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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

①大分県
②旅行、美術館巡り
③よろしくお願いします。

①福島県  
②釣りと料理
③笑顔と感謝

①栃木県
②サッカー
③Do my best

①千葉県
②魚釣り
③「大丈夫」
よろしくお願いします。

①東京都 
②テニス
③七転び八起き

①神奈川県 
②ウサギの観察 
③思いやり
よろしくお願いします。

①神奈川県
②散歩
③ 「健康第一」
よろしくお願いします。

①群馬県
②野球観戦・空手
③「誠実」
よろしくお願いします。

①東京都
②散策 
③千里の道も一歩から

①和歌山県
②音楽・野球観戦 
③「ゆっくりと、じっくりと」
よろしくお願いします。
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麻布署で人生の再スタートをきる

　「出身は新潟県新潟市です。米や酒、魚もおいしくて、
雪もあまり積もらないとても住みやすい場所で、高校まで
ずっと新潟市で過ごしました。麻布というと、富裕層が住
んでいて敷居が高い印象ですね。この辺りにはあまり来た
ことがありませんでしたが、都内には長くいて、学生の頃
に武蔵小金井駅近くの民間アパートで４年間過ごして以来、
税務署に入ってからは成増の独身寮、結婚後は東久留米や
用賀にも住んでいました」
　初めに赴任した荻窪税務署で４年、相模原税務署で副署
長を２年、平成23年に新潟の柏崎税務署の署長を１年、今
回４署目の麻布税務署で、税務署勤務は合わせて８年目に
なる。東京国税局の査察部に入ってからは長く査察をして
おり、入署して今年で36年目になるが、その内25年は査察
の仕事だという。
　「税務署に入ったのは、将来的に税理士資格が得られる
という職場の魅力もありますし、私が学生の頃ロッキード
事件があって、東京国税局の査察部があるというのを知り、
査察官をやってみたいと思ったのがきっかけです。始めは
脱税を認めない相手でも、最終的に認めさせて検察官に告

発できたときや、検察官が起訴する際の報道があったとき
に、達成感を感じます。ほかに監察官といって、職員の非
行を取り締まる仕事も３年間やりました。職務関連の犯罪
が発生したときには、証拠収集などの刑事手続きをして検
察官に送致するという内容です」
　麻布署に来る前、今まで走り続けてきた仕事人生をいっ
たん立ち止まるような出来事があってからは、気持ちを改
めて署の人たちと向き合っている。
　「今はもう大丈夫ですが、昨年の４月にくも膜下出血を
起こして職場で倒れたんです。それからここに赴任したの
で、署員の皆さんにはまず健康第一、明るく元気に仕事を
することが一番と話しています。あとは職員同士でサッカ
ー型の協力をしようと常々言っていて、攻撃と守りを全員
でする、それぞれ不得意な部分は得意な人がカバーすると
いった形で、この一年を過ごしたいと考えています」

言葉が通じないところに行くのは楽しい

　「平成16年の３月に、査察制度や犯則調査の講師として
一週間マレーシアの税務大学校に行ったことがあるんで
す。お昼は税務大学校で月曜日から金曜日まで２種類のカ
レーをとてもおいしくいただきました。現地の人は手で食
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　　　　麻布税務署

　 小
こ ま た

亦  斉
ひとし

署長
　学生の頃は高校まで硬式野球をしており、中学二年の秋
の新人戦で優勝したこともある。一方で、休日には文房具
店や雑貨店を散策して気分転換するという一面も。たくさ
んの話題を提供してくれる、サービス精神に富んだ方だ。

阿武副会長と サンエー・クラブ　大和田会長と ティー・クラブ　鈴木部会長と
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べていましたが、私はフォークとスプーンで食べ
ました。私は初めての食材や料理にはとても興味
があって、笑われるかもしれませんが、今までで
一番感動的だった食べ物はグレープフルーツです
ね。高校の野球部の合宿のときに父兄が差し入れ
てくれたのですが、当時は何かわからなくて、ず
いぶんジューシーな夏みかんだなと思って食べた
んです。のどがカラカラだったせいもありますけ
ど、こんなにおいしいものがこの世にあるのかと
感動した記憶があります」
　珍しい食べ物の発見が多い海外旅行は好きなこ
との一つ。家族で行った香港では、奥さんと二人
の娘さんとは別行動がほとんどで、最終日の夕食
時だけ皆と一緒に過ごしたということも。
　「本当はもっと海外旅行をして、自分の好きな旅行記や
エッセイを書きたいんですけど、なかなかそんな風にはい
かないですね。夢としてはマレーシアに長期ステイしたい
と妻と話しています。英語圏で車も左側通行ですから、全
然ストレス無く過ごせるんですよ。
　家族でタイに行ったとき、三輪タクシーに乗って超一流
ホテルに横付けして、とても恥ずかしい思いをしたことも
あります。普通はあの車でホテルには横付けしないらしい
んですが、ディスカウントしてホテルへ行ってほしいと乗
りました。日本語が通じないところに飛び込むのは、家族
に危害を加えられるかもしれないから本当は良くないんで
しょうけど、ガイドブックに載っているところなら大丈夫
かなと、大概飛び込みで現地での思い出を作っています」
　語学の勉強は、お気に
入りの万年筆を使って楽
しみに変えている。ズラ
リお見せいただいた文房
具のコレクションは、機
能的なものが多数そろっ
ていて話題が尽きない。
　「手紙を書くときにも
万年筆を使っています。
万年筆のキャップを修理
に出した際にわかったん
ですが、中学生の頃に買
った記憶があったものが実は大学生のときで、『この万年
筆は1976年に発売したものです。長い間ありがとうござい
ます』とお電話いただきました。ですから39年くらいにな
りますね。万年筆を使いたいために勉強をするといった動
機づけがないと、なかなか続かないですから」

好きな言葉は「人間万事塞翁が馬」

　「これは昔から好きな言葉で、昨年倒れて１カ月入院し
た後自宅療養を１カ月してからは、ますますこの言葉が好

きになりました。査察の管理課長という役職にあって、一
見すると順風満帆なところで倒れたわけですが、一寸先は
闇みたいなところが人生にはありますけれども、これでも
う自分の人生は終わりなんだとか、今度どこの配属になる
のかという不安は全く無くて、かえって吹っ切れたような
気持ちでした。今までずっと仕事人間で来たので、そろそ
ろ家庭も顧みないといけないかなと。意識が戻った直後の
あまり話せない段階で、『会っているといつも口げんかば
かりしてるけど、頼りなんだから元気になってください』
と妻に言われたときには、涙が出るくらい本当にうれしか
ったですね。今はまた顔を合わせれば口げんかばかりして
いますけど」
　予期せぬことが起こったとき、抗うことなく素直に受け
止めて流れに任せた。考えが前向きで明るい小亦署長だか
らこそ、仕事への復帰を成し得たのだろう。

税務署と法人会で業務の連携を目指す

　「子供の頃から租税教育を行うことは重要だと思ってい
ます。柏崎勤務のときは柏崎沖地震の復興４年目で、震災
を経験した地域の子供たちは、道路や学校の施設を作るな
ど税金の大切さがわかっているようでした。お子さんが物
を買って日々払っている消費税がどのように使われてい
るのか、自分たちの授業料が無償になっているという認識
を得るのは非常に大切なことだと思います。今は小・中学
校で作文や俳句がありますが、高校・大学といった社会人
になる少し前の人たちの租税教育について考えるのも国税
の施策の一つですから、今後も法人会・税理士会の方に講
師として租税教室を活発に行っていただきたいです。また
e-Tax・eLTAXについては、引き続きの利用をお願いし
たいということ、それと今年の10月頃からマイナンバーが
通知されますので、これから秋にかけて、皆さんの協力も
得て広報活動を進めたいと考えています。法人会には、こ
れから若い社長をどんどん会員に呼び込んで発展してもら
いたいです」

（取材：須藤純男　文責：神山亜由子）
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取材風景

お気に入りの万年筆を披露する小亦署長
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　去る７月８日水曜日、第188回ゴルフコンペが葉山国
際カンツリークラブにて開催されました。当日は雨が心
配されていましたが皆様の日ごろの行いが良いためか、
全組ホールアウト後に降りだす幸運に恵まれました。12
組45名の参加のもと、桑原氏が19アンダーで見事優勝さ
れました。
　今回初めて、東京税理士会麻布支部から水戸部支部長
はじめ4名の方々に特別参加をしていただき、懇親を深
めました。また、女性参加者も10名と毎回多く参加され、

●活動報告

とても華やかな雰囲気に包まれてのプレーでした。懇親
会では、葉山国際カンツリークラブ様から恒例の地元野
菜を全員にご提供していただき、こちらも大いに盛り上
がり楽しい一日が終わりました。
　ゴルフに興味のある皆さん、豪華賞品を狙って私たち
と楽しく、和気あいあいと楽しみましょう！
　12月４日には、コース以外での懇親を目的にゴルフ同
好会忘年会を予定しておりますので皆様の御参加をお待
ちいたしております。　ゴルフ同好会　幹事　稲葉秀一

六本木ヒルズでの献血　雨のち晴れ
　９月２日に六本木ヒルズアリーナにて麻布法人会第46
回目の献血が行われました。六本木ヒルズの開業以来こ
こアリーナでの献血も12年目になります。
　当日は曇りの予想に反して朝は悪天候でしたが、昼頃
より嬉しい青空が出てまいりました。
麻布税務署の小亦署長様はじめ幹部の方、テレビ朝日の
藤ノ木様、香山様と坂本法人会会長も陣中見舞いに来て
頂きました。
　初めは伸び悩んだ献血者数もその後徐々に勢いが増し、
どうにか初期の目標を達成出来ました。

　六本木ヒルズアリーナはロケーションもよく、森ビル
様の協力やテレ朝様の大型ビジョンに献血の広告静止画
を放映いただけるなど、数多くのメリットがあります。
　献血協力者数が近年減少傾向にある中で、お陰様で累
計3,304名に達しました。
　会員一人一人のご協力の下、麻布法人会献血活動を継
続すべく委員一同頑張っております。
皆様方のご協力に感謝いたします。

社会貢献委員会　斎藤竹雄

社会貢献委員会

第188回　麻布法人会ゴルフ大会結果表

優勝

2位

3位

氏名

桑原　賢児

武田　　昇

額賀真理子

法人名

㈱フォーシーズン

㈱バンブー

㈲ジョイコンセプト

グロス

89

85

97

HC

36

29

38

ネット

53

56

59

B.G　八百板　72 
N.P　額賀・岡・渡辺（由）・佐藤（俊）・武田・杉山・
　　  佐藤（俊）・大島・八百板・稲葉
参加者　45名
　　　　（初参加９名  内東京税理士会麻布支部より４名）
次回　第189回大会のご案内 
開催日　平成27年10月１日㈭　茨城ゴルフ倶楽部 東コース

ゴルフコンペゴルフ同好会

献血受付の様子 坂本会長　小亦署長　藤ノ木常務取締役
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●活動報告

「第２回麻布法人会納涼会」報告
　平成27年８月27日グランドプリンス新高輪
「飛天テラスガーデン」にて昨年に続き第２
回目となる夏の風物詩『納涼会』を開催しま
した。
　今回のテーマは「ハワイアン」です。ハワ
イの雰囲気を出すためにプールサイドで行う
初の屋外企画という事で、やはり天候が気に
なりました。
　開催日の前週に発生したダブル台風にドキ
ドキしながら当日を迎える事となりました。
前夜まで台風15号通過の影響で関東地方は風
雨に見舞われ、スタッフ間では当日まで室内
会場での開催準備も同時進行していました。
　皆さまの心配とは裏腹になにか「持っている！」麻布法人会の皆様はさすがです。奇跡的にも天候は回復し、結果
200名を超える麻布法人会会員ほか多くのお客さまにお越し頂き、「屋外での大バーベキュー」、「小錦夫妻ハワイアン
ライブショー」、「アトラクションクイズ」と都会の異空間でもあるグランドプリンス新高輪のプールサイドで、皆さ
ま束の間のひと時ではありましたが、大いに交流を楽しまれました。

　まずは、炭火焼のバーベキュー、ホテル自慢の国産牛は絶品！プールサイドのテーブルでは香ばしい匂いが立ち込
め、またスタッフたちが煙にまかれながら屋台さながらのコーナーでは美味しいお肉をどんどん焼き、皆さんたっぷ
りご堪能いただきました。
　続いて、小錦夫妻による「ハワイアンライブショー」では小錦さんのウクレレによるハワイアンソングでハワイの
雰囲気満載です。夫人のフラダンスコーナーでは多くの参加者が即興でフラに参加するなど会場の盛り上がりは最高

潮に。
　そして締めくくりは人気のアトラクション。多数の豪
華景品を狙って「ハワイアンクイズ」に会場の皆さま「狙
い撃ち！」でした。
　今回の納涼会は、「せっかくの夏の夜なので屋外でコ
ンサートやバーベキューなど実現できないか？」との投
げかけからこの企画が始まりました。テーマの「ハワイ
アン」にちなみ、フラダンス、ウクレレ、プールサイド、
プルメリア、ポリネシアンショーとスタッフ一同様々な

事を考えました。屋外という事で会場レイアウトや音響などは室内会場に比べて困難で、ましてや先週から台風が接
近する中、何度もホテル側と調整をし、開宴寸前までさまざまな調整に尽力しました。結果、手作り感いっぱいでは
ありますが、親睦委員スタッフ一同の思いの入ったとても良い企画となりました。
　参加された方々ありがとうございました。またそうでない方も来年の納涼会を楽しみにお待ちしています。　

親睦委員会　委員長　後藤浩

親睦委員会

ハーラウ・ナ・ウルイカ・パイ・オカマイレの皆さんによるフラダンス 小錦夫妻による「ハワイアンライブショー」

人気のアトラクション「ハワイアンクイズ」
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目標なども特に持っていませんでしたし
…」。
　ところがある日、小学校5年生に『夢
をつかむ』というテーマで話をして欲し
いというオファーがきてしまった。「は
じめに言ったのは、『今夢がある人は羨
ましい。でも、今夢がないからといって
ダメなわけではないし、夢が持てるか、
掴めるかは人それぞれ。だから焦らなく
ていい。夢と出会えるチャンスは死ぬま
であるから、今ないからといってがっか
りすることはない。ただ、探さないと見
えてこないから、自分が好きなことは何
かと考えたり、やってみたいことがあれ
ば一生懸命やってみればいい。達成して
からこれが夢だったんだと気づくことも
あるから。』という話をしました。子供
たちに話をしたというより、自分自身に
言い聞かせていたような気がします」。

唯一の趣味は観劇

　「スポーツがあまり得意でない、私の
唯一の趣味は観劇です。その中のひとつ

が起きた時に対応できる能力が
ある等々です。でも結局、いい
素材でいるということは、自分
を磨くことでしか成り立たない
のだと思います」。
　その後、多くの番組で活躍し、
フリーになってからは、２年に
１回開催される世界陸上のMCを、織田
裕二さんと10大会連続で務めている。

スポーツ選手に想うこと、
そして学んだこと

　これまで、プロ・アマ問わずスポーツ
選手を取材した経験で、日本と海外とで
は選手を取り巻く環境が大きく異なると
いう。特にアマチュアスポーツではそれ
がとても顕著で、日本選手が海外選手と
同様に活躍していくのは、とても大変だ
と語る。「本人がどう思い、何を求めて
いるのか、やりたいことを手にするまで、
努力を続けるということが重要なんです
ね。スポーツ選手は本当に凄いと思いま
す」。
　「私は、がむしゃらに、我を忘れて何
かをしたという経験がありません。だか
ら、そういうことをやってきた人が羨ま
しい。そしてそれがコンプレックスでも
あります。みんな小さい頃からずっと、
上手くなりたいと思って、厳しい練習を
続けてきた人達ばかりです。私には到底
できません。私は小さい頃から夢とか

スポーツ嫌いが
スポーツ番組のメインキャスターに

　中井氏といえば『プロ野球ニュース』
や『世界陸上』など、スポーツキャスタ
ーとしてのイメージが強い。しかし、彼
女自身はスポーツの経験がなく、むしろ
「運動はかなり苦手」と話す。
　「私自身もスポーツを担当するアナウ
ンサーというのは、スポーツの経験があ
るとか、スポーツを愛してやまないとか、
そういう人がなるものだと思っていまし
た。経験があるからよい放送ができるの
だと」。　
　ところが、『プロ野球ニュース』のメ
インキャスターに抜擢された時、「スポ
ーツが得意な人だけがテレビを見るわけ
ではない。経験が邪魔をすることもある。
スポーツに興味がなかった人が興味を持
ってくれればいい」と言われたそうだ。
賛否両論はあったが、大学を出てすぐに
フジテレビに入社した自分に、できるこ
とはただ一生懸命やることだったという。
　「当時はわかりませんでしたが、今考
えると、自分にできることは『いい素材
でいる』ということだと思います。番組
を制作する人が料理しやすい素材である
ことです。元気があるとか、スポーツの
経験はないけれどスポーツに興味を持っ
ているという姿勢や、いつでも取材に行
け、きちんとした日本語が話せる、何か

●特集・トップインタビュー

　中井美穂氏はフジテレビのアナウンサーとしてプロ野球ニュ
ース等の番組で活躍。1995年の結婚を機に、フリーアナウン
サーとなる。1997年からは世界陸上のMCを務め、今年10
大会目を迎える。演劇やクラシックコンサートの司会、朗読の
ほか、2013年からは読売演劇大賞の審査員も務めている。

フリーアナウンサー

中井 美穂氏
　　　　　　　　  （なかい　みほ）

人間がつくる美と自然の力を取り入れ、
人間力をアップ

©小池哲夫
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きて蓄積されたものや、その人の本質が
出てしまいます。だからこそ、日々をど
う過ごし、何を大事に思って生きている
のかを考える必要があります。そうでな
いと、いい素材にはなれません。それに
は、自分を保つためにちゃんと生きるこ
と、ちゃんと暮らしていくこと、自分を
知ることに尽きると思います。とはいっ
ても、なかなかできないですけれど…」。
心も身体も含めて、いい素材になるため
には、自分自身が努力していくしかない
と中井氏は語る。
　「いくら自分のことを嫌いでも、自分
から離れて生きることはできません。も
ちろん自己嫌悪に陥ってストレスを溜め
てしまうこともあります。ストレスは心
にも身体にも負担をかけますよね。でも
せっかくこの世に、この肉体を持って生
まれてきたのですから、大切にメンテナ
ンスをしながら、自分自身で可愛がっ
てあげなくてはと思うんです。これから、
自分がどんな人と出会うのかも楽しみに
しています。また、年齢を重ね、何がで
きなくなるのかにも興味があります。そ
の変化をいたずらに怖がったり、がっか
りしても仕方がないので、できない自分
を楽しむゆとりを持って、事にあたれれ
ば良いと思っています。同じ事をやるに
しても、楽しみながらやる方が、身体に
も良い気がします。あまりストイックに
ならずに、自分を甘やかすアイテムを用
意して、大事にいたる前に自分を上手く
コントロールして、最後までやっていけ
たら良いと思っています」。
　今、そのアイテムは、演劇であり、仕
事であり、ご家族であり、友人であり、
そして究極には自然だという。
（取材：尾関武男、尾関勇、須藤純男、
　　　　一寸木美奈、𠮷田眞紀子　　　
　文責：岡野孝子）

いい素材であり続けるために

　中井氏は現在、金子みすゞ の詩の朗
読をチェロとピアノの演奏と共に行うク
ラシックコンサートや、被災地での読み
聞かせなど、活躍の場をさらに広めてい
る。今後も、「今までやってきたスポー
ツ番組や、演劇に代表されるようなエン
ターテインメントに関する仕事、またイ
ンタビューや対談、イベントの司会や朗
読の舞台なども、できる限り続けていき
たいと思っています」。
　スポーツも演劇も朗読も全てライブ。
生で進行する仕事は想像以上に大変なこ
とだ。
　「生の場合、目の前で起こる反応が、
自分の想像していたことと全く違う場合
があります。人がやることなのでうまく
いくこともあれば、失敗することもあり
ます。でも、失敗する時には必ず理由が
あると思います。それが自分のコンディ
ションであったり準備不足であったりも
します。また、どんなに準備をしていて
も何が起こるかわかりません。そうなっ
た時に、とっさに、自分が今まで生きて

のジャンルとして、日本固有の宝塚歌劇
団の存在は、とても面白いと思っていま
す。番組も12年ほどやらせていただいて
います。スポーツはしませんが、芝居は
たくさん観ています。そのおかげで、ア
フタートークの司会や、インタビュー、
クラシックコンサートの司会などをさせ
ていただく機会が増えてきました。2013
年からは読売演劇大賞選考委員をやらせ
ていただいて、さらに演劇を観る機会が
増えました。年間200本くらい観ていま
す。選考委員になってノミネート作品を
決めていくことは一苦労ですが、自分が
好きで興味を持っている分野のことで仕
事ができること、演劇界のプロの方々と
身近に接することで、自分の知らなかっ
たことをたくさん学ぶことができるのは、
すごくいい機会をいただいたなと思って
います」。
　また、「演劇は、その場に行かないと
観ることができません。目の前で役者が
自分自身の肉体や声をつかい、この瞬間
しか生み出すことのできない空間を作り
上げている。そこから観客が何かを受け
取って、受け取ったものから自分を形成
していく大事なものが生まれ、次に繋が
っていく。スポーツとよく似ているな
と感じます。同じお芝居、台詞であって
も、間合いの違いやお客さんの反応も違
う。ライブってそういうことなんだと思
います。」
　さらには「この先、まだまだ活躍が期
待される役者さんが、ある日突然この世
から消えてしまわれると、いくら映像が
残っていても、伝わる情報や自分が受け
取るものは、生きている人が今動くこと
の情報量にはかないません。だから、ど
んどん観ておかないと、と思うんです」。

●特集・トップインタビュー

■中井美穂氏プロフィール────────
本名：古田 美穂
1965年東京都出身、ロサンジェルス生まれ。
1987年～1995年、フジテレビアナウンサーと
して活躍。
1995年、ヤクルトスワローズの捕手・古田敦
也さんとの結婚を機にフジテレビを退社。 
現在はフリーランスアナウンサーとして活躍
中。
「タカラヅカ・カフェブレーク」（TOKYO Ｍ
Ｘテレビ）、「松任谷正隆のディア・パートナ
ー」（ＦＭ東京）にレギュラー出演。
1997年から「世界陸上」(TBS)のMCを務め
ている。

中井さんと広報委員

取材風景

身振り手振りで、
終始笑顔を絶やさない中井さん
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●都税事務所からのお知らせ

●熱血先生の経営指南 〈最終回〉

贈与税はかかりますが、贈与税総額と相
続税を比較すると節税になる事が多いで
す。
②不動産を賃貸物件にして、相続税評価を
　下げる方法。
これも一般的な対策です。これは、きち
んと収益物件になるようにしないとリス
クがありますので事業的感覚で意思決定
すべきです。
③株式を後継者に、土地を他の兄弟に、借
　入×建築で課税対象を減らすという方法
　もよく採用される方法です。
④生命保険
これは、会社の株価を圧縮しつつ、もし
もの場合の「換金性・現金払い」という
効果や「受取人を指定」することで、即
事業資金として使えるなどのメリットも
あります。
⑤養子
長男のお嫁さんを養子にするなどして、
相続人を増やすという方法もあります。
これらの対策は「期間的猶予」があれば
ある程、選択肢が増えます。
　何より、早めに、計画的に取り組む事が
大事です。

　今回をもちまして「熱血先生の経営指南」
は終了いたします。長い間、お付き合い頂
き誠にありがとうございます。

•後継者に株を集中する事。遺留分に
　は配慮すること。
•後継者には経営リスクがある事。そ
　れを承知で株式を承継すること。
•もちろん、自らの力量次第で良い経

　　　営ができる可能性があること、これ
　　　は後継者の力であること。
•他の親族にはその他の財産を承継し、各
　自どのくらいの相続税が発生すること。
　これらの事をきちんと家族会議で話し合
うのです。
　勿論、遺言にそれを書き記しておくこと。
できれば公正証書で。（公正証書があって
も最新の自筆の方が効力を発揮するので注
意が必要）
　次に相続税・その対策を考えます。
　これは株式以外に個人の財産を考えなけ
ればなりません。
　国の政策は、相続税の大衆課税化に動き
出しました。
　基礎控除も引下げられ、相続税率も引き
上げられました。
　これまで亡くなった方の４％程度であっ
た課税発生も10％程度に増えます。
　相続税の申告が必要な方は対策を考える
必要があります。
　その一般的な対策をお話しします。
①相続でなく、贈与で毎年財産を委譲する
　方法

　まず、相続税の前に「争族」にならない
対策を考えます。
　何よりも「事業承継の理念（目的）」が
最も重要と思います。
　創業家がこれまで幸せに暮らしてこれた
のも経営があっての事です。
　ですから創業家親族に何のための事業承
継かを教育しなければなりません。
　間違えても、オーナー家やその一族が「見
識のない株主」として経営が混乱するよう
な事は避けなければなりません。
　むしろもっと良い経営をし、そこで働く
人が幸せになるための応援をして欲しいも
のです。
　それは即ち「後継者を応援する事」に他
ならない筈です。
　だから一番最初に申し上げた「事業承継
の目的」が極めて重要なんです。
　とは言え、近代民法では兄弟の権利を平
等にしました。その事が相続・事業承継の
混乱を起こす原因となっています。
　この点を予防するには、「徹底した合意」
が必要です。そのための「家族会議」が重
要です。

中小企業の事業承継を
考える⑧
～相続（争族）と相続税～
税理士　飯島 一郎

　首都圏では、平成27年度から平成29年度にかけて、原則
として全ての事業主を特別徴収義務者に指定する取り組み
を進めています。
問：【特別徴収への切り替え方法等】
　　　港区役所　０３（３５７８）２６００
　　【特別徴収推進にかかる取組】
　　　主税局徴収部個人都民税対策課支援係
　　　　　　　　０３（５３８８）３０３９

便利な電子申告・電子納税等を
ご利用ください

　法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内
の事業所税、23区内の固定資産税（償却資産）につい
て、eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用した電子
申告等の受付を行っています。あわせて、法人事業税・地
方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税について、
eLTAXを利用した電子納税も行っています。
問：【電子申告、電子申請・届出】各税目担当係
　　【電子納税】徴収管理係
　　　港都税事務所　０３（５５４９）３８００（代表）

中小企業者向け省エネ促進税制 
～法人事業税・個人事業税の減免～

　都では、中小企業者が行う省エネ設備等の取得を支援す
るため、法人事業税、個人事業税を減免しています。
　詳細は、主税局ＨＰ「＜東京版＞環境減税について」を
ご覧ください。また、地球温暖化対策報告書制度・導入推
奨機器については環境局ＨＰをご覧ください。
問：〇中小企業者向け省エネ促進税制について
　　　港都税事務所　０３（５５４９）３８００（代表）
　　　　（法人）法人事業税第一係・法人事業税第二係
　　　　（個人）個人事業税係
　　　主税局課税部（法人）０３（５３８８）２９６３
　　　主税局課税部（個人）０３（５３８８）２９６９

【事業主の皆様へ】従業員の個人住民税は、
給与から差し引く特別徴収で！

　従業員（給与所得者）の個人住民税は、事業主（給与支
払者）が毎月従業員に支払う給与から差し引き、納入して
いただく特別徴収が原則です。
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●税務署からのお知らせ

（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27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

　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 対象地域　（注）

11月９日㈪

11月11日㈬

11月12日㈭

11月10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27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27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27年分の法定調書の提出期限は、平成28年２月１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。
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●企業訪問

験も行い、中庭ではミスト装置を設置し
て、お客様の庭に使う場合に備るなどの
実験も行っている。子どもの頃から生き
物が好きだったという矢野氏、この庭に
は放し飼いのアマガエルがいる。また取
材当日には、最近飼い始めたエボシカメ
レオンがいた。
　東京の真ん中で、自然に耳を傾け道具
と語らい、庭造りの構想をめぐらせてい
るという矢野氏。四季の趣を変え、年月
とともにより自然の情景へと変化する庭。
今後も自然そのままを写実的に取り入れ、
庭を眺めることで気持ちを癒す庭園造り
を続けていく。
　　（取材：一寸木美奈、𠮷田眞紀子
　　　文責：岡野孝子）

には庭では得難い造形美が広がり、心地
よい空間を作るためのお手本としている。
　「以前、岐阜県の中津川市にある加子
母村の、特別な許可が必要な神宮備林に
行ったことがある。そこは、伊勢神宮の
式年遷宮に使用される、樹齢が1000年ク
ラスの木材を供給している。ヒノキなど
の針葉樹以外は利用されないためか、そ
の他の樹木が残り、自然石と融合した
如くの樹木達が織り成す光景は尋常じゃ
なかった。人の手がほとんど加わらずに、
時間が紡ぎ出した風景は聖地に思えた。
それを見て、人工環境下ではなかなか再
現が不可能であるとは思いつつも、そこ
により近づけてみたいと思った。だから
こそ『枝すかし』などの技法を使い、樹
形の柔らかい感じを生かすのが自分のス
タイル」だという。さらに造園業者はあ
まりやらない園芸も行い、自作でプラン
ターまでをも製作する。
　また、同業者と違うオリジナル性を持
ちたいため、深山で林業も行う大工さん、
液体ガラスを使用し材木への処理・加工
を得意とする大工さん他、鍛冶屋さんな
ど特殊な技術を持つ職人との関わりも多
い。自らも鋏や鉋(かんな)、鑿(のみ)はも
ちろんのこと、チェーンソーの目立てや
機械のメンテナンスに至るまで、道具の
手入れにも余念がない。

都会の中の自然

　木楽庭の自宅の中庭は、山で見かける
ような自然の崩壊と再生をイメージした
風景が広がる。また新製品などの導入試

　木楽庭は自然の風景などにこだわり、
四季の移ろいを感じさせる庭園設計・施
工・管理を行っている。環境や建物との
調和、そして数十年後の樹木の成長をも
考慮した造園で注目を集める、庭師の矢
野俊也氏にお話を伺った。

庭の手入れは大きな盆栽か

　矢野氏は大学を卒業後、株式会社野沢
園に勤務。その後、糀谷造園の太田克己
氏に師事し、1999年に『木楽庭』として
独立した。目指すのは人の手が入り過ぎ
てない、より自然に近い風景。
　矢野氏は「庭造りは庭という限られた
スペースと環境の中で、植物がそこで耐
えられる環境か、そして建物の雰囲気に
合っているかどうかが大切。だからこそ
樹木を植えるだけではなく、塀や据える
石材・敷石、土間に至るまでをトータル
で考えた庭造りをしている。そして自然
樹形を崩さない剪定が施され、継続され
るのが庭を造っていくために重要ではな
いか」と語る。
　さらに「全体のバランスを保つため、
樹種に合った手入れを続けることができ
るのかが、その後の庭の外観に大きく影
響する。だからこそ定期的な剪定などの
メンテナンスを行い樹木の成長を考え、
できるだけ自然な樹形になるような手入
れを心がけている」という。

より自然の風景に近づくために

　矢野氏は年に数回は深山などに入り、
自然の感覚を取り戻すという。自然の中

一枚の絵のような自然の美しさを目指し､四季の変化を感じることができる庭造り

木楽庭（もくらくてい）
http://mokurakutei.com/

矢野 俊也　ヤノ　シュンヤ
1966年  東京生まれ
1990年  東京農業大学卒業 ㈱野沢園に勤務
1996年  糀谷造園の太田克己氏に現場作業を
              教わる
1999年  『木楽庭』として独立
園芸に関しては山梨県の㈲ウィードの森千秋氏
から学ぶ

施工例　プランターフックも自作している作庭のイメージ　自然の景観を意識しているという
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●企業訪問

に、現地のエージェントとの関係作りを
重要視している。
　「現地のエージェントさんとのコネク
ションが大変重要です。限定した国に私
たちが何度も足を運び、学校や顔を覚え
てもらったら、次に食事に誘い、お酒を
飲んで親しくしていただけるようになっ
て初めて何人かを紹介していただけると
いう関係です。まずは相手と打ち解ける
ことが第一ですね」
　個人旅行のときも、互いに心を通わせ
ることができればなんとかなると、言葉
の壁は考えずにコミュニケーションを楽
しんでいるという。
　「ここ港区でも、例えば盆踊り大会が
あれば近くの日本語学校の学生に来ても
らうというように、草の根の活動で小さ
なところから国際交流が始まればいいな
という気がします」
（取材：山本閉留巳　文責：神山亜由子）

からなくて家にこもってしまうことがあ
るんですね。学校に来なければ毎日電話
をしたり、お腹が痛いとなれば、様子を
見て病院へ連れて行ったりもします。こ
うして出欠の管理を徹底するのは、ビザ
の更新で入国管理局に報告する際に、出
席率が８割をきっているとビザが更新出
来ないためです」
　日本語の授業以外に課外授業でお茶を
体験したり、七夕の笹飾りや隅田川の花
火大会、浅草の流鏑馬など日本文化に触
れる機会も楽しみの一つとしてある。
　「日本の年中行事を体験することは、
どこの日本語学校も似た活動をしていま
すが、ここは学生への面倒見のよさでは
他の日本語学校にない取り組みをしてい
るという自負があります。普段からよく
学生と接して互いの密度が濃いので、卒
業式では進路指導や生活指導の先生たち
と抱き合って泣いていますからね」

市進教育グループならではの
強み

　勉強面では、普通の日本語学校では教
えられない大学受験用のコンテンツが全
て見られるという特長がある。
　「現在インドの大学に人を送り、日本語
の映像コンテンツをもとに日本語の授業
を行っており、今後は他の国でも日本語
教育のノウハウを展開していきたいと考
えています」
　このほか海外から学生を呼び込むため

　2011年9月より、個人経営から市進
ホールディングスのグループ会社として
新たにスタートさせた日本語学校で、現
在260人が学んでいる。学生に対する
根気強い対応は、市進のキャッチフレー
ズ「めんどうみ」が根底にある。
　

職員が連携して
生活全般を見守る

　学生は中国、韓国、ベトナム、ネパー
ルといった近隣のアジア地域からがほと
んどで、来日が決まると日常生活で必要
な身の回りの準備を担当の職員が全て行
う。例えば住民票の登録や保険の手続き、
銀行口座の開設、携帯電話の契約、定期
券の購入、そして電車の乗り方やトイレ
の使い方、ゴミの分別といった日本の生
活習慣を教えることまで幅広い。
　「日本に来て間もない子は、言葉がわ

親代わりのような気持ちで学生たちと接しています
江戸カルチャーセンター
http://www.edocul.com/

一瀬　誠
イチノセ　マコト

大学卒業後、首都圏に塾・予備校を展開する市進
教育センター（現・市進ホールディングス）に入社、
３年間進学塾の講師として教壇に立つ。その後本
部系で人事、総務、財務、経営企画、広報、店舗
開発、株式公開業務等を経験。江戸カルチャーセ
ンターが市進グループに加わった2012年より
校舎責任者として赴任。2014年より代表取締役。

卒業式

授業風景

課外授業

一瀬校長（中央）と生徒たち





法人税確定申告の際は、次の事項に注意して左の「会員証」を切り取ってお貼りください
①OCR紙（コンピュータ読取用）には貼りつけないでください
②１枚目の申告書別表一（一）の上部欄外の空白部分にはみ出さずに、きちんと糊付けしてください

●麻布街角物語●行事日程●編集後記

　港区立麻布小学校（麻布台一丁目）の校庭一角に、ひっそりと立って
いる桜の木が在ります。
　日米開戦当時のジョセフ・グルー駐日米国大使が帰国に際し、日米平
和を願い大使公邸の庭に一本の桜を植えました。「桜が咲く頃、時計の
振り子が戻るように平和がよみがえる。」と、大使は語ったそうです。
　桜は戦後一度枝分けされ、さらに取り木したのが、麻布小学校に立つ
「グルーの桜」です。平成22年、ジョン・ルース駐日米国大使のご好意
により、同小学校へ寄贈されました。
　「グルーの桜」は、この夏ＮＨＫのドキュメンタリー番組「歴史秘話
　ヒストリア」でも紹介されました。

広報副委員長　山本閉留巳

46

グルーの桜
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1945.4. 1　沖縄戦
　　8. 6　広島 原子力爆弾投下
　　8. 9　長崎 原子力爆弾投下
　　8.15　敗戦
1952.4.28　GHQの統治下を放れ戦争状態 終結
1972.5.15　沖縄占領下おわり日本国に返還
　被爆者の多くはその影響で今も亡くなっており家族まで苦し
めています。
　沖縄の方々は占領後米兵による残虐な殺害、強姦婦女暴行、
発砲などが跡を絶たず今も苦しんでいる。又、米兵は戦闘神経
症 などに苦しんでいる。

　“もう二度と戦争はしない”という９条が出来てから日本国
は他国の人を殺害したり、武器を作り売る事をしていません。
胸を張って良い事だと思います。
　自身、次世代、戦争や原爆の被害者の為に “戦争をしない国”
であり続ける。平和ですよね。
　日本ができる事は兵士や武器を外国に送る事ではなく、その
お金を医療や食糧、世界の苦しみや悩みを解決する為に使うべ
きではありませんか!?
　世界から信頼を得て“壊してはいけない国”になりたいです。
　今年は港区平和都市宣言 30周年でもあります。
　善福寺の『逆さ銀杏』をご観頂きご一考を…

広報副委員長　一寸木美奈

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。～2016年1月

行　　　事 日　　　程 会　　　場 内　　　容
第５回麻布ときめきパーティ 
ティー・クラブ主催
マイナンバー研修会

みなと区民まつり

麻布支部主催 麻布を知ろう!
幕末・維新の麻布歴史散歩

新設法人説明会

源泉部会研修会

決算法人説明会

麻布法人会賀詞交歓会

婚活事業

マイナンバーの実務と疑問にお答えします。

ブース出展。
税金クイズ、紙芝居など催し。

港区学芸員とともに、麻布の歴史や幕末維新
に麻布が果たした役割を考えます。
対象は新設法人（会員を問わず）。税知識・
会社設立に伴う税務手続きを解説。
年末調整の説明　経験者対象
年末調整の基礎　初心者対象
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。

10/3    12:00～15:00

10/6    16:30～18:00

10/10  11:00～17:00
10/11  10:00～16:00

10/15 10:30～13:00頃

10/23  13:00～16:00

10/26  13:00～16:00
11/24  13:00～16:00

11/17  13:30～16:00

1/中旬

東京アメリカンクラブ

ほうらいやビル

芝公園増上寺会場

都立中央図書館集合

麻布税務署

ハリウッド・
ビューティープラザ

麻布税務署

未定




