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「紅葉に負けない」塩田敏夫
（画像提供　文京区観光協会）より



　9月29日（木）、少し秋の気配が漂う中、今年7月
に着任された笹木邦江本郷税務署長と本郷法人会・
五十嵐会長による対談を行いました。
　和やかな雰囲気の中、笹木新署長の考えや思い、
税務行政を取り巻く環境のほか、お互いのプライベー
トについても語られました（於　本郷税務署署長室）。

会長　本日はお忙しい中、ありがとうございます。そ
れでは早速ですが、私からお話しを伺います。まず、
ご着任から2か月以上経ちましたが、本郷の街の印象
はいかがでしょうか？

署長　東京大学をはじめとする学校の多い落ち着い
た文教地区で、とても雰囲気の良い街ですよね。一
方で根津や千駄木のように粋で歴史情緒が漂うお店
も数多くあり賑やかな印象も持っています。着任前
は閑静で落ち着いた街の雰囲気に自分も合わせない
といけないのかなと少し構えていましたが、皆さんと
てもざっくばらんで、飾らない人柄の方が多く、どち
らかというと昔の江戸っ子気質的なものを感じますし、
皆さんとお話ししていると強い地元愛を感じますね。

会長　最近では高層マンションも増えてきて、若い
家族の人たちが増えてきていますが、昔からの人た
ちも多い地域です。親子で同じ小学校という人も結
構いるので人のつながりや地元愛は強いと思います。
　ところで本郷に着任される前はどのような業務を
されていたのですか？

署長　国税庁東京派遣主任監察官をしていました。
主に東京国税局職員の綱紀の保持に関することで、
もう少し言いますと職員が税務業務を行う中で不適
切な事をしていないか監察し、また、国家公務員法に
違反するような非行の防止のため職員向けの研修の

講師をしていました。
　さらにその前は、税
務大学校の教授をして
おり、主に新任職員へ
の実務研修に携わって
いましたが、ちょうどコ
ロナが始まったときで、
途中で研修が中止に
なってしまったことが
今でも残念でなりませ
ん。ただ、その時に担
当していた生徒から今
でも連絡がきて、近況
を聞くとなんだか嬉し

くなりますね。

会長　様々なご経験をなされておりますが、税務行
政を目指したきっかけは何ですか？

署長　実は学生の頃は税務のことがよく分かってい
なくて（苦笑）。当時は国家公務員（税務職）の女性の
採用がぎりぎりなかった時代だったんですね。全部
の省庁から声の掛かる行政職を受験したら受かりま
して、その中で国税局から声が掛かり、父親からの勧
めもあってこの世界に入りました。親としては堅いと
言われる職業に就いてほしかったみたいでしたね。

会長　税務のことがよく分かっていなかったとおっ
しゃっていましたが、ここまで続けてこられたというのは、
ご本人の努力もさることながら税務行政に向いてい
たんでしょうね。このたび署長になられましたが、大
切にしていることや考えや思いは？

署長　職員にも話してきたことですが、決して自分ひ
とりの能力だけで仕事ができている訳ではありません。
これまで先輩方が築いてきた税務行政への信頼があ
るからこそ、納税者の皆様は税務職員を信頼して大
事なお金を納税されていることを常々忘れないよう
にしています。
　また、仕事を楽しく行うためには、その街を愛する
ことが大切だと思うんですよね。その街の歴史やな
りたち、文化、風習等を学び、地域の人たちと良いコ
ミュニケーションが取れることは非常に大事なことだ
と考えています。
　歴史と言えば、本郷法人会は長い歴史がある会と
聞いています。

会長　昨年、70周年を迎えました。本来であれば昨
年に創立70周年と、女性部会創立50周年の記念式
典を実施する予定だったのですが、コロナ禍で今年
実施することとなりました。戦後ほどなくして創立され、
昭和～平成～令和と歩んできましたが、この間、本郷
の街並みもすっかり変わりましたね。高層マンション
が増えてきた話しを先ほどしましたが、私が子供の頃
はビルなんてなく、よく空き地で遊んでいました。

署長　70年続いているというのはすごいことですよね。
それでは今後75周年、80周年に向けたこれからの取
り組みで大事なことはどのようにお考えですか？

会長　会の継続に向けて様々な課題があることは理
解していますが、まずは会員の皆様へのサービス向上、

笹木邦江新署長と五十嵐会長の
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魅力ある事業やイベントの実施と考えています。こ
こ数年はコロナの影響で多くのイベントが中止となっ
てしまいましたが、少しずつ動き出しているので、皆
様ぜひ色々なイベントに参加してほしいですね。
　あとはやはり会員増強ですね。昔から本郷におら
れる事業者の方々はもちろんですが、新たに本郷で
起業された方々や、女性の方たちにもぜひ加入して
いただきたいですね。そのためにも魅力ある事業、
イベントを打ち出していければと思います。
　法人会としてもまだまだ取り組むべきことがありま
すが、税務行政を取り巻く環境や課題をどのようにお
考えですか？

署長　複雑・多様化し、日々進化する経済社会の変化
やデジタル化など、税務を取り巻く環境が大きく変化
していく中でも、納税者の皆様に自発的に適正な申
告・納税をしていただけるよう、引き続き、納税者サー
ビスの充実や事務の効率化に積極的に取り組んでま
いります。
　特にe-Taxやキャッシュレス納付等といったDX（デ
ジタルトランスフォーメーション）については、①利用
者目線の徹底、②万全なセキュリティの確保、③業務
改革（BPR＝ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）
の徹底といった基本方針により進めているところです。
　また、喫緊の課題としては、インボイス制度（注）の周
知と、確定申告時のスマートフォンでの申告の普及と
考えています。

会長　新型コロナにより社会が変わってきましたし、
これからデジタル化のスピードはどんどん早まってい
くのではないかと思いますね。
　それでは、少しプライベートの部分もお聞きしたい
のですが、署長は旅行が趣味と伺ってますが。

署長　はい、旅行は好きですね。これまでも色々なと
ころに行きましたが、最近好きなのは東北の秘湯めぐ
りですね。それまであまり行ったことがなかったので
すが、紅葉のシーズンに行きましたら想像以上にきれ
いで感動しました。また、登山も好きで「日本百名山」
登頂を目指しているのですが、まだ25座しか登れて
いません（苦笑）。
　会長のご趣味は？

会長　私は、オーディオが好きなんです。若いときか

らアンプや、スピーカー
いじりが好きで今でも
続いています。レコー
ドも好きで、かなりの
枚数があります。音楽
全般好きですが、やは
り私の時代はビートル
ズですね。

署長　素敵な趣味で
すね。今の時代、また
レコードがリバイバル
してきてますし、楽し
そうですね。

会長　お好きな食べ物は？ 

署長　甘いもの全般的に好きですが、特に和菓子が
好きですね。

会長　私も和菓子は好きですね。本郷管轄内には美
味しいお店がたくさんありますので、ぜひご堪能くだ
さい。
　そろそろ時間がなくなってきましたが、座右の銘は
何ですか？

署長　「忘れるな 夢と希望とあいさつを！」です。職
場内でのあいさつもさることながら、私どもは地域
事業者の方々と接する場面が多々あります。先ほど
も申し上げましたが、良い仕事をするためには地域の
人たちとコミュニケーションを取ることが大事で、そ
の入口としてあいさつがあります。この簡単であたり
まえの、そして人と人とのコミュニケーションに必要
不可欠なあいさつをとても大切なものと考えています。

会長　それでは最後に当会へのメッセージをお願い
します。

署長　法人会の理念にもありますが、税のオピニオ
ンリーダーとしての役割を期待しています。税務署
に対して「世の中の動きはこうなっている、地元の企
業経営者はこう考えている」という声をぜひお聞か
せいただきたいと思いますし、また、経営者として模
範の方々の集まりであってほしいと思います。親世
代の考え方や言動が次世代に移っていくのかと思う
のですが、大人たちが税のことを正しく理解し、人生
100年時代と言われる超高齢化社会を生きていく次
世代の方々へ税の大切さや重要性を伝えていただき
たいと思います。

会長　署長の思いを形にできるよう我々も頑張って
まいります。
　本日はありがとうございました。これからもよろし
くお願いいたします。

（注）…インボイス制度については、6ページ掲載の「税務署
　　　だより」をご覧ください。

笹木署長　略歴
　平成29年7月	 千葉東税務署　副署長
　令和元年7月	 税務大学校　総合教育部　教授
　令和2年7月	 国税庁　長官官房　東京派遣主任監察官
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居酒屋
海山和酒 なるたか

東京都文京区本郷 1-15-2 三澤ビル 1階
TEL. 03-5844-6775　
営業時間：月～金曜日　16:00 ～ 23:30
　　　　　土曜日　　　15:00 ～ 23:30
定 休 日：日曜日
URL. https://narutaka.gorp.jp

「なるたか」では信州より食材を直送しています。
福味鶏、信州ポーク、信州サーモン、野沢菜、手打ち
蕎麦など信州ならではの食を味わう事が出来ます。
豊洲市場からは毎日、新鮮な鮮魚を仕入れています。
東京ドームのすぐそば「なるたか」で海と山の幸を
心ゆくまでご堪能下さい。

法 人 会 会 員 店 特 集

蕎麦
蕎麦 稲

いね
廼
の
家
や

東京都文京区本郷 4-17-8
TEL　03-3811-1356
営業時間：11:00 ～ 15:00
　　　　　17:00 ～ 20:00
　　　　　土曜は 14:00 まで
定 休 日：日曜・祝日
都営三田線春日駅すぐ、本郷にて営業
中。北海道産のそば粉を使用した自家
製麺、自家製汁で、ご提供しておりま
す。揚げたての天ぷらや、かつ丼、セッ
トメニューが人気です。
皆様のご来店心よりお待ち申し上げ
ます。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間等が変更になっている場合がありますので、各店にご確認ください。

湯島

江戸川橋

護国寺

茗荷谷

新大塚

根津

千駄木

千石

本駒込

東大前

白山

春日

水道橋

本郷三丁目

御茶ノ水

飯田橋

後楽園
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　当初は戸惑いがあったもののＺｏｏｍやＴｅａｍｓなどの活用が浸透し、社内会議などのネット会議のみ
ならず、セミナー開催や営業活動そのものにも使われるようになってきた。
　ところがネット会議の最大の課題は、画面の大きさが限られていること。参加者の様子が分かりにく
いことに加え、話し手の身ぶり手ぶりのプレゼン話法は小さな画面では功を奏さず、ついつい原稿を読
むような一本調子になりがちだ。まさに話の中身で勝負となるのがネット会議という場だが、話しかける
対象を相手の顔から相手の脳に切り替えると、聴かせるコツはありそうだ。
　人間の左右の脳は、それぞれ異なる役割を担っている。左の脳は話の起承転結や論理的な展開を、右
の脳はその展開を直感的に判断する。この両輪がうまくかみ合うと、「よし、買おう！」と脳が行動を指令
するという具合。それには、聞き手の左右の脳を刺激しながら話を進めることが必要だが、左右の脳の
連結に功を奏すのが「笑い」だ。
　話のうまさで活躍した元お笑いタレントの方が、「ストーリーにしたらあかんねん。ストーリーにしたら
納得したものになんねん。流れはきれいや。でも、おもろ無いねん」と言っていた。整えられたストーリー
や常識的な話は、左脳で受けた途端に腑に落ちてしまってその先にある「感動」にまでつながらない。行
動につなげるには、感動の支えが必要だ。それには聞き手の右脳を刺激しながら話すことが必要で、そ
の刺激が笑いにつながる「おもろさ」だという。右脳に投げ込まれた「おもろさ」がザラツキ感となって
笑いとなり、聞き手の心に引っかかって「話が届く」というカラクリだ。
　ところで、そのザラツキ感を「笑い」に仕立てるにはどうしたら良いか。それには落語家の桂枝雀さん
がまとめた「緊張の緩和理論」がヒントになりそうだ。それによると「おもろさ」を話の中の点とすると、
枝雀さんは話全体と点の関係から笑い発生の心理メカニズムは「ドンデン（ドンデン返し）、へん（違和感）、
謎解き（○○とかけて、○○と解く･･･という、なぞかけ）、合わせ（しゃれ）」の４つであり、筋立て（緊張）
からストンと外れる（緩和）のところに、ザラツキを生む笑いの神は住んでいると整理した。文章力で定
評のある朝日新聞のコラム「天声人語」でも、相手へ届けるには「現象の角度を変えてとらえる、引用を疑っ
てかかる、理想から現実へのつなぎ」と、起承転結と整えられた展開から一歩踏み出すことがコツだと説
いている。
　そういえば「研究資金は自己獲得」が前提の米国では、「研究資金を出してやれ」と出資者の右脳にさ
さやかせるために、学術合評の場ですら研究者は１５分に１回は軽めの笑いを、３０分に１回は大爆笑の場
面を仕掛けるという。
　洋の東西を問わず、身ぶり手ぶりもさることながら右脳にザラツキを残すことがプレゼン技術として
は確実だとするならば、ネット会議の場は「笑い」を仕掛けた話術を仕上げる機会となりそうだ。

【筆者紹介】
玄間千映子（げんま・ちえこ）　㈱アルティスタ人材開発研究所代表。國學院大學卒。
米インマヌエル大学大学院卒後、米スタンフォード大学ビジネススクール修了。現在、
信州大学のコーディネーター兼技術アドバイザー他、団体役員などを併任。著書に

『朗働の時代』『ジョブ・ディスクリプション一問一答』『リストラ無用の会社革命』など。

「笑い」仕掛けは、耳を獲る
㈱アルティスタ人材開発研究所　代表　玄間千映子
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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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法人会の活動

社会貢献研修委員会では、第2回税法等研修会
（地方税）を 9月9日（金）、文京都税事務所会議
室において開催しました。当日は千代田都税事務
所・文京都税事務所の担当者から、令和4 年度税
制改正、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）の申告等について、お話しいただきました。

女性部会（飯村早苗部会長）では、9月28日（水）
本郷税務署会議室において、「税に関する絵はがき
コンクール」の選考会を開催し、税務署長賞などの
最優秀賞、優秀賞、入選の選考を行いました。今
年は文京区教育委員会賞が創設され、より充実し
た表彰内容となりました。また、新たに管内の朝
日信用金庫 3支店に、入賞作品のポスター展示を
実施予定です。是非ご覧ください。

10月14日（金）、18 :00 から法人会創立70周
年・女性部会創立 50周年記念式典を東京ガーデン
パレスにおいて開催しました。本来であれば、昨年
の 10月に開催する予定でしたが、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大状況を鑑み延期したものであり
ます。

塙英幸総務委員長の司会で始まり、吉田久夫実
行委員長が開式の辞を述べた後、国歌斉唱、黙祷
と続きました。その後、五十嵐会長から「昭和25
年1月の発足以来、先人たちが永年積み上げてき
た英知と想い、そして創造力を結集し、申告納税

制度の普及及び納税道義の高揚に努めるとともに、
持続可能な活力ある企業や地域づくりに貢献して
まいります」と力強く式辞を述べました。

その後、飯村早苗女性部会長からあいさつを
行った後、五十嵐会長から永年役員代表の方々に
感謝状を贈呈しました。続いてご来賓の笹木邦江
本郷税務署長、成澤廣修文京区長、大隈雅英都税
事務所長から祝辞を頂戴した後、田中元浩副会長
による閉式の辞をもって無事に終了しました。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、人数を制

限して開催しました。

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

女性部会が「税に関する絵はがきコンクール選考会」を実施
－応募総数５２２枚－

法人会創立70周年・女性部会創立50周年記念式典を挙行

▲慎重に選考されました

▲千代田都税事務所の担当者にょる説明

▲五十嵐会長（左）か
ら永年役員代 表の
方々へ感謝状を贈呈

▲祝辞を述べる成澤
区長

▲飯村早苗女性部会
長によるあいさつ

▲祝辞を述べる大隈
所長

▲五十嵐会長による
式辞

▲祝辞を述べる笹木
署長
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事務局だより
HOJIN HONGO vol.505

我社の一言 PR
☞ 会社名：合同会社 水谷彰宏アナウンス企画
☞ 代表者：水谷 彰宏
☞ 所在地：文京区本郷4-32-9
☞  E-mail：shitaya3933@gmail.com

☞ 会社名：合同会社 PRISM｠
☞ 代表者：宮﨑 浩一
☞ 所在地：文京区小日向4-2-13-804
☞ ＴＥＬ：070-2621-0540

元NHKアナウンサーの水谷彰宏と申します。昨年早期
定年退職し今年3月法人化しました。 今はアナウンスや
司会が中心ですが今後はイベントの企画、朗読やスピー
チの講座など始める考えです。47都道府県のべ400市
町村を訪れ番組を制作した経験を生かしていきます。｠

ゴルフ番組を中心にTV番組を制作しています。様々
な企業の皆様向けに動画制作もオーダーメイドで制作
していますので、お困りごとやお問い合わせなどいつで
もご連絡いただければと思います。

本郷法人会は昨年創立70周年、人間の歳でいえば 70歳は古来稀なりでしたが最近では人生100歳長寿社会といわれてます。このよう
な社会を支える為にも正しい納税と使われ方のチェックが益々重要になっています。消費税の適格請求書等保存方式（インボイス方式）
も公正な納税を促す制度です。来年10月の導入時に慌てない為にも正しい知識が必要です。手続きに関しては前回の会報でもご案内し
てますが、詳しくは国税庁HPをご参照ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森田　記）

11 月号 編集後記

■ 令和 4年 11月号（No.505）発行所 公益社団法人 本郷法人会　　発行人 : 広報委員長 鵜野 眞理子
　 〒113-0033　文京区本郷 3-26-8 数寄屋ビル2階　電話3812-0595　FAX 3815-2401
　 URL：https://www.hongohojin.or.jp/

令和5年新春講演会・新年賀詞交歓会のご案内
●日　時：令和5年1月30日（月）16:30～18:00
●会　場：東京ガーデンパレス「高千穂の間」（文京区湯島1-7-5）
●テーマ：「南極生活で学んだ食材と環境を大切にすること
　　　　　　　　～無理なく楽しく食品ロス削減に取り組む～」

  南極シェフ　渡貫淳子 氏　※講演会のみは無料
　　　　　※感染症拡大状況により、変更等になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

新規会員様、ぜひご紹介ください！
　法人会では、税務や企業経営に関する各種研修会の開催、社会貢献事業、異業種間の交流など、幅広い事
業活動を積極的に展開しています。
　また、若手経営者等による青年部会、女性会員による女性部会では、小学6年生を対象とした租税教室や、
税に関する絵はがきコンクールなど活発な活動を行っています。

たくさんのメリットがあります！
■税務署や専門家と協力し、実施している税と経営に関する研修会、講習会、説明会等に参加できます。
■「インターネットセミナー」、「宅配セミナーDVDレンタル」サービスが無料です（一般経営、税務、人材育成
等、様々なＤＶＤをご用意しております）。また、インターネットセミナーはログインすれば無料で視聴できま
す。社員研修用プログラムとしてもご活用いただけます。

■経営に関する課題・問題について、専門家（社会保険労務士、税理士、弁護士等）による各種相談を受ける
ことができます（無料）。
■大同生命・AIG損保・アフラックとの提携による、経営者大型保障制度や企業をリスクから守る保険、従業員
の皆さまもご加入いただける個人の保障制度まで、法人会割引制度で通常より低額でご加入いただけます。

■ラフォーレ倶楽部、プリンスホテルなどの保養施設を会員価格でご利用いただけます。このほかにも経営に
役立つメニューや、会員価格でご利用いただける福利厚生制度を取り揃えています。

本郷法人会事務局   TEL：03-3812-0595  FAX：03-3815-2401  e-mail：info＠hongohojin.or.jp

新規入会は随時受け付けております。会員の皆様の知人やお取引先の経営者の方で、法人会に未加入の方が
おりましたら、ぜひご紹介ください！

渡貫 淳子 氏
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