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10oct.

2火　.「初心者のための源泉所得税.
説明会」.
講師：名古屋中税務署担当官.
中日パレス　13：30

8🈷　.「第10回・名古屋ニコニコランド.
2018」.
〜ココロもカラダも元気な.
名古屋〜.
エディオン久屋広場ほか　
10：00

⓾水　�名城支部事業・地域探訪�
「万博記念公園�太陽の塔見学」

�木�.金　第35回・法人会全国大会鳥取大会�
《まんが王国とっとり＆食のみやこ》�
とりぎん文化会館　14：00

�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

�火　.平和支部事業.
「名古屋城本丸御殿・完成」.
見学会.
ホテルナゴヤキャッスル.
名古屋中税務署・名古屋国税局
共催

�水　�「大規模法人研修会」�
名古屋中・名古屋東・千種法人会�
合同開催�
講師：名古屋国税局調査部長・調査�
　　　審理課長ほか�
中日パレス　13：30

�木　�女性部会　秋の教養講座�
「防火＆防災について」�
講師：名古屋中消防署長　小松�祐治氏�
蔦茂　11：00

�金　.経営研究会・第３回事業.
「経営に役立つ講演会」.
講師：清水.正彌氏・吉田.学氏.
東京第一ホテル錦　18：30

�水�.木　名古屋中法人会・名古屋
中税務署共催.
「消費税軽減税率制度等研修会」.
講師：名古屋中税務署担当官.
昭和ビル９階ホール　13：30

11nov.

1木　.名古屋中法人会・名古屋中.
税務署共催.
「新設法人説明会」.
名古屋国税局会議室　13：30

6火　�愛知県法人会連合会・税制講演会�
講師：�全国法人会総連合専務理事�

松崎�也寸志氏
　　　ウインクあいち　14：30
8木　�女性部会　署長講演会�

講師：名古屋中税務署長　久野�浩介氏�
「税の話をはじめよう」�
ホテルオークラ　11：00

8木9.金　第32回全国青年の集い・岐阜大会�
長良川国際会議場

⓾土　.名古屋中税務連絡協議会.
「暮らしの中の税金展」.
税の作品表彰式.
三井住友SMBCパーク栄

�日〜�土　税を考える週間
�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

�木　�平成30年度名古屋中税務署納税表彰式�
KKRホテル名古屋　10：30�
錦三支部事業・地域探訪�
「岐阜かかみがはら航空宇宙博物館・見
学他」

�土　.第21回「中法人会TAX杯」.
ミニサッカー大会.
ドルフィンズアリーナ.
（愛知県体育館）

�水　�決算期別研修会（10〜12月期）�
講師：名古屋中税務署担当官�
昭和ビル９階ホール　13：30

12dec.

1土　.橘支部・正木支部合同事業.
「新出意本忠臣蔵」.
東別院ホール　14：00

3🈷　.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」

5水　.新栄・千早支部合同事業.
第11回・社会貢献事業.
「名古屋で生まれたロマンの.
調べ大正琴」.
中日パレス　18：30

2019

1jan.

�水　�新春賀詞交歓会＆記念講演会�
講師：名古屋中税務署長　久野�浩介氏�
ローズコートホテル　16：30

2feb.

6水　�決算期別研修会（１、２月期）�
昭和ビル９Fホール　13：30

�水　.市内９法人会合同講演会.
講師：中山.五輪男.氏.
日本特殊陶業文化会館　13：30

�金　�大規模法人経営者講演会�
講師：名古屋国税局長　金井�哲男氏�
ナゴヤキャッスル　15：00

3mar.

8金　�第73回・東海法連岐阜大会�
法人会運営研究発表会�
岐阜グランドホテル　14：30

�水　�第18回理事会�
昭和ビル９Fホール　15：00

�火　�東海青連協・常任理事会�
大同生命ビル２階　13：30
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になってほしい。」と話しています。
まず、われわれの仕事は、納税者

の皆様からの信頼の上に成り立って
いますので、①納税者の皆さんから
信頼されること、次に、②職員から
も信頼されるようになってほしいと
話しています。職員から信頼される
ためには、依頼された仕事がきちん
と出来ることはもちろんですが、ト
ラブルが発生した時などに、自分の
守備範囲を越えて、一緒になって「助
ける」ことが出来る職員は、周りの
職員から信頼されると確信していま
す。是非、そんな職員になってほし
いと思っています。

適正・公平な 
課税・徴収の実現

適正・公平な課税・徴収の実現に
組織を挙げて取り組みます。具体的
に、納税者の皆様の権利・利益の保
護を図りつつ、大口・悪質な事案に
は組織的に厳正な対応をする。

また、申告しなければいけないこ
とを知らなかったということを含め
て、無申告事案への対応をしっかり
やって行きたいと考えています。

それから、ここ数年、若手職員が

信頼される職員に 
なってほしい
――赴任されて１ヶ月余りになりま
すが、署内の感じ、雰囲気はいかが
ですか。
　また、税務を取り巻く厳しい環境
の中、職員に対してどのような指
導・指示をされていますか。
　併せて、就任に当たっての抱負を
お聞かせください。

署内をまわっても、非常に元気で
モチベーションの高い職員が多い、活
気のある職場であると感じております。

名古屋中税務署は、名古屋国税局
管内で最も職員数が多い税務署であ
り、現在約260名の職員が在籍してい
ます。ただし、各署へ出張して仕事
をする職員が多いため、普段は署に
残っている職員は少ないのが実情で
す。そこで、署に戻ってきた時には、
できるだけ職員から話を聞くことに
しています。コミュニケーションが
とれていない職場では、仕事のミス
も起こるし、事務効率が上がりませ
んので、部下職員と直接話すことは
重要であると思っています。

職員に対しては、「信頼される職員
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増えてきております。どこの組織も
同じだと思いますが、これらの職員
をきちんと育成することが将来の組
織に重要であることは、明らかです。
名古屋中署には、税務の職場でのス
ペシャリストが揃っていますので、是
非、そういう職員からの知識・手法
の伝承にも力を入れて行きたいと思
っています。
――前任職は総務部・次長、総務課
長、徴収部管理運営課長、松阪税務
署長、総務部企画課長、庁派遣監督
評価官、東京局麻布税務署副署長な
ど多くの要職を経てみえますが、こ
れまでのお仕事についてお聞かせく
ださい。

この職場に入って、最初の赴任地
が静岡県沼津税務署　所得税部門で
した。

そこから、20年程、個人課税の仕
事を局・署でやりました。

その後、平成13年７月から１年間、
課税第二部　資料調査課で仕事をし
たあたりから、色々な仕事に従事す
ることになりましたが、どちらかと
言うと、総務系の仕事が多く、課税・
徴収事務を支える仕事が中心になり
ました。

国際色豊かな 
麻布十番祭り
――思い出に残る勤務地、仕事をお
聞かせください。

単身赴任をした東京と松阪での生
活が印象に残っています。

平成19年７月から21年６月まで、
東京国税局の麻布税務署に２年間単
身赴任しました。管内が港区の半分
で、赤坂、青山、六本木が管内でし
た。税務署は、六本木ヒルズに隣接
した場所にあり、周りはとても華や
かでした。管内に大使館がたくさん
あり、当時から外国人の方も多く、管
内の大きな祭りとして「麻布十番祭
り」がありましたが、この祭りでは、
今は無くなったようですが各国大使
館がバザールに参加しており、当時
は国際色豊かなお祭りであったため、
印象に残っています。また、周りに
は、テレビ局があり、イベントも頻
繁に行われていましたので、仕事が
終わってからの時間を楽しく過ごす
ことができました。

平成25年７月から松阪税務署長を
１年経験しました。松阪といえば、松
阪牛です。肉は、嫌いではなかった

ので、松阪牛を食べることが出来る
と、喜んで転勤しましたが、単身赴
任でしたので、名古屋からの出張者
と晩御飯を食べに行こうということ
になると、やっぱり「焼肉」を食べ
る回数が多くなり、１週間の内、３
回が焼肉という週もありました。お
かげさまで、松阪牛も十分に堪能い
たしまして、２ヶ月ほどで、焼肉屋
へ行っても、焼野菜だけ食べれば十
分満足できるようになりましたが、今
でも、松阪牛は、とてもおいしいと
思っています。
――お生まれはどちらでしょうか。
　少年時代の思い出などをお聞かせ
ください。

愛知県西加茂郡三好町（現在　み
よし市）で生まれて、高校までは実
家に居ました。

学校から帰った後は、近所の友達
といつも遊んでいましたが、両親は、
商売（床屋）をしておりましたので、
店の掃除やタオルの洗濯の手伝いも
やっていました。両親が忙しい時に
は、５歳違いの兄がご飯を作ってく
れました。結構、兄は料理が上手だ
ったので、大変助かりました。

ただ、父親は、そういう状況をか
わいそうだと思っていたと思います。

平成30年8月18日�朝日神社「第67回�広小路夏まつり・昇龍みこし」御園・錦三支部協賛

平成30年7月24日�名古屋中税務署署長室「第1回�夏休み親子で税を学ぼう」経営研究会主催
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毎年、店がお盆休みの間に、少し遠
くの観光地に、バスと電車で連れて
行ってくれました。子供にとっては、
１年に一度の楽しみでしたが、まず、
名古屋駅までがとても遠かったこと
を覚えています。また、当時、特急
列車には、食堂車が連結されていま
したので、必ず、食堂車に連れて行
ってもらったのを覚えています。こ
の頃の影響で、私は、現在も電車に
乗ることが好きです。特に、寝台特
急に乗るのが好きでしたが、現在は、
ほぼ寝台特急が無くなってしまいま
したので、次は、フェリーの船旅を
始めようかと思っています。

申告書を作成する 
父親の姿
――税務署へ入られたきっかけは？

国税の職場を選んだのは、実家が
商売をしていたことがきっかけにな
りました。父親は、毎日、晩酌をし
ながら、帳簿を記帳して、毎年３月
になると、一生懸命に申告書を作成
していました。この父親の姿を見て、
自然と会計・税を身近に感じ、興味
を持ったのが始まりで、大学は、商
学部を選び、国税の職場の採用試験
を受けました。
――「納税環境の整備」を目指した
e-Taxの利用率アップ、ICT申告の
普及・拡大に向けた今後の方向性等
についてお聞かせください。
　また、税制改正などにより、今後
法人企業として留意すべき点などあ
りましたらお聞かせください。

名古屋中法人会におかれては、こ
れまでも、e-Taxにつきまして会員
企業の皆様から関与税理士に対して
代理送信依頼を行う活動のほか、ダ
イレクト納付の周知活動もしていた
だくなど、利用拡大に向けて積極的
に取り組んでいただいており、この
場をお借りして改めて感謝申し上げ
ます。

e-Taxの利用率アップ、ICT申告
の普及・拡大に係る取組に関しまし
ては、現在、国税庁でマイナンバー
カードに標準的に搭載される電子証
明書やマイナポータルの連携機能の

活用などにより、個人納税者の方の
e-Tax利用をより便利にするための
システム改修を進めているところです。

平成31年１月からは、マイナン
バーカードを用いてマイナポータル
経由又はe-Taxホームページなどか
らe-Taxへログインするだけで、よ
り簡単にe-Taxの利用を開始し、申
告等データの送信ができるようにな
るほか、マイナンバーカード及びIC
カードリーダライタをお持ちでない
方については、税務署で職員との対
面による本人確認に基づいて税務署
長が通知した「ID・パスワード方式
の届出完了通知」に記載された 
e-Tax用のID・パスワードのみで、
国税庁ホームページの「確定申告書
等作成コーナー」からe-Taxによる
送信ができるようになる予定です。

更に、国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」では、ス
マートフォンやタブレットでも所得
税の確定申告書の作成ができるよう
になる予定です。法人会の会員企業
の皆様におかれましては、役員及び
従業員を含め、引き続き積極的なご
利用をお願いいたします。

また、経済社会のICT化等が進展
する中、税務手続においても、ICT
の活用を推進し、データの円滑な利
用を進めることにより、社会全体の
コスト削減及び企業の生産性向上を
図ることが重要であることから、平
成30年度税制改正により、「電子情報
処理組織による申告の特例」が創設
されました。

これにより、資本金の額等が１億
円を超える法人については、平成32

年４月１日以後に開始する事業年度
から法人税等の申告は、e-Taxによ
り提出しなければならないこととさ
れましたので、ご承知おきいただき
ますようお願いいたします。
――当法人会は、昭和24年に任意団
体として名古屋中法人会の母体が生
まれ、昭和48年に社団化し、平成24
年４月１日公益社団法人名古屋中法
人会として新たに発足いたしました。
これは永年に亘る税務当局のご指導、
ご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

公益社団法人への移行につきまし
ては、岡谷会長をはじめ役員の皆様、
事務局の皆様に多大なご尽力をいた
だきましたことに感謝申し上げます。

名古屋中法人会は、公益社団法人
として納税意識の高揚の啓発並びに
地域社会の健全な発展に寄与する社
会貢献など充実した事業を展開され
ており、名古屋国税局管内の法人会
の中でもトップクラスであり、けん
引役であると思っています。

今後とも各種の会議が活発で充実
したものとなりますよう、引き続き、
各種会合等に出席させていただき、
緊密な情報交換を行い、名古屋中法
人会と私どもとの相互信頼関係、協
力関係を一層強固なものとしていき
たいと考えております。

夏休み 
「親子で税を学ぼう」

――法人会は「広小路夏祭り・昇龍
みこし」の協賛、多くの子どもたち
が参加する「TAX杯・ミニサッ
カー大会」、「暮らしの税金展」、
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「名古屋ニコニコランド2017」「み
んなに笑顔をクラウンがやってき
た」など、地域社会の健全な発展に
寄与する社会貢献事業を積極的に開
催しています。
　また、７月24日に開催された当会
経営研究会の主催事業「夏休み親子
で税を学ぼう」では、署長様をはじ
め署の皆様に大変ご協力をいただき
誠にありがとうございました。税務
署見学や租税教室、署長室での一瞬
税務署長体験など、参加した親子皆
さんから「たいへんよかった」旨の
声をいただいております。
.　今後ともよろしくお願いいたします。

名古屋中法人会は公益社団法人と
して、毎年、多くの行事を企画・実
施することで、税知識の普及や納税
意識の高揚に加え、地域企業や地域
社会の健全な発展に貢献していただ
いており感謝申し上げます。

税務署では、国の基本となる租税
の意義や役割が正しく理解され、学
校教育の中で租税教育の充実が図ら
れるよう、環境整備や支援を行って
います。

具体的には、租税教育推進協議会
を中心に、広く税理士会、法人会等
の関係民間団体の協力を得て、学校
からの要請に基づく租税教室等への
講師派遣や税に関する絵はがきや習
字・作文などの募集を通して税の啓
発活動を行っています。

着任早々の７月に実施して頂きま
した。「夏休み親子で税を学ぼう」で
は、多数の親子の皆さんに名古屋中
署にお越しいただきました。私とし

ましても、児童に対する租税教育の
機会を設けていただきありがたく思
っておりますので、引き続き開催を
お願いいたします。
――信条や大切にされている言葉、
趣味、家族構成、休日の過ごし方な
どについてお聞かせください。
「我、事において、後悔せず」
「反省はするが、後悔はしない。そ

の時に、精一杯考えて、そうやろう
と決めたことだから」が信条です。

休日は、妻と一緒に美術館へ行っ
たり、コンサートなどに行っています。

何年か前に山梨県立美術館に行き
ました。ミレーなどバルビゾン派の
画家の絵画が展示されている中で、
羊が上手な画家の絵を観ていた時に、
本物の羊がそこにいて、一本一本の
羊の毛の柔らかさまで絵から伝わっ
てくるのを感じて、絵に引き寄せら
れました。それ以来、絵に興味がで
てきて、名古屋の美術館をはじめ、東
京・上野の美術館に足を運び、西洋
絵画を中心に観ています。今年は、フ
ェルメール展やルーベンス展が日本
で開催されますので、是非、行きた
いと思っています。

名古屋では、名古屋ボストン美術
館が閉館するのはとても残念ですが、
これからも、美術館巡りを続けて、い
つかはルーブル美術館に行きたいと
思っています。

コンサートは、映画音楽を中心に
フルオーケストラで聴いています。最
近では、スターウォーズのシネマ・
コンサートに行きました。

法人会の認知度を 
高めよう
――法人会は、公益社団法人として、
税に軸足を置いた事業、地域企業・
地域社会の健全な発展に寄与するこ
とを目的とした事業活動を展開して
います。しかし、組織率低下による
財政基盤の弱体化など大きな課題を
抱えています。法人会と会員の皆様
にご助言をいただければ幸いです。

組織率低下は、法人会に限った話
ではなく、他の関係民間団体におい
ても懸案事項となっています。名古
屋中法人会におかれては、先日の理
事懇談会で「会員増強」について議
題とされるなど、いろいろと検討さ
れているようですが、他の団体にお
いても、なかなか即効性のある方策
は見当たらないのが現状のようです。

名古屋中法人会におかれては、公
益社団法人として「広小路夏祭り・
昇龍みこし」の協賛や、多くの子供
たちが参加する「Tax杯ミニサッカー
大会」など、地域社会の健全な発展
に寄与する魅力ある社会貢献事業を
積極的に展開されており、これらの
事業活動が、名古屋中法人会の認知
度を高め、今後の組織率の向上につ
ながるものと期待しております。

私どもといたしましても、法人会
の活動が一層充実したものとなるよ
う、これまでどおり皆様方の事業活
動をできる限りサポートしていきた
いと考えておりますので、よろしく
お願いいたします。

久野 浩介氏
■プロフィール
名古屋中税務署長

生年月日
昭和34年２月９日

出身地
愛知県みよし市

昭和58年４月　名古屋国税局.総務部.総務課　
昭和58年６月　沼津税務署.所得税部門
平成17年７月　名古屋国税局.課税第一部.個人課税課.課長補佐
平成18年７月　名古屋国税局.課税第一部.課税統括課.課長補佐
平成19年７月　麻布税務署.副署長
平成21年７月　.国税庁.長官官房.総務課監督評価官室..

名古屋派遣.監督評価官
平成24年７月　名古屋国税局.総務部.企画課長
平成25年７月　松阪税務署長
平成26年７月　名古屋国税局.徴収部.機動課長
平成27年７月　名古屋国税局.徴収部.管理運営課長
平成28年７月　名古屋国税局.総務部.総務課長
平成29年７月　名古屋国税局.総務部.次長
平成30年７月　現職
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景気討論会

堅調な国内経済、インフレ率２％を上回る賃上げがカギ
米国を起点とするトランプ政権の過剰な保護主義政策は、世
界経済の行方を不透明にさせている。
経済成長に陰りが見え始めた中国は、投資から消費への移行、
不動産バブル崩壊と急速な高齢化の３つの調整局面を同時に迎
えた。さらにトランプ政権の果てしない関税引上げは、経済戦
争の様相を見せている。
名古屋で開かれた景気討論会、出席者の講師たちは懸念材料
と高齢化・人口減少への対処を誤らなければ、日本の国内景気
はなお拡大し続けるとの見方で一致していた。

井口　哲也氏

講師
三井住友銀行�チーフエコノミスト
西岡.純子氏
豊田通商�取締役会長
加留部.淳氏
日本銀行名古屋支店�支店長
清水.季子氏
公益社団法人日本経済研究センター�研究顧問
国際基督教大学�客員教授
斎藤.潤氏

司会
日本経済新聞社�執行役員�編集局総務
井口.哲也氏
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社長の“やる気”サポート

日時／平成30年7月25日㈬　13：30〜15：30
会場／名古屋マリオットアソシアホテル16F　タワーズボールルーム

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

米国の利上げで、初めて自国の
通貨が売られたトルコと堅調な
アジアも無傷ではいられない
人々は「所得が上がった」と実
感しなければ、物価は継続して
上がらない

西岡.純子氏

貿易が主導する国内経済は、中
部地域を主体に好景気が続く
民主主義を巡る価値観の対立を
社会的に吸収して、経済への影
響を少なくする必要がある

清水.季子氏

米国トランプ政権の自動車関税
引き上げの落としどころを注視
している
利益は給料よりボーナスで還元
させ、将来の投資は自己資金で
行う

加留部.淳氏

転換期を迎えた中国経済の困難
なかじ取り
日本の将来は短期的には楽観的
だが、高齢化・人口減少で中長
期的には悲観的にとらえている

斎藤.潤氏
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