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2018 年２月 20 日（晴れ）第 31 回例会

点
鐘
田嶋（章）会長
司
会
副ＳＡＡ 吉田会員
◇ロータリーソング「我等の生業」
◇本日のランチ
小付 刺身 サーモンピカタ風 香の物
御飯 デザート

ビジター紹介
◇宇都宮税務署 署長

列席 91 名

出席率 82.57%

委員会報告

汁

五味渕会長エレクト
野原 英明 様（卓話講師）

会長挨拶
田嶋（章）会長
皆 さ ん、 こ ん に ち は。 去 る ２ 月 18 日 に 宇 商
マーキュリーインターアクトクラブの認証状伝
達式が宇商で行なわれました。県の教育委員会
学校教育課長の中村様、ガバナー、パストガバ
ナー、地区の各委員長、県内のインターアクト
クラブのメンバー等、総勢 130 名の方々にお集ま
りいただき、盛大に開催されました。インター
アクトの本格的な活動はこれからですが、東Ｒ
Ｃ に は ロ ー タ ー ア ク ト ク ラ ブ も あ り ま す の で、
連携を取りながら出来るような形を構築出来れ
ばと考えておりますので、皆様のご協力をお願
いいたします。本日は、宇都宮税務署長の野原
様に卓話を頂戴いたします。宜しくお願いいた
します。

幹事報告

会員数 123 名

片嶋幹事

◇地区より ２／６（現地時間）発生した台湾東
部地震災害義援金のお願い
募金箱を回しますのでよろしくお願いします。
◇２月 24 日（土）第３グループＩＭの開催。
◇２月 27 日（火）例会はＩＭの振替休会。

◇親睦委員会
松山副委員長
＜誕生祝い・２月＞
会員誕生
飯泉 修一、石塚 増男、川村 壽文、
菊地 憲寿、丸田 勝美、荻原 耕三、
鈴木 郁夫、床井 光雄、塚田 宗雄、
薄井
晃、若井
勲 各会員
夫人誕生
冨貴塚眞人、船田
元、片山 幸志、
大木八千雄、大沢 俊夫、佐々木 正、
田嶋 章夫、武井
勉、若井
勲、
渡邊 和裕 各会員の奥様
◇出席委員会
山本副委員長
＜皆出席表彰・１月分＞
連続 28 年 豊田 悦孝会員
通算 18 年 田崎 信孝会員
通算 ６年 旭
英幸会員
連続 ５年 佐々木貞雄会員
連続 ３年 田原
聖会員
連続 ２年 谷田部 修会員
◇姉妹クラブ委員会
冨貴塚委員長
４月 10 日の台湾 鳳山西區扶輪社をお迎えす
るための打ち合わせのお知らせ
２月 27 日（火）18 時 30 分～イタヤ 地下会議
室にて
※関係者にはＦＡＸ致します。
◇青少年奉仕委員会
辻会員
小林（正）委員長が出張のため、ことづかっ
て参りました。「宇商マーキュリーインターア
クトクラブの認証状伝達式にはご協力頂きま
してありがとうございました。」とのことで
す。2017 年６月 30 日に国際ロータリーのジョ
ンＦ・ジャーム会長のサインが入った認証状を
頂いてから、大変時間がかかってしまいました

が、一昨日、無事にお渡しすることが出来まし
た。県内 17 のインターアクトクラブがござい
ます。市内では７番目のインターアクトクラブ
になります。奉仕活動に対する大変なチャンス
でもありますので、皆様にもご参加いただきま
すよう、お願い致します。

卓

話

「国際課税の現状と今後」

宇都宮税務署 署長

②国外財産調書の活用
２年ほど前に出来た制度で、５千万円超の国外
財産の把握が出来ます。
③財産債務調書の活用
３億円以上の財産、又は１億円以上の有価証券
の把握（所得２千万円超の者）が出来ます。
④租税条約等に基づく情報交換
海外と日本国の間で約 70 の条約が結ばれてお
り、それに基づいて取引の実態、配当や不動産
所得等に関する情報の収集、交換がされます。
行政による情報交換、自発的な情報交換、自動
的な情報交換の３つの類型があります。
⑤ＣＲＳによる金融口座情報の自動的交換
非居住者の金融口座関係について情報交換をす
る制度です。
⑥多国籍企業情報の報告制度の創設

野原 英明 様

本日は、最近著しく進展する経済のグローバル
化、国際化に対して、国税組織としてどのように
取組んでいるか、昨年 12 月に国税庁で国際戦略
トータルプランがリニューアルされましたので、
それを踏まえてお話させていただきます。
―資料「国際課税の現状と今後」から説明―
国際化の現状について表があります。2005 年
と 比 較 し て 2016 年 は、 家 計 か ら の 海 外 投 資 は
1.47 倍の 7.5 兆円の増加、海外現地法人企業の数
は 1.59 倍の１万社の増加、国外送金等調書の提
出も 1997 年から大幅な増加となっており、海外
とのお金のやり取り、企業の進出が非常に進んで
いることがわかります。こうした中で昨今、「パ
ラダイス文書」や「パナマ文書」が出ており、租
税回避などの問題が取り沙汰されており、国税組
織全体でしっかりと取組んでいかなければなりま
せん。そうした取り組みをまとめたのが１頁目で
す。富裕層・海外取引のある企業において、海外
への資産隠し、国外で設立した法人を利用した国
際的租税回避、各国の租税・租税条約の違いを悪
用した租税回避などの行為がされた場合、主に３
つの体制を組んで、適切に対処しています。
１．情報リソースの充実 情報の収集・活用でき
る体制。
①国外送金等調書の活用
誰がいつ、どれだけ、どこの国に送金、受金し
たかわかるようになっています。

２．調査マンパワーの充実 調査或いは海外取引
等に対する管理体制
①国税庁国際課税企画官
国際課税の司令塔として設置。
②重点管理富裕層ＰＴ
チームを作って重点的に国際取引についての分
析、課税のあり方を協議。
③国税局統括国税実査官・国際調査課
国際担当の部署に人を増やし、目的を明確化し
て中身を充実させる。
④国税局・税務署国際税務専門官
国際税務に関する専門官、専門の付職員を配置。
⑤国際課税関係の体制整備
専門官、専門の付職員の増員を要求。
３．グローバルネットワークの強化 国際間の
ネットワークの強化体制
徴収共助制度というのがあり、海外に財産を隠
匿していた場合、差し押さえに行けませんでした
が、海外の税務当局にお願いし、差し押さえて売
却して貰い、そのお金を日本に送って貰うことが
できるようになりました。また、国際合同タスク
フォース（JITSIC）というのがあり、情報共有と
協働でいろいろなことに取組む組織付けが出来上
がっています。これまでなかなか海外には手がつ
けづらかったのですが、これからは手をつけやす
くなると思います。そういう意味で課税の公平が
保たれつつあると思っています。
次頁からは、具体的な調査事例として 14 ほど
記載していますので、幾つか簡単に説明します。
＜事例４＞
一昨年、昨年、今年と大変多くの海外からのお
客様が観光等で日本に来ています。中間業者、斡
旋業者が海外や日本の企業から仲介手数料を一杯
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貰っていますが、ほとんど経費がかからないため
大変な税金になります。そこで、海外の添乗員に
対して手数料を払ったと言って経費を水増しして
いましたが、情報交換制度でバレてしまいました。
＜事例７＞
外国の情報交換資料により、調査法人Ａの代表
者のＢがＸ国に預金口座を持っているという情報
が外国の税務当局から入りました。それに基づい
て調査を行ったところ、その預金口座にはＹ国法
人からのコンサルティング報酬の振込先として利
用していたものの報酬について申告を行っていな
いことがわかりました。
昨今はこうした情報に基づき、かなり確率性の
高い税務調査が出来てきたという状況です。
以上が国際取引についての話でしたが、最後に、

政府全体で問題視している事項として、人口、雇
用、ＡＩの問題について資料をお配り致しました。
人口については、これから、ますます働き盛りの
層が少なくなってくる、そこをどうしたら良いの
か。雇用の未来については、外国人労働者の数が
非常に伸びており、日本人の雇用、外国人の雇用、
税金も絡んできますので、どう対処していくのか、
これからの課題として考えていかなければなりま
せん。またＡＩの活用、ロボット化によって、雇
用形態もかなり変わってくるかと思います。場合
によっては、ＡＩにとって代わられて我々の仕事
が無くなってくる可能性もあるかもしれません。
以上、これからの課題ということでまとめさせて
いただきました。

優良警察官及び職員へ『ロータリークラブ賞』を贈呈
平成30年２月６日（火）15時より宇都宮東警察署優良警察官及び職員様へ『ロータリークラブ
賞』の贈呈式を宇都宮東警察署署長室にて山口署長と他幹部様ご列席のもと執り行ってまいりまし
た。当クラブからは菊地正幸副会長、片嶋幹事、末永会員、中村の４名が参列し、表彰者５名に対
し菊地副会長より賞状と記念品の贈呈、ご挨拶をさせていただきました。
今回の表彰者は永年のご努力に報いたいという山口署長のご希望を受け、本年退官される警察官
である黒河内正直様、鈴木秀伸様、八木澤健二様、布川勝陸様、そして栃木県交通安全協会職員の
加藤加奈子様に贈呈させていただきました。菊地副会長からは、永年の宇都宮市の安全へのご努力
に感謝を申し上げると共に退官後もご健康で末永く地域の「お巡りさ
ん」としてご尽力頂きたいとお話しいただきました。その後、山口署
長より表彰者の皆様を交えて茶話会をご用意いただきました。参列メ
ンバー全員で感謝の気持ちをお伝えすると共に懇親をさせていただき
ました。

クラブプログラム委員長：中村明 記
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