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秋冷の候、公益社団法人本郷法人会の
皆様方には、益 ご々清栄のこととお慶び申
し上げます。

この度の人事異動で大阪国税局彦根税
務署から本郷税務署長を拝命し、過日着
任しました蝶名林でございます。

前任の安田署長同様、よろしくお願い申
し上げます。

本郷法人会の皆様方には平素から税務
行政に対しまして深いご理解と多大なるご
支援を賜っており、厚く御礼申し上げます。
貴会におかれましては、各種研修会や講
演会の開催をはじめ、「税に関する絵はが
きコンクール」や「租税教室」を通じた税
の啓蒙活動など、『いい出会い地域に根ざ
す本郷法人会』をスローガンに掲げておら
れるように、地域に密着した様 な々活動を
展開されてこられたと伺っております。会
員企業に対する税知識の普及のみならず、
地域社会の健全な発展のためにご尽力さ
れてこられたことに深く敬意を表するととも
に、加藤会長はじめ役員並びに会員の皆
様方のご熱意に対し、重ねて御礼申し上
げます。

国税庁の使命は「納税者の自発的な納
税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」
ことであり、申告納税制度が円滑に機能
し、更に発展していくために、納税者の皆
様の理解と信頼を得て、時代の変化にしっ
かりと対応していくことが重要であると考え
ております。

こうした考えのもと、法人の納税者の方
に関しましては、2020年４月以後の開始

事業年度より、資本金１億円超の大法人
の電子申告が義務付けられることとなって
おります。併せて提出情報等のスリム化、
データ形式の柔軟化といった法人税等に
係る電子申告の環境整備も進めることとし
ております。

貴会におかれましては、ｅ-Ｔａｘの普
及・拡大に日頃からご尽力いただいていると
ころでありますが、制度改正のご趣旨をご
理解いただきまして、更なるご協力をいた
だきますようよろしくお願いいたします。

また、消費税率の引き上げと軽減税率
制度の導入が来年10月に実施されること
とされています。国税当局といたしまして
は、制度の円滑な実施に向けて、着実な
制度の周知・広報や丁寧な相談対応に取
り組んでまいりたいと考えております。

税務行政を取り巻く様 な々課題に対応し
ていくことは、私どもの力だけでは困難で
あります。

幸い、本郷税務署管内には、公益社団
法人本郷法人会という輝かしい伝統と永
い歴史をお持ちの団体がおられます。

この出会いに感謝し、貴会との緊密な
連絡協調関係を更に推進してまいりたいと
考えておりますので、今後とも、税務行政
の良き理解者として、一層のお力添えを賜
りますようお願い申し上げます。

結びにあたりまして、公益社団法人本郷
法人会の益々のご発展と、会員の皆様方
の事業のご繁栄並びにご健勝を心から祈
念いたしまして、着任の挨拶とさせていた
だきます。

着任のごあいさつ

本郷法人会との出会いに感謝 本郷税務署長　蝶名林  守
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公益社団法人本郷法人会の皆様には、
益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。

本年７月の人事異動で国税庁長官官房
東京派遣監察官室から転任してまいりまし
た磯部でございます。前任の大久保副署
長同様、よろしくお願い申し上げます。

貴会におかれましては、各種説明会や
租税教室をはじめとした様 な々事業に取り
組まれ、税務行政の円滑な運営に多大な
る貢献をされており、心から敬意を表する
とともに、加藤会長をはじめ多くの法人会
の皆様にお礼を申し上げます。

ご存じのとおり、国税の多くは、申告納
税制度を採用しており、申告納税制度が
適正に機能するためには、納税者の皆様

に「高い納税意識」を持っていただくととも
に、「納税義務を自発的・適正に履行」し
ていただくことが重要であります、そのため、
税務当局としては、租税の意義・役割や税
法の知識等についての広報活動、租税教
育等のさまざまな施策の充実を図っている
ところであり、こうした、さまざまな、施策
を推進していくには、まさに、貴会の「税
知識の普及と納税意識の高揚」の事業活
動等のお力添えが不可欠でありますので、
引き続き、ご理解とご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

結びにあたりまして、公益社団法人本郷
法人会の益々のご発展と、会員の皆様の
ご健勝並びに事業のご繁栄を祈念いたし
まして、着任の挨拶とさせていただきます。
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特別国税調査官

法人４部門統括官

副署長

法人３部門統括官

法人1部門上席

蝶名林　守

清水　雅彦

鈴木　裕康

磯部　修一

濱田　浩

森川　兆憲郎

ちょうなばやし　まもる

しみず　まさひこ

すずき　ひろやす

いそべ　しゅういち

はまだ　ひろし

もりかわ　よしのりろう

大阪国税局・彦根税務署長

板橋署・特官法人・指定特官

蒲田署・法人６・統括官

庁長官官房・東京派遣・監察官補

玉川署・法人２・統括官

葛飾署・法人１・上席

新潟県

山梨県

岩手県

北海道

鹿児島県

山口県

スポーツ観戦

サッカー観戦

音楽鑑賞、散歩

散歩 ( 食べ歩き )、子供と遊ぶ

ドライブ

読書

明るく楽しく前向きに

百聞は一見にしかず

明るく元気で楽しく

（日々）努力とメリハリ

メリハリ

心穏やかに

文京の地で勤務できること、皆様との出会いに感
謝します。この 1年よろしくお願い申し上げます。

歴史と文化に彩られた街、本郷を満喫したいと思
います。よろしくお願いいたします。

歴史と伝統のある本郷に勤務することができ光栄
に思っています。一年間よろしくお願いいたします。

歴史ある本郷での勤務を楽しみに参りました。
よろしくお願いいたします。

本郷署勤務初めてです。よろしくお願いします。

法人会担当となります。皆様のご協力あっての税務署
です。前任者の高梨同様、よろしくお願いいたします。

本郷税務署新幹部等プロフィール

Message from the Newly Tax Office Superintendent & Executives 2018

更なるお力添えを 本郷税務署副署長　磯部  修一
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税務署だより tax offi  ce message

(注)  説明会は小石川税務署及び文京区役所との共催となります。 
(※)  対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席されても差し支えありません。 
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都税事務所だより metropolitan tax offi  ce message
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広大な敷地を持っていた
江戸でも指折りの大店

　本郷通りを挟んだ東京大学農学部の正面に
位置する高崎屋は、近世中期から現在に至る
まで酒店を営む商家である。初代当主・高崎屋
長右衛門が安永７（１７７８）年に没したことから、
創業は宝暦年間（１７５１～64）とされている。
　かつて本郷から湯島一帯には糀屋が百軒近
くあり、街道沿いには酒、味噌、醬油問屋が集
中していた。高崎屋のある場所は、ちょうど中
山道と日光御

おなりみち

成道（岩槻街道）の分岐点であ
る駒込追分にあたり、農村と江戸を結ぶ交通
の要所という地の利を生かして販路を広げ、豊
富な品ぞろえと現金安売り商法、堅実な経営
によって商いの規模を拡大した。商売のアイデ
アにも長け、江戸に集まってくる「下り酒」のう
ち、買い手が付かない無銘酒を一括して仕入れ
「江戸一」という独自の銘柄で発売したところ
大評判となり、飛ぶように売れたという。酒に
加えて醬油や味噌を販売するほか、両替商も
営み、高崎屋は江戸の食品問屋の中でも指折
りの大

おおだな

店として発展した。
　その繁栄ぶりは、『江戸名所図会』の挿絵で
有名な絵師で、三代目および四代目当主とも
交流があった長谷川雪

せったん

旦と息子雪
せってい

堤の筆によ
る「高崎屋絵図」に見ることができる。そこに

は現店舗の東側にひろがる広大な敷地の中に、
店舗に連なる巨大な屋敷や土蔵、立派な庭な
どが鮮やかな色彩で描かれ、当時の様子を知
る貴重な資料となっている。
　「この絵は、天保の改革によって家屋敷の大
半を手放すことになったとき、その記録として
雪旦と雪堤に描いてもらったとされています」
と、九代目にあたる渡辺泰男さんは、由来を教
えてくれた。ちなみにこの絵図のほか、徳利や
猪口などの酒器や商売道具、生活用具、当時
の書類など、高崎屋から提供された貴重な史
料約３５００点が「文京ふるさと歴史館」に収
蔵・展示されている。
　天保の改革によって、本店は大幅に縮小さ
れてしまうが、高崎屋は湯島、根津、巣鴨、本
所、深川、神田、小網町、さらには川口などに支
店を設け、炭薪仲買、蠟燭販売、青物問屋、質
屋などへ商売の幅を広げていった。

渡辺泰男さん

高崎屋

東京大学農学部正門から見た高崎屋 大正時代の高崎屋

渡辺泰男さん
店舗隣の住まいにて窓から東京大学キャ
ンパスごしに東京スカイツリーが見える。

老 舗 探 訪（Ⅰ）
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時代の流れに合わせた商売で
老舗の暖簾を後世につなぐ

　明治に入ると、旧制第一高等学校が高崎屋
の敷地跡に開校し、昭和10（１９３５）年には同
校との土地交換で東京大学農学部が移転して
くる。
　「明治20年ごろ、創業家の五代目当主が日
本橋小網町の支店に移り、番頭だった渡辺家
が本店を継ぐことになりました。当時のお客さ
んは一高、後には東大の学生が多く、その他は
近隣の家庭や飲食店がメインだったと聞いて
います」。
　第二次大戦後になっても東大生の客は多く、
学生相手の麻雀店に酒を置いたり、教授から
頼まれた学生に酒を売ったりしたという。
　「研究室で教授を囲んで一緒にお酒を飲ん
でいたんでしょうね。今はそんなことはほとん
どないでしょうし、そもそも学生自体がお酒を
あまり飲まなくなりました」と泰男さんは残念
がる。
　そんな泰男さんが高崎屋の経営を任される
際、母親にきつく言われたのは「店を続けるこ
とだけに専念すること」だった。
　「支店を出したり従業員を増やしたり、余計
なことはしないように、と。万が一歴史ある老舗
の経営が傾いたら大変ですし、とにかく次の代
につなげることだけを考えろと言われました」。
　泰男さんはその言葉どおり、高度成長期や
バブル景気の中でも、地域の個人客のみを相
手に地道な商売に徹し、昭和から平成へと店を
守り続けてきた。そして、現在は息子の泰司さ
んが、十代目として店を切り盛りしている。
　「息子に継がせるときには、私は一切何も言
いませんでした。昔とは時代が違うし、競合す

るのは他の酒店ではなく、スーパーやコンビニ
エンスストアです。いくら老舗でもこのままの
商売では、将来続かなくなることは私もわかっ
ていますから、今は息子の考えるとおりにさせ
ています」と信頼を寄せる。
　経営を任された泰司さんは、これまで扱って
いた日本酒に加えて、さまざまな輸入ワインや
輸入ビールの品ぞろえを充実させ、他店との差
別化を図ることで、新たな客層の開拓にも力を
注ぐ。これからの高崎屋は、伝統を大切に受け
継ぎながらも、時代の流れに応じた商売を展開
し、老舗の看板を守り続けていくことだろう。

文京区史写真集
「写真で綴る（文の京）歴史と文化のまち」

（平成29年文京区発行）
より転載

一番左の徳利と瓢箪は江戸時代のもの

泰司さんが品ぞろえに力を注ぐワインセラー
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　女性部会（飯村部会長）と社会貢献研修委員会
（増田委員長）が 7月17日（火）、午前9時より文
化シヤッター㈱のご協力の下、同 BX ホールに於い
て東京都赤十字血液センターとの共催で献血活動
を実施した。同社では様々な CSR 活動行ってお
り、当日は社員の方や一般の方を含め36名の方に
ご協力をいただいた。
　血液は採血後、21日間しか保存できない為、常
に必要となり法人会では、夏と冬の年2回実施し
ております。

　青年部会（塙部会長）が毎年“大人も子供も学べ
る”をテーマに 8月3日（金）、夏季研修会を開催
した。今年度は「そなエリア防災体験教室」と題
し、首都直下型大地震が起こった際に救助される
までの72時間（これを超えると生存率が急に下が
ります。）をどのようにして生き延びるかなどを担当
の方より説明して頂きました。
　また、災害後の街並みを精巧に再現したセット
内では端末を使ったクイズや避難場所では簡易
トイレや段ボールで区切られた避難場所の居住ス
ペース、映画「シン・ゴジラ」の撮影でも使われたオ
ペレーションルームの見学等、子供の自由研究の

テーマには十分な施設でした。学習後は参加者全
員で東京ベイ有明ワシントンホテルのランチバイキ
ングを楽しみ、交流を深めました。

　第１回税法等研修会が６月２８日（木）、15時よ
り本郷税務署大会議室において開催された。第1
部「税制改正のあらまし」では所得拡大促進税制の
見直し、大企業に対する租税特別措置の適用要件
の見直し、地方拠点強化税制の延長・拡充等、わか
りやすく高梨上席調査官より説明がされた。
　また、第2部「経営者の活力ＵＰの秘訣！？」では
池袋さくらクリニック院長、倉田大輔氏より常に見
られている経営者、活力ＵＰに効く食材、日焼け止
めのススメなどの話をされ、受講者からは「健康管
理はわかっていても改めて言われないと意識をし

ない」等の感想が寄せられた。

▲受付を手伝ってくださる役員方
　（右より飯村部会長、上田委員、吉田副部会長、松沼相談役）

▲地震発生後の街をリアルに再現したセット内

▲説明をする高梨上席調査官 ▲池袋さくらクリニック院長の
　倉田大輔氏

第１回税法等研修会・青年部会6月研修会を開催

社会貢献活動の一環として「献血活動」を実施
－女性部会・社会貢献研修委員会－

青年部会が夏季研修会を開催
－そなエリア防災体験教室－

法人会の活動
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Activities

源泉部会が労務セミナーを開催
最新裁判例から見る「同一労働同一賃金の動向」を学ぶ

花王ミュージアム見学会＆交流ランチ会を開催
－体験コーナーでメイクシミュレーション－

　女性部会（飯村部会長）では、７月24日（火）、
に女性交流会として花王ミュージアム見学とラン
チ会を開催しました。展示コーナーでは花王の歴
代の製品に懐かしさを感じ、花王創業者の経営理
念が現在も引き継がれていることに感銘を受けま
した。
　また体験コーナーでは肌や髪の状態チェック、
PC を使った顔写真のメイクシミュレーション、香り
の合成体験など自由時間
を使って皆さん興味のあ
るものを色々体験されま
した。
　昼間の開催で参加者は
少なめでしたが、ソラマチ
のランチ会だけに駆けつ
けて下さった方もあり、楽
しく交流を深めることが
できました。
（女性部会では部会員を随
時募集しております。詳し
くは事務局　山村まで）

　源泉部会（横澤部会長代行）による第8回労務
セミナーが 7月19日（木）、午後3時30分より医
科器械会館セミナーホールに於いて開催され、最
新裁判例から見る同一労働同一賃金の動向につい
て、講師の社会保険労務士法人星名事務所代表
星名真喜子氏が働き方改革関連法案の施行予定時
期、年次有給休暇の取得義務化、年次有給休暇の
付与日数、また、正規・非正規の待遇差に関する業
種別裁判例など資料を基に説明、最後に法改正に
より正社員と非正規社員との待遇差について、「内
容・理由の説明義務生じまのす」と話した。
（資料をご希望の方は事務局までご請求ください。）

▲東京ソラマチ最上階「國見」の懐石料理に舌鼓

▲ミュージアムの入り口で記念撮影

▲講師を務める社労士の星名真喜子先生が分かりやすく説明
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会員増強月間に向けて
（10月〜12月）

会員増強月間が今年も 10月から始まります。

正会員、賛助会員を問いません。法人会の趣旨

をご理解いただければどなたでもまた、賛助会

員は管内の法人でなくても、個人でも入会がで

きます。年会費は資本金に応じて異なります

が、様々な研修会や講演会などは原則無料また

は低額な会費で受講することができます。会員

増強は厚生組織委員会だけは目標を達成するこ

とができません。数は力なりと申しますが組織

は永続させなければなりません。法人会の事業

　平素は法人会各種事業に参加ご支援を賜り厚

く御礼申し上げます。

　昨年は厚生組織委員会に新しく林委員長が就

任され増強運動を展開しましたが、あと一歩の

ところで目標値に達しませんでしたが、今年も

会員増強の季節に入り今年こそはの意気込みで

厚生組織委員会と社会貢献研修委員会共同で

チャリティ寄席を『上野鈴本』で行います。「い

活動を充実させる為にも会員拡大運動に是非ご

協力をお願い申し上げる次第です。

また、法人会入会のメリットとして様々な経

営支援サービスを用意してございます。一例を

挙げますとセミナーは受講したいけれど忙しく

て時間がない方にはインターネット・セミナー

が無料で視聴することができるサービスや各種

の保養施設が会員割引で利用することができま

すので、この機会に是非ご入会をお願いいたし

ます。

い出会い、地域に根ざす、本郷法人会」のスロー

ガンのもと青年部会の小学校に於ける租税教室

や、女性部会の絵はがきコンクールをはじめ各

種事業、各委員会、各部会の事業活動やビジネ

ス交流の場を経験して頂き、多くの方々に法人

会の魅力を伝えて頂き、是非とも全会員が一致

団結して増強にご尽力賜りますようお願い申し

上げます。

●税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業
●地域企業の健全な発展に資する事業
●地域社会への貢献を目的とする事業

公益社団法人 本郷法人会会長　加藤 高身

「会員増強運動にご協力を！」
厚生組織委員長　林　一好

本郷法人会は、本郷税務署管内の法人と賛助の皆さんによる

「健全な経営」「正しい納税」「社会貢献」
をテーマに活動する企業経営者の団体です。

10月 ⇨

　  12月

法人会の
公益活動
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☞ 会社名：（株）パーソナルアシスト
☞ 代表者：野村 和隆
☞ 所在地：東京都文京区本郷 6-17-9 本郷綱ビル 7F
☞  ＴＥＬ：03-3816-8301
☞ ＦＡＸ ：03-3816-8302
☞ ＵＲＬ：http://p-assist.com

　6月の梅雨明けから始まり、猛
暑や豪雨、台風などこれまでの

通例が当てはまらない夏となりました。皆様夏
の疲れはまだ残っていらっしゃいますか。早く過
ごしやすい秋が訪れて欲しいものです。
　青年部会のメイン活動として10年前にスター
トした「租税教室」が初めて本郷管内の公立小
学校全校で開催することができるようになりま
した。これまでご尽力頂いた関係各所の皆様に
厚く御礼申し上げますとともに来年度以降も毎
年全校で開催ができるよう気を引き締めて実施
していきます。
　引き続き皆様のご支援賜りますよう宜しくお
願い申し上げます。　　　　　　（塙英幸　記）

■ 平成 30 年 9 月号（No.482）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

我社の一言 PR

2006 年に本郷で創業し、今年 8 月に 14 期目を迎える医療職

種専門の人材派遣会社です。事業拠点は本郷のみですが、全

国各地に医療従事者をご紹介しております。医師・看護師・薬

剤師の登録件数は計 2 万 5 千人を超えており、厳選した人材を

ご紹介する事が可能です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

【表紙写真について】六義園（本駒込6-16-3　TEL. 03-3941-2222）
　六義園は造園当時から小石川後楽園とともに江戸の二大庭
園に数えられておりました。元禄８年（1695年）、五代将軍・
徳川綱吉より下屋敷として与えられた駒込の地に、柳澤吉保自
ら設計、指揮し、平坦な武蔵野の一隅に池を掘り、山を築き、7
年の歳月をかけて「回遊式築山泉水庭園」を造り上げました。
六義園は吉保の文学的造詣の深さを反映した繊細で温和な日
本庭園です。庭園の名称は、中国の古い漢詩集である「毛詩」
の「詩の六義」、すなわち風・賦・比・興・雅・頌という分類法を、
紀貫之が転用した和歌の「六体」に由来します。庭園は中の島
を有する大泉水を樹林が取り囲み、紀州（現在の和歌山県）和

歌の浦の景勝や和歌に詠まれた名勝の景観が八十八境として
映し出されています。
　明治時代に入り、岩崎弥太郎氏（三菱創設者)の所有となっ
た当園は、昭和13年に東京市に寄付されて一般公開されるこ
とになりました。昭和28年3月31日に国の特別名勝に指定さ
れました。
［撮影及び表紙説明］
㈲トーイ企画（回覧板・名簿の企画制作）
本駒込5-3-5-201
代表取締役　鵜野眞理子

HOJIN HONGO vol.482

事務局だより

編集後記

“税を考える週間”協賛行事「署長講演会・特別講演会」
と　き：平成30年11月14日（水）13：30～16：10
ところ：東京ガーデンパレス「高千穂」
　　　 文京区湯島1-7-5　電話03-3813-6237
税務研修会
演　題：「税務行政の現状と課題」
講　師：本郷税務署長　蝶名林 守 氏
特別講演会
演　題：「銀座のママに学ぶ、人間力、ビジネス力」
講　師：白坂亜紀氏　銀座クラブ【稲葉】オーナーママ
参加費：無料
お申込み方法：法人会ホームページからお願いいたします。
http://www.hongohojin.or.jp/

（一社）東京法人会連合会より感謝状を受彰
　平成30年6月13日（水）、明治記念館に於いて開催された、第8回通常総会で会員増強活動
に対して多大の成果を挙げたことにより感謝状を受彰した。
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