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Interview

　酷暑も過ぎ去り、爽やかに晴れた9月27日午前
10時、7月に赴任された飯島寛仁新署長のインタ
ビューを、広報委員会　塙委員長、鵜野副委員長と
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：本郷地域には旧所・名跡が多く、また、大
きな病院、大学が複数あり、このような歴史と伝
統のある文教の地本郷で税務人生最後に勤務でき
ることに大変感謝しています。

�前任地でのお仕事は？
署長：東京国税局税務相談室で総括主任相談官を
しており147名の相談官の取りまとめ的な仕事を
していました。その前は、東京国税不服審判所で
審判官、その前は札幌国税局の留萌税務署で１年
間署長をしていました。留萌税務署は、13名しか
職員はいませんが、神奈川県と同じ面積を管轄し
ています。また、管内には国稀（くにまれ）とい
う日本最北の造り酒屋があり、辛口のおいしいお
酒を造っています。留萌税務署の法人会も租税教
室など社会貢献事業に力を入れ始めた時期で、絵
はがきコンクールは３年目を迎え、女性部会の役
員の皆様の熱心な活動が記憶に残っています。

�ご出身地は？ 
署長：生まれ育ち共に山梨市です。 高校まで山梨
におりました。

�税務の仕事に携われるようになったきっかけ
は？
署長：税理士を目指していた大学生の頃、父が勤
務する県の農業関係の機関が確定申告期に税務署
からの受託事業として県内農家の決算指導等を
行っていました。それにアルバイトで２年間お手
伝いしたのが、税の仕事に関わるきっかけです。

�ご家族は？
署長：妻と息子２人です。子供は、二人とも社会
人で、単身で北海道に行っていた時は、何回か観
光で遊びにきており、とても喜んでいました。
　現在は、練馬区から通勤しています。

�ご趣味は？
署長：小・中・高と野球をやっていたので、基本
的に体を動かすのは好きですが、現在は、ゴルフ
と50歳から始めたジョギングです。ジョギングは、

近くの公園を週
３回程度（異動
後は会合が多い
ため週1回程度）
走っていますが、
モチベーションを維持するため、年に２～３回マ
ラソン大会（練馬こぶしマラソン、江東シーサイ
ドハーフマラソンなど）に参加しています。

�お好きな食べ物、お酒は？ 
署長：何でもおいしくいただきますが、肉類は控
えめにしております。お酒は、日本酒が好きです
が嗜む程度です。

�本郷法人会に希望される事は?
署長：橋立会長様はじめ本郷法人会会員の皆様方
には税務行政に関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。非常に活発な活
動をされ、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ありがたく
思っており、今後も継続して頂きたいと思ってい
ます。 
  また、出来る限り協力させて頂きますので、会員
増強にも一層の努力をお願い致します。ｅ−Ｔａ
ｘの更なる普及も併せて宜しくお願い致します。

�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。 
  優しさと愛情をもって人と接することが大切だと
思います。（大変どっしりとした落ち着きのある
第一印象の飯島署長でしたが、足の速い高校野球
児でいらして現在もフルマラソン5時間というのに
は驚かされました。）  

五十嵐正樹　記／撮影　鵜野眞理子

飯島署長　略歴～
　平成30年7月 東京国税局　総務部
 税務相談室　総括主任相談官
 現在に至る。

飯島寛仁 新署長インタビュー

×「一期一会、
 優しさと愛情で接する」 本郷税務署

飯島寛仁　新署長

▲左より五十嵐委員、飯島署長、鵜野副委員長、塙委員長
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税務署だより tax offi  ce message

本郷税署長より 本郷法人会の皆様へ

マイナンバーカードの取得促進、国税電子申告・納税
システム（e-Tax）の利用・拡大等についてのお願い

　公益社団法人本郷法人会の皆様におかれましては、平素から税務行政に対し、格別の御
理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、国税庁では、マイナンバー制度は、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・
公正な社会を実現するための重要な社会基盤」であることから、番号の利活用機関として、
制度の更なる定着に向けて、引き続き、マイナンバー制度の周知・広報に取り組むととも
に、国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用・拡大及び添付書類も含めた電子化に向
けて、各種施策を強力に推し進めているところです。
　今後、税務行政のデジタル化（税務署に出向かず税務手続きが完了するなど）を進めて
いく上で、次の事項に対する皆様の御理解と御協力が必要不可欠となります。御対応方よ
ろしくお願いいたします。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
１ マイナンバーカードの取得促進

　マイナンバー制度の定着に向けて、マイナンバーカードの積極的な取得をお願いいた
します。ｅ -Tax の利用や、公的な身分証明書になるほか、コンビニエンスストアなど
で各種証明書が取得できます。
今後は、
・ マイナポイントでお買物ができるようになること。（2020年度実施予定）
・ 健康保険証として使えるようになること。（2021年3月からスタート予定）
  で更に利便性が高まります。

２ 国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用・拡大
　納税者の利便性の向上と行政の効率化の観点から、電子申告・納税システムの積極的
な利用をお願いいたします。
・ 添付書類も含めた e-Tax による申告・申請等
・ ダイレクト納付の利用
・ e-Tax による納税証明書の交付請求の利用
・ eLTAX による法定調書（合計表）の提出

３ 税務署に提出する書類へのマイナンバー等の記載について
　税務署に提出する申告書等は、提出の都度（毎回）、マイナンバーや法人番号を記載す
ることとなっておりますので、確実な記載をお願いいたします（個人の方は 12桁のマ
イナンバー（個人番号）、法人の方は 13桁の法人番号）。
　なお、申請書等の控えを作成される場合は、その控えには番号を記載していただく必
要はありません。

※詳しくは税務署にお尋ねください。本郷税務署　☎03-3811 -3171 
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都税事務所だより metropolitan tax offi  ce message

税務署だより tax offi  ce message
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法人会の活動

女性部会が絵はがきコンクール選考会を実施
－応募総数675枚－

　女性部会（飯村早苗部会長）が 10月2日（水）、
午前10 時より本郷税務署会議室に於いて、絵はが
きコンクールの選考会を実施した。当日は管内の
公立小学校5・6 年生より応募を頂いた 675 枚に

ついて選考基準を下に税務署長賞、法人会会長賞、
女性部会長賞などを選考した。また、文京区長賞
や都税事務所長賞などは後日、選考することとし
た。（作品は次号で掲載）

▲675枚を1枚ずつ丁寧に審査▲慎重に審査する役員方

　令和元年度会員増強大会及びチャリティー寄席
が 9月18 日（ 水）、午 後 5 時 30 分より上 野 鈴 本
演芸場に於いて開催された。第1部会員増強大
会は小嶋守厚生組織委員会副委員長の司会で始
まり、本年度の推進施策として地区および支部の
目標件数を定め、全力で推進していくこととした。
その後、本郷税務署の飯島寛仁署長が日頃の税
務行政に対する御礼とｅ−Tax の利用促進につい
て述べた。
　また、大同生命保険（株）玉谷茂樹営業推進部
長並びに AIG 損害保険（株）秋山治彦推進マネー
ジャーがそれぞれ制度説明をした。引き続き、第2
部チャリティー寄席では落語・漫才などが催され楽
しい一時を過ごした。

令和元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143名が出席－

▲司会を務める小嶋守副委員長（左端）

▲あいさつをする橋立弘紀会長 ▲推進施策を発表する林一好
　厚生組織委員長
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Activities

　社会貢献研修委員会（増田稔委員長）は第2回
税法等研修会（地方税）を 9月20日（金）、午後 2
時より文京都税事務所会議室に於いて開催した。
　当日は令和元年度税制改正について、法人事業
税の税率変更や法人事業税・都民税等の申告書の
記載方法、また、固定資産税（償却資産）申告のお
願いなどが、千代田都税事務所・文京都税事務所
の担当者が説明した。

　源泉部会（横澤隆行部会長）の第3 回源泉基礎
講座が 9月12日（木）、午後 2時より本郷税務署
会議室で開催され、講師の大野明上席調査官より
退職所得の源泉徴収事務について国税局のガイド
ブックを基に退職所得の意義や退職所得の収入す
べき時期、退職所得に対する源泉徴収などが設問

を交えながら分かり易く解説した。

　青年部会では９月５日に恒例となりました部会員
交流会を開催しました。本会は部会員が自身の職
業や関連分野を参加者の前でプレゼンし「お互い
の仕事をもっとよく知り、親交を更に深める」事を
目的に年数回のペースで開催しております。
　今回は新入部会員の海老沼司法書士事務所の海
老沼さんに「遺言制度の改定を軸に相続」に関し
て、幹事の有限会社ジョナの保手濱さんには「アパ
レル業界の実態と、自社の戦略について」それぞれ
プレゼン頂きました。
　また部会員交流会には「加入を検討している方
の体験の場」としての機能もあり、東京商工会議所
の文京支部青年部の方や、東京青年会議所文京区

委員会の方にもご参加頂き、青年部会の雰囲気を
ご体験頂きました。身の回りで「青年部会にどうだ
ろう？」という方がいらしたら、ご推薦よろしくお願
いします。

青年部会部会員交流会を開催
青年部会長　吉田宗之

第2回税法等研修会（地方税）を開催
税制改正や申告書の記載方法を学ぶ

第3回源泉基礎講座
－退職所得の源泉徴収事務を学ぶ－

▲講師を務める千代田都税事務所の担当者

▲海老沼司法書士 ▲保手濱幹事

■参加者からのコメント
無料なのに資料が充実していて分かり易
いなどの意見が寄せられました。
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⑤三代目の清水橋【架橋時期不明】

三代目と推測される清水橋の写真
　武田五一博士設計の二代目の橋は、やがて
三代目の橋に架け替えられました。それがいつ
のことだったのか、設計図等の資料が残されて
いないため、はっきりしたことは分かっていませ
ん。おそらくは大正時代に入ってからだったの
ではないかと考えられますが、あくまでも推測
です。
　現在、大正13年（1924年）に撮影されたと
考えられる清水橋（から橋）の写真が2枚〔図
6,7〕残されており、杉田全氏より文京ふるさと
歴史館に寄贈されています。〔図5〕は杉田氏
によればそれ以降の撮影かもしれないというこ
とですが、現在この写真は所在不明だそうです。
杉田家は全氏の祖父の代から橋のたもとに住
まわれており、3枚の写真は父上の杉田直樹氏
が撮影されています。
　ふるさと歴史館に寄贈された写真には、写真
の裏に「1924年1月」のスタンプが押されてい
ます。1924年は関東大震災のおきた翌年の大
正13年です。写真をみると森川町側に水路が
あり、水が流れていますが、その流れは澱んで
いない様子です。一人の男性が大八車を止め、
牛を曳いてきた手を休めて橋下でひと休みし
ています。男性の脇にも、もう一人いるようです。
この橋の設計図は残念ながら残されていない
ため詳細はわからず、架橋された年代も不明で

す。1月のスタンプに加え、日の丸の旗が見える
ので、お正月あるいは祝日なのかもしれません。
　二代目が明治39年架橋なので、年代からみ
るとこの橋が三代目なのではないかと推測でき
ます。

⑥四代目の清水橋
　－現在のコンクリート造「からはし」

四代目清水橋への架け替えについて推測でき
ること
　大正12年（1923）に起きた関東大震災後
に東京市により帝都復興計画がたてられまし
たが、おそらくその時、清水橋下の下水路の暗
渠化や道路の拡幅工事が計画され、堅牢なコ
ンクリート製の橋へ架け替える計画がたてら
れていたのではないかと考えられます。周辺の
地域の下水暗渠化工事も昭和の初めに次々と
実施されており、白山通りの下水暗渠化工事
は昭和8年ごろ（白山幹線）、小石川大下水の
暗渠化完成は昭和9年ということなので、から
橋下道路の下水暗渠化もそれと前後した時期
に行われていたのではないかと推測されます。
（白山第2幹線の一部）（清水龍光『水　江戸・
東京／水の記憶』平成11年　1999年）。
　『西片だより』や「福山学生会雑誌」に残さ
れた記述と、当時誠之小学校の生徒だった
方々の記憶を総合しておおよそのことを推測し

清水橋（からはし）の今昔（Ⅲ）

〔図5〕
三代目と考えられる清水橋（から橋）

杉田 全氏提供
「わたしの文京アルバム」平成 9 年 3月

文京区教育委員会、文京ふるさと歴史館より
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てみると、「昭和8～9年前後から清水橋下の
通りの水路の暗渠化工事が行われ、谷の両脇
の崖を崩して道路の拡幅工事も行った。昭和
11年から12年ごろに、下を大型車が通過でき
るぐらい高くて長い、堅牢なコンクリート造清
水橋へ架け替え工事がなされていた」といえる
のではないでしょうか。
　現在、西片、森川の両町の道路下の下水管
は、清水橋両端の基礎を貫通して、清水橋下
の通りの配水本管に接続しています。現・西片
町会アドヴァイザー・麻生勝典氏は、この下水
管が橋の基礎工事と一緒に施行された可能
性が高いとみて、文京区道路課に対しその当
時の資料があるかどうか調査を依頼したとこ
ろ、3枚「清水橋排水計画図」（昭和12年9月
作図）が出てきました（2013年11月に道路課
より提供）。麻生氏によれば、「これが設計図な
のか竣工図なのかは不明だが、昭和12年ごろ
に工事が行われたことは確かで、排水工事と
橋の架け替え工事が同時に行われたとすると、
橋の工事も昭和12年頃と推定される」という
ことです。ここまで見てきた出版物に書かれた
記述や、杉田氏はじめ当時小学生だった方々
のご記憶は、下水管の設計図に昭和12年と書
かれていたことと、大きく矛盾してはいないと
いえるでしょう。これ以外の公的な資料の存否
は私どもには分かりません。
　昭和4年の「帝都復興局東京市全図」を見
ると清水橋の下の拡幅された道路が点線で描
かれ、同じく点線でこの道路がさらに本郷通り
まで延長されて言問通りにつながっています。
『明治・大正・昭和　東京1万分の1地形図集

成』の昭和12年修正の地図では、橋の下から
白山通りまでの拡幅された道路が実線で描か
れています（但し、以後発行の地図で実線に修
正されてないものもある）。
　一方、清水橋下から本郷通りまでの拡幅さ
れた道路は昭和12年の修正図では未だ点線
のままで、実際に言問通りまでつながったのは
昭和16年のことでした。「東京市本郷区駒込
西片町全図」（昭和16年）では現在のような白
山通りから本郷通りを結ぶ広い道路が描かれ
ています。
　なお、朝日新聞社『東京地名考・上』（朝日文
庫、1986）には、「文京区道路課の調査書に
は、橋長18メートル、幅員5メートル、設計荷
重6トン、大正15年建築、とある『耐震検査結
果』をみると、『鉄筋の露出や亀裂があるが、耐
荷力には問題なし』。」という記載があります。
「大正15年建築」（注：大正15年は昭和元年、
1925）と記載されている根拠については文京
区他いろいろな方にご教示・ご意見をいただか
なければなりません。その後、橋欄千補修工事
など行ってはいましたが、文京区道路課に記録
は残っていないそうです。平成7年（1995）後
半にはコンクリート内部にさびが出て劣化が進
んでいたため、階段や橋表面等の補修工事を
していました（『西片だより474号、1995』）。

清水橋（からはし）の今昔
地縁法人西片町会
平成28年（2016）11月発行より転載
写真提供：文京ふるさと歴史館

〔図 6・図 7〕
三代目と考えられる清水橋（から橋）
文京ふるさと歴史館蔵（杉田 全氏寄贈）
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春日忌レポート
　徳川３代将軍・家光の乳母であり、江戸幕府の大奥制度を築いた人物として知られる春日局。その菩提寺
である麟祥院で、平成28年、長らく途絶えていた春日局の法要を約100数十年ぶりに再開した。４年目
となる今年の春日忌をレポートする。

◆地域に開かれた行事としての春日忌へ
　昨年（平成30年）より、檀家や招待客に加えて地域の住民も参加できる行事として、にぎわいのなかで
行われるようになった。境内には近隣やゆかりのある土地の飲食店や雑貨店の出店や、近隣の大学の参加
もあり、幅広い交流の場ともなっている。
　今年もこの日のために半年ほど前から準備を始め、実行委
員会を立ち上げた。メンバーは住職と近隣の町内会、商店街
の人たちで主に構成される。昨年の経験を踏まえ、どうした
らより多くの人たちに知ってもらえるか、近隣の人たちに足
を運んでもらえるか、会議を重ねてきたという。
　結果、今年は出店数が増えたほか、文京区オリンピック・パ
ラリンピック推進委員会の参加もあり、パラリンピック競技
である“ボッチャ”体験コーナーも設けられた。急な冷え込
みと、雨時々曇りといったあいにくの天候だったわりには、客
足が途切れることはなく、まずますの成功だったのではない
だろうか。

◆麟祥院の門前に春日局像が移設
　また、当日は、麟祥院門前に移設された春日局像の除幕式が行われた。春日局像は、それ以前は文京区役
所そばの区立礫川（れきせん）公園に立っていた。春日通りに向いて立つその姿は、記憶に残っている方も
おられるのではなかろうか。

　遡ること 30年前の昭和64（1989）年、１月より１年間
NHK 大河ドラマ『春日局』が放映された。文京区ではこれ
をきっかけに、地域を盛り上げようと区民とともに春日局像
を建立したという。
　そして、来年2020年の大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公
は明智光秀である。春日局は、明智光秀の右腕と言われた家
臣、斎藤利三の娘として生を受けた。このつながりを必然と
とらえたのだろうか、麟祥院の住職の想いが叶い、文京区の
顕彰プロジェクトの一環として今回の移設に至った。文京区
長をはじめ、ゆかりのある京都の丹波市長や来賓の方たちの
挨拶の後、湯島の新たな顔にふさわしい像がお目見えした。

◆特別講演は明智光秀公の末裔
　本堂では、明智光秀公の末裔である歴史研究家の明智憲三郎
氏による特別講演が行われた。演目は「明智光秀と春日局」。
　明智氏は従来の明智光秀の史実に疑問をもち、本能寺の変の
調査・研究を始めたことから研究者の道に入ったという。独自
の手法によって科学的・論理的に解明するという氏の話は斬新
であり、歴史の不思議、奥深さを感じさせるものだった。
　講演の後に、献香式・法要が行われ、続いて檀家や招待客、
参加者ひとり一人が春日局の墓前に花を供えて春日忌は終了。
春日局がつなぐご縁の広がりを感じさせる一日となった。

（湯島かいわい　則竹知子 記）
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11 月号 編集後記

　9月20日の日本代表対ロシアの開幕戦から11

月2日の決勝まで行われた、第9回ラグビーワール

ドカップは私たちに多くの感動と勇気を与えてくれ

ました。

　大会開催中、台風19号が猛威を振るい、被災

された地域も多く、10月12日は 2試合が中止に

なりました。改めて被災されたみなさまにおかれ

ましては心よりお見舞い申し上げます。

　2011年3月11日東日本大震災に被災した、岩手

県の釜石鵜住居復興スタジアムも台風の被害を受

け、カナダ代表対ナミビア代表の試合が中止にな

りました。カナダ代表選手は台風通過後、スタジ

アムの台風による被害の後片付けに率先して働い

たそうです。

　9回大会連続出場の日本代表ブレイブ　ブロッ

サムズ（桜の戦士）は初の決勝トーナメント進出

を果たしました。決勝トーナメント出場を賭けた

台風直後のスコットランド戦を歴史的勝利で終え

た日本代表の選手は、台風で被災されている方に、

ワールドカップで盛り上がっていることに気が引け

たものの、ここで日本が敗れるよりも、勝って喜び

と勇気を与えたいと割り切り、日本を背負って戦

いに臨んだそうです。

　あれだけ激しい戦いの後であっても、相手の

選手と試合後抱き合い、握手を交わし、自分のラ

グビージャージーを脱いで交換する姿には、ラグ

ビー選手が対戦相手に敬意を払う深い思いやり、

ラグビースピリッツを世界中の人が感じたと思い

ます。

　みなさまの知る「NO SIDE」の心、「ONE FOR 

ALL, ALL FOR ONE」の意味が大会を観戦すること

により、みなさまも実感できた今大会だったので

はないか、とラガーマンの私はとっても満ち足りた

気持ちになりました。

　来年の本郷法人会新年会には元ラグビー日本

代表キャプテン廣瀬俊朗氏を講師に招き、講演い

ただきます。ご多忙とは存じますが万障繰り合わ

せの上、ご参集賜り、一緒に素晴らしい一年を迎

えましょう。案内書は同封してございます。

（佐藤豪一　記）

事務局だより
HOJIN HONGO vol.489

我社の一言 PR

我社の一言 PR

☞ 会社名：西武信用金庫本郷支店
☞ 支店長名：土井 康嗣
☞ 所在地：東京都文京区本郷 5-24-1
　　　　　 永島ビル 3 階
☞ ＴＥＬ：03-3830-0431　FAX：03-3830-8231
☞  メール：hongo@seibushinkin.com

☞ 会社名：特定非営利活動法人 エク・プロジェクト
☞ 理事長：勝村 務
☞ 所在地：東京都文京区向丘 1-3-1-301
☞ ＴＥＬ：03-3813-0653　FAX：03-3813-0653
☞  U R L：www.quartet-excelsior.jp

令和元年5月13日、西武信用金庫「本郷支

店」がオープンしました。当店は、一般的な

金融窓口の他5階に「インキュベーションオ

フィス」を併設しており、ベンチャー企業の

支援はもちろん、地域の皆さまの課題解決に

尽力して参ります。ご期待ください。！！

私たちは、日本各地や海外で活動している弦

楽四重奏団「クァルテッド・エクセルシオ」

を運営しています。結成は26年目で、法人に

なったのは10年目です。演奏家が中心に運営

しているので、わからないことばかりです。

宜しくお願いいたします。
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