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＜点 鐘＞ 会長 橋本 修 

＜ソング＞ 奉仕の理念 
 

＜本日のゲスト＞ 

高山税務署長     福田 あづさ 様 

 

＜本日のビジター＞ 

高山西ロータリークラブ 

 谷井 伸之 様 
 

 

＜会長の時間＞    会長 橋本 修 
 

最近タイヤ交換が面倒になってきました。それぞれの分野

でピカピカの一年生が、夢を持って本日スタートしました。

この時期は、歓送迎会が華やかに毎晩行われ、二次会、三

次会と、一番街が賑やかで元気があったのはいつのことや

ら。先日朝日町のスナックのママと話しをする機会があり

ました。あなたの様な建設関係はほとんど来ませんネ、役

所も最近は厳しいのか、ダメですネ。まあまあ来てもらえ

るのは先生かなぁ？先生は景気って関係ないみたいです

ネと･･･と。まあ年金もらっているので助かっているけど、

車イスになっても頑張らんと･･･!! 夢のある話を聞きま

した。 

車椅子でカウンターの中で頑張っている姿を想像しまし

たが、長寿国ニッポンでは、ありえることかもと妙に納得

しました。 

さて、高山税務署長の福田様には年度初めという超多忙の

中をお越しいただきましてありがとうございました。中央

RC では毎年多方面から講師の方に卓話をお願いしていま

す。年度初めにアンケートを取りましたところ、人気№1

となりまして、本日は会員一同大変楽しみにお待ちしてお

りました。よろしくお願い致します。 

税務署は、ガキ大将の時に出入りしていた建物です。木造

の建物の 2階に会議室というか小ホールというか、卓球台

がありましたのでよく署員のおっちゃん達に遊ばせても

らいましたし、又、大道芸人というか、サーカスの一員も

来ました。ピエロの姿で大玉曲芸とかジャグリーとか、今

考えてみますと地域の住民にも楽しんでもらおうと娯楽

ない昭和時代の良き想い出として当時の建物が蘇ってき

ます。隣地は河渡さんの貯木場となっていて、レールが敷

かれ、トロッコで随分危ない思いもしました。向かいの日

赤は看護学校の寮があり、17～18 才の若きお姉さん方と

も有刺鉄線の中にありますグラウンドにてソフトボール

など一緒に楽しみました。 

 

時代を経て、国の出先機関が入る高山合同庁舎に移るとい

う事ですが、なかなか予算がつかない模様です。伝統ある

建物が多くあり、国からの予算で保存事業が脈々と続けら

れている事は大変ありがたい事です。一方今の税務署は別

の意味で古い建物ですので、冬は寒く、夏は熱い条件の中

でお仕事をされまして、高山の気温の変化にとまどわれた

のでないでしょうか。雪またじのつらさ、宴席での“めで

た”など、高山ならではの文化を堪能していただいてみえ

ると思いますが、まだまだ楽しい所はたくさんあります。

霞ヶ関に落ち着かれました時に、最高の赴任地であったと、

そんな風に感じていただけましたら幸いでございます。本

日は限られた短い時間で申し訳ございませんが、よろしく

お願い致します。 

 

 

◆会長  橋本 修   ◆幹事  岩垣津 亘   ◆会報委員長  長瀬 栄二郎   ◆会報担当  永井 信次 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

833 回
49 名 46 名 40 名 － 86.96%

前々回

831 回
49 名 46 名 39 名 1 名 86.96%
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＜本日のプログラム＞ 

クラブ奉仕委員会   新宮 一郎 委員長 
 

福田署長は、横浜市出身で昨年７月、国税庁より高山に赴

任されました。高山では初めての女性署長として、女性な

らではの多彩な取り組みを行われていますが、今日は難し

い話ばかりでなく、プライベートな話もお願いしたいと思

います。 

 

 

高山税務署長    福田 あづさ 様 
 

こんにちは、私は横浜で衣料品の小売店を経営する両親の

娘として生まれ、早稲田大学を卒業後、財務省に入省し、

深夜まで仕事をするのが日常でした。 

 

 

昨年７月に高山へ着任しましたが、それまでの高山のイメ

ージは飛騨牛と山菜でしたが、９ヶ月経った今、地酒はも

ちろん、北陸から入る魚介類と、野菜の美味しさと料理の

繊細さを実感しています。只、財務省勤務時代に憧れでし

た、仕事帰りの喫茶店については、高山では仕事が早く終

わっても喫茶店も早く閉店してしまうので、残念でなりま

せん。 

高山での勤務も、あと３ヶ月となりましたが、第２のふる

さととして満喫したいと思います。 

高山に赴任する前に財務省の主税局で税制改正の担当を

していました。日本の財政事情について肌で感じてました

ので、その大変さについて現状を皆様に説明したいと思い

ます。 

 

・まずは現状ですが、平成 21 年度一般会計補正予算後の

状況は、総額約 102 兆円で、 

算出･･･①社会保障関係費（28.2 兆円）、②国債費（20.3

兆円）、③地方交付税交付金等（16.6 兆円）の

三大経費で全体の 6割以上を占めています。 

歳入･･･租税及び印紙収入は 5 割弱にとどまり、公債金

収入は 44 兆円程度で、公債依存度は 43％にも

及びます。 

 

・22 年度の予算立てを現在行っていますが、税収は見込

みで 37 兆円しかありません。公債は 44 兆円で、予算立

ての時点で税収が公債を下回っているのは昭和 21 年以

降初めてです。なぜ公債が増えてきたのかは、平成 2～

3年頃（バブル後）から歳出と歳入との差が大きくなっ

てきました。理由は社会保障費の大幅な増額です。さら

に今後高齢化が進むともっと増えてきます。 

 

・ よく年金がこれからの人は少なくなるという話をし

てますが、世代ごとに生涯を通じての受益（教育・年金・

医療費等）と負担（税金・社会保険料・国民年金料等）

については、⒈世帯で 60 歳以上は受益が負担額より

1,598 万円多いが、30 歳代は逆に 1,660 万円少なくなり

ます。将来その差は大きくなります。公債（国の借金）

は、将来の負担を大きくすることを理解して下さい。 

 

・なぜ、ＧＤＰが伸びているにもかかわらず税収は伸びて

いないのか、その理由は制度的に減税をしていること

が大きな理由です。特に所得税で、ピーク時は 27 兆円

（平成 3年）が、現在は 16 兆円です。モデル世帯（奥

様専業主婦・子供 2人）で年収 325 万円（課税最低限）

までは所得税が発生しないのが現状で、諸外国におい

てもかなり高い状況です。一方、法人税制は景気に大

きく影響しています。消費税は安定した財源になって

います。社会保障費を消費税でという議論が出てくる

のはその理由です。 

 

・今後の日本をどのような方向に進めていくのかは色々な

意見がありますが、根底にある問題は少子化と高齢化で

す。支えられる人が増え、支える人が少なくなるこの構

造を改善しないといきづまります。 

 

・そこでどこに労働力を求めるかということが大切です。

方法としては、外国の移民を増やす、子供を増やす、潜

在的な労働者（女性労働者）を増やすことがあります。

私は、女性労働者を増やすことが良いと思っています。

最近では多くの女性が働いているように見えますが、実

はそうでもないというのが現状です。現状は①第一子出

産を機に仕事を辞める女性が 7割で、結婚後も就業する

女性はあまり増えていない。②近年、30 代のＭ字の底

が上がってきている。未婚女性有業者が増えている。（子

供を生んだ女性の就業者は増えていない）です。 
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・つまり、日本では子供を増やすことと、女性勢就業者を

増やすことが両立されていないのが現状です。今後日本

が発展していく上にも、財政状況を改善していくために

も、女性の就労を増やしていくことは大切です。また、

国が男女を問わず投資（教育等で約 1,000 万円以上）を

行っていますが、それを生かすうえにも女性が働くこと

が不可欠だと思います。 

 

・その為に、今後は、①制度（子供手当て等）の充実、②

社会的インフラ（保育園等）を行う、③ワークライフバ

ランスがとれた社会をつくることが重要だと思います。

さらに男女の仕事と家庭での役割の社会意識も改善し

ていくことも必要だと思います。 

 

・皆様には、経営の中でもこの辺を理解してもらえれば幸

いです。 

 

 

＜４月のお祝い＞ 

 

✿会員誕生日✿ 

松之木映一   Ｓ２５年 ４月 ７日 

劔田 広喜   Ｓ２４年 ４月１８日 

 

✿夫人誕生日✿ 

糸藤 和夫  由紀子    ４月 ３日 

三輪 義平  美代子    ４月２２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿結婚記念日✿ 

下田 徳彦   Ｈ１１年 ４月 ４日 

清水 幸平   Ｓ５６年 ４月 ５日 

坂家 賢司   Ｓ６０年 ４月 ５日 

岩本 正樹   Ｓ６１年 ４月 ６日 

橋本 修    Ｓ４９年 ４月 ７日 

中田 学    Ｈ ４年 ４月１１日 

冨士井忠男   Ｓ４３年 ４月２０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

本日もお世話になります。 

高山西ロータリークラブ 谷井伸之様 

 

高山西ＲＣの谷井伸之様のご来訪を歓迎申し上げます。ま

た、本日の講師 高山税務署長の福田あづさ様のご来訪も

歓迎申し上げます。本日は宜しくお願い致します。 

理事役員一同 

 

本日は、クラブ奉仕委員会担当例会です。福田税務署長様

よろしくお願いします。         新宮 一郎 

 

福田あづさ高山税務署長様 大変お忙しい中当クラブに

講師として来て頂き誠にありがとうございます。高山の３

ＲＣすべての講師をお受けになり大変感謝致しておりま

す。今後も、益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

平林 英一 

 

やっとの思いで町内会長の職を終える事ができ嬉しいで

す。                   谷腰 康夫 

 

 

 

 

高山西ＲＣの谷井伸之様のご来訪を歓迎申し上げます。本

日の講師、高山税務署長の福田あづさ様よろしくお願いし

ます。４月７日の還暦誕生日を目前に、子供たちが赤いチ

ャンチャンコを着せて還暦祝いを兼ねて祝ってくれまし

た。ちょっと感激しました。      松之木 映一 

 

昨日の結婚記念日には、美味しいケーキを頂きありがとう

ございました。             下田 徳彦 

 

この度、長女が無事大学を卒業し、臨床検査技師国家試験

に合格して晴れて社会人になれたことに感謝してニコニ

コへ。                 津田 久嗣 

 

新年度が始まり、４年連続４回目の町内会長です。大変だ

～。                  道下 利一 

 

本日の例会に出席して「体調が悪い」と言うと、ある先輩

が「感謝が足りないから」と言われ・・何の感謝か理解し

てませんがニコニコへ。          足立 常孝 

 


