
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
［第 3グループ内の例会日］  狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月) 
 

第 992回(5月 13日)例会の記録 
 

点 鐘     栗原憲司会長  
合 唱     国歌斉唱、奉仕の理想 
第２副ＳＡＡ  野口(留)君、沼崎君 
卓話講師    所沢税務署長 齋藤喜久雄様 
ビジター    米山記念奨学生 趙 恩恵さん 
 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
35名 31名 87.50％ 84.38％ 

 

  会長の時間       栗原(憲)会長 
新茶の季節になりました。

お茶屋の店先には新茶のの

ぼりが風にはためいて、緑

の茶畑によく映えています。

今年は味が濃く、それでい

てマイルドな感じがする狭

山茶らしい深みのあるお茶

が出来たと思っております。

皆さんご愛用して頂けたらと思います。 
狭山茶に関係したチラシがきましたので、ご紹

介させて頂きます。『狭山茶が世界の舞台へ進出し

ました』というチラシは、ダボス会議のことを主

にしてチラシを配り、狭山茶を宣伝するという趣

旨で出来たものです。『狭山新茶まつり』というチ

ラシは、4狭山市の狭山新茶と花いっぱいまつり(4
月 29日）、所沢市のところざわ新茶まつり(5月 1
日）、入間市の八十八夜新茶まつり(5月 2日）、埼
玉県の茶業研究所で5月31日に行われる狭山茶摘
み体験フェスタ 2014の案内のチラシです。 
少し話が変わりますが、4月 29日に埼玉県俳句
連盟の総会と俳句大会が行われ、その席上で｢第五

十三回 埼玉俳句賞」の授賞式が行われました。主
催は埼玉県俳句連盟、後援が朝日新聞・さいたま

総局でありますが、この受賞作の題名が｢狭山茶｣

で、作品は俳句 10句です。実はこの作者が私の妻
でありまして、私は俳句賞の担当副理事長をして

おりましたので、編集後記と選考経過を書かせて

頂きました。少しご紹介させて頂きます。 

第五十三回埼玉俳句賞の選考は、前年同様金子

兜太・猪俣千代子・落合水尾・佐藤一城・髙松文

月・松本旭・桑原三郎・森田公司・星野光二・山

﨑十生の十名の選者と配点方法で行った。応募作

品数は九十五編であった。昨年より十一編増加し

た。結社での募集記事の掲載、役員諸氏のご協力

の成果だと感謝申し上げる。しかし応募者数増加

に向けての努力は今後の課題であると考えている。 
今回の正賞は郷土色豊かな地場産業である狭山

茶を詠んだものである。体験を通しての表現は、

選者の共感を得たものと考えられる。 
準賞は四人である。四人受賞は久しぶりである

が、同点が四人に及んだ結果である。配列は受付

順にしてある。今回の準賞の四人の作風はそれぞ

れ個性的なのが特徴であると思う。佳作も六人の

内三人ずつが同点である。これも埼玉俳句賞が多

彩であり、また応募者個人のレベルが、それぞれ

拮抗しているという証であると思う。次回も応募

していただいて挑戦していただきたいと思う。 
最後に、準賞の方は、正賞受賞まで何回でも応募

は可能であることを付け加えておく次第である。 
（栗原 憲司記） 

【正賞】 
狭山茶          栗原 福江（狭山市） 
茶摘女のてのひらあをむ三葉摘み 

 茶 摘 籠 量 り て 一 喜 一 憂 す   
他８句 

 

 

 

 

◆新規米山奨学生 
 趙 恩恵(チョ ウンヘ)さん 
 (2014.4.1～2016.3.31までの 2年間) 
《 紹介 》 浜野貴子カウンセラー 
韓国からいらして頂いた、趙 恩恵さんです。東

京国際大学の 3年生で、日本には 4年前からいら
っしゃっているそうです。今は川越にお住まいで

す。前回は男性の奨学生でしたが、今回はすごく

可愛らしい女性の方ですので、皆さん温かくご指

導頂けたらと思います。宜しくお願い致します。 
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趙 恩恵さん挨拶 
皆さんこんにちは。私は韓

国から来ました、東京国際大

学・言語コミュニケーション

学部 3 年、趙 恩恵(チョ ウ
ンヘ)と申します。皆からは
ウンさんやウンヘと呼ばれ

ています。 
私は「ヒッポ」という日本

と韓国の交流活動で、10年前の小学校の頃に、初
めて日本にホームステイをしに来ました。その時

は、日本語は全く話せませんでしたが、ホームス

テイをしたことで日本の文化に触れることができ、

高校を卒業したら日本に留学をしようと思ってお

りました。 
私が初めて日本に来て一番驚いたことは、日本

の文化が続いていることです。日本で初めて祭り

に参加した時に、皆浴衣をきて踊ったり歌ったり

しているのを見て、このような文化が続いている

国があることを知り、母国にもこの文化を紹介、

伝えたいと思い、日本で勉強をして頑張りたいと

思いました。 
私は今、言語とコミュニケーション、英語コミ

ュニケーションを学んでおりますが、これから大

学院に進学をして、もっと言語学の勉強を続けて

いきたいと思っております。そして将来は大学教

授になることを目指しております。 
米山奨学生になって、大学では学べないことを、

皆さんと交流しながら学びたいと思います。これ

から宜しくお願い致します。 
 
 

  幹事報告                宮野幹事 
1. ガバンー月信 5月号について 
2. 次年度第 1回会員増強セミナーについて 
3. 米山記念学友会総会＆新規奨学生歓迎会開催
について 

4. 次年度地区運営費の補足説明について 
5. 高校生社会体験活動協力依頼について 
6. ポール･ハリス･ソサエティ入会の勧めについ
て 

7. 青少年を育てる市民会議総会及び第 1 回理事
会報告並びに第 2回理事会開催について 

8. 狭山市交通安全協議会総会開催について 
9. 例会変更 所沢ＲＣ 所沢東ＲＣ  

10. 受贈会報 飯能ＲＣ 所沢中央ＲＣ 
所沢ＲＣ 所沢東ＲＣ 

11. 回 覧 物  ハイライトよねやま 170号 
        尚寿会広報誌 91号 
       難民を助ける会ＡＡＲニュース 
 
 
 
 

「外来卓話」・・・・・・・ 
《 講師紹介 》      吉松孝吉会員 
今日は所沢税務署長の齋藤喜久雄様に卓話をお

願いしましたところ、快くお引き受け頂きまして、

誠にありがとうございます。 
消費税が上がったばかりで、色々と噂が錯綜し

ておりますが、掻い摘んでお話頂けるかと思いま

す。宜しくお願い致します。 
 
 
『データで見る所沢税務署の位置』 

所沢税務署長 齋藤喜久雄様 
 
【略歴】 
 昭和 47年 4月 関東信越国税局採用  
 平成 14年 7月 関東信越国税局 徴収部 訟務官 
平成 16年 7月 越谷税務署 副署長 
平成 18年 7月 関東信越国税局 監察官)
平成 19年 7月 東京国税局 主任監察官)
平成 21年 7月 竜ヶ崎税務署長 
平成 22年 7月 関東信越国税局 徴収部 機動課長 
平成 23年 7月 関東信越国税局 徴収部  

特別整理総括課長 
平成 24年 7月 熊谷税務署長 
平成 25年 7月 所沢税務署長 

 
 

 
今日は狭山中央ロータリークラブの 992回例会
にお招き頂きまして、ありがとうございます。例

会にあたりまして、所沢間税会の吉松会長から、

何か話をして欲しいとのお話を頂きました。30分
間頑張りたいと思いますので、宜しくお願い致し

ます。 
先ほど留学生の趙さんから素晴らしいご挨拶が

ございました。私は妻と二人で毎週日曜日 9 時か
ら、韓国の｢馬医(バイ)｣という番組を楽しみに見て
おります。 
今日は「データで見る所沢税務署の位置」とい

うことでお話をさせて頂きたいと思いますが、不

慣れなもので緊張しておりますが、宜しくお願い

致します。 
私は昨年の 7 月、熊谷税務署の所長から所沢税



務署に異動になり着任しております。所沢税務署

勤務は初めてで、少し緊張をしながら着任をした

ことを思い出しております。着任後関係団体の皆

様との色々な会議、打ち合わせ会、各種の行事等

に参加させて頂いておりまして、素晴らしい皆様

にお会いすることができ、非常に嬉しく思ってお

ります。また税務行政に対する、温かいご支援を

頂いております。お陰様でここまで順調にきてお

りまして、大変充実した毎日を過ごすことができ、

改めて感謝を申し上げたいと思います。 
今回お持ちした資料の

表紙は、私の田舎にある

｢将軍杉｣で、日本一大きい

杉だといわれております。

天然記念物に指定されて

おりまして、私が小学校 1
年生の時にここに遠足に

行きました。小学校 1年生
ですのでそんなに大きく

はありませんが、１周がだ

いたい 15~16 人の手を繋
いだくらいの、非常に大きな木です。最近では土

日に、C57 の SL 磐越物語号という蒸気機関車も
走っております。ぜひ機会がありましたら、お立

ち寄り頂ければと思います。新潟県の阿賀町とい

うところで、2 町 2 村が合併いたしまして、阿賀
町となりました。 
税務署は明治 29年 11月 1日に誕生しておりま

す。その時は全国で 520税務署があり、埼玉県は
浦和・川越・比企（現在の東松山）・熊谷・本庄・

大宮・忍・入曽・岩槻と 9 税務署ございました。
現在埼玉県は 15税務署ございます。所沢税務署は
昭和 47年７月 10日に川越税務署から分割となり
まして、41年経過しております。私が採用になっ
た頃の年ですが、私で 33代目の署長で、非常に若
い、署としては新しい税務署でございます。 
国税庁の使命は、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ことでご

ざいます。この使命を達成するために、国税庁は

財務省設置法第 19条に定められている任務、内国
税の適正かつ公平な課税および徴収の実現を図る

ということを、透明性と効率性に配慮しつつ、遂

行しているということでございます。この任務を

果ためすに広報活動や租税教育等、納税者が納税

義務を理解し、実行することを支援する活動(納税
者サービス)を行っており、また善良な納税者が課
税の不公平感を持つことのないように、納税義務

を適正に果たしていないと認められる納税者に対

しまして、的確な指導や調査を実施しております。

その他の任務といたしましては、酒類業の健全な

発達、税理士業務の適正な運用化ということがご

ざいます。 
私たちの職場の定期異動は、毎年 7月 10日に、

全国一斉に行われます。私たちの職場は、非常に

異動が多い職場と言われております。不正に繋が

らないようにという配慮もあるのかと思いますが、

毎年だいたい 30％の職員が異動することになっ
ております。所沢の定員 173名の 3割が異動する
ということでございまして、署長はだいたい 1~2
年で異動致します。3 年になる人はまずおりませ
ん。昨年の異動で、管内の税務署 63の内、異動せ
ず 2年目を迎えた署長は 3名だけという状況でご
ざいます。また税務署毎に定員が決まっており、

所沢税務署は 173名でございますが、所沢税務署
に 200名配属になるということはありえません。
この範囲の中でしか職員がいないということにな

ります。 
全国で一番大きいのは東京国税局で、全国の約

3 割を占めております。関東信越国税局は 5,182
ということで、局の職員を入れますと、6,169と、
だいたい 11.5%、関東信越国税局は 1 割局と言わ
れております。職員数も申告件数も徴収決定も 1
割ということで、1 割局と覚えておいて頂ければ
間違いないと思っております。 
埼玉県の定員数は浦和が一番多い署でございま

す。関東信越国税局は 63ございますが、その中で
一番大きい 243名の定員を抱えております。そし
て全国で一番大きいのは渋谷で、400 名を超える
職員がおります。2番目に多いのは川越の222名、
3 番目は新潟県の新潟税務署の 219 名、一番小さ
いのが長野県の木曽税務署、19名です。実は佐渡
も税務署がございまして、依然は相川税務署と言

いましたが、今では佐渡税務署と言っております。

離島で唯一、当局では税務署がある島で、20名位
の定員です。所沢署は管内 63税務署の上から数え
て 9番目の税務署でございます。 
徴収決定、扱う税金の金額ですが、一番は新潟

税務署の 1,925 億円、2 番目は、私が初めて署長
を務めた竜ヶ崎税務署の 1,818 億円です。なぜ多
いかといいますと、お酒に関係しており、キリン

ビール、そして守谷にはアサヒビールがあるため

です。直間比率は普通の税務署が直税 7：間税 3
であるのに対し、竜ヶ崎は直税 3：間税 7 と逆転
しております。お酒は工場から出たときに課税さ

れるため、必ず納税され、滞納にならないため、

直間比率で逆転をし、扱う金額が多いという状況

に竜ヶ崎はなっております。所沢税務署は 1,013
億円と 17番目の税務署です。 
次に取得税の確定申告者数についてですが、関

東信越国税局は個人で申告される納税者が非常に

多い局でございます。全国では平成 24年分の確定
申告を行った申告者数は 2,152万人で、国民の 1/5
が申告をしており、還付申告をされる方が非常に

多いという状況です。実は川越税務署が全国で一

番申告件数を多く扱っている署でございまして、

147,000件でございました。所沢は125,000件で、
全国 8 位という状況にあります。税金を納める申
告者数は微量でございますが、還付申告者数が大

きく伸びている状態で、元年が 39,237人でござい
ましたが、25 年では 76,740 人、所沢税務署では



還付申告がされているという、約 2 倍に伸びたと
いう状況でございます。 
法人数については、やはり法人数は圧倒的に東

京が多いです。関東信越国税局では 367,000社で
ございますが、元年が 299,000社でございました
ので、約 1.7倍に増えております。所沢は 12,700
社で、63署中 6番目に大きな法人数を抱えており
ます。元年は 91,000 社でございましたので、約
140%に増えているという状況でございます。 
税務行政の大きな課題の一つと致しまして、申

告件数の増加がございます。法人税、消費税含め

て全体の申告提出件数は平成元年から 20 年間で
約 1.6 倍に増えております。しかしながら国税局
の職員数は平成9年度の57,202人が一番ピークで、
現在は約 2,000 人減少しております。それだけ定
員が減り、それに伴い職員数も減っているという

状況でございます。しかし申告件数が増えている

こともあり、業務量は非常に増加しております。

そのため、納税者の管理が非常に困難な状況にな

ってきております。例えば調査に行く件数も年々

減ってきております。そのため、納税者には自発

的かつ適正に申告をする、納税をして頂くことが

必要となってきます。そして第一に納税の意義を

理解して頂くことが重要ではないかと思い、その

一つと致しまして、国税庁のホームページ等を通

じまして情報の提供を行っております。色々な情

報が入っており、特に確定申告を個人でされる方

は、国税庁のホームページから確定申告コーナー

に入っていきますと、誤りなく計算できるように

なっております。是非一度ご覧になって頂ければ

と思います。 
次に 25年度の e-taxの利用の状況をお話させて
頂きます。職員が減少しているという状況から、

電子申告 e-tax を利用して頂き、適正な申告と事
務の省力化を図るということに、国税庁では取り

組んでおります。吉松会長の間税会、あるいは法

人会、税理士会等にご協力頂きながら進めている

状況でございます。非常にご協力頂きまして、年々

増加はしておりますが、まだまだ所沢税務署の利

用数は低いので、是非皆さん申告をされる場合、

特に 3 月決算の申
告法人数は多いで

すので、ご活用をお

願いできればと思

っております。 
租税教室についてお話をさせて頂きます。資料

に平成 25 年度の所沢税務署管内の租税教室開催
状況を添付させて頂きましたが、e-taxと租税教室
の開催拡大ということを、所沢税務署の大きな課

題として取り組んできております。租税教室とは

税務署、県税、市の職員、税理士の先生方が講師

となって取り組んでおります。目的は我が国の次

代を担う児童・生徒に対しまして、健全な納税意

識を養うという観点から推進をしております。今

年度の管内 4市の開催状況は、小学校では 78校中

48 校（61.5%）、中学校では 48 校中 9 校(18.8%)
と、前年に比べまして大きく増加をしております。

また初めて、高等学校と大学で租税教室を開催す

ることができました。この開催状況を見て頂き、

結構開催していると感じる方もいらっしゃれば、

もっと開催した方が良いのではと感じる方もいら

っしゃると思います。 
実は群馬県の館林税務署管内、あるいは茨城県

の古閑税務署管内の小中学校は全校、この租税教

室を開催しております。また私の前任の熊谷税務

署では、作文は全校、中学校では応募が出ており

ます。争っている訳ではありませんが、少しずつ

でも開催校を増やしていきたいと願っているとこ

ろでございます。 
平成 23年度の税制改正大綱の中に、租税教室の
充実ということが挙げられております。平成 23
年 11月 1日に文部科学省と総務省、国税庁が租税
教育について協議を行いまして、中央租推協とい

うものを発足しております。その合意事項に、大

学あるいは高等学校での租税教育の充実というこ

とが挙げられております。開催校の拡大につきま

しては引き続き力を尽くしていきたいと考えてお

ります。是非地元でご活躍をされている皆様に、

学校への開催の働きかけをお願いしたいと思って

おります。特に狭山市は、教育長さん、関係団体

の方に頑張って頂きまして、非常に増えている状

況です。一層力を入れていきたいと思っておりま

すので、宜しくお願い致します。 
話は変わりますが、皆さんゴルフはされます

か？私も好きで年に 4 回くらいは行きますが、ゴ
ルフは「ルールで始まり、ルールで終わる」とい

うジョセフ・ダイの有名な言葉がございます。ゴ

ルフはプレイヤー自身が審判員を務めるスポーツ

でございます。架空申告になると失格になるので

はなかったかと思いますが、税金の申告も自分自

身が審判員であるということでは、ゴルフに似て

おります。是非ルールを守って、告等をお願いで

きればと思います。何かありましたら、税務署を

活用して頂ければ、私ども講師等を派遣させて頂

きますので、総務課長にご連絡頂ければと思って

おります。 
皆様は社の中に社訓等掲げていらっしゃるでし

ょうか？私は「ホウレンソウ」をきちんとして下

さいと職員にいつも話しておりますが、この｢ホウ

レンソウ」を上手に消化できれば、「シイタケ(仕
事一番、楽しく健康に）」「ダイコン(大胆にして根
気強く）」「ネギ（never give up）」に繋がります
という話をしております。そして日頃挨拶を心が

け、仕事をしております。私たちを取り巻く環境

はなかなか厳しい状況にあるということを、少し

お分かり頂けたかと思いますが、挨拶が大切だと

いうことを毎日繰り返し言っております。皆さん

何か工夫をされていることがありましたら、是非

教えて頂ければと思います。 
これからも皆様方のお力添えを頂きながら、任
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務であります、適正公平な課税と徴収の実現とい

うことに向けまして、職員全員で力を合わせてい

きたいと思いますので、今後ともご協力を宜しく

お願い致します。 
最後に狭山市の益々のご発展と、狭山中央ロー

タリークラブの会員の皆様のご健勝とご活躍を祈

念申し上げます。 
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栗原(憲)君 所沢税務署所長・齋藤喜久雄様、よう

こそお出で下さいました。卓話よろしく

お願い致します。 
    米山記念奨学生・趙 恩恵様、ようこそ

お出で下さいました。 
宮野君 所沢税務署所長・齋藤喜久雄様、米山記

念奨学生のチョウンヘさん、ようこそお

出で頂きました。よろしくお願い致しま

す。 
江原君 所沢税務署所長・齋藤喜久雄様、今年そ

して来年に予想されている消費税増税

etc、税務のお話し楽しみにしております。
何卒よろしくお願い申し上げます。 
また、米山記念奨学生の趙 恩恵さん、

本日はようこそお出で頂きました。我が

クラブの雰囲気を十分に感じて頂き、今

後の出席が楽しみになるよう祈っていま

す。 
浜野君 米山記念奨学生のチョウンヘさん、よう

こそいらっしゃいました。カウンセラー

として、一年間よろしくお願いします。

分からない事は何でも聞いて下さい。皆

様、温かいご指導の程、よろしくお願い

致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
稲見君 所沢税務署所長・齋藤喜久雄様、今日の

お話楽しみにしています。米山記念奨学

生・趙 恩恵さん、ようこそ。 
栗原(成)君 モンゴルのノモンハンに行ってきま

した。また、忙しくて欠席が続きすみま

せん。 
吉川君 続けてお休み致し、申し訳ございません。 
吉松君 所沢税務署所長・齋藤喜久雄様、本日の 
    卓話を快くお引き受け頂き、誠にありが

とうございました。本日はよろしくお願

い致します。 
会員誕生祝 佐藤君 吉川君 
結婚記念日 江原君 野口(留)君 沼崎君  
      小幡君 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


