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アーティスト（指揮者）

田中 祐子氏
【プロフィール】

名古屋市出身。
東京藝術大学大学院指揮科修士課程修
了。指揮を尾高忠明、広上淳一、髙関
健、汐澤安彦の各氏に師事。
東京国際コンクール（指揮）入選。
プザンソン国際指揮者コンクール、
ショルティ国際指揮者コンクールのセ
ミファイナリスト。
これまでにN響、読響、東響、東フィ
ル、新日フィル、日フィル、神奈フィ
ル、名フィル、セントラル愛知響、札
響、大フィル、京響など全国各地のプ
ロ・オーケストラと共演。
2013年クロアチア国立歌劇場リエカ管
弦楽団に招かれ海外デビュー。
2015年藤原歌劇団ヴェルディ『椿姫』
でオペラデビュー。
2017年３月日本オペラ振興会『よさこ
い節』（新国立劇場）に登壇。
NHK-Eテレ「らららクラシック」や
NHK「名曲アルバム」に出演するな
ど活動の場を拡げている。
2015～17シーズンNHK交響楽団首席
指揮者パーヴォ・ヤルヴィ公式アシス
タント。
ウェブサイト
http://yuko-tanaka.com/

D

oct.

I

A

R Y

10

2017
nov.

▶

2018
2018

11

jan.

3火 『初心者のための源泉所得税研修会』

1水 「新設法人説明会」

4水

3金 文化の日
6🈷 「暮らしの中の税金展」
作品展示

5木
9🈷

中日パレス

13：30

青連協・情報交換会
ホテルキャッスルプラザ 14：00
第34回法人会全国大会福井大会
〜恐竜王国 福井へようこそ〜
体育の日

「第９回・名古屋ニコニコランド2017」

〜ココロもカラダも元気な名古屋〜
久屋大通公園 10：00
水 市内法人会合同講演会
講師：トヨタ自動車 代表取締役会長
内山田 竹志氏
演題「イノベーションが未来を拓く」
〜水素社会の実現に向けて〜
日本特殊陶業市民会館 13：30
土・日 大須支部・地域協賛事業
「大須大道町人祭」
大須商店街界隈
🈷

水

金

日

青年部会・第５回正副部会長会議
事務局会議室 18：30

平和支部事業
「お話と食事会」
たん熊北店 11：40

調査部所管法人部会・税務研修会
講師：名古屋国税局 調査部 部長
沖田 政人氏
演題「税法の解釈について」
中日パレス 14：30

経営研究会・第３回事業
《中法人会フライデーナイトフィーバー2017》
〜若さと情熱を取り戻せ！法人会は生涯青春〜
たての街・フォルテナゴヤ 18：00

広報誌「NAKA」取材
徳興山 建中寺 住職 村上 真瑞氏
建中寺 10：00
🈷 「軽減税率制度説明会」
名古屋国税局会議室 10：00・13：15

火

金

北部四支部合同事業
（名城・御園・栄西・栄東）
「変なホテル ラグーナテンボス」
「租税教室講師養成研修会」
名古屋中税務署 14：00
松原支部・地域協賛事業
「松原地区合同防災訓練」
花春生花地方卸売市場 ９：30
青年部会・第５回役員会議
東京第一ホテル錦 18：30

女性部会・秋の教養講座
講師：水谷 三佐子氏
演題「香が誘う古典文学の世界」
可ん寅 11：00

「軽減税率制度説明会」
名古屋国税局会議室 10：00・13：15
🈷 第17回・広報委員会〜新春号企画〜
事務局会議室 10：30
火 専務理事会議
大同生命ビル 16：00

太 字 は一般参加の事業

名古屋国税局会議室

7火
9木

13：30

中日ビル２階ギャラリー
第13回・総務委員会
事務局会議室 10：30

女性部会・研修委員会事業
「署長講演会」
講師：名古屋中税務署長
小久江 元秀氏

女性部会・第５回理事会
ホテルオークラレストラン 11：00
⓾金 「第31回・全国青年の集い・高知大会」
〜税の使い道を考える重要性について〜
県民文化ホール 14：00

5金
8🈷
9火
木
水

木
🈷
金

新年税務署幹部挨拶
名古屋中税務署会議室 13：30
成人の日
第14回・総務委員会
芳蘭亭 16：30
女性部会・第６回理事会
事務局会議室 10：30
名古屋中税務連絡協議会
「暮らしの中の税金展」委員会
広報誌「税務なか129号」区割り作業
名古屋中税務署会議室 13：00

新年賀詞交歓会＆新春記念講演会
中日パレス 18：00
県連・第17回理事会、賀詞交歓会
名古屋東急ホテル 16：00
県連・専務理事会議
大同生命ビル会議室 14：00

土 「暮らしの中の税金展」
表彰式
🈷

昭和ビル９階ホール

10：30

女連協・情報交換会
ホテルキャッスルプラザ 14：00
水 「平成29年度・名古屋中税務署納税表彰式」
KKRホテル名古屋 10：30
木 青年部会・第６回正副部会長会議
事務局会議室 18：30

大須支部事業・地域探訪
「伊勢神宮外宮内宮とおかげ横丁の散策」
土 第20回・中法人会TAX杯ミニサッカー大会
愛知県体育館 メインアリーナ 9：30
水 決算期別研修会（10〜12月期）
昭和ビル9階大ホール 13：30
金

木
日

火

水

勤労感謝の日

錦三丁目支部事業
「養護施設の児童をプラネタリウムに招待」
名古屋市科学館 ９：30

県連・税制講演会
講師：中央大学法学部 教授 冨田 俊基氏
演題「異次元金融緩和と国債累増の帰結は？」
ウインクあいち 14：30
青年部会・第６回役員会議
東京第一ホテル錦 18：30
経営研究会・第４回幹事会
岡谷ビル・シンジコガ 18：00

第16回・日経シンポジウム
「リニアへの10年変わるナゴヤ、魅力新発見」
ウエスティンナゴヤキャッスル 13：00

dec.
1金

4🈷
5火

土

12

愛知県法人会運営研究会
ホテルキャッスルプラザ

14：30

新栄・老松・千早支部合同事業
第10回・社会貢献事業
中日パレス 18：00
天皇誕生日

feb.

2

市内９法人会合同講演会
講師：作家 林 真理子氏
演題「私の仕事から」
日本特殊陶業市民会館 14：00
7水 決算期別研修会（１・２月期）
昭和ビル９Fホール
6火

8水
9木
日
水

火

水

木
火

平和支部事業
平和学区総合パトロール
「クリーンキャンペーンなごや2017」

1

県連・事業委員会
大同生命ビル会議室 12：00
第18回・広報委員会
事務局会議室 10：30
建国記念日
県連・厚生委員会
大同生命ビル会議室 12：00
全法連・税制セミナー
ハイアットリージェンシー東京 13：00
県連・税制委員会
大同生命ビル会議室 12：00
第12回・常任理事会
昭和ビル９F会議室 14：30
第35回 調査部所管法人会員経営者講演会
講師：名古屋国税局長 垣水 純一氏
ウエスティンナゴヤキャッスル 15：30
経営研究会・正副代表幹事＆幹事予定者会議
囲み屋 18：00
青年部会・第７回正副部会長会議
事務局会議室 18：30
県連・組織委員会
大同生命ビル会議室 12：00
県連・総務委員会
大同生命ビル会議室 12：00

mar.
1木
7水
8木

9金

3

県連・広報委員会
大同生命ビル会議室 12：00
青年部会・第７回役員会議
東京第一ホテル錦 18：30
県連・専務理事会議
大同生命ビル会議室 14：00
女性部会・第７回理事会
事務局会議室 10：30
第72回・東海法連静岡大会
法人会運営研究発表会
センチュリー静岡 14：30

DIARYは一部変更になる場合があります。名古屋中法人会ホームページ「イベントカレンダー」をお確かめのうえお出掛けください。
NAKA  平成29年秋号

http://www.meinaka-houjinkai.or.jp
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インタビュー
日㈭
時

13

名古屋中税務署長

年８月

小久江 元秀氏

取材日時／平成

健康と明るい風通しの
良い職場作り
――赴任されて一ヶ月になりますが、

30

分〜

15

時
取材場所／名古屋中税務署

ききて／森田文二・武藤俊明・岩田加津子・清水正彌

24

困難を避けては 前に進まない

署長
29

いと仕事にも打ち込めませんので、
家族の健康にも配慮してほしいと思
います。
職場ではコミュニケーションをと

署内の雰囲気と赴任に当たってのご

ることが重要だと思います。積極的

抱負をお聞かせください。

に議論できる職場、人間関係を悪く

名古屋中税務署は、大所帯（約

するハラスメントを起こさない職場

250名）であり、縦横の繋がりが希

作りの醸成に努めていきたいと思い

薄ではないかと想像していましたが、

ます。時には飲みニュケーションも

良い意味での想定外で、情報共有の

必要だと思っています。いずれにし

醸成ができており、職員個々のモチ

ても、明るく元気に仕事を行い、一

ベーションは高く、各部門とも非常

年後には楽しかったと言えるような

に活気があると感じています。

職場にしていきたいと思います。

良い仕事（成果が出る）を行うた

署長室

めには、特に心身両面の健康と明る
く風通しの良い職場作りが重要と考
えています。健康管理については、
職員自らが行い、体調が思わしくな
いときには早めに休養してもらいた

2

いですし、更には、家族が健康でな

NAKA  平成29年秋号

大災害の「九州北部豪雨」
の中に着任
――これまで多くの要職を経てこら

歴代の名古屋中税務署長のネームプレート

れました。振り返られていかがですか。

その後、着任のため車に家財道具

徳川さんと係わりのある
「小久江」

振りだしの４年間は管理・徴収部

を積んで阿蘇に向かいましたが、阿

門に配属になりましたが、その後は

蘇市内に入った途端にこれまで経験

主に個人課税系統の仕事を通算22年

したことがないような大雨に遭遇し、

間行いました。平成16年以降は、会

30分ぐらいコンビニの駐車場に避難

――お生まれはどちらでしょうか。

計の仕事など、主に官房系の仕事を

してから宿舎に向かった記憶が鮮明

お名前の「小久江」は、初めてお聞

してきました。

に残っています。また、阿蘇の市長

きします。由来をお示しください。

41年間の勤務のうち、国税局は７

に着任のあいさつに伺ったのですが、

こ

く

え

母の実家のある長野県南木曽で生

部署21年間、税務署は９部署20年間

市長室の机の上に栄養ドリンクが溢

まれ、岐阜県土岐市で育ち高校まで

勤務しています。

れ返っていました。

住んでいました。幼い頃は雑木林と

――思い出に残る勤務地、お仕事を

それからの１年間は、被害に遭わ

田んぼや畑ばかりで小学校の帰りに

れた納税者の方々の確定申告（雑損

は、よく小川や田んぼに入り、ド

平成24年に着任した熊本国税局の

控除等適用）を中心に、税理士会、

ジョウ、沢ガニ、アメリカザリガニ

阿蘇税務署長の勤務が思い出深いで

法人会等関係団体、役場等の協力を

を獲りながら帰ったものです。土岐

すね。

得て、広報・説明会の段取りなどを

市は両隣の多治見市と瑞浪市と併せ、

今年は福岡県朝倉市を中心に豪雨

職員が一致団結して行い、トラブル

陶磁器の日本一の生産地であり、陶

による大災害が発生しましたが、平

なく順調に確定申告事務を実施する

磁器の生産に従事する家が多かった

成24年にも阿蘇市を中心とした「九

ことができました。

と思います。市内には庄内川の源流

お聞かせください。

州北部豪雨」が発生し、私が署長を

なお、管内は阿蘇山を中心とした

である土岐川が流れていますが、当

務めた阿蘇税務署管内では、死者・

風光明媚な所で、しかも観光地や温

時はお盆と正月を除いて、川の水の

行方不明25人、全壊・半壊90棟弱、

泉が多々あり、プライベートでは、

色が、陶土が溶けた真っ白というか

床上・床下浸水約2,400棟という大

週末に観光や温泉によく出かけてい

灰色というか、かなり濁っていたの

災害が発生しました。

ました。

を記憶しています。

当時、この大災害を着任する前に、
名古屋の自宅で朝のNHKニュース
で知り、早速、阿蘇税務署の総務課

こ

く

え

それと、ヘルシーな「赤牛丼」と

名字の「小久江」は、私の祖父が

「馬刺し」が美味しかったですね。

高浜の出身で「小久江」の名字があ
る地域です。

長に職員の安否や庁舎・宿舎の被害

名前の由来に興味がありましたの

状況を確認し、何事もなく安堵しま

で、以前その辺りの電話帳で調べた

した。

ら西尾や碧南などの三河地方に40軒
NAKA  平成29年秋号

3

熊本県のPRマスコットキャラクター
「くまモン」がプリントされたネクタイ

ぐらいあったと記憶しています。名

私の前任の野口洋署長とは、当時

古屋市内では私だけかと思います。

千種税務署で同勤しており、部門は

付書類の提出も便利になっています。

静岡県の袋井では「おぐえ」、神奈

違いましたが懇意にさせてもらいま

現在は、平成29年６月に財務省にお

川県では「こくえ」、他にも「おく

した。

いて策定された「『行政手続きコス

え」、「こぐえ」と呼ぶ地域もあり

ト』削減のための基本計画」により、

いろいろ教えていただきました。自

平成31年度までに達成すべき数値目

父親がかつて私に、「江戸時代に

分の母親と同世代の方でしたので、

標が掲げられ、この目標に向け、引

徳川さんが江戸に行ったとき、一緒

子どものように接していただいたと

き続き利用率の向上に取組んでいま

に付いて行った」と話していました。

思います。特に、今でもやっている

す。

ですから、愛知県から東京の辺りま

こととしては、書類の整理の仕方で

名古屋中法人会におかれては、利

でにこの名前があると思います。

す。上司いわく「税法や事務手続き

用拡大に向けて積極的に取り組んで

など全てを頭に入れることは不可能。

いただいており、この場をお借りし

調べたいことを綴ってあるファイル

て改めて感謝申し上げます。

ます。

母親のような女性上司
――税務署へ入られたきっかけと最
初の赴任地を教えてください。
父が病弱で家計的に苦しい状況で
したので、高校を卒業したら就職す
るつもりで商業高校に入りました。

をすぐ取り出せるようにしておけば

マイナンバーは、本年１月から税

よい」ということで、ファイリング

務署に提出していただく申告書など

の仕方を覚えました。

の税務関係書類への番号の記載が本

より適正・公正な
課税を目指して

格化しています。引き続き、税務関
係書類への番号の記載が必要となる
ことや、なりすましを防ぐため、本
人確認が必要となることについて、

どこへ就職しようかと迷っていたと

――e-Taxの利用向上、ICT申告の

きに、担任の先生が「勉強しながら

普及・拡大に向けた今後の方向性と、

給料がもらえるところがある」と税

「マイナンバー制度」の定着に向け

られた利用範囲を超えて利用するこ

務大学校のバンフレットを渡してく

た取組み、番号の活用方法や法人企

とができないほか、特定個人情報を

れたのがきっかけです。

業として留意すべき点などをお聞か

むやみに提供することもできません

せください。

ので、事業者の方は、従業員や顧客

担任の先生には感謝、感謝です。

4

また、当時女性の上司（上席）に

データで送信が可能となるなど、添

周知・広報に努めてまいります。
なお、マイナンバーは法令に定め

そして、夜間大学への通学に配慮し

e-Taxはシステム面において、昨

のマイナンバーを記載した書類の作

ていただき、昭和51年に千種税務署

年４月から法人税や消費税（法人）

成や保管などを適切に行っていただ

の管理・徴収部門に赴任しました。

申告書などの添付書類がイメージ

くようお願いします。
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こ

く

え

もと ひで

小久江 元秀氏
■プロフィール
名古屋中税務署

法人会とは強固な
信頼・協力関係
――当会の事業活動についてお聞き
します。

署長

生年月日

昭和33年１月

出 身 地

岐阜県土岐市

昭和51年４月

名古屋国税局

昭和52年６月

千種税務署

管理・徴収部門

総務部

総務課

平成９年７月

藤枝税務署

個人課税第三部門

統括国税調査官

平成13年７月

津島税務署

個人課税第一部門

統括国税調査官

平成14年７月

熱田税務署

個人課税第一部門

統括国税調査官

平成15年７月

名古屋国税局

課税第一部

平成16年７月

名古屋国税局

総務部

平成19年７月

小牧税務署

平成21年７月

熱田税務署 特別国税調査官（個人調査（所得税等）担当）

平成22年７月

名古屋国税局

平成24年７月

阿蘇税務署長

平成25年７月

国税庁

平成26年７月

名古屋国税局

総務部

会計課長

平成28年７月

名古屋国税局

総務部

次長

平成29年７月

現職

個人課税課

会計課

課長補佐

課長補佐

副署長
総務部

長官官房

営繕監理官

名古屋派遣

主任国税庁監察官

カー大会」など、地域社会の健全な

趣味は歩くことと絵画鑑賞です。

発展に寄与する魅力ある社会貢献事

10年ほど前に、「伊藤若冲」の収集

業を展開されています。さらに異業

家であるアメリカのジョー・プライ

種の交流事業も法人会の大きな特色

ス氏の収集展が愛知県美術館で開催

だと思います。

されていました。偶然見に行った際

これらの事業が、名古屋中法人会

にジョー・プライス氏のサイン会が

名古屋中法人会が公益社団法人と

の認知度・知名度を高め、今後の組

行われていて、ポストカードにサイ

して、積極的に多くの事業を展開さ

織率の向上に繋がるものと期待して

ンをしてもらったのがきっかけで、

れていることは、異動後のご挨拶、

います。

絵画鑑賞を続けています。愛知県を

広報誌、理事懇談会などを通じて十

私どもといたしましても、法人会

中心に赴任先や旅先で鑑賞したりし

の活動が一層充実したものとなるよ

て、これまで延べ170ヶ所ぐらい

８月19日の「広小路夏まつり昇龍

う、できる限りサポートしていきた

行っています。

みこし」、23日の青年部会の「ボウ

いと考えておりますので、よろしく

リング大会」にも参加させていただ

お願いします。

分に承知しています。

以上にコミュニケーションを図り、

「困難を避けては前に進まない」と
いう言葉を信条にしています。意味

きました。私としても積極的に各事
業に参加させていただき、これまで

座右の銘は特にありませんが、

170ヶ所の絵画鑑賞

は言葉のとおりで「仕事において嫌
なことや苦しいことにぶつかる局面
が多々あると思うが、これを避けて

名古屋中法人会との相互信頼関係及
び協力関係を一層強固なものとして

――健康法・ご趣味、座右の銘・信

は前に進まない。取り敢えずやって

いきたいと考えています。

条をお聞かせください。

みよう！」ということでしょうか。

――法人会は、組織率の低下による

健康法とまでは言えないかもしれ

財政基盤の弱体化など大きな課題を

ませんが、なるべく歩くことを心が

抱えています。ご助言をいただけれ

け、これ以上体重が増加しないよう

ば幸いです。

に努力しています。最近は少なくな

８月の理事懇談会で「会員増強」

りましたがJRなどが企画する

を議題とされるなど、いろいろと検

ウォーキングに参加したり、局勤務

討されておられます。また、多くの

から始めていますが、市役所駅で降

子どもたちが参加する「名古屋ニコ

りず、一つ手前の久屋大通駅で降り

ニコランド」や「Tax杯ミニサッ

て歩いています。

――今日はお忙しいところ、ありが
とうございました。
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景気討論会

好調な外需､景気は上向き
トランプ米政権の内向きな通商関係が懸念されるなか、円安基
調に支えられ、日本と欧州連合（EU）が経済連携協定（EPA）で
大枠合意した。これにより、保護主義の歯止めと日欧の輸出の増
加が期待される。
名古屋東急ホテルで開かれた景気討論会では、ブラザー工業の
小池利和氏が「景気は活発な外需を背景に企業業績は上向きの動
きが続いている」と述べ、３名の講師も意見が一致していた。
今後は、正社員の賃金上昇による個人消費の拡大が焦点になる
と指摘された。
人手不足を改革の機会ととらえ、女性の就労拡大や生産性向上

小池 利和氏

想定外のリスク対応、国の財政を安全で豊かに

につなげるべきとの意見も出された。

内田 眞一氏

生産性の向上、ビジネスの見直し
山崎 浩志氏

講

師

ブラザー工業

代表取締役社長

小池 利和氏
日本銀行

名古屋支店長

内田 眞一氏
ニッセイ基礎研究所

主任研究員

久我 尚子氏
日本経済研究センター

久我 尚子氏

将来の不安で消費に影、女性の就労環境の整備

研究顧問

齋藤 潤氏

司

会

日本経済新聞社東京本社

編集局次長兼経済部長

山崎 浩志氏
齋藤 潤氏

焦点は正社員の給与の上昇
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社長の
“やる気”
サポート

日時／平成29年７月６日㈭ 13：30〜15：30
会場／名古屋東急ホテル３F ルネッサンスの間

主催／日本経済新聞社、（公社）日本経済研究センター
後援／（公社）名古屋中法人会、（一社）中部経済連合会、名古屋商工会議所、中部経済同友会
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