年にリニューア
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花と緑に囲まれたライフスタイルガーデン

久屋大通庭園フラリエ

都心のオアシス

久屋大通庭園フラリエは、旧ランの館より平成

ルオープンしました。愛称は公募により選ばれ、「ふらり」＋「フ

ラワー」＋「アトリエ」の造語です。

花や緑、水辺など都心の中の自然をゆっくりと楽しむ６つのテー

中区

マガーデンを中心に、散策やグルメ、ショッピングのほか、イベン

EYE

トや各種教室など、自分らしく自然を感じながら過ごせる庭園です。

シリーズ
こだわり見学記


③クアドリフォリオ
イタリアンレスラン
〈西ウイング2F〉
11：30～14：30
17：30～22：30

④フラリエ カフェ
カフェ
〈西ウイング1F〉
9：00～18：00
（季節により異なる）

① KEIKAEN
フラワーショップ
〈西ウイング1F〉
10：00～18：00

② green room nagoya
エアプランツ、
多肉専門店〈北ウイング〉
10：00～17：00

久屋大通庭園

フラリエコート

7

2
5

12

１
3

8

6

4

11
9

10

⑤ガーデン キッチン
フラリエ〈フラリエコート〉
11：00～15：00
（土日祝の晴天時のみ）
17：30～22：30

⑥ガーデン ウエディング

フラリエ

入園無料
指定管理者 公益財団法人 名古屋みどりの協会
開園時間／9：00～17：30（店舗の営業時間により異なる） 交 通／地下鉄名城線「矢場町」駅、4番出口から南へ徒歩3分
休 園 日／年中無休、12/31、1/1、メンテナンス日
地下鉄名城線・鶴舞線「上前津」駅、1番出口から北へ徒歩5分
市バス「矢場町」下車
所 在 地／〒460-0011 名古屋市中区大須4-4-1
駐車場／久屋大通庭園フラリエ駐車場
お問合せ先／久屋大通庭園事務所
（庭園南側、有料コインパーキング 普通車18台）
HP アドレス／ http://www.flarie.jp
phone 052-243-0511 fax 052-243-0512

6

NAKA 令和３年秋号

「多肉とみどりのマルシェ in
あいち花マルシェ2021」
多肉植物や珍しい植物
お洒落なハンドメイド雑貨が大集合
11月20日㈯～23日（火・祝）
9：00～17：00
入場無料

フラリエ花レッスン
12月9日㈭ 変わった実やプリザ素材
で作る長持ちクリスマスリース
時
間／13：30～15：30
参 加 費／1回3,500円
定
員／10名
申込締切／1週間前
持 ち 物／汚れてもよい服装、あれば使い
慣れたハサミ、持ち帰り用袋
「おしゃれな木の実教室」
12月6日㈪ お正月飾り
時
間／10：00～12：00
参 加 費／1回3,500円
定
員／10名
申込締切／1週間前
持 ち 物／ラジオペンチ、ハサミ、
持ち帰り用袋

⑦エントランス ガーデン
春に黄色い花をたくさんつ
けるミモザと左右対称に配
置されたコニファーが皆様
を迎えます。季節の草花が
咲く、彩り豊かなガーデン
です。
ミモザ、ハナミズキ、バラ、
ブラシノキ

⑩ウオーター ガーデン
池を駆け抜ける風が心地よ
いガーデン。変化に富んだ
カラフルな植物で構成され
ています。アジサイやクリ
スマスローズなど、季節の
花々が見どころです。
カシワバアジサイ、クリス
マスローズ、カンナ、サル
スベリ、コリウス、ジニア、
ヤブラン、バラ、コスモス

⑧クリスタル ガーデン
フラリエ唯一の約600㎡の
室内ガーデン。四季折々に
咲く花を垂直花壇で鑑賞で
きるほか、イベントや講習
会なども楽しむことができ
ます。
アレカヤシ、シンビジウム、
デンファレ、オンシジウム、
シクラメン、ポインセチア

⑪フォレスト ガーデン
中心の円形の広場をクスノ
キを始めとする高木が囲む
ガーデンです。ウエデング
や屋外イベントなどにご利
用できます。
ヤマザクラ、シュウメイギ
ク、クリスマスローズ、ア
メリカアジサイアナベル

⑨ハーモニー ガーデン
バラを主体とした洋風庭園。
ピンクやオレンジ、白など
のカラフルなバラを主役に、
クレマチス、ハーブ、カラー
リーフを組み合わせたガー
デンです。
バラ、アガパンサス、ヤマボ
ウシ、ダリア、ジニア、ヤブ
ラン、コスモス、ガクアジサ
イ、フォックスフェイス

⑫アジアン ガーデン
竹やクロトンなどの植物で
構成された「東南アジアの
リゾートの庭」がコンセプ
トの異国情緒あふれる空間。
西洋シャクナゲの大株が見
どころです。
ハチジョウキブシ、アメリ
カデイゴ、シンビジウム、サ
ルスベリ、西洋シャクナゲ

「アトリエノア デザイン教室」
12月21日㈫ 干支の寅を入れた人気の
干支しめ縄飾り、一年中飾ります
時
間／10：00～12：00
参 加 費／1回3,500円
定
員／10名
申込締切／10日前
持 ち 物／持ち帰り用袋
「絵手紙教室」12月14日㈫
時
間／10：00～12：00
参 加 費／1回1,200円（用具費別途）
定
員／10名
申込締切／4日前
持 ち 物／描きたい物、半紙、
古い布、水入れ
「アートディレクターが教える写真講座」
2月23日（水・祝）クリスマスローズ、
ナノハナと2月の花を撮る
時
間／10：00～12：00
参 加 費／1回2,500円
定
員／15名 対象／初心者
申込締切／3日前
持 ち 物／一眼レフカメラ、
ミラーレスカメラ、スマホ、
カメラの取扱説明書
教室の申し込み方法
往復はがき（講座・教室名、開催日、
住所、氏名、電話番号）
宛
先／〒460-0011
名古屋市中区大須4-4-1
久屋大通庭園事務所 行

NAKA 令和３年秋号
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インタビュー
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善美 氏

8

太田

15

名古屋中税務署長

取材日時／令和３年８月 日㈮
時 分～ 時
取材場所／名古屋中税務署長室
聞き手／森田 文二・堀江 陽平・岩田 加津子・鶴岡 一美
13
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「どうせやるなら」という気持ちを持つ

署長
27

マスク姿で覚えられない
職員の顔

掛け持ちの職員が多いと申し上げまし
たが、それによって何日も事務室がガ
ランとしている場面もあって、そんな
事務室を見ていると、遠くの地での職

――先月は、当会の広報委員会にご臨

員の活躍に思いを馳せたりもしますね。

席を賜ってありがとうございました。

ただ、コロナ禍にあって、全ての職

初めに赴任に当たっての抱負と署内の

員が常時、マスクを着用していますの

雰囲気をお聞かせください。

で、250名全ての職員の名前と顔を一致

また、名古屋中税務署管内（中区）の

させるのが非常に大変で、特に名古屋

印象はいかがですか。

中税務署は国税局と同じ建物なので、

こちらこそ名古屋中法人会の皆様と

マスク姿の職員ですと、時には局員な

このような機会を設けてくださり、あ

のか署員なのか見分けがつかないこと

りがとうございます。私は人前で話す

もあり、職員一人一人を知ることに苦

ことがとても苦手で、諸先輩から、署

労します。

長を３署もやれば「聞き上手」
「話し上

――名古屋中税務署の職員には、どの

手」になるよ、と言われましたが、苦

ようなご指導をされていますか。

手意識は払拭できません。

まず健康、職員自身も御家族も心身

名古屋中税務署は名古屋国税局管内

ともに健康第一で充実した日々を送っ

に48の税務署がある中で、最も職員数

ていただきたいと思っております。ま

が多く、現在、約250名の職員が在籍し

た、お互いが思いやりの気持ちを持っ

ており、また広域担当として、他の税

て楽しく仕事をしていただきたいと思

務署と掛け持ちの職員も多く、定期異

っております。税務署も役所ですので、

動から一ヶ月と少しが経ちますが、全

やはり持ち場ごとに強い縦割り意識が

員が揃う日は一日もありません。ただ、

ありますが、税務を取り巻く環境が急

署内の雰囲気は非常に活気が漲ってい

速に変化する中においても「納税者の

て、職員同士の会話などを聞いていて

自発的な納税義務の履行を適正かつ円

もエネルギーが伝わってきます。それ

滑に実現する。
」という国税庁の使命は

から、もう一つ、先ほど他の税務署と

何ら変わることはありません。という

ことは、税務執行機関として変わって

はり最も有効な感染防止策は会場を利

められてしまい、まずは、国税局に帰

いかなければならない部分が多々ある

用せずに御自宅などから申告手続きが

ったらどうやって上司に報告しようか

はずで、そこのところが税務行政の将

できる e-Tax（スマホ申告）を利用し

と、生きた心地がしませんでした。そ

来像としてお示ししているところでご

ていただくことだと思います。本年も

の時の心境を思い出すと、今でも気分

ざいます。そういった税務執行機関と

e-Tax（スマホ申告）利用を更に推進

がググっときます。

しての中長期的な展望を職員一人一人

していくための取り組みにも力を入れ

が意識し、これまで以上に柔軟なもの

ていきます。

電話相談の集中対応は今でこそ当た
り前のシステムですが、私自身、働き

の考え方ができるように様々な場面で

法人会の皆様には各企業様の従業員

盛りの年回りの頃、先例の無い施策を

指導していきたいと思っております。

の方々に、所得税等の確定申告をされ

導入することへの様々な困難に直面し

それから、職場が働き易くなくては

る際には是非とも e-Tax（スマホ申告）

つつも何とか壁を乗り越え、達成でき

いけませんので、何でも気軽に相談が

を利用した手続きをお勧めしていただ

た充実感ですね、１年半後、国税局幹

でき、話ができる風通しの良い職場を

きたく、それが企業様にとっても感染

部だけでなく国税庁幹部から労いの言

醸成していくことは署長としての責務

の機会を減らすことにもつながるとも

葉を直接、電話でいただいた時の気持

だと自覚しています。職員とのコミュ

思いますので、御理解のほどよろしく

ちは忘れられません。そうやって作り

ニケーションを少しでも図るために、目

お願いいたします。

上げたシステムは、あっという間に全

が合った時などは冗談も含めて、一言
余分に声がけするように努めています。
職員って、意外にこういった一言は覚
えているものだということを痛感して

言い出しっぺになった
電話相談センター

国の国税局に広まりました。が、やは
り辛かった思いの方が強いかな。
――先の見えないコロナ禍の影響で、
税務行政の対応について、また名古屋

いて、これ、意外に重要で難しいもの

――これまでのお仕事について印象的

中税務署におけるコロナ感染対策と現

ですね。

な出来事をお聞かせください。

状についてお聞かせください。

e-Tax
（スマホ申告）
利用の推進
新型コロナウイルス感染症の収束の

ほぼ20年前のことですが、国税局個

新型コロナウイルス感染症の収束の

人課税課の係長の時に携わった仕事と

兆しが全く見えてこないということを

して、全国に先駆けて、所得税等の確

先ほどもお話しましたが、感染力の強

定申告期における電話相談センターの

い変異株による感染が全国的に広がり、

導入を行ったことです。

感染者数の増加が顕著な状況にあり、

兆しが全く見えてこない中、日常生活

この施策に挑戦する決め手になった

が大きく変化しておりますが、そうい

のは、国税庁におけるある会議の休憩

った中での税務執行の在り方、いつの

時間に庁幹部の方から雑談で「今後、消

感染防止に当たっては、特出した有

時代でも変わらない「使命」を果たし

費税の免税点が１千万円になることで

効打はなく、基本的な感染症対策の徹

ていくためには仕事の仕方のしなやか

税務署が対峙する納税者が爆発的に増

底を継続することが非常に重要となり

さが必要であると思っており、変えて

加するが、何か抜本的な対応策を自由

ます。職員一人ひとりが感染防止の３

いかなければならないことには大胆に

に議論しようじゃないか」と問題提起

つの基本である①身体的距離の確保、

取り組んでいきたいと思っています。

され、私が、
「税務署の悩みは電話相談

②マスクの着用、③手洗いを徹底し、業

コロナ禍といえば、税務署の一大イ

対応でしょう。電話相談を集中的に対

務運営に当たっても「３密（密集、密

ベントである所得税等の確定申告のこ

応すればサービス向上しながら署員の

接、密閉）
」を避ける等の「新しい生活

とをお話しさせていただきたいのです

仕事の効率も飛躍的に上がる筈です」

様式」に基づく各種の感染防止策を徹

が、昨年、今年と感染防止策の一環と

と個人的な意見として申し上げたとこ

底して、税務行政を進めていくことと

して申告期間が１か月延びました。確

ろ、会議再開後、いきなり国税庁の部

しております。

定申告の会場も様々な感染防止策を講

長から「名古屋局から〇〇について積

当署は職員が多く、これまでも数名

じながら開設しているところですが、や

極的な提案がありました。
」と公式に決

の感染者が発生しております。このた

これまで以上に感染リスクが高まって
います。

NAKA 令和３年秋号
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め、基本防止策を徹底するほか、毎朝、

でございます。

ってチェーンが滑るのでペダルの歯車

検温を実施し、発熱等の症状が見られ

今でもそうなのですが、農家ですの

も交換してましたね。おかげで足腰も

る職員には、自宅での療養や場合によ

で子どものころから父親の農業の手伝

強くなったのでは、と思っています。

っては医療機関への受診を指示してお

いをしながら勉学にも励んで（笑？）

それから高校時代、応援団にも所属

ります。

いました。そんなおかげで、当時、夏

してましたが、我が校のスポーツ部は

――10月から消費税のインボイス制度

の町内行事でどれだけ日焼けをしたか

弱く、応援団として実践で活躍はでき

の登録申請の受付が始まります。

という大会があって、小学１年から６

ませんでした。

インボイス制度の簡単な仕組みと制度

年までチャンピオンを制覇しました。と

――BSの「にっぽん縦断 こころ旅」

導入のスケジュールを教えてください。

にかく真っ黒な少年でした。

のような世界でしたね。
この道を選ばれたきっかけを教えてく

令和５年10月１日より「適格請求書

それから、これは両親に感謝すべき

等保存方式」
、いわゆるインボイス制度

ことと思いますが、小学・中学・高の

が導入されます。

中で小学５年時に虫垂炎の手術で一週

税務職員になった動機は、皆さんに

ださい。

適格請求書（インボイス）は、売手

間休んだだけで、中学・高校は皆勤で

お話しできるようなことではなく、お

が買手に対して、正確な適用税率や消

した。中学卒業時に皆勤賞として算盤

恥ずかしいものですよ。実は……とい

費税額等を伝えるものであり、具体的

をいただきました。算盤はずっと使え

った気持ちで正直にお話しします（赤

には、現行の「区分記載請求書」に「登

なかったのですが、税務大学校で覚え

面 ！！）。

録番号」、「適用税率」及び「税率ごと

てから、その算盤を長らく仕事で使っ

に区分した消費税額等」の記載が追加

ておりました。

されたものをいいます。

もともと大学に行きたかったので高
校は普通科でした。ちょうど、当時、大

それから、これも両親に感謝すべき

学受験に共通一次試験が導入されて２

インボイス制度においては、仕入税

ことかと思いますが、未だ、虫歯があ

年目ということで、とにかくマークシー

額控除の要件として、原則、適格請求

りません。ですので、虫歯による歯の

ト方式の試験に慣れろ、と。あらゆる

書発行事業者から交付を受けた適格請

痛みというものを知りません。

試験を受けさせられました。その中で、

求書（インボイス）の保存が必要にな
ります。
「適格請求書発行事業者」になるため
には、登録申請書をご提出いただき、登

大自然の中で、お日様をいっぱいに

初級の公務員試験もマークシート方式

浴びて育った元気な子ども（笑）だっ

で日曜日に実施され、受験料も只とい

たのでしょうね。

うことで学校から受験させられました。

早い時期に両親は他界しましたので、

試験区分で税務を選んだのは、進路指

録を受ける必要がありますが、この登

こうやってお話させていただくと、あ

導の先生から「税務は男しか受験資格

録申請を本年10月１日から開始します。

の頃に戻れるものなら戻ってみたいと

が無いし、公務員の中では比較的避け

まずは、制度を十分理解していただ

思ってしまいますね。

られがちな職種だから合格し易いぞ」

くことが重要であり、当署においては、

――学生時代はどのようにお過ごしで

と言われて受けただけです。私の児童・

９月から定期的に説明会を開催してい

したか。

生徒時代は租税教育なんて皆無でした

きますし、国税庁においては、オンラ

学生時代といいますか、高校時代の

イン説明会も開催しておりますので、そ

お話になりますが、自宅から17キロの

ちらの方もご利用ください。

距離を毎日、自転車で通学しておりま

ので、税務署という役所があることす
ら全く知りませんでした。
幸か不幸か（笑）、合格してしまい、

また、令和５年10月１日から登録を

した。結構な距離なんです。それで、自

私って自分に甘いんですよね。卒業後

受けるためには、令和５年３月31日ま

転車の劣化も激しく、一年に一度、前

の進路の一つが見えてくると、次への

でに登録申請を行っていただく必要が

後のタイヤを交換、ペダルの歯車が減

努力、しなくなってしまって、本番の

あります。
e-Tax を利用することにより、国税
当局における登録申請処理がスムーズ
に行われ、事業者の皆様方においても、
取引先等への案内等に余裕ができるか
と思いますので、是非、e-Tax の利用
もご検討ください。

大自然と自転車で
鍛えられた子ども時代
――改めて伺います。お生まれと子ど
もの頃はどんな少年でしたか。
生まれも育ちも現在も岐阜県池田町
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共通一次も緊張感無く、解答欄を間違

て来いです。無心になって農作業して

え自己採点結果が惨憺たるものになり、

いると、たまに、仕事に生かせるアイ

結果、税務職員に、ということです。

デアも浮かぶこともありますよ。

――座右の銘、日ごろ大切にされてい
る言葉はございますか。
座右の銘は特にありませんが、仕事

雨降りの日は、ひたすら本を読んで
います（晴耕雨読？）
。本を読むことは
好きです。

を初め、何かに取り組む際には、
「どう

それから、最近、ナンバープレース

せやるなら」という気持ちを持つ癖を

（ナンプレ）にはまっています。これは、

つけようと心掛けてきました。

半年くらい前に近所のお婆さん（89歳）

それから、皆さんもよく御存知のこ

と雑談していた際に話題になって、そ

とと思いますが、徳川家康が書いたと

のお婆さんが「超難問！」というナン

いわれる『大将の戒め』で、特に『其

プレの雑誌に挑戦していると言いなが

の八』です。今から十数年前、熱海警

ら本を貸してくれましたので、興味本

察署の署長室で見て以来、これを肝に

位にやってみたところ、手も足も全く

しているつもりです。が、何度読んで

出ず……。これに触発されて、懸賞に

も、どこかの件の部分で「うーん……」

応募するのを励みに、ずーっとはまっ

と反省、全くダメだな、と感じること

ています。

の繰り返しですね。一生懸命に働く意

――名古屋中法人会の活動についてご

味は何となく教えてくれる戒めとして、

意見、アドバイスなどをお聞かせくだ

大切にしています。

さい。

――今後の夢を教えてください。

意見・アドバイスといったものでは

今後の夢ですか。いつまでも夢を持

ありませんが、名古屋中法人会は、公

ち続けなさい、と、よく言われますが、

益社団法人として、毎年、多くの行事

これまでも一日一日に追われるような

を企画・実施することで、税知識の普

毎日で、正直に申し上げて、これとい

及、納税意識の高揚及び地域社会の健

った夢はないので、還暦を迎えて今後

全な発展に貢献いただいており、その

の人生が心配になります。

事業内容は名古屋国税局管内の法人会

これからの生活については、休日に

の中でもトップクラスと、名古屋局管

野良仕事をやりながら、特にこの年に

内の法人会のけん引役であると思って

なってよく考えるのですが、我が家に

おります。

は田んぼも畑も一通りありますので、野

コロナ禍において様々な制約がある

良仕事をやりながら、季節仕事には家

中でも、創意工夫を施し、様々なイベ

族が手伝いに来たり、あるいは収穫物

ント等を実施させていこうという姿は、

を近所・友人に分けてあげたり、とい

まさに名古屋中法人会の底力であり、

う、いわゆる明るい農村、以前の NHK

私も感銘を受けております。

番組の新日本紀行のような生活ですね、

私どもといたしましても、
「３密」を

あのような生活、今は憧れます。近く

避けながら緊密な情報交換を行い、魅

にハングライダーができる山と夜叉ヶ

力的な法人会作りに協力させていただ

池があります。明るい農村にぴったり

くことで、相互の信頼関係及び協調関

の地域に我が家がありますので、日々、

係を一層強固なものとしていきたいと

イノシシや様々な動物にも巡り合えま

考えております。

すよ（笑）
。夢のお話を振られましたが、

名古屋中法人会は、税務行政の円滑

変な話に持っていってしまって申し訳

な遂行にとって、なくてはならない存

ありません。

在であると認識しておりますので、今

――趣味・ご家族・休日の過ごし方に

後とも、なお一層のご理解とご協力を

ついてお聞かせください。

お願いいたします。

趣味というものはありませんが、先

本日は、名古屋中法人会の皆様と非

ほども申し上げましたように、休日は

常に楽しいひと時を過ごさせていただ

年中、農作業に汗を流しております。体

きました。本当にありがとうございま

力づくりと国土保全ですね（笑）
。青空

した。

の下での農作業はストレス解消に持っ

「大将の戒め」
大将というものは敬われているようで その実
家来に絶えず落ち度を探られているものだ
怒られているようで侮られ
親しまれているようで疎んじられ
好かれているようで憎まれているようなものだ
大将というものは絶えず勉強せねばならない
礼儀もわきまえねばならない
良い家来を持とうと思うならば
我が食を減らしても家来にひもじい思いをさせ
てはならぬ
自分一人では何事もできぬ
これが三十二年間つくづく思い知らされた
家康の経験である
家来というものは
禄でつないではならず 機嫌をとってはならず
近づけてはならず 怒らせてはならず
油断をさせてはならぬものだ
ではどうすれば良いのか
それはナ 己に惚れさせることよ


元和二年六月（1616）徳川家康



※大坂夏の陣を終え、初代将軍になった頃

■プロフィール
太田 善美（おおた・よしみ）
岐阜県池田町出身
昭和55年 名古屋国税局 総務部 総務課
岐阜南税務署、沼津税務署、
名古屋国税局総務部情報処理部門
名古屋国税局課税第一部個人課税課
勤続41年の内、23年間は名古屋国税局勤務
平成23年
平成24年
平成25年
平成27年
平成28年
平成29年
平成30年
令和元年
令和２年
令和３年

名古屋東税務署 副署長
中川税務署 副署長
国税庁 長官官房 関東信越派遣
国税庁監察官
名古屋国税局 総務部 企画課長
熱海税務署 署長
名古屋国税局 総務部 人事第二課長
名古屋国税局 課税第一部 個人課税課長
一宮税務署 署長
名古屋国税局 課税第一部 次長
現職
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ
青年部会第１回事業
中長期ビジョン委員会

名古屋市中区池田公園へ休憩施設（なごやかベンチ）寄贈と
公園清掃イベント開催
日時／令和３年９月25日㈯

10：00～11：15

場所／中区池田公園

テーマ／憩いの表現

青年部会は創立50周年（2030年）※ までの10年間、持続可能な目標の一つ
として「住み続けられるまちづくり」を目指します。
一年目の今年は、栄東まちづくり協議会と連携して池田公園にベンチ２基
を寄付し、子どもたちがより良い環境で遊べるように、快適で安心してくつ
ろげる街づくりの一助を担います。
快晴に恵まれたお披露目の当日は、協議会メンバーと一緒に近隣の清掃活
動を行うことにより、地域貢献の意義を高め、社会に対する学びのある活動
にします。
設置の過程は記録撮影して、青年部会の公式 YouTube チャンネルで配信
名古屋中税務署
法人第一統括官

磯貝
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康孝 氏

しました。また、町内の PR に繋がる動画を制作し、町内会へ提供すること
によって、新しい形で名古屋中法人会の存在感と影響力を高めます。


※青年部会創立昭和59年（1981年）４月21日会員数168名
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