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Interview

　残暑も秋雨も過ぎ去り、爽やかに晴れた9月29日
午前10時、7月に赴任された横矢寿彦新署長のイン
タビューを、広報委員会塙委員長、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：本郷地域へは今までほとんど来る機会がな
く車で通る程度でしたが、旧所・名跡が多く、大
学もあり、とても落ち着いた雰囲気を感じます。
いろいろ廻ってみたいと思っています。

�前任地でのお仕事は？
署長：前任地は財務省です。主計局で主に国の予
算編成にかかわる業務に従事していました。もと
もとは関東信越国税局採用で、長野県の諏訪署勤
務後、当時の大蔵省に出向しました。本郷署は、
30年以上ぶりの税の職場になります。

�ご出身地は？ 
署長：長野県です。旧鬼無里村というところで、
市町村合併により現在は長野市になっております。
高校まで長野にいました。位置的には、スキー場
で有名な白馬村と蕎麦で有名な旧戸隠村の間にな
ります。

�税務の仕事に携われるようになったきっかけ
は？
署長：公務員志望でしたが、簿記・会計に興味が
ありましたので、公務員試験を税務職で受験し、
国税局に採用されました。

�ご家族は？
署長：妻と大学院の長男と高校３年の長女で４人
家族です。長男は来年から社会人、長女は本郷署
管内ではありませんが文京区内に通学しています。

�ご趣味は？
署長：ジョギングと日帰り入浴施設探訪です。
ジョギングは涼しくなってきたので、最近再開し
ました。自宅近くの荒川河川敷を走っています。
入浴施設はいまだ再開出来ていません。
　あと、漫画を読むのも好きです。

�お好きな食べ物、お酒は？ 
署長：焼き鳥が好物です。酒は何でもおいしくい
ただきます。ハイボールが基本ですが、好きなの
は銘柄問わず日本酒です。

�本郷法人会に希望される事は?
署長：橋立会長はじめ本郷法人会会員の皆様には
税務行政への深いご理解と多大な協力を頂いてお
り感謝申し上げます。活発に活動をされ、今後も
継続して頂きたいと思っています。先日、誠之小
学校での租税教室を拝見させて頂きましたが、児
童がとても楽しそうでした。こういった租税教育
活動に、特に期待しています。

�座右の銘など御座いましたらお聞かせください。
署長：座右の銘と言えるかどうかわかりません
が、「なるようになる。」ということを心に留め
ています。手を抜くとかそのような意味ではなく、
「物事は必ず解決するので、あたふたしない、焦
らない」であたるということです。
（とても優しく飾り気のない紳士とお見受けしま
した。署長講演会が楽しみです。）

五十嵐　記

横矢署長　略歴～
　平成29年7月	 財務省主計局　　　
	 司計課　上席予算実地監査官
　平成30年7月	 財務省主計局
	 調査課　財政調査官
　令和元年7月	 財務省主計局　
	 給与共済課　給与調査官
	 現在に至る。

横矢寿彦 新署長インタビュー

×「なるようになる」

横矢寿彦　新署長
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Interview

　署長インタビューと同時に沼田渉副署長のインタ
ビューをさせて頂きました。

�ご着任から3か月、本郷地域の印象はいかがです
か？
副署長：由緒ある神社や大名庭園が点在し、また、
文学史上に名を連ねる文豪たちを輩出した、この
情緒ある本郷の地で勤務できることを大変うれし
く思っております。

�前任地でのお仕事は？
副署長：税務大学校研究部におりました。具体的
な業務は、研究生の指導と自己研究です。それ以
前は、訟務と言いまして税金事件の代理人の仕事
に10年ほど従事していました。	

�ご出身地は？ 
副署長：秋田出身でして、平成の大合併前は田沢
湖町といい、現在の自治体名は仙北市です。奥羽
山脈の西に面した片田舎で、さかなクンが西湖で
発見したクニマスのふるさとの田沢湖があり、ま
た、乳頭温泉郷や岩盤浴発祥の地とされる玉川温
泉も我が町内にあります。冬は雪に閉ざされます。

�税務の仕事に携われるようになったきっかけ
は？
副署長：高校時代は進学を考えていましたが、公
務員試験の2か月ほど前に、友人から公務員試験の
開催情報をもらい受験したところ、たまたま合格
し、「進学なんかやめて就職しちまえ」と思った
次第です。

�ご家族は？
副署長：妻と20才の社会人の長女と17才の高校生
の次女が同居する女系家族です。

�ご趣味は？
副署長：もともと体を動かすことが大好きで、こ
こ10年位は夏は山歩き、冬はスキーをやっていま
す。山は100名山のうち、60数か所は踏破しまし
た。

�お好きな食べ物、お酒は？ 
副署長：年を経るごとに塩気の多い魚介類を好ん

で食べるようになっていましたが、最近は血圧が
高くなってきたため、控えようと心掛けています。
お酒は嗜む程度で、お酌されてもお気持ちだけい
ただくことが多いです。

�本郷法人会に希望される事は?
副署長：会員増強です。法人会さんの会員増加は
イコール税に対する理解者の増加を意味し、結果、
地域の税知識の向上につながります。バブル期以
降、会員は減少傾向にあるようですが、引き続き、
納税意識の高揚や税知識の普及に関する研修会を
充実させていただき、会員にとってメリットのあ
る魅力ある会にしていただければと思います。署
側としても、研修会等の際は積極的に講師などを
引き受けたいと考えておりますので、要望がござ
いましたら遠慮なく申しつけください。

�座右の銘など御座いましたらお聞かせください。
副署長：「為せば成る。」です。何事もポジティ
ブ思考で取り組むようにしています。
（細身なのに内に秘めたパワーを強く感じる副署
長でした。）		

五十嵐　記

沼田副署長　略歴～
　平成28年7月　	日野税務署　法人課税第一部門
	 統括国税調査官
　平成29年7月	 東京国税局　課税第一部
	 国税訟務官室　室長補佐
　平成30年7月	 税務大学校　研究部　教授
	 現在に至る。

沼田渉 新副署長インタビュー

×「為せば成る」

沼田渉　新副署長

▲左より五十嵐委員、沼田副署長、横矢署長、鵜野委員、塙委員長
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税務署だより tax offi  ce message

混雑した税務署に行く
郵便で送る

✘
✘

を利用すればそんな不便さがありません

マイナンバーカードをお持ちでない方が を利用するための
とパスワードの出張発行 も行います

ご依頼、お問い合わせは、 （ ） （代表）
本郷税務署 個人課税部門 ＩＤ・パスワード発行担当へ

※ 自動音声によりご案内しております。 「２」を選択の上、担当者へご用件をお伝えください。

対象期間：令和 年 月 日（月）まで （土日祝日を除きます。）
原則、 名以上の場合に限り、職員が事業所等へ出張して発行させていただきます。 それ以外の場合は、税務署
にて発行します。
機器準備のため、希望日の 日前までにご連絡ください。
モバイル端末を使用しますので、会場の通信環境をご確認ください。

（注） ・パスワード方式は、暫定的な対応です。お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

○
○

○
○

マイナンバーについてのお問合せ 
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 

（平日：９時30分～20時00 土日祝：９時30分～17時30分（年末年始を除く）） 
出典：内閣府HP 
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都税事務所だより metropolitan tax offi  ce message
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あ の 店 ・ こ の 店
法人会

本郷地区

湯島地区

❶

❷

❷

本駒込地区

向丘地区

西片地区

千駄木地区

根津地区 ❺ ❸

御菓子司
一炉庵

えんむすび

文京区向丘 2-14-9
TEL. 03-3823-1365

文京区本郷 3-9-8
TEL. 03-6240-0725

営業時間　9:00 ～ 18:00
（品物お渡し 17:00 まで）
定休日　毎週火曜日

（行事などにより変更いたします。）

創業は明治三十六年
（一九〇三年）
百有余年受け継いできた職
人の技術と味を四季を通し
て約四百種以上の上生菓子
に表現しております。
季節限定の菓子も次々と変
わり日本の四季を和菓子か
ら感じていただけると思い
ます。
ご自宅用はもちろん手土産
や記念日の引き出物など幅
広くご利用ご来店をお待ち
しております。

食材（生産者さん・仕入先）
や調味料などにもこだわり、
美味しいく安心を心がけ丁
寧にお作りしております。	
季節が感じられるお料理で
皆さまのお腹を満たせれる
様、心を込めて提供させて
いただいております。	・ラ
ンチ	・お弁当	・お惣菜	・オー
ドブル	・会議用お弁当	・
ケータリング	・ロケ弁	・介
護用弁当等々、ご要望ござ
いましたら、ご連絡お待ち
しております。

❹
●❶
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❺

❹

❸

かりんとう
ゆしま花月

昭和 22 年創業、湯島にあ
る小さなかりんとう屋です。
艶々と美しい姿形のかりん
とうが一番の看板商品。ご
自宅用はもちろん法人様の
手土産などにも多くご利用
いただいております。
2020 年 10 月 か ら LINE
公式アカウントはじめまし
た！花月の最新情報やお得
な情報を発信していきます。
QR コードを読み込んで友
達登録！今なら友達追加で
すぐに使えるお得なクーポ
ンをプレゼント中！！

和食・甘味
茶房松緒

文京区湯島 2-33-11 岡田ビル 1 階
TEL. 03-3834-3883
営業時間　11:30 ～ 16:15 / 17:30 ～ 21:30
　　　　　土・日・祝は 11:30 ～ 18:00

茶道の「おもてなしの
心」を大切にする。特
選抹茶「和光」は薄茶
用の抹茶としては最高
ランク。あんみつの寒
天は神津島産最高級の
天草を煮出し、ぜんざ
いには大納言小豆を使
用。餅は臼と杵で毎日
手づきされる。ランチ
タイムには、おかずを
多種類並べた数量限定
のお膳も味わえる。

ホテル
機山館

文京区本郷 4-37-20
TEL. 03-3812-1211
FAX. 03-3816-1218
URL. https://kizankan.co.jp

本郷三丁目駅より徒歩2分。
ホテル1階『ビアレストラン宴』、地下に
は最大120名様収容の会議室・宴会場が
ございます。皆様に安心してご利用頂け
ますよう、業界の定めたガイドラインに
沿って、コロナ対策を行っております。
お食事の際には、おひとり様用のアクリ
ル板のご用意もございますので、ご予約
の際にお申し付けください。
○ビアレストラン宴　
ランチ11:00～14:00、ディナー17:00～
22:00（土日は～21:30）ランチ予算：820
円～、ディナー予算：1,500円～
※定休日など通常と異なる場合がございま
す。詳細はウェブサイトにてご確認下さい。
○パーティープラン　
ご予算5,000円～（フリードリンク付き）

文京区湯島 3-39-6
TEL. 03-3831-9762
営業時間　平日 9:30 ～ 20:00　
　　　　　土・日・祝は 10:00 ～ 17:00
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3 月 24 日にオリンピック東京２０２０大会延期
の報道。同時に新型コロナ感染者数の発表が
始まりました。4 月 7 日には緊急事態宣言が発
令され、不要不急の外出と三密の回避への協
力要請が伝えられました。
世界中を揺るがしている新型コロナウイルス
のパンデミック。感染力の強い見えないウイ
ルスの恐怖は人々の生活に大きな影響を与え、
地球に住む全人類に生き方への転換を迫って
います。そして今もなお続くコロナ禍。これま
でにもマーズやサーズなどのウイルス感染があ
りましたが、私たちにとっては対岸の火事のよ
うで、自分ごとには考えていなかったと思いま
す。この想定外のコロナ禍の中、全ての日本
人が当たり前と思っていた日々の生活や生き方
を考えさせられているのではないでしょうか。
私は文京区で日本料理店を経営しています。
今年の春に創業 90 年を迎えるため、お客様
への感謝と御礼の気持ちで、記念品や特別献
立、毎月の文化イベントの開催を企画していま
した。次世代を担う若い方々に日本料理や日
本文化の素晴らしさをお伝えできるチャンスと
楽しみでもありました。
しかしその矢先、コロナ感染拡大の報道。従
業員の安全を考え、３月からは時差通勤や在宅
ワークを始めました。ご予約のお客様にも、ご
来店の延期やキャンセルをお願いしました。自
粛要請が出てからは完全休業としました。
当初の私の予測では、年内は影響が続くも
のの、夏以降は少しずつ状況が落ち着き始め、
１0 月頃からは前年比 70% 位の売上に戻るの
ではないかと考えていました。
とはいえ、緊急対応策として、５月半ばより
弁当のテイクアウトを開始しました。近隣のお
客様や知人、店の常連さんなど、多くの方が
お心掛けくださり、購入頂いております。先の
見えない不安感も払拭するような嬉しい励まし
のお言葉に、どれ程心を支えて頂いているかし
れません。
しかし現状は変わらず、１０月に入っても前年

比売上４０% 位から上がってきません。　
コロナ対策にはかなり配慮しておりますし、
個室のみの営業ですので、感染のリスクはかな
り低いと思いますが、自身も含めコロナへの不
安は人の行動をまだまだ制御していると感じて
います。このような状況下で経営面を支えてく
れているのが助成金や、制度融資です。
売上が 0に近い状態でも、固定費や人件費
の支出はあり、日々じわじわと首を締め付けら
れているような気持ちでした。先が読めない不
安と自社の経済的余力の無い情けなさに心折
れそうな時もありましたが、持続化給付金、感
染拡大防止協力金、雇用調整助成金、事業転
換支援金、雇用環境整備奨励金、文京区制度
融資などに助けてもらいながら今を繋いでいま
す。助成金申請に必要な経営計画が後押しと
なり、これまでなかなか実行に移すことが出来
なかった、テレワーク、新業態（テイクアウト
など）の開始、予約や会計システムのデジタ
ル化など、少しずつではありますが始められて
います。これらの支援は全て税金の力を借りて
のことです。
法人会に入っていても、あまり税金の使途を
身近に感じることはありませんでしたが、今回
は税金の力に心底感謝しております。国民の納
める税金が沢山の企業や商店、そこに連なる
人々の生活を助けていると感じます。
今後、飲食店の倒産や閉店はかなりの数に
のぼると思われますし、実際自店もどこまで継
続できるか不安もあります。しかし、皆さんの
お心や納めた税金で支えて頂いていることへの
恩返しは、経営を持続し税金を納める事でもあ
ると痛感しております。コロナの出現は人の心
が世の中を動かすことも教えてくれました。
また、地球上の生物としての、人のあるべき
姿への回帰も示唆している気がします。
この経験を無駄にすることなく、感謝を忘れ
ず、ステージアップしたニュースタンダードに
対応できる会社になるべく精進したいと思いま
す。

コロナ禍に思うこと
２０２０年１０月１０日

山中　一江
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「GoTo トラベル」いつまででどのように活用するのか？

《宿泊を伴う旅行のキャンペーン終了日》
　宿泊を伴う旅行は「2021年 2月 1日（チェックアウト日）」に終了予定です。

《日帰りの旅行のキャンペーン終了日》
　日帰りの旅行は「2021年 1月 31日」に終了予定です。

《修学旅行のキャンペーン終了日》
　修学旅行は「2021 年 3月 15日」にキャンペーン終了予定です。上記宿泊・日帰り旅行と
異なり、修学旅行のみ特例で 3月までキャンペーン対象となっています。

《国の Go To トラベル予算を全て使い切ってしまった場合》
　各種終了予定日は上記の通りですが、国のGo	To トラベル予算が全て消化されてしまった
場合はその時点でキャンペーン終了となります。一気に予算がなくなることのないように事務
局がチェック予定ですが、終了日が前倒しになる可能性も考慮しておきましょう。

《飛行機や新幹線のチケットだけでもお得？》
　「日帰りなどでお出かけの場合」、「往復乗車券＋日帰り温泉券」、「往復乗車券＋旅先での食事」、
「高速バス＋さくらんぼ狩り」、「地域周遊切符＋体験アクティビティ」こんな感じで組み合わせ
るとお得にGoToトラベルが活用できそうです。

《補助金》
　1.	1 人 1泊あたり 2万円（日帰り旅行は 1万円）が上限。
　2.	補助額の内訳は、7割が旅行代金割引、3割が旅先で使用できる地域共通クーポン。

（観光庁　GOTOトラベルよりまとめ）

「GoTo イート」登録飲食店で使えるプレミアム付食事券の発行
地域の飲食店で使える、プレミアム付食事券を各都道府県等の単位で販売します。

プレミアム付食事券は、販売額の 25％を国が負担します。
例）	12,500 円の食事券を 10,000 円でご購入頂けます。
プレミアム付食事券でお支払いの際、おつりはでません。

購入制限：	1 回のご購入にあたり、20,000 円分までとさせていただきます。
※エリアによっては、8,000 円単位での販売となり、購入上限が 16,000 円分まで
　となる場合があります。

販売期間： 2021 年 1月末まで
有効期限： 2021 年 3月末まで

（農林水産省　GOTOEATよりまとめ）

文京区もがんばってます！コロナ経済対策！
「LINE Pay キャンペーン」（経済課）
1. キャンペーン内容：
　期間中に、対象店舗において LINE	Pay で支払うと、決済金額の 10％または 2%の LINE	
Pay ポイントを還元します。※予算上限に達し次第、終了となります。
2. 開始時期：
 	令和 2年 11月中旬予定 
3. 対象店舗：
 	文京区商店街連合会に加入している LINE	Pay 支払使用可能店舗

「GoTo トラベル」いつまででどのように活用するのか？

「GoTo イート」登録飲食店で使えるプレミアム付食事券の発行

9



4.LINE ポイント還元率：
　(1) 個人商店・小規模店舗など：10%還元
　(2) スーパー・コンビニエンスストア・チェーン店など：2％還元
     ※対象店舗及び店舗ごとの LINE ポイント還元率は後日公開予定です。
5. 利用者あたりのポイント還元上限
　(1)10％対象店舗：9,000 円相当のポイント還元を上限とします（期間中の 9万円購入相当
　　		分に対し還元）。
　(2)	2％対象店舗：1,000 円相当のポイント還元を上限とします（期間中の 5万円購入相当
　　		分に対し還元）。
6. その他
　・本事業は、文京区の補助を受けて、文京区商連が主催するものです。
　・総務省が実施する統一QR「JPQR」に対応しています。
　・文京区商連及び LINE	Pay 株式会社による区内店舗向けの説明会等を予定しています。

「食べ歩きレシートキャンペーン」（アカデミー推進課）  
第３弾 食べ歩きレシートキャンペーン 
　1. 概要	文京区内の飲食店等で、期間中、設定金額（未定）以上のレシートを集めて応募すると、
　　	キャッシュバックされるキャンペーンを行います。
　2. 実施時期	令和２年	11	月上旬から令和３年１月末まで（予定）
　3. 対象者	区内に在住・在勤・在学の方

2020.10.1 現在

コロナ禍の家ゴミについて　
　　　　　　　　　　　
感染症拡大防止のために外出自粛により、家庭ゴミの排出量が増加しています。外食から
家食、テイクアウトやデリバリーが多くなり目に見えてゴミの量がどこの家庭でも増えまし
た。「ゴミ袋はしっかり縛る」「ゴミ袋の空気を抜く」「生ごみの水を切る」捨てる前にこれら
の事を心掛け、収集、運搬作業が円滑に安全に行って頂けるのだと思います。

年　度 4 月 5 月 6 月 計
2019 区営・委託計 1048 台 1094 台 999 台 3141 台
2020 区営・委託計 1073 台 1115 台 1056 台 3244 台

増　減 25 台 21 台 57 台 103 台
（文京区清掃車稼働実績　文京区清掃事務所調べ　佐藤豪一）

東京都のコロナ感染症緊急事態宣言期間は令和 2年 4月 7日より 5月 25日まで。
緊急事態宣言を受け、在宅リモートワークによる家庭ゴミの増加が話題となりましたが、文
京区清掃事務所にヒアリングをしたところ、清掃車両はゴミを収集している職員が経験による
現地の確認で収集日当日にゴミ収集車量が足りないと判断した時に対応し、車両を増やすとの
ことでした。
ゴミ収集車両の積載ゴミ収集量目安は1.5tということですが、2tまでは積載できるそうです。
2019 年と 2020 年の違いは数字のみならず、実際に積載しているゴミの量も 2020 年は車両
にゴミが満載の日が多かったようです。
ゴミを満載に詰め込みすぎるのは破裂や爆発など危険が伴うので、職員は詰め込みすぎない
ように管理し、必要に応じて車両の応援を要請するとのことでした。

吉田	幸枝
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11 月号 編集後記
10月17、18日に規模を縮小した「三社祭」が 5カ月遅れで決行されました。江戸時代は時代の最先端を行った浅草も戦後には多く
の地に「先端」という意味で抜かれ、今では古臭く懐かしい魅力で京都と観光客の人気を競っています。コロナ禍で全国ほぼ全ての
祭事が中止になる中での決行には、色々な意味で江戸っ子の「心意気」を感じることができます。武漢で COVID19 が発症し一年に
なろうとしています。経済復興や来年の祭りが盛大に開催できるのかは全て安心して使用できるワクチンや、より効果的な治療薬の
開発がカギを握っているのでしょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐藤豪一　記

東京都
11.4％

36％43道府県
72.5％

（令和元年度）

駅前等街頭と団体献血の協力者数比較（８月東京）

（人）

バス1台当たりの駅前等街頭での献血ご協力者数は大変厳しくなっています。
今、企業や団体の皆様のご協力を必要としています。

※令和２年10月８日更新
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新型コロナウイルス感染症蔓延の献血への影響
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（東京・神奈川・千葉・埼玉）の中止状況
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中止会場の代替実施先がなかなか見つからず、現在は主にショッピングモール
や駅前等での代替実施が中心となっています。

（10月８日時点）

−約1,600人

日時：令和 3 年 1月 20 日（水）
場所：文京シビックセンター1 階
時間：午前 10 時～午前 11 時 30 分
　　   午後1 時～午後 4 時

但し、新型コロナウイルスの感染状況に
より中止になる場合がございます。

新型コロナウイルス感染症蔓延の献血への影響◆献血活動にご協力ください。

（株）MSカンパニー
千駄木2-45-3   6874-1070
商社

美巧ケース製作所
根津1-18-9   3828-3179
ケース製造業 

（株）一色出版
本郷4-34-3   6801-6905
出版業

（株）ホームズ　
水戸市北見町1-22  　 5319-2831
金融向けWEBシステム開発 

（株）東芸
本駒込6-3-7   3944-2690
運輸・医療・広告 

（株）こんごう庵
湯島3-36-3 ブリズビル1F   5807-8711
飲食業

あおくま堂　
千代田区岩本町3-10-12 岩本町駅前ビル202 6666-4133
催眠療法 

（有）サンフラワー
湯島3-35-10 ソシアル広小路ビル301 3891-4226
貿易 

（株）朋映アート　
本郷4-24-8   3816-5691
DTP 

（一社）臨床心理 iネット
本郷2-19-8 TRM本郷本町501  6801-8821
臨床心理学による発達相談など 

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾
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-新会員のご紹介-
❶（株）ホスピタルネット 電気・電子機器・ソフトウエア卸 
本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル 5840-0877

❷（株）BELIEF-Corporation 建築業 
西東京市泉町6-15-15 042-458-0921

❸（株）江知勝 
湯島2-31-23 3811-5298

❹（株）D,A,I,Foods 飲食業
千駄木2-32-4-301 3823-7227

❺（非営）日本メディカルハーブ協会 NPO メディカルハーブの普及活動 
本駒込3-20-3 講談社FSビル9F 5809-0382

❻（同）グローバル金融研究所 経営コンサルティング 
本郷4-8-17-201 080-5650-3219

❼（株）リアルエステートアドバイザリー コンサルティング業 
港区虎ノ門5-1-4 080-4166-5586

❽（有）オザワ洋菓子店 洋菓子店 
湯島2-6-13 3815-9554

●令和3年新春講演会・新年賀詞交歓会のご案内
と　き：令和3年1月26日（火）
ところ：東京ガーデンパレス　文京区湯島1-7 -5　電話3813-6211
テーマ：笑って元気に！健康に！
講　師：落語家　柳家三之助　師匠
※聴講のみ無料
　新型コロナウイルス感染状況によっては中止する場合がございますので、
　予めご了承くださるようお願いいたします。
　詳しくはホームページをご覧ください。http://www.hongohojin.or.jp/
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