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麻布税務署 大坪亮太署長着任インタビュー
Azabu Business Clubの報告・みなと区民まつりの予告
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●会員増強月間のお知らせ●会員増強月間のお知らせ

是非増強月間にあなたのビジネスパートナーやお知り合いをご紹介ください！
紹介する人も、紹介される人も、とってもお得な会員増強月間です！

今年も10月・11月は会員増強月間です。
　Ｑ　増強月間ってなぁに？　
　Ａ　増強月間ってとてもカタイ言葉で
　　　すが、実はこの２か月の間に入会
　　　していただくと、お得な特典があ
　　　るんです！

11　Azabu Business Clubの報告
12　企業訪問　㈱オークセール
13　企業訪問　日本ヴィクトリック㈱
14　同好会紹介・みなと区民まつりの予告記事
　　ホームページのリニューアル予告　　
15　麻布街角物語�・事務局から・編集後記
16　青年部会から・女性部会から・行事日程

2〜3  会員増強月間のお知らせ
4〜5  新署長インタビュー
8〜9  トップインタビュー  五代目 金本兼次郎（野田岩）

６　署職員のご紹介・都税事務所からのお知らせ
７　税務署からのお知らせ
10　新会員のご紹介・熱血先生の経営指南

　特典2　入会翌年の新年賀詞交歓会か通常総会後の懇親会の参加費が半額に！

　特典3　新規入会の法人を紹介して頂いた方には、薄謝進呈！

　特典1　新規に入会していただいた法人は、入会後２ヶ月会費無料！社会貢献活動の一つ、献血活動

新年賀詞交歓会の様子
ボウリング大会の様子

問い合わせ  法人会事務局  03−3408−1324（info@azabu-hojinkai.or.jp）

◎会員増強委員募集中！◎会員増強委員募集中！
会員増強委員会では、委員を募集しています。
会員増強委員は、ABC（麻布ビジネスクラブ）の運営や様々な企画に
直接かかわることができます。 
様々な活動や企画を通じて、法人会内外の方たちとの人脈が拡がり、
あなたのビジネスに役立つこと間違いなしです。
委員会の雰囲気は、
明るく楽しく元気よく！
笑顔溢れる会員増強委員会を
是非お手伝いください。

◎ABC講師募集中！◎ABC講師募集中！
ABC実行委員会では、
ABCの講師も募集中！
自薦・他薦を問いません。
是非情報をお寄せください。

大好評のABCの様子

新会員交流会の様子
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●特集・麻布税務署人事異動 ●特集・麻布税務署人事異動

麻布税務署

大
お お つ ぼ

坪 亮
り ょ う た

太署長
　この夏新たな環境でのスタートをきった
ばかりだが、ここ麻布管内は何かと縁のあ
る思い入れの地だという。麻布の街を思い
返すように、穏やかに応じてくださった。

長い間経験した税務以外の仕事

　横浜市の鶴見がご出身の大坪署長。会計関係の仕
事をしている友人が多く、たまたま今の職業を知る
機会があり、試験を受けたのが今に至るきっかけだ
とか。
　「以前は国税庁の長官官房監察官室におりました。
職員が職務上の罪を犯したときに、逮捕権は無いで
すが警察と同じく検察庁に書類送検が可能という、
国税の中でも警察に準ずるような仕事です。職員を
取り締まることは、非常にストレスがありましたね。
新潟県の新発田税務署での署長など合間に税務署勤
務もありましたが、人事課14年と監察官を合わせて
４年の中で、税金の仕事に携わった期間はその半分
以下なので、少し変わった経歴なのかもしれません」

昔からつながりがあった麻布の街

　「母の実家が南青山で、親戚も近くに住んでおり
ました。この管内の学校に通い結婚式も六本木で、
時間をおいて再びこの辺りに戻りましたが、ときど
きは来ていたんです。学生時代とはだいぶ街並みも
変わっていて、昔よく行ったおそば屋さんなどが無
くなってしまったのは、寂しい感じもしますね」
　ここ麻布税務署管内は国際色が豊かで海外と取引

のある企業も多い。その様な地域の特色を念頭に置
いた上で、税務署ごとにやるべきことがあるという。
　「例えば先ほどの新潟県の新発田というところは、
農産物が豊富で農業生産が新潟県で１番あります。
そのため、農業に関連する多くの納税者に税金をい
かに正しく納めていただくかと考えます。麻布税務
署の場合、外国の方が多くお見えになるのはこの先
も続く宿命でしょうから、語学ができる職員がなる
べく対応して差し上げる必要があると思います」
　着任にあたり、これから共に仕事をしていく上で
の指針を三つ職員に話しました。
　「最近よく感じるのは、私の年代が採用された頃
と今では環境が全く違うということです。昔は消費
税が無くて、８％から10％になる現在の状況など考
えられないような時代でした。世の中の動きにして
も全てが変化していて、昨日良かったことが今日も
そうとは限らないですから、これで良いのか考えな
がら仕事をしてほしいと一つ目にあげました。言わ
れた通りや前例通りだと職員個人の成長がありませ
んし、行政自体が進歩しませんから。それからよく
言われていることで、歴代の署長の中でも話された
方がいると思いますが、いい仕事をするための明る
く風通しのいい職場づくりを二つ目に。上司と部下

がお互いに関心を持って接してほしいですね。最後
に前職の経験から、事件非行は絶対にしないという
こと。それはたくさんの人が悲しみ、また自分の一
番大事なものを失ってしまう。誘惑に駆られたら、
必ず思い出してほしいです」

おいしいものが食べたいから、
自分で作ってしまう

　今までに色々な趣味を持ったという。中でも料理
の話については一同驚きを隠せず、ついリクエスト
の声を上げてしまう。
　「遠縁にいたシェフが、親戚や母を集めてフラン
ス料理を教えてくれていたんです。そこで見よう見
まねでフルコースを練習しました。結婚してからは
全然作りませんが、単身赴任のときは苦労しません
でしたよ。要は食いしん坊なんでしょうね」

会員の皆さんにとって
魅力ある法人会であってほしい

　租税教育や献血活動といった麻布税務署と法人会
が協力して行っている地域活動は、今後も広がりを
見せそうだ。特に租税教育は、国税局や税務署が力
を入れている。
　「小さい頃からの租税教育は必要だと思います。
税に関する作文・標語・絵はがきコンクール等積極
的に参加していただき、一度でも税金について考え
ることが大事だと思います。またイータックスの利
用が皆様のお力添えで年々高まってきております。
電子申告ができる税目も徐々に増えて、延びる余地
がまだありそうですから、引き続き利用促進を続け
ていきます。麻布法人会のさらなる盛り上がりを私
たちも期待しているので、色々な企画の際はできる
限りご協力する考えでおります」

（取材：須藤純男、斉藤竹雄、一寸木美奈　文責：神山亜由子）

後藤副会長と サンエー・クラブ　後藤会長と ティー・クラブ　鈴木部会長と

取材に臨まれる大坪署長と、麻布法人会役員
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●税務署からのお知らせ

の程度等によって減免（軽減または免除）する制度があり
ます。対象は、固定資産税・都市計画税（23区内）、不動
産取得税、個人事業税などです。納期限までに、納税者ご
本人からの申請が必要です。被災の事実を証明する書類を
添えて、都税事務所等へ申請してください。
問：港都税事務所　03（5549）3800（代表）

９月から、
eLTAXがより使いやすくなります

　eLTAXシステムの更改に伴い、９月16日㈫から利用時
間が拡大され、eLTAX対応ソフト「PCdesk」の機能向上
や、利用届出（新規）提出後の即時申告が可能になる等、
eLTAXがより使いやすくなります。また、ヘルプデスク
のIP電話用電話番号も変更されます（新電話番号：03−
5500−7010）。詳しくは、一般社団法人地方税電子化協議
会ホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

９月は、固定資産税・都市計画税
第２期分の納期です（23区内）

　９月30日㈫までに、お手元の納付書裏面に記載されてい
る金融機関、コンビニエンスストア等でお納めください。
納税には、安心で便利な口座振替がご利用できます。金融
機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバ
ンキングやモバイルバンキングでも納付できます。詳細は、
HPへ。
問：【口座振替について】徴収部納税推進課　（5912）7520
　　※平成26年9月16日㈫から（3963）2177に変更

災害等により甚大な被害を受けた方には
都税を減免する制度があります

　災害等により甚大な被害を受けた方には、一度課税され
た税金のうち、まだ納期限が到来していない税金を、被災

●都税事務所からのお知らせ

①東京都
②ヨガ
③「歩」
１年間よろしくお願いします。

①大分県
②旅行、美術館巡り
③よろしくお願いします。

①福井県
②映画鑑賞
③「思慮分別」
よろしくお願いします。

①北海道
②ドライブ
③「一期一会」
よろしくお願いします。

①群馬県
②ビリヤード
③「誠実」
よろしくお願いします。

①千葉県
②魚釣り
③「大丈夫」
よろしくお願いします。

①神奈川県
②旅行
③1年間よろしく
　お願いいたします。

①千葉県
②旅行、読書
③「日々是好日」
1年間よろしくお願いします。

①福岡県
②食べること
③見聞を広げる。
担当１年目です。

法人審理上席
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部門
法人4部門

法人5部門

法人6部門

法人7部門

法人8部門

法人9部門

　　  名前

田
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出身地
千葉県

大分県

千葉県

山梨県

北海道

石川県

前任
芝

2年目

柏

神奈川

2年目

東京局

部門
法人10部門

法人11部門

法人12部門

法人13部門

法人14部門

　　  名前
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出身地
神奈川県

愛媛県

東京都

千葉県

佐賀県

前任
2年目

2年目

東京局

東京局

東京局

①山梨県
②テニス
③「初心」
よろしくお願いします。

副署長(法人担当)

浅
アサカワ

川　和
カズヒト

仁

麻布税務署　職員のご紹介 　①出身地　　②趣味
　③好きな言葉、その他一言

（注）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。
※詳細は、源泉徴収義務者の皆様に後日送付予定の「平成26年分　年末調整等説明会開催のお知らせ」を御覧いただくか、

次の問い合わせ先にお尋ねください。
■説明会、源泉所得税関係　麻布税務署（源泉所得税担当）　03（3403）0591
■用紙請求、法定調書関係　麻布税務署（管理運営部門）　　03（3403）0591
※自動音声案内にしたがって、説明会（会場案内）、用紙請求（源泉所得税関係・法定調書関係）については「2」番（税務

署）を選択してください。なお、年末調整のしかたなど国税に関する一般的なご相談については「1」番を選択し、電
話相談センターをご利用ください。

■給与支払報告書関係　　　　　　港区（税務課）　　　　　03（3578）2111　内線2593〜2598
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2600〜2609
※なお、法人会におきましても次のとおり、源泉部会の会員を対象に同様の説明会を開催する予定です。是非ご参加くだ

さい（事務局より）。

　源泉徴収事務の総まとめである年末調整の時期が近づいてまいりました。
　以下のとおり、年末調整のしかたと法定調書及び給与支払報告書の作成についての説明会を開催いたします。
　なお、本年の説明会は、芝税務署、港区、麻布法人会及び芝法人会との共催により開催いたします。

開催月日 時　間 会　場
11月５日㈬ 13：45〜16：00 赤坂区民センター　ホール

開催月日 時　間 対象地域　（注）

11月10日㈪

11月12日㈬

11月13日㈭

11月11日㈫

13：45〜16：00

9：45〜12：00

9：45〜12：00

9：45〜12：00

13：45〜16：00

13：45〜16：00

13：45〜16：00

東麻布

元麻布・六本木

麻布十番・麻布台・南青山
赤坂3〜6丁目・南麻布

赤坂1・2丁目

北青山

赤坂7〜9丁目・西麻布
麻布狸穴町・麻布永坂町・元赤坂

会　場

メルパルクホール　芝公園2-5-20

　JR浜松町駅（北口）徒歩10分

　都営三田線　
　　芝公園駅（A3出口）徒歩5分

　都営浅草線・大江戸線
　　大門駅（A3出口）徒歩5分

　平成26年分の法定調書（源泉徴収票及び支払調書）の作成と提出に当たっては、次の点にご留意願います。
①提出する法定調書の下部にある「署番号」及び「整理番号」欄には、次の番号を正しく記載してください。
　●　「署 番 号」……「０１１１３」です。（麻布税務署の署番号です。）
　●　「整理番号」……法定調書合計表の「整理番号」（８桁）です。
②法定調書の提出枚数は１枚ですが、日本と情報交換に関する租税条約を締結している国に住所がある方の分については、

同じものを２枚提出してください。
③法定調書の提出に当たっては、税務署から後日お送りする「法定調書合計表」に所要の事項を記載の上、一緒に提出し

てください。
④法定調書の提出範囲等の詳しい内容については、「平成26年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」

を参照してください。
⑤光ディスク（CD、DVD）磁気ディスク（FD、MO）により、法定調書を提出することができます（合計表は紙による

提出となります。）。なお、提出に当たっては、事前に「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が必
要になります。（詳しくは、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm）

⑥国税電子申告・納税システム（e-Tax）により、すべての法定調書及び同合計表について作成・提出することができます。
（詳しくは、http://www.e-tax.nta.go.jp）

⑦法定調書の種類ごとに、基準年（その年の前々年をいいます。）の提出すべきであった当該法定調書の枚数が1,000枚以
上であるものについては、インターネットを利用したe-Taxを使用して送付する方法又は光ディスク等を使用して提出
する方法によらなければなりません。

平成26年分の法定調書の提出期限は、平成27年２月２日（月）です。

年末調整等説明会の開催

法定調書の作成と提出に関するお願い

法定調書は、e-Taxでの提出が便利です。ぜひご利用ください。

●特集・麻布税務署人事異動
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スで募集採用したフラン
ス人がいて、とてもよく
やってくれる。彼がいなかったら現在ま
で継続していけたかどうか」とも。フラ
ンス人従業員がいるかいないかによって、
行政などの対応も全く異なるのだという。
　金本氏は「出店する時、この食文化の
素晴らしいところに日本の文化を送り込
みたい。お金儲けをしようとは全く思っ
ていなかった。そしてそれは今も変わら
ない。先日フランスに行ったときも、フ
ランスで稼いだお金を日本に持っていく
気持ちは毛頭ないので、あなたがたがし
っかり稼いで欲しいと話した。そうすれ
ば、みんなも安心して働けるから。最初
はなかなか売り上げも上がらなかったが、
最近はそこそこの売り上げもあって頑張
ってくれている」。

よく遊んだからこその新しい発想

　野田岩では、ずいぶん昔からワインを
提供したり志ら焼にキャビアをのせたり

おかげで今店にいる人たちは、僕がどこ
かに出かけてもしっかりやってくれる。
堅いばかりがいいんじゃない。遊ぶこと
も大切で、世の中の裏表、人の心の裏表
が見分けられ、感じられることは大事だ
と思う」。
　近年、うなぎ業界では稚魚がいないと
言われているが、「僕が30歳で父からバ
トンタッチされた当時から、うなぎがな
いことはしょっちゅうあった。お店をや
めてしまう人がいるけれど、経験が少な
いから先のことが読めないんだろうな。
　新潟の農家出身の子が、３年不作でも
耐えられる準備をすると言う話をしてい
た。僕はまさにそうだと思った。いつ変
わるかわからない。電話を一本かければ
品物が来ると思ったら大間違い。３年商
売ができなくてもひっくり返るような店
じゃしょうがない。日頃から準備をして
おく事だと、つくづくそう思いますね」。
　多くの出会いと経験を重ねたことが、
200年の歴史を継ぎながら、新しいアイ
デアを生み、そして今なおチャレンジ精
神が旺盛でいられる秘訣だろうか。

（取材：須藤純男、斉藤竹雄、山本閉留巳
　文責：岡野孝子）

高山病にかかってしまい下山した。
　金本氏は「人間は自分から年寄りにな
るということを決してすべきではない。
年をとるということは、すごく楽しいこ
と。若いときから人生の楽しみを沢山作
っておくと、年をとった時に健康であれ
ば上積みされる『楽しいこと』が出てく
るから。自分の人生をしっかり作ってい
けば、年をとった時も大いに役立って、
いくらでも楽しみがあるのだなと、そう
思います」。
　10年前くらいからはじめた歩くことも、
車では見えないものが見えると思ったか
らだという。毎年元旦には鎌倉方面まで
約21km歩く。「これをやることによって
一つ年をとっても変わらず歩ける、だっ
たら今年も頑張ろう」となるのだそうだ。
そうやって歩いている中で、地元の人に
声をかけられ新しい発見もする。もちろ
ん普段も何かにつけて歩く、目標はヒマ
ラヤだから。歩くことはトレーニングの
一貫でもある。
　昔、父親から「遊びたいならしっかり
働け」と言われそうだ。「昔の人は方程
式がきちっとできていた。でも今は『し
っかり働け』の部分が抜けてしまってい
る。昔の人は遊び方から何から、いろい
ろ教えてくれたし、先輩たちも良いこと
を沢山教えてくれた」と。
　そして、「この辺りは大きな店があり、
番頭と小僧さん、主人がいて方程式がと
てもしっかりできていた。僕はそれをみ
ていて、人を雇って、仕事を教え、人を
育てないといけないと思い実行してきた。

星レストランを食べ歩いて、サービスや料
理など、とにかく勉強を重ねたという。
　「今の若い人達が外国に出ていろいろ
な文化を知ろうとしないのはおかしい。
機会があれば外国に出て人や文化と出会
うことで、いろいろなことを教えてもら
える。４代、５代と続くなかで私が一番
遊び歩いていて、外国まで出ちゃったか
ら…。趣味と実益がうまく絡み合ったか
な。この建物を作るときも、お客さんを
おもてなしするためにと考えていたら自
ずと答えが出てきましたから」。
　さらに、料理とワインの組み合わせに
も「日本人はものを決めつけ過ぎちゃう。
僕はおもしろいと思ったら常に変えてい
くわけですよ。それをしないで固定観念
だけでやっていると、そのままになっち
ゃうから」。　

年をとっても年寄りにはらない
　
　若いときから山に登っていた金本氏、
40代の頃は一時山を離れていた。しか
し、80歳になったとき、剣岳の映画を観
て、もう一度行きたいと思った。かねて
から山登りに一緒に行きたいと言ってい
た友人を誘い山へ。こんなに厳しかった
かと思いながら2,926mを踏破。その一ヶ
月後には再び一人で山へ。それから毎年
その友人と山登りに出かけた。その後ス
イス旅行でガイドをしてくれたベテラン
登山家とともにマッターホルンへ。３年
ほど前には肋骨を折ったことにも気づか
ず、5500ｍのカラパタールに。昨年ヒマ
ラヤを目指したが、残念ながら4000ｍで

と斬新な発想でお客様を驚かせてきた。
その発想はどこからでてくるのだろうか。
　金本氏は「よく遊んだから、こういう
ことを考えられたのではないかな。僕は
いろいろなことに関心を持つように親か
ら教わった。世の中の裏表というのは、
遊ばないとわからないと親父が言ってい
ました。僕は運がよかったのでしょう。
何かしら得られる方々と巡り会えたとい
うのは…」と振り返る。
　昭和45年頃は、ワインの置いてある和
食屋など一流料亭しかなかった。当時金
本氏の友人が、ある肉料理店のご主人を
紹介したいと言って、浅草につれて行か
れた。「その方と知り合ったおかげでい
ろいろな方と巡り会ったし、ワインやキ
ャビアとも出会うことができた」と。
　その後は、フランスやニュージーラン
ドのワイン畑に出かけたり、昭和60年か
らの10年間は、毎年フランスへ行き３ッ

パリ出店は手探りの連続

　18年前、知人が始めるはずのお店を自
らやることになってしまった金本氏。物
件はすでに探し始めていたが、準備を進
めていくうちに様々な事が面倒になり

『自分でやるからいいや』と、まるで東京
に店を出すような感じで決めてしまった。
　金本氏は昭和48年初めてヨーロッパ旅
行に。以来ほとんど毎年のように訪れる
うちに、食文化のすごい国だと感じてい
た。「まだまだミシュランの星を取ると
いうのは大変な時代。そんな時代のフラ
ンスで、日本のうなぎという食文化を投
じてみたらどうかと、かねがね思ってい
た。フランス料理にもうなぎはあるけれ
ど、日本のものとは違う料理。それに彼
らも醤油とみりんの味はひじょうに好き
ですから」。
　パリの野田岩は世界的に有名なブティ
ックが立ち並ぶサントノーレ通りにある。
出店するにあたってはさまざまな問題が
あったという。
　「一番難問だったのは、外にうなぎの
香りや煙を出さないこと。日本の感覚と
は全く違うので、どうすればよいかと。
また日本から行く調理師の就労手続き、
従業員の問題などといろいろあった。と
にかくやってみないとわからないことが
多かった」と振り返る。さらに「フラン

●特集・トップインタビュー ●特集・トップインタビュー

　創業寛政年間、200年以上の歴史を持つ老舗鰻料理
店の5代目金本兼次郎氏は、86歳になった今でも調理
場で腕をふるっている。老舗でありながら、固定観念に
とらわれない発想力や、もう一度ヒマラヤに登ることが
目標と語る金本氏のパワーはどこから
来るのだろうか、お話を伺った。

株式会社 野田岩

金本 兼次郎氏
（かねもと　かねじろう）

▪金本兼次郎氏プロフィール ───────────
1928年（昭和3年）東京生まれ
寛政年間創業の鰻屋「野田岩」5代目。
1957年（昭和32年）4代目の後をついで以来、百貨店
や海外への出店、老舗の味を受け継ぐ人材育成など「商
人」として事業発展に手腕を発揮する一方、うなぎと
ワインという画期的な提案、職人の技術を追求した真
空パック商品の開発など「職人」としての新しい試み
を次々と実践。伝統の看板を守りながらも、革新を続
ける探究心は多くの心をとらえて離さない。2007年、
卓越した技術と後進の指導育成に寄与したことが高く
評価され、厚生労働省「卓越した技能者の表彰」（現代
の名工）に選出される。

遊ぶことで得た多くの出会いが
柔軟な発想とチャレンジの秘訣
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第5回 Azabu Business Club 開催報告
「経営者・管理職のためのやる気の出し方・出させ方！」

　ビジネスの勉強や情報収集、異業種交流の場として毎回好評を博しているABCも、５回目。今回も、定
刻の午後５時ジャストに竹内委員長の挨拶で始まる。第１回から毎回続けられてきた定時スタートは、講師
の先生や参加者の皆様方に対する主催者側からの気持ちを表しているものである。

　今回の講師は、トータルコミュニケーションプロデューサーとして数多く
の企業から講義や実践の依頼が絶えない、株式会社ファイブスターズアカデ
ミー代表取締役、足立好穂先生。
　この日のテーマは「経営者・管理職のためのやる気の出し方・出させ方！」。
ABCは基本的に講演会の後にグループワークを行なう構成となっているの
だが、今回は講演のところどころでグループワークが織り交ぜられながらの
進行だ。
　はじめに、同じテーブル内で自己紹介。所属と氏名に加えて、「何をして
いる時が一番幸せか」を相手に伝える。こうした「自己の開示」をすること
で相手との心の距離を縮めると、親しくなれるのだという。
　そして、本題の「やる気の出し方・出させ方」については、「セルフモチ
ベーション」と「チームモチベーション」の二段階に分けて解説された。セ

ルフモチベーションについては、自分自身の「やる気のある状態」のサイクルを持続させる、あるいは「や
る気がない状態」のサイクルを「やる気のある状態」に転換させることができるような思考の習慣を身に着
けるための技術が紹介された。肝心なのは、嫌なことがあったとしても、自分にとって学びとなるように視
点を換えることであるという。
　一方、チームモチベーションはこうした一人一人のやる気の出し方の、いわば応用編である。チーム全員
がやる気を高めていくためにはお互いに「されて嬉しい」というコミュニケーションアプローチが重要で、
一例として「ほめる」ということが挙げられていた。

　テンポの良い進行で、あっという間の充実した
１時間30分であった。その後恒例の、名刺交換会、
自由参加の懇親会でも多くのご参加をいただき、
新たに５社の仲間が増えたことも合わせてご報告
させていただく。ABC、そして麻布法人会も、
一つのチームとして、今後とも高いモチベーショ
ンを持って活動していきたいものである。

麻布法人会副会長　稲葉　秀一

●新会員のご紹介

どで教えてもらい、力をつけていくと
よいと思います。
②小さな決済を任せる、という方法が
　あります。
　これは後継者が会社のお金の動きを
理解できる、更にそれを人との関連で
把握できるという効果があります。

　そして、一つひとつのお金の使い方の妥
当性を後継者が考える環境になります。
　同時に、社員から見ると、後継者が決裁
者ですから、決済をお願いしなければなら
ない環境になります。
　これは、この人が次の経営者であるとう

「意識付け」に繋がります。
③採用を任せる、という方法があります。
　これは早い方が良いです。
　現社員の現社長に対する心情を考えてみ
て下さい。多かれ少なかれ、「社長に拾っ
てもらった、育ててもらった」という感謝
をしています。
　日頃そう見えなくても「辞めずに会社に
残っている」ことがその証明です。という
事は、「この人に拾ってもらった」という
後継者の親派を増やしていく事が次世代の
組織作りのポイントになるという事です。
　この意味から、後継者に早く採用権を渡
すのが有効なのです。
④経営計画を一緒に作り、共に取り組み、

●熱血先生の経営指南 �

　まず、承継前を考えます。
①経営者実務を委譲する、というやり方が
　あります。
　まず現社長が行なっている経営者として
の「実務」を書き出してみて下さい。
　「営業」というような大くくりではなく、
得意先回り…Ａ社：田中さん、山田さん、
Ｂ社、Ｃ社と砕いてみて下さい。
　できれば、会社別・個人別の訪問時のポ
イントを書き出してみて下さい。
　「資金繰り」
　　・入金予定確認…発行済み請求書
　　・支払確認…受領請求書、給与台帳
　　・資金繰り表作成　　　　
　「生産管理」「仕入・購買」といった具合に。
　この実務、ひとつひとつを計画的に委譲
し、教育しては如何でしょうか？
　どんな経営者の勉強会に参加するより、
経営実務をマスターする事ができますね。
　そして、特にウィークポイントとなるテ
ーマを外部研修や経営者仲間の企業訪問な

　達成する、というのも極めて有効です。
　経営計画には、会社の正しい現状分析が
必要です。
　重要な課題を特定し、その解決策を編み
ださなければなりません。
　そして、毎月モニタリングをしながら、
修正策を打ち出し粘り強く達成しなければ
なりません。
　そのプロセスを現社長と後継者が（でき
れば幹部も）一緒に取り組む事により「会
社の実態」「経営者としての判断」「その根
拠」などが勉強できます。
　後継者のアイデアで改善が進むと「自信」
にも繋がります。
　このように経営計画とその推進は事業承
継において極めて有効な後継者育成策にな
る訳です。
　後継者育成の最大のポイントは、「実際
に自社の経営、経営改善に取り組ませる」
という事です。
　多くの後継者と接触する会計事務所だか
らわかるのですが、後継者が経営に携わり、
経営改善にとりくみ「ひとつづつ成功体験」
を積むことで、「表情がふっと変わる」こ
とがあります。
　自信が積み重なった表情なんです。これ
こそ後継者育成の最も効果的な方法です。

中小企業の事業承継を
考える④
〜どうやって後継者を
　　　育成するか？　前編〜
税理士　飯島 一郎

〔平成26年6月〜7月　24法人入会〕　

JUSTMATCH㈱
㈱イートライフ
㈱リレーション
ノースショア㈱
㈱アプローズ
㈱賈船
㈱Tredieci
㈱ビーフェイスクリエイティブ
㈱Ｒ＆Ｍ
㈱浅野総合研究所
日本アドスペース㈱
ビリーブロード㈱
㈱ファイブスターズアカデミー
㈱Office Sacra
アイアンドアイシステムズ㈱
㈲中村電気工事
㈱二宮
東京鋼器㈱
㈱LM&C
(同)ゼロプロモーション
弁護士法人苗村法律事務所
㈱アルテミス
㈱湧田鉄筋
㈲武藤工務店

新宿区高田馬場3-1-5
港区南青山4-16-3
狛江市猪方2-23-10
港区麻布十番4-3-1
港区六本木5-13-9-804
港区赤坂8-5-32
港区南青山2-2-8
港区南麻布2-13-19
渋谷区恵比寿4-3-1
港区赤坂5-1-35
港区西麻布1-5-19
港区南青山3-5-2
港区新橋2-12-17
港区麻布十番2-20-13
港区六本木4-3-11
調布市国領町1-1-10
港区南青山2-13-16
中央区築地3-1-10

あま市新居屋榎坪74
千代田区丸の内1-7-12 
世田谷区奥沢6-21-11-102
墨田区立川2-3-4
世田谷区宇奈根2-5-12

奥山　邦昭
兼子　大輔
照井　智久
石井　　龍
米長　朝子
西貝　　翼
田邉　伸一
清水　隆行
田中　麗華
浅野　純一
熊谷　直夫
草刈　　徹
足立　佳子
西谷　聖子
伊藤　泰雄
中村　大介
二宮　亨彦
金田　慶子
宮子　智子
奥山　健児
佐藤　有紀
平柳　　昇
湧田　秀次
武藤　政雄

貿易商社
飲食
広告・企画・デザイン制作
広告制作
宴会総合企画
ゲームソフトの企画・販売
インターネット通販
写真撮影・広告制作
美容
不動産コンサル
広告企画制作・撮影
ITコンサル･プロジェクトマネジメント代行
教育・人材育成・企業研修
宿泊業、飲食店
IT関連
電気工事
婦人服企画・製造・販売
鋼製家具製造業
コンサルティング
広告・コンサルティング
法律事務所
整体カウンセリング
職別工事業
工務店業

03-5358-9209
03-6447-2555
03-6796-3082
03-5765-6125
03-5875-8141
03-6434-9306
03-3408-8822
03-5773-1139
03-3442-6656
03-6380-0232
03-6434-5895
03-3478-5607
03-3500-1686
03-6809-3105
03-3479-9136
042-426-9340
03-5775-4664

03-3355-2414
03-6869-9553
03-6269-9790
03-5758-6870
03-5669-4481
03-3417-1995

6月

7月

法　人　名 連絡先住所氏名 業　種 連絡先TEL 入会

交流は、企業の力。

講師　足立 好穂氏

名刺交換中です

Azabu Business Club 様子
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因を突き詰め、初動で改善をはかること
を心がけている。
　「色々な方のご意見を頂いて改良する
と、成果が現れますね。私たちが目指す
のは生活を楽しくする家電をつくること
ですから、その商品を使ってできるおい
しい・楽しいといった体験を、お客様に
どこまでお届けできるかだと思います」
　福島社長のお気に入りは自社商品のワ
インセラー。好きなお酒を数本保存する
のにぴったりのサイズなのだとか。また
魚を釣って自ら料理するのが好きだとい
う。オフを楽しむことは、新たなものづ
くりにつながるはずだ。
　　　（取材：一寸木美奈、吉田眞紀子
　　　　文責：神山亜由子）

部ダメなのではと思われてしまう。だか
ら常に勝負です。品質管理力がいる。性
能と品質のよいものでお客様に安心安全
を提供しておかないと、10年20年経った
ときに比較されて、もし、ボロボロにな
ってしまうものを作ってしまったら、そ
の先の商売に影響がでます。丁寧な品質
管理と安心安全これしかないでしょう
ね」。
　今後も、耐震製品の対応や管路技術を
向上し、社会貢献できる企業を目指す。
　　　　（取材：尾関武男、斉藤竹雄
　　　　　文責：岡野孝子）

　ノンフライオーブンは素材の持つ油分
で調理するため、油なしでから揚げ等の
揚げ物ができてヘルシー。コンパクトな
がら食パンが同時に４枚焼けるほど庫内
は広々としている。トースターとしての
普段使いはもちろん、オーブン料理が手
軽に楽しめるのも魅力だ。
　「オーブン庫内のファンが熱を対流・
循環させる熱風循環式で、オーブンにあ
りがちな焼きムラをなくしました。外側
の油がカットされてふっくらとした中身
に仕上がるので、てりやきチキンは抜群
においしいですよ。温め直しも、揚げ物
のお惣菜がサクサクになっておすすめで
す」

価格以上の価値があり
お財布に優しい

　sirocaの家電は機能の良さだけにとど
まらず、適正な価格を出すために中間流
通や広告費を省いてコストダウンを実現

した。
　「いくつも高機能が付いてい
るよりも無駄を省いているかが
前提で、まずはデザインですね。
自然な色使いや角のない形・質
感などに気を配っています」
　お客様との日々の対話や直接
の意見を大事にすることでヒッ
ト商品が生まれ、またトラブル
にも迅速に対応できる強みがで
きるという。小さな事故でも原

耐震政策がはじまった。ビルも配管も全
て耐震性のあるものにしなければならな
いと定義づけられた。そのため、同社の
技術は益々必要とされている。
　和田剛二社長は「東日本大震災以降、
上水道や下水道、ビルの配管、プラント
などいろいろな分野で耐震補強をしてい
く動きになっている。さまざまなものが
納入や稼働をはじめてから40、50年が経
っているので、延命策の補強をするにせ
よ、全てを取り替えるにせよお役に立て
ればと思っている」と話す。
　同社では、震災での水道施設の甚大な
被害を教訓に、伸び吸収性を従来型から
格段に増加させ、地盤の液状化などから
おこる変化から脱管を防止する次世代型
のジョイントを開発し、採用されている。

品質管理力で
安心安全な製品を次世代に

　耐震補強をしていく動きになったとは
いえ、水道管やプラントなど新規で作る
仕事がずっと続く時代ではない。創業か
ら85年、これまで、そしてこれから同社
はどのように進んで行くのだろうか。
　和田社長は「昔は継手だけで営業がで
きていた。しかし、ある程度それが浸透
すれば、消耗するまで待たなければなら
ない。どの分野も同じだと思うが、維持
管理の時代になってきている。メンテナ
ンスをしたり全てを取り替えたりという
時期が順番にまわってくる。そこをうま
く商機に繋げられればメーカーは一応成
り立つ。ただ、いろいろ変化もしている
から…」と。さらに「日本は本当に品質
に厳しい。ひとつクレームが出ると、全

　家電もインテリアの一部としてこだわ
りたい。そんなニーズから、いわゆるデ
ザイン家電が充実してきた。「siroca」
は暮らしに寄り添うような家電を、お客
様の目線で考え続けている。

１台で何役もこなす優れもの

　香ばしいにおいに誘われて進むと、扉
の向こうにはたくさんの家電が。このシ
ョールームは、ショッピングをするよう
なわくわくした気持ちにさせてくれる。
　「社員が交代で毎日パンを焼いている
んです。調理家電を扱うので、自分たち
で使ってみないとその良さや改善すべき
点に気付けないですから。ホームベーカ
リーは１万円を切る価格なので、初心者
向けにいいと思います。売り上げの実績
は一番の商品ですが、現在そのホームベ
ーカリーをしのぐ勢いで売れているのが
ノンフライオーブンで、主力商品の一つ
になっています」

　日 本 ヴ ィ ク ト リ ッ ク 株 式 会 社 の
『VICTAULIC』はVICToryとHydrAULIC
の合成語であり『水を担う事』を意味す
る。昭和4年の創立以来、管継手業界の
トップメーカーとして数々のフィールド
で信頼を築いてきた。

世界中で活躍する
コアな製品を提供

　同社は昭和４年に英国ヴィクトリック
社からパテントを得た外資系企業として
スタート。管と管をつなぐ継手は最初は
炭鉱で導入され、その後水道、下水道、
農業用水、ダム、発電所など幅広い分野
で使われている。
　創業以来、多くの現場から信頼されて
いるヴィクトリックの製品は、トルコの
ボスポラス海峡横断鉄道工事でも活躍。
トンネルの耐久化と耐高水圧で変位を吸
収する可とうセグメントと、同社子会社
六菱ゴムのFPAS工法が採用されている。
また、福島第一原発での原子炉冷却用ポ
ンプ車の注水配管用ジョイントや汚水処
理対策工事にも製品を緊急開発し納品し
ている。
　多くの現場で使用されている製品は、
改良や開発がすすめられ材質はさまざま
に変化しているが、基本的なものは変わ
っていない。同社がつくる継手部品と六
菱ゴムがつくるシール部分との組み合わ
せで独特の機能を持つ製品を送りだして
いる。　

子会社、関係会社とのコラボで
レベルアップした製品を

　東日本大震災以降、国土強靱化という

希望される企業は、当会事務局へ 希望される企業は、当会事務局へ貴社を取材します!! 貴社を取材します!!あかやまぶき企業訪問 あかやまぶき企業訪問

●企業訪問●企業訪問

思いを形にしようとすると、無限で楽しいのがものづくりの世界 丁寧な品質管理と安心安全の製品提供で世界を支える
株式会社 オークセール
港区北青山３－３－５ 東京建物青山ビル５F　☎ 03－5413－6121

日本ヴィクトリック株式会社
港区六本木１－８－７ アーク八木ヒルズ４F　☎ 03－5114－8531

和田　剛二

日本ヴィクトリック株式会社 代表取締役社長 
生年月日：S22.12.21　福岡県生 
学歴：S45.3　成城大学 経済学部卒 
略歴：S45.4.1　　 住商リース㈱入社 
　　　S47.9.1　　 日本ヴィクトリック㈱入社 
　　　S48.5.31　  取締役に就任 
　　　S51.12.31　専務取締役に就任 
　　　S52.9.28　  取締役副社長に就任 
　　　S57.8.1　     代表取締役社長に就任 
　　　現在に至る 
趣味：ゴルフ・スキー・読書

東村山浄水場1800A

神戸工場 浮間水再生センター3000Ａ 本社事務所

オークセールの玄関（フロント）

中国にもオフィスをかまえ、日本と連携して開発から生産までを行っています。
商談スペースも兼ねたショールーム。
自社商品のホームベーカリーで、社員が毎日様々なパンを焼いています。

油を使わず揚げ物ができる、大人気の商品です。
家電量販店で購入することが可能です。
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●麻布街角物語●事務局から●編集後記

次号は11月号の「あかやまぶき NEWS」次号
予告集募

皆様からの雑学、つぶやき、ぼやき、川柳など何でも掲載していきます。
FAX・Email・郵送などで麻布法人会事務局宛で、100字以内でお送りください。匿名でも結構です。集募

　元麻布１丁目に麻布の善福寺があ
ります。安政６年６月に最初の米国
大使館となりました。公使ハリスの
住居として使われていました。明治
８年に現在の赤坂１丁目に移るまで
住まわれていたそうです。その名残
としてハリスの像を浮き彫りにした
碑がございます。
　また、昭和の歌姫、シャンソン歌
手で有名な越路吹雪の記念碑も建て
られています。そこを通ると、彼女
の代表曲でもある、「愛の讃歌」や「ラ
ストダンスは私に」をついつい口ず
さんでしまいます。
　麻布散策として皆さんも一度訪れ
てみませんか。越路吹雪のファンの
方はきっと素敵なメロディーに浸れ
るのではないでしょうか。

◎事務局から◎

◆年会費の早期納入にご協力を
　年会費は会活動の資金源です。請求書に基づいてお忘れ
なくお振込みください。

◆口座振替による会費納入のお願い
　ご希望の方は事務局までご連絡下さい。

◆移転・休廃業その他変更点が生じたら
　お早めにご連絡ください。退会手続きをしていただきま
せんと、年会費が発生いたします。

◆紛らわしい勧誘や集金にご注意を！
　法人会や税務署等と紛らわしい言動による参考書の購読
料や研修会参加費により多額の料金を請求される事例が発
生しております。ご注意下さい。

◆上部団体、全・東法連のホームぺージについて
　東法連HPの「都内法人会の会員専用ページ」のご利用

（リゾート型プリンスホテル、ラフォーレ倶楽部、JALホ
テルズ、指定旅館、研修用ビデオ無料貸出、東法連法律相
談、セコム・セキュリティ紹介制度、格付情報照会サービ
ス）にはユーザー名とパスワードが必要です。さらに、ラ
フォーレ倶楽部にお申し込みの場合、会員番号が必要です。
ご利用の際は事務局までお問い合わせ下さい。

◆当会ホームページの会員専用ページについて
　当会ホームページ上に会員専用ページを開設し、各種情
報をご覧いただけます。ログインにはユーザー名とパスワ
ードが必要です。またケータイ版ホームページの協賛店利
用カードを利用の際にもパスワードが必要となります。ご
利用の際は事務局までお問い合わせ下さい。
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善福寺

　赤坂八丁目の乃木神社は乃木希典
将軍の住居跡。

　すぐ近くには、木戸孝允のお屋敷も・・・。
　赤坂のいにしえを訪ねれば、時の立つのも忘れるくらい
さまざまな秘められた話が残っております。それでも、赤
坂の街の一隅には苔むした石垣や深い緑に抱かれてどこか

哀愁おびた細い坂、樹齢を深く幹に刻みながらなにか言い
たそう・・。落ち葉にして繰り返す銀杏や檜の大木がまだ
まだひっそりと生き残っているのです。
　そろそろ、秋が近づいてきましたね。皆さんも外へ出て
みて、季節を感じながら散策するのも楽しいですよ。

広報委員　岡田敏江

広報委員会　担当副会長　尾関武男

越路吹雪　碑

●●法人会の活動 ホームページでは
タイムリーかつ詳細にお知らせしております

麻布法人会のホームページが変わります！
　麻布法人会のホームページがリニューアルオープンする予定です。ホームページ委員会が話し合
いを重ね、リニューアルに向けて進行中です。法人会の活動内容や部会、各委員会の紹介など、以
前よりも内容が充実し、見やすくなります。
　新しいホームページは今年の秋ごろに変わる予定です。オープンまでしばらくお待ち下さい。

同好会紹介　グリーンクラブ

　2010年10月の第１回高尾山から今回6/14の第20回東村
山菖蒲まつりまで例会を積み上げてまいりました。アウ
トドア・名所旧跡を訪ねます。時には皆でワイワイ鍋も
囲みます。年内予定では10/11城ヶ島、11/8大磯と旧吉
田邸、12/13港区めぐりと赤坂での忘年会、第２土曜です。

（変更も有ります）皆様のご参加をお待ちします。
　問い合わせは事務局までお願いいたします。
事務局（電　話：03−3408−1324　
　　　　ＦＡＸ：03−3408−3193 
　　　　メール：info@azabu-hojinkai.or.jp）

　みなと区民まつりが本年も10月11日㈯
12日㈰に開催されます。麻布法人会も例
年通り東京税理士会麻布支部、麻布間税
会との三団体共催としてブースを出展い
たします。
　みなと区民まつりでは港区最大のお祭
りの一つとして楽しい・熱い催し物が満
載です。増上寺を背景にしたステージで
はエネルギーある音楽やショーがくりひ
ろげられ区民のみなさんを魅了します。
　本年は、わたくし後藤浩士が特別チー
ムを編成し、例年とは違った新しい風を
吹かせた、より楽しく実のあるイベント
にしたいと思っております。皆様により楽しんでいただ
けるよう今回は「ゲゲゲの鬼太郎」の紙芝居を行います。
もちろん例年大好評を受けております公益サービスとし
ての税金クイズや、お子様向けのバルーン作りも実施す
る予定です。
　どなたでお立ち寄りください。２日間のどの時間帯に
おいでいただいても結構です。大歓迎させていただきま

す。会員同士だけでなく、他団体
との交流や港区民の皆さんと接す
る大変良い機会です。
　皆で汗をかき充実した時間を楽
しみ、大いに麻布法人会をPRし
ていきましょう。

みなと区民まつり実行委員長　後藤浩士

みなと区民まつりでお会いしましょう

10月11日（土）11：00AM〜5：00PM　10月12日（日）10：00AM〜4：00PM
皆様　ご参加宜しくお願いいたします



「管外研修」
　６月19日、ティークラブ30名の参加で「鈴廣　かまぼ
この里」へ行ってきました。
　今年度の管外研修は、夏
バテ知らずの栄養食、かま
ぼこ作り体験。AM８：15
に六本木集合。バスで山と
海の自然に恵まれた城下町
小田原へ。
　到着後、まず、板付包丁・かまぼこ板・魚のすり身・
ちくわ用の竹棒が支給され、魚のすり身を板付包丁を使
って板や竹棒につけていきますが、これがなかなか難し
い。全員で悪戦苦闘しながら、自分だけのかまぼこ、ち
くわを作りました。竹輪は焼き機で、かまぼこは蒸し器
で70分後に出来上がりです。
　待つ間、「えれんなごっそ」でバイキングランチ。買

い物もして、出来上が
りの蒲鉾と竹輪をオミ
ヤゲにバスは六本木へ。
　かまぼこの原料とな
る魚には、人間が生き
ていくのに欠かせない
良質のアミノ酸がバラ

ンスよく含まれています。夏の極上の一品で、シンプル
に味わう板わさは、きりりと冷えた冷酒によく合いまし
た。　　　　　　　ティークラブ副部会長　吉田眞紀子
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サンエー・クラブ（青年部会）

サンエー・クラブ　第二回　報告会
　サンエー・クラブ第二回報告会が、６月13日㈮に、西
麻布に在る霞会館にて開催されました。麻布法人会が公

益社団化する以前
はサンエー・クラ
ブ総会として開催
されていた行事で
す。報告会には、
内田弘之麻布税務
署長、坂本章二麻

布法人会長、鈴木秀世ティークラブ部会長、そしてそれ
ぞれの幹部の皆様にもご列席頂き、昨年度の事業報告、
決算報告、また本年度の事業計画案、予算案が発表され、
いずれも承認されました。
　サンエー・クラブでは、今年から新たに、総務・広報・
事業各委員
会が、各々
勉強会を初
めオリジナ
リティーの
ある活動を
企画し実行
する予定です。まさに、そのキックオフともいうべき盛
り上がった報告会となりました。

広報委員会　委員長　山本閉留巳

ティー・クラブ（女性部会） 部会員
募集中

かまぼこ工場

かまぼこ工場

下記日程は変更になる可能性がございます。
別途送付のご案内や本誌チラシまたはホームページ（HP）でご確認ください。～2014年11月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

決算法人説明会

源泉部会研修会

ときめきパーティー

みなと区民まつり

決算期を迎える法人対象（会員を問わず）。
主に決算・申告の実務、法人税を解説。申
込不要。講師は麻布税務署担当官、東京税
理士会税理士。

要申込。源泉部会員募集・会費無料。

婚活サポート事業。

税金クイズ・バルーンアートなど催し物。

9/11  13:30〜16:00

11/18 13:30〜16:00

9/17  14:00〜16:00
10/16 14:00〜16:00
11/5  14:00〜16:00

9/20 18:00〜

10/11 11:00〜17:00
10/12 10:00〜16:00

麻布区民センター

麻布税務署

赤坂区民センター

グランドハイアット東京

芝公園増上寺会場


