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安田署長・イータ君、各団体の役員方

本郷税務連絡協議会のコーナーでは署員による税金クイズやバルーンアート作品が児童たちに配られた。

写真の説明は7ページにございます。　撮影／鵜野 眞理子



　中秋の名月が楽しみな10月4日午前9時半、
7月に赴任された安田博署長のインタビューを
森田副委員長、鵜野委員と共にさせて頂きま
した。いつものように最初は皆さん緊張気味
でしたが、すぐに和やかなインタビューとな
りました。

�ご着任から3か月、本郷地域の印象はいかが
ですか?
署長：東北岩手県から高校卒業と同時に上京
し、独身時代は西日暮里に、新婚時代は王子
に住んでおりましたので、本郷・上野地区は
良く出掛けた街であり、大変好きな街です。
改めて本郷地区を歩いてみますと、緑が多く
多くの歴史的建造物に出会えます。また多く
の大学があり学生も多く「文教」の街である
ことを実感するとともに、落ち着いた雰囲気
もあり、この地で勤務できることに大変感謝
しております。

�前任地でのお仕事は?
署長：仙台国税局の宮古税務署で署長をして
おりました。その前は、東京国税局徴収部で
滞納整理をしていました。 
　東京国税局に採用以来、東京周辺に勤務し
ていましたが、副署長は沖縄県那覇署で勤務

しました。
　前任地の宮古市は三陸海岸に面しており、
漁業のほか農業が盛んです。さんまやウニ、
ほや、鮭など、海の幸は豊富です。最近は酪
農にも力を入れており、肉牛やヨーグルトな
どの乳製品についてもブランド化されていま
す。また、意外に知られていませんが、日本
有数の松茸の産地です。平成23年の東日本
大震災にて相当な被害を受け、まだ、嵩上げ
や堤防の工事が続いていますが、道路もだい
ぶ復旧し、今年の秋には盛岡・宮古間のJRが
やっと復旧する見込みとなっています。機会
がありましたら、ぜひ宮古市にお出かけくだ
さい。

�ご出身地は?
署長：岩手県の出身です。 
　県北の自然豊かな山あいの地区で生まれ、
育ちました。となりは漁港で有名な青森県八
戸市です。最近では「雑穀」の販売に力を入
れているようです。

�税務の仕事に携われるようになったきっか
けは?
署長：公務員を志望していましたが、税務の
道に進んだ親戚の方や先輩を見て受験しまし
た。今思えば、大変良かったと思っています。

�ご家族は?
署長：妻と二人です。子供はいません。
　妻は、看護師をしています。
　北区王子からさいたま市に住んで20年以上
になります。母は94歳になりますが健在で岩
手県に住んでいます。この1月に脳梗塞を患っ
たことから、今は近隣の施設で生活をしてお
り、毎月見舞いに行っています。

安田 博 新署長インタビュー

×

Interview
「人との出会い、

縁を大切に」

本郷税務署 安田博新署長
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�ご趣味は?
署長：ウォーキングと野菜作りです。
　山あいで育ちましたので、海よりは山が好
きで、かつてはハイキングをしており、北は
北海道の大雪山、南は沖縄の八重岳に登りま
したが、百名山制覇にはまだまだです。ス
キーにもよく出かけましたが、最近では、休
日に近くの公園や街中を歩くことが中心と
なっています。
　また、自宅近くに「家庭菜園」を借りて、
野菜を作っています。私も妻も田舎育ちなも
のですから、土をいじっていると安心します。
先日は、大根とにんじんを植えました。

�お好きな食べ物、お酒は?
署長：嫌いなものはありません。
　最近は健康に留意して、和食中心の食事で
必ず野菜サラダを付けます。豆腐はほぼ毎日
食べています。
　お酒は、普通に何でも飲みますが、ビール
が中心で、つまみは和食が多いことから、必
然的に日本酒を呑むことが多くなっています。

�本郷法人会に希望される事は?
署長：加藤会長様はじめ会員の皆様方の税務
行政に対して深いご理解と多大なる協力を
賜っており感謝申し上げます。また、研修会
の開催や社会貢献活動など幅広い事業活動を
されていることを大変嬉しく思っており、今
後も継続して頂きたいと思っています。

�座右の銘など御座いましたらお聞かせくだ
さい。
署長：一期一会です。
　人との出会いや縁を大切にしたいと思って
います。
　妻が茶道を嗜んでいることから、自宅に掛
け軸を掛けています。

（とても温厚で優しそうな印象の安田署長で
した。浦和レッズの熱烈なサポーターでい
らっしゃることも付け加えておきます。）

（五十嵐　記）

安田署長　略歴

平成16年7月 東京国税局　徴収部　
 機動課　総括主査
平成20年7月 税務大学校　総合教育部　教授
平成22年7月 那覇税務署　副署長
平成24年7月 葛飾税務署　副署長
平成26年7月 東京国税局　徴収部
 特別国税徴収官
平成27年7月 東京国税局　徴収部
 特別整理第3部門　統括官
平成28年7月 仙台国税局　宮古税務署　署長

現在に至る

安田 博 新署長インタビュー
Interview

取材の様子

左より五十嵐副会長、安田署長、鵜野委員、森田副委員長
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税務署だより tax offi  ce message
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都税事務所だより metropolitan tax offi  ce message
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平成29年度会員増強大会及びチャリティー寄席を開催
－上野鈴本演芸場で141名が参加－

青年部会がワークショップを開く　－伊勢うどん打ち体験教室－

　平成 29 年度会員増強大会及びチャリティー寄席
が 9月7日（木）、午後5時30 分より上野鈴本演芸
場で開催された。第1部会員増強大会では、林一
好厚生組織委員長が本年度の推進施策を説明、新
規入会50 社達成を目標に各支部・地区ごとの目標
件数を掲げ全力で推進することを決議した。その
後、本郷税務署 安田博署長が日頃の税務行政に

対する御礼を述べた後、大同生命保険（株）東京支
社 平野知也支社長並びに AIU 損害保険（株）秋山
治彦マネージャーがそれぞれ制度説明をした。引
き続き、第2部のチャリティー寄席が始まり落語や
漫才、奇術、紙切りなどが催され楽しい一時を過ご
した。

　青年部会（塙部会長）は 8月5日（土）、
昨年度に引き続き青年部会幹事である森
下氏のお店「二代目甚八」を貸し切りにし
て、夏季研修会として「伊勢うどん打ち体
験教室」を開催した。
　最初に手順が説明され、小麦粉を練り、
第１熟成の間に租税教育用の小学生アニメ

「千年の約束」を上映、参加者に税の大切
さを知っていただきました。
　その後、足ふみをし第２熟成時には参加
者の自己紹介が行われ、和気藹々とした
雰囲気の中で体験教室は進められました。
参加者からは夏休み体験としては手軽で楽
しいとの感想を頂きました。

法人会の活動

推進施策を説明する林一好委員長

あいさつをする安田博署長とイータ君

麺を打つ参加者の皆さん

会場の様子
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Activities

女性部会が「ものづくり教室」を開催　－バスボムやバスソルトを手作り－

第3回源泉基礎講座を開講　－退職所得の源泉徴収事務を学ぶ－

　女性部会（飯村部会長）が 9月21日（木）、午後
6 時より湯島天満宮「梅香殿」に於いて初の試みと
して「ものづくり教室」の「美と癒しのハーブ・アロ
マ講座」を開催した。当日はバスボムやバスソルト
を手作りしましたが、皆さん初めての体験で、とて
も良い香りに包まれながら笑顔で楽しまれていま
した。

（女性部会では部会員を募集しております。詳しく
は事務局　山村まで　03 -3812-0595）

　第3 回源泉基礎講座が 9月8日（金）、午後 2時
より本郷税務署大会議室で開催され、講師の源泉
部門担当、八木調査官が資料を基に退職所得に係
る源泉徴収税額の計算の流れから退職所得の範
囲、勤続年数と退職所得の源泉徴収税額の計算方
法など設問を交えながら分かり易く解説をした。

参加者からコメントが寄せられました。
総務、経営企画の担当ですが、無料なのにわかり
易く大変実践的。お薦めです！

全員で記念撮影 作り方を説明する鳥海智子さん

講師を務める八木調査官

上手くできたかな（？）

【表紙写真の説明】

第19回根津・千駄木「下町まつり」
　情緒あふれる粋なまち　根津・千駄木地域で毎年秋に開催される「下町まつり」が今年は 10月14日（土）・
15日（日）の両日、根津神社境内で開催されました。境内では雨にも係わらず模擬店やフリーマーケット、
スタンプラリーなど様々な楽しいイベントが催されました。
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クルマ…夢・安心（Ⅰ）

当社が生まれ育った西片の街

　先々代の創業者清吉が当社の前身である
五十嵐自動車工場を始めたのは今の文京区白
山でした。
　戦前は、現在の後楽園にあった陸軍砲兵工
廠の下請け修理工場として仕事を続け、終戦
の1945年（昭和20年）、現在地に移転しまし
た。その後、当社は戦後の混乱期、高度成長期
を経ながら、西片の街と約70年にわたり共に
歩んで来たことになります。
　この西片の街は、遠く江戸時代にはほとん
ど福山藩主阿部家の中屋敷でした。阿部家は
1870年（明治3年）、神田淡路町の上屋敷を
明治政府に戻し、翌年には西片町の中屋敷も
一万坪だけ払下げを受け、残りは政府に返しま
した。
　明治維新政府は、阿部家から受け取った土
地に茶の木と桑を植えることを奨励したため、
阿部屋敷もその大部分を養蚕のための桑畑に
なりました。また、阿部家は1872年（明治5
年）の貸家業も始め、本邸屋敷として六千坪を
残し、その大部分を分譲したため、周辺には住
宅街が形成されていきます。
　1872年（明治5年）になると、尾根道だった

中山道（本郷通り）を挟んで両側が町になり、
その際、街道の東側を東片町、西側を西片町と
名付けられました。
　当社が戦後に移転したのは、当時丸山福山
町と呼ばれた場所でした。そこは、白山通りの
東側に平行した裏通りで、阿部家の中屋敷の崖
下の細長く続く低地帯の新開地でした。明治維
新後に水田になりましたが、明治の小説家であ
り歌人の樋口一葉の終焉の地としても知られて
います（現・西片1-17-17）。
　一葉は、『一葉日記「しのぶぐさ」』で、明治
中頃の街の様子を「隣に酒うる家あり、女子あ
またいて、…遊び女に似たり。常に文書きて給
われとて、わがもとに来る。ぬしはいつも変わ
りて、そのかずはかりがたし。…」と記していま
す。粋な白山三業地と陸軍砲兵工廠の間にあ
り、街は活気に溢れていました。
　街は関東大震災や戦火を潜り抜け、1964年
（昭和39年）8月、地番変更により駒込西片
町と周辺の駒込東片町、田町、丸山福山町、森
川町、柳町の一部が合併して、現在の西片1丁
目と2丁目が誕生。白山通りの拡張、都営地下
鉄（6号線・三田線）が出来ることで、近代的な
ビルが立ち並ぶようになりました。

大和自動車整備株式会社
代表取締役　五十嵐 正樹

クルマ…夢・安心（Ⅱ）

◎江戸時代の切絵図 ◎地番変更前、丸山福山町時代の
　周辺地図
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当社と陸軍砲兵工廠の深いつながり

　江戸時代、今の中央大学理工学部の校地、
礫川公園から文京区役所、そして後楽園一帯は
水戸徳川家の藩邸でした。明治政府は1870年
（明治3年）、富国強兵政策の一環として、この
旧水戸藩邸跡に火工所（小銃実包の製造）、銃
工所（小銃の改造・修理）、大砲修理などの工
場を建設。水道町を通って水戸藩邸の庭園に引
き込まれていた川の水は、この陸軍砲兵工廠の
工場用水として使用されていました。
　当社の先々代清吉が1905年（明治38年）
に新潟から上京し、最初に仕事に就いたのがこ
の陸軍砲兵工廠でした。いったん家事の都合
で帰郷しますが、6年後の1911年（明治44年）
に再び上京し、陸軍砲兵工廠の精器製造部に
就職し、1919年（大正8年）に退職して五十嵐
自動車修理工場を立ち上げるまで、ここで熔接
や修理技術の腕を磨いたのです。
　春日１丁目の浄土宗西岸寺住職だった井上
貞夫さん（明治42年生まれ）は『古老の話』と
して、「陸軍砲兵工廠では、製造した三八式歩
兵銃の試し射ちを、現在の中央大学の校地の
あたりで行っていたので、昔は一日中パチンパ
チンと射撃の音がしていた。ドームの脇には土

を盛り上げた山が造られていて、その弾を除け
るようにしてあった。日曜日には試射は行われ
ないので、子供たちは弾除けの築山を越えて的
のある所に行き、的に射ちこまれた弾を掘り出
したが、見つかって叱られたものである」と記
しています。
　この陸軍砲兵工廠は、1923年（大正12年）
の関東大震災で甚大な被害を受けますが、
復旧に多大の費用を要することから、1931年
（昭和6年）から逐次小倉兵器製造所に移転
が図られ、1935年（昭和10年）に移転を終了
し、約66年間の歴史に幕を閉じました。
　1936年（昭和11年）には、陸軍砲兵工廠の
跡地は払い下げられ、後楽園球場になりました
が、第2次世界大戦末期には軍に接収されてグ
ラウンドではジャガイモやトウモロコシなどが
栽培されました。また、2階席には高射砲が設
置され、終戦後には兵器集積場にもなるなど、
陸軍の施設として利用されました。
　先々代清吉は、移転後の戦時下にあっても陸
軍砲兵工廠で培った修理技術を民間に普及さ
せるため、中央熔接工業組合の専務理事や全
国自動車修理連合会理事などを歴任して業界
を育成。戦後当社が再出発する基礎を創った
のです。

◎陸軍砲兵工廠の正門 ◎小石川後楽園にある記念碑

◎神田川の水を利用した工場

（2011年2月25日発行の社史より転載）

9



〜国や地方公共団体は税金を使って
　　　　　　　どのような活動をしているのだろうか〜

— 法人会では税制改正要望を通して社会保障と税の一体改革を考えます —
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事務局だより

11 月号 編集後記

　早いもので酉の市の季節を迎えました。今年は商売繁盛になるといわれる酉年でしたが、皆様のご事業はいかがでしたか。人手不足
のせいもありお忙しい一年を過された方も多かったと思われます。一方記録的な集中豪雨など異常気象の年でもありました。兎に角来
年は安心して過ごせる一年になることをお祈りします。（森田　記）

■ 平成 29年 11月号（No.477）発行所 公益社団法人 本郷法人会　　発行人 : 広報委員長 松下 和正
　 〒113-0033　文京区本郷 3-26-8 数寄屋ビル2階　電話3812－0595　FAX 3815－2401

平成28年10月財務省の資料から

（※）消費税増収分1.35兆円と社会保障改革プログラム法等に基づく重点
化・効率化による財政効果を活用し、社会保障の充実1.53兆円と簡素
な給付等0.11兆円を措置。

厚生組織委員会からのお知らせ
－会員限定チケットのご案内－

東京ドーム天然温泉『スパラクーア』
従業員の福利厚生に…ご利用ください !!

〈利用料金〉
「平日利用の場合」
通常価格2,634円（税込）が1,900円（税込）
■土・日・祝日・特定日は入館時にプラス324円を
　お支払い下さい。
■お申込み方法：お電話の上、午前10時～午後5時
　迄の間に代金を添えて法人会事務局まで。
■詳しくは事務局までお問い合わせください。
　： 本郷法人会　☎3812-0595
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