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 ◇歌唱「それでこそロータリー」    

◇会長挨拶   ◇幹事報告    ◇委員会報告 職業奉仕委員会 他 

◇卓話 「消費税引き上げその他について」 河野太郎様 （ゲストスピーカー・衆議院議員） 
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第 55代会長 澤邑 重夫 

第 55代幹事 古知屋光洋 

1960   8  10 

 

＝本日の例会行事＝ 

年

  

月 日創立 

地区 

２０１４～２０１５年度 

2014 年 9 月 18 日（木） 第２６４２回例会 天候：晴れ 司会：梅田弘人副幹事 No. 11 

◎ゲスト・ビジター紹介 

河野太郎様 （ゲストスピーカー・衆議院議員） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より  

＊ガバナー公式訪問 礼状 

＊クラブ役員キット ： 「クラブ会長要覧」 「クラブ幹事要

覧」 「クラブ会計要覧」「クラブ管理運営委員会の手引き」 

「クラブ会員増強委員会の手引き」 「クラブ広報委員会の

手引き」 「クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き」 「クラ

ブロータリー財団委員会の手引き」 

＊２０１４～２０１５年度 『地区大会』パンフレット（全員配布）  

＊インターアクト年次大会登録のお願い  テーマ：「ＬＩＦＥ

～かぎりある命を守るために～」 

・１１/２３（日） １１：００ 開会式  ・立花学園高等学校 体

育館  ・登録料：一人３，０００円 

◇ロータリー日本財団より  田中賢三会員へ大口寄付へ

の礼状 

◇米山記念奨学会より  ハイライトよねやま １７４ 

◇茅ケ崎市より  平成２６年度茅ケ崎市表彰式・茅ケ崎市

技能者表彰式 列席依頼       

・１０/１（水） １０：００ 開式 ・茅ケ崎市役所分庁舎６階コミ

ュニティーホール 

◎会報 着  台北西北・鎌倉中央 

◎委員会報告 

加藤会員［姉妹クラブ］：23日からの台北訪問スケジュ

ール等の確認 

大箭会員・杉田会員［職業奉仕］：14日に実施された職

業奉仕セミナーの報告 

◎例会変更 

☆藤沢南   ９/２２（月） 夜間移動親睦例会（新入会員歓迎

会） 

         １０/６（月） ⇒ １０/５（日） 長崎西ＲＣ３０周年

記念式典 出席 

         １０/１３（月） 休会 （祝日休会） 

         １０/２０（月） ⇒ １０/１９（日） 地区大会振替  

☆綾 瀬    ９/２３（火） 休会 （祝日休会） 

         ９/３０（火） １８：００点鐘 オークラフロンティア

ホテル海老名（綾瀬ＲＣ・綾瀬春日ＲＣ合同例会 ガバナー公

式訪問） 
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◎出席報告 中島哲男会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

９／１８ ２６４２ ３８ ３５ ２９ １ ５ ８５．７１％  

９／４ ２６４０ ３８ ３２＋５ ３１ １＋１ ４ ８６．４９％ ８９．１９％ 

 卓話「消費税引き上げその他について」 

河野太郎様 （ゲストスピーカー・衆議院議員） 

 皆さんの気になる消費税についてちょっとお話します。ま

ず、国の予算を４つに分けて考えてみたいと思います。１つは

地方交付税、１つは社会保障、１つは地方交付税と社会保障を

除いたその他の国のやっている事業、例えば農業予算、文教予

算、ＯＤＡや防衛費、公共事業等です。また、最後が借金、つ

まり国債の利息の支払いです。これを１つ１つ見ていきます

と、地方交付税は平成元年に 15兆円でしたが、昨年の当初予

算でも 15兆円でした。社会保障を除く国の事業に対する予算

は、平成元年 25 兆円でした。昨年の当初予算もやはり 25 兆

円でした。つまり、地方交付税とその他予算を加えた額は、平

成元年 40兆円です。そして平成 25年も 40兆円です。この間、

予算はほとんど変わっていないのです。 

平成元年、社会保障は 10 兆円でした。平成 25 年、これが

30兆円になりました。国債の利払いは平成元年 15兆円だった

ものが、昨年は 22兆円に増えています。つまり、平成元年、

国の支払いは 65兆円でしたが、昨年は 92兆円になりました。 

平成元年には税収が 58 兆円ありましたから、7 兆円分だけ

お金が足らなかったのです。なので、その 7兆円だけ借金させ

て下さい、ということで国債を発行していました。平成 25年、

支出は 92 兆円に増える一方、税収は 43 兆円に減りました。

お金が 50兆円足りず、借金をしました。これでは持続可能性

が全くありません。地方交付税とその他事業を足した 40兆円

を支払うと、残りはわずか 3兆円しかありません。社会保障の

ためのお金を 27兆円借りなければならないという事態ですの

で、これではどうしようもありません。 

そこで、消費税を 5%から段階的に 10%に上げさせて頂こう

ということになりました。消費税 1%でだいたい 2兆 5千億円

です。5%上げれば 12兆 5千億になりますので、税収は 43兆

円から 55兆円まで増えることになりますが、それでも社会保

障を含めた 70兆円をカバーすることは出来ません。なので、

財務省の若い人たちと話をしていると、何とか消費税を 15%

まで上げて、税収で 70兆にはしたいという話になります。こ

れを 2020年には何とかしたいね、と。 

河野太郎が自民党の行政改革推進本部長になりましたので、

どうにかそれを達成できるよう、頑張ります。いろいろな所で

「景気がよくないから消費税は上げてくれるな」という声を聞

きます。しかし、ここで上げないと財政は尚厳しくなります。

ですから、当面は何とか 10%にまでは上げさせて頂き、将来

的には 15%以上にはならないように、いろいろと知恵を絞っ

ていかねばならないと思います。 

 

スマイル報告 大箭剛久会員 

澤邑重夫君 河野さま、ようこそ。本日は卓話をよろしく

お願いいたします。 

古知屋光洋君 ゲストスピーカーの河野太郎さま、政界ウ

ラ話を期待しております。 

伊藤留治君 河野太郎様、本日はお世話になります。 

池上 實君 河野太郎先生ようこそ。卓話を楽しみに致し

ております。 

吉田恵子君 台湾の大会が近くなってきましたね。河野様、

卓話楽しみにしております。 

程島利通君 衆議院議員河野太郎様、ようこそ。 

杉本行廣君 河野先生ようこそ。「ごまめのはぎしり」を愛

読させて頂いております。 

大森久巳男君 河野太郎様、ようこそいらっしゃいました。

卓話楽しみです。宜しくお願い致します。 

小林 亨君 ゲストスピーカーの河野太郎様、いつもお世

話になっております。台北訪問ご一緒の方、よろしくお願

いします。 

河本啓伸君 こんな日にあれですけど、恐ろしいことに「か

わもとひろのぶ復帰ライブ第二弾」が 11月 15日（土）、

平塚にある“カナフ”というライブハウスにて開催される

運びとなりました。万一お越しになりたい方はお声掛け下

さいませ。 

和田幸男君 衆議院議員河野太郎様、卓話よろしくお願い

いたします。 

横山 貢君 衆議院議員河野太郎様、本日の卓話宜しくお

願いいたします。 

岩澤あゆみ君 河野太郎様、卓話楽しみです。先週末、山

梨の日蓮宗の総本山、身延にある七面山に祖父と父の３回

忌の供養登山に行き、滝行をしてきました。月日が過ぎる

のは早いですが、改めてご先祖様に感謝をして頑張りたい

と思いました。 

水嶋 聡君 本日も皆様に幸有れ！ 

富田桂司君 河野代議士ようこそおこし下さいました！卓

話を楽しみにしております。 

中山富貴子君 衆議院議員河野太郎様、ようこそお越し下

さいました。 

大木 暁君 ゲストスピーカーの河野様、卓話大変楽しみ

にしております。よろしくお願いします。 

加瀬義明君 本日は業界の研修に参加する為、早退させて

頂きます。 

大箭剛久君 台湾行を来週に控え、興奮して眠れぬ夜が続

いております。体調を万全にして、いざ台湾！ 

［本日 19件、22,000円です］ 


