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2 月 お誕生日おめでとうございます。 

吉盛正春君（10 日）   上田平重樹君（20 日）  笹平直夫君（18 日） 

 

第 2122 回例会報告

 

会長挨拶 

上原勝会長 

皆様、こんにちは。本日の例会は第 2122 回の例会でござい

ます。本日のゲスト、ビジターはいらっしゃいません。1 月は

ロータリー理解推進月間ですが、特別な研修はしておりませ

んでしたが、という訳ではございませんが、今月のロータリ

ーの友に私達が長年遵奉してきた「ロータリーの綱領」の日

本語訳が改定され、「ロータリーの目的」となりました。皆さ

んお読みになられた事と思いますが、その事についてお話し

たいと思います。今まで当クラブで「綱領」の理念とか意義

について話し合ったことはなかった様に思いますが、昨年の

11 月 28 日～29 日に開催された第 41 回ロータリー研究会か

ら発表され「ロータリーの綱領」が「ロータリーの目的」と

なり、主文と共に四項目の文言も少しづつ改訂されています。

皆さんにお配りしてあるプリントを見て下さい。一番左側が

2012年 3月号までにある現バージョンで真ん中が新バージョ

ンとして話し合われたもので、その後最終的に右側のものに

決定されたものです。その中の主文の「有益な事業」が「意

義のある事業」に改訂され  

 

 

 

「奉仕の理想」が「奉仕の理念」となるなど、内容も現代的

な表現に改訂され私達ロータリアンにも若い世代の人達にも

親しみやすい解りやすいものになっておりますので、一見し

て下さい。 

「有益と意義」の違い「理想と理念」がどう違うか 

有益･･･そうする事の意味や存在の意義が積極的に 

認められる様子 

意義･･･そうするだけの価値であり、存在理由 

理想･･･実際は実現出来ないとしても理念としては 

追及し続けられるところの物事の最も望ましい状態 

理念･･･何を最高のものにするかについてのその面で 

の根本的な考え方であります。 

「ロータリーの目的」は従来の綱領と何ら変わらないし、

「RI 戦略計画の理念」は本質、使命中核的価値観は内容を具

体的に表現したものとありますので、「ロータリーの目的」と

「RI 戦略的計画の理念」は総合的に「ロータリーの理念」と

して一連のものと考えて良い訳です。故に、「理念」と「実践」

の調和を保った活動をすべきと云われています。「RI 戦略計

画の理念」については 詳しくは後日全員で勉強しましょう。 

週 報 

鹿児島東南ロータリークラブ        

会長 上原 勝  副会長 上田平 重樹 幹事 松元 保 

 （例会日、場所） 毎週火曜日、鹿児島市与次郎一丁目８－１０ 

  サンロイヤルホテル  Tel 099－253－2020 

 （事務局） 〒890－0062 鹿児島市与次郎一丁目８－１０ 

  サンロイヤルホテル４Ｆ Tel 259－6855  Fax 259－1622 

E-Mail info@tounanrc.jp ホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail  tounanrc@alto.ocn.ne.jpホームページ http://www.tounanrc.jp/ 

 

第 2123 回   №29 

平成 25 年 2 月 5 日（火） 

本日のプログラム 

国際奉仕委員会 
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会務報告 

●2 月二火会について 

 日時：平成 25 年 2 月 12 日（火）18:30～ 

 場所：膳 鹿児島市樋之口町 10-18 

    099-239-3368 

会費：5,000 円 

出席報告 

 

スマイル報告 

飯野和男君－愚息が 2/4OPEN のチラシを配ってくれ

とのことで、本日皆様に見ていただいております、宜し

くお願い致します。 

本日計 2.000 円 累計 380,000 円 

新入会員卓話 

 

林高宏会員 

Ⅰ 今までの税務調査 

（１） 事前通知 

    原則 電話により通知 （所得税約８割、法人税約９割） 

       ―この場合、税理士にも通知（日時場所） 

但し、日時・場所・理由等を事前に通知する規定はなかった 

 例外 事前通知なし （税務署：現金商売、国税局：大口不正事案） 

（２） 臨場調査 

税務職員の質問検査権「税務職員は法人税に関する調査に

ついて必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書

類その他の物件を検査することができる」 

メール：「３月３１日の取引の記録を確認するため」等必

要性の説明がいる 

「質問検査権の範囲等については（中略）権限ある税務職

員の合理的な選択に委ねられているものと解すべく・・・」

（昭和４８年７月１０日最高裁判決） 

（３） 反面調査 

 取引先・銀行 「税務職員は法人税に関する調査につい

て必要があるときは、（中略）質問し、又はその事業に関す

る帳簿書類を検査することができる」 

（４） 官公署等への協力要請 

「税務職員は法人税に関する調査について必要があると

きは、官公署又は政府関係機関に、調査に関し参考となる

べき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を

求めることができる」 

（５） 帳簿書類の預かり 

 「預かり書」を発行（印紙税法第２１条：任意に提出し

た物件を留め置く） 

（６） 調査の終了 

    調査担当者から問題点の説明→納税者側の検討・反論→修正

申告のしょうよう 

    国税庁レポート２０１１年（問題がなかった場合）「調査結

果についてのお知らせ」 

    指導事項内容の説明を行い、税務調査が終了したことを明確

に伝えている 

Ⅱ これからの税務調査 新設された税務行政手続き 

（１）事前通知 

  あらかじめ納税者に対し、開始日時・場所・目的・税目・期間等

を通知することに 

【注意点】 

１） 無予告調査は依然としてある（但し、単に現金商売だけを

理由とするもの×） 

２） 事前通知した期間以外の期間（進行年分を含む）の帳簿も

調査対象とされた 

３） 調査対象には帳簿書類その他の物件も含まれることになった 

４） 納税者・税理士に事情があれば日程の変更可 

５） 反面調査には事前通知は必要とされていない 

（２）税務職員の質問検査権 

「税務職員は法人税に関する調査について必要があるときは、（中略）

質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は

当該物件の提示若しくは提出を求めることができる」 反面調査の根

拠もこの条文によることになった  

【罰則規定】質問検査・帳簿書類の提示拒否：１年以下の懲役又は  

５０万円以下の罰金 

（３）団体に対する諮問・官公署等への協力要請 ： ほぼ同じ 

（４） 提出物件の留置き 

調査に必要がある場合、提出された物件を留め置くことができることに  

 この場合、「預かり証」を交付することが明文化された 

会員数 29 名 前々回出席者 20 名 

出席免除 1 名 メークアップ 1 名 

出席会員 21 名 出席訂正率 75% 

出席率 72.41% － － 



（５） 税務調査終了時の手続き 

１）指摘事項なしの場合―「通知書」を発行 

２）指摘事項がある場合―調査結果の内容説明・修正申告等の勧奨・

その場合不服申立てはできないが更正の請求はできる旨を説明する

と共に書面を交付。 

【注意点】 書面の規定なし。非偉の内容・金額を十分に説明するこ

とになっている。口頭での聞き違いが生じないような配慮が必要。そ

のため、今までと同様にメモの手交を引き続き行う（衆議院財務委員

会にて財務大臣の答弁：平成２３年１１月１８日） 

（注）税理士（税務代理人）に行うこともできる 

（６） 処分の理由附記 

 これまで行政手続法の適用除外規定により、青色申告の更正処分な

ど一定の処分だけが対象だったが、許認可等を拒否する処分又は不利

益処分につき理由を示すことに 

（７） 期間の延長 

納税者が「更正の請求」できる期間 １年→５年 

課税庁が増額更正できる期間    ３年→５年 

（８）個人の白色申告者の記帳義務・記録保存義務 

（今まで）前々年の所得金額が３００万円以下の場合なし 

（今 後）新たに記帳義務・記録保存義務を課すことに 

 

Ⅲ 過去の経緯 

「質問検査権の必要性と私的利益との衡量・社会通念上相当な限度」

での質問検査権の行使を認める。（最高裁判決 昭和４８・７・１０ 

荒川民商事件）→税務調査手続きが無法化地帯と化した 

その後、税務調査に関し、これまで様々な議論がありました。 

 

行政手続法（平成５年１１月）は、国民の権利利益の保護を目的とし

て作られた法律ですが、「他の法律に特別の定めがある場合は、その

定めるところによる」という特例規定が設けられ、国税通則法がある

「税務調査」は対象外とされた。 

納税者の権利憲章に関する質問主意書 （平成１０年４月８日参議院

予算委員会） 

「Ｇ７の国の中で納税者権利憲章等を持たない国は、日本とイタリ

アの二国だけである」旨を指摘したところ、松永光大蔵大臣から、「憲

法、国税通則法等により、納税者憲章等のある国と同等の権利が保障

されていると理解している」旨の答弁。 

重ねて「日本の租税法では事後の手続は述べられているが、肝心の

申告、調査、課税処分の手続等、事前手続については全く定められて

おらず、課税庁である国税庁と納税者との間のトラブルの多くが事前

手続にあることを認識し、先進資本主義国の中で最も遅れている納税

者の権利を法律をもって定めるべきである」旨の質問を行ったところ、

尾原榮夫大蔵省主税局長は、「一つの法令等にまとまったものがない

という指摘は、そのとおりだが、納税者の権利は憲法及び法律の規定

等で既に保障され、加えて我が国の税務行政は権限の範囲内で納税者

の権利保障に十分配慮しながら適正に行われていると考えており、改

めて納税者権利憲章等を制定する必要はないと認識している」旨の答

弁を行っている。 

 

日本版納税者権利憲章「国税通則法の一部改正案」（平成一四年）―

審議もされず廃案 

このように、税務当局はなぜか「納税者権利憲章」の制定に否定的

な見解を貫いています。 

国家公務員倫理法（平成１２年４月施行） 

情報公開法（平成１３年４月施行） 

総務庁の「税務行政監察結果報告書」に基づく改善勧告（平成１２年

１１月） 

① 納税者の適正な申告に必要な法令の解釈・適用の指針はできる 

限り通達等への明定を行うこと。 

② 質疑応答・採決の内容の公表を拡充し、将来的には納税者が具体

的な資料を提示してあらかじめ国税当局の見解を確認できる仕組

みの検討に着手すること。 

③ 実務的な機能を有する「情報」・「事務連絡」のうち、納税者にと

って有用なものは、広くわかりやすい形で公表すること。 

④ 修正申告のしゅうよう及び修正申告に伴う法的効果の納税者へ

の告知にかかわる取扱いを定めること。 

⑤ 税務調査の方法の提示について、明確化・適正化を推進すること。 

 

これらを受けて税務行政は、事務の透明性や効率性を要求される

ようになった。 

 

ア．指導例 

    納税証明書を○分以内に発行、納税相談○分以内の待ち時間、

異議申し立て 

３ヶ月以内処理、法令解釈通達の開示率、情報公開法に  

基づく開示請求の期限 

内回答割合、苦情の○日以内の処理件数割合など。 

   ―― 今までは質疑応答集は部内限の扱いとなっていた。また、

重加算税の取扱いについてはマル秘だったものが現在は公開さ

れている。 

イ．ﾉｰｱｸｼｮﾝﾚﾀｰ制度（納税者からの照会に対する文書回答） 

    これまでは、個別の紹介に対する文書での回答は例外的なも



のであったが、総務省の勧告もあり前向きに取り組むことにな

った。この他、総務庁から事前確認制度の範囲を拡充すべきと

の勧告が出ている。 

ウ．調査官の成績評価 

    ノルマとしての追徴課税については、目標設定になじまない

と考えられるので、実績ベースでの数値を事務年度終了後に

「追徴税額（国税庁全体の追徴税額を事後的に表示）」として

公表することになった。 

エ．納税者保護官（局）・審理専門官（署）の新設 

      納税者保護官は税務署の税務相談室にも派遣され、納税者への

権利救済手続きの教示から苦情・意見等に対する迅速な対応を行

う、いわば税務当局の“すぐやる課”的な役割を担う。 

また、審理専門官は税務執行の最前線の職員が判断に苦しんだ

場面で相談を受けたり、複雑な課税関係にある納税者への法的な

説明を職員と伴に行っていく中で、税務執行全体の能力の底上げ

を図る。 

 

【「国税通則法の改正で納税者権利の章典制定を」】（東京税理士会）

平成１７年２月 

１．納税者権利章典の告知を受ける権利 

２．調査理由の開示等を求める権利 

 調査理由、日時、場所、必要書類の事前通知、調査期間の順守、   

再調査の禁止、止むを得ない場合調査開始時期の延期を求める権利 

３．納税者すべてに平等に対応される権利 

 納税者は租税立法および税務行政手続において公平・公正にかつ 

丁重に遇される権利 

４．適正手続きの保障を受ける権利 

 その調査の必要な範囲での諸手続きを含めて、その調査の開示を

受ける権利 

５．必要な情報提供を受ける権利 

 課税庁側が保有する調査情報について、その調査に当たって情報

の提供を受ける権利 

６．善良な納税者の推定を受ける権利 

 税金に関して不誠実な行為をしない限り、善良な納税者として 

扱われる権利 

７．法律に基づく適正な税額のみを支払う権利 

８．不利益を受けた場合適切かつ迅速な救済を受ける権利 

９．異議申立て、不服審査請求を公平・公正な機関で受ける権利 

⒑ 税務調査時等に税理士の助力を受ける権利 

⒒ 税務調査の際の代理人依頼権 

 （専門家の代理人「税理士」のみで税務調査は可能である） 

⒓ 調査結果の通知を文書により受ける権利 

⒔ プライバシーの保護を受ける権利 

 自己の税務調査に関し、法律の定める目的以外にその情報を利用さ

れない権利を有し、自己の税務情報にアクセスし訂正を求める権利 

⒕ オンブズマン制度を導入し公正な第三者に苦情を申し立てるこ

とができる権利 

 

平成２１年８月民主党政権の誕生で、税制も官僚主権から国民主権へ 

 

平成２２年１２月税制改正大綱閣議決定（いよいよ納税者権利憲章が

現実のものに） 

 納税者環境整備「納税者権利憲章の策定」「税務調査手続きの法定

化等」 

（その後、ねじれ国会のため審議が難渋） 

 

平成２３年１１月３０日一部修正のうえ、国会で可決・成立 

納税者権利憲章の策定は法案から削除(反税団体の悪用を恐れたもの) 

 

平成２４年７月２日～７月３０日国税庁「国税通則法関係通達の制

定」に対する意見公募 

 

 「正直者には尊敬の的、悪徳者には畏怖の的」 

――― 国税庁開庁式におけるハロルド・モス氏 

（当時・司令部経済科学局歳入課長）の挨拶より 

 

2/12（火） 

会員卓話 二火会 

2/19（火） 

フリートーク 

2/26（火） 

ﾛｰﾀﾘｰ研修委員会 

興津委員長 

月/日 クラブ 例会場 プログラム(△変更) 

2/6 

（水） 

鹿児島南 サンロイヤル 会員卓話 萩原隆志会員 

鹿児島西 山形屋 クラブフォーラム（国際奉仕） 

鹿児島西南 ゆうづき ガバナー補佐訪問 

2/7 

（木） 

鹿児島東 山形屋 クラブフォーラム 

鹿児島北 鹿児島東急ホテル  
クラブフォーラム 

（国際奉仕委員会） 

鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ  鹿児島東急イン 
会員卓話 森政広君 

「車椅子バスケット支援事業報告

（社会奉仕委員会）」 

2/8 

（金） 鹿児島 山形屋 
奨学会奨学生卓話  

諏訪園杏奈様 

創立 60 周年記念事業について 

2/11 

（月） 
鹿児島中央 山形屋 祝日のため休会 

2/12 

（火） 
鹿児島城西 鹿児島東急イン  △二火会 

 


