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例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年１１月２２日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５１名  ホームクラブ出席者６４．５６％ 

会長報告会長報告会長報告会長報告    

ガバナー     中野 均 

本日の本日の本日の本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    

こんにちは 

初冬を感じさせられる雲行きに

なってまいりました。 

本日市役所の佐々木さん山本さ

んが、ねんりんピック和歌山大会

にて、名産物の無料配布のお礼

にお越しくださいました。 

卓話で和歌山税務署副所長、森

田太様がおみえです。 

後ほど よろしくお願いいたします。 

さて先週の土曜、日曜日と二日間、名古屋に秋の親睦家

族旅行に行ってまいりました。 

ちょっと体調を崩された方もおられましたが、無事復調され

ました。 

そして車中、和やかにガイドさんの絶妙な弁舌で、皆を楽

しませてくれました。 

名古屋のディナーのメニューの逸品で「ひつまぶし」があり

ました。「ひつ」はおひつのひつで、まぶしは、かき混ぜると

いう意味合いで、初めて知りました。 

次にＪＲ東海の列車展示館を視察しました。 

室内には初代の汽車から、蒸気機関車、電車、新幹線、そ

して数年後に開通するリニアモーターカーの展示と体験

シュミレーションがありました。 

汽車を見ていると、小学生の頃は、和歌山線、紀勢本線は

汽車が主流で、トンネルに入ると「スス」がはいるので、窓は

締めよ、とよく親から言われました。 

それから半世紀以上経ち、新幹線からリニアモーターカー

の時代へ、初速はタイヤ運行し、次第にスピードアップ、超

電導で浮き上がり、時速500ｋとなり、東京大阪間を、わず

か1時間で走行します。つまり次世代の乗り物は二次元の

移動を超スピードでアクセスする方法と、さらに、ドローンの

進歩で3次元の空間を自由に自動運転で移動するという、

近未来の移動手段の構図が、現実的になっていくことを予

感しました。 

参加されました会員の皆さま方、お疲れ様でした。 

そして岩井親睦委員長をはじめ、委員の方々の企画から

はじまり、見積、そして様々な「気配り」「心配り」「感配り」の

御配慮、有難うございました。 

また12月に今年度のフィナーレを飾るクリスマス家族会で、

再度皆さま方のご活躍をよろしくお願いいたします。 

 いよいよロータリークラブ活動の上半期も佳境に入ってき

ました。 

12月6日定時総会で、次年度理事役員、副会長が示され

ます。 

是非皆様方全員の御出席をお願いします。 

初冬の旬の食べ物   魚は油が乗っていることが条件 

１２～翌２月頃までの「寒サバ」、野菜は「だいこん」をお勧

めします。おでん、みそ汁、おろしで食べると最高に美味し

いです。。 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

①岩井委員長をはじめ親睦活動委員

会のみなさん家族旅行お疲れ様でし

た。また、参加された会員の皆さんあ

りがとうございました。 

②次週11月29日（金）の例会は、クラ

ブ定款第8条第1節の規定に基づき理

事会の決定を経て休会と致します。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

    

                                ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

 

 

前嶋君・・・楽しい食事の最中に、会員のみな様に心配  

      御迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。 

      今西先生、岩井先生 大変お世話になりありがと 

      うございました。すっかり快復しております。 

前窪君・・・山田先生の形見のチークタイ頂いて！！ 

       越部SAAガンバッテ！！ 

藤岡君・・・親睦旅行楽しかったです。 

       集合写真をいただきました。 

山田（昭）君・・・バス旅行参加出来ずにすみません。 

          山本会員 大根ありがとうございます。 

山田守君・・・秋の名古屋 親睦旅行楽しかったです。 

岩本君・・・出席ニコニコです。 

野村君・・・ちょっと良い事があって！！ 

野村君・・・楠部会員から写真をいただいて！！ 

親睦活動委員会・・・秋の親睦家族旅行43名と多数ご参加 

      頂きありがとうございました。12/22（日）のクリス 

      マス家族例会もよろしくお願い申し上げます。 

親睦活動委員会 岩井雅之委員長 

11月16日(土)17日(日)参加者43名で

名古屋に秋の親睦家族旅行に行っ

て参りました。詳細は会長報告をご

覧下さい。思い出と体重をお土産に

無事に終えることができました。多数

ご参加頂きましたこと、予算内に収めることができましたこと

を、この場をお借りして感謝申し上げます。 

卓卓卓卓    話話話話 

「審判所って「審判所って「審判所って「審判所って    

    どんなところ？」どんなところ？」どんなところ？」どんなところ？」    
和歌山税務署和歌山税務署和歌山税務署和歌山税務署    

    副署長副署長副署長副署長    

        森田森田森田森田    太太太太    様様様様    
 

私は和歌山税務署の副署長になる前は、東京国税不服

審判所というところで勤務しておりました。今日は、直前に

勤務していた国税不服審判所について、お話をさせてい

ただきます。 
 

国税不服審判所は昭和45年５月１日に設立されておりま

すので、来年の５月１日で50周年を迎えます。来年の９月

には、東京でシンポジウムも開かれますので、機会があれ

ばお立ち寄りください。 
 

（審判所の使命） 

  「国税不服審判所は、設立以来一貫して、税務行政部内

における公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事

件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図る

とともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使

命」としております。 
 

(審判所の特色) 

審判所の特色は、「争点主義的運営」で皆さんと税務署

の双方から事実関係や主張を聞いて、調査・審理を行いま

す。また、「裁決は行政部内の最終判断」となるため、税務

署長等は、裁決の内容を不服として訴訟を提起することは

できません。 

なお、「公正な審理」として、国税不服審判所長や東京

支部、大阪支部の長である主席国税審判官などの主要な

役職に裁判官や検察官の職にあった者を任用しておりま

す。さらに、国税審判官には、弁護士や税理士、公認会計

士などの職にあった民間の専門家も任用しており、合議体

を構成する国税審判官の半数程度がこうした民間の専門

家出身となっています。 
 

(不服申立制度の概要) 

国税当局が行った処分に不服がある場合には、不服申立

制度があり、これには、「審査請求」と「再調査の請求」を選

択できます。 
 

（まとめ） 

本日の卓話の内容をまとめますと次のとおりです。 

 審判所は、公正な審理のため、国税職員以外の弁護

士、税理士、公認会計士などの民専門家も任用しておりま

す。また、国税の処分に不服がある場合には、審査請求以

外にも「再調査の請求」という制度もありますので、ご検討

をお願いします。 

最後に、税務当局の調査内容に不服がある場合には、税

務当局が処分をする前に冷静になれば、不服申立てをせ

ずとも解決する可能性がありますので、よろしくお願いしま

す。 

③次々週１２月６日の例会はクラブ細則第６条第一節により

年次総会となりますので会員皆さまのご出席をお願い申し

上げます。 

④本日も受付に第34回チャリティミュージックの募金箱をお

かせていただいておりますのでご寄付のほどよろしくお願

いたします。 

⑤山田会員より亡き山田会員の遺品であるポケットチーフ

をいただいております。限定20枚ですのでご希望の方はお

声がけ下さい。  本日は以上です。 

先日行われましたねんりんピックのお礼に和歌山市スポー

ツ振興課の佐々木様、山本様がお越しになりました。 


