ＪＯＣから報奨金（500

万円）が出るそうですが、以前は非課税ではあ

りませんでした。 

水泳の岩崎恭子さんが金メダルを取った時は中

学生でした。その時に報奨金に税金を掛けるの

かという話があって、現在は非課税所得となっ

ています。 

他に各団体によって額は異なるようですが、連

盟からお金が出るそうです。それは 300 万円ま

で非課税です。 

「ふるさと納税」 

テレビ番組などで、豪華な返礼品が紹介された

り、ふるさと納税のＷＥＢサイト会社が新ビジ

ネスとして着目されたりして、言葉はよく知ら

れていると思います。しかし本当に納税と呼ん

でいいのか、返礼品ってどこからお金が出てい

るのか、などその本質や実態についてはあまり

理解されていないのではないかと思い、本日お

話しさせて頂きます。 

平成 20 年 4 月から始まりました。平成 18 年 12

月に日本の都市部と地方の格差が問題化されて

きました。平成 19 年に地方で生まれ、都会で生

活している人に自分を育ててくれた地方に自分

の意思で納税できる制度があってもいいのでは

ないかという意見から制定されました。 

“ふるさと”とは一般的には自分を育ててくれ

た故郷とか、祖父母がいる処などだと思います。 

ふるさと納税と言われていますが「ふるさと」

についての定義はありません。したがって応援

したい自治体なら何処でもいい事になります。 

市県民税などは居住する地域となっていて一般

的には納税する地域は選べません。又税金は納
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税された住民の公共サービスに対して使われる

もので納税者個々が特定のサービスを受けるこ

とは想定していません。 

しかし「ふるさと納税」は返礼品というサービ

スが受けられる事になっています。一般的には

納税地が使途を指定はできないのですが自治体

が用意しているメニューから使途を選ぶことが

できる。以上から納税とはいい難い部分がある

と思います。 

「ふるさと納税」という法律用語は無く｢都道府

県市町村又は特別区に対する寄付金｣となって

います。本来、寄付は見返りを求めない無償の

金品の提供となっています。納付先の自治体か

ら返礼品を受け取ることが当たり前になってい

る現状では寄付と言えるかどうか、と言わざる

を得ない現状です。 

平成２７年度以降、寄付金の２０００円を超え

る部分は国税又は地方税から控除される。 

確定申告を要しない制度「ワンストップ特例制

度」ができ、個人が寄付しやすい環境もできて

きました。 

今は殆どがサイトからの寄付となっているよう

です。実質２０００円の負担でそれ以上の返礼

品の価値があればお得と言う事ですが、これは

寄付先の自治体は寄付を受けた額から返礼品の

コストを差し引いた額が収入となりますが、他

の自治体にふるさと納税すれば減ることになり

ます。寄付者の住所がある自治体は市町村税の

減収となり当然都道府県税も減収となります。

国は寄付金控除に係る所得税は減ります。 

又国は自治体の減収分に対して 75％補填する

ことになっています。 

東京２３区の人達が他自治体にふるさと納税を

していくと東京都は地方交付税は不交付団体で

すので国からの 75％は補填されません。東京都

は地方税が減ってきているという切実な問題に

なってます。 

返礼品に付いては、いろいろ問題もありました

が返礼品の生産等で助かっているという部分も

あります。 

長野県伊那市はパナソニック、オリンパスの工

場がありテレビやカメラを返礼品としています。

米沢市はＮＥＣの工場がありパソコンやタブレ

ットを返礼品としています。中には地場産業と

全く関係無い商品券、電子マネーを返礼品とし

ていた処もあります。過疎化を止めるために土

地を安く提供などを考えるとエスカレートして

きて大変だということで昨年４月に 30％程度

にする様にと話があり、返礼品をとりやめた市

町村もあります。その為に納税が減ったという

自治体もありました。その後、ある程度は自治

体に任せるという事になりました。 

実際に目的が達成できた処もあります。これか

ら少子高齢化、地方創生など問題がありますの

で、各自治体をＰＲする純粋な役割としては重

要な部分もあると思います。 

確定申告の時期ですので少しお話させて頂きま

す。 

医療費控除の領収証は個人で保存して頂き明細

書を作って添付して頂く、又は医療費通知書（医

療費のお知らせ）を添付して頂くことになりま

した。 

今年新しくセルフメディケーション制度ができ

ました。薬局で買った医薬品代金が医療費控除

の対象となりました。 

先ほどｅ-ｔａｘというお話しが出ていました

が、これをやって頂くにはマイナンバーカード、

カードリーダーが必要ということがネックにな

っています。 

今年から申告会場に来て頂いた方で本人確認が

取れた場合、ＩＤとパスワードを発行し、来年

以降はマイナンバーカードが無くても自分で申

告ができるということに取り組んでいます。 

三条市はマイナンバーカード発行率が低いので

すが、毎日ではないのですが市の職員の方がリ

サーチコアの申告会場に来て申請をして頂くこ

とができるという事にも取り組んでいます。 

今日はお時間を頂き、ご静聴有難うございまし

た。 
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日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３
三条東ＲＣ
社会奉仕ｾﾐﾅｰ報告

燕ＲＣ
ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ
加茂ＲＣ
外部卓話

吉田ＲＣ
卓話
長谷川慎悟会
員

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
三条南ＲＣ
卓話
ワンアジア(株)
代表取締役
王　裕晋 様

三条北ＲＣ
「水と衛生月間」
三条地域水道用
水企業団
事務局長
藤井勲様

三条ＲＣ
卓話
小林敏信会員

三条東ＲＣ
社会奉仕事業
燕ＲＣ
例会日変更
加茂ＲＣ
外部卓話

吉田ＲＣ
市内3ＲＣ合同
例会

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
三条南ＲＣ
「水と衛生月間」
(株)元気の水
代表取締役
鈴木智弘様

三条北ＲＣ
クラブフォーラム
担当
スマイルＢＯＸ

三条ＲＣ
ＰＥＴＳ準備

三条東ＲＣ
移動例会振替

燕ＲＣ
通常例会
加茂ＲＣ
外部卓話

吉田ＲＣ
卓話
長谷川日吉会
員

新会員セミ
ナー

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
三条南ＲＣ
卓話
三条市長
國定勇人様

三条北ＲＣ
移動例会
於：（株）ワイ・
イー・データ様

春分の日 三条東ＲＣ
休会
燕ＲＣ
外部卓話
加茂ＲＣ
夜例会

休会 エレクト研
修会

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１
休会 三条北ＲＣ

「エレクト研修報
告会」

三条ＲＣ
ＰＥＴＳ出席振り
替え

三条東ＲＣ
ＰＥＴＳ報告会

燕ＲＣ
例会日変更
加茂ＲＣ
外部卓話

吉田ＲＣ
各セミナー参
加報告会

　８日（木）三条東ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
　９日（金）吉田ＲＣ （燕市吉田産業会館）
１３日（火）分水ＲＣ （新潟大栄信用組合本店）
１５日（木）三条東ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
２０日（火）三条北ＲＣ （三条ロイヤルホテル）
２２日（木）加茂ＲＣ （加茂市産業センター）
２２日（木）三条東ＲＣ （三条ロイヤルホテル）

（記帳受付） ２６日（月）三条南ＲＣ （三条信用金庫本店）
２８日（水）三条ＲＣ （越前屋ホテル）
２９日（木）燕ＲＣ （燕三条ワシントンホテル）

川瀬年度
地区研修協議会 　　　　 　5月19日(土)
三条南ＲＣ50周年式典　 　6月16日（土)

★上記以外ＲＣ　火曜日　分水・田上あじさい　木曜日　見附・巻

３月の行事予定（第4分区内ＲＣ）


