
本日は、この 7 月の定期異動で多治見税務署に着任さ
れました鈴木署長さんに広報委員会からインタビュー
に伺いました。

―ご出身地はどちらでしょうか ?

鈴木：出身地は静岡県浜松市です。浜松市の奥座敷と
いわれた緑豊かな田園地帯で、高校まで生まれ育ちま
した。今、NHK の大河ドラマで「おんな城主　直虎」
が放映されていますが、私が育ったのはこのドラマの
中心地である「井伊谷」のある引佐町の隣町の都田町
というところです。
現在は、名古屋市から通勤しています。

―前任地はどこですか ?
また、前任地でのお仕事の内容を教えてください。

鈴木：前任地は、名古屋国税局の課税第一部資料調査
第一課長として税務署では調査が難しい「課税困難事
案」や「調査困難事案」の調査の指揮を執っていました。
皆さんはあまり馴染みがないかもしれませんが、資料
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調査課は、パナマ文書でも明らかになった租税回避ス
キームや反社会勢力が関与されるとみられる事案、広
域・複雑で、機動力が必要な事案などの調査を行うと
ころで、「マルサを超える国税の最強部隊」と言われる
部署です。
税務署では手に負えない「大口・悪質な不正を行って
いる納税者」を国税組織の最強部隊が調査をするとこ
ろと言ったら良いかと思います。マルサ（査察）は裁
判所の令状を基に強制調査をするところですが、資料
調査課は国税通則法の質問検査権に基づいて調査を行
うところです。任意調査と言われていますが、正当な
理由なく拒否すると罰則の適用があり、間接強制調査
とも言われています。
マルサ（査察）は多額な不正が見込まれ、証拠があれ
ば調査に着手しますが、資料調査課は査察が手を出せ
ない（令状が取れない）ところにも調査に入ります。
そこに資料調査課の意義があるのですが、推計課税や
調査年分は 7 年遡及もしますので、税負担は査察より
も多くなることもあるかもしれません。職員は税務署
の調査で実績を残した精鋭が集まっていますし、一つ
の事案で調査着手時に、課全員の 20 数人が複数・遠隔
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地の調査場所に一斉に入ることもあります。「任意調査
の最高峰」とも言われる所以です。
私も若い頃は、主査や実査官として資料調査課で現場
での調査をしていましたが、非常にやりがいのあると
ころです。

―東濃地方の印象はいかがでしょうか ?

鈴木：まず、「熱い（暑い）」ということです。国税の異
動が 7 月ですので、赴任時に多治見駅を降りた際、そ
の「暑さ」を実感しました。私は名古屋に住んでいますが、
名古屋も暑いところですが…それ以上です。
次は、やはり美濃焼に代表されますように、「陶芸」の
まちとの印象があります。人間国宝を 6 人も輩出した
ことや、多治見駅のコンコースにも壁画や陶磁器が陳
列されておりますし、全国一の生産量を誇る「陶磁器
産業」よりも「陶磁器文化」のまちの印象が強いです。

―実は今日午前中、多治見駅北広場で打ち水活動をし
てきました。多治見のマスコット「うながっぱ」もう
ちわを配っていましたよ。

鈴木：私は、岐阜県で勤務するのは 2 度目です。1 度目
はまだ 30 才ぐらいの頃に岐阜南税務署で調査官をして
いました。税務署に勤めて 34 年ですが、今まで 17 回
転勤しました。東海 4 県が主ですが、変わったところ
では、2 年前に広島国税局管内の岡山県玉野税務署に署
長として赴任しました。
多治見法人会さんは、広島の尾道法人会と交流がある
そうですね。

―青年部会が尾道法人会と毎年交流しています。来年
「全国青年の集い」が岐阜で開催されます。税務署の方々
のお力添えをよろしくお願い致します。

鈴木：協力できることは何でもしますので、おっしゃっ
て下さい。そのために一統括が留任しましたので（笑）

―税務行政の方針についてはどうお考えですか ?

鈴木：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」ことですが、この使
命を達成するため、国税庁は、財務省設置法第 19 条

に定められた次の任務を透明性と効率性に配意しつつ、
遂行することとしています。

1　内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
2　酒類業の健全な発達
3　税理士業務の適正な運営の確保

署長として、この任務を遂行するために、全力を尽く
していきたいと考えていますが、特に、「内国税の適正
かつ公平な賦課及び徴収の実現」のため、「正直者が馬
鹿を見ない」よう正直に申告をしている納税者のため
にも調査や滞納処分は厳正に毅然とやっていきたいと
考えています。
さらに、近年、経済社会がますます国際化している中、
いわゆる「パナマ文書」の公開や BEPS（税源浸食と利
益移転）プロジェクトの進展などにより、国際的な租
税回避行為に対して、国民の関心が大きく高まってい
る状況にあります。こうした国際的な動きも十分に視
野に入れて適正公平な課税を実現していくことが、国
民からの信頼の確保につながるものと考えています。
こうした観点から、昨年 10 月に、国税庁では国際課税
への取組を重要な課題と位置付け、今回、改めて、国
際課税の取組の現状と今後の方向性を取りまとめた「国
際戦略トータルプラン」を公表いたしました。①情報
リソースの充実、②調査マンパワーの充実、③グロー
バルネットワークの強化を行い、海外への資産隠し、
国外で設立した法人を利用した国際的租税回避など課
税上問題のある場合には、積極的に調査等を実施し適
切に対処することとしました。
税務署でも本年度は、国際税務専門官等の職員数を増
やすなど積極的に対応することとしています。因みに
多治見税務署には国際税務専門官は配置されておりま
せんが、国際事案であれば広域中心署に設置している
国際税務専門官が支援・同行し調査することとなって
います。

また、税制は毎年改正があることから、広報や丁寧な
指導も大事かなと思っています。申告・納税に関する
法令解釈や事務手続などについて、分かりやすく的確
に周知・広報を行い、納税者からの問い合わせや相談
に対して、迅速かつ的確に対応していきたいと考えて
いますが、国税庁のホームページはとても内容が充実
していますので、是非、一度ご覧いただきたいと思い
ます。
しかし、税務行政を行っていくうえで一番大事なことは、
税務署が国民の皆さんに信頼されることかと思います。

「信頼される税務署」と評価されるためには、適正な事
務処理は当然ですが、職員が高度な税務知識と高い倫理
観を持つことが大事ではないかと思っています。
私は、以前、国税庁職員の教育機関である税務大学校
の総合教育部で 2 年間教授をしていました。将来の幹
部候補生や新人職員の教育に当たったことがあります
が、税法などの知識だけではなく、公務員として基本
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的なマナーなども指導をしてきました。税務署の現場
でも言葉使いや接遇などの研修も大事かと思っており、
職員指導にも力を注いでいきたいと思います。

―人生観・座右の銘について　お伺いします。

鈴木：私がこの職場に入って 34 年経ちますが、現在、
税務署長として仕事をしているのは、この間に多くの
先輩や同僚・後輩との出会いがあり、その時その一瞬
を全力で一生懸命仕事をやってきたことが大きな要因
かなと思います。「あの時、あの先輩と出会わなかった
ら」、「あの事案（仕事）との出会いがなかったら」、現
在の私はないかと思います。座右の銘といったもので
はないですが、「出会い」、「一生懸命」がキーワードか
と思います。今後も「出会い」を大事にしていきたい
と思います。今回、多治見法人会の皆様方と仕事を通
じて「出会い」があったわけですが、この「出会い」
も大事にしていきたいと思っています。
もう一つは、国税庁が発足した時の GHQ 高官のハロル
ド・モス氏が開庁時に贈られたスローガンです。これ
は国税職員であれば誰もが知っている言葉と思ってい
ます。不正を許さない「熱い心」と「強い意志」を持っ
た国税職員の「力」となる言葉ではないかと思います。
Respect among the honest, Fear among the dishonest
正直者には尊敬の的　悪徳者には畏怖の的
税務行政の方針のところでお話ししましたが、税務行
政の執行は適正かつ公平でなければなりません。正直
ものが馬鹿を見る世の中ではいけませんし、悪徳者（税
をごまかしている人）には税務署が怖い存在であるよ
う、税務署はその期待に応えていきたいと思います。

―趣味を教えてください。

鈴木：ゴルフが趣味です。ゴルフは、この職場に入っ
てからすぐ始めましたが、この 7・8 年前から「真剣」
にやるようになりました。週末には時間があれば練習
場に行くようにしていますし、コースにもあまり回数
は多くありませんが行くようになりました。ゴルフの
練習をじっくり 2 時間位やり、汗をかいたら近くの温
泉施設でゆっくり過ごすのが楽しみとなっています。
また、名古屋近辺のプロゴルフトーナメントも年に数
回見に行きます。東濃地方のゴルフ場は、10 ヶ所位は
来たことがありますが、赴任して管内のゴルフ場を数
えたら 32 もありびっくりしました。まさかこの地の税
務署長になるとは思いもしませんでした。

―瑞浪には 13 か所ありまして、ゴルフ 5 のツアーでは
特産の「ボーノポーク」のソーセージが大好評だった
そうです。一度お試しください。

―最後に、法人会活動に期待することは何ですか ?

鈴木：多治見法人会、そして加入されている法人の皆

様には、現在も多くの事業を行って、社会に多大の貢
献をされています。
特に、税に関する知識の普及・啓発、租税教室、税に
関する絵はがきコンクール、税務セミナーなど様々な
事業を行い、名古屋国税局管内でも特に活発な活動を
行っている団体と伺っております。
また、e-Tax の普及拡大にも大きく貢献され、多治見税
務署管内の利用率も名古屋国税局管内でも上位に位置
しています。先頭になって取り組んでこられた会長さ
んをはじめ役員の方々には敬意と感謝を申し上げたい
と思います。
引き続き、納税知識の高揚や租税教育など積極的な会
活動を期待しておりますし、税務署としましても、皆
様方と十分に意思疎通を図り、これまで以上に良好な
信頼・協調関係を築いていきたいと考えています。法
人会の活動に対しましても税務署も積極的に支援して
まいりますので、遠慮なさらず要望等いただければと
思います。
最後にもう一点、会活動に直接は関係ないことですが、
税に関連する関係民間団体は、他にも間税会、青色申
告会、納税貯蓄組合等がありますが、事業を効率的・
効果的に行うために、他の関係民間団体と連携して事
業を行うなど関係民間団体が全体として、更に活性化
するよう法人会の皆様方には主導的に活動していただ
ければと期待しています。

―本日はお忙しいところ、誠にありがとうございまし
た。
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