
　税を考える週間に、適正申告納税と法人会活動を通じて納税
道義の高揚にご功労された皆様に表彰状が授与されました。
　なお、昨年に続き例年税を考える週間に開催される「納税表

彰式」が本年度も新型コロナウイルスの影響から開催されない
こととなったため、名古屋国税局課税第二部長及び名古屋中税
務署長から受賞者の皆様に直接授与されました。

国税庁長官表彰受賞者
日時／令和３年11月９日㈫　14：00　　会場／名古屋国税局

左から、名古屋中税務署法人課税第一部門統括国税調査官磯貝､ 国税局課税第二部長浅井､ 丹羽､
名古屋中税務署長太田､ 国税局課税第二部法人課税課長嶋橋､ 法人会専務理事鶴岡の各氏

公益社団法人名古屋中法人会
前筆頭副会長

丹羽　幸彦.氏

名古屋中税務署長表彰受賞者
日時／令和３年11月10日㈬　11：00　　会場／中部日本放送株式会社

左から、名古屋中税務署長太田善美氏、杉浦正樹氏

公益社団法人名古屋中法人会
会長

杉浦　正樹.氏

税を考える週間（令和３年11月11日㈭〜17日㈬）

令和３年度 納税功労表彰受彰者
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日時／令和３年11月15日㈪　10：00　　会場／名古屋中税務署

左から、佐々木､ 名古屋中税務署長太田善美氏､ 大塚､ 前田の各氏

名古屋中税務署長表彰・名古屋中税務推進協議会長表彰受賞者

公益社団法人名古屋中法人会
経営研究会代表幹事
佐々木　浩一.氏

公益社団法人名古屋中法人会
理事 青年部会前部会長
大塚　真次郎.氏

公益社団法人名古屋中法人会
常任理事

前田　利信.氏

日時／令和３年11月1９日㈮　10：00　　会場／名古屋中税務署

公益社団法人名古屋中法人会
女性部会理事

橋本　早苗.氏

公益社団法人名古屋中法人会
女性部会顧問  前部会長
森田　英津子.氏

公益社団法人名古屋中法人会
副会長

山口　茂樹.氏

左から、森田､ 橋本､ 名古屋中税務署長太田善美氏､ 山口の各氏
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シリーズシリーズ

この人この人

国際政治・国際社会に興味
――お生まれはどちらですか。

父の職場があった半田市で生まれました。社宅に住んで
いましたが、実はその時の記憶はあまりないんです。とい
うのは私が４歳のとき、1９5９年９月に伊勢湾台風が襲来し
ました。社宅は半田港の近くでしたので、山手にある半田
市内の親戚の家に避難しました。翌日は晴天で、自宅を見
にいったら屋根と柱しか残っていなくて全部流されていま
した。避難した親戚の家も１階は水浸しになっていたのを
憶えています。その後、幼稚園時代から名古屋に引っ越し
てきました。
――中部日本放送を選ばれた経緯をお聞かせください。

もともと中学生時代から国際政治・国際社会に興味があ
り大学も政治学科に進み、ゼミはマスコミュニケーション
論を専攻していました。その勉強を進めていくうち、将来
はマスコミ関係の仕事に就きたいと思うようになりました。
私は一人っ子でしたから、いずれは名古屋に戻るというこ
とで、最終的に名古屋の放送局のCBCに入社しました。

入社後は報道を希望し、社歴の半分は報道部に所属して
ニュース制作に携わっていました。

「
初
め
て
」
へ
の
挑
戦
の
歴
史

中
部
日
本
放
送
株
式
会
社　

代
表
取
締
役
社
長

公
益
社
団
法
人
名
古
屋
中
法
人
会　

会
長

杉
浦　

正
樹.
氏
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――これまでのご勤務で、印象的な出来事などを教えてくだ
さい。

入社した頃に、名古屋の女子大生の誘拐事件がありました。
半年くらいで解決したと思います。入社した後、最初はテレ
ビカメラを持ち、カメラマンとして記者と一緒に取材する仕
事を３年ほど担当しました。その後、報道番組のディレクター、
そして記者をやりました。30歳頃は愛知県警記者クラブ担当
として事件・事故の担当をしていました。その時も誘拐事件
や難しい事件が何件かありました。
――報道に際して、気を付けておられたことはありましたか。

事件・事故に巻き込まれた方の顔写真等を報道するのはメ
ディアの役割です。写真を頂く際は、こんな犯罪を起こして
はならないという訴え、犯罪の抑止のためにご協力いただく
という気持ちを持ち続けていました。

今こそ存在意義を発揮する時
――中部日本放送は日本で最初の民間放送局です。地元名古
屋の誇りです。

開局からこれまでの歩みを教えてください。
まず、ラジオの開局から５年後の1９56年に、東海地方で最

初の民間テレビ放送を開始しました。その年にできたのが

CBC会館です。テレビ開局は大きな出来事でした。
そして、会社設立から10周年にあたる1９60年という非常に

早い時期に上場しました。放送業界ではこの地区唯一の上場
会社です。また、同じ60年には、民間ゴルフトーナメント第
一号となる『中部日本招待全日本アマ・プロ・ゴルフ選手権
大会』を開催。後に『中日クラウンズ』と改称し、和合を舞
台に数々の名勝負が繰り広げられました。1９66年にはザ・ビー
トルズを招聘し、日本中が熱狂の渦に包まれました。その後
中日ドラゴンズ20年ぶりのリーグ優勝に名古屋が沸いた1９74
年、ワイドニュースの先駆けとなるCBCニュースワイドの放
送を始めました。数分間の定時ニュースが当たり前だった時
代、キャスターが視聴者目線で語り、記者が現場からレポー
トするスタイルは斬新であり、いまのニュース番組の“原点”
とも言えるものでした。そして現在、月曜日から金曜日の午
後１時55分から放送している『ゴゴスマ』も、旬の生活情報
をお届けするローカル番組を、関東地区での放送を機に、政
治から芸能までを扱うワイドショーに変身させた前例のない
挑戦です。放送エリアが徐々に広がり、今では3９の都道府県
で見ていただけるまでに成長してきました。CBCの70年は

「初めて」への挑戦の歴史ともいえると思います。
――放送界のアナログからデジタルへの変化をお聞きしま
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1９60年　第１回 中日クラウンズ
TV中継の様子

1９74年　TV「ニュースワイド」
スタート

1９66年　中部日本放送招聘
「ザ・ビートルズ」日本公演
パンフレット

1９60年　第１回 中日クラウンズ
ベストアマ大橋定吉（左）と
優勝した中村寅吉（右）

1９74年　「ニュースワイド」で
活躍した中継車

す。また、これからの放送界の使命をお話ください。
テレビ映像では、白黒からカラー、アナログからデジタル

へと大きく転換していきました。また、テレビは２Kから４
Kへと、「美しさ」を求めて進化を続けています。そして今、
令和という新しい時代にあって、新型コロナウイルスという
脅威が世界経済を停滞させ、人々の生活様式を大きく変えま
した。そうした状況下でも私たち放送界がやるべきことは変
わりません。それは、正しい情報をいち早く伝え、難しい問
題をわかりやすく解説し、地域にお住まいの方々の生活を守
る存在であることです。

昨今では、新型コロナウイルスの変異株も確認されていま
す。こうしたウイルスとの共存、新しい形の生活はこの先も
当面続くと思われます。CBCは、地域の情報インフラとして、
人々の心を豊かにする映像コンテンツの提供を通じて、今こ
そ存在意義を発揮する時と考えています。

旅行が好き
――ご趣味についてお聞かせください。

休日にはゴルフに出かけます。また、いまはコロナ禍の影
響で行けませんが、年に一度は旅行に行きたいと思っています。
――どこが印象に残っていますか。

どの旅行先も大変思い出深いですが、中でもカンボジアの
世界遺産であるアンコール・ワットは、森林の中にこんな巨
大寺院があったのかと感慨深いものがありました。夏でした

ので、とても暑かった記憶とともに鮮明に覚えています。こ
うした世界遺産など歴史を感じることのできる場所に興味が
あり、コロナ禍が収束した際はまた旅行に出かけたいと考え
ています。
――健康法をお聞かせください。

毎日欠かさず取り組んでいるのは、腹筋120回、スクワット
100回です。一度やめてしまうと、二度とやらなくなると思い
毎日続けています。また、週に１回程度のゴルフで歩くこと
です。
――名古屋・中区の魅力をどのように見ておられますか？

中区は名古屋市の行政・金融・商業の中心地として歴史的
に機能してきました。名古屋城のある三の丸エリアでは愛知
県庁や名古屋市役所をはじめ行政機関が集まり、伏見エリア
には名古屋証券取引所や名古屋商工会議所など地域経済を担
う団体・企業が立地しています。また、栄エリアにはご存じ
松坂屋、三越など百貨店や各種商業が集まり、どの世代でも
買い物を楽しむことができます。

未来に目を向けますと、中日ビルをはじめ大規模なビルの
建て替えも次々と進められています。中区というエリアは名
古屋の中心地として益々存在感を発揮し、一大商業圏として
日本経済を支えていくものと考えています。

文化・芸術の中心地であって欲しい
――当法人会は公益社団法人です。今度、「2030わくわく未来
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中部日本放送株式会社
名古屋市中区新栄1-2-8

2013年−現在「ゴゴスマ」

地図」という冊子を5,000冊作製して、10年後に大人になる中
区の子どもたちに配布します。「住みたいまちNo.1、働きた
いまちNo.1、遊びたいまちNo.1」ということで、いま取材
していますが、どんなまちになるといいと思われますか。

文化に触れることができるまちがいいですね。名古屋は他
の大都会と比べてコンパクトにできていて、それがとても良
いと思います。その名古屋の中心地である栄は、文化・芸術・
エンターテイメント、そしてビジネスの中心地であって欲し
いです。具体的には、映像・観劇・音楽がいつでも観られる、
体験できる場になればと考えています。

リニューアルした中部電力MIRAI TOWERや久屋大通一帯
も整備されてきれいになりました。地下街は昔から利用され
ていて、名古屋のひとつのシンボルにもなっていますが、地
上もウインドウショッピングなど歩いて楽しめるようになる
と、まちの賑わいになると考えています。
――昨年５月、当会の会長にご就任されました。改めてご抱
負をお聞かせください。

岡谷鋼機さんが会長会社として重要な役割を果たしてこら
れました。その後任を引き受けることになり、責任の重さを
感じています。コロナ禍ではありますが、引き続き税務行政
が円滑に進むような体制の整備に努め、事業活動の充実や会
員サービスの向上を目指し活動していきたいと考えておりま
す。皆様の一層のご指導・ご鞭撻の程、よろしくお願いいた
します。

取材場所／中部日本放送株式会社
聞 き 手／森田文二、平木聖三、中道未枝子、鶴岡一美

NAKA.令和４年春号　13



ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

蕉風発祥の地　テレビ塔東北の脚付近

昭和2９年６月開業当時の展望台から
南を望む

令和３年４月南方面

左より、岡田　邦彦 氏、大澤　和宏 氏、平松　雅恵 氏３Fタワーラウンジ カシメ

左より二人目、岡田　邦彦 氏、
名古屋中税務署長 太田　善美 氏

謝辞　経営研究会代表幹事 佐々木　浩一 氏と役員・スタッフ

心つながる　まちづくり経営研究会第１回事業
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令和３年４月南方面

左より、岡田　邦彦 氏、大澤　和宏 氏、平松　雅恵 氏
茶運人形　尾陽木偶師九代　玉屋庄兵衛作 東山植物園　伊藤圭介記念室

　圭介の庭（2021年4月没後120
年設置）

令和３年11月１日㈪　３Ｆタワーラウンジ
から北方面を望む

・「幻のスフォルツァ騎馬像」
　レオナルド・ダ・ヴィンチが製作に着手したものの、未完
に終わった騎馬像。1９8９年世界デザイン博で再現した世界
でたった一つの作品（繊維強化プラスチック）

・ 「おしべ　めしべ　花粉」の名を
考案した伊藤圭介

　幕末から明治にかけて活躍した
日本初の理学博士で植物学の先駆
者。
・ 東 山 植 物 園 に は 圭 介 の 庭 が

（2021年４月没後120年）設置さ
れています。

日時／令和３年11月1日㈪　14：00〜
会場／中部電力 MIRAI TOWER（旧名古屋テレビ塔）

ナビゲーター／なごチューブ総合プロデューサー　平松　雅恵.氏
出席者／名古屋商工会議所相談役　
　　　　社団法人名古屋中法人会元会長　　　岡田　邦彦.氏

　　　　名古屋テレビ塔株式会社取締役社長　大澤　和宏.氏
《キーワード》
　　・築城で集まった職人集団から生まれた有松絞り
　　・モノづくりの原点「からくり人形」

〜わがまちの回遊性と魅力度アップ〜
生配信 なごチューブ開局1周年特別対談
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

来賓あいさつ
名古屋中税務署副署長 森　圭司 氏（左）
法人第一統括官 磯貝　泰孝 氏

税金○×クイズ

けんた
名古屋市港サッカー場

「税を考える週間」
特別スポーツ大会2021

第24回中法人会TAX杯ミニサッカー大会
日時／令和３年11月６日㈯　10：00〜14：00　会場／名古屋市港サッカー場
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名古屋市港サッカー場駐車場より
稲永汐止ふ頭より藤前干潟を望む

近くには野鳥観察館が
あります。

筆頭副会長
髙橋　公比古 氏

名古屋市港サッカー場

表彰式

成績／優勝　FC Himawari 2007A
　　　２位　FC ACRS
　　　３位　FC ホッツ
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