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第 1252回例会

ロータリーの友 12 月号の縦組み表紙は、 ・2022－23 年度ガバナーノミニー選出について
福島喜三次氏のイラストです。48 頁に紹介

投票用紙郵送期限：12／10 12 時必着

文が掲載されていますが、日本人で初めて ・月信クラブ紹介原稿依頼の件
ロータリアンになった方です。大変誠実な

400 字程度

提出期限：12／16

写真 3～4 枚添付

方で、座右の銘は「利他即自利」です。他者の為に行 ・相模原市「福祉のまちづくり研修会」の案内
動を起こすことは、自分の為でもあり、
「最も多く奉仕

12／7（土）13：30 あじさい会館

するものは最も多く報いられる」というロータリーの 例会変更

※ビジター受付＝クラブ事

標語に通じていると思います。関東大震災の時、彼は 11／28（木）相模原※
クラブ幹事として、世界の各クラブからの救援物資を 11／29（金）相模原グリーン※ 地区からのお知らせ
東京へ輸送するなど、大活躍したそうです。また、12 12／6 （金）津久井
月号の特集に「AI と先進医療」について記事が掲載さ 12／10（火）大和
れています。AI と人間の違いは何か、以前から疑問を その他来信
持っています。AI には“思い”“使命感”が欠けてい

月信 5 月号 P15（11/1）
日程変更
訂正前 2020 年 1／26
訂正後 2020 年 1／12

ロータリーの友事務所 2018-19 年度事業報告書

るのかなと思っています。TV ドラマ「ドクターX」で ビジター＆ゲスト
AI が診断を下す場面がありますが、主人公の診断が想 齋藤 厚

様（齋藤厚税理士事務所

所長）

像範囲を上回っていて、間違いを否定するものとして
人間は共存する必要があるという事でしょう。記事の 角尾親睦委員／米山主催の国際交流会と IAC 年次大会
中にも「強い AI」と「弱い AI」があると書いてあり

に参加し、感動を味わいました。Xmas 会の件、12／

ます。
「強い AI」は万能型 AI とも呼ばれ、鉄腕アトム 15（日）12 時、センチュリー予約出来ました。
の様な SF の世界にしか存在しません。
「弱い AI」は

布野会長／ふるさとコンサートについて、加藤君から

AI 搭載のスピーカーに代表されるような、言われたこ 協賛をお願いしたいと連絡がありました。理事会に諮
とをするだけのもので、意思や使命感はありません。 りますが、クラブが無理なら個人でもと考えます。
AI が人間を超えるのは何時か、研究者約 350 人の調

笠井会員／大変申し訳ありませんが、一身上の都合で

査では、9 年以内が 10％、45 年以内が 50％と回答し 12 月末を以って退会させて頂きます。ご理解下さい。
ています。2060 年には到来する可能性があるという事
です。私達の奉仕活動は、先の事を考えて行っていま

齋藤厚税理士事務所所長／齋藤厚様

す。例えば、ポリオ撲滅活動は、将来子ども達がポリ

10 月から消費税が 10％になりました。

オに罹患しないようにという願いを込め、使命感を持

最初に消費税増税の歴史についてお話しま

ち、その過程として様々な活動をしています。AI には

す。1947 年シャウプ税制により、間接税中

無い“思い”や“使命感”があるからこそ、奉仕活動 心から直接税中心になり、赤字国債を出さないことが
が成り立っているのではないでしょうか。何時か、私 大命題として決められました。終戦前は赤字国債を大
達のロータリー活動にも AI が入って来るのか、その

量に発行し、武器を作っていました。1965 年特例国債

様な時代が来るのかと考えてしまいます。
“心”を持っ 法が出来、五輪不況の為に赤字国債を発行、1973 年オ
た行動が最も大事だと、改めて感じました。

イルショックで 2 度目の赤字国債を発行しました。

現在の制度は 2023 年にもう一度変わり、こちらが

赤字を埋める手段として、1977 年一般消費税が提言

され、大平総理の支持率が急落、やらないと言って出 本番です。これに向けての準備段階がこの 4 年間です。
た中曽根総理が売上税法案（5％）を出し、竹下総理

2023 年までは区分記載請求書等保存方式、2026 年か

が 3％と言って 1988 年消費税法案が成立しました。

らは適格請求書等保存方式になります。9 月以前と 10

1994 年村山総理の時に税制関連法が成立し、赤字国

月以降の違いは、軽減税率適用の物を区分する事です。

債連続発行が始まりました。1997 年橋本総理の時に

請求書の記載事項に、軽減税率対象品目である旨･税率

5％に引上げ、同年小渕総理が「世界一の借金王」と

ごとに合計した対価の額が加わりました。ここでのポ

発言、当時国民 1 人当たりの借金が 540 万円、今は

イントは免税業者です。免税業者からの仕入れも仕入

800 万円と言われています。2004 年免税店適用上限が 税額控除が出来ます。2023 年以降は適格請求書等保存
3,000 万円から 1,000 万円に、簡易課税制度の適用上

方式（インボイス方式＝税金計算のベースとなる証票

限が 2 億円から 5,000 万円に引下げられ、2009 年消

制度）になります。免税業者はこれが無いと相手は仕

費税 4 年間据え置くと言って政権交代した鳩山総理、 入税額控除出来ません。発行には登録申請が必要です。
翌年菅総理が消費税 10％と言って参院選惨敗、2014

登録番号･税率ごとに合計した消費税額が加わります。

年安部政権で 8％、2019 年 10％となり、軽減税率が

中間申告は、前年度納付した国税の金額によって、今

導入されました。消費税の目的は財政再建です。因み 回予定納付があるかどうかと、回数が決まります。予
に相続税の導入は日露戦争の戦費を賄う為でした。

定納付や消費税を初めて納める方は要注意です。3 月

10 月以降のレシートには、キャッシュレス還元額と 決算だと 5 月に消費税を納付し、半年後にその半分を
言う項目があり、8％と 10％で按分する事が原則です。 もう一度納付しなければならず、資金繰りが厳しくな
免税業者や課税事業者でなければ必要ありません。気 ります。課税事業者になる事がプラスかマイナスか、
を付けるべきは経過措置です。2019 年 4 月 1 日以前

考えなければなりません。請求書等の管理が要件付け

に契約、10 月 1 日以降引き渡しは 8％ですが、難しい られますから、しっかり準備をして、それに対するシ
のは通販等です。リースは要注意です。

ステムを導入する事です。開発も進んでいます。

消費税の仕組みについて、小売業者が問屋から本体

消費税は財政の健全化を目指すためです。インフレ

70,000 万円＋税 7,000 円、計 77,000 円で仕入れ、客 の時は増税し、デフレの時は政府支出（公共投資等）
に本体 100,000 万円＋税 10,000 円、計 110,000 円で

をすることで、税金には調整機能があると言われてい

売りました。小売業者が税金として払うのは 3,000 円 ます。現在はデフレなのに消費税を上げる不可思議な
です。客から預かったのは 10,000 円ですが、仕入れ

話です。財源の為ではなく、キャッシュレスを進める

時に 7,000 円支払っているので差額となります。間接 ための増税ではないかと思っています。様々な所で電
税から見ると、原材料の生産業者 A から完成品の製造 子化が進み、マイナンバーカードの使い勝手が良くな
業者 B が税込み 22,000 円で仕入、A は 2,000 円を納

る方向に進んでいます。電子化に対応する為に、今後

税します。B は卸売業者 C に、C は小売業者 D に、D は業務の流れ、書類の整理･分類･保管の見直しが必要
は消費者に売ります。最終的に消費税を負担している です。情報流出防止のセキュリティは最重要課題です。
のは消費者です。各段階で納税はしますが、間接税は
税金を負担する人と納税する人が違うという事です。
軽減税率についてですが、食品を扱う業者はレジを
購入したり、補助金を使ったり既に対応していると思
います。飲食関係は、その場で食べると 10％、テイク
アウトで 8％、アルコールは関係なく 10％です。椅子
やテーブルがあり、イートインが出来る店舗では、会

出 席 報 告

計時に確認する必要があります。

スマイル報告
齋藤美希子

幹事

今年度累計

￥99,100

本日は、主人がお世話になります。

よろしくお願い致します。
角尾彰央

会員

齋藤厚先生、本日はお忙しい中有難

うございます。一生懸命勉強させて頂きます。本当は
受講料をお支払いすべきなのに申し訳ございません。
判治君代

会員

体調を崩し 2 回ほど休みましてすい

ません。もう大丈夫ですので、よろしくお願いします。

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

14 名

2名

8名

4名

0名

2名

66.67 ％
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