
第1954回例会 2016年12月 13日（火）(天候) 晴れ №21 

-委員会報告- 

・クリスマス会＆新年会の件 水川親睦委員長  

・出席報告 出席委員会 

・スマイル報告 スマイル委員会 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  なし

配偶者誕生日  

洞口 清子様(洞口芳彦会員配偶者) 

-クラブ総会- 

 議題：クラブ定款及び細則の改定について 

    議長（石田会長）説明後出席者３分の 

    ２以上の多数により可決。 

    次年度クラブ理事役員について 

    山口会長エレクト紹介の後出席者３分

の２以上の多数により可決。 

-卓話- 

「相続税・贈与税の基礎知識」  

 藤沢税務署長 五十里 秀一朗 様 

点鐘 

閉会 

点鐘 

開会 

ロータリーソング：「奉仕の理想」 

ゲスト・スピーカー  

五十里秀一朗 様（藤沢税務署長）

ビジター 中野博義様（東京南RC） 

     大場直友様（藤沢税務署） 

     上堀美智子様（日本生命）

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・会長・幹事会がございました。案件は、ピー

スウォークについてでした。私共藤沢東RC

の役割は前年と同様にテント張り、机等の設

営です。傷害保険の損害保険付保を吉田成江

会員の方でよろしくお願いします。 

 なお、場所はスタート及びゴール地点共に前

年同様「奥田公園」になっております。 

・藤沢北ロータリーさんの方で先月行いました

「花一杯活動」の報告書が届いております。

皆さん回覧しますのでご覧下さい。 

-表彰＆特別挨拶-  なし 

-幹事報告- 

・会長エレクト、奉仕プロジェクト委員長、3

年未満の新会員の皆様対象に、社会・国際奉

仕活動事例紹介セミナーが開催されます。 

 日時：2017年 1月 28日(土)15:00～17:３０

 内容：2017-18年度のDDF方針説明/奉仕

活動事例紹介(4名より) 

 場所：JR辻堂駅北口徒歩4分 アイクロス

湘南6階「E会議室」  

 これを受けないと来年度の予算が出ないとい

うことなので、ぜひご出席願います。 

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率 

１１月２９日 ３４（３０） ２４    ４ ８８.２３   ８８.２３  

１２月１３日 ３４（３０） １８ １２ ６０.００   
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-スマイル-       

【石田能治 会長】 

五十里（いかり）署長様本日の卓話よろしくお願

い致します。 

【林葉之 幹事】 

五十里税務署長様、大場上席国税調査官様、本日

はお忙しい中、ありがとうございます。 

卓話、宜しくお願い致します。 

【須藤修司 会員】 

五十里署長様 本日よろしくおねがいします。 

前回の例会で妻の誕生祝ありがとうございます。 

【入澤初子 会員】 

いかり署長様 本日はよろしく御指導下さい。 

【中村宣夫 会員】 

インフルエンザ予防接種２日間で１７名の方にし

ました。１人５００円として９０００円をスマイ

ルします。皆様の御協力ありがとうございました。 

ふなれの点ありました。お詫び申し上げます。 

【田中繁 会員】 

藤沢税務署長五十里様 本日の卓話よろしくお願

いします。 

よろしくお願いします。 

【飯森均 会員】 

誕生日祝い、有難うございました。 

【吉田新一 会員】 

五十里藤沢税務署長 本日はよろしくお願い致し

ます。故石神邦孝先生のご冥福をお祈り申し上げ

ます。悼み事に際し、プライスレスなメーリング

リストに哀悼の意が溢れる夢を見ました。上堀様

そして東京南ＲＣ中野様ようこそ！ 

【片倉昌幸 会員】 

宜しくお願い致します。 

-委員会報告- 

クリスマス家族会について  親睦委員会 

月日：12/20（火） 

時間：6:00 ～ 受付、6:30 ～ 開演 

場所：クリスタルホテル３Ｆ「フォンテーヌ」 

             水川親睦委員長 

「まだお席に余裕があります。皆様奮ってご参

加の方、よろしくお願い致します。」 

議題：クラブ定款及び細則の改定について 

定款 
主な定款の改訂条文　新旧対照表

旧 新

平成２７年７月１日施行 平成29年７月１日施行

第3条 本クラブの所在地域は、次の通りとする。 本クラブの所在地域は、次の通りとする。

神奈川県藤沢市朝日町1番地の6ＮＴＴビル２Ｆ 神奈川県藤沢市内とする。

第６条 第１節 日および時間。本クラブは、毎月 日および時間。本クラブは、毎月少なくとも

月２回、細則に・・・

第１０条 第５節 役員 役員

・・・このうち、会長、直前会長、会長エレクト、副 ・・・このうち、会長、直前会長、会長エレクト、副

会長、幹事は、全員理事会のメンバーとする。  会長、幹事、および会計は、全員理事会のメン

 バーとする。また会場監督は、細則の定める

 ・・・メンバーとすることができる。

条項

細則 
細則 【別表】　理事・役員構成 （平成２９年７月１日施行）

定款で役 細則で役  定款で理事  細則で理事

員と定め 員と定め  と定められ  と定められ

られた者 られた者  た者  た者

会長 ○ ○ 1

直前会長 ○ ○ 1

定款に 副会長

載って （会長エレクト）

いる者 幹事 ○ ○ 1

会計 ○ ○ 1

会場監督 ○ ○ 1

クラブ 特命理事 ○ 1

独自に 副幹事 ○ 1

定めて 選挙で選ばれた

いる者 ４名の理事

合計 12

4○

役員 理事会のメンバー＝理事

○ ○ 1

人数

 夫々出席者３分の２以上の多数により可決。 

議題：2017～2018年度役員について 

山口俊明会長エレクト 

会長              山口俊明 

副会長（会長エレクト）     村上進 

幹事              吉田新一 

副幹事             梶浦暁 

ＳＡＡ             林葉之 

会計              大坪加寿子 

監査              石井博 

会員組織委員長（常任）     小柴智彦 

クラブ公共イメージ委員長（常任）片岡啓次 

クラブ運営管理委員長（常任）  田中繁 

奉仕プロジェクト委員長（常任） 土屋善敬 

Ｒ財団米山奨学委員長（常任）  石田能治 

3分の２以上の多数による可決 

  クラブ総会 



-卓話者紹介- 

入澤プログラム委員長 

本日卓話をお願い致しました藤沢税務署長の五

十里（いかり）秀一朗様です。詳しい紹介は御

自分で行っていただけるということでございま

す。今日のテーマは「相続税・贈与税の基礎知

識」ということで皆さんにも参考になる内容だ

と思います。よろしくお願い致します。 

-卓話-

只今、ご紹介頂きました藤沢税務署長の五十

里（いかり）でございます。今年の７月から藤

沢税務署長を拝命致しました。神奈川県内は初

めてでございます。税務もひとつの行政であり

まして地域の皆様方のご協力が必要な訳でござ

います。 

         ・ 

若干自己紹介をさせて頂きます。出身は富山

県でございます。高校卒業して国税庁に入りま

した。夜間の大学を通いながら務めました。 

主な仕事の略歴としては、税務も所得税、法人

税、資産税などがありますがその中で私は法人

税を主に携わっておりました。30年以上勤務経

験の中で半分以上、国税局において大法人を担

当しておりました。主に大手の総合商社、Ｔ

Ｖ新聞社、自動車会社などを担当しておりま

した。またちょっと変わったところでは警視

庁で 2 年間出向しました。刑務課の捜査 2

課に勤務しましたが、国税局職員の中でも片

手位の経験者です。それから国税局の局長秘

書を１年間務めました。 

         ・ 

 以上簡単な職歴ですが、本日は「相続税と

贈与税の基礎知識」ということで資料を元に

お話をさせて頂きます。 

私がこの題材を選んだ理由がございまして、 

藤沢税務署には日本一がございます。それは

相続税の申告書提出件数が日本一でござい

ます。平成２６年、平成２７年と日本一にな

っております。藤沢税務署管内は藤沢市、茅

ヶ崎市、寒川町の約72万人の人口で、申告

者が多いということは、お金持ちが多いとい

うことで、基本的には土地の所有者が多いと

いうことです。 

 平成27年度に全国でお亡くなりになった

方で４％の相続税申告がありました。藤沢税

務署管内は10％の申告がありました。 

         ・ 

平成27年１月から相続税の改定がありまし

た。 

 簡単に言いますと「基礎控除額」の改定と

いうことです。皆さんもご存じだと思います

が、基礎控除が改訂前は 5000 万円＋法定

相続人 1人あたり 1000 万円であったもの

が、改定後は 3000 万円＋法定相続人１人

あたり６００万円になりました。 

例えば、奥様とお子様2人の相続人の場合 

改定前は 8000 万円未満は相続税がかから

なかったものが、改定後は 4800 万円以上

で相続税がかかることになりました。 

 この平成２７年の改正の影響としまして

は、藤沢税務署管内で言えば、お亡くなりに

なった方の 10％の相続税申告件数が改定後

は約16％に増加しております。 

         ・ 

 以前はごく一部の方の問題であった相続

税が皆様の身近な問題になってきていると

いうことでございます。そういうことで本日

の卓話のテーマにさせていただきました。 

本日の資料を全部お話ししますと１時間で

は足りなくなりますので、特に重要なところ

をお話ししたいと思います。身内で争う「争

族」にならないように「相続」について考え

ていただければ、と思います。 

相続税・贈与税の基礎知識 
藤沢税務署長 五十里秀一朗 様 



以下、五十里税務署長様の資料から抜粋 





ゲストスピーカー・ビジターの皆様 


